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平成２７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２８年３月３０日（水）１３：３０～１５：００ 

場所：委員会室（本庁舎３階） 

 

出席委員：大河一夫、渥美昌之、大橋茂樹、平野義雄、波多野知司、小池勉、 

白井勝、平田節雄、鈴木髙行、川上陽子、小山妙子、片山佳代子 各委員 

事 務 局：鈴木健康福祉部次長、桑野介護高齢課長、清水介護高齢課主幹、 

内藤南部高齢者相談センター所長、近藤介護高齢課長補佐、 

岩瀬介護高齢課長補佐、安藤高齢者支援係長、杉下介護認定係長、 

鈴木介護保険係長、夏目専門員、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２７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。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきます。次第に平成２７年度第３回と書か

れた資料となっております。不足はなかったということでよろしいでしょうか。 

それでは議事に入る前に、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。今年は、桜が見えるかなと思って期待していたのですが、予想外の

「戻り」がありまして、なかなか開花に至ってないようであります。福岡では今日、満開

だという話がありましたが、豊川では、まだまだで、駐車場は満車なのですが、花のほう

が咲いておりませんでした。 

この時期、１年間を振り返るかたちで、第３回の運営協議会が開催されております。第

６期の介護保険計画の、初年度ということでありますので、進行状況、特に、改めて、見

直すというとこまではいってないと思います。この見直しがありまして、次の第７期にな

りますと、東三河広域連合の介護保険事業がどういう形で関わってくるかという、段階で

ありますが、現在のところは、とりあえず粛々と第６期を進めていくということになるか

と思います。 

本日出ました案件は、地域密着と高齢者相談センター、いつものとおりのものでありま

す。年度末のお忙しいところですが、十分、審議をしていただければありがたいと思いま

す。 

以上です。 
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（司会） 

どうもありがとうございました。それでは、議事に移りたいと思いますので、議事の

進行を大河会長よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

それでは、次第をご覧いただきまして、議題の⑴です。 

豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱の改正についてということで、事務局から説

明があります。よろしくお願いします。 

 

（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⑴「豊川市介護保険事業運営協議

会設置要綱の改正について」説明させていただきます。 

失礼ですが、座って説明させていただきます。 

それではページをおめくりいただき、資料１ページをご覧ください。今回、豊川市介

護保険事業運営協議会設置要綱を改正させていただきたい内容は２点ございます。 

１点目は、平成２８年度から始まる第６次豊川市総合計画の実現に向け、妊娠期から

子育て期に渡るまでの切れ目のない子育て支援の充実、災害対応機能の強化による防災

対策の推進及び全庁的なファシリティマネジメント機能強化などへの対応を図ることが

できるよう組織体制を構築するため、市の組織を見直しますが、その組織機構改革の１

つとして、「健康福祉部」を「福祉部」と「子ども健康部」に再編することとなりま

す。そのため、要綱で「健康福祉部」と記載のある箇所を「福祉部」と改める必要があ

るため、改正するものです。 

２点目は、豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱の第３条第５項に、「委員の任期

を１年とする」旨の記載がありますが、各団体からご推薦いただく委員の方の中には、

推薦が決定するのが、４月１日以降になり、実際の任期が１年に満たないことがあるた

め、「委嘱の日から、委嘱の日の属する年度末までとし、」という条文に改める必要があ

るため、改正を行ないたいと考えているものです。 

以上です。 

 

（議長） 

 要綱改正の趣旨、説明がございましたが、ご質問、ご意見ございましたら、お願いし

ます。 

Ａ委員、ご意見ございますか。 

 

（Ａ委員） 

 これは決められたことですので、特にございません。 

 

（議長） 

 「健康福祉部」が「福祉部」と「子ども健康部」に分かれると、どういう住み分けに
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なるのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 今、「健康福祉部」で１つの部になっているところを、半分に分けて「福祉部」と

「子ども健康部」に、「子ども健康部」は子育て機能の強化ということで、係の増設な

ど機能強化が図られるものとなっております。なお、ただいま「健康福祉部」において

は、「子ども課」、「福祉課」、「保険年金課」、「介護高齢課」、「保健センター」がござい

ましたが、「福祉部」では、「介護高齢課」、「福祉課」、「保険年金課」の３課になるもの

でございます。 

 

（議長） 

子育て、保育関係が分かれるということですね。 

それでは、要綱の改正でありますので、ご了解いただいたということで、進めさせて

いただきます。 

続きまして、議題の⑵になります。平成２８年度高齢者相談センターの事業運営につ

いて、事務局から説明があります。事務局、お願いします。 

 

（事務局：内藤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内藤がご説明いたします。資料７ページをご覧いただ

きたいと思います。 

平成２８年度につきましては、平成２９年度から始まります日常生活支援総合事業、

あるいは、平成３０年度に始まります広域連合等、大きな変更への対応が、課題になる

かと思いますけども、本来事業に加えまして、地域包括ケアの推進、あるいは認知症施

策の対応、こういったことも大きな課題と考えております。個々の重点項目につきまし

ては、表を参考にご説明をさせていただきたいと思います。主な変更箇所、あるいは、

追加のご説明が必要な箇所について述べさせていただきます。 

まず、事業名としまして、１の相談につきまして、地域の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２７年度と同様でございますけども、４つ目の

孤立死・孤独死対策事業につきましては、２年に一度実施しておりますが、７６歳以上

の高齢者の中で、健康保険あるいは介護保険のサービス等を利用していない未利用者の

方たちへの関わりを行うというものを２年に１度にやっております。平成２８年度は、

２年に１度の年になるということで、重点的にやっていきたいと考えております。 

２の予防につきましては、４項目ございますが、平成２７年度の取り組みと同様でご

ざいます。 

３の権利につきましても、権利擁護事業を始めとしまして、４つの取り組みに関しま

しては、平成２７年度と同様の取り組みということで、実施していきたいと考えており

ます。 

４の連携でございます。こちらはかなりボリュームを増やしておりますけれども、

「①地域福祉活動推進委員会との関わり」から「⑤町内会との関わり」につきまして
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は、平成２７年度と同様でございます。 

「⑥関係機関との関わり」につきましては、その中の上から２つ目の項目を追加して

おります。「高齢者の生活支援等における困難事例に対し、地域の介護、医療等の社会

的基盤が連携して協議することで困難事例の解決を図ることを目的とした個別ケア会議

を開催する」とし、この個別ケア会議につきましては、平成２５年度から取り組みを始

めておりますけれども、その行の１つ下、日常生活圏域ごとに行います地域ケア会議の

開催と密接に関係がございましたので、平成２７年度は、特に記載をしていなかったで

すが、個別ケア会議をしっかりやらないと地域ケア会議が活きてこないということで今

回、別立てで記載をさせていただいております。対象者としましては、市民と関係機関

になりまして、随時開催をしております。ちなみに平成２５年度は年間２回、平成２６

年度は２０回、平成２７年度は、２月末現在で１６回開催をしております。 

続きまして「⑦在宅医療連携推進センターとの関わり」ですが、こちらにつきまして

は、文言等は、同一でございますけども、平成２８年度につきましては、特に記載はご

ざいませんが、介護と医療の連携のためのツールであります、「電子連絡帳システム」

の普及啓発及び活用に関する取り組みに関しまして、高齢者相談センターとしても重点

的に取り組んできたいと考えております。 

その下の「⑧在宅医療サポートセンターとの関わり」、こちらは、新たに記載をさせ

ていただいております。この在宅医療サポートセンターにつきましては、平成２７年４

月に、豊川市医師会が設置をしておりますけども、具体的に、総合相談として、連携を

始めたのが、７月頃ということで、平成２８年度につきましては、こちらとの連携をよ

り深めていきたいと考えております。現在は南部高齢者相談センターの事務所がある中

に「⑦在宅医療連携推進センター」、それから「⑧在宅医療サポートセンター」、この三

つのセンターが同居しておりますので、十分、連携をとっていきたいと考えておりま

す。 

「⑨認知症サポーター養成講座の開催」、「⑩認知症施策の推進」につきましては、認

知症の施策ということで、平成２７年度と同様の取り組みをしていきたいと考えており

ます。特に、平成２７年度は、⑨の上の行に書いてありますけども、市内の学校を対象

とした認知症サポーター養成講座の取り組みを始めさせていただきました。こちらは、

市内の小学校の子供たちとその父兄の方に認知症サポーター養成講座を開催しておりま

すが、２月末現在で、５件で２４４人の方に対して開催しております。これにつきまし

ては、平成２８年度も、より拡大していきたいと考えております。 

平成２８年度の活動事業の説明としましては、以上でございます。 

 

（議長） 

７ページにございます、高齢者相談センターの事業運営の平成２７年度高齢者相談セン

ターの事業運営についての活動報告、あるいは、実績報告、それから平成２８年度版の中

身が、提示されております。ご覧になって、まず、質問がございましたらお願いします。 

私から１点、在宅医療サポートセンター、あるいは在宅医療連携推進センターですが、

「医師会と連携をして」という一言が入ってくるわけですが、医師会との連携がなかなか
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うまくいっていないという他市町村の話を聞きましたので、豊川市の現状で、医師会側か

ら見て、このような連携の動きをあまり認知されていない方がみえるのでしょうか。 

 

（Ｂ委員） 

豊川市は連携がうまくいっていると聞きます。同じフロアに入っていますし、電話をし

ていても隣の声が聞こえてくるようなところにありますので、うまくいっていないという

ことはないと思います。医師会長も連携について非常に積極的ですので、他の市町村とは

ちょっと違うのではないかと思います。私が思うのは、様々な窓口がたくさん増えること

で、連携がうまくいっていればいいのですが、そうではないときに、うまく話が進まない

というのでは困るということですが、豊川市の場合は、うまくいっているのではないかと

思います。 

 

（議長） 

すばらしいご回答をいただきました。 

他の委員さんから見てどうでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

２の予防「①二次予防事業対象者の実態把握」の二次予防とはどういった事業でしょう

か。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

二次予防事業対象者といいますと、介護保険の認定というのは７段階に分かれておりま

して、重い方から要介護５から１まで、その下が要支援の２と１とありますが、まだ、要

支援までいかない一歩手前の方たちを総称しております。ですから、ここで予防すること

によりまして、介護保険のサービスの利用開始が、少し遅れていくというような形での事

業のあり方というふうに考えております。 

 

（Ｃ委員） 

介護保険を使わない方たちのことを言っているわけですか。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

介護保険の利用までには、まだ至らないけれども、このまま油断してしまうと必要にな

っていくのではないかという方で、介護予防に力を入れていただいて、身体、頭を働かせ

ていただきながら、介護保険の事業が必要ない状態を少しでも長く保つというような事業

の対象になる方と考えおります。 

 

（議長） 

２の予防「①二次予防事業対象者の実態把握」のところですね。そうならないための対

応策が、「②介護予防事業参加者への個別対応」から「④介護予防事業のＰＲ」までとい
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うことでしょうか。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

そうです。 

「① 二次予防事業対象者の実態把握」で実態を把握しまして、予防事業として「②介

護予防事業参加者への個別対応」、あるいは「③介護予防講座等の開催」、「④介護予防事

業のＰＲ」というような取り組みが大きなものとして拾わしていただいているところであ

ります。 

 

（議長） 

他にご質問がある方は見えますか。 

 

（Ｄ委員） 

４の連携のなかの「⑦在宅医療連携推進センターとの関わり」、又は「⑧在宅医療サポ

ートセンターとの関わり」で、電子連絡帳システムの普及・充実を今年度おこなっていか

れるとのことですけれども、こちらは、連携の中にあるということは医療と介護のスタッ

フの連携のためのシステムなのか、利用者の方もそれに加わっていくものなのか、分かる

範囲でお願いします。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

電子連絡帳システムは、支援を必要としている方に関わる医師や介護関係者等が連携す

るためのシステムで、利用者の方がシステムを使うというわけではありません。利用者の

方には、そういうシステムを使って支援していくということで、それについては同意をい

ただくというようなものになります。 

 

（Ｄ委員） 

想像ですが、利用者の周りの関係者の方が電話ですとか、面談で連絡をとっているとこ

ろが、システムで連絡するというイメージですか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

１人の人がシステムに書き込みをすると、支援する人達が、その情報を確認することで、

情報共有を図っていくというものです。 

 

（議長） 

電子カルテみたいなものを、共有するという意味ですか。 

 

（事務局：清水介護高齢課主幹） 

 電子カルテとは異なりますが、利用者の方の情報を、支援する方が、そこに書き込むこ

とで情報が共有できるので、異なる事業者間で連携が図れるというものになります。 
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（Ｄ委員） 

 本人が参加していないところで、色々な情報がやり取りされてしまうが、本人の同意を

得たうえで、行われるということですね。ありがとうございました。 

 

（Ａ委員） 

 ４の連携の「③老人クラブとの関わり」と「⑥関係機関との関わり」についてお尋ねし

ます。③の老人クラブとの関わりは、今までどおりにやっていただくという解釈の仕方で

よろしいですか。ふれあいセンターで健康チェックをしていただくと、皆さん喜んでおら

れるので、継続してもらえるということで安心なのですが、⑥の地域包括ケアシステムで

すが、今後は、多少変わってくると伺っているのですが、その点についてはどうでしょう

か。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

 現在、平成２６年７月から県の補助事業を受けまして、地域包括ケアモデル事業を３

年間実施しておりますので、平成２８年度まで、この補助事業が継続します。この事業

の目的としましては、医療、介護、町内の方や民生委員の方等の高齢者を取り巻く様々

な職種や機関の方々が連携して見守っていくものです。また、これからは、病院に入院

できる方も限界に達してきますので、在宅で見守っていくような方法をネットワークと

して構築していくことを狙いでおりますので、これにつきましては平成２８年度も継続

して平成２７年度と同様の取り組みになると思います。ただ、３年間継続するというこ

とで、それぞれの年度で特色のあるものに取り組んでいこうという形になろうかと考え

ています。平成２７年度につきましては、医療、介護や民生委員の方等を含めて圏域ご

との研修会を年２回開催しています。例えば、南部高齢者相談センター圏域ですと、南

部中学校、小坂井中学校区の中の医師の方、歯科医師の方、薬剤師の方、介護保険の各

種事業所の方、保健センター、会議所、保健所等々の色々な方たちにお集まりいただい

て、高齢者支援のための講演会やお互いの情報が交換しやすくなるような交流会を重点

的に開催しました。これは各圏域に２回ということで、延べとしては８回になります。 

 

（Ａ委員） 

 連携ということで、老人会の６事業の１つに新たに生活支援活動がありますが、その

活動の中で、困ったことがあった時に、高齢者相談センターに相談した方が良いのか、

それとも市へ相談した方が良いのか、どのようにお考えですか。それから、高齢者が多

く動きが悪いので、怪我なく活動していくことを第一義にしていきたいのですが、その

点もどのようにお考えですか。 

 

（事務局：桑野介護高齢課長） 

 老人クラブの活動につきましては、新年度から生活支援を行っていただきたいという

ことで、要請させていただいております。これは、地域包括ケアシステムの中で、老人

クラブにありましても困っている地域の高齢者を助けることに力を貸してほしいという
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ことが趣旨であります。この活動は、決して業者の方のような専門的なことではなく、

民生委員の方にもお願いしておりますが、無理をしない範囲で手助けをしていただい

て、困ったことがあれば、市や高齢者相談センターへ繋いでいただきたいということが

趣旨で、お願いしているものです。 

 

（Ａ委員） 

 分かりました。民生委員の方との連携は非常に大切だと思いますし、特に孤独死等が

なくなるようにするには、そのような活動も必要だと考えていますので、よろしくお願

いします。 

 

（議長） 

 老人クラブとしてのご発言がありましたが、各団体の立場から見て、他にご発言はあ

りますか。 

 

（Ｅ委員） 

 色々な困ったことができたときに、１つのケースから、その地域に足りないサービス

を見出していくために、個別ケア会議が開かれており、年間１６回開かれているという

話ですが、高齢者相談センターに声をかけていただければ、三師会や介護保険関係事業

者連絡協議会もそこに参画をして皆で対策を考えていますので、民生委員の方や老人ク

ラブの方も参画していただければ、もっと広い意味で形が作れると思っています。是

非、協力していきたいと思っています。 

 

（議長） 

ありがとうございます。 

そういったところが、市民の皆さんに周知できているのかということですね。高齢者

相談センターに行き着かなくともできることもあり、行き着けばいろいろな手立てがあ

るということを皆さんにご理解していただくことが、重要だというご趣旨の発言でし

た。ありがとうございました。 

他にご発言はありますか。 

 

（Ｅ委員） 

 ２の予防の「①二次予防事業対象者の実態把握」で、二次予防事業の対象者情報に基

づき、二次予防事業対象決定者の実態把握を行うということで、この予防に対して、平

成２９年度に大きく変革があるわけですが、その変革のための準備はどのように行われ

るのか、分かる範囲でお答えください。 

 

（事務局：安藤高齢者支援係長） 

 ご指摘のとおり、二次予防事業対象者の実態把握が、平成２９年度から総合事業に移

行するという中で、現在は、対象年齢の方に一斉にチェックリストを送付し、返却され
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た結果によって実態把握を行っているのですが、国からは一斉送付の方法を行わないと

いう方針が示されているところでありますので、代わりの方法について、平成２７年度

と平成２８年度をかけて協議をしているところです。ただ、現時点では、具体的なやり

方については、定まった形を決めておりませんので、皆様のご意見を伺いながら、平成

２８年度の早い段階で検討していきたいと考えています。 

以上です。 

 

（Ｅ委員） 

ありがとうございます。 

 

（議長） 

一斉送付は、なぜ、駄目なのですか。 

 

（事務局：安藤高齢者支援係長） 

 色々な資料を見ますと、今まで一斉送付の方法で、全国的に一律で行っているところ

ですが、郵送にかかるコストが対象者把握の実績に見合っていないという大きな考え方

が国の方でされているという認識です。このため、より効果的な方法を考えましょうと

いうことだと認識しています。 

 

（議長） 

より効果的な方法を市で考えていくということですか。 

 

（事務局：安藤高齢者支援係長） 

そういうことになります。 

 

（議長） 

大変ですね。 

 

（事務局：桑野介護高齢課長） 

 補足しますと、現在、豊川市で、６５歳、６８歳、７１歳、７４歳、７７歳、８０歳

の年齢に達する方に、一斉にお体の状態に関するチェックリストを送付し、返送してい

ただいたものをチェックして、一定項目以上がありますと、その方を二次予防事業の対

象者として把握し、介護予防事業への参加希望や高齢者相談センターの訪問を希望する

かのお手紙を送付し、希望する方に対して高齢者相談センターが訪問して、二次予防事

業への参加をお誘いして、事業参加へ繋げる方法で行っているところです。これが、２ 

予防①二次予防事業対象者の実態把握にあたります。具体的には、約１万７千人にチェ

ックリストを一斉送付し、このうち約２０％の方が該当者となり、最終的に介護予防事

業への参加を希望される方は、数百名に留まるということになっています。これについ

て、非効率的であり、一斉送付の方法が適切ではないと国が考えているところです。逆
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にいいますと、1人暮らし高齢者や社会的な繋がりが少ない方には、郵送によるアプロ

ーチは問題ないといっています。今後の方法として、お願いしていきたいと思っており

ますが、介護保険を利用している方の配偶者等の方で、介護予防に興味等がある方に対

して、介護保険事業所の方に介護予防事業をご紹介いただくことや、老人クラブ、民生

委員の方や地域の福祉サロンに、介護予防事業のご紹介をいただくことも、これから行

っていかなければならないと考えています。 

 

（議長） 

地域の皆さんにお願いする方が、費用対効果が高いということですね。 

 ただ、豊川市としては、現在の方法による効果について、どのように考えているので

すか。 

 

（事務局：桑野介護高齢課長） 

 郵送でコストがかかっている訳ですが、現在、老人クラブ等がふれあいセンターで行

う時に、各会長にまとめて返送したりするものですから、コストがあまりかかっていな

いので、今後も継続していきたいと考えているところです。 

 

（議長） 

色々な手立てがある中でという話ですね。 

他はよろしいでしょうか。 

 他にご意見がないようなので、ただ今の協議の平成２８年度高齢者相談センターの事

業運営につきましては、事務局の説明のとおり、ご了解いただくことでよろしいでしょ

うか。ありがとうございます。 

次に、(3)地域密着型通所介護についての「①地域密着型通所介護の移行について」、

事務局より報告をお願いします。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 それでは次第２（３）①、「地域密着型通所介護事業所の移行について」をご報告さ

せていただきます。前回の協議会でも報告させていただきましたが、平成２８年３月３

１日時点で定員１８人以下の小規模な通所介護事業所は、今までは県が監督するもので

したが、市が監督する地域密着型通所介護事業所となります。どういうサービスかと申

しますと、別紙のＡ３の資料をご覧ください。左側（２）の「自宅から通って利用する

サービス」の⑨通所介護のうち定員１８名以下のもの。と書かれているサービスであ

り、右ページの⑨右側の、「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」になりま

す。対象事業所数ですが、３２事業所となりました。対象事業所は、資料１０ページに

一覧があります。 

次に８ページ真ん中、【運営推進会議について】ですが、これも前回、課題として報

告させていただきましたが、４月１日以降、地域密着型通所介護事業所と認知症対応型
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通所介護事業所につきましては、おおむね６ヶ月に１回以上、地域の皆様を交えた、運

営推進会議を設置しなければならないこととされました。併設型の認知症対応型通所介

護事業所は豊川市内に３事業所ありますので、さきほどの地域密着型通所介護事業所と

なる３２事業所と併せて計３５事業所が新たに運営推進会議を設置する予定となりま

す。そして、運営推進会議の構成員である「地域の代表者」として考えられる町内会長

さん、民生委員の方、老人クラブの代表者の皆様には、事前の周知が必要であると考え

ていると報告させていただいたところですが、まず、現在の地域密着事業所の、運営推

進会議のメンバーを調査させていただいたところ、資料１１ページのとおりでした。例

えば市議会議員さんが、「地域住民の代表のその他」に入っているところにあれば、そ

の右の「その他」に入っていたりしますが、各事業所のお考えのカテゴリーとして、調

査結果をそのまま掲載しておりますが、駐在所の警察官の方が入っていたり等、各事業

所の特色といいますか、お考えがあるという印象を持ちました。資料８ページ最後の○

の箇所ですが、「地域住民の代表」として多かった、民生委員の方、老人クラブ、町内

会長さんに対しては、４月中に、それぞれの総会等において文書で依頼をさせていただ

きたいと考えております。続きまして、９ページをご覧ください。【指定更新の取扱い

について】ですが、豊川市内で地域密着型通所介護事業所となり、平成２８年３月３１

日から平成２９年３月３０日の間、つまり来年度１年の間に指定有効期限の満了日を迎

える事業所が５事業所あります。この５事業所は、既に県へ平成２７年１１月に指定更

新申請書を提出していますが、指定更新日は４月１日以降になるため、地域密着型通所

介護事業所として、市が更新の指定をすることになります。これらについては、書面審

査について県職員が行い、更新申請書の写しを市が受領していることもありまして、通

常、指定更新時には市が実地指導を行うこととしていますが、県が前回の指定更新から

今回の指定更新までに 1回以上の実地指導を行い、また、指定更新申請書の書類審査を

していることから、市としては、更新指定の前の実地指導は行わないこととし、ただ

し、指定更新前には事業所に訪問し、運営状況の確認は行おうと考えています。このこ

とについては、後ほどの議題（４）に関連してきます。なお、平成２９年３月３１日以

降に指定有効期限の満了日を迎える地域密着型通所介護事業所は従前の取り扱いと同様

に、市が実地指導を行った上で、本会議に諮らせていただき、指定更新をすることとさ

せていただこうと考えています。 

以上です。 

 

（議長） 

 報告にありますように、１８人以下の通所介護事業所が地域密着型サービスに移行す

るということで、このような進め方をしたいという話であります。 

これにつきまして、ご発言はありますか。 

 

（Ｅ委員） 

 介護保険事業者連絡協議会の中に所属する通所介護になるわけですが、地域の代表者

の皆さんには、本当にご苦労をかけることになりそうです。３５事業所で年２回の運営
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推進会議に、それぞれ出席していただけなければならないので大変なことだなと思いま

すが、地域に根ざしたサービスでもありますので、ご理解を得て、是非ご協力をお願い

したいと思っています。ただ、１１ページの運営推進会議実施状況一覧の中で、包括職

員と記載がありますが、これは本来市町村の職員であり、豊川市の場合は包括職員が出

席しているわけですが、運営推進会議が増えた場合に、包括職員で対応しきれるのかど

うか、また、市町村は現場にでてくるおつもりがあるのか、お考えを教えていただきた

いと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 まず、基準上は、市の職員又は包括職員のどちらでも良いとなっております。当然、

地域を代表する皆さんにご足労をかけることになりますが、当然、包括支援センターに

もご苦労が増える形になりますが、包括支援センターに確認したところ、実施するとい

うお答えをいただいております。市の職員が出席するということについては、以前、市

の内部で協議させていただきましたが、指定、指導、監査及び補助金の交付等があり、

ある意味で事業所の方とは対立関係となる面もありますので、豊川市のやり方として

は、包括支援センターにお願いしたいと考えているところです。 

 以上です。 

 

（Ｃ委員） 

 町内によっては、運営推進会議へ２ヶ月に１回出席している民生委員がいると聞いて

いますが、事業所がない町内会については、出前で他の町内会の運営推進会議に出席す

るといったことも考えられますか。市のお考えをお聞かせください。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 各介護事業所が民生委員の方にお願いするものになりますので、介護事業所が多い町

内会の民生委員の方が大変であれば、民生委員児童委員協議会の中で出席者を調整する

ことは可能だと考えております。 

 

（Ｃ委員） 

 ８ページの一番下の○のところで、４月中を目処に、文書にて周知すると記載があり

ますが、町内会に介護事業所がない場合は、運営推進会議への出席がないと考えれば良

いのですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 民生委員の方には、４月に行われる理事会で文書を配布させていただこうと考えてお

りますが、その中で、介護事業所がない町内会については、運営推進会議への出席がな

いという取り扱いでよろしければ、そのような形で問題はないと考えています。 
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（Ｃ委員） 

 新しく介護事業所が増えた場合は、市から連区長等へ連絡があるということでよろし

いですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 市から個別に連絡するということはありません。介護事業所ができた際に、介護事業

所から個別にお願いに伺わせていただきます。今回は、数が多いことと国の基準が改正

されたという経緯がありましたので、一度、市から周知させていただく形になります。 

 

（Ｃ委員） 

 １０ページと１１ページの施設ですが、１０ページは３２施設で、１１ページは２２

施設となっていますが、数字があっていないが、３２施設に増えるということで、よろ

しいですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 １１ページの２２施設は、現在の施設数となり、これに１０ページの３２施設が加わ

りますので、５４施設になります。 

 

（Ｅ委員） 

 １１ページの２２施設は、２ヶ月に１回の頻度で会議を開催しています。新しく増え

る１０ページの３２施設は、６ヶ月に１回の開催となります。 

 

（Ｃ委員） 

 分かりました。 

 

（Ｆ委員） 

 運営推進会議の出席者の中に、民生委員、老人クラブ、連区長とありますが、国府の

町内会では、区長も出席しています。区長が出席する必要はありますか。もしくは、必

ず連区長が出席すべきものですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 まず、介護事業所の方がどの方に依頼に行くかが第１段階としてあります。依頼に行

った際に、お断りするといった選択肢もあります。お引き受けいただけるときに、区長

又は連区長が出席するかをお考えいただければ結構です。 

 

（Ｆ委員） 

 分かりました。 
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（Ｅ委員） 

地域住民の代表というのは、民生委員、老人クラブ、連区長のうち、複数名でも１名

でも構いませんが、できれば複数名に出席していただければありがたいです。 

 

（Ｃ委員） 

 ４月７日に民生委員の理事会がありますが、その場で、市から連絡していただけます

か。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 お伺いしてご説明いたします。 

 

（議長） 

 該当しそうな各委員会に、この趣旨をお願いにあがると考えてよろしいですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 基本的には文書でお願いしようと考えています。各会の総会となると、議題が膨大と

なり、お断りされる場合もありますので、お時間をいただけるようであれば、お願いに

あがりたいと考えています。 

 

（議長） 

 各代表者の方がおみえになりますので、このような話があったことをお伝えしてくだ

さい。 

他にご発言はありますか。 

ないようですので、事務局の説明どおりに進めさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

次に、(3)地域密着型通所介護についての②地域密着型通所介護事業所の新規申請の

取り扱いについて（協議）、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） 

それでは次第２（３）②、「地域密着型通所介護事業所の新規申請の取扱いについ

て」ご説明させていただきます。資料１２ページをご覧ください。さきほど、地域密着

型通所介護の指定更新についてお話しさせていただきましたが、これは、新規の指定に

ついての話となります。資料が長いですので、かいつまんで説明をさせていただきま

す。１２ページの２ですが、従来豊川市では、地域密着型サービスの新規指定は、公募

形式によって、必要整備量として計画に定めたサービス種類、定めた数だけを新規指定

するという方針で、事業者の皆様のご理解をいただきまして、そのように行ってきまし

た。これは、色々理由はございますが、一番の理由としましては、地域密着型サービス

事業所数が多くなると、介護給付費が増大し、結果として豊川市民の皆様の介護保険料

が高くなってしまうことを防ぐため等によって行ってきたものです。しかしながら、さ
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きほどから議題となっています、小規模な通所介護事業所が、地域密着型サービス事業

所になりまして、この地域密着型通所介護については、若干、いままでどおりの取り扱

いにできない事情が生じてまいります。１３ページの○数字の箇所ですが、①として、

介護保険法上、地域密着型通所介護については、新規指定申請を拒むことができないと

なっていることがあります。②として、定員１９名以上のデイサービスは、引き続き愛

知県の指定であり、市町村の計画に関り無く指定がされるものであります。つまり、定

員１９名以上は新規指定がされ、１８名以下になると新規指定に制限がかかるという、

豊川市でデイサービス事業を展開しようとする皆様から見たときに、ご理解が得られに

くいものと考えられること等があります。また、③として、昨年１年間で定員１８名以

下の通所介護事業所が９件新規指定されている実績がありまして、他の地域密着型サー

ビスより、新規指定希望が多いであろうと想定されることがあります。よって、１３ペ

ージ一番下の○のとおり、希望があった場合、豊川市において、通所介護及び地域密着

型通所介護はやや過剰気味であることから、申請者に対して、利用者の獲得競争が激し

いことや、介護従業者の人材不足が懸念されること等を説明した上で、それでもなお申

請の希望がある場合は、新規指定を行っていくという方針にしたいと考えております。

次に、１４ページですが、そうした場合の新規指定の事務手続きの説明になります。３

と書かれたところですが、他の地域密着型サービス事業所の新規指定や更新指定と同様

に、指定前に本会議のご意見を伺う努力義務が法で定められています。従いまして、本

会議は基本的に、７月下旬、１２月下旬から１月上旬、３月中下旬頃の年３回を基本に

開催しておりますので、地域密着型通所介護事業所における、新規指定日は原則、８月

１日付け、１月１日付け、４月１日付けの３回とし、新規指定申請の受付を、それぞれ

の２か月前までとしたいと考えています。 

以上です。 

 

（議長） 

 書かれていることのポイントをご説明いただきました。 

 いかがでしょうか。 

 東三河地域では、豊川市が一番、通所介護事業所が多いと聞いておりますが、こうい

った形で小規模な通所介護事業所がでてくると、給付の方が大変だなという印象です

ね。 

 

（Ｅ委員） 

 今後、小規模な通所介護事業所が増えてくるかといえば、サービス付き高齢者住宅や

住宅型有料老人ホームに付随した形で増えてくる可能性が高いと思います。あとは、個

人の住居を改築したような小規模の通所介護事業所をやりたいという人たちがでてくる

と思います。どちらかといえば、小規模化が進んでいくと考えられますので、仕方がな

いのではないかと思います。ただ、介護予防通所介護は県の指定ですよね。県の指定と

なる介護予防通所介護が毎月１回、小規模な通所介護が年３回の指定となりますので、

色々な事業所への説明については、どのようにお考えですか。 
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（事務局：鈴木介護保険係長） 

 ご指摘の件については、東三事務所とも話をしまして、説明してご理解いただくこと

が前提ではありますが、それぞれのタイミングで指定をしていくという話になっていま

す。 

 

（Ｅ委員） 

 介護予防通所介護が先に指定されて、小規模な通所介護があとから指定されるという

ことですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 そうなります。 

 

（Ｅ委員） 

 分かりました。 

 

（議長） 

 関係しそうなところで、Ｇ委員は、何か発言はありますか。 

 

（Ｇ委員） 

 会議冒頭の子どもに関わる政策を充実させるために、組織替えをしたということで大

変良いことだと思います。高齢者に対する施策が発展し、子どもに対する施策も充実し

てきている中で、子どもと高齢者との接点についても、いずれは事業として手がけてい

くことで、更に子どもと高齢者が元気な街作りができれば良いと考えています。 

 

（議長） 

 ありがとうございます。 

 では、次第２（３）「②地域密着型通所介護事業所の新規申請の取扱いについて」、流

れの中で、この考えしかないということで提案していただいておりますが、この方向で

よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

ここまでで、ご発言はありますか。 

 

（Ｂ委員） 

 連携についてですが、地域包括ケアを完成させるためには、どうしても連携が必要な

わけですが、支援する方は、守秘義務をもって職務にあたっているので、この点につい

ては確実に大丈夫だと思います。あと、電子カルテと電子連絡帳の連携のこともありま

したが、セキュリティの問題等で現時点ではできないようですが、将来的に実現できる

と医療関係者は楽になるのですが、いずれにしても、今後は更に連携することが重要に

なってくると思いますが、情報だけが増えても意味がありませんので、情報を選択する
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ことも重要だと認識しています。あと、事業所の指定等の関係ですが、大変になるとい

うのが率直な感想ですが、条件ばかり厳しくなって、うまく回らなくなると困るなと思

っています。 

 

（議長） 

 連携の話がありましたが、三師会としてはいかがですか。 

 

（Ｈ委員） 

 年１回開催していた三師会の会合が、昨年から地区ごとで開催されるようになったの

で、更に情報の連携が強化されていると思います。また、歯科医師会としても、去年か

ら訪問歯科相談センターという窓口を作りましたので、在宅で歯科に関してお困りの方

は、相談していただければ、色々とアドバイスができると思います。ただ、南部包括相

談センターの施設内には入っていなので、まだ、周知が不足している部分もあります

が、各団体の方にもお手伝いしていただければと思います。 

 

（Ｉ委員） 

 三師会でも連携をとって信頼関係を築きあげているところでありますが、三師会だけ

ではなく、他職種とも電子連絡帳を活用して、関係者で情報を共有して、利用者の方や

ご家族の方が快適になるように、徐々に情報の共有を進めていければと思っていますの

で、行政の方もよろしくお願いします。 

 

（議長） 

 Ｊ委員、今までの中で何かありますか。 

 

（Ｊ委員） 

 去年、母が亡くなったのですが、施設に要望を言いたいが、施設をだされてしまうの

ではないかと思ってしまい、なかなか言いたいことが言えないことがありました。ま

た、介護施設を新規に建てる際には、コンピュータグラフィック等を利用して、更に利

用者の立場をくみとっていただければと思います。 

 

（議長） 

 ご発言ありがとうございました。 

 利用者の目線は、大事ですね。 

 それでは、最後です。次第２（４）「①地域密着型サービス事業所指定更新につい

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） 

次第２（４）① 「地域密着型サービス事業所の指定更新について（３件）」ご説明さ

せていただきます。それでは資料をおめくりいただき、１５ページをご覧ください。１
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つ目の事業所につきましては、医療法人信愛会が運営いたします「グループホームみか

んの樹」、サービス種類は、認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同

生活介護、いわゆるグループホームになります。本事業所につきましては、有効期間満

了日が平成２８年４月２９日であり、指定人員基準など申請書類についての審査、並び

に平成２８年２月８日に実施いたしました実地指導におきましても、一部指摘事項はあ

ったものの、概ね適正な事業運営をしていると認められましたので、有効期間が平成３

４年４月２９日までの指定更新について、４月２９日付けで更新する予定です。実地指

導時の指摘事項としましては、１５ページの一番下から１６ページにわたって掲載して

おりますが、「運営推進会議について、運営推進会議から必要な要望、助言等を得ると

ともに、記録を公表すること」等の指摘がございました。なお、参考としまして、１７

ページには指定人員基準の事業所情報を、次ページには事業所パンフレットを掲載して

おりますので、ご覧ください。続きまして、１８ページをご覧ください。２件目は、

「特定非営利活動法人えがお」が運営いたします「デイサービスえがお」、更新する事

業所のサービス種類としては、地域密着型通所介護になります。さきほど報告をさせて

いただきました、指定更新申請書は愛知県に既に出されているが、指定更新の満了日が

４月１日以降のため、市が更新指定するものになります。なお、このあとの１件も同様

です。本事業所については、有効期間満了日が平成２８年４月１４日であり、平成２７

年１１月１７日付けで東三河福祉相談センターへ更新申請書の提出があり、県による書

類審査は終えておりますので、有効期限、平成３４年４月１４日までの指定更新につい

て、４月１４日付けで更新する予定です。１９ページをご覧ください。参考ですが、平

成２５年５月１７日に行われた県の実地指導における改善指摘事項としましては、「利

用者に関する記録は、完結の日から５年間保存することとなったことに留意するこ

と。」等がございました。これらについては、事業所からの改善報告書も県及び市へ提

出されており、３月８日に事業所訪問した際に確認したところ改善を図っており、市と

しては、適正な事業運営が図られるものと判断しているところです。なお、参考としま

して、１９ページには指定人員基準の事業所情報を、２０ページには、事業所のパンフ

レットを掲載しておりますのでご確認ください。次に、３件目です。２２ページをご覧

ください。有限会社高良が運営いたします「デイサービスゆたか」、サービス種類は、

さきほどと同様、地域密着型通所介護で、定員１８人以下の小規模な通所介護サービス

になります。本事業所については、有効期間満了日が平成２８年４月１４日であり、平

成２７年１１月１２日付けで東三河福祉相談センターへ更新申請書の提出があり、県に

よる書類審査は終えていますので、有効期限が平成３４年４月１４日までの指定更新に

ついて、４月１４日付けで更新する予定です。２３ページをご覧ください。参考です

が、平成２５年８月９日に県の実地指導における改善指摘事項としましては、「通所介

護計画書は居宅介護サービス計画に沿って遅滞なく作成し、利用者又は家族に説明し、

交付すること。」等がございました。これらについては、事業所からの改善報告書も県

及び市へ提出されており、３月８日に事業所訪問した際に確認したところ改善を図って

おり、市としては、適正な事業運営が図られるものと判断しているところです。なお、

参考としまして、２３ページには指定人員基準の事業所情報を、２４ページから事業所
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のパンフレットを掲載しておりますのでご確認ください。 

続きまして２６ページ、地域密着事業所の廃止についてご説明いたします。廃止の届

け出があった事業所につきましては、社会福祉法人順明会が運営いたします「デイサー

ビスセンター アベニュー・リラ」、サービス種類は、認知症対応型通所介護及び介護

予防認知症対応型通所介護、いわゆる認知症対応型デイサービスになります。本件につ

きましては、前年から本会議でご報告をさせていただいております、休止中の認知症デ

イサービスの１つになります。豊川市には、昨年において休止中の認知症デイサービス

が３件あり、市を交えまして、再開への検討を図ってまいりましたが、うち１件につき

ましては、平成２７年４月１日より再開いたしましたが、本件は、法人内でご検討いた

だいた結果、廃止を選択されたものになります。なお、休止中のもう１件につきまして

は、引き続き再開に向けて、人材確保等の検討を行っていただいているところです。本

事業所については、新規指定日が平成１６年１月３０日であり、平成１９年６月５日付

けで休止の届出があり、平成２７年１２月２８日付けで平成２８年１月３０日をもって

廃止する届出が提出されました。なお、平成１９年６月５日より休止していたため、現

にサービス又は支援を受けている者に対する措置は必要ありませんでした。 

以上です。 

 

（議長） 

 地域密着型の指定更新が３件、廃止が１件でございました。 

各施設毎の主な指摘事項がありますが、市の審査では、大きな問題がないという判断

で進んでいるという説明でした。共通しているところは、記録に不備があるということ

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 基準の中で記録することが多いということもありますが、基準にも挙げられていると

ころでありますので、市としても指摘をしているところです。 

 

（Ｃ委員） 

 １９ページで、利用者に関する記録は、完結の日から５年間保存することとあります

が、以前は何年間の保存だったのですか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 以前は、２年間の保存でした。 

 

（Ｅ委員） 

 本指摘事項は、記録が全くないということだけではなく、介護事業所の運営規程や重

要事項説明書の記録の保存期間の記載が２年のままになっていることに対して、県から

ご指摘をいただくことがありますので、これらの指摘も含まれているのではないかと思

います。最近で問題になっている点を言いますと、住宅型有料老人ホームやサービス付
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き高齢者住宅に併設していたり、同一の会社が運営している通所介護サービスにおい

て、通所介護サービスとそれ以外のサービスで限度額を超えて自費が発生した場合に、

自費分を徴収しないという違法な値引きを行っているという事業所があると言われてい

ますので、今回の指摘事項とは直接関係はありませんが、注意を払っていただくことが

大事だと思っています。また、廃止及び休止中の認知症対応型共同生活介護及び介護予

防認知症対応型共同生活介護の事業所についてですが、補助金を受けて開設しています

ので、補助金の返納だけではなく、運営していく責務についての考え方についてお聞き

したいと思います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 責務という点では、休止していた３施設とも社会福祉法人でありまして、重々承知し

ておりました。補助金については、今回、廃止した施設は特別養護老人ホームに併設さ

れた形でありまして、建設時に廃止した部分も含めて補助金を受けているところです

が、一般型の通所介護サービスも併設しておりまして、その部屋への用途変更の手続き

は終えられていると県から聞いています。建築時には、今後は認知症の方が増えてくる

と想定されるので認知症対応型のデイサービスを作ったとのことですが、建築時から現

在までに、法人として、認知症の方とそれ以外の方で区別してお世話をするのが良くな

いという理念になってきたという経緯もあり、廃止に至ったとの話を聞いています。 

 

（Ｅ委員） 

 他の休止している認知症対応型デイサービスについて、市としては廃止していくおつ

もりなのかをお聞かせ願います。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 市としては応援していきます。先日、豊川市内の併設型の認知症対応型事業所の方

に、東京で利用者の方が多い認知症対応型の施設を視察してきていただきました。一般

型の通所介護に比べて、認知症対応型デイサービスは単価が高いわけですが、単価が高

い分で、どのような付加価値を付けているかを見てきていただきました。付加価値とし

ては、医療連携を強化しておりまして、認知症へのアプローチとして、認知症の医師の

方が施設に訪問するようになっておりまして、周辺家族、介護職員を含めてカンファレ

ンスを開催し、医療連携の面で付加価値をつけているところでした。付加価値のつけか

たは、色々あると思いますが、認知症対応型デイサービスの今後の展開についてのきっ

かけとなっていると考えています。 

 

（Ｅ委員） 

 ４月１日から再開した施設の状況はどうでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 利用者は、徐々に増えていると聞いていますが、収益性の点では、あまりよくないと
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聞いております。 

 

（議長） 

 市としては、前向きな方向で考えている状況であるとのご説明でした。 

次第２（４）「①地域密着型サービス事業所の指定更新について（３件）」については、

事務局の説明のとおりで、よろしいでしょうか。 

ありがとうございます。 

本日予定の議題は、以上のとおりですが、その他の議題はありますか。 

 

（Ｆ委員） 

 介護施設に入所した人と介護施設の間でトラブルになった場合は、どこに相談すれば

よろしいですか。以前、身内が入所した介護施設で、トラブルになったことがあり、相

談先が分からず、最終的には介護施設を退所したことがありましたので、お伺いしま

す。 

 

（Ｅ委員） 

 まずは、介護施設や運営会社の運営規程、又は重要事項説明書に、相談の連絡先窓口

が記載してあります。連絡先としては、入所している介護施設や運営会社、豊川市介護

高齢課、国保連合会の３箇所が記載してあります。どういう介護施設に入所しているか

にもよって違ってきますので、近場のことであれば、市の方へ相談するのが適切だと思

います。 

 

（Ｇ委員） 

 少し補足しますと、こういった場合は、必ず第三者委員会があり、施設だけの意見で

はなく、施設外の意見や背景を踏まえて協議をする場があります。 

 

（Ｆ委員） 

 利用者の需要が多いので、どうしても利用者の立場が弱くなってしまいます。利用者

の方やご家族の方は、たくさんのお金を使ってサービスを利用していますので、こうい

った実態を把握することも重要だと思います。 

 

（Ｂ委員） 

 高齢者の専用住宅は、介護保険ではないですよね。この場合、相談窓口はどちらにな

りますか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 相談という意味では、市の介護高齢課か高齢者相談センターに来ていただければ、結

構です。内容によって、所管が変わってきますので、適切にご案内させていただきま

す。高齢者専用住宅については、有料老人ホームの場合は愛知県、サービス付き高齢者
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向け住宅は愛知県の建設部が所管になります。これ以外の高齢者向けアパートについて

は、現在、管轄する部署がない状況になっておりまして、こういったところから、虐待

の案件等もでてきておりまして、こういった施設を有料老人ホームとしての法律を適用

していこうと愛知県の方で考えている状況です。 

 

（Ｂ委員） 

 窓口がたくさんあると利用する方が分からなくなってしまうので、質問しました。 

 

（Ｇ委員） 

 高齢者向けの施設は、一般的には１２種類ぐらいあります。都市部では、福祉アパー

トと称して、あまりよろしくない人たちが運営する不適切な過ごし方をさせる施設もあ

り、一般の高齢者やご家族の方が、どの施設を選べば良いか分かりづらいものになって

います。高齢者の行き先が増えたことにより、市民の方が迷っている部分もありますの

で、気軽に相談していただくのが一番良いのかなと思います。 

 

（Ｅ委員） 

 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の２種類に関しては、必ず基準があっ

て、個室か夫婦部屋になります。４人、５人とベッドが並んでいる施設の場合は、無届

け施設の可能性がありますので、まずはこの点で、ご確認いただきたいです。豊川市に

も、このような施設は存在しています。設備基準を満たしていないため、有料老人ホー

ムの届け出をしていないところもありますので、ご留意していただきたいと思います。

この場で、サービスすべての説明をするのは難しいので、このような観点から見ていた

だけたら分かりやすいと思っています。 

 

（議長） 

とにかく、高齢者相談センターや、場合によっては市の方へ相談すれば間違いがない

ということです。 

 

（Ａ委員） 

 昔は、要介護２でも施設に入所できましたが、今は要介護３以上でないと施設に入所

できないと聞いています。そのような相談は、どこにすればよろしいですか。また、そ

れだけ施設が不足しているということでしょうか。 

 

（事務局：鈴木介護保険係長） 

 施設が不足しているのは間違いないです。お困りの内容や事情も人それぞれになりま

すので、まずは高齢者相談センターか市の方にご相談いただければと思います。また、

平成２７年度から要介護３以上でないと施設に入所できなくなったわけですが、これは

国の制度で決まったことになり、どうしようもないのですが、特別な事情がある場合

は、要介護１・２の方でも入所できる場合がありますので、特別な事情にあたるかどう
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かの相談もしていただければと思います。 

 

（Ｅ委員） 

 要介護３以上の方のみというのは、特別養護老人ホームだけのことになります。民間

の有料老人ホームは、自立している方、要支援の方や要介護１の方等でも入所できると

ころもあり、事業者が入所の要件を定めています。 

 

（議長） 

 利用者の方の声がどのように反映されるかということであるわけで、市が関われる部

分として、この運営協議会が進んでおります。ただ、市が関われない部分については、

高齢者相談センターを精一杯ご利用くださいということです。 

最後に、１年が終わりますので、感想を一言。連携のところで質問しましたが、豊川

市は、三師会と他の機関との連携が特別に良いのかなと。先日、東三河広域連合の会議

に、少し参加しまして、色々な発言を聞いておりますと、豊川は違うなという感じがし

ました。市もしっかりやっていただいているし、地域包括もうまく回転しているのでは

ないかと思っています。ただ、東三河広域連合になってしまうと、保険料あたりでかな

り制約を受けて、市独自の事業がどこまでできるかというところもありますので、これ

からの調整は、大変なご苦労ではないかなと思っています。 

最後になりまして、実態の利用者の方がどう思っているかというご発言もありまし

て、本協議会が多少でもお役にたっているのではないかと思っています。 

ありがとうございました。 

 

【一同】 

 ありがとうございました。 


