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平成２７年度第２回豊川市介護保険事業運営協議会議事録 

 

日時：平成２７年１２月２４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、平野義雄、波多野知司、小池勉、 

白井勝、平田節雄、川上陽子、片山佳代子 各委員 

欠席委員：大橋茂樹、鈴木髙行、小山妙子 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、 

岩瀬介護高齢課長補佐、近藤介護高齢課長補佐、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２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、大橋委員、鈴木委員、小山委員より欠席のご連絡をいただいていますのでよろしくお

願いします。 

要綱によります開催要件につきましては、委員の定数の半数以上の出席とあり、本日９名の出席が

ございますので、要件を満たすものといたします。 

はじめに、本日の資料の確認をさせていただきます。次第、平成２７年度第２回と書かれた資料と

なっております。 

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。

よろしくお願いいたします。 

 

（会長） 

第２回の介護保険事業運営協議会ということで、師走の２４日にお集まりいただきました。メリー

クリスマスと言ってはいけないという話を聞きまして、英語圏でみんなクリスチャンではないのだか

ら、言うならハッピーホリデイと言うべきであるという話が出ている昨今、この２４日に介護保険事

業運営協議会が開かれることになりました。 

 メリーケアと言いたいところでありますが、なかなか厳しい状況が続いていることは皆さんご承知

の通りだと思います。 

本日の案件とは全く別件ですが、最近ちらっと見たもので、介護の昔から言われております３Ｋに

対して、もう少し肩を楽にして楽しい介護、あり得ないですが、楽しい介護というような話を作って

はどうかという文が目に留まりました。ご紹介したいと思います。 

介護というと、皆さん、世のため人のためとか、あるいは、真面目に頑張って仕事をしなければい

けない特別なことであるというような固定観念があるのではないかとの指摘から始まる文です。固定
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観念どころか、現実そうなのですが、私共の学校も社会福祉士の養成をしておりますので、介護の仕

事は、という話をしていく中でどうしても「人の役に立つのだからしっかりしなさい。」というよう

なところに落ち着いてしまいますが、介護が大変であることは十分分かっているのですが、もうちょ

っと介護の仕事をやってみようかなという雰囲気をどこかで作り出さないと制度設計で介護人材を育

成すると言いながら、現実にはそうなっていかない状況が顕著にあるものですから、そういったとこ

ろで、社会福祉協議会のようなボランティアの中で、介護を気楽にやろうというような試みがあると

いうことが文に書かれておりました。 

 それによりますと、従来の３Ｋ、“きつい”、“汚い”、“危険”という介護のイメージを“かっこい

い”とか“かわいい”とか、この２つはＫで始まりますが、その次が“面白い”ではＫではありませ

んから“けっこう面白い”という言葉を付けまして新しい３Ｋだというようなことで、楽しみながら

というのは失礼な言い方になるのですが、楽しみながら働いているという、ちょっと力を抜いて介護

をやっていると、そんな姿を見せることによって、介護に向かう人が増えるのではないかという文章

を読みました。 

 現実に介護の仕事に携わって見える方々にとっては、そんな気楽なものではないといったことはよ

く分かりますが、そういった考えも少しは出てくるといいかなと思って学生にはそういうスタンスで

接しようとしているのですが、施設の皆様にとっては、なかなかそんな風にはいかないといった現状

があるかと思います。 

 そんな中、介護保険事業の会議でありますので、介護保険の枠の中で人材の問題もあり、人件費の

問題も出てきているのは十分承知はしています。介護保険を有効に活用していくための確認をするた

めの会議ということで本日の運営協議会がありますので、また、協議事項に従いまして皆さんのご意

見をお聞かせいただきたいと思います。 

 それでは議事に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、次第に従いまして議事に入らせていただきます。 

 協議事項（１）です。「地域密着型サービス事業所の指定更新について」３件ほどありますので、

事務局から説明お願いします。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 はい、介護高齢課の鈴木と申します。それでは次第２（１）、 「地域密着型サービス事業所の指定

更新について」ご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。 

 本議案に係り、前もってご説明させていただきたいことが２点あります。１点目が今回指定更新す

る事業所は、３事業所ございますが、先にご説明させていただきます２つの事業所については、同一

法人が運営し、同一場所で、同一の職員さんによって提供されるサービスになります。 

 ２点目ですが、この２事業所については、既に指定更新満了日を過ぎておりますが、前回の会議の

議案でありました、「指定更新に伴う協議方法について」に基づき、平成２７年１０月９日付けで、

委員各位には、事前のご報告をさせていただいている案件となりますので、事後協議となる案件であ

ることをご承知おきください。なお、事前のご報告に基づくご意見・ご質問についてはありませんで

したことを、ご報告させていただきます。 

それでは資料をおめくりいただき、１ページをご覧ください。 
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１つ目の事業所につきましては、有限会社高良が運営いたします「グループホームゆたか」、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。 

どういうサービスかと申しますと、資料１８ページをご覧ください。（５）の「生活の場を自宅か

ら移して利用するサービス」の⑤グループホームと書かれているサービスであり、右の１９ページの

⑤に、「比較的安定した状態にある認知症の入居者に、入浴・食事など日常生活上の世話や機能訓練

を共同生活の中で行う施設」になります。 

なお、この後に説明させていただきますもう一つの事業所は、１８ページの（２）自宅から通って

利用するサービスにあります、③認知症対応型通所介護になります。右１９ページの③のうち、

（２）とある「共用型」になりまして、通いながら共同して入浴・食事など日常生活上の世話や機能

訓練を受けるサービスのうち、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ものに

なります。 

それでは１ページにお戻りください。本事業所については、有効期間満了日が平成２７年１０月３

０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２７年８月７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、平成３３年１０月３０日までの指定更新について、１０月３０日付け

をもって更新しました。 

実地指導時の指摘事項としましては、１ページの一番下から２ページにわたって掲載しているとお

りで、「医療連携体制加算の算定について、２４時間連携できる体制の確保を担保すること」や、２

ページにいきまして「介護職員処遇改善加算について、介護職員処遇改善計画書は、全ての介護職員

に周知されていることが前提であることに留意すること」、「防災訓練について、地域住民の参加が得

られるよう連携に務めること」等がございました。 

これらの指摘事項については、すべて基準や報酬算定において義務付けられているものになります

が、行っていないわけでは無く、行い方について指摘させていただきましたもののため、また、改善

報告書も受領しましたが、改善をすでに図ったものもあり、改善に向けて前向きに取り組んで行くと

のことでしたので、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、３ページには指定人員基準の事業所情報を掲載しております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。更新する事業所のサービス種類としては、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のデイサービスになりますが、さ

きほども申しましたが、共用型であり、グループホームと同一場所、同一の職員さんによって提供さ

れるサービスになります。 

この事業所の指定更新ですが、有効期間満了日が、さきほどとは１日ずれていますが、平成２７年

１０月３１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、グループホームと同時に

実施いたしました実地指導においても、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、平成３３年１０月３１日までの指定更新について、１０月３１日付けをもって更新しました。 

なお、平成２６年５月から利用実績がなかったため、過去の利用者に係る提供サービスについて実

地指導を行いましたが、さきほどのグループホームと同じ指摘事項についてはグループホームの方に

まとめ、特に認知症対応型デイサービス単体について指摘事項はありませんでした。 
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なお、参考としまして、５ページには指定人員基準の事業所情報を掲載しており、また、６，７ペ

ージには、グループホームと併せた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。 

 続きまして、３つ目の事業所です。８ページをご覧ください。社会福祉法人寿宝会が運営いたしま

す「グループホーム輝楽苑（きらくえん）」、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。 

有効期間満了日が平成２７年１２月２５日であり、つまり明日になりますが、指定人員基準など申

請書類についての審査、並びに、平成２７年１０月２８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、平成３３年１２月２５日までの指定更新について、１２月２５日付けをもって更新する予定で

す。 

実地指導時の指摘事項としましては、８ページの一番下に掲載しているとおりですが、「管理者と

計画作成担当者の配置について、兼務規定に留意し、適切な配置とすること。」等がございました。 

なお、参考としまして、９ページには指定人員基準の事業所情報を掲載しており、また、１０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。 

 以上です。 

 

（議長） 

 協議事項（１）地域密着型サービス事業所の指定、更新したものと、更新予定のものがございます

が、３件に関しましてご質問がありましたらお願いします。 

 

（Ａ委員） 

 ８ページの輝楽苑さんですが、主な指摘事項のなかで「管理者と計画作成担当者の配置について、

兼務規定に留意し、適切な配置とすること。」とありますが、実際はどのようになっていたのです

か。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 お答えします。配置は２ユニットございまして、１ユニットの管理者、もうひとつの管理者、その

上ひとつのユニットの計画作成担当者という兼務になっておりました。 

 

（Ａ委員） 

 ３つを兼務しているということですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 そうです。 

 

（議長） 

 ８ページの記載はすることですから、しないといけない。努力義務ではないですね。 
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（事務局：鈴木係長） 

 ひとつお伝えし忘れましたが、改善報告書も出てきておりまして、現時点では是正されたものにな

ります。 

 

（議長） 

 特に２ページに具体的な指摘事項がたくさんあるものですから、いずれも実施方法の改善というこ

との指摘であるかと思いますが、委員の皆様には、施設関係者の皆様は十分ご了解のことだと思いま

すが、それ以外の方には初めての項目もあるかと思いますので、ご質問ありましたらお願い致しま

す。 

 

（Ｂ委員） 

 私はあまり知識があるほうではございませんけど、２ページの防災訓練の指摘は的確だなと思いま

した。地域住民の参加というところがプライバシーのこともあるだろうし、難しいところでもあるけ

れども、施設単独では行えない場合もあるかなと思うので、これは今後の課題としてよく考えていか

なければならない問題であるし、豊川市には自主防災会というのが各町内会にございまして、その方

たちが地域でやっておりますので、プライバシーのことを考えると難しい面があるかと思いますし、

自助でできることではないと思いますので、その辺が気になりました。 

 

（議長） 

 そういうご意見ですが市ではどうですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 防災訓練について、基準の中にも地域と連携して行うことが望ましいとの規定がございまして、私

共が実地指導でアドバイスさせていただいていることが、町内会や消防団の協力を得て、消防団の方

が一番早く駆けつける存在ではございますので、たとえば消防団の方に施設に入っていただいて、グ

ループホームというところはこういうところであるとか、こういう状態の方がいらっしゃるところだ

と分かってもらえるだけでも、後々災害があったときでも助けになるのかなという思いで、こういっ

たアドバイスをさせていただいております。 

 

（議長） 

 そういったお考えがあるようですので、改善が望ましい事項であるということですね。 

 

（Ｃ委員） 

 この３施設について利用状況がお分かりになったら教えていただきたい。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 １件目と３件目のグループホームにつきましては、退所と入所の入れ替わりで日にちが空くことが
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ありまして、稼働率１００％とはいかないですけれど満床でございます。２件目の認知症対応型デイ

サービスは、平成２６年５月より利用実績なしとなっております。 

 

（議長） 

 ２件目の事業所において指定を更新したというは、これから利用の可能性はあるということでしょ

うか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 法人として、サービスを提供していきたいとのご意向でした。 

 

（議長） 

 前から、認知症デイサービスの利用者が少ないという問題が出ておりますが、具体的な対応策は特

には無いわけですよね。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 この共用型認知症対応型デイサービスは、今後グループホームに入居したいという方が、たとえば

慣れるまでデイサービスとして使ってみるとか、また、前回の会議でも共用型デイサービスの新規指

定したところですが、本当に困った方が困ったときに使えるように受け皿としてサービスを提供した

いという事業所等、様々な考えがございます。 

 この中で今回の有限会社高良に伺ったところ、今後グループホームに入居したいと方が混乱しない

ように慣れるまで等の意図を持って、常に満員にして利益を上げていこうというような使い方ではな

いというような話でした。 

 

（Ｄ委員） 

 前回の会議にもありましたが、料金が高いから利用が少ないということがあったと思いますが、是

正案や対応策はありませんか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 前回の会議でもお話しました料金が高いというのは単独型、併設型の認知症デイサービスになりま

して、今回の共用型については一般のデイサービスよりも安い料金となっています。 

 単独型、併設型の認知症デイサービス事業者とは、料金が高いなら高いなりの付加価値を付けたサ

ービス提供をしなければならない、その為には介護人材が不足している中でどういったサービスが提

供できるか等の話し合いをさせていただいております。 

 

（議長） 

 具体的なものが出てくる可能性はございますか。 

 

（事務局：鈴木係長） 
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 今、話の中で出ているのが、医療と連携したサービスを行っていこうとか、要介護者を介護する家

族に対しても何かできる付加価値のサービスが無いかとか、それがどのようなにできるのか、そうい

った話はあります。 

 

（Ａ委員） 

 通常の通所介護でも認知症加算というのができまして、認知症の専門家を毎日１名以上配置すると

ころまできています。通所介護の中でもお預かりのみの通所介護と、中重度者ケア体制加算や認知症

加算を付けた通所介護で料金が大きく変わってきています。 

 このグループホームも作る時に共用型も使うということで大きな補助金等を受けてやっているかと

思いますが、やはり責任を持って６床であったら６床を地域に開放してきちんと満員で動かしていく

というのが役割と思います。それは単独型認知症対応型通所介護であっても、利用者を確保してサー

ビスを提供していく責任を果たしてほしいと思います。 

 共用型で実績があるところもあると思いますが、実績がないところは減らしていって、新たに一般

型等を作っていった方が適正ではないかと思います。 

 あと、１ページの一番下のところで、「医療連携体制加算に係る看護師の雇用について、２４時間

連絡できる体制の確保を担保できる雇用契約とすること。」とありますが、この雇用契約はどのよう

なものをイメージしていますか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 ある１人の看護師さんを雇ったときに、２４時間連絡することがあるということを雇用通知書や雇

用契約書等で明記してくださいという意味になります。 

 

（議長） 

 あとは、よろしいでしょうか。 

 それでは、３件目は２５日指定予定がありますので、よろしくお願いします。 

 今後も、こういったかたちの事前協議ができない案件が出てきましたら書面でということになりま

す。よろしくお願いします。そうなりそうな案件は年度内にありそうですか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 今年度内につきましては、今のところ無い予定です。 

 

（議長） 

 わかりました。 

 それでは協議事項（２）に入りたいと思います。「地域密着型サービス事業所の新規指定につい

て」、事務局から説明お願いします。 

 

（事務局：桑野課長） 

 介護高齢課の桑野です。よろしくお願いします。 
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 はい、それでは次第２（２）、 「地域密着型サービス事業所の新規指定について」ご説明させてい

ただきます。失礼ですが、座って説明させていただきます。 

本案件につきましては、本年度行いました「地域密着型サービス事業所整備事業者の公募」に係

り、前回の会議でご協議いただき、選定しました事業所が５つございましたが、そのうちの１つの事

業所となります。 

それでは１１ページをご覧ください。指定をするサービス種類としては、看護小規模多機能型居宅

介護になります。どういうサービスになるかといいますと、１８ページをご覧ください。（３）の自

宅で利用したり、通って利用するサービスにあります、⑧と書かれているところです。右の１９ペー

ジの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。 

④と⑧をまとめますと、看護小規模多機能型居宅介護は、「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「訪問介護」や「泊り」を組み合わせた柔軟な対応を行うサービスとな

ります。そして、「訪問看護」の機能もありますので、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となります。 

 １１ページにお戻りください。法人申請者名は、医療法人信愛会です。事業所名は「介護看護多機

能サービス マチニワ」、事業所の場所は、光明（こうめい）町一丁目１９番地の１０になります。

「新規指定日（予定）」は１月１日となっていますが、これは指定日であり、実際のオープンは１月

４日であると聞いております。 

 そしてサービスの定員等については、登録定員は２９人、通いサービスが１８人、宿泊定員が９人

の予定となっており、それぞれ基準上限の定員となっています。 

１２月１５日に現地確認を行いましたが、資料に記載のあるとおりの設備面積等を満たしているこ

とが確認でき、申請書による書面審査によって、職員配置等が適正になされ、また、資料をおめくり

いただきまして１２ページですが、基準に定められている運営推進会議も開催されること等が認めら

れましたので、さきほども申しましたとおり、平成２８年１月１日付けで新規指定をする予定として

います。 

 なお、いまご説明しました運営推進会議の詳細ですが、この後の議題にも出てきますので、そちら

の方で説明させていただきますので、こちらでは省略したいと思います。 

 なお参考に、資料１３ページには事業所のパンフレット、１４ページには位置図、そして１５ペー

ジには平面図を掲載しております。今回指定のサービスは、建物の４階部分になりますが、１階に診

療所とケアプランを作成する居宅介護支援事業所と訪問看護事業所、２階に通所リハビリテーショ

ン、３階にショートステイを併設するものとなっています。 

以上です。 

 

（議長） 

過日選定しました地域密着型サービス事業の一つであります。具体的な項目に関しましては、実地

調査が行われており、書類の審査も行われているというご説明がありました。 

 この件に関しまして、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。 
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（Ａ委員） 

 訪問看護ステーションと小規模多機能の協力型といいますか、「マチニワ」の従業員として訪問看

護師がいるというわけではなく、訪問看護ステーションが別にあって協力してやるということです

か。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 １階に訪問看護ステーションがございまして、そこがダブルカウントで看護小規模多機能型にもと

いうことです。 

 

（Ａ委員） 

 訪問看護ステーションの訪問看護ばかりになってしまって、看護小規模多機能型の訪問看護が手薄

になってしまう可能性があるので、看護小規模多機能型の訪問看護がどのくらいあるのか常に把握し

ていかないといけないと思います。 

 

（事務局：桑野課長） 

 その件に関しましては、運営状況を確認していきたいと思います。 

 

（議長） 

 事務局で補足がありますか。 

 

（事務局：鈴木係長） 

 ひとつ補足をさせていただきます。前回の会議で、特別浴槽はどこで整備するのかというご質問が

ございましたが、決まってまいりましたので、お伝えします。 

 １５ページの図面上“ＵＢ”と書かれた箇所に座って入浴するタイプの特別浴槽を１つ置きます。

寝たきりの方等の重度化の方の対応もありまして、寝るタイプの浴槽は２階に通所リハビリテーショ

ンがございまして、そちらを利用していくと伺いましたので、ご報告をさせていただきます。 

 

（議長） 

 実質的な開設が１月４日ということですが、運営状況をまた見ていただいて、選定基準に沿ってい

るかどうかの確認をよろしくお願いします。 

 では、この件よろしいでしょうか。 

 

【出席委員全員異議なし】 

 

（議長） 

 では、協議事項は以上の２点になりますので、３番目の報告事項に入りたいと思います。事務局お

願いします。 
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（事務局：鈴木係長） 

 はい、それでは次第３（１）、「定員１８名以下の通所介護事業所の地域密着型通所介護事業所等へ

の移行について」ご報告させていただきます。 

まず、本案件に係るサービス種類についてですが、資料１８ページをご覧ください。（２）自宅か

ら通って利用するサービスのうち、⑨とあります、地域密着型通所介護（通所介護のうち定員１８名

以下のもの。平成２８年４月から）になります。右側１９ページの⑨のところですが、「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」とあるのがデイサービスで、そのうち定員１８名以下のデイサービスが、今後、地域密着

型通所介護というカテゴリーになります。 

それでは資料１６ページをお願いします。 

【概要】ですが、４月１日より、現在定員１８名以下で行っている通所介護、デイサービスの事業

所は、このまま定員の変更等をしないと、さきほど申しましたように「地域密着型通所介護」とな

り、介護保険法に基づく指定・指導等の権限が、愛知県管轄から市町村管轄となります。 

そして、１０月現在、豊川市においては通所介護事業所が７１あり、そのうち３６が、定員１８名

以下となっています。 

この、７１や３６という数字が多いのか少ないのか、比較するため、四角で囲ったところを参考と

して記載したのですが、①、豊川市は、人口は県内８位です。しかしながら、②、総額の介護給付費

の総額は１４位と、人口規模の割には介護で使っている金額が少ないという結果となっています。豊

川市の被保険者みなさまが介護予防に努めていただいていることが、この順位に現れていることかと

も思われます。 

しかしながら、③、通所介護に係る給付費は、県内４位と、県下の中でもかなり多いという結果と

なっています。ちなみに、④、昨年と今年の通所介護事業所の新規指定数を調べましたところ、昨年

は５つ、今年に至っては９つと、まだまだ増加傾向にあります。 

また参考に、資料２０ページをお開きください。県内において、介護事業所数がいくつあるか、そ

して定員１８名以下の通所介護事業所がいくつあるかを示した資料になります。 

豊川市と似たような人口の市町村としては、西三河南部の安城市、西尾市がありますが、安城市で

４４事業所、西尾市で５３事業所と、豊川市の７１事業所という数値が多いものとなっています。 

デイサービスについて、こういった豊川市の特性があるところですが、さきほど、このまま定員の

変更等をしなければ地域密着型になるとお話しましたが、例えば定員を１９名以上に現時点で変更す

れば、地域密着型には移行しないこととなります。また、資料２１ページですが、厚生労働省は、大

規模な通所介護事業所のサテライト型にする形や、小規模多機能型居宅介護事業所のサテライト型に

する形等を示しております。 

例えば、地域密着型サービスへの移行を選択した場合は、地域密着型サービスは原則、豊川市に住

む方のみしか利用できないサービスであり、市境にあるような事業所にとっては、地域密着型サービ

スになることが収益上の問題となる事業所もあります。また、適用される介護報酬の単価が、地域密

着型の方が高くなるであろうという資料もあります。単価については、高いから収益性が上がるの

か、高いからお客さんが安いほうに行ってしまうのかわかりませんが、これらのことを含め、定員１

８名以下の通所介護事業所においては、来年度には各経営者が事業所をどのようにしていくか、検討
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しなければならないような状況になっています。 

資料１６ページにお戻りください。２つ目の太字の【地域密着型サービス等への移行に係る説明

会】ですが、１１月２７日、定員１８名以下の通所介護事業所にお集まりいただき、今後考えうる移

行の選択肢やその影響について説明を行いました。 

また、今後の予定のアンケートを行ったところ、このまま地域密着型サービスに移行するとお答え

いただいた事業所が２２、定員を増やして一般型となるというところが７、サテライトが２、未定が

５という状況でした。 

次に１７ページ、【課題について】ですが、１点目について、いままでご説明させていただきまし

たように、今後どの選択肢を選択するかによって、事業者及び利用者にとっても影響が避けられない

ところです。しかしながら、いまだ国より詳細情報が出ていなかったり、事務処理の問題をどうする

か等の詳細が示されていない問題がありますので、示され次第、すみやかに該当する事業所に情報周

知をすることが必要であると考えております。 

また、もう一つの課題として、地域密着通所介護事業所になりますと、現行可能性として示されて

いる基準において、さきほどの議案でも出てきました「運営推進会議」の年２回の開催が義務付けら

れる予定です。 

３つ目の○ですが、運営推進会議とは既存の地域密着型サービスには基準に位置づけられており、

例えばグループホームでは年６回とか、さきほど新規指定の議案でありました、看護小規模多機能型

居宅介護においても年６回とありましたが、「利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（町内会役

員、民生委員、老人クラブの代表者等が考えられる）、市町村又は高齢者相談センターの職員等に対

し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の抱え込みを防止

し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するも

の」と、基準には書かれています。 

４つ目の○ですが、この基準に基づき、事業所ごと、地域の代表者をどのお方にするか等のお考え

によって、町内会長さんであったり、地区によっては町内会の副会長さんであったり、または民生委

員さん等々に、市全体で、単純計算で年１２６回、ご足労願っている状況なのですが、５つ目の○、

アンケートにおける２２事業所が、地域密着型サービスに移行しますと、これが年１７０回に増加

し、地域住民の代表の方々のご負担になることが予想されます。 

中には、この主旨にご賛同いただき、積極的に出席いただき、活発なご議論を事業所と行っていた

だいているところもあるとは聞いているところですが、この点につきまして、市としましては、地域

に開かれた介護サービス事業所となっていただくために、できる範囲でご協力をいただきたいと考え

ているため、これらの方々に、事前に周知が必要であると考えているところでございます。 

以上でご報告を終わります。 

 

（議長） 

 たくさんありましたが、概要に関しましてはよろしいですね。 

 説明会のアンケートの結果を踏まえて【課題について】書かれております。特に運営推進会議では

地域の代表者、たとえば町内会の役員さん、民生委員さん、老人クラブの代表者の方というような

方々がこの会に出席しておられますが、年６回等に参加していくことになると、事業所がたくさんあ
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れば、それだけ参加数も増えるわけでありますが、このような状況が地域密着型通所介護になります

と、増えますとのご案内であります。その件に関しまして、どうでしょうか。 

 

（Ａ委員） 

 私共は、地域密着型サービス事業をやらせていただいておりまして、運営推進会議も年６回開催さ

せていただいております。２つありますので、年１２回という形になります。ただ、時間を区切って

同じ日に２つやらせていただいております。 

 初年度は連区長さんが非常に協力的で、連区長さんが出てきていただいておりました。連区長さん

が代わられて、その時に連区として協力する意志はないと、なぜですかとお聞きすると、単に民間の

１事業者がやっているものに対して連区が協力するのはおかしいのではないかというようなお話があ

りました。なんとかその年は役員の会計さんに出ていただいて、今も連区長さんではなくて、別の役

員さんが出ていただいている状況です。 

 ですので、連区の長の方がある程度、協力的になっていただかないと、本当に１７０回という数は

こなしていけない。それと、高齢者相談センターがこれにすべて出ているわけで、高齢者相談センタ

ーの業務がものすごく増える。それから、民生委員も同様ではないかと思います。 

 まずは、連区、民生委員さんにご理解をいただくような書面や案内を出していただくのが先決かと

思います。 

 

（議長） 

 老人クラブはどうでしょうか。 

 

（Ｂ委員） 

 １７０回は多いなと思いました。 

 協力的な意見で言いますと、地域の声、身近な声というのが出てくると思いますが、役になる方が

いなくなるような気がします。 

 

（議長） 

 民生委員はどうでしょう。 

 

（Ｅ委員） 

 毎月、６５歳以上の方の安否確認ということで、１人が地域で３０人くらいを受け持っています

が、私も仕事を持っていますので、毎日帰ってから、また、土日に出るよう様な形で精一杯です。 

 私自体は、公共のことなので出席せざるを得ないと理解はしていますが、毎回の出席は難しいかも

しれませんが、協力するということはできると思います。 

 

（議長） 

 連区長の代表者は欠席でございますので、Ｆ委員さんどうでしょう。 
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（Ｆ委員） 

 根本的なことですが、国が小規模なデイサービスを減らしていきたいと思っているのか、ただ、地

域に開かれた小規模なデイサービスを地域に作りたいという思いがあるのか、どうしてこういったよ

うなことになったのかの背景があるのであれば教えていただきたいと思いました。 

 もし、地域に開かれたというところが主な狙いであるのならば、地域の住民の方が地域との交流が

あったり、会議に出たりということは重要なことであると思いますし、理解し合えるというがあると

は思いますが、役の上の方は休みがなく、あちらこちらの会議に出ていたりする状況のようなので、

役のトップの方はこれ以上、仕事が入ると難しいのではないかと感じています。 

 高齢者の方にボランティアとして携わる方と連携しながら、地域に開かれたものになっていくとい

いのかなと思いました。 

 

（議長） 

 まず、背景の方からお願いします。 

 

（事務局：桑野課長） 

 具体的な理由は明確に示されていないのですが、地域密着型サービスを見てみますと、比較的、定

員が少ないサービスが多いです。たとえば、特別養護老人ホームでも地域密着型の小規模なものは２

９名以下と定められていますし、その他のものでも利用者の定員を少なくして、スタッフと近しい関

係において個別的なケアを重視するといったものが地域密着型サービスという整理をされてきたとい

う認識をしています。 

 そういった趣旨から、今回のデイサービスにおいても小規模なものについては地域密着型にすると

いうようなことではないかと思っております。 

 その裏に、デイサービスも様々な事業者がおられて、県の指定によりあちらこちらに出来ている状

況でありまして、地域の方の目が届かないといったこともありまして、地域の方の目線で、より地域

に開かれた適正なサービスを目指そうという趣旨もあろうかと考えております。 

 それから、運営推進会議について、いろいろなご意見をいただいておりますが、どちらのサービス

に移行するかは、２月２９日までに県に届出をするようにという状況ですので、その後にどれだけの

数が地域密着型サービスに移行するか分かってきます。また、実際に移行する地域密着型通所介護は

市内各地に点在していますので、１箇所に集中して移行するわけではありませんので、民生委員さん

にしても、恐らく地区ごとに分散されて、この地区は１箇所若しくは２箇所、老人クラブにおきまし

ても、必ずあるかは分かりませんが、近いところに１、２箇所といったように分散した形になるので

はないかと思っておりますので、ご理解いただけたらと思います 

 それから、町内会、民生委員、老人クラブといった例示がされていますが、実際には地元の代表者

の方であればこれに限らなくてもよいと考えておりますので、町内会の方でも、町内会の会長ではな

く、副会長でもよいと考えておりますし、民生委員さんではなくても福祉委員の方であってもいいと

思いますし、ボランティアの方でもいいと思いますし、老人クラブにつきましても、会長さんではな

くても、副会長や会計さんでもいいと思いますし、とにかく地域の方に入っていただければ、いいの

ではないかと思っております。 
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 事業者さんそれぞれが、どのような方にお願いしたいのか、現状分からないわけなのですが、総括

的にこのような制度改正がありますので、１事業者というよりは、市内一円の介護保険行政のなかの

お願いと捉えていただいて、ご協力の依頼があった場合はよろしくお願いしますというようなお願い

の文書につきましては、現状、出すことを考えております。 

 

（Ｄ委員） 

 １事業所から依頼するのではなく、市からの依頼がないと１事業所にどうして協力しないといけな

いのかといったことが出てくると思います。 

 

（Ａ委員） 

 確かに以前はそういった事例がありましたが、今は、ご協力をいただいております。 

 

（Ｂ委員） 

 依頼されるときには、混乱が起きるような気がしますので、説明をしていただいて支障のないよう

にしていただいたほうが、現にいろいろな団体との住み分けがうまくいかなくて困っている場合もあ

るわけですから、そのあたりも考えていただけると嬉しいと思います。 

 

（Ｇ委員） 

 「年２回の開催を義務付けられる」と書いてあり、グループホームでは「年６回」と書いてありま

すが、両方やらないといけないものですか。 

 

（事務局：桑野課長） 

 １７ページの表の「現状」の「対象サービス」が掲げてありますが、このサービスについては２ヶ

月に１回、「平成２８年４月から追加分」に関しては６ヶ月に１回となっていまして、事業者さんが

２つのサービスをやっている場合はそれぞれということになります。同じ場所でやっている場合は構

成員が重複することもあり得ますが。 

 

（Ｇ委員） 

 右側の「６ヶ月に１回」という部分が増えるわけですね。 

 

（事務局：桑野課長） 

 はい、そうです。 

 

（議長） 

 地元の施設を思い描いていただければ、どの単位で誰が出るかといったことがイメージできるかと

思いますが、特に、高齢者相談センターの職員は全てに関わってくるわけですから大変だと思いま

す。 
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（Ａ委員） 

 地域にどれだけの小規模なデイサービスがあるか、２月か３月に分かるのだと思いますけど、地域

ごとにどのくらいのものがあるのかという現実がはっきりしないと、この地域ではこことここにデイ

サービスがあり、年４回出ていかないといけないというようなことが分からないとなかなか厳しいの

かなというように思います。 

私共としては、是非、ご協力をいただきたいし、そうしないと、基準違反になってしまいますの

で、是非、そのようなことを分かっていただけるとやり易いかと思います。 

 

（議長） 

 そういったところの心遣いを添えて各団体の代表者にご案内がいくと考えてよろしいですか。 

 

（事務局：桑野課長） 

はい。 

 

（議長） 

 市ではどんどん仕事が増えるという感じがしますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 この件に関しまして、以上でよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。では、「その他」の事項に移りたいと思いますが、事務局からお願いし

ます。 

 

（司会） 

 それでは、「その他」につきまして、２点ご連絡をさせていただきたいと思います。 

 １点目は、マイナンバーの確認についてですが、以前、ご依頼をさせていただいておりましたが、

この度、市役所全体の統一した取り扱いがまとまりましたので、それに基づきまして改めてご案内を

差し上げたいと思っております。ご案内の時期につきましては、次回の運営協議会の開催のご案内の

ときに同封させていただきたいと思っております。よろしくお願いします。 

 委員さんのなかには、運営協議会以外の委員を兼ねられている方がお見えになると思いますが、マ

イナンバーの確認につきましては、市役所全体で１度確認させていただければよい取扱いになってお

りますので、重複してのご依頼があった場合は、一度いずれかの部署でご提示された旨をお伝えいた

だきましたら、２度目、３度目の提示は不要になりますので、併せてご連絡させていただきます。よ

ろしくお願いします。 

 ２点目についてですが、次回の運営協議会の開催についてご連絡させていただきます。 

 次回は、３月の中下旬頃を予定しております。開催の１ヶ月前までにはご案内をさせていただきた

いと思っておりますのでよろしくお願いします。 

 以上でございます。 

 

（議長） 

 マイナンバーに関する統一見解した確認の仕方ができたということで、ご案内は３月の中下旬の次
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回の運営協議会ということであります。 

 なお、市に関わります委員のみなさん、いくつか兼ねてみえる方は一度で十分だということで、よ

ろしくお願いします。 

 予定しました議題は以上ですが、皆様から一言ずついただいておりますので、これにて終了にして

よろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。１２月２４日の第２回の豊川市介護保険事業運営協議会、以上で終わりた

いと思います。ありがとうございました。 

 

【一同】 

 ありがとうございました。 


