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午後２時55分 開会

○会 長 それでは、定刻より少し早いですけれども、皆様、お集まりですので、これか

ら、平成30年度第１回の介護保険運営協議会を開催いたします。お忙しい中、お集まり

いただきましてありがとうございます。また、昨年度は第７期の事業計画にご尽力いた

だきまして、ありがとうございました。

それから、既に開催通知でご報告しておりますけれども、山本副会長と村井委員が人

事異動によりまして委員を辞任されました。本日は、後任の方にご出席いただいており

ます。この後、辞令を伝達していただきまして、ご紹介をさせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

それでは、事務局から辞令伝達等をお願いいたします。

○介護保険課長 それでは、お二人の方に辞令の伝達をさせていただきますが、本日は市

長が公務によりまして不在でございますので、代わって、保健医療担当部長の横塚から

辞令を交付させていただきます。恐れ入りますが、小澤さんと早田さん、前のほうにお

進みいただければと思います。

○保健医療担当部長 小澤真治様。立川市介護保険運営協議会委員に任命する。平成30年

４月１日、立川市長、清水庄平。代読。どうぞ、よろしくお願いいたします。

早田紀子様。以下同文。

改めまして、皆様、こんにちは。保健医療担当部長の横塚でございます。本年度初め

ての協議会でございますので、一言、ご挨拶を申し上げます。

先ほど会長からもお話がございましたが、昨年度は当協議会により第７期の立川市高

齢者福祉介護計画の答申をいただきました。平成30年度から32年度、３年間で本市にお

ける地域包括ケアをさらに充実していくという方向性を計画として策定することができ

ました。

委員の皆様には、住みなれた地域で人生の最期まで自分らしく生活を続けられるため

にどのような町であるべきかを、大変、熱心にご議論をいただきました。改めて、心よ

り感謝申し上げます。

今期の計画の特徴の一つは、計画の進行管理を計画に明記したことでございます。74

項目の基本施策は毎年度評価を行い、目標の達成状況を確認することとしております。

行政は、計画を着実に進められるよう努めまして、進捗状況を、毎年、協議会へご報告

をしてまいりますので、委員の皆様には、さまざまな角度から、ぜひ、ご意見をお出し

いただきますように、お願いいたします。

最後になりましたが、新委員のお二方にも保健医療福祉のご専門の立場から率直なご

意見を賜りますよう、重ねてお願い申し上げまして、新年度のご挨拶とさせていただき

ます。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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〈新委員あいさつ、各委員・事務局自己紹介、副会長選任 省略〉

○会 長 それでは、本日の議事に入っていきたいと思います。

初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。

○事務局 本日は時間がありませんので、次第に書かせていただいている配付資料、資料

の１から６、それから、あと４点、お手元にあるかどうか、ご確認をいただいて、ない

資料がございましたら、事務局のほうに申し出ていただければと思います。なお、最後

の２点、介護保険制度と高齢者のサービスのしおり、それから、介護保険のお知らせに

つきましては、本日の議題とは関係なく、去年お配りしたしおりを新しくしましたので、

それをお配りしたということと、市民の皆さんはもうご覧になっていただいていると思

うんですが、広報の特集号ということで、４月25日に事業計画の関係と法改正の内容を

まとめた広報を出しましたので、それをお配りしましたので、お時間があるときにご覧

いただければと思います。

それから、本日の会議におきましては、ちょっと面倒かもしれませんけれども、録音

の関係もございますので、できればマイクでご発言いただければ助かりますので、よろ

しくお願いいたします。

以上になります。

○会 長 それでは、資料の不足等は大丈夫でしょうか。

では、次第に従いまして進めてまいります。

協議事項の１点目でございます。介護老人保健施設「パークサイドヴィラ」の定員変

更につきましてご協議いただきたいと思いますので、事務局からご説明をお願いいたし

ます。

〈法人情報のため非公開〉

○菊池会長 続きまして、協議事項の２点目でございます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所「ジャパンケア立川」の運営法人統合とサ

テライト事業所の設置について、ご協議いただきたいと思いますので、事務局からご説

明、お願いいたします。

〈法人情報のため非公開〉

○会 長 それでは、続きまして、報告事項の２点目、立川市の介護保険の状況について、

事務局のほうからご説明、お願いいたします。

○介護保険課長 それでは、資料４につきまして、私と高齢福祉課長と２人で、ご説明の
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ほうをさせていただきます。

まず、資料の１ページをお開きください。

本年、４月１日現在の立川市の人口は18万2,843人、そのうち、65歳以上の人口が４

万3,961人で、高齢化率は24.0％となってございます。

次に、要介護（要支援）認定者数でございますが、本年１月末現在の総数が8,184人、

65歳以上の方は7,997人で、介護認定を受けている65歳以上の方の割合は18.3％となっ

てございます。

２ページをご覧ください。

本市の特徴といたしましては、要介護、要支援認定を受けている方の介護度別の割合

で見ますと、要支援１が20.1％、要介護１が24.5％と、割合が高くなっておりまして、

要介護２以上の割合は、比較的低くなっております。

その理由の一つとして考えられますのは、１つ目といたしまして、本市が早くから取

り組んでいるリハビリ等の介護予防に力を注いでいることや、あるいは、二つ目といた

しましては、例えば、医療機関の利用時や退院時に介護保険の申請を進められる等、重

度化する前段階から申請される方もいらっしゃるということが原因と考えております。

また、要介護１が24.5％と高い理由といたしまして、１つ考えられますのが、本年１

月末時点で、市内の認知症の高齢者が立川市内に4,602人いらっしゃいます。また、認

知症の高齢者は毎年少しずつ増え続けているということで、認知症であるがゆえに、要

介護１の判定を受けている方がいらっしゃるというのも、一つの理由としてあるのでは

ないかと推測しております。

それでは、５ページのほうをご覧ください。

昨年度と比べまして、サービス受給者の利用が伸びた居宅サービスといたしましては、

訪問看護が1,129人で、昨年度に比べて117人増えております。また、居宅療養管理指導

は1,447人で103人増えております。福祉用具貸与は2,796人で182人増えております。

一方で、受給者が減少した居宅サービスは、主な理由といたしまして、総合事業へ移

行した関係でございますが、訪問介護が1,439人で178人、減っております。通所介護は

1,350人で130人、減っております。

続きまして、６ページのほうをご覧いただきますと、市内特別養護老人ホームの入所

待機者数を記載しておりますが、平成29年10月１日現在では260人となってございます。

○高齢福祉課長 引き続きまして、高齢福祉課のほうから説明をさせていただきます。

８ページをお開きください。

総合事業についての状況ということでお示ししております。この表につきまして、

作った理由としましては、平成28年度から総合事業を開始しておりますので、前年度の

平成27年度と、それから、29年度はすべて総合事業の様式ということになりますので、

今まで給付で受けていた利用者が総合事業の利用にきちっとつながっているのかどうか、
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その辺を比較するということができるということで、表として上げさせていただいてお

ります。

まず、要介護認定者数、要支援１と２だけを抜き出して表にしました。それと、それ

ぞれの月ごとですが、集計の関係で４月から12月までで、すべて12カ月間ではありませ

んので、そこはご注意いただきたいなというふうに思っております。

数についてはそこに記載のとおりですので、28年度については認定者数は一旦減って

いるんですが、29年度はまた27年度と同等の数字になっているかなというふうに思いま

す。

それと、②では訪問介護の利用者数の状況の比較をさせていただいております。集計

結果ということでいいますと、平成27年度の利用者数が6,639名でございました。28年

度については総合事業と給付のほう――従前の介護保険のほうとの利用者の合計が

6,440名ということで減っています。それと、29年度は総合事業のみの利用者ですから、

これも6,219名と、訪問介護については少し減ってきているのかなというようなデータ

になっております。

それから、通所介護のほうは逆でございまして、27年度については集計で6,784名の

利用がありました。28年度については、介護給付と総合事業の合計をしますと7,156名

ということで、400名ほど増えております。29年度についても引き続き300名ぐらいです

か、7,539名という形で、通所介護については総合事業の開始に伴って増えているとい

うようなデータとしては出ている。

それを目で見てぱっとわかるようにということで、９ページ、10ページは棒グラフに

して、利用者をお示ししております。上側が利用者数の比較、それから、下側が事業費

の比較ということで、事業費については、先ほどＢ委員もお話ししましたが、29年度ま

では従前の国の報酬額よりも減額させていただいておりますので、減ってきている状況

にあるかなと思っております。

それから、11ページ、12ページにつきましては、地域包括支援センターのほうにご協

力いただきまして、平成30年２月利用のケアプランを集計させていただいておりました

ので、包括支援センターの職員が手作業で集計しておりますので、もしかしたら集計ミ

スもあるかもしれませんけれども、一応、訪問型サービスについての利用状況というこ

とで、どういう利用状況かということでの数字になってございます。ご覧になってわか

るように、要支援１と２の方ですので、家事援助がほとんどの利用ということになって

おります。

それから、通所型サービスについては、どういう目的で通所サービスを利用している

かというような分けで集計をしてございます。機能回復なのか引きこもり解消なのか認

知症予防なのか、入浴なのか、その他ということで、それぞれお一人の方が２項目、３

項目の目的で利用されている方もいますので、これを合計した数字がそのまま利用者の
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数ということではないことはご注意いただきたいと思っております。

それから、13ページ、14ページでございますが、13ページの３につきましては総合事

業の事業者数を４月１日時点の数字として上げさせていただいております。それから、

４番は生活支援サポーター研修ということで、総合事業のサービス提供のできる資格と

して、市独自のサポーター研修というのを実施しておりますので、それの実施状況とい

うことで載せさせていただいております。

それから、14ページについては一般介護予防事業ということで、29年度の地域体操ク

ラブの事業の実施状況。30年度はこれからですので。

それから、６番は健康体操応援リーダー派遣ということで、これも29年度の実施状況

と、30年度の４月１日現在の予定数ということで記載をさせていただいております。

以上で説明を終わります。

○会 長 ありがとうございました。

それでは、皆様のほうからご意見、ご質問等、ございましたらお願いいたします。ま

た、時間が迫ってきていることもありますので、ご意見はポイントをまとめてお願いで

きたらと思います。

Ａ委員。

○Ａ委員 別紙のほうでいただいています平成29年の地域体操クラブ事業実績というとこ

ろで、前期と後期――春と秋ということでいただいておりますけれども、昨年度に関し

ては、要は、ご利用していただいた方はいらっしゃいますけれども、実際に今回つくっ

たプログラムの目的にあわせて自立ができたのが合計30名というところの認識でよろし

いですよね。前期18名で、後期の秋が12名。

○高齢福祉課長 今のご質問ですけれども、今、Ａ委員がおっしゃる自立というような意

味合いですけれども、これは体操のきっかけづくりのための体操ということで市のほう

はやっておりますので、自立というのは、自分たちで独自で体操をその後継続してやる

方が何人いるかというようなことの集計ということでご理解いただきたいと思います。

○Ａ委員 といいますと、前回、アンケートもこちらにも載っておりましたけれども、市

民の多くは介護予防に半数以上は力を――51.何％だったと思うんですが、望んでいる

というのが市民の希望です。それに対して、この30名という実績に関しては、私はかな

り低いんではないかなと思うので、それが今後、今年度、平成30年度はどういうプログ

ラムで、どのように展開をし、何人、目的として、どうやっていくのかというプランを

お聞かせいただければと思います。

○会 長 事務局より、お願いします。

○高齢福祉課長 今のご質問ですけれども、まず、前もこの場でＡ委員と意見交換をした

という記憶があるんですけれども、市で一般介護予防事業で健康体操を実施するという

目的としては、立川市内に４万3,000人弱いる高齢者に対して、なるべく多くの方に健
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康体操等を取り組んでいただいて、健康事業の延伸につなげていただきたい、これが市

の行政の目的ではないのかなというふうに思っておりまして、ですので、そのために、

先ほど言った50％の方がそういう介護予防に興味がある、関心があるということでいう

と、逆に言うと、その50％の方については市が手を差し伸べなくても、自分たちでいろ

いろ活動をやっているという方がいるんではないかな。実際に、市で幾つか判こを押し

ているところもあるんですが、独自に、自分たちで集まってラジオ体操をやったり、皆

さんもご存じだと思いますが、健康体操をやったり、独自で自分たちに合う体操をやっ

たりという方が、かなり増えてきています。

そういう方たちは、私行政としてはそのまま継続していただければいいのかなという

ふうに思っておりまして、そうではなくて、引きこもりではないんですが、なかなか外

に出たがらない人とか、人づき合いが余りうまくいかないような人、こういう方たちに

対して、その体操に……体操にというか介護予防に興味を持ってもらって、健康体操を

やることによって介護予防に取り組んでもらうというところをいかに普及させるかとい

うのが行政の役割だというふうに思っておりますので、そのためのきっかけづくりとし

て、地域体操クラブというのを実施しておりますので、数でいって、例えば30人なり40

人なりというところが、実際に介護予防に云々というお話とは、私はちょっと違うのか

なというふうに思っております。

ですので、今年度のその地域体操クラブについては、立川市としましては包括も含め

て６圏域ありますので、身近な地域で体操に取り組んでいただきたいというようなこと

がありますので、６圏域の中で、できれば１圏域２カ所ぐらいずつ、体操ができる教室

を開きたいなというふうには思っておりまして、ここに書いてあるように、一応、市の

ほうの目指すところについては、例えば、自治会の集会所等を使って市が主催して体操

をやって、そこに参加してきてくれる人については、そのまま自治会の加入者になるみ

たいなこともあっていいのかなというふうに思っておりまして、そういった自治会集会

所を含む多様な場所の活用というようなことで、従前、先ほど出ていましたサ高住の交

流スペースを使ったりとかというところもやっておりますが、そういった形でやってい

きたいなというふうに思っております。

ですので、繰り返しますが、人数は30人がいいのか40人がいいのか、それは人数が多

いほうがいいとは思うんですが、あくまでも、これまで体操とは縁のなかった方が、

きっかけづくりとして体操に取り組んでいただくための事業として実施しておりますの

で、その数字というところでいうと、なかなか難しいところもあるんですが、そういう

認識で事業を実施していきたいなというふうに思っています。

○会 長 Ａ委員、お願いします。

○Ａ委員 ありがとうございました。

そうすると、認識としては、今、それぞれラジオ体操、健康体操をやっているところ
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は、もうそれが既に皆さんがやっている介護予防というところで、そのほかに関しては、

それ以上に関しては、特に行政は皆さんやってくださいということ。あとは、引きこも

りであったりとか、外に出ない人に関しての働きかけの教室ですよという認識でいいと

いうことですか。

余りそういう認識を、一般市民の方は持っていないです。実は、後ろにも市民の方が

きょう私の関係者がいらっしゃっていますが、多くの方はそんな理解はしておりません。

市に期待をしております。なぜなら、介護保険を払っているからです。介護保険料でま

ず使っていない人が多い。それに対して、せめて自分で介護されるようになりたくない

から、自分のお金でやっている。じゃあ、それはよしとして、あなたたちはそのままや

りなさいよというのも、それはありだと思います。自分のことですから。

ただ、もう少し平均的に、もうちょっと内容を、ただ、やればいいやというところで

はなくて、何度も言いますが、今年度から健康の進行に関するチェックが入ってきます

ので、ＰＤＣＡサイクルは一般企業は当たり前のようにやっておりますので、どのよう

にプランを立てて、計画を実行した後に、何名来て、なぜ来なかったのか。

私が、多分、自治会のほうでやったほうがいいんじゃないですかという意見を、昨年、

出しました。そのようにやっていただけるのは光栄なことなんですけれども、ただ、包

括として、こういう事業はこうやります。やったところで、市民の人もばかではないの

で、おもしろくなければ、効果がなければ来ません。それが検証です。次に改善です。

それが、当然、誰でもが、何か物事を達成するときには必要なプランの流れになってい

きます。

ただ、やったからこれをずっとやればいい。それに対して効果があるのかないのか。

その検証をするのが一般企業ではそれをやらなければ潰れます。何が悪かったのか、ど

うしたらいいのか、どうしたら市民が喜ぶのか、どのようにしたら効果が上がるのか、

なぜ上がっていないのかというところが、やはり、行政が足りないところだなというの

は常々感じておりますので、今年度、第７次からはそういう計画がきちんとここに入っ

ておりますから、そこに対して包括も含めて、何名が目標、それに対して例えば、必要

であればアンケートをとる、アンケートをとって何が楽しかったのか、何が物足りな

かったのか、市民は何が必要だと思っているのか、どうなりたいのか、それぐらいの業

務努力はしていかない限り、やりっ放しというのが市民の多くからの意見になります。

意見書もいろいろ、私の周りからとりましたが、事業自体を知らないという市民が多

いです。それで本当に市のやっている事業ですと、引きこもりを対象にしていいので

しょうかというところが私の意見ですが。お願いします。

○会 長 それでは、ご意見、まだまだ尽きないとは思うんですけれども、そろそろ閉会

の時間にもなりまして……

○Ａ委員 今のことの見解を市のほうからいただきたいんですが。市民の人も今日来てい
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ますので、やはり、それは当然のことだと思うんですが。

○高齢福祉課長 意見です、というＡ委員の発言がありましたので、それについて市のほ

うでご意見ということですので、拝聴したいと思っております。

○Ａ委員 では、すみません、変えます。そのＰＤＣＡサイクル、プラン、実行、チェッ

ク、改善、これをどのように、今後、されていきますか。意見をお願いいたします。

○高齢福祉課長 平成30年度保険者機能強化推進交付金にかかわる強化指標、これに基づ

いてプラン、ドゥ、チェックはやっていきたいなと思っております。

以上です。

○Ａ委員 じゃ、きちんとこの会議でも、どういう目的で人数――何名ぐらいの人数を集

め、何名ぐらい達成して、何名ぐらい達成しなかったというデータをいただけるという

理解でよろしいでしょうか。

○高齢福祉課長 指標の考え方は、国が示されたものがあるんですけれども、これに基づ

いてやりますので、多分、今、Ａ委員がおっしゃったような指標ということは、私が今

一読しましたけれども、示されておりませんで、国が示されたものに基づいてやるとす

れば、そこは市のほうはやらないという形になると思いますけれども、そこは市の判断

としてやるか、やらないかは、また別の問題だと思うんですけれども。

以上です。

○会 長 それでは、まだまだ尽きないとは思うんですけれども、次の議事に進めさせて

いただきます。

最後、３番、地域支援事業（平成30年度からの総合事業）について、事務局からご報

告を、お願いいたします。

○事務局 私からは、地域支援事業（平成30年度からの総合事業）について、ご説明いた

します。

この平成30年４月版、介護予防・日常生活支援総合事業のパンフレットに沿ってご説

明いたします。

平成30年４月から事業の一部を開始して行っております。

ページをめくっていただきまして、サービスの内容についてですが、対象者について

は変わらず、要支援１、要支援２の認定を受けている方、または、介護予防アンケート

でサービスが必要と判断された方となっております。

サービスの種類は、訪問型サービスと通所型サービス。利用料体系が変わっておりま

して、今まで、３月までは１回当たりの利用料でしたが、４月からは月額包括報酬と

なっております。地域区分、訪問介護に関しては10.84、考えようによっては加算もと

れるというふうになっております。

訪問型のサービスの内容としては、ヘルパーによる身体介助と家事支援、これについ

てはサービス提供時間はおおむね45分程度。利用料は、１カ月で週１回が１万2,661円、
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週２回が２万5,311円、週３回が４万151円となっております。

生活支援サポーターによる家事支援については、ヘルパーの料金の93％相当となって

おりまして、週１回が１万1,772円、週２回が２万3,544円、週３回が３万7,343円と

なっております。

その下の短期集中型サービスですけれども、３月までは通所型のみでしたが、４月か

らは訪問型も新設しております。サービスの期間は週１回を連続して12週間、サービス

提供時間は１回30分程度となっております。

利用料については、１回当たり2,500円、利用者負担は１割の250円で、こちらは地域

区分加算はとっておりません。

通所型については、こちらも月額包括報酬となりまして、地域区分が10.54となりま

して、内容によって加算ができるようになっております。

種類としては、５時間以上の一日デイと、先ほどＢ委員からもありましたが、３時間

以上５時間未満の半日デイの２種類となっております。

料金については、１日デイが、要支援１介護予防アンケート対象者が１万7,359円、

要支援２が３万5,593円、半日デイにつきましては、一日デイの93％相当となりまして、

要支援１、介護予防アンケート対象者が１万5,620円、要支援２が３万2,031円となりま

す。

通所型の短期集中サービスについては、サービス提供時間が１回60分程度、料金は訪

問と同じく１回当たり2,500円、利用者負担が１割の250円となっております。

事業者につきましては、平成30年４月１日で指定の更新をしまして、サービス提供を

していただいております。

一番最後のページになりますが、本人負担としましては、介護保険と同じく、平成30

年８月から３割負担ということが出てきております。１割、２割、３割の方が出るとい

うことになります。

私からの説明は以上です。

先ほどもご意見がありましたが、平成30年５月16日介護保険運営協議会参考資料とい

うことで、平成29年度地域体操クラブ事業実績ということで、資料請求がありましたの

でお配りしております。

以上です。

○会 長 ありがとうございました。

昨年度、事業計画を策定するときにいろいろご議論をいただいたところで、今、30年

度がスタートしているというご報告であったかと思います。

これまで出なかった論点のご意見があればいただければと思いますが、よろしいで

しょうか。

それでは、本日ご用意いたしました協議事項と報告事項は以上でございますが、最後
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に、Ａ委員のほうからご報告いただく事項があるということを伺っております。お願い

します。

○Ａ委員 ５月13日の先週日曜日なんですけれども、厚生労働副大臣にお会いできるチャ

ンスがございましたので、立川市に希望する要望書というのをお渡ししてまいりました。

簡単に、要望事項だけ読ませていただきます。

１．介護予防事業に現在高齢福祉課が行う介護予防プログラムのほかに多様なプログ

ラムを導入し、効果や地域の仕組みにつながるプログラムを実地・検証した上で、よい

プログラムを起用することを要望いたします。

２．平成30年度保険者機能強化推進交付金にかかわる評価に当たり、公平かつインセ

ンティブ制度に効果が上がるよう、利害関係のないアドバイザー起用をし、成果を上げ

ることを要望いたします。

という２点を副大臣のほうに要望いたしましたので、国からという、さっき高齢っ福

祉課長のほうからいただきましたので、やはり、市だけでは、都だけではいけないのか

なと思いましたので、チャンスがありましたので、こういう要望を出しました。

これは、両者、誰のためではなくて、市民、もしくは国民のためにこういういい改善、

先ほど国からおりていないからチェックできるかどうかまだわからないという答えが出

ましたので、それではなかなかいいものが市民のところに提供されないと私は考えまし

たので、これを要望いたしました。

これ、すぐにこういうことができるかわかりませんけれども、追ってどうなっている

んでしょうかということは、引き続き、副大臣のほうに連絡をとりながら、できたらい

いなと思います。

以上です。

○会 長 報告、ありがとうございました。

それでは、事務局のほうから連絡事項等がございましたら、お願いいたします。

○事務局 時間が過ぎて恐縮なんですけれども、今年度の運営協議会の日程につきまして

改めてご確認をさせていただきたいと思います。お配りしている資料６ということで、

平成30年度介護保険運営協議会の開催スケジュール（予定）という資料をお手元にお出

しいただければと思います。

平成30年度の開催日程につきましては、前年度２月の運営協議会におきましてお示し

をさせていただいているところですけれども、その後、会長のほうのご都合、学校行事

等の関係で、第２回の運営協議会、８月です、それから、第６回の運営協議会、来年の

２月になりますけれども、こちらのご都合がつかなくなりましたので、変更させていた

だきたいと思っております。

案としましては、第２回が、従来８月29日でしたけれども、８月21日の火曜日に変更

させていただければと思っております。それから、第４回については、大分先になりま
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すが31年２月12日を２月18日の月曜日に変えさせていただきたいと思っております。

大分先になりますけれども、この日程で一旦、変更させてもらってよろしいでしょう

か。

そうしましたら、一旦この日程にさせていただきまして、まだ第４回なんかは大分先

になりますので、ほかの日程も含めまして、また変更があればお諮りしていきたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次回は８月21日の火曜日ということにさせていただきます。午後３時から

同じ、ここ302の会議室で開催させていただきます。開催通知とか関連する資料につき

ましては、１カ月前ぐらいをめどに送らせてもらいたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

以上になります。

○会 長 どうも、ありがとうございました。

それでは、本日も大変活発なご議論、ありがとうございました。

第１回介護保険運営協議会を終了いたします。

お疲れさまでございました。

午後５時００分 閉会


