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会 議 録 

 

会議名 平成２８年度第１回みよし市介護保険運営審議会 

平成２８年度第１回みよし市地域包括支援センター運営協議会 

平成２８年度第１回みよし市地域密着型サービス運営審議会 

日 時 平成２８年７月１日（金）午前１０時から午前１１時３０分まで 

場 所 みよし市役所３階 ３０１会議室 

出席者 宮本会長、成瀬副会長、青木委員、久野委員、新谷委員、天石委員、古山委員、堂込

委員、冨田委員、村上委員 

 事務局 【事務局】小野田福祉部長、深谷福祉部次長、岡田長寿介護課長、吉田長寿介護課

副主幹、木暮長寿介護課主任、中野長寿介護課主査、近藤長寿介護課保

健師 

欠席者 鈴木（亮）委員、千田委員、長谷川委員、鈴木（睦）委員 

次 第 １ あいさつ 

２ 協議事項 

（１） 介護予防・日常生活支援総合事業の基準・単価について 

（２） 認知症初期集中支援チームの概要について 

（３） 地域包括支援センターブランチの設置について 

（４） 地域密着型サービス事業所の公募について 

（５） 地域密着型通所介護事業所の指定について 

３ その他 
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議 事 内 容 

 

１ あいさつ 

宮本会長：みよし市でどのような地域包括ケアシステムが作れるのか気になっています。本日

はそのための会だと思います。始めての午前中の会議ですので、滞りなく進めてい

けたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

２ 協議事項 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の基準・単価について 

事  務  局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料に沿って順に御説明します。 

資料１を御覧ください。 

まず、はじめに、１.制度改正の趣旨ですが、平成２７年度に行われました介護保険

法の改正により、要支援認定者へのサービスのうち、通所介護（デイサービス）と訪

問介護（ヘルパー）につきましては、全国一律に国が基準や報酬を決める方式から、

市町村が基準や報酬を設定する方式へと変更されました。これにより、要支援者の能

力を最大限に活かしつつ、地域の実情に応じて効果的・効率的な支援を可能となりま

した。 

 キーワードは、全国一律から市町村が地域の実情に応じて仕組みを作るという点で

す。 

続きまして、２.制度改正による変更点です。趣旨で御説明した、通所と訪問のサー

ビスが主な変更点となります。図１にありますように、デイサービスとヘルパーサー

ビス以外につきましては、現行と全く変更なく存続します。変更されます通所型サー

ビスと訪問型サービスにつきましては、表１のような大枠となります類型が国から示

されており、この類型の中の基準や報酬の決定につきまして、市町村の裁量が認めら

れています。 

類型の詳細につきまして御説明させていただきます。表１を御覧ください。 

左から順に御説明致します。一番左に「現行相当」とあります。これは、これまで

要支援者に対して行われておりました通所介護と訪問介護と同様の基準や報酬の類

型になります。つまり、全国一律で設けられておりましたサービスにつきましてもほ

ぼ同様の形で残すことができるということです。 

その右隣に移りまして「サービスＡ（緩和した基準）」の欄を御覧ください。色で

区別するように記載しておりますので、ここで区別されるということが視覚的にも見

てとれるかと思いますが、これより右にありますサービスは、市町村による裁量が格

段に増え、地域の実情に応じて創意工夫できる類型となります。サービスＡにつきま

しては、緩和基準とありますように、現行相当の基準をベースにして幾分か緩和する

ことが認められているものになります。いわゆる規制緩和になりますが、緩和した分、

報酬を下げることができるため、これによりこれまでの給付額よりも抑えることがで

きるようになっております。サービスＢにつきましては、現行相当をベースとはせず、

住民主体と記載がありますように、地域に存在する小さな会合等を通う場所として設
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定していくというものになります。サービスＣにつきましては、短期集中とあります

ように、専門職が短期間で集中的に関わることで、一定の効果を得ようという類型に

なります。サービスＤにつきましては、訪問型のみに存在する類型ですが、現在ある

いわゆる「介護タクシー」のような内容が想定されております。 

これらを踏まえまして、３.みよし市の総合事業のスケジュールですが、平成２９年

４月から総合事業を開始することとしております。平成２９年４月から開始する類型

としましては、「現行相当」、「サービスＡ（緩和基準）」、「サービスＣ（短期集中）」

を予定しております。「サービスＢ（住民主体）」「サービス D（移動支援）」につきま

しては、生活支援体制の整備状況に合わせまして検討していきます。また、本日の会

議以降のスケジュールですが、本件につきまして委員の皆様から御意見等を頂戴し、

それを踏まえて基準、報酬等を夏には決定致します。決定後には、市内を中心に関係

の事業所向けに説明会を開催し、事業所指定の申請につきましては、平成２９年１月

から開始する予定としております。 

最後に、４.みよし市の総合事業の基準等のあり方（概要）を御説明します。 

（１）は「現行相当」と「緩和基準」について、をまとめております。まずは基準

についてですが、「現行相当」につきましては、基準を変更することはできませんの

で、そのままとなります。「緩和基準」につきましては、人員配置基準、通所型サー

ビスの面積基準等が主な項目となりますが、そのうち人員配置基準につきまして、現

行相当では専門職が一定数必要となる部分を、一部非専門職とする緩和を行うことを

検討しております。これにつきましては、先行自治体のほぼすべてが同様の緩和を行

っており、混乱等なく実施している状況等を踏まえまして、本市でも同様に緩和して

いくことが妥当であると考えております。 

報酬につきましては、「現行相当」、「緩和基準」ともに、現行は１月単位の包括算

定方式であるところを、１回あたりの単価方式へ変更することを検討しております。 

包括算定とは、月謝制とイメージしていただければよろしいかと思いますが、１回

利用しても４回利用しても１月分として同額が発生するという仕組みになります。 

これを変更する理由としましては、市内の事業所向けに報酬についてのアンケート

を実施しましたところ、通所系事業所からのおよそ７割、訪問系事業所のすべてが「１

回あたりの単価方式」を選択されました。給付総額を抑制する観点からは、１回あた

りということは、利用した分だけ発生することとなり無駄が生じないため、有効に働

く反面、事業者にとっては事業収益の観点から不利に働く場合もあるため、反対意見

があるかと推測されましたが、事業所からの回答やヒアリングから、包括算定につい

ては、利用者から「なぜ１回しか利用していないのに、１月分払わなければいけない

のか」という苦情につながりやすい等の理由から、１回あたりを選択する事業所が多

いという結果になりました。先行自治体の中でもこの算定方式を採用する自治体は

徐々に増え始め、近隣では東郷町が同様の方式を採用し、７月から開始しております。 

続きまして、緩和基準の報酬水準ですが、現行相当と比して８割程度になるように

設定することを検討しております。県内の自治体の意向を確認しましても７割から８

割程度に設定しているところがほとんどであり、名古屋市が８割であることから、こ

れがひとつの目安になると考えております。 
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報酬のあり方についての３つ目の黒丸からは、通所型と訪問型の詳細の部分につい

て、記載しております。まず通所型ですが、現行相当は、報酬の中に「送迎」、「入浴」

は含まれておりますが、「緩和基準」の設定では、「送迎」と「入浴」は実施の実績に

併せた加算方式とすることを検討しております。これにつきましても、実施分にのみ

報酬が発生することとなり、無駄が生じない仕組みとなります。 

続きまして訪問型ですが、要介護の介護報酬算定の際に区分しております「身体介

護」と「生活介護」の考え方を導入していきたいと考えております。身体介護とは、

入浴介助や食事介助のように体に直接触れて行うようなサービスが該当します。生活

介護とは、掃除や買い物、ごみ捨てのように生活する上で必要となる身の回りの支援

になります。国が給付費抑制の方策として着目したのは、訪問介護の生活介護の部分

であり、掃除等を行うことは、非専門職でも可能ではないかということが挙げられま

す。軽度者向けのサービスにおいて、特にその傾向が強いという考え方を尊重するに

は、生活介護のみの支援を必要とする場合を分けられるように制度設計することで、

真に専門職の支援が必要な事例において、不利益とならないようにすることができる

ため、身体介護と生活介護を分けることを検討しております。 

最後に（２）短期集中（C）についてです。訪問型の短期集中につきましては、現

在も実施しております、閉じこもり傾向への対応を目的として保健師が訪問するサー

ビスを継続することを検討しております。 

通所型につきましては、市内のリハビリ専門職と市民病院と協働できる仕組みを検

討しており、現在該当する事業者等と意見交換を行っております。入院等により身体

機能が一時的に低下した人等を対象として、短期集中により、身体機能を回復させ、

「現行相当」や「緩和基準」へ移行していただくような流れを考えております。 

以上が、事務局からの説明となります。 

宮本会長： ただいまの説明について、何か御意見、御質問はありますか。 

天石委員： 要支援１・２の人が現在デイサービスを利用している場合は、今後どうなります

か。 

事  務  局： 現在利用している人については、現行相当のサービスが残りますので、引き続き

利用することになります。 

天石委員： 新たに要支援認定を受けた人はデイサービスを利用できないということですか。 

事  務  局： 

 

新しい制度では、利用者の体の状態や認知機能の低下等の基準を設けて、専門職

が関わった方が良いと思われる人については、現行相当のサービスを使うように

すすめます。 

新谷委員： 現行相当のサービスはいつまで続きますか。 

事  務  局： 専門職が関わった方が良いと思われる人は必ずいると思いますので、当面は残し

ていく考えですが、平成30年度から介護保険事業計画の第7期が始まるということ

で、サービスの類型の変更等、国の動向を見ながら考えていきます。 

新谷委員： 専門職の関わりが必要だとする判断はどのような基準でしますか。 

事  務  局： 国が作成し、二次予防事業で使用していた基準を採用することを考えています。 

村上委員： 介護予防・日常生活支援総合事業によって、市町村の事務量や支出は増えますか。 

事  務  局： 事務量については、事業所との調整や近隣市町の動向調査等の事務が発生してい
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るため、負担は増えています。支出については、報酬の設定等、市町村それぞれ

のやり方によって変わります。 

（２）みよし市の認知症初期集中支援事業ついて 

事  務  局： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料に沿って順に御説明します。 

資料２を御覧ください。 

まず、はじめに、１.目的ですが、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる

限り住み慣れた地域のよい環境で本人及び家族が暮らし続けられるために、認知症の

人や家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早期診断・早期対

応に向けた支援体制を構築することを目的とします。 

続いて２.対象ですが、原則、市内の40歳以上の在宅で生活している人で、かつ医

療や介護サービスを受けていない人になります。国は、医療・介護サービスを受けて

いない人を掘り起こし早期に介入して医療に繋げることを目標にしています。他に

は、医療・介護サービスを中断している人、または医療・介護サービスを受けている

が、症状が顕著で対応に苦慮している人になります。 

続いて３.チームの編成ですが、認知症初期集中支援チームは、専門医と医療系スタ

ッフ、介護系スタッフそれぞれ１人以上で構成されます。専門医は、日本老年精神医

学会もしくは日本認知症学会が定める専門員又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医

療を主たる業務として５年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ認

知症サポート医という専門の研修を受けた医師になります。主な役割としましては、

支援方針の決定、チーム員会議等で支援計画に助言をする、又はチーム員に対して、

専門医として助言・指導をしていただきます。本市では、みすクリニックの翠医師に

お願いするよう準備を進めています。チーム員につきましては、国家資格として保健

師、看護師、作業療法士等の医療系の資格、または社会福祉士、介護福祉士等の介護

系の資格を有する者で、かつ認知症ケア又は在宅ケアの実務経験が３年以上ある専門

職になります。主な役割としましては、医療系のスタッフと介護系のスタッフそれぞ

れ１人以上の２人１組以上で対象者の家を訪問する等の支援をします。また、本市の

独自として、認知症地域支援推進委員である市の保健師を統括者として充て、対象者

を一元管理したり、チームの活動を調整したりすることを考えています。 

続いて４.認知症初期集中支援チームの活動体制ですが、認知症初期集中支援チーム

がどのように活動するかの詳細になります。まず、設置場所につきましては、チーム

を市直営で配置することを考えており、みよし市民病院内にチームの拠点として設置

します。活動開始時期につきましては、平成28年11月を予定しています。活動体制案

としましては、全体として図のように動いていきたいと考えています。 

続いて５.その他としまして、認知症初期集中支援チームの活動内容を検討する会議

を置く必要がありますが、本市では地域ケア会議として「オールみよし推進会議」を

開催していますので、その中で検討しています。国が定めるチーム員研修が８月に開

催されますが、３人しか受講できないので、チームの中心的にあるスタッフが受講し、

その後、市独自項目を含む伝達研修を９月から１０月頃に開催します。最後にチーム

の将来展望としまして、１１月にチームを立ち上げ今年度中は試行的に活動する期間

と定めます。今は机上でどのように動いたらよいか等検討していますが、実際の事例
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を通して検証していき、平成２９年度から件数を増やしながら本格的に対応していき

たいと考えています。平成２９年度は地域包括支援センターを３つに増設する時期で

もあり、地域包括支援センターとの動きを確認しながら開始していきたいと思いま

す。その先５年くらい経過すると地域包括支援センターも円滑に活動できると考えま

すので、初期の人は地域包括支援センターが対応し、チームとしましては地域包括支

援センターをサポートする、あるいは困難ケースを対応するよう役割を変えていきた

いと考えています。 

以上が、事務局からの説明となります。 

宮本会長： ただいまの説明について、何か御意見、御質問はありますか。 

新谷委員： ５.その他のところに記載されている、認知症初期集中支援チームの活動内容を検

討する会議体を、地域ケア会議の枠組みを活用すると書いてありますが、４－３

活動体制案という図の中のどの部分に入りますか。 

事  務  局： 図の中に入るというよりは、この図そのものを検討する会議になりますので、記載す

るとすれば図の外に会議体を作り、全体を評価・検討するという図になります。 

新谷委員： 地域ケア会議の、目的、構成メンバーはどのようですか。 

事  務  局： ２月に１回偶数月に開催しており、メンバーは市内の医療系・介護系機関に従事する

現場職員を招集しています。目的としましては、認知症初期集中支援チームの検討や

医療と介護の連携等を集中的に議論しています。 

宮本会長： 現場職員の職種は何ですか。 

事  務  局： 医師、歯科医師、薬剤師、在宅支援センターの代表、民生委員の代表、障がいに関す

る相談員、生活支援体制コーディネーター、地域支援推進員です。 

（３）地域包括支援センターブランチの設置について 

事  務  局： 

 

資料に沿って順に御説明します。 

資料３を御覧ください。 

 現在、みよし市地域包括支援センターは、直営で１か所あり市域全域を日常生

活圏域と定め、その地域を担当する地域包括支援センターとして活動しています。 

平成２９年４月からは、日常生活圏域を３つに分割しまして、そこをそれぞれ担

当する地域包括支援センターを設置することを昨年度の会議で承認いただきまし

たが、地域包括支援センターの運営を円滑に移行するためにブランチを設置しま

す。ブランチの位置づけとしましては、市民の利便性を考慮し、市民からの相談

を受け付け集約した上で、地域包括支援センターにつなぐための窓口になります。 

現在の在宅介護支援センターも同様な仕組みを持っていますが、根拠法も違うこ

とから行える業務も違うため、急に地域包括支援センターに移行するのではなく

ブランチを併設してステップアップしもらうためのものです。主な業務内容とし

ましては、資料の２.業務内容の（１）から（６）までになりますが、前半部分は

現在の在宅支援センターも実施しています。（３）地域ケア会議（個別ケース）の

開催を補助する、（４）介護予防サービス計画作成に関する補助（モニタリング等）

を行うについては、地域包括支援センターに移行することを見据えて実践的に行

っていただきたいというものです。（５）、（６）につきましては、先ほど資料２で

説明しました認知症初期集中支援チームにも関わっていただきながらブランチの
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業務を運営していただきたいと考えています。ブランチの担当エリアとしまして

は、現在の在宅介護支援センターのエリアをそのまま活用します。 

 以上が、事務局からの説明となります。 

宮本会長： ただいまの説明について、何か御意見、御質問はありますか。 

天石委員： 平成２９年度から地域包括支援センターが開設しますが、今回のブランチの併設はい

つまで続きますか。 

事 務 局 ： ブランチについては今年度の秋に開設しますが、今年度末を持って在宅介護支援セン

ターとともに閉鎖し、平成２９年度からは地域包括支援センターに移行させます。 

宮本会長： ちなみに、在宅介護支援センターではできなかった業務で、ブランチではできる業務

は何がありますか。 

事 務 局 ： 資料中２.業務内容の中の（１）（２）については、在宅介護支援センターでもほとん

ど行っていますが、（２）③、④については通報するまでは在宅介護支援センターの

仕事ですが、それ以降の対応については地域包括支援センターとして動いていくこと

になるので、一緒に活動していただいて、対応の仕方を学んでいただきたいと思いま

す。（３）（４）（５）は在宅介護支援センターでは行っていません。 

（４）地域密着型サービス事業所の公募について 

事  務  局： 

 

資料に沿って順に御説明します。 

資料４を御覧ください。 

今回、第６期高齢者福祉計画兼介護保険計画に基づき、必要とされたみよし市

地域密着型サービスの整備にあたり、基本方針と整備事業者募集要項（案）を策

定しましたので、それらに則り、公募を実施するものとします。 

５ページをご覧ください。 

こちらが、地域密着型サービス整備基本方針です。 

１.基本方針ですが、今回の整備については、第６期高齢者福祉計画兼介護保険

計画に基づき整備するものです。 

２.対象施設は、１ユニット９人以下の「認知症対応型共同生活介護」（グルー

プホーム）と、登録定員３０人未満の「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護」（小規模特養）になります。 

３.地域密着型サービスの内訳の 

（１） 整備方針としては 

「認知症対応型共同生活介護」及び「地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護」を行う法人またはその両方を行う法人を、平成２８年度中に公

募し決定するものとします。 

（２） 各施設の定員等については先ほど申し上げたとおりであります 

（３） 開設時期は平成３１年４月までに事業運営を開始します 

（４） 事業の場所に関しては、地域住民との連携や協力が得られる地域であるこ

と、利用者の安心・安全が確保できる地域であること、市街化区域にあっ

ては、準工業地域、工業地域、工業専用地域を除く等の条件を附します。 

（５） 公募に参加できる者は法人格を有する者とします。 

４.整備の基準としましては、「みよし市指定地域密着型サービス事業の人員、
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設備及び運営に関する基準等を定める条例」を満たすものであることとします。 

以上が第６期高齢者福祉計画兼介護保険計画に基づくみよし市地域密着型サー

ビス整備基本方針であります。 

次に資料６ページをご覧ください 

こちらが、先ほどの基本方針に基づき、地域密着型サービス整備事業者を募集

するための要項となります。 

１.公募の趣旨ですが、先ほどの基本方針に沿って、公募にて事業者を決定する

ものです。 

２.公募する地域密着型サービス及び３.開設時期につきましては、先ほどから申

しております、グループホームと小規模特養を平成３１年４月までに事業運営を

開始します。 

４.整備区域につきましては、市内全域を対象とします。 

５.応募要件につきしましては、介護保険法第７８条の２第４項に定める欠格事

項に該当しないこと、法人各を有していることの他、運営に必要な能力を有して

いると認められる者としました。 

６.整備計画の策定に関する留意事項に関しまして 

（１）施設の整備については、「みよし市指定地域密着型サービス事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例」の基準を満たすこと、整備にあたっ

ては関係法令等を順守すること、また施設の土地・建物は自己所有又は長期の賃

貸計画であること、施設整備に関する補助金は現在のところ未定であることとし

ています。 

（２）周辺環境等につきましては、整備予定地が住宅地又は住宅地と同程度の

地域内であること、あらかじめ地元説明を十分に行うことなどとしています。 

７.応募に関する事項としまして、９月２６日から１１月２５日の間に事前協議

を終えること、その後、１２月１２日から２８日までに必要な書類を揃えて本申

請を行うこととしています。 

８.選考方法の選考スケジュールは、先ほどの説明と一部重複しますが、８月２

９日から公募要項の配布を行います。その後、９月２６日から１１月２５までが、

事前協議、１１月２８日から１２月９日までが事前審査及びヒアリング、１２月

１２日から１２月２８日までが本申請の受付、平成２９年１月から３月にかけて

３回程度の選定委員会を開催して決定を行います。 

選考方法については、事前審査は事務局が行い、本申請は事前協議を実施した

法人のみが対象となります。最終的な選考は「みよし市老人福祉施設設置運営者

選定審査会」が行い、全ての参加者が一定の基準を満たさない場合は選考しない

場合があることとします。 

次に資料９ページをご覧ください。 

９ページ以降は、事前協議、本申請に必要な添付書類の様式と説明となってお

ります。 

事前協議には、様式１「地域密着型サービス整備事業者応募申請事前協議書」

を提出していただきます。 
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内訳等は資料１２ページとなります。 

また、本申請では、様式２「地域密着型サービス整備事業者応募申請書」及び

様式３「開発提案書」にそれぞれ添付書類を添えて申請していただくことになり

ます。 

資料１３ページ以降に、様式２「地域密着型サービス整備事業者応募申請書」

の内容と、必要な添付書類の明細が、１７ページ以降に様式３「開発提案書」及

び付随する書類として「計画概要書」と添付が必要な書類一覧が示してございま

す。 

以上が、事務局からの説明となります。 

宮本会長： ただいまの説明について、何か御意見、御質問はありますか。 

天石委員： 今回説明のあった事業所を作らないといけないというシミュレーションはどうで

すか。現在足りないから作るのか、作ることで需要が満たされるのか。 

また、前回公募した小規模多機能型居宅介護の評価はどうですか。 

事 務 局 ： 長期のシミュレーションについては、具体的には行っていませんが、グループホ

ームについてはほぼ満床となっています。小規模特養については、地域密着型サ

ービスとして、市民のみが使えるということで、特別養護老人ホームの待機状況

から考えると必要な施設だと考えます。昨年開設した小規模多機能型居宅介護に

ついては、PRが足りなく必ずしも有効に活用されている状況ではありません。 

なお、グループホームについては昨年度、小規模特養については本年度公募する

予定でしたが、昨年度の段階ではグループホームに空きがあったため本年度に延

期し、本年度グループホームと小規模特養を公募する運びとなりました。 

（５）地域密着型通所介護事業所の指定について 

事  務  局： 平成 28 年 4 月から地域密着型通所介護が創設されましたので、概要や通所介護と

の違いについて資料５に沿って説明させていただきます。 

まずはじめに、１.概要ですが、介護保険法（平成９年法律第１２３号）の改正によ

り、定員 18 人以下の通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサー

ビスであることを踏まえ、地域との連携や運営の透明性の確保などから平成２８年４

月１日から地域密着型サービスとして地域密着型通所介護に移行されました。 

続いて、２.みなし指定についてですが、通所介護事業所の指定権限は都道府県、地

域密着型サービスの指定権限は市町村になりますが、平成 28 年 3 月 31 日までに都道

府県から指定を受けていた事業所については、事業所の所在地市町村長（みよし市に

ある事業所はみよし市長）から指定を受けたものとみなされ、自動的に移行されまし

た。また、地域密着型サービスは、原則、事業所の所在地に住所のある被保険者のみ

利用することができますが、平成 28 年 3 月 31 日までに利用していた人（利用契約が

ある人）については、4 月以降も引き続き利用することができます。 

みよし市内の事業所で地域密着型通所介護に移行したのは表のとおりで「みよしの

里デイサービスセンター」、「笑みリハビリデイサービス」、「機能訓練リハビリデイ空

いろ」、「一日型機能訓練リハビリデイみなみ風」、「デイサロンえんがわ」の５事業所

になります。 

続いて、４.運営推進会議についてですが、地域密着型通所介護の創設と同時に、地



 10 

域密着型通所介護と認知症対応型通所介護につきましては、地域との連携や運営の透

明性を確保するために、運営推進会議をおおむね 6 月に 1 回以上開催することが義務

付けられました。 

続いて裏面、資料５の２２ページ「地域密着型サービスの他市町村利用の同意につ

いて」ですが、平成 28 年 4 月 1 日付けで名古屋市天白区にある地域密着型通所介護

事業所である「リハビリ康センター」を指定しましたので、指定した経緯について説

明いたします。 

「リハビリ康センター」は定員が 15 人で平成 28 年 4 月 1 日から名古屋市の地域密

着型通所介護事業所となりました。5 年ほど前からこの事業所を利用しておる本市在

住の男性は、本来なら、4 月以降も引き続き利用することができる予定でしたが、平

成 28 年 4 月 1 日付けで運営会社による「リハビリ康センター」の事業譲渡がされた

ため、みなし指定を受けることができなくなりました。利用者の家族から相談があり、

引き続き「リハビリ康センター」を利用することを希望していたため、事業所の指定

権者である名古屋市に利用の同意について確認したところ「本来は他市町村からの同

意依頼については断っているが、今回は事業所の都合により利用ができなくなり、利

用者の不利益が大きいため依頼があれば同意する」とのことでしたので、名古屋市に

同意を求め、この事業所を指定することとしました。 

以上が、事務局からの説明となります。 

宮本会長： ただいまの説明について、何か御意見、御質問はありますか。 

天石委員： 定員１８人以下の事業所でも地域密着型通所介護に移行しないことを希望するこ

とはできますか。 

事 務 局 ： 定員１８人以下の事業所については、地域密着型通所介護にならないといけない

ので、全ての事業所が移行しました。 

天石委員： 現在定員２０人の事業所が定員１８人に下げた場合は、地域密着型通所介護に自

動的に移行されますか。 

事 務 局 ： ４月を過ぎているため自動的に移行されないので、本市に指定申請する必要があ

ります。 

天石委員： 定員を低くすることで、介護報酬など事業所にメリットはありますか。 

事 務 局 ： 介護報酬については、基本的には定員が少ないほど介護報酬は高くなっています。 

宮本会長： 運営推進会議の設置が義務づけられたわけですが、構成メンバーはどのようです

か。 

事 務 局 ： 構成メンバーについては、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者（区長、民生

委員、老人クラブの代表等）、市の職員又は地域包括支援センターの職員、地域密着

型通所介護（認知症対応型通所介護）について知見を有する者等になります。 

村上委員： 資料５の２２ページについてですが、もし事業譲渡がなければ今回の利用者は、

この事業所を引き続き利用することができなくなったのですか。 

事 務 局 ： 事業譲渡がなければ、３月３１日現在で利用していたため、みなし指定として引

き続き利用することができました。しかし、事業譲渡されたため３月３１日現在

で新しい事業所での利用がないため、みなし指定として引き続き利用することが

できなくなってしまったため、名古屋市に同意を求め事業所を指定することとし
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ました。 

成瀬副会長： 市町村間で協定を結べば地域密着型サービスを他市町村の被保険者も利用するこ

とができるのですか。 

事 務 局 ： 原則的には地域密着型サービスは、事業所の所在地市町村に住民登録のある人の

み利用できますが、事業所所在地市町村の同意があり、他市町村の事業所を指定

すれば他市町村の被保険者も利用することができます。 

成瀬副会長： 市境ではあるけれど、距離的には他市町村の事業所の方が住民登録のある市町村

の地域密着型通所介護事業所を利用するよりも近い場合が想定されます。一概に

他市町村の利用者を受け入れないというのは、利用者にしても事業所にしても不

親切だと思います。そのあたりを考慮していただけると有難いと思います。 

宮本会長： それでは、他に御意見、御質問がなければ、以上で協議事項につきまして終了い

たします。 

次にその他として事務局より何かありますか。 

事 務 局： 次回の介護保険運営審議会ですが、第７期介護保険事業計画の策定について御協

議いただきたく、１１月下旬ごろの開催を予定しております。 

 


