※前回分科会資料

令和元年度 第２回

豊田市社会福祉審議会 高齢者専門分科会

次第

日時 令和２年３月１３日（金）
午後２時 ４時
場所 豊田市役所南庁舎５１会議室

第１ 開

会

第２ 議

事

（１）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること
【議題１】第８期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて
（協議事項）
Ⅰ 認知症モデル事業の実施状況
Ⅱ 高齢者等実態調査の結果について
Ⅲ 保険者機能強化推進交付金について
【議題２】第 2 次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について
（報告事項）
（２）地域包括支援センター運営協議会に関すること
【議題１】地域包括支援センターの業務を委託された法人の変更について
（承認事項）
【議題２】豊田市地域包括支援センター運営要綱の一部改正について
（承認事項）
【議題３】地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント及び指定介護予防
支援の業務の一部を委託できる指定居宅介護支援事業所について
（承認事項）
【議題４】令和２年度豊田市地域包括支援センター事業運営方針について
（承認事項）
【議題５】地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について
（承認事項）
【議題６】多職種で自立支援を考える会（地域ケア個別会議）について
（報告事項）
第３ 連絡事項

様式１
令和元年度
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第２回

豊田市社会福祉審議会 高齢者専門分科会 意見書

（１）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関する意見
議事の 1 つ目、
「高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に関すること」
への意見や質問等については、以下のとおりです。
【議題１】
第８期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて
意見や質問の有無（いずれかに○印をつけてください）
無

・

有

〈有の場合は記載をお願いします（用紙が不足する場合は、任意様式可）〉

【議題２】
第 2 次豊田市地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定について
意見や質問の有無（いずれかに○印をつけてください）
無

・

有

〈有の場合は記載をお願いします（用紙が不足する場合は、任意様式可）〉
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（２）地域包括支援センター運営協議会に関する意見
議事の２つ目、「地域包括支援センター運営協議会に関すること」への意
見や質問等については、以下のとおりです。
なお、最終判断は、豊田市と分科会会長へ一任します。

① 意見や質問の有無（いずれかに○印をつけてください）
無

・

有

〈有の場合は記載をお願いします（用紙が不足する場合は、任意様式可）〉

② 審議事項の承認（議題ごといずれかに○印をつけてください）
【議題１】

承認する

・

承認しない

【議題２】

承認する

・

承認しない

【議題３】

承認する

・

承認しない

【議題４】

承認する

・

承認しない

【議題５】

承認する

・

承認しない

令和２年３月
委員氏名（自署）

日

【議題１】第８期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて
「Ⅰ 認知症モデル事業の令和元年度の取組実績及び令和２年度以降の展開案について」
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国の動向・ニーズ等

現状の整理
●H30年度から認知症モデル事業として若年性認知症支援を実施
●H30年度に実施した若年性認知症本人・家族へのヒアリング、先
進自治体の取組等から、「早期発見」「精神面のケア」「社会
参加」が重要視し、R元年度から新規事業として実施

▲認知症施策推進大綱(R元.6.18)では、「予防」と「共生」を目指し、

目

若年性認知症の人の社会参加支援が明記された。
●認知症地域支援推進員の役割として、新たに「社会参加活動の体制
整備」が地域支援事業に位置付けられた。

指

す

姿

・認知症の人の希望に応じた、活躍できる場、機会、
環境が整っている
→企業、介護事業所、地域社会の認知症に対する理解
が深まり、認知症の人が生き生きと暮らしている。

新 規 施 策 新規施策と既存施策が相互に補完することで認知症施策全体を推進
本人の状態
自覚 （１）早期発見
なし

【案】

令和元年度（現在の取組の実績）
（※若年性ではない認知症の人向けの取組を含む。）

１ Eラーニング
対象 市役所職員 受講者 2,697人 内容 認知症の基礎知識の学習、相談窓口紹介
２ 認知症サポーター養成講座受講者による「周辺の人へのチェックリスト実施勧奨」
市開催分6回275人に勧奨
３ 「これってもの忘れ 」配架箇所増設
新たに健康と福祉の窓口（高岡・猿投支所内）に配架
４ 75歳以上の人の免許更新時の啓発
運転免許自主返納、認知機能検査に併せて地域
包括支援センターの案内ちらしを配布
気づき５ 介護保険(1号)加入時のタイミングで啓発
疑い
加入前月に送付する案内に同封する形で調整中
つなぐ
受診
診断 （２）精神面のケア 若年性認知症の人の本人・家族会立上げ

受容

令和２年度（次年度の取組予定）

早期発見に資する取組の拡充

・企業に向けたEラーニング等導入勧奨
・包括連携協定を活用した導入勧奨(豊田商工会議所など)
・社会参加ワークショップ参加企業、認知症サポーター企
業、認知症サポーター養成講座受講企業等への勧奨
・認サポ受講者へのチェックリスト実施勧奨機会拡大
・包括メイト、市民メイトへの案内
・「これってもの忘れ 」活用機会の拡大
・免許更新・返納時など「警福連携」による啓発
・警察と地域包括支援センターの連携など、「警福連携」
の取組強化
・自動車学校における高齢者講習時での案内ちらしの配布

若年性認知症本人・家族会「スマイル」開催支援

・参加者の定着、増加
・もの忘れ外来、包括支援センター等への周知を強化
・市ＨＰに写真付きで活動内容を掲載しＰＲ
・活動の充実
・本人の希望に応じた、活動場所の増加、活動内容の充実
・協力スタッフ、ボランティアの増員
・他の包括支援センターとの連携、サポーター+(ぷらす)
の活用

・豊田厚生包括支援センターによる若年性認知症本人・家族会立上げを支援
１ プレオープン会の開催
参加者 32人(本人6人、家族10人、スタッフ16人)
内容
会の名称、今後会でやりたいことなどの意見交換
２ 第１回若年性認知症本人・家族会「スマイル」の開催(予定)
日時
令和2年3月25日午後3時~5時 場所 豊田市役所内
内容
本人、家族の交流や親睦を図る
つなぐ

認知症の人の社会参加応援プロジェクトの継続

（３）社会参加支援 認知症の人の社会参加応援プロジェクト
必要に応じて効果的に
公的サービスを利用

・社会参加に関する啓発活動の継続
・特に企業、地域、市民活動団体などに対して認知症の人
の社会参加に関する啓発活動を強化
（ワークショップの開催など）
・令和元年度の取組の成果物を活用したＰＲ
（包括支援センターからささえあいネット登録機関や認
知症サポーター養成講座受講企業などへのＰＲ）
・認知症地域支援推進員向け研修の開催
・社会参加活動実現に向けた支援
・モデル地域におけるマッチング支援の実施
・介護保険サービス内での円滑な実施に向けた調整

・社会参加支援に関する啓発及び意識醸成のため講演会及びワークショップを開催
１ 認知症講演会の開催(民間有志団体と共催)
参加者 400人(市民、包括支援センター、介護福祉職員など)
内容
①若年性認知症本人の丹野智文氏の講演
②名古屋市認知症相談支援センター鬼頭史樹氏の講演
③パネルディスカッション テーマ「本人と共に考える社会」 など
２ ワークショップの開催
内容 社会参加に関する先進的な事例の講演・紹介、グループワーク
①第1回 参加者 69人 ②第2回 参加者 53人 ③第3回 参加者 50人
(いずれも認知症当事者、包括支援センター、介護事業所、企業など)

（４）認知症高齢者等個人賠償責任保険事業 令和元年６月１日事業開始 ①被保険者 以下の全てに該当する方
・認知症の人が徘徊時の事故等で損害賠償請求された時の補償を保険にて対応
加入実績 285人（令和2年1月末時点）

既存施策

家 族 介 護 者 支 援

・徘徊高齢者等事前登録制度の利用者
・歩行可能で行方不明になるおそれがある方
・他に同様の保険に未加入の方

地域での見守り・徘徊対策

認知症介護家族会、認知症カフェなど ささえあいネット、徘徊高齢者等事前登録制度など

目指す姿（令和３年度以降）
・様々な啓発活動を通じ、企業や団
体等の認知症の理解が深まっている
・啓発活動が相談・支援につながっ
ている
・様々な手段により、企業や団体にも啓発
活動が行き届き、認知症の理解が深まっ
ている。
・認知症が早期に発見され、支援を必要と
する人が漏れなく、専門機関等につな
がっている。

・若年性認知症本人・家族会が継続
して開催され、受容に役立っている
・若年性認知症本人・家族が、主体的に会
を運営している。
・協力者が増え、安定して会が開催されて
いる。

・認知症の人が地域社会に溶け込
み、希望に応じて活躍している
・地域ごとで、マッチングが円滑に進ん
でいる。
・介護保険サービス内で、社会参加活動
が増加している。
・マッチングまでの手順が見える化され、
浸透している。

②補償対象
③保険金額
誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまっ
１億円
た場合に、鉄道会社から請求される振替輸送費用 （自己負担
(代行バスの運行費等)などの損害賠償責任
金額なし）

関係機関との有機的連携

普

及

啓

発

認知症初期集中支援事業、認知症地域支援推進員事業など 認知症サポーター養成講座など
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【議題１】第８期豊田市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けて
「Ⅲ 保険者機能強化推進交付金について」
１ 制度の趣旨
○平成29年地域包括ケア強化法において、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた保険者の
取組や都道府県による保険者支援の取組が全国で実施されるよう、ＰＤＣＡサイクルによる取組
を制度化する方向性が示される
○この一環として、市町村や都道府県の様々な取組の達成状況を評価できるよう客観的な指標を
設定し、達成率に応じた自治体への財政的インセンティブを通して、市町村や都道府県の高齢者
の自立支援、重度化防止等に関する取組を推進するための保険者機能強化推進交付金が創設され
る（平成30年度 ）

２ 制度の概要
１

交付対象

・市町村（特別区、広域連合及び一部事務組合を含む）ないし都道府県
２

交付方法

・交付金 200 億円のうち 190 億円（残り 10 億円は道府県分）を、評価指標の達成状況
（評価指標の総合得点）に応じて分配
３

活用方法

・介護保険特別会計に充当
※交付金は、高齢者の市町村の自立支援・重度化防止等に向けた取組を支援し、推進すること
が趣旨であり、「交付金を活用し、地域支援事業、市町村特別給付、保健福祉事業を充実し、
高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取組を進めていくこと」とされている

３ 指標（2019 年度指標）
１

PDCA サイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築
第７期計画の要介護者数及び要支援者数の見込に対する実績を把握して進捗管理を行って
いるか
地域差を分析し、介護給付費の適正化の方策を策定しているか 等

２

自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

（１）地域密着型サービス
保険者の方針に沿った地域密着型サービスの整備を図るため、保険者独自の取組を行って
いるか 等
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（２）介護支援専門員・介護サービス事業所
保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本方針を、介護支援専門員に対して
伝えているか 等
（３）地域包括支援センター
地域包括支援センターが受けた介護サービスに関する相談について、地域包括支援センタ
ーから保険者に対して報告や協議を受ける仕組みを設けているか
地域ケア会議において多職種と連携して、自立支援・重度化防止に資する観点から個別事
業の検討を行い、対応策を講じているか 等
（４）在宅医療・介護連携
医療・介護関係の多職種が合同で参加するグループワークや事例検討など、参加型の研
修会を、保険者として開催又は開催支援しているか

等

（５）認知症総合支援
認知症初期集中支援チームは、認知症地域支援推進員に支援事例について情報提供し、具
体的な支援方法の検討を行なう等、定期的に情報連携する体制を構築しているか 等
（６）介護予防・日常生活支援
高齢者のニーズを踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービス、そ
の他生活支援サービスを創設しているか
介護予防に資する住民主体の通いの場への 65 歳以上の方の参加者数はどの程度か

等

（７）生活支援体制の整備
生活支援コーディネーターに対し市町村としての支援を行っているか

等

（８）要介護状態の維持・改善の状況等
一定期間における要介護認定者の要介護認定基準時間の変化率の状況はどのようになって
いるか 等
３

介護保険運営の安定化に資する施策の推進

（１）介護給付の適正化
介護給付の適正化事業の主要５事業のうち、３事業以上を実施しているか
ケアプラン点検をどの程度実践しているか 等
（２）介護人材の確保
必要な介護人材を確保するために具体的な取組を行っているか 等

４ 結果
１

平成 30 年度

・55,490,000 円（497/612 点）
２

平成 31 年度

・55,348,000 円（530/682 点）
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５ 評価
2019年度保険者機能強化推進交付金 豊田市得点率

太線 豊田市

Ⅰ PDCAサイクルの活用による

細線 全国平均

Ⅰ
Ⅲ（２）

保険者機能の強化に向けた体制等の構築

100%

Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進

Ⅱ（１）

80%

地域密着型サービス
介護支援専門員・介護サービス事業所

60%

Ⅲ（１）

地域包括支援センター

Ⅱ（２）

40%

在宅医療・介護連携

20%

Ⅱ（８）

認知症総合支援

0%

介護予防/日常生活支援

Ⅱ（３）

生活支援体制の整備
要介護状態の維持・改善の状況等

Ⅱ（７）

Ⅱ（４）
Ⅱ（６）

１

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進

Ⅱ（５）

介護給付の適正化
介護人材の確保

豊田市の強み
・過去の計画における「重点施策」として対応してきた項目は、評価項目は概ね良好
Ⅱ（４）在宅医療・介護連携、（５）認知症総合支援、（７）生活支援体制の整備
Ⅲ（２）介護人材の確保

２

豊田市の弱み
Ⅱ（６）介護予防／日常生活支援
高齢者のニーズを踏まえ、介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービス、その
他生活支援サービスを創設しているか 等
⇒ニーズの把握とそれに対応したサービスの創出が課題
Ⅱ（８）要介護状態の維持・改善の状況
【軽度（要介護１・２）】において、一定期間における要介護認定者の要介護認定
等基準時間の変化率はどのような状況か 等 ※全保険者の上位５割を評価
⇒認定審査会運営上の見直しや一般介護予防の更なる推進、軽度者の卒業を意識したケアプラ
ンの実施と指導を通し、自立支援・重度化防止を実現する
Ⅲ（１）介護給付の適正化
福祉用具や住宅改修に関しリハビリテーション専門職が関与する仕組みを設けているか 等
⇒介護保険事業の企画・経営を行政職が実施しているため、専門職の重要性に対する理解不足、
保健師の視点を取り入れる

※前回分科会資料

【議題 6】「多職種で自立支援を考える会」（地域ケア個別会議）について【報告事項】
１ 会議目的

「自立支援・介護予防の観点で多職種の視点を学び合うこと」
「事例を積み重
ねることで地域課題を抽出し、対策の検討を行うこと」を目的とし、最終的に
は QOL の向上を目指す ※QOL とは、Quality of Life の略で「生活の質」

２ 開催概要

次頁参照

３ 令和元年度実施状況
西部ブロック

モデル実施（８回） 参加者数のべ１４８人（平均１８.５人/回）

南部ブロック

模擬会議実施（３回）参加者数のべ７１人（平均２４人/回）

全 体 会

令和２年３月２６日（木） ※新型コロナの影響により中止

４ 令和２年度事業概要
実施方針

全市展開（市内５ブロックで実施）

実施主体

豊田市（高齢福祉課）
・地域包括支援センター・基幹包括支援センター

実施体制

地域包括支援センター ブロック制

開催回数

各ブロック原則年５回。開催頻度は２か月に１回（３月と４月除く）
※ブロック内の包括数によって開催回数が異なる場合あり。

開催時間

１時間３０分／回（２事例程度）

選定事例

サービス事業対象者、要支援者 ※困難事例ではなく日常的な事例

参加対象者 医師、歯科医師、薬剤師、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師、看
（職種） 護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士・栄養士、歯科
衛生士、生活支援コーディネーターなど
５ 地域包括支援センター

ブロック制について

ブロック名
（包括数）
南部ブロック
（６）

包括名
みなみ福寿園地域包括支援センター、地域包括支援センターかずえの郷、わかばやし
園地域包括支援センター、みのり園地域包括支援センター、つつみ園地域包括支援セ
ンター、ひまわりの街地域包括支援センター

東部ブロック
（４）

足助地域包括支援センター、ぬくもりの里包括支援センター、いなぶ包括支援センタ
ー、まどいの丘包括支援センター

中部ブロック
（５）

笑いの家地域包括支援センター、地域包括支援センターくらがいけ、地域包括支援セ

西部ブロック
（５）

ひまわり邸地域包括支援センター、豊田地域ケア支援センター、ほっとかん地域包括

北部ブロック
（８）

地域包括支援センター保見の里、地域包括支援センター猿投の楽園、こささの里地域

ンターとよた苑、地域包括支援センター益富の楽園、トヨタ地域包括支援センター
支援センター、社協包括支援センター、豊田厚生地域包括支援センター
包括支援センター、豊田福寿園地域包括支援センター、石野の里地域包括支援センタ
ー、ふじのさと包括支援センター、豊田地域包括支援センターふじおか茜邸、ふくし
の里包括支援センター

