
1 

 

平成２７年度第１回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日時：平成２７年７月２９日（水）１３：３０～１６：００ 

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） 

それでは、定刻より少し前ではございますが、みなさんお集まりになりましたので、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１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頂きます。次第、豊川市介護保険事業運営協議会設置要綱、

平成２７年度第１回と書かれた資料となっております。 

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、開会に先立ちまして、健康福祉部長より、あいさつを申し上げます。よろしくお願いい

たします。 

 

（渥美健康福祉部長） 

皆さんこんにちは、健康福祉部長の渥美でございます。今年度第１回目の協議会ということで、一

言ごあいさつを申し上げます。 

大変忙しい中、また、暑さの非常に厳しい中を平成２７年度の第１回豊川市介護保険事業運営協議

会にご出席頂きまして誠にありがとうございます。委員の皆様方には日頃から本市介護保険事業に対

しまして、多大なるご理解とご協力を賜り、この場をお借りしまして心よりお礼を申し上げます。 

さて、本市介護保険事業につきましては、この４月から第６期豊川市介護保険事業計画に基づきま

して施策を実施しているわけですが、国が提示を致しました第６期計画の基本的な考え方では、「地域

包括ケアシステム」をより具体化するために、５つの視点による取り組みが示されております。１点

目は、平成３７年のサービス水準等の推計、２点目は、在宅サービス・施設サービスの方向性の提示、

３点目は、生活支援サービスの整備、４点目は、在宅医療・介護連携、認知症施策の推進、５点目は、

高齢者の住まいに関する方向性の提示となっておりまして、これらを踏まえまして本市にあった取り

組みを今回の計画に反映させております。 

こうした取り組みのうち、この介護保険事業運営協議会では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心
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して暮らしていただけるよう、総合相談支援のワンストップ窓口である高齢者相談センターに関する

事項、そして、住み慣れた地域での生活を続けるためのサービス基盤の整備とし、地域密着型サービ

スに関する事項を中心に協議していただきます。この２項目につきまして、本日の議題にも挙げさせ

ていただいておりますので、後ほどご協議の程よろしくお願いを申し上げます。 

以上、簡単ではありますが、私のあいさつとさせていただきます。慎重なる審議をよろしくお願い

します。 

 

（司会） 

ありがとうございました。なお、本日の豊川市介護保険事業運営協議会委員の委嘱状につきまして

は、略式ですが、机の上にお配りさせていただきました。ご確認くださるようよろしくお願いいたし

ます。 

続きまして、「次第２」の豊川市介護保険事業運営協議会について、ご説明いたしますが、その前に、

今年度、初めての協議会でございますので、委員の方々のご紹介をさせていただきたいと思います。

お名前をお呼びしましたらご起立いただき、一言ごあいさつをお願いいたします。 

 

【各委員挨拶】 

 

（司会） 

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を確認させ

ていただきましたので、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

ものとさせていただきます。 

続きまして、事務局職員を紹介させていただきます。 

 

【各事務局職員挨拶】 

 

（司会） 

なお、当協議会につきましては、地域密着型サービス事業者の評価基準及び選定の協議を行う場合

を除き原則公開といたしまして、議事録につきましては、発言した委員様のお名前が分からないよう

な形で、要点筆記によりますものを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、会議を進めさせていただきます。「次第２」 豊川市介護保険事業運営協議会についてご

説明いたします。 

 

（事務局：桑野課長） 

それでは介護保険事業運営協議会の目的等につきまして、表題に「豊川市介護保険事業運営協議会

設置要綱」と書かれましたＡ４の資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず、目的及び所管事項としまして、第１条と第２条ですが、豊川市介護保険事業運営協議会は、

介護保険事業の運営に関する重要事項である、地域包括支援センター、豊川市では呼び名を高齢者相

談センターとしておりますが、それと、地域密着型サービスに関する事項を主として審議することと



3 

 

しております。 

 この根拠でございますけど、法令等によりまして、地域包括支援センターにつきましては、運営協

議会の意見を踏まえて、適切・公正かつ中立な運営を確保することとあり、また、地域密着型サービ

ス事業者等の指定を行う場合については、あらかじめ関係者の意見を聞き、それを反映させるように

努めなければならないと定められていることから、この運営協議会はこうした法令等の要請に応える

ために、設置しているものでございます。 

 ここで、地域密着型サービスとは、多くの種類があります介護保険サービスのうち、市が指定並び

に指導監督等の権限を持つサービスを言いまして、原則として市内の要介護認定を受けた被保険者の

みが利用できるものとなっております。現在の本市におきましては、資料の１９ページをご覧いただ

きたいと思います。 

 こちらに制度上の地域密着型サービスの一覧がございます。現在、豊川市内には③の認知症対応型

通所介護、こちらは認知症対応のデイサービス、④小規模多機能型居宅介護、こちらは一つの事業所

からデイサービス、ショートステイ、ホームヘルプを組み合わせて提供するサービス、それから、⑤

認知症対応型共同生活介護、こちらは、認知症の方のためのグループホーム、それから、一つ飛ばし

まして、⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、こちらは定員２９人以下の小規模な特別養

護老人ホーム、そして、⑧看護小規模多機能型居宅介護、こちらは④の小規模多機能型居宅介護に訪

問看護を組み合わせたサービスとなりますが、そちらの以上５種類、全部で２８の施設を現在指定し

ているという状況にございます。 

それでは要綱にお戻りをいただきまして、第３条になりますが、組織としまして、要綱の第３条第

１項そして第２項ですけども、お手元の委員名簿にありますように、それぞれ介護保険に関わりのあ

る機関からのご推薦により委員のお願いをしております。 

会長職につきましては、第３項で、学識経験者をもって充てるとなっておりますので、中部福祉保

育医療専門学校校長先生の大河一夫様にお願いをしております。 

次に、会議等として、第４条ですが、こちらは議事進行のルールを記載しております。 

次に事務局として、第５条ですが、事務局は、健康福祉部介護高齢課内に置くこととしております。 

そして、１枚裏側からもう一枚めくっていただきますと、表題に豊川市介護保険事業運営協議会設

置要領と書かれたページがありますが、そちらをご覧いただきたいと思いますけども、第１条、第２

条は、目的と定義でありますので割愛させていただきまして、協議事項として、第３条となりますが、

こちらは、さらに資料を２枚おめくりいただきまして、こちらに別表第１がございます。 

こちらに第１項から第７項が、地域包括支援センター、高齢者相談センターに関する事項、そして、

その裏面に第８項から第１３項がありますが、こちらが地域密着型サービスに関する事項となります。 

これらが協議事項となります。先ほどの要綱の方でご説明しました、大きく二つある協議事項につ

いて、個々の内容を記載してあるというものであります。 

戻っていただきまして、第４条の報告事項のところですけれども、先ほど、協議事項と掲げたもの

のほかにも、意見を求めて報告することができることとしております。 

具体的には、介護保険事業計画の内容などがございます。おめくりいただきまして、裏面の方です

が、傍聴として、第５条ですけれども、傍聴に関するルールを記載しております。 

市議会の傍聴規則に沿ったものとなっておりますけども、現在のところ、傍聴の実績といったもの
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はございません。 

最後に、議事録として先ほど説明がありましたが、第６条ですけども、議事録は要点筆記によるも

のを作成して公表いたしますが、委員各位の名前につきましては伏せるということにしております。 

説明は以上でございます。 

よろしくお願いします。 

 

（司会） 

ありがとうございました。 

それでは、議事に入ります前に、会長であります。大河様から一言挨拶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） 

よろしくお願いいたします。 

先般の新聞に、介護施設の整備が２０４０年ですか、下から２番目の２段階であって、遅れている

というような見出しの記事がございました。豊橋地区という表現ですから豊橋、豊川を含めてという

ことです。 

それを見てびっくりしたのですが、現実にあちらこちらで、介護施設が造られておるという、ある

いはそういうものの求人票を新聞の広告で見て、本校はもちろん、そういう施設へ学生を送っておる

ものですから、そんなに現実は厳しいのかなという感じもしているのですが、新聞では、創成会議で

はそのような報告があったことを見まして、びっくりしたところであります。 

それでは本日の中身でありますが、第１回と言いながら、かなり重たい内容を伺いますので、暑い

ところでありますが、皆さん慎重審議よろしくお願いしたいと思っております。 

今日の２時間目に授業が入りまして、試験範囲まで授業がいかなかったものですから、ちょっと焦

りまして、早目に出たつもりですが、また、豊川の踏み切りで、５分ぐらい遅れまして、時間いっぱ

いなってしまい、申し訳ございません。 

今日の会がそうならないように、祈っております。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。 

なお、運営協議会設置要綱の第４条第１項の規定によりまして、この会の議長は会長である大河様

にお願いすることとなっておりますので、大河会長よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

それでは、次第の協議事項に入りたいと思います。 

協議事項の１（１）の①です。 

平成２６年度高齢者相談センターの事業実績について、協議となっております。 

よろしくお願いします。 
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（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の内藤から報告いたします。 

お手元の資料の１ページをご覧いただきたいと思います。 

高齢者相談センターは平成１８年４月の開設以来、豊川市社会福祉協議会に委託し運営されておりま

す。平成２６年度においても、市内を４つの圏域に分けて運営を行いました。 

いずれの高齢者相談センターにおいても、社会福祉士、保健師、主任ケアマネの３職種を配置して

おります。 

高齢者相談センターを運営する上での基本的な姿勢は、「地域へ出向き、顔の見える関係づくり」の

構築にあります。まずは電話でご連絡をいただき、相談者のもとへ出向き相談に応じる、という「訪

問相談型」の運営を目指しております。 

平成２６年度における新たな取り組みとしては、「多職種協働による地域包括ケアネットワーク構

築」に向けた「地域ケア会議」の開催を行ないました。これは、平成２７年度から自治体に義務付け

られたものですが、県のモデル事業を受けて豊川市では平成２６年度から実施したものです。 

今後ますます多職種との連携が求められる中、民生委員・児童委員や介護保険事業者等、高齢者支

援に関わる方たちとの連携強化はもとより、在宅医療連携推進センターと協力し、医師会、歯科医師

会、薬剤師会との連携強化にも取り組みました。 

次に、高齢者相談センターの主な業務であります、「総合相談」、「権利擁護」、「包括的・継続的ケア

マネジメント支援」、「予防給付事業」等につきまして、平成２６年度の件数等のご報告をいたします。 

資料１ページの下の表「総合相談件数」をご覧ください。 

平成２６年度実績は「相談方法」の欄の計に記載しましたとおり、３６，８０７件でした。平成２

５年度実績に比べ１６７件、約０．４５％減少しています。内訳としては、「訪問」が２９３件、約３％

増加しており、「その他」が５８０件、約３２％減少しています。 

まず、増加をいたしました訪問件数でございますけども、こちらは、民生委員、児童委員の会議や

各種講座等を活用いたしまして、訪問相談型の運営をＰＲしておりますが、その効果があらわれてき

ていると考えております。 

また「その他」の３２％の減少でございますが、この「その他」というものは、要支援、あるいは

二次予防事業対象者に係る方たちへの市からの訪問依頼、あるいは民生委員からの気になる高齢者へ

の訪問依頼というものが主なものとなっております。 

これにつきましては、平成２４年度から介護サービスや、医療保険を利用していない高齢者への訪

問というものを、独自に実施しております。 

したがいまして、本来、報告、訪問依頼がかかる予定の方たちも事前に訪問に出向いているという

ような状況の中で、連絡を待たずに、訪問等が行われたということで減少したものと考えております。 

この「電話」、「来所」、「訪問」、「その他」の中で、訪問件数の９割以上が電話と職員による訪問に

よる相談という実績が出ておりますところは、高齢者相談センターが目指しております訪問相談型に

沿った活動がなされているというふうに考えております。 

その下の「総合相談」でございます。 

「総合相談」ですが、全体では１９，４０２件でした。平成２５年度実績に比べ、１，３３９件、

約６．４％減少しました。増減の大きなものを申し上げます。介護保険制度、介護予防、介護方法な
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ど、介護に関する相談が７６８件減少しています。これは、福祉出前講座や介護方法・介護予防に関

する教室の開催により、介護保険制度や介護予防などに関する情報提供がなされた結果と思われます。

特に介護方法に関する相談につきましては、平成２４年度から減少傾向にあります。平成２４年度は、

高齢者を介護している方を対象とした「家族介護者教室」を開始した年です。「家族介護者教室」は、

介護ベッドやポータブルトイレなどを研修会場に持ち込みまして、実践を通して介護方法を学んでい

ただくものですが、毎回申し込みがたくさん来ております。この教室により介護方法の普及が図られ

たと考えます。 

次に「住宅改修等」に関する相談は、２４７件、約１６％減少しています。これは、住宅改修に関

わる事業者の対応能力が年々向上し、従来、高齢者相談センターに相談していたことが独自で判断で

きるようになったためと考えます。 

「見守り・安否確認」は、４４９件、約１６％増加しています。これは、平成２４年度と２６年度

に、「孤独死・孤立死」防止を目的とした、「介護保険及び健康保険未利用者」への訪問を実施しまし

たが、見守りが必要な高齢者については、その後も継続して訪問しているため増加したと考えます。

今後とも「気になる高齢者の掘り起しと訪問」への取り組みを行ってまいりたいと考えます。 

「指導・助言」については、５４５件、２５％と大きく減少していますが、過去５年間の平均を見

ますと１，５６７件であり、平年並みと考えます。昨年度は、平成２６年度の制度改正に伴う相談が

増えたためと考えます。 

資料２ページをご覧ください。上から二つ目の表「権利擁護相談件数」であります。権利擁護に関

する相談は、全体として２８８件ありました。平成２５年度に比べ９０件、約２４％減少しています。

内訳としましては、「成年後見」に関する相談が６２件、約３１％減少しています。成年後見制度の社

会的な認知度の向上に加え、「豊川市成年後見支援センター」との連携強化や職員の資質向上による相

談体制の強化が図られたため、より効率的な相談が可能となり、延べ相談件数が減少したと考えます。 

虐待に関する相談件数は、４５件、約３１％減少しています。地域との連携強化により、虐待が疑

われるケースの情報提供が進んだため、早期に関わることが出来たため、深刻化しない段階での対応

が可能となったためと考えます。 

２つ下の表「包括的・継続的ケアマネジメント」をご覧ください。全体では６５７件の支援実績が

ありました。平成２５年度に比べ４６件、約７．５％増加しています。内訳としては、「ネットワー

ク構築」が６６件、約２４％減少しています。これは、平成２６年１月から取り組みを始めた「個別

ケア会議」や「地域ケア会議」等により、関係機関の顔の見える関係づくりが進み、連携に関する相

談が減少したと考えます。 

一つ下の表「予防給付プラン作成件数」をご覧ください。要支援１又は２の認定を受けている被保

険者がサービスを利用する場合に作成するプランの数です。全体では１０，４４３件の実績がありま

した。平成２５年度に比べ２２１件、約２％の増です。これは、平成２３年度から団塊の世代が６５

歳となり、高齢者人口が年々増加した事が主な原因と考えます。このため、今後ともこの傾向がしば

らく続くものと考えます。 

資料の３ページをご覧ください。「地区活動支援」の表であります。全体では３７３回の活動実績が

ありました。平成２５年度に比べ１１回、約３％の減です。これは、地区サロンからの参加依頼に対

しまして、他の行事や訪問の増加により地区活動への参加ができないケースがあったためと考えます。
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そのような場合には、コミュニティソーシャルワーカーに依頼することにより、地区活動支援に影響

を与えないように調整を行いました。 

続きまして、表「地域ケア会議等件数」でございます。平成２６年１月から取り組みを始めたもの

で、個別ケア会議は年間２２回開催し、地域ケア会議は６回開催しました。 

個別ケア会議は、高齢者の支援に困難を要する状況があった場合、どのような支援が必要であるか

を関係者が集まって相談するものです。内容につきましては、個々様々でございまして、「こういう形

で支援する」と、その支援をするためには、あなたはこの部分を受け持ってくださいというような役

割分担を含めながら協議をしております。 

地域ケア会議は、医師、歯科医師、薬剤師、保健所などの専門機関やケアマネジャー、民生委員な

どの高齢者支援に関わる方々が出席し、個別ケア会議から見える地域課題の解決に向けた取り組みや

行政等が取り組むべき施策などを市に提言するものです。 

平成２６年度につきましては各圏域で開催をしておりますが、南部圏域につきましては、２回、年

度末に４つの包括で開催しました、地域ケア会議をまとめる会議として地域ケア全体会議というもの

を開催しております。 

続きまして、表「市外居住の本市被保険者に対する居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委

託状況」をご覧ください。 

要支援１又は２の認定を受けた方の介護予防サービス計画、いわゆる予防ケアプランは、介護保険

法の規定により、豊川市では高齢者相談センターが作成することとなりますが、病気など一時的な理

由により、豊川市から住所を移さずに他市町村の家族宅に長期滞在している方が中にはみえます。こ

のような場合、豊川市の高齢者相談センターが、介護予防サービス計画を作成しなければならないわ

けですが、訪問等の実質的な作成業務が不可能となっております。 

このような場合、介護保険法の規定により、居宅介護支援事業者に委託することができることにな

っているため、本市の高齢者相談センターと、主として対象の方が居住している市町村の居宅介護支

援事業所との間で契約を結び、アセスメントから給付管理までを委託しています。 

平成２６年度の実績は、６件ありました。うち、３件は要介護に移行したため終了しております、

１件は介護サービスの利用を中止し、さらにもう１件は市外に転出しました。現在も継続しているの

は１件です。５ページに参考資料を掲載しておりますので、後ほどご確認ください。 

続きまして、表「本市居住の他市町村被保険者への介護予防支援業務状況」をご覧ください。 

先ほどの説明とは逆に、他市町村に住所を置いたままで豊川市に居住している方の介護予防サービ

ス計画は、原則、その方の保険者である他市町村の地域包括支援センターしか作成できないことにな

っています。 

この場合、先ほどの場合と同様、他市町村の地域包括支援センターが、主として豊川市の居宅介護

支援事業所へ、介護予防サービス計画の作成を委託できるのですが、委託先が見つからない場合があ

ります。このような場合、これも法律の規定により、該当市町村に「基準該当介護予防支援事業所」

の登録を行うことにより、本市の高齢者相談センターが、他市町村被保険者の方の介護予防サービス

計画を作成することができるというものです。 

平成２６年度の実績は、２件です。うち１件は死亡したため、現在も継続しているのは１件です。

こちらにつきましては６ページに参考資料を掲載しておりますので、後ほどご確認ください。 
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以上で事業状況に関するご説明を終わります。 

次に、４ページをご覧ください。Ａ３用紙のものです。平成２６年度高齢者相談センター活動事業

についてご報告いたします。 

高齢者相談センター運営の基本姿勢である、「地域に出向き、顔の見える関係づくり」を実現するた

めに各事業を実施いたしました。 

この表の中の１番右側に備考欄がございまして、備考欄に数値等が記載してあるものとないものが

ございます。これは、参考という形で記入させていていただいたわけなのですけども、数値等が明確

になっているものについては、記載をしておりますが、それ以外のものは省略をさせていただいてお

りますので、ご了承いただきたいと思います。 

１の相談については先に説明させていただきました事業状況のとおりです。 

２の予防については、二次予防事業対象者の把握に努めるとともに、講座形式の介護予防や個別相

談支援を行いました。また、地域で開催される「サロン」活動へ可能な限りの参加をいたしました。 

３の権利については、事業状況の権利擁護相談のとおりです。成年後見制度の利用に対して、高齢

者相談センターが市民にとって最も身近な相談場所であることから、「豊川市成年後見支援センター」

を始め、関係機関との迅速な連携体制を整えるよう努めてまいりました。 

４の連携では、地域の見守りの要であります、地域福祉活動推進委員会や地区民生委員児童委員協

議会へ出席をするとともに、医療や介護、その他高齢者を支援する複数の機関との顔の見える関係づ

くりを構築するために、「在宅医療連携推進センター」との連携強化を図りました。 

また、認知症サポーター養成講座については、例年同様の開催に力を注ぎました。今後とも市民の

皆様への啓発を続けてまいりたいと考えております。 

 「高齢者相談センターの活動事業」につきましては以上でございます。 

最後ですが、平成２６年度から２７年度にかけての豊川市の人口は、ほぼ横ばいであるのに対し、

高齢者人口は３．４％増加しました。高齢化率は０．８ポイント伸びています。高齢者が増え支援す

る若年層が減少しているということは、高齢者相談センターを必要とする高齢者が増えていることを

表していると考えます。 

このような状況の中、センター職員による高齢者の支援や見守りには限界があります。このため、

職員の資質向上を図るとともに、関係機関との連携を強化し、より多くの目で高齢者を見守る体制づ

くりに努力いたします。また、地域の皆様の身近な相談窓口として、住民福祉の充実に努めて参りま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。 

以上で私の報告を終わります。 

 

（議長） 

はい。ありがとうございました。ただいまの事務局の説明になにか質問ございましたら。初めての

方でわかりにくいと思われる項目が、３ページにございます。 

本市居住の本市被保険者に対する居宅介護支援事業への介護予防支援業務の委託状況、あるいはそ

の次の本市居住の他市町村の被保険者の介護予防支援業務状況ですが、資料として５ページと６ペー

ジに書いてございます。そのあたりわかりにくいかなという、ところもありますので、これをご覧い

ただきまして、ご理解をお願いしたいと思います。 
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質問ございませんか。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

市外居住の本市被保険者に対する居宅介護支援事業所への介護予防支援業務の委託状況ということ

で、新城市とか豊橋市が挙がっているわけですが、今後、保険者が一体化されていった場合にどうい

うふうに区分けしていくのか。いままでどおりに委託していくのか。現時点でどんなふうに考えられ

るかを教えて頂きたいのと、それから、もうひとつ、この一覧表の予防のところの、福祉出前講座と

いうのがありますが、在宅医療連携センター等で福祉出前講座というのはよく聞くわけですが、それ

もこの中に入っているのか、それと別に包括として、そういう事業をやっていらっしゃるのか、その

辺を教えていただけたらと思います。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

１点目は、東三河広域連合を見据えてという意味ですか。 

 

（Ａ委員） 

そうです。 

 

（事務局：桑野課長） 

一点目のことを。今、東三河広域連合の話が進んでおりまして、平成３０年度に介護保険者を統合

するという方向で進んでおります。３０年度以降は、当然、高齢者相談センターといいますか、地域

包括支援センターも介護保険の中の事業でありますから、ここで言うところの新城ですとか、豊橋で

すとか、そういったところのケアプランについて、現在は委託をしておるという状況ですけども、恐

らくそういった場合には広域連合のその他の地域にある地域包括支援センターが、対応するのではな

いかというふうに思います。 

ですから、新城のケースにおいては、新城の地区にある地域包括支援センターが対応をするという

ふうな形になるのではないかと、そのような想定を現状ではしております。 

 

（事務局：内藤南部高齢者相談センター所長） 

先ほどの広域連合関係ですけど、例えば、現在の豊川市は四つの包括で区域が決まっているわけで

すけど、例えば西部圏域に住所を置きながら南部圏域の施設に入っているという場合ですと、本来は

西部圏域がプランを作成するというのが本来ですけど、やはりそういった場合、不都合が生じるとい

うことで、便宜上、実際に身を置いている南部で対応するというような形をとっておりますので、同

じような流れになるのかなというような気もいたします。 

２点目の質問ですけども、出前講座につきましては、幾つかあると思うのですけども、高齢者相談

センターで対応しているのは、主に社会福祉協議会が公開しております福祉出前講座、その中の高齢

者相談センターが対応すべき項目について、市としてやっていくというもので、多いものとしては、

介護予防、介護保険制度とはどういうものかとか、あるいは認知症サポーター養成、それから、健康

体操に類するものですけれども、そういったものが多く寄せられております。 
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以上でよろしいでしょうか。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございます。他よろしいですか。 

それでは、次の項目に入りたいと思います。 

協議事項（２）地域密着型サービスについて①です。 

地域密着型サービス事業所の新規指定について、事務局から説明をお願いします。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、介護高齢課の鈴木がご説明をさせていただきます。 

まず初めに、今年度、初めてご出席をいただいている委員もお見えですので、簡単に介護保険を利

用したサービスを紹介させていただきます。先ほどの説明と重複する部分もございますが、ご容赦願

います。 

資料１８ページをご覧ください。 

 介護保険を利用できるサービスは、「（１）自宅で利用できるサービス」から順に、訪問介護、訪問

看護等々、○印の数、２５種類あります。これらは、開設する法人から申請があって、指定がされて

はじめて介護保険を利用できる介護サービス事業所となります。 

この資料の中で、○に数字が入っているものが、介護保険サービスの中でも「地域密着型サービス」

と申しまして、豊川市が指定をし、豊川市が指導・監査を行い、また利用できる方は原則的に要支援、

要介護認定を受けた豊川市民のみというサービスであり、全部で８種類あります。その他の指定は、

基本的に都道府県が行うものとなっています。 

ページめくっていただきまして１９ページ、地域密着型サービスの詳細の説明となっています。先

ほど８種類と申しましたが、この表の中の⑨、地域密着型通所介護については、来年４月からのサー

ビスとなっており、この議題の次の議題で触れさせていただきます。 

この表のうち、下線があるサービスが、豊川市において実際に運営されているサービスであり、５

種類あります。２０ページから２２ページが、それぞれ個別の豊川市の指定地域密着型サービス事業

所となります。 

 ここで本題に移りますが、ページ戻っていただきまして１９ページの③、その横の概要の欄に、（２）

共用型というものがありますが、本日の２件あります議題は、この③認知症対応型通所介護、認知症

の方を専門としたデイサービスのうち、グループホームなどの入居者と一体的にサービスが提供され

る、共用型と呼ばれるものの指定になります。 

それでは資料、７ページにお戻りください。まず１件目ですが、社会福祉法人寿宝会より申請があ

りました「デイサービス寿宴」、これは、既に国府町で運営されている「グループホーム寿宴」の中で

行うものとなります。 

 開設予定日８月６日として、５月２２日付で新規指定の申請がありました。書類審査したところ、

設備及び人員体制について基準を満たし、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。 

 ページおめくりいただきますと、デイサービス寿宴のパンフレットを掲載しておりまして、９ペー
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ジには位置図、１０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２件目です。１１ページをご覧ください。 

１件目と同じ法人ですが、社会福祉法人寿宝会より申請のありました「デイサービス輝楽苑」、これ

は、既に御津町御馬で運営されている「グループホーム輝楽苑」の中で行うものとなります。 

 開設予定日８月３日として、５月２２日付で新規指定の申請がありました。こちらについても、書

類審査したところ、設備及び人員体制について基準を満たし、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。 

 ページおめくりいただきますと、デイサービス輝楽苑のパンフレットを掲載しておりまして、１３

ページには位置図、１４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。 

以上です。 

 

（議長） 

はい、二つの申請に関する審議であります。地域密着型サービス事業の新規指定ということで、２

件、申請がございました。 

事務局での事前のチェックは終わっておりまして、協議会での了解をいただくという内容になって

おります。 

いかがでしょうか、ご質問ございましたらお願いします。はい、どうぞ。 

 

（Ａ委員） 

時間帯、通常、通所介護には、サービス提供時間帯というのがあるのですけど、それはどのくらい

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

まず８ページの資料ご覧ください。 

「デイサービス寿宴」におきましては、毎週木曜日、利用時間が１０時から１時、このような運営で

やっていきたいというお話でございました。 

提供時間でいきますと、週１の３～５ということになります。 

次に１２ページ、「輝楽苑」ですが、利用日が月曜日から木曜日、利用時間１０時から１時、このよ

うに伺っております。 

普通デイサービスでありますと、朝から夕方まで、１日お預かりして面倒見るという形態が多いで

すけれども、ここにつきましては、地域の中で、ちょっと今日は要介護認定を受けたおじいちゃん、

おばあちゃんを預かってほしいっていうようなもので、しかも短い時間でもいいっていうようなニー

ズにちょっとずつお応えしていきたい、そのような形で運営したいという話を伺っております。 

 

（Ｂ委員） 

基本的なことですが、３ユニットあるところの１つのユニットのみ利用予定とすると書かれていま

すが、施設としてまだ余裕があるけど、とりあえず、一つのユニットだけを利用し始めるということ

ですか。 
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（事務局：鈴木係長） 

実は今までは１事業所で３人までとなっていたのですけれども、この４月に１ユニット３人までと

いうように変わりました。 

１件目の「寿宴」については３ユニットあるグループホームで、１ユニット３人掛ける３ユニット

で９人までいけるのですが、そういった地域の要望にお応えしたいっていう形のものですから、１ユ

ニットだけ開設すると、そのような話でございます。 

同じく２件目の「輝楽苑」は２ユニットございまして６人までいけますが、１ユニットだけの運営

で行っていきたい、このような話でございます。 

 

（Ｂ委員） 

上の欄の範囲ですが、グループホーム１ユニット９名プラス３で１２、９足す３とは何ですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

グループホームのそもそもの定員が９人。そこに最大デイサービスの利用者が３名、合わせて１２

名、それでおおむね１人当たり３平米の目安がございますから、面積要件は満たしていると、このよ

うな計算式になっております。 

 

（Ｂ委員） 

あと６人分の広さがあるわけですね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

ユニット毎にそういう広さがございますので、わかりやすく言うと３ユニットで「寿宴」について

は１階が１ユニット、２階１ユニット、３階１ユニットという形ですが、それぞれに食堂、居間がご

ざいます。そこの面積が足りていますという意味になっております。 

 

（議長） 

Ａ委員いいですか。 

 

（Ａ委員） 

これをやるには、人員を配置しなければならないですよね。それの関係で、１日だけとか月曜日か

ら木曜日、それから、時間帯が１０時から１３時という短い時間帯を選定している、というふうに考

えてよろしいのでしょうか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

必ずしもそうだけではなくて、そういった側面はないこともないですが、先ほど申しましたように、

本当に短い時間ちょっと預かってほしいというニーズが、あるそうなのです。そのグループホームが

ある地区で。そういったものに対応するためにこの時間帯を設定したという話を伺っております。 
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（Ａ委員） 

そうすると今あるニーズに対応してそういう時間帯を設定するということで、今後ニーズが変わっ

ていけば、それに対応してまた時間帯等の変更も考えられると。 

 

（事務局：鈴木係長） 

可能性としてはあると思っています。 

 

（Ａ委員） 

できることならば、長い時間帯をサービス提供時間として、登録してもらって、その中で、１ユニ

ット３人は時間帯が違えば、受けられるわけなので、できることならば長い時間を設定してもらって、

そのニーズに応えていったほうが、指定としても、社会資源としても、すごく有効なのではないかと

思いますけど、個々の経営の問題もあるかもしれませんので、あんまり強制はできないですがそんな

ふうに思います。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、ご意見参考にさせていただきます。 

 

（議長） 

今の話でいくと、新たな人の配置をするのではなくて、供用型ということで、従来の管理人あるい

は介護従事者がこの時間帯だけこちらのほうに当たると、そういう意味ですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

そうです。デイサービスの時間帯は、普段のグループホームの人員基準よりは１人は増やさないと

いけないわけですけれども、そういったニーズが今のところこれぐらいの時間帯だということですね。 

 

（Ｂ委員） 

もともとキャパシティは人員と要望だけなので、もしかするともっと増えるかも知れないわけです

よね。その度にまた申請をするわけですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

変更届という形になっていきます。 

 

（議長） 

なにか不足はありますか。 

いいですか。 

特にないようでありますので、ご質問のところを有効に生かしていただくということで進めたいと

思います。 



14 

 

それでは、地域密着型サービスについての②地域密着型サービス事業所の指定更新に伴う協議方法、

今度は協議方法のご提案です。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、続いて、鈴木が説明させていただきます。 

資料の１５ページをご覧ください。 

事業者の指定更新に伴う協議方法について、説明させていただきます。 

資料に沿って説明いたします。 

一つ目の○ですが、さきほどの議案において、新規の地域密着型サービス事業所の指定をご協議い

ただいたところですが、新規の指定は、本運営協議会にお諮りし、承認をいただいた後に指定をする

ということが、介護保険法によって定められていることによって、ご協議いただいたものになります。 

 二つ目の○ですが、新規指定の後、６年毎に更新の指定を受けることが、これも法律によって必要

になってきます。この更新指定についても同様、本運営協議会にお諮りした後に指定を行う、このよ

うな流れで行ってきているところです。 

 しかしながら、三つ目の○ですが、平成２８年４月に、現在、愛知県の指定とされている「デイサ

ービス」のうち、定員が１８名以下の小規模のものが、法律の改正によって、地域密着型サービスと

されることが予定されております。これが先ほどの議題で少し触れさせていただきました、「地域密着

型通所介護」と呼ばれるものになりまして、これが３０近い事業所がございます。これらが全て豊川

市指定の事業所となってくる予定です。四つ目の○ですが、先程の議案でも新規指定のご協議をいた

だいたところですが、現行法における地域密着型サービスにおいても、年々事業所が増加していると

ころです。 

 このような状況の中、五つ目の○ですが、基本的に年３回の開催である本運営協議会の日程に合わ

せて、指定前に協議を行う日程調整が難しくなってきていることから、６年毎の更新指定の事前協議

については、今後、事後協議も可能とすることとしてよろしいか、お諮りするものです。 

 なお、新規指定については、これまでと同様、先ほどの議案のように、指定前に協議を行いたいと

考えておりますが、場合によっては、書面協議でお願いすることがありますことを、ご了解いただけ

たらと考えております。 

 ページをおめくりいただきまして１６ページですが、今ご説明をさせていただきましたところの根

拠になります。この前の４月１日に、介護保険法の該当条文が改正されておりまして、地域密着型サ

ービス事業所の指定にあたりましては、「あらかじめ、意見を反映させるために必要な措置を講じなけ

ればならない」とされていたことが、「講ずるよう努めなければならない」というように表現が変更さ

れております。また、これに合わせて、前回３月の運営協議会において、本協議会の要綱の改正及び

新しく要領の制定についてご審議いただき、４月から施行されているところですが、要領の第３条第

２項において、「利用者の利便性等に鑑み、事後の協議とすることができるものとする。」とさせてい

ただいているところです。 

 参考として、次ページ１７ページですが、現行の豊川市の地域密着型サービスの今後２年間の更新

指定の予定を記載しております。現状すでに、基本的に７月、１月、３月と開催させていただいてお

ります本運営協議会の日程に合わない更新指定日もございますので、ご理解いただけたらと考えてお
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ります。 

 以上です。 

 

（議長） 

はい、法令が変わったということで、地域密着型サービス事業所指定更新に伴う協議ということに

関しまして、従来どおりではちょっと追いつかない可能性もあるというお話ですが、まず確認ですが、

２８年４月より、小規模デイサービスが、県から豊川市に下りてきた場合は、新規指定ということに

なるわけでしょうか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

新規指定ということではございません。 

もう既に、指定を受けたとみなされている事業所ということになります。 

 

（議長） 

先ほどＢ委員さんからは、話が出ましたが、状況が変わってもっと増やしてほしいと、あるいは増

やそうという状況が出たときは変更届という表現ありましたが、変更届は更新ではないわけですね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、違います。 

 

（議長） 

状況の変化としては、大量に県の指定が市に下りてくるということが第一の問題点ということでね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 はい、そのとおりです。 

 

（議長） 

ご意見がございましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

更新申請に関して、更新指定日までに書類を届け出て、現地調査をしますよね。 

実地指導をして、それから更新の指定をするわけですね。実地指導が、４月の更新はみなしでいく

と思うのですけど、それから先が出来得るのか。 

その時期がずれるために、後追いで事後承諾ということになるかもしれないという理解でよろしい

でしょうか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、まず指定更新は指定の期限日がございまして、２カ月前までに出してもらうこととしており
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ます。その２カ月間の間に、現地確認、実地指導を必ず行くようにしています。指定更新を迎えるわ

けですが、今までの法律ですと、この間にこの協議会で、協議をしていただく必要がありました。 

この日程調整が難しいものですから、この協議会の協議だけを後にさせてほしい、そういった趣旨

でございます。 

数が増えてきて実地指導を行けるかどうかというところなのですが、人員体制増やしてほしいと思

うところなのですが、がんばっていくしかないかなと思っております。 

 

（Ａ委員） 

今回の２８年４月に地域密着型におりたものは、今までの継続として、例えば、３年前から営業し

ていたら３年後に更新という感覚ですよね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい、そのとおりです。 

 

（議長） 

特にご意見がなければ、ございますか。はい。 

 

（Ｂ委員） 

休止中というところがあることが気になるのですけど、休止になるには利用者があまりいないから

休止になったと思いますが、再開するときに、やっているかしっかりと確認して、継続で了承という

形でいいのだろうと思いますけど、ちょっと甘いというか、心配のところがあるような気がしますけ

ど。 

 

（事務局：鈴木係長） 

ここの休止中は、今年度から新しくなられた委員さんには申し訳ないのですが、昨年度の協議会の

内容で、休止中の認知症デイサービスが豊川市には存在するという話をさせていただいているところ

で、そのうちの一つになっております。 

これも前年度の運営協議会で何回かお話はさせていただいたのですが、今こういった休止中のとこ

ろと再開できるかどうかの検討を進めているところでして、今たまたまこの表に載ってきたデイサー

ビスセンターアベニューリラ、こちらとは２８年１月２９日までの間には、再開させて指定更新をす

るか、もしくは、廃止するかどちらか一つの結論を出そうという話には現状なっております。 

 

（Ｂ委員） 

休止になるときには、突然なるのですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい。制度上、指定を受けた事業者が休止しますという届け出をすれば、休止にはなってしまいま

す。 
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（Ｂ委員） 

途中経過の報告の義務はないですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

法律上ないです。ただ、地域密着事業所なものですから、当然、保険者と事業者さんの顔の見える

関係でやっておりますので、そういった事前の話と情報とかは入ってきますが、今度からは先ほど申

しました地域密着型通所介護というのが、県指定が市指定におりてくるとその辺の関係づくりから始

めないと、なかなか遠い距離の関係になってしまいます。そうするといきなり明日から休止しますと

いう届け出が出てくる可能性もあるというところです。 

 

（Ｂ委員） 

実際には認知症の人はたくさんいると思うので、そこのところでうまく回すというか、事業が続け

られるようには、指導はしてもらえるのですよね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

がんばっていきます。 

 

（Ｃ委員） 

今日の協議事項は終わり３点のことが重点的になっているのだろうと思っておりますけれども、３

０近い事業所が今現在あって、それよりもまた移行される事業所も出てくるっていうと、市ではどの

ぐらいを予想されておられます。 

 

（事務局：鈴木係長） 

はい。資料の２０ページから２２ページ、これが今、市が権限を持っている地域密着型事業所です。

これらを合わせますと、２８事業所ございます。 

来年からおりてくるのが約３０ございますので、倍近い数になります。 

 

（Ｃ委員） 

今までのような方向性ではやっていけないっていうことですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

今日の議題としましては、指定更新する事前にこの協議会に諮るというやり方が何とかとれてきて

いたのですけど、数が倍近くなると、ちょっと無理だろうなということで本議案を挙げさせていただ

いております。 

 

（Ｃ委員） 

そうしますと、事務手続上はっきりとその期日を、何カ月前なら何カ月間前、１年前なら１年前、
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半年前なら半年前とそういう規定することのできないですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

可能ではございます。ただ、私どもの考えですが、今、７月にこの会議が開催されておりまして、

次が１月の予定です。例えば１２月に指定更新を迎えるところですと、１月だと後になりますから、

今回の７月でやらないといけない、そうすると半年間開くわけです。指定更新の議決をいただいても

半年間の間になにかあると嫌だなという思いがあります。 

 

（Ｃ委員） 

支障が出てくると。 

 

（事務局：鈴木係長） 

ないと思いますが、例えば不正請求があったり、施設内虐待があったり、そういった問題が起きま

すと、せっかくここで議決をいただいても、その後、指定更新ができない事態も可能性としてないこ

とはないため、できるだけ直近でやりたいという思いがございます。 

 

（Ａ委員） 

更新についてのひとつのチェック機関になっているのだと思うのですよね。我々はチェックを受け

る側ですけれど、ここの席ではチェックをする側になって、チェックがなくなってしまうというのが、

今後、受ける側として、果たして幸せなことかどうか、いいことかどうかちょっと疑問に思うのです。 

多分、業務的にはそういうことになるのでしょうけれど、それは何か別の方法でここの会の皆さん

にチェックしていただける方法論がないのかどうなのか。チェックなしで、事後承諾で、というのは

果たしていいことかどうかちょっと疑問に思います。 

 

（Ｄ委員） 

前に話が出ましたが、認知症対応型サービスであると、利用料が上がるので、利用がなくなったと

いうようなことが、あったと思うのですけど、その点は今後どうなのでしょうか。利用料っていうの

は、全国同じ単位なので、どうなるのでしょうね。ここだけでは済まないことだと思いますが。 

 

（事務局：鈴木係長） 

おっしゃるとおりで、利用料が高いというのは、普通の一般的なデイサービスの料金と、この認知

症専門のデイサービスを比較して、休止中となっている認知症専門のデイサービスの方が料金が高く

てなかなかお客様が集まらない。この状況は実は変わっていなくて、なおかつ４月の報酬改定ござい

まして、一般のデイサービスも認知症デイサービスも単位が落ちたものですから、会社を運営する事

業者側にとっては、より収益性の厳しいサービス内容となっております。 

これが現状です。 

今後どうなるかというところは国の姿勢が見えてこないなという感じでいます。 
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（Ａ委員） 

今年度の改定で、認知症専門のデイサービスとそれから通常のデイサービスに認知症加算という加

算ができました。 

それには、通常の日より２人職員を多くしなさいというような、人員配置を決めた加算がついて、

両方どんと費用は下がったのですけど、加算でその差があまりなくなってきていて、認知症専門のデ

イサービスである必要が徐々に薄れてきている感じはします。 

ただ、補助金を使って造ったところが多いと思いますので、今後どのようになっていくか、できれ

ば、認知症専門としてやるならの本当の認知症専門のケアができるようなサービスになっていっても

らえばいいなというふうに思っているところですが、今後、認知症専門のデイサービスが広がってい

くかどうかはちょっと疑問があります。 

 

（Ｄ委員） 

実際、利用者というより利用者の家族なのですね。利用者はわからないので。利用者の家族は高い

なというだけの問題で。何をやっているかというのは家族はわからないわけですね。アウトライン的

には知っていても、実際の現場の例えば専門の人が来てやってくれているというのも、ただ、普通の

デイサービスとの区分けは利用者の家族は、理解が得られないのが現状じゃないかと思うのですね。 

 

（Ａ委員） 

そうですね。その辺が、認知症専門のデイサービスの広まらなかった１つの原因だと私個人は思い

ます。 

 

（Ｅ委員） 

認知症は何をやるからわからないことがすごくあるのですね、本当に突拍子もないことをしてくれ

て、こちらがびっくりすることばかりなのですけども、認知症の人がいるところに普通の人が行くと、

認知症ではない家族の方に聞きましたが、「おれはあんなところに行くのはいやだ。」という方もみえ

るのですね、認知症も好きでなったわけではないですし、分けるなら分けるとした方がいいのかなと

思いますが、逆に、認知症のことを分かってほしい面もあるものですから、それが難しいですけど、

実際に家で対応できなくなってきたときに、本当の話、息抜きなんですね、行ってくれるというのが。

「今日、行った。じゃあ、夕方までいない」とかショートに行ってくれたら、正直、行き始めた頃は、

私ばんざいでした。大変だったものですから。いろんな家族のことも考えていただいて、うまくいく

方法はないものかと思うのですけど、家族が倒れたらアウトですので、なにか方法があればと思いま

す。 

 

（議長） 

Ｆ委員さん、同じ話ですか。 

 

（Ｆ委員） 

認知症については、すごく増えてきているし、私の友人と話している中で、親たちが認知症なって
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くるっていうのが辛いなというところがあって、ただ、最近よかったなと思ったことが、そういう辛

さを近所の方が分かってくれるようになったと言っていて、かえって言ってしまうと、気が楽になる

と言ってみえて、市の認知症サポーターの方が増えてきたりして、認知症の理解が深まってきたので、

よかったねという話をつい先日、友人としたのですが、ただ、そういう部分もあるけど、常々２４時

間見ている家族は大変であるので、介護保険の制度でたくさん認知症の方が出かける場所が出来てく

るといいなと常々思っているのと、また、施設の方々でも２４時間、認知症の方を見ていただいてい

ると思うので、先ほどちょっと出ましたが、最近、虐待っていうの、他のケースではありますが、い

ままでは、家族が虐待するということがあるかもしれないなというのは、なんとなくあったようです

けど、最近は、施設の職員さんの中でもあるのかもしれないっていうような、ニュースを見ておりま

すと思ったりするので、やはり、市の方が指定更新のときに、現地に行っていただくというこがとて

も重要になってくるし、そこが事後承諾になるということはますます、市の方のご苦労が増えるかな

っていうふうにちょっと、今、話を聞きながら感じていたのですけれども。 

でも、これは厚労省が事務の改善のために、事後でもオッケーというような文章が出ているわけで

すので、それが出来る方向で考えていったらいいのかなと思っておりますが、市の方が現地調査に行

かれたときに、現地調査の状況がどういう風だったかというところを事後承諾にはなりますが、その

ときの状況等々をしっかり教えていただいて、進めていくといいのかなと感じながらお話を聞いてお

りました。 

 

（議長） 

はい。お願いします。 

 

（事務局：桑野課長） 

はい、まず、二つほど話が出ていますが、まず事後協議の話です。こういった協議会でチェックで

きない体制について、いかがなものかという話がありまして、実は昨年度に１回、昨年度も委員をや

っておられた方はご承知だと思いますが、書面で指定更新の協議をさせていただきました。 

あのような形をとることもできますが、恐らく、来年度以降ですね、地域密着型通所介護がおりて

きて、さらに、想定されるのは、現在、県が指定している地域密着型の小規模な通所介護といったも

のが、恐らく、新規で、ポコポコと市に申請が来るようになりますので、新規の書面審議は間違いな

く増えていくと思っております。 

ある日突然、デイサービスを始めたいというふうに市に来るというようなると思います。 

それに加えまして、更新も書面協議となるとちょっと委員さんの負担かなっていうことで、このよ

うにさせていただくことをご協議いただけたらと思いますが、昨年度と同じように書面協議をさせて

いただくという方法もありますし、それから、もう一つは、そこまでしなくて、市で現地調査まで行

いましたら、その状況だけ報告させていただく。それで、必ず皆さんからご意見を頂戴するのでなく

て、気がついたことについてはご意見をいただくぐらいにして、後は事後協議という方法もあるのか

なというふうに思うのですけども、そうすれば、協議会としてはチェック体制も完全ではないですが、

担保できるかなというふうに思うのですが、こちらの文面だけではなく、そういったことも含めて決

めていただいたらと思います。 
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それから認知症デイサービスについて、存在価値の話があったのですが、現行制度上でも、制度上

はあって、なおかつそれを行いたいというところですから、いかがなものかと言われると、いかがな

ものかなと思いますけど、だからといってなくすわけにもいかないものですから、ただ、これで大変、

介護報酬も厳しいものが出ましたので、今後ますます特色というものを出していく時代になっていく

のかなと思います。 

デイサービスでも、マシンを使った筋トレだけのデイサービスみたいなものも出てきていますし、

認知症の方なら認知症の方に特化したものが出てくるような、そういったことを市でも、こうせよと

は言えませんけども、そういうものがないとなかなか厳しいですよというようなことは、事業者にお

伝えしていけるのかなとは思っております。 

お答えになったかどうかわかりませんけど、今の議論を聞き取らせていただきまして、お答えさせ

て頂きましたので、よろしくお願いします。 

 

（議長） 

課長からご案内がございました。文書になっておりませんので、そのあたり、どういう反応をした

らよいか、判断しかねますが、そういうこともあるというお話で、ご理解いただけるでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

今年度と同時に、定員１８人以下のデイサービスが小規模に代わる際に、通常規模のサテライト、

それから、小規模多機能型居宅介護のサテライト、そちらに変更もあると思うのですが、そのどれか

を選べということを言われているので、それも同じような形で事後承諾にするのか、どうなのか。 

 

（事務局：桑野介護課長） 

今の話は、先だって県の説明会があったときにその話が出るのかと思って、担当者が勇躍して行き

ましたけど、何もなかったということで、がっかりして帰ってきましたが、事業者の方には、当然よ

くご存じの方もいらっしゃると思いますけども、通常、大規模のデイサービスのサテライトになるの

か、それとも地域密着型にするのか、それとも小規模多機能型のサテライトになるのか、いろんな道

はありますが、施設規模によってはですね、今のうちに１８人以上にするという手もあるでしょう

し、止めてしまうという手もありますが、とりあえず、そういう選択肢があるということをまずはお

示しをして、その後どういうふうに各事業者が、出てくるか、ということを確認した上で、また、協

議方法を検討させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（議長） 

３０近い事業所が云々というのは、逆にそんなに出ないかもしれないという可能性があるわけです

か。大前提がこうなるからというお話ですから。 

 

（事務局：桑野課長） 

自然な流れでいけば、３０近くが地域密着型の通所介護に移りますけれども、この地域密着型の通

所介護に移りますと、地域で運営委員会を設けたりですとか、ちょっとやることが、各事業所にとっ
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ては増えてきますので、それを嫌う事業者さんは、地域密着に移らないようなことを考えることもあ

るかと思いますので、最大で３０近いということで、これより減る可能性はあると思っております。 

 

 （事務局：鈴木係長） 

実は、今年に入ってからも定員１８人以下のデイサービスが三つぐらい出来ていまして、今度の４

月までにもどれだけ増えるかわからない状況で、３０近いという表現をさせていただいております。

もしかして、３０越えるのかなと。今のお話で、もしかしたらサテライト型に移行するので減るかも

しれませんが、そのような状況です。 

 

（議長） 

年３回の協議会というのは決まっている話ですので、どういうふうに、その期間を埋めていくのか、

方法論だと思うのですが。 

 

（Ｇ委員） 

数が増える、それからそういう機会が多くなるからということであれば、これは一つのプランです

が、議員さん１２名分、部長さんも含めて１２名おります。この中であるときに、現地へ訪問を行っ

て、あるいは、書類審査をするときに、この中で、当番で１人、今回Ａさん出てくださいというよう

なことでやれば、回数は減りますので、こういうことやりましたよということで、事後報告で、これ

は一つの方法ですから、これをやりなさいということでありませんけれども、回数が多くなったから、

全部を報告でということになると、甘さが出てしまう、あるいは逃げ道を作られてしまうというか、

大丈夫かな、なんていう心配は出てくるような気もしますので、なにかいい知恵がないか、ただ、単

純に回数増えたから、というのも、もう少し皆さんでいい知恵はあれば。 

しょっちゅうお呼びがかかって困るといった部分があるが、これは皆さんにお忙しい中でやってい

ますので、委員の中の誰かも、職員の人と一緒になって加わってやったとなれば、全く更新のときに、

事後協議だけだ、あるいは、書類を見てイエスかノーかをお答えくださいというよりも、少しは重さ

があると考えております。ひとつの考えとして、以上です。 

 

（議長） 

協議会の中から、委員を数名出してという。そういうことは可能ですか。 

 

（事務局：桑野課長） 

現地調査ですと、いろいろな帳簿等をたくさん見ますので、そこでその個人の名前ですとか、ケア

プランを見たり、請求書を見たり、いろいろなことで出ますので、ご提案は大変ありがたいですけど、

難しいのかなと思います。ご指摘いただいているのは、チェックする機会がない、発言する機会がな

い、確認する機会がないということがいかがなものかという視点だったと思いますので、差し支えな

ければ、事後協議ではありますけども、必ず我々の方では指定を受けたら現地調査を行いますし、そ

の報告書を作成しますので、その都度、事後協議となる前に、こういう状況でしたと、指定更新日ま

でに資料を送らせていただきまして、何かご意見があればいただくという方向でよろしければ、この
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文面に加えて、そういったこともございますということで、ご了解いただけたらと思うのですけど。 

 

（議長） 

更新前に必ず資料は送られるということで。 

 

（事務局：桑野課長） 

いただいた意見は、当然、反映させることが目的でありますので、事業者にもお伝えしていくとい

う形になります。 

 

（Ａ委員） 

申請が出て、指定前に現地調査をして、一件一件個々の事例が来て、それに、異議があれば唱える

し、異議がなければそのまま了解していればいいという、そうしたら、自然に指定がされていって、

事後のこの会が開かれたときに、皆さんにお諮りしたのが、これですということで承認をいただきま

すかという話なるということですね。 

本来は、回数を増やすのが正論でしょうけれど、それは難しいと思うので、そこら辺だとずいぶん

納得できるなというように思います、私個人としては。 

 

（議長） 

毎月ご案内が来る様な感じでしょうか。おおよその流れとしましてはそんな方向ですが、よろしい

でしょうか。Ｃ委員さん、よろしいでしょうか。 

 

（Ｃ委員） 

お聞きしますと、これは大変なことになる可能性は高いと思いますので、厳密な書類審査をしてい

ただいて、それで、書面審議とか、事後協議とか、そういうことで、これは市の責任として、重大な

ことだと思いますし、法に載っているものですし、そのことも踏まえまして、やっていただければい

いと思っております。 

 

（議長） 

はい、ありがとうございます。 

的確なダメ押しがありましたので、その方向で進めさせていただくということでよろしいでしょう

か。ありがとうございました。 

新しい事態に対応するための対案が出ておりますが、とにかく、市の点検に入ったときの報告をき

ちっとしていただいて、最終的な本委員会での了承事項ということで進めるということになりました。 

よろしくお願いします。 

それでは、次の議題に入ります。 

地域密着型サービス事業所整備事業者の公募についての件でありますが、この件に関しまして、事

務局の方からお話があるかと思いますが。 
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（司会） 

それではこの議題につきまして、平成２７年度地域密着型サービスの整備事業者を選定する案件で

ございますが、公平な選定とするに当たりまして、非公開にさせていただきたいと思っております。 

また、資料につきましては、ただいまから、配付をさせていただきまして、協議後にまた回収させ

ていただきたいと考えております。 

以上でございます。 

 

（議長） 

はい、事務局から提案ございまして、今からの議題に関しましては、非公開ということであります

が、そのようにしてよろしいでしょうか。 

ご意見がないようですので、今の協議、③地域密着型サービス事業者の公募について、事務局のほ

うから、資料準備していただきます。お願いします。 

【資料配付】 

それでは説明をお願いします。 

 

 ３ 協議事項 （２）③地域密着型サービス事業所整備事業者の公募について 

【非公開】 

 

（議長） 

それでは次第の４、その他に入ります。 

お願いします。 

 

（司会） 

はい、その他ですけども、次回の開催予定につきまして、ご報告させていただきます。次回は、予

定で言いますと、来年の１月を予定しておりますので、１カ月前程には開催予定日の案内の郵送はさ

せていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

 

（議長） 

事務局、後、よろしいですか。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

何とか納得していただいた形で進めたかなというふうに思っております。 

施設整備に関しまして私共は全くわかりませんので、施設関係の委員さんの発言に頼るしかありま

せんので、積極的な発言いただきましてありがとうございます。それから、利用者の立場からも、や

はり、貴重なご意見いただきました。ありがとうございました。 

次回までに１件か２件、書面の報告がございますね。１月に事後審査ということで。それがあるよ

うですのでよろしくお願いいたします。 

それでは、終わりますけどよろしいですか。長い間、長時間ありがとうございました。 

本日の会議を終わります。ありがとうございました。 
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 （一同） 

 ありがとうございました。 


