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平成２８年度第３回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日  時：平成２９年３月２９日（水）午後１時３０分から午後３時２０分まで 

場  所：委員会室（本庁舎３階） 

 

出席委員：大河一夫、伊藤充宏、大橋茂樹、波多野知司、平野義雄、太田敏勝、 

白井勝、河合鉄夫、片山佳代子、小山妙子 各委員 

欠席委員：平田節雄、川上陽子 各委員 

事 務 局：高橋介護高齢課長、清水介護高齢課主幹、 

西田南部高齢者相談センター所長、岡本介護高齢課長補佐、 

近藤介護高齢課長補佐、中尾介護高齢課長補佐、鈴木介護保険係長、 

磯田主任、後藤主事 

 

 

（司会） 

定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。 

委員の皆様には、大変お忙しい中、ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

ただ今から平成２８年度第３回豊川市介護保険事業運営協議会を開催させていただきま

す。 

なお、本日、川上委員、平田委員より欠席のご連絡をいただいておりますのでよろしく

お願いいたします。 

はじめに、本日の資料の確認をさせて頂きます。次第、委員名簿、本協議会の要綱、平

成２８年度第３回と書かれました資料、Ａ３用紙三つ折りの参考資料を事前にお送りさせ

ていただきました。また、当日配布の資料として「高齢者の相談窓口が増えます」と書か

れた資料をお配りしています。 

もし、お手元にない資料がございましたら、事務局にお申し出ください。 

よろしかったでしょうか。 

それでは議事に入ります前に、会長であります大河様から、一言ごあいさつをいただき

たいと思います。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

 皆さん、こんにちは。 

本年度最後である第３回目の介護保険事業運営協議会でありますが、主たる中身は、

包括支援の話と指定申請の話が中心になります。 

最近、東三河広域連合の関係で、豊川市と他の市との違いが少しずつ分かってきまし

て、包括支援について、豊川市では高齢者相談センターですが、どちらかというと特殊

な形態であるということを知って驚きました。本日配布された資料を見ますと、本来の

中学校区単位での圏域に近づいたものが企画されています。また、きめ細かく豊川市で

行っていることが、必ずしも他の市では行っていないということが分かってきました。
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内容については、これぐらいにしておきまして、最近、雑誌で見つけたものをご紹介し

たいと思います。高齢者の３Ｋという表題がついたもので、３Ｋの１つ目がお金の面で

の経済的な不安、２つ目が孤独という面で地域との繋がりがないという不安、３つ目が

貢献で他者に役立つ存在かどうかという不安、そういった項目が高齢者の３Ｋであると

書いてありました。ひるがえって本協議会の中身をみますと、まさに包括支援の内容が

高齢者の３Ｋをカバーする役割を果たしていると思いましたので、ご紹介させていただ

きまして開会の挨拶とします。よろしくお願いいたします。 

 

（司会） 

どうもありがとうございました。 

本日の協議会につきましては、委員の定数の半数以上の出席がございますので、運営協

議会設置要綱第４条第２項より、議事の開催及び議決の規定を満たすことをご報告させて

いただきます。 

続きまして、当協議会の公開についてご説明いたします。当協議会におきましては、一

部の議案を除き、原則公開となります。議事録につきましては、発言された委員のお名前

を伏せまして、要点筆記の形で作成し、公開してまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

それでは、運営協議会設置要綱第４条第１項の規定にありますとおり、この会の議長は

会長である大河様にお願いし、以降の会議の進行をお願いしたいと存じます。 

それでは、大河会長よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

それでは議題（１）の「平成２９年度高齢者相談センターの事業運営について（協議）」、

事務局より説明をお願いします。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 いつもお世話になっております。介護高齢課長の高橋でございます。（１）の高齢者相

談センターについてご協議いただく前に、私の方から平成２９年度の介護保険事業の全体

の概要と今後の展開について、特に平成２８年度と平成２９年度の実施事業で変わる点を、

大きく４点についてご説明いたしますので、簡単に平成２９年度の実施事業についての輪

郭をつかんでいただければと思います。 

 まず、１点目でございますが、介護予防・日常生活支援総合事業というもので、いわゆ

る新しい総合事業と市では呼んでおります。介護保険の制度は要介護で５段階、要支援で

２段階ありますが、この認定を受けた方が介護保険のサービスを利用していることは、委

員の皆様もご存知だと思います。このうち、要支援１、２の認定を受けた方が利用するデ

イサービスとホームヘルパーの２つの事業が、介護保険の給付を受ける事業から市が行い

ます事業に変わってまいります。これと、豊川市の事業として行っています運動器の機能

向上のための教室や認知症を予防する脳のトレーニングのための教室などの介護予防事業

を合わせまして、新しい総合事業ということで平成２９年度から開始いたします。これに
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よりまして、高齢者相談センターの平成２９年度の業務内容が変わってまいりますが、詳

細につきましては、高齢者相談センターの所長から説明がありますので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、２点目でございます。先ほど、会長からお話がありましたが、高齢者相談センタ

ーが９か所に増えます。お手元のＡ４版両面刷りの「高齢者の相談窓口が増えます」をご

覧ください。前回の協議会においても説明させていただきましたが、現在４か所ある高齢

者相談センターに、５か所の出張所を加えまして、全部で９か所の高齢者相談センターと

いうことで運営をしてまいります。５か所の出張所につきましては、平成２９年４月３日

の月曜日から運営を開始する予定となっておりまして、利用時間などは「高齢者の相談窓

口が増えます」に記載の表のとおりとなります。また、出張所が加わりましたので、高齢

者相談センターの職員数が増えてまいります。平成２８年度は３４名の職員がおりました

が、平成２９年度から１２名増えまして４６名で対応してまいります。お手元の「高齢者

の相談窓口が増えます」の裏面をご覧いただきまして、高齢者相談センターと出張所の業

務についてですが、基本的には差異はありません。ただし、出張所は２名体制となります

ので、必要に応じまして高齢者相談センターと連携して事業を進めてまいります。なお、

先ほど１２名増えますと説明いたしましたが、内訳といたしまして高齢者の方の生活支援

を目的として、高齢者相談センターに１名ずつ生活支援コーディネーターという役割を持

った職員が配置されます。詳細につきましては、高齢者相談センターの所長から説明があ

りますので、よろしくお願いいたします。 

 ３点目でございます。認知症初期集中支援チームの設置準備です。これは、認知症だと

思われるような市民の方に対して、早い段階から認知症初期集中支援チームが関わりを持

って、認知症の高齢者又はその家族に対しての支援を短期間のうちに集中的に行い、それ

以降は通常の生活の中で、高齢者相談センターやかかりつけ医などが支援をしていくもの

でございます。本市では、平成３０年度から実施する予定ですが、平成２９年度から準備

を行っていきます。 

 ４点目は、東三河広域連合に関するものでございます。平成２７年１月に、東三河の８

市町村であります豊川市、豊橋市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村が

事務を一緒に実施していくということで東三河広域連合が設立されました。その中で、平

成３０年度より介護保険の保険者が統合されまして、東三河広域連合が介護保険事業の運

営を行ってまいります。保険者が統合されますと、本協議会につきましても事務局が東三

河広域連合に変更となりますので、本市としての本協議会の任期は平成２９年度の１年間

が最後となります。ただし、詳細につきましては、まだ決定しておりませんので、今後、

何か動きがありましたら適宜ご報告させていただきたいと思います。 

 口頭での説明ではありましたが、以上の４点が平成２９年度、もしくは平成３０年度に

向けての概要になります。このことを念頭においていただいて、これからのご協議をよろ

しくお願いいたします。では、平成２９年度の高齢者相談センターの事業運営について、

高齢者相談センターの所長よりご説明いたします。 
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（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

南部高齢者相談センター所長の西田です。平成２９年度の高齢者相談センターの事業計

画について説明させていただきます。お手元の資料１ページのＡ３横の資料をご覧くださ

い。 

まず、資料について２点訂正がございます。１点目が、３の権利の④消費者被害の防止

で、豊川市消費生活センターと記載しておりますが、平成２８年４月より東三河広域連合

に移行しておりまして、名称が東三河消費生活豊川センターに変更されております。２点

目が、４の連携の⑪生活体制整備事業の実施とございますが、「支援」の２文字が抜けて

おりました。正しくは⑪生活支援体制整備事業の実施となります。大変失礼いたしました。 

では、平成２９年度の事業計画について説明させていただきます。先ほど、高橋介護高

齢課長より説明がありましたが、４月より開始されます介護予防・日常生活支援総合事業、

いわゆる新しい総合事業の移行に向けた支援と、市内５か所に設置されます高齢者相談セ

ンターの出張所の運営という２つの大きな取り組みが直近の課題であり、平成３０年度に

移行する東三河広域連合への対応や、認知症施策への対応につきましても大きな課題にな

ってくると考えています。 

また、高齢者相談センターは、地域で暮らし続けるための生活支援として、新たに生活

支援体制整備事業を受託し、全ての高齢者相談センターと出張所に生活支援コーディネー

ターを配置し、地域における支援を強化していきたいと考えております。 

それでは個々の重点課題について、表を参考にご説明をさせていただきます。前年度と

の変更点につきましては、行全体を網掛けとし、修正部分については、下線を引いており

ますので、この部分を中心に説明させていただきます。 

まず、基本的視点についてです。こちらについては、変更はありません。冒頭で触れま

したとおり、新たに５か所の出張所が設置され、全部で９か所、概ね中学校区に一つの高

齢者相談センターの相談窓口ができますので、より身近な相談窓口として地域の皆様に活

用していただけるように顔の見える関係づくりに努めてまいります。 

１の「相談」についてです。①の地域高齢者への対応を始めとしました４つの事業につ

きましては、平成２８年度と同様ですが、①の地域高齢者への対応につきましては、元気

な高齢者の活動の場の相談支援を追加しています。先ほど述べました、新しい総合事業の

実施に向けては、こういった地域で活動する人材の育成による地域づくりや、高齢者自身

が社会参加することが介護予防につながるととらえまして、積極的に支援していくことが

重要になると考えています。 

続きまして２の「予防」についてです。３項目ありますが、①の一般介護予防事業の普

及啓発ですが、昨年までは、二次予防事業対象者、いわゆる要介護状態になる恐れのある

方を対象としていましたが、二次予防事業が廃止されまして、全ての高齢者を対象に介護

予防事業を実施していくこととなります。豊川市の実施する一般介護予防事業を広く周知

しまして、参加に向けて支援を行うとともに、住民主体で行われています老人会やサロン

活動などと積極的に連携を取って行きたいと考えております。②の新しい総合事業対象者

の個別対応について、従来の要支援１、２に加えまして、国の指定する基本チェックリス

トの実施により事業対象者が選定されます。対象者に対して、個別の身体、生活状況に合
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わせまして、一般介護予防事業や新しい総合事業の利用に向けて個別支援を行ってまいり

ます。スムーズな事業の移行に向けまして、制度について十分な説明を行い、利用者の理

解を得ながら個別支援を進めてまいります。 

続きまして３の「権利」についてです。４つの事業がございますが、平成２８年度と同

様に取り組んでまいります。②の虐待防止事業につきましては、多職種連携の中で早期発

見、対応に努めるとともに、介護保険関係事業者や医療機関とも連携しながら虐待防止に

努めてまいります。 

続きまして４の「連携」についてです。豊川市の進める地域包括ケアシステムの推進に

向けて、多職種による連携が重要になっていることから項目も多くなっております。①の

地域福祉活動推進委員会との関わりにつきましては、冒頭に「生活支援コーディネーター

の配置により」とありますが、生活支援コーディネーターとは、地域支え合い推進員、高

齢者を支えるための地域づくりを進めるコーディネーターのことです。高齢者相談センタ

ーの運営を受託します私ども社会福祉協議会は、これまでの地域のコミュニティソーシャ

ルワーカーとして活動してきました実績を活かしながら、関係機関との連携を進めてまい

ります。また、地域福祉活動推進委員会への情報提供に加えて、地域の課題やニーズなど

情報収集に努めてまいります。２つ飛びまして、④の地区民児協、⑤の町内会との関わり

についても生活支援コーディネーターか中心となり、連携を進めてまいります。平成２９

年度より新しく相談窓口が設置されたことにつきまして、こういった地域の関係者の方々

の協力をいただきながら周知を進めてまいります。戻りまして、②と③についてです。従

来どおり高齢者相談センターは、介護予防事業支援を進めてまいります。②の下線部分の

地域介護予防活動支援事業ですが、地域で行うサロン活動などに専門職を派遣し、支援を

行っていくというものになります。また、③の老人クラブとの関わりについてですが、下

線の一般介護予防事業については、従来から行っていました「いつまでもいきいき講座」

が一般介護予防事業にあたるため、特に昨年と変更はありません。⑥の関係機関との関わ

りについてですが、平成２６年度より３ヵ年で実施していました地域包括ケアシステム構

築にむけてのモデル事業は平成２８年度で終了となりますが、モデル事業を経て構築され

たシステムを引き続き市と協力して進めてまいります。個別ケア会議、地域ケア会議を開

催し、地域課題の解決に向けた取り組みを行ってまいります。⑨と⑩の認知症施策の推進

についてですが、引き続きサポーター養成講座を実施していきます。また、認知症地域支

援推進員を中心として、平成３０年度に予定されています豊川市認知症初期集中支援チー

ムの設置に向けて市と協力して検討を進めてまいります。⑪の生活支援体制整備事業の受

託です。初年度となります平成２９年度は、ここにあげました二つの取り組みを中心に実

施していきたいと考えております。実施にあたりましては、先ほどから話にあがっており

ます生活支援コーディネーターが主に担当することとなります。①の担当地域で行われる

サロン活動等の既存の通いの場の充実とともに、新たな通いの場の創出や継続に向けての

担い手の養成に努めてまいります。②の地域の課題や高齢者の支援についてですが、関係

者間で情報の共有を図り、定期的な情報や意見交換の場を作り、ネットワークの構築に努

めてまいります。豊川市には地域福祉活動推進委員会という住民による福祉を目的とした

団体がありますので、新たな組織を作るのではなく、こういった組織を中心としまして、
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他の地域の関係者も含めまして地域課題の集約など、生活支援コーディネーターが地域へ

出向きながら情報を共有し、ネットワークの構築を図って行きたいと考えています。 

平成２９年度の活動事業の説明は、以上となります。 

 

（議長） 

 ありがとうございました。 

高齢者相談センターの目標、それから高橋介護高齢課長からの説明を含めまして、ご質

問がありましたらお願いいたします。 

 

（Ａ委員） 

 新たに生活支援コーディネーターの方が配置されるとのことですが、どのような資格の

方が配置されるのでしょうか。また、今までのコミュニティソーシャルワーカーとの役割

分担についてお聞かせください。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 生活支援コーディネーターは、社会福祉協議会が行いますコミュニティソーシャルワー

カーを兼務するかたちになります。今までですと、コミュニティソーシャルワーカーと高

齢者相談センターは、別の部署となっておりましたが、今回、コミュニティソーシャルワ

ーカーも高齢者相談センターに組み込まれまして、一体となって地域支援を行っていくと

いうかたちになります。今回、生活支援コーディネーターを４か所の高齢者相談センター

と５か所の出張所に配置するということにあたりましては、従来のコミュニティソーシャ

ルワーカーよりも人数が４名増員されることになります。なお、生活支援コーディネータ

ーにつきましては、社会福祉士もしくは社会福祉主事が担当となります。 

 

（Ａ委員） 

 今までのコミュニティソーシャルワーカーが社会福祉協議会の所属から高齢者相談セン

ターに変わるということでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 社会福祉協議会の体制が変わりまして、コミュニティソーシャルワーカーは地域福祉

課の地域支援係に所属しておりましたが、社会福祉協議会の中に新たに地域支援課とい

う課ができまして、その中に高齢者相談センターと出張所の職員が配置されます。その

中にコミュニティソーシャルワーカーも含まれるかたちになります。 

 

（Ａ委員） 

 介護予防・日常生活支援総合事業は、私たちの介護保険料から払われるお金ではなくて、

市の予算から払われるお金で運営するものになるのでしょうか。 
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（事務局：高橋介護高齢課長） 

 地域支援事業という大きな枠組みの事業がありまして、その中に高齢者相談センターの

事業、それから今回行います新しい総合事業も入ってまいります。お金の元といたしまし

ては、今までと同じように介護保険料をいただきながら、国、県及び市で負担をしていく

かたちになりますので、財源の内容としては変わりません。 

 

（Ｂ委員） 

 ２「予防」の②の新しい総合事業対象者の個別対応について、チェックリストなどはあ

るのでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 今まで行っておりました基本チェックリストと同様のものになります。 

 

（Ｂ委員） 

 ２「予防」の①の一般介護予防事業の普及啓発については、全員を対象にする方向性と

いうことでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 全員が対象となります。基本チェックリストで該当された方につきましては、事業対象

者ということでプランを作成していきますが、該当されなかった方につきましても一般介

護予防事業を利用することは可能です。ただし、基本チェックリストに該当された方でも、

すぐに介護保険の事業を使うというわけではなく、自立支援に向けてということで、例え

ば一般介護予防事業が適切であると考えられれば、そのようなプランを作成するというこ

ともあり得ると考えます。 

 

（Ｂ委員） 

 介護保険の申請を行わなくても使えるということでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 先ほど、高橋介護高齢課長の方からも説明がありましたが、デイサービスとホームヘル

パーにつきましては、新しい総合事業の方で行っていくことになります。 

 

（Ｂ委員） 

 以前に、医療機関を使って高齢者の生活機能について、リストを使って選別するという

ことをしましたが、あまり上手くできませんでした。適切に選別できるのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

今まで介護保険のサービスを利用するには、認定審査が必要で、申請を受けてから１か

月以内に認定結果をだすというかたちでした。国の考えによりますと、要支援１、２のデ
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イサービスとホームヘルパーにつきましては、今までの介護保険のサービス利用状況によ

り生活支援が中心となっているという分析です。新しい総合事業では、認定審査ではなく

基本チェックリストで心身の機能の状態などを判断しますので、介護保険の認定審査より

も早くサービスを利用できるというかたちになります。 

また、サービスの利用にあたりましては、今まで高齢者相談センターで作成していたケ

アプランに代わってケアマネジメントという計画を作ってまいりますので、基本チェック

リストだけではなく、心身の状態をモニタリングしながらアセスメントし、計画を作成し

たうえで利用していくというかたちになってまいります。それ以外につきましては、基本

チェックリストの対象外の方でも一般介護予防事業として利用できるようになってまいり

ます。デイサービスとホームヘルパーだけを使いたいという方につきましては、基本チェ

ックリストを元に振り分けをさせていただいて、さらに高齢者相談センターでサービス利

用の判断をしていくということになります。 

 

（Ｃ委員） 

 サービス利用に係る事業所への加算などは、どのようになるのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 単価は市で決めるのですが、サービスを行えばサービス事業費というものをお支払いす

るかたちになります。 

 

（Ｄ委員） 

 今までデイサービスを利用していた方の利用回数は、どのようになるのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 今まで要支援１、２の認定結果がでている方で必要な方については、今までどおりに利

用できます。新たに事業対象者となった方につきましては、その方の状態に応じて新しい

総合事業をご利用いただくかたちになります。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 少し補足いたしますと、例えば専門職のヘルパーが行かなくてもできるような家事など

については、新しい総合事業の緩和されたサービスを利用していただくことで費用が安く

なります。個々のニーズに応じて多様なサービスを選ぶことができるようになると考えて

いただければと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 対象者が増えますので、計画をたてるのが大変かと思いますが大丈夫でしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 必要であれば人員増の対応も考えていかなければならないと思いますが、やってみない
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と分からないところもありますので、事業の進捗を注視していきたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

 介護保険を利用する場合は、自己負担が１割又は２割ですが、新しい総合事業はどのよ

うになるのでしょうか。あと、制度が変わることについての市民への周知は、どのように

行われるのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 介護保険と同様で自己負担は１割又は２割となります。一般介護予防事業につきまして

は、今までの二次予防事業や一次予防事業と同様に無料です。 

周知についてですが、４月１日発行の広報とよかわで特集を組んで案内します。また、

高齢者相談センターや生活支援コーディネーターが地域に出向いていきますので、そうい

ったところでも周知を行っていきたいと考えます。 

 

（議長） 

 新しい総合事業は、見守りのようなサービスであれば、ヘルパーの資格がなくても安価

に提供できるので、その辺りがねらいかなと思いますが、普通のボランティアの方が新し

い総合事業にかかわってくるのは、どのような場合でしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 新しい総合事業の中でおこなう場合は、豊川市と契約を結ぶかたちになります。市とし

ましては、認知症サポーターや介護予防生活支援サポーターを養成してまいります。 

 

（Ｃ委員） 

 新しい総合事業へ参入する事業者について、本協議会で参入の可否について協議するこ

とになるのでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 介護保険法で定められているのは、地域密着型サービス事業と地域包括センターに係る

ものになりますので、本協議会の事案とはなりません。 

 

（議長） 

 新しい動きの中で、地域包括が更に重要な役割を担うわけですが、町内会との関わりで

相談窓口の周知を図るとありますが、広報での周知でしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 パンフレットを作成しておりますので、置いていただけるところに、置かせていただく

かたちになります。 
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（議長） 

 高齢者相談センターの認知度が低いという話が以前からありましたが、直近の認知度に

ついてはどうでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 高齢者相談センターへの相談件数は非常に増えておりますので、支援を求めている方に

対しては浸透してきていると考えます。ただし、支援を求めていない方は、高齢者相談セ

ンターについて調べることがないため、全体の方を対象としてアンケートを取りますと認

知度は低くなってしまうのが現状です。 

 

（議長） 

 高齢者相談センターという呼び名になったのはいつからでしょうか。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 平成２４年度からです。 

 

（Ｅ委員） 

 認知度を高めることも必要ですが、対応する職員の質についても、さらに向上を図って

いただければと思います。 

 

（議長） 

 出張所に関しまして、北部圏域の中部・代田・金屋中学校区ですが、金屋中学校区だけ

に出張所がおかれていないようですが、理由を教えてください。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 出張所は、現場に出かけて行くことを主として考えておりますが、地域で分けますと代

田出張所が金屋中学校区も担当するかたちを考えています。 

 

（議長） 

 出張所は２名体制ですが、配置する職員はローテーション制になるのでしょうか。 

 

（事務局：西田南部高齢者相談センター所長） 

 固定で考えています。２名体制ですので、困難ケースですとか緊急対応のときは、本体

である高齢者相談センターと協力し、出張所が留守にならないように対応していきたいと

考えています。 

 

（議長） 

 議題（１）の平成２９年度高齢者相談センターの事業運営について、他にご意見などは

ありますでしょうか。 
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【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 ご意見がないようですので、議題（１）の「平成２９年度高齢者相談センターの事業運

営について（協議）」は、事務局の説明のとおり、よろしくお願いします。 

 次に、議題（２）の「地域密着型サービス事業所の新規指定について」、事務局より説

明をお願いします。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 はい、介護高齢課の鈴木と申します。それでは、議題（２）の①「地域密着型サービス

事業所の新規指定について」、失礼ですが、座って説明をさせていただきます。 

 今回、新規の指定が４件ございます。１件目につきましては、地域密着型通所介護の指

定です。２件目から４件目は、昨年度に行いました本市の第６期介護保険事業計画に基づ

く地域密着型サービス事業所整備事業者の公募に係るものであり、約１年半前である平成

２７年７月の第１回の協議会でご協議いただき、選定しました事業所となります。今年度

工事が行われ、このたび新規に開設する運びになります。 

では、４件続けて説明させていただきます。 

それでは１件目、資料の２ページをご覧ください。 

株式会社羽田野接骨院より申請のありました「羽田野デイリハビリサービス」です。事

業所の位置は、宿町小山にあり、サービス種類は「地域密着型通所介護」になります。Ａ

３横の「参考資料」の左面をご覧ください。（２）の自宅から通って利用するサービスに

あります、⑨地域密着型通所介護と書かれているところです。右面の⑨をご覧いただきま

すと、「食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機

能向上サービスなどを日帰りで提供する小規模な施設」で、定員１８名以下の小規模なデ

イサービスとなります。資料の５ページをご覧ください。当該事業者は、デイサービスを

開設する予定の建物で接骨院を運営しており、接骨院の一部を利用して事業を行うものと

なっています。このことについて先にご説明をさせていただきます。 

まず、区画についてですが、図面に表記がありますとおり、地域密着型通所介護のスペ

ースと接骨院のスペースをパーティションで区切って事業を行う形態になります。次に、

資料に表記していなくて申し訳ないのですが、デイサービスの営業時間は、接骨院の午前

中の診療時間と午後の診療時間の間の休憩時間である午前１１時４５分から午後３時１５

分に行う予定であります。こういった営業形態についてですが、まず接骨院の所轄である

豊川保健所に確認したところ、区画については接骨院の営業時間もデイサービスの営業時

間においても常時パーティションで区切ること、また、営業時間としては接骨院と重複し

なければ問題ないとのことでした。また、介護予防の指定が愛知県になるのですが、愛知

県の指定としても問題はないとのことでした。また、このような形態は、地域密着型デイ

サービスにおいては、豊川市内において別に１箇所ございまして、愛知県の担当に確認し

たところ、県下でも最近こういった形態のデイサービスが増えてきているという話しもあ

りました。 
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それでは２ページにお戻りください。開設予定日は４月１日で、１月２５日付けで新規

指定の申請がありました。設備基準、そしてページをおめくりいただいて、３ページの人

員体制について書類審査をしたところ、基準を満たし、適正な運営に支障がないと認めら

れるため、新規の指定をするものです。また、３月２１日に現地確認を行い、設備基準を

満たしていることの確認も行っています。４ページに羽田野デイリハビリサービスの位置

図、めくっていただいて５ページにはさきほどご覧いただいた平面図を掲載しております

ので、参考にご覧ください。なお、当該事業所のパンフレットについてですが、事業者よ

り現在作成中との連絡を受けておりまして、本協議会に間に合いませんでしたので、ご了

承ください。 

続きまして２件目です。６ページをご覧下さい。 

社会福祉法人寿宝会より申請のありました「ケアサポートセンター輝楽苑」です。事業

所の位置は、御津町御馬浜田で、新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類は、

看護小規模多機能型居宅介護になります。 

再度、Ａ３横の「参考資料」の左面をご覧ください。（３）の自宅で利用したり、通っ

て利用したりするサービスにあります、⑧看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）

と書かれているところです。右面の⑧をご覧いただきますと「小規模多機能型居宅介護と

訪問看護を組み合わせて提供するサービス」とありますが、この小規模多機能型居宅介護

は、上の④にあります「通いを中心に、利用者の状態や希望、家庭の事情に応じて随時「訪

問」「泊まり」を組み合わせた柔軟な対応を行うサービス」になります。この小規模多機

能型居宅介護サービスに、訪問看護を組み合わせて、医療依存度の高い方にも安心して在

宅生活において利用していただけるサービスが、看護小規模多機能型居宅介護となります。 

６ページにお戻りください。開設予定日は４月１日で、１月３０日付けで新規指定の申

請がありました。定員につきましては、登録定員は２９人で、通いサービスが１８人、宿

泊定員が９人の予定で、それぞれ基準に定められている上限となっています。設備基準、

そしてページをおめくりいただいて、７ページの人員体制について書類審査したところ、

基準を満たし、適正な運営に支障がないと認められるため、新規の指定をするものです。

また、１月１１日に現地確認を行い、設備基準を満たしていることの確認も行っています。

８ページと９ページにケアサポートセンター輝楽苑のパンフレット、１０ページには位置

図、１１ページには平面図を掲載しておりますので、参考にご覧ください。 

続きまして３件目です。１２ページをご覧下さい。 

社会福祉法人寿宝会より申請のありました「特別養護老人ホーム光楽苑」です。事業所

の位置は、牛久保町高原で、新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類は、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模な特別養護老人ホームになりま

す。再度、Ａ３横の「参考資料」の左面をご覧ください。（５）生活の場を自宅から移し

て利用するサービスにあります、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（小規模

特別養護老人ホーム）と書かれているところになります。右面の⑦をご覧いただきますと、

「常時介護が必要なため在宅の生活が困難な入所者に食事・入浴・排泄などの日常生活の

介護や健康管理を行う施設」で、定員２９名以下の小規模な特別養護老人ホームとなりま

す。基本的に、要介護３以上の方のみが利用できるものになります。資料１２ページにお
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戻りください。開設予定日は４月１日で、１月３０日付で新規指定の申請があり、設備基

準、そして１４、１５ページにございます人員体制について書類審査したところ、基準を

満たし、適正な運営に支障がないと認められるため、新規に指定をするものです。 

なお、当該事業所は、１３ページの欄外の２つ目の※にありますとおり、サテライト型

居住施設となり、本体施設は御津町赤根山田にあります特別養護老人ホーム一晃となりま

す。このサテライト型について簡単にご説明しますと、例えば医師や栄養士の人員配置に

ついて、新たな配置を要さず、本体施設の職員が行ってよいことになっているなど、本体

施設と密接な連携を確保することを前提に、人員配置を緩和してもよいとされている制度

であり、本体施設とサテライト施設は、車で概ね２０分以内の距離にあることなどが条件

となっております。 

 以上の人員基準を書類で確認のうえ、２月８日に現地確認を行い、設備基準を満たして

いることの確認を行いました。そして１６、１７ページにパンフレット、１８ページに位

置図、１９、２０ページに平面図を掲載しておりますので、参考にご覧ください。 

続きまして４件目です。２１ページをご覧下さい。 

社会福祉法人宝会より申請のありました「地域密着型特別養護老人ホームいちごの花」

です。事業所の位置は、宿町金山で、新たに建物が建設されるものとなり、サービス種類

は、３件目と同様で地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、いわゆる小規模な特別

養護老人ホームになります。また本事業所も、サテライト型となりまして、本体施設は、

すぐ隣にあります特別養護老人ホームあおいとなります。２１ページをご覧ください。開

設予定日は４月１日でございます。設備基準、そしてページをおめくりいただいて、２３、

２４ページにあります人員体制について書類審査したところ、基準を満たし、適正な運営

に支障がないと認められるため、新規に指定をするものとなります。また、２月３日に現

地確認も行っています。そして２５ページにパンフレット、２６ページに位置図、２７か

ら２９ページに平面図を掲載しておりますので、参考にご覧ください。 

以上です。 

 

（議長） 

 いずれも新規指定であります。４件ありますが２件はサテライト型とのことです。 

 ご意見がある方、お願いいたします。 

 

（Ｃ委員） 

 先日、ＮＨＫで経営難により介護施設の運営を辞められたという番組を見ましたが、経

営状況に問題はありませんか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 特別養護老人ホームは、法律で営利企業は開設ができないこととなっておりまして、今

回の３件目と４件目の特別養護老人ホームは、社会福祉法人が設置主体となっております。

社会福祉法人は、営利企業とは異なり所轄官庁がありまして、所轄官庁が定期的に法人監

査を行い、経理状況などを監査しております。社会福祉法人の規模によって所轄官庁が東
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三河広域連合、愛知県又は厚生労働省と分かれますが、それぞれが経営状況について監査

していきますので、今回の特別養護老人ホームにつきましては、そういった意味で比較的

心配はしていない状況です。 

 

（議長） 

 最近、豊川市内で事業所の廃止などはありましたか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 地域密着型サービスにつきましては、本協議会でも報告させていただいておりますが、

事業規模の拡大などによる発展的な廃止もあれば、従業員の不足による事業の廃止なども

でてきている状況です。 

 

（Ｃ委員） 

 社会福祉法人は、決算書を公開しなければならないこととなっていますが、施設へ請求

すれば見ることができるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 そのようにしていただいても確認できますし、最近ではホームページで公開していると

ころも多いです。 

 

（Ａ委員） 

 最近、特別養護老人ホームの入所待ちが少ないと聞きましたが、介護職員の不足につい

ての話を聞くこともあります。今回、新たにオープンされる施設はいかがでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 基準は満たしている状況です。ただ、審査書類として、勤務形態一覧表の提出を義務付

けておりますが、法人によっては手厚く人員を配置しているところもあります。 

 

（Ｆ委員） 

 小規模な特別養護老人ホームについてですが、通常の特別養護老人ホームと比べて入居

者側からみてサービスの違いがあるのでしょうか。また、利用料などに差はあるのでしょ

うか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 基本的なサービスに差異はございません。また、同じ条件で考えますと利用料にも差異

はございません。ただ、小規模な特別養護老人ホームの良いところといたしまして、特に

今回指定するところですが、ユニット型個室となっております。ユニット型とは、１つの

共同生活単位の定員が１０名または９名で、ユニット毎にお風呂やキッチンなどがあり、

また居室も個室になりますので、少人数で家庭的な環境の中で介護を受けることができま
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す。こういった面では、サービスの差異があるのかなと思います。 

 

（Ｆ委員） 

 サテライト型の場合、職員の配置が手薄になるなどの問題はありますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 利用者さんの目線では、特に支障はありません。本体施設が近くにあることによって、

事業者側が運営しやすい制度となっています。 

 

（Ｃ委員） 

 グループホームとの違いを教えてください。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 制度的な違いですが、グループホームは認知症で比較的に軽度な方を対象としまして、

共同的な日常生活をおこなっていただく施設になります。 

 

（Ｇ委員） 

 利用料の上限や下限はあるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 基本的に介護費は法律で定まっています。また、部屋代と食費については事業所ごとに

決まってくるところですが、低所得な方につきましては、補足給付と言いまして、保険者

から給付する制度もありますので、利用料としては大体同じぐらいになってきます。 

 

（Ｇ委員） 

 開設後の従業員の人員基準について、チェック体制はどのようになっていますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 実地指導が主なチェック体制となります。新規指定の事業所につきましては、１年以内

に現場を確認するようにしており、問題がありそうな場合は、翌年も確認するなどの対応

を行うことになります。問題がない場合でも通常は３年ごとに実施します。 

 

（Ｆ委員） 

 ３件目、４件目の小規模な特別養護老人ホームについてですが、スプリンクラーは整備

されているのでしょうか。また、階段やエレベーターなどの避難経路について、基準上で

問題がないように整備されているのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 スプリンクラーについてですが、消防法令で設置が義務付けられていますので、本事業
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所にも整備されております。また、避難経路についてですが、４件目、２９ページの平面

図をご覧ください。この事業所は、建物の中央に螺旋階段を整備しておりまして、この階

段が下まで繋がっています。また、螺旋階段の真ん中がすべり台になっておりまして、必

要な方は、すべり台を利用して避難する想定の建物となっています。また、バルコニーが

全部つながっておりますので、どの居室からも避難できる構造となっております。 

３件目についてですが、２０ページの平面図をご覧ください。この事業所は、避難経路

としまして、建物の真ん中の階段と２箇所の建物外付けの屋外階段を整備しており、複数

の避難経路を準備している状況です。 

この２施設は、消防法令で最低限必要と定めている以上の想定がされていると考えてお

ります。 

 

（Ｃ委員） 

 要介護３の方が避難階段やすべり台を利用して避難できるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 利用者さんの状態によりますが、自力で避難することが難しい方については、必要な介

護をしながらの避難になると考えます。ただ、本体施設にも同じものが設置されておりま

して、本体施設の避難訓練で災害発生時の避難方法について訓練していると聞いておりま

す。 

 

（議長） 

 他にご意見はありますでしょうか。 

 

【委員一同異議なし】 

 

（議長） 

 ご意見がないようですので、議題（２）の「地域密着型サービス事業所の新規指定につ

いて（協議）」は、事務局の説明のとおり、よろしくお願いします。 

 次に「次第３ その他」ですが、事務局より連絡事項がありましたらお願いします。 

 

（事務局：高橋介護高齢課長） 

 本年度最後の協議会ということで、事務局を代表しましてご挨拶させていただきます。

委員の皆様におかれましては、１年間、高齢者相談センターの運営と地域密着型サービス

事業所の指定などのご協議をいただきまして、ありがとうございました。 

本協議会の中で、先ほども私の方から申し上げましたが、平成３０年度より東三河広域

連合で保険者を統合して事業を運営してまいりますので、豊川市としての介護保険事業運

営協議会の任期としましては、残り１年となります。今後とも、委員の皆様には、お力添

えをいただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

簡単ではございますが、１年間を締めくくりましてご挨拶させていただきました。 
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ご協力ありがとうございました。 

 

（議長） 

 私の方からも本年度最後でありますので、一言だけお礼を申し上げたいと思います。 

 市が行っていく事業としまして、事務局も頑張っている姿がみえます。特に地域包括に

ついては、高齢者相談センターという呼び名を付けて、社会福祉協議会が運営していると

いうことで、他市と比べますと市の思いがこもった機関として活躍してみえると感じてい

ます。 

また、地域密着型サービス事業所の指定という議題もありまして、実際に事業所を管理

されている方のご意見が本当に貴重なものであり、このメンバーが揃っていることが幸運

だったと思います。また、新しく委員になられた方につきましては、分からない中で建設

的なご発言をいただきまして、感謝しております。 

１年間ありがとうございました。 

 

（議長） 

 それでは、以上をもちまして、平成２８年度第３回豊川市介護保険事業運営協議会を終

了させていただきます。 

長時間にわたりご協力ありがとうございました。 

 


