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午後３時00分 開会

○会長 それでは、定刻になりました。本日は大変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。これより平成30年度第３回の介護保険運営協議会を開催いたし

ます。年内では今回、この会が最後ということになります。

限られた時間ではございますけれども、できるだけ多くの皆様のご意見をまたお伺い

できたらと思いますので、会議の運営にどうぞご協力ください。

それでは、本日の議事に入ってまいります。

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 それでは、本日の報告事項にかかわります資料の確認をさせていただきます。

本日お手元にお配りした資料ですけれども、次第のほかに、資料２、資料３、資料４

といずれも１枚物の資料になりますけれども、その３点が今お手元に配らせていただい

ております。このほか、事前に郵送で送らせていただいて、ご持参をお願いしておりま

す資料１、立川市地域密着型サービス事業者公募の状況についてという資料、これをご

用意いただければと思いますけれども、足りない資料、それからお持ちいただいてない

資料がありましたら、申し出ていただければと思いますが。ご持参の資料とか大丈夫で

しょうか。

それから、改めてのお願いですけれども、前回の運営協議会の際にお願いしましたと

おり、議事録を作成させていただくため、発言をされる委員につきましては、恐れ入り

ますけれども、挙手をしていただきまして、会長のほうからご指名があった後、ご発言

をいただければと思います。事務局につきましても、役職名を申し上げた上で説明等を

させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○会長 ありがとうございました。

それでは、また挙手と、それから委員同士の方でご意見を伺いたいときも、私のほう

に一旦その旨おっしゃっていただいて、私のほうから指名をさせていただきますので、

ご協力よろしくお願いいたします。

それでは、次第に従いまして進めてまいります。本日、報告事項が４件ございます。

最初に立川市地域密着型サービス事業者公募の状況について、事務局のほうからご説

明お願いいたします。

○事務局 報告事項１、立川市地域密着型サービス事業者公募の状況について報告をさせ

ていただきます。

お手元に資料１をご用意ください。

平成30年10月16日に地域密着型サービス事業者公募に関する説明会を開催しました。

参加した事業所は全部で７事業所で、10月16日の段階で各事業所の応募の予定の内容で

すけれども、グループホームに小規模多機能型居宅介護を併設する事業所というのが３

事業所、グループホーム単独が２事業所、未定の事業所が２つでした。平成30年11月12
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日に公募を締め切りまして、最終的には２者から応募がありました。本日は速報として

状況を報告させていただきます。

<法人情報のため非公開>

今後の予定ですが、12月12日に地域密着型サービス調査検討会で書類選考を行いまし

て、平成31年１月23日にプレゼンテーションを実施し、平成31年２月12日に運営協議会

において選考結果をご報告する予定となっております。

次に、公募の概要について説明を申し上げます。

資料１の１枚目のア、認知症対応型共同生活介護についてですけれども、認知症対応

型共同生活介護とは、認知症などにより生活に困難を抱いた人たちが、専門スタッフ等

の援助を受けながら、共同生活住居─ユニットですけれども─において５～９名

程度の少人数で生活する介護サービスの形態です。入居者用の個室のほかに、キッチン

や居間、浴室などの共同設備を備えております。入所者の能力に応じて料理や掃除など

の役割分担をし、自立した生活を送ることを目指しております。認知症グループホーム

は、1980年代にスウェーデンで登場し、認知症の症状緩和に有効であったため、注目さ

れるようになりまして、日本でも導入されました。

次に、２ページ目をごらんください。小規模多機能型居宅介護についてです。

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができ

るよう、利用者の選択に応じ、施設への通い、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問を

組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練を行うものです。その原型は、1980年代に誕

生した宅老所であり、諸外国にモデルがない日本独自のサービスです。

メリットは、通い・泊まり・宿泊の３サービスを必要に応じて柔軟に利用することが

できる。通い・泊まり・訪問の３つのサービスを同一の事業所で利用することができる

ので、顔なじみのスタッフによりこれらのサービスが提供される。少人数登録制のため、

ほかの利用者やスタッフとの交流が図りやすく、家庭的な雰囲気の中で過ごすことがで

きる。通い・泊まり・訪問の３つのサービスを１つの事業所だけで契約することができ

る。１カ月当たりの利用料が定額なので、毎月の介護費用が膨らみ過ぎないということ

が挙げられます。

次に、３ページ目をごらんください。立川市高齢者福祉介護計画と地域包括ケアシス

テム。

地域包括ケアシステムとは、団塊の世代が75歳以上になる2025年をめどに、高齢者の

尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住みなれた地域で自分らしい

生活を人生の最後まで送ることができるよう、地域の包括的な支援・サービスを提供す

る体制のことです。立川市高齢者福祉介護計画において地域包括ケアシステムの構築を
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うたっており、認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居宅介護は、地域包括ケ

アシステムを推進するための中核的なサービスとして位置づけております。それでこの

たびの公募に至っております。

次に、４ページをお開きください。認知症対応型共同生活介護及び小規模多機能型居

宅介護の整備状況について説明します。

まず、４ページ目の上のほうの表を見ていただきたいのですが、認知症対応型共同生

活介護は、南部西地区に２、南部東地区に３、中部地区に１、北部東地区と北部中地区

はゼロ、北部西地区は４、整備されております。小規模多機能型居宅介護は、南部西地

区にゼロ、南部東地区に１、中部地区に１、北部東地区と北部中地区はゼロ、北部西地

区は１となっております。北部東地区と北部中地区は、認知症対応型共同生活介護及び

小規模多機能型居宅介護の両方の事業所がない状態となっております。

４ページの下の地図は、市内の認知症対応型共同生活介護事業所の所在の状況を示し

ております。

次に、５ページの上の表をごらんください。

これは立川市の小規模多機能型居宅介護の利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所

に移動するのにどれくらいの距離を移動しているのか、参考のために平成30年６月の給

付実績をもとに平均値を求めたものです。南部東地区、中部地区、北部西地区は、小規

模多機能型居宅介護の事業所が所在しており、利用者は１キロメートル未満の移動距離

で事業所にたどりつくことがわかります。それ以外の地域では、小規模多機能の居宅介

護を利用するのに２キロ以上移動していることがわかります。

５ページの下の地図は、市内の小規模多機能型居宅介護の事業所の所在地と、それを

半径１メートルの円で囲ったものです。赤い円が３つありまして、これが現在の事業所

で、青い円は来年４月開設予定の看護小規模多機能型居宅介護事業所です。

次に、６ページをお開きください。

地域密着型サービス調査検討会を９月26日に開催しまして、会長及び副会長を選出し、

事業者選定に係る評価基準等について協議しました。評価基準は、６ページから７ペー

ジに記載されております。これは平成28年度の公募において使用したものをベースとし

ております。赤い字で記載されている部分が、今回の公募において得点換算を２倍とし

たものです。青い文字は、今回の応募において、評価項目として新たに追加したもので

す。項番17だけは赤字で書かれておりますけれども、得点換算が２倍で、かつ、今回の

公募において新たに追加した評価項目です。

６ページに戻っていただきます。

事業者選定に係る評価基準について、地域密着型サービス調査検討会では、３、法人

の財務状況、８、人材確保、10、サービス提供についての基本的な考え方、13、利用者

の擁護、及び17、事業所を設置する場所の得点換算を２倍とさせていただきました。こ
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れは、事業の継続性、良質なサービスを利用者に提供する、あと、より多くの高齢者が

住みなれた地域で地域包括ケアシステムを享受できるようにするということを重視した

結果です。

評価項目11、ターミナルケア及び看取りケアの取り組みを評価項目としましたが、こ

れは可能な限り住みなれた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるように

するということを重視した結果です。

16、看護小規模多機能型居宅介護の併設を評価項目に追加したのは、地域包括ケアシ

ステムの構築を推進するためです。

15、事業所を設置する圏域及び17、事業所を設置する場所を評価項目に追加したのが、

立川市高齢者福祉計画において、小規模多機能型居宅介護または看護つき小規模多機能

型居宅介護の事業について、地域バランス等を考慮した上で、１～２カ所整備を進めて

いきますとなっておりまして、そのことを反映しております。

次に、９ページをごらんください。

ここに記載されているのは、平成30年度の東京都の認知症対応型共同生活介護に関す

る補助金をまとめたものです。認知症対応型共同生活介護は、事業所が施設を整備する

事業者整備型と、土地建物のオーナーが施設を整備するオーナー型があります。事業者

整備型の場合は、地域医療介護総合確保基金から最低3,200万、１施設当たり新築の場

合は出ます。東京都認知症高齢者グループホーム緊急整備補助金については、１ユニッ

ト当たり3,750万出ることとなっておりまして、今回の公募においては、２ユニットと

なっておりますので、この倍額の7,500万の補助金が最大で出ます。これにさらに小規

模多機能型居宅介護を併設した場合は、地域医療介護総合確保基金から3,200万円出ま

して、あと、東京都認知症高齢者グループホーム緊急整備補助金から1,000万出ます。

全てを合計すると最大１億4,900万円となります。

オーナー整備型の場合で新築の場合ですけれども、この場合は、地域医療介護総合確

保基金からは補助金は出ません。東京都認知症高齢者グループホーム緊急整備補助金か

らは、１ユニット当たり3,750万出まして、今回、２ユニットで募集しておりますので、

その倍の7,500万円となります。小規模多機能型居宅介護を併設する場合は、さらに

1,000万がこれに加算されます。

この補助金については、平成30年度のものであり、31年度についてはもしかしたら内

容が変わるかもしれません。

これらの補助金は、事業所の選定が終わった後、東京都に申請をし、補助金の金額に

応じて市の歳入予算と歳出予算に組みまして、最終的に都から立川市で受け取った補助

金は、事業所だとかオーナーに払います。

最後に、10ページ、お開きください。

この表の右のほうの上から２番目に、立川市のグループホームの整備状況が記載され
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ております。0.3％となっております。この表の一番下のところですが、ここに東京都

の平均値が載っておりまして、0.35となっております。今回の整備をすることによって、

立川市は0.3から0.34％に上がる予定です。あと、小規模多機能の居宅介護事業所です

けれども、26市の平均では2.8事業所を整備されておりまして、立川市は現在３、それ

で今回整備することによって４、あと、来年４月に看護小規模多機能型居宅介護が１、

開設する予定です。

○会長 ありがとうございました。

このたびグループホームについて公募をした、その速報ということでしたので、この

会議の中限りということですので、その守秘ということについては十分ご留意ください。

それで、今、報告いただきましたのは、途中でもご説明いただきましたけれども、地

域密着型サービス調査検討会でもう議決をいただいたものの報告ということでございま

す。

何か補足がありましたら、検討会会長のほうからお願いできますでしょうか。

○Ａ委員 今回、私どものほうで検討した、ここは今、７ページの評価基準がありまして、

こちらを、立川市のほうの意向も確認しながら、前年度まであったものを少し見直しま

して、やはり赤字のところは重点的に見るべきであろうというところ、人材確保がかな

り厳しいという中で、それをちゃんと確保できる事業所さんに手を挙げていただきたい

というところからであります。あとは、やはり看取りですね。小規模多機能とグループ

ホームという部分で、なかなか医療的なケアというのが福祉サービスだと難しいことは

あるんですけれども、ここもやはり事業所のパワーとして、しっかりここまでやるとい

う気持ちを持ってご応募いただきたいというところで、取り入れたものになっています。

もう一点は、やはり小規模多機能も併設するにあたっては、地縁・血縁も含めてです

けれども、その方の人生、かかわりといった部分が途切れないようにというところで、

生活圏域から大きく離れないような方々が入っていただけるような、そういったイメー

ジを持って今回基準を出しましたので、こちらの内容で今回応募があったということで

すので、今後さらに調査検討のほうを進めて十分選定に当たっていきたいと思っており

ます。

○会長 ありがとうございました。

それでは、委員の皆様からご質問等ございましたらお願いいたします。

○Ｂ委員 何点か教えてください。この評価の基準でつくっていただいたのは、要は２者

の中から、２者の中を評価するということですよね。

○事務局 おっしゃるとおり、２者からこの基準を用いて選定することになります。

○Ｂ委員 今、もう一点言います。ちょっとすみません。

○会長 Ａ委員、お願いします。

○Ａ委員 今ご質問いただいた事項は、この基準というものがどの段階で示されたかとい
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うことも含めてでよろしいんですか。

○Ｂ委員 いえ、じゃなくて。いいですか。すみません。

私の質問は、今まで公募して、最終的に、この２者に対してこれからこの評価を用い

て選定をするということですね。大丈夫ですか。

○事務局 そのとおりです。

○Ｂ委員 じゃ、それに基づいて質問します。これは、じゃあ満点がここに書いてあると

230点、満点であると思うんですけれども、これが何点であれば２者のうち合格できる

のかということ。万が一、要は、合格基準が何点なのか、それに２者とも見合わなかっ

た場合、どうするのか。２者が合格すればいいんでしょうが、それに対して指導をして、

ゴーとするのか、全くそれに見合わなければ、最初から切ってしまうのかというところ

までは、何か考慮されて評価をするんでしょうか。

○会長 では、今、この230点という評価項目と合計点はわかったんですけれども、２者

をどのように最終的に決めていくかという、そういったあたりのことについて事務局の

ほうからお願いいたします。

○事務局 今回ですけれども、次回の地域密着型サービス調査検討会まで、事務局のほう

でまず書類の内容を精査します。その段階で、まず介護保険の基準上、指定できるかで

きないかということに重点を置いて内容を見ていきます。それを地域密着型サービス調

査検討会でご報告しまして、書類審査をしていただきます。そこについては、特に何点

だから合格というのはなく、複数ある、今回は２者ですけれども、その事業所の中から

どちらを選定するかということを目的としておりますので、何点であったら合格になる

というような基準は、今回は設けておりません。

○会長 得点の高いほうというふうに考えればよろしいということですか。

○事務局 そうです。

○会長 よろしいでしょうか。

○Ｂ委員 わかりました。これは１者だけの方法ということですね。１者だけ募集をする

ためのことですね。

○事務局 最終的に１者を選定するための基準です。

○会長 今回、２ユニットで１者という公募でしたので、その１者を決めるということで

すよね。

○Ｂ委員 では、Ａ委員とＣ委員にお願いなんですけれども、２者のうち、例えば80点と

50点とか、その何かある程度の基準というのを、公表しないにしても、レベルが低いと

ころの二者択一なのか、それとももうちょっと高いところでの二者択一なのかは、ある

程度決定する前に話し合っていただいて決めないと、確かにとても必要なのはわかるん

ですけれども、オープンしてしまってクローズすることは不可能なので、そこで入って

しまったご利用者様、入居者様がかわいそうなので、やっぱり最低基準というか、どこ
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かの項目に関して、10点のうちの５点が絶対全てクリアしていないと許可しない、もし

くはいついつまでに改善をしてこいということの基準はちょっと設けていただかないと、

かわいそうかなと。入居者様は何もわからずに入ってきますので、その辺はお二人が責

任者であれば、最低基準だけは決めておいていただけると、私たち一般市民は安心して

入れるかなというか、いろいろ宣伝もできるかなというところがありますので、よろし

くお願いしたいと思います。

それと、すみません、金額がわからないので教えてください。これは誰が入れて、利

用金額は幾らなんでしょうか。例えば要介護度の認定があるのか、それとも利用金額が

平均どれぐらいなのか、特養なんかの場合と同じなのかどうか、ちょっとわからないの

で教えてください。

○会長 ２点ですね。１点は、最低基準ということがあるのかどうかということでしたね、

この230点ということの。それから、もう一点が、その後、利用者さんの利用料ですか、

そこまで今回、提示しているのかどうかということもございますけれども、その２点に

ついてお願いいたします。

○事務局 点数で、基本的に２者のうちどちらを選ぶかというのは、選定においてそうい

った形で進めていきますが、ただ、先ほど申し上げたとおり、地域密着型サービス調査

検討会に入る前に、事前に事務局のほうで確認しまして、例えば極めて財務内容が悪い

だとか、あと、過去に実地指導、東京都だとかほかのところの県の実地指導で極めて目

立つようなものがあった場合には、そういった今回の基準に基づいた配点だけでいい点

数をとったとしても、その基準の中で判断していくという部分もあります。それで、最

低な点というのはないんですけれども、今後、その必要性については、地域密着型サー

ビス検討会の中で検討していきたいと思います。

あと、利用料金ですけれども、今回の選定において家賃が幾らなのかとか、そういっ

たことで資料は提出されております。ちょっと私のほうでそこの詳細は見ておりません

が、介護保険における一部負担額のほかに、住居費だとか共益費だとか食費だとか、そ

ういったもろもろの費用負担がありまして、それについては幾らという形で提示をして

いただきまして、それは選考において評価することとなります。

○会長 ありがとうございました。

よろしいでしょうか。

○Ｂ委員 すみません。それは事業所によって違うということでいいんですか。

○事務局 おっしゃるとおり、例えば家賃、住居費ですけれども、事業所によって異なり

ます。

○Ｂ委員 そうすると、有料老人ホームやサ高住と一緒という考えでいいんですか。

○事務局 有料老人ホームとサ高住と一緒かということですが、事業所によって料金が変

わってくるという点については、一緒だということです。
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○会長 今回は、この評価基準の中の９が利用料金となっていて、その利用料金を提示し

ていただいているので、それも評価の中に入っているということですよね。

○事務局 そうです。評価項目の中でそういったものがありまして、そこの優劣は採点の

中で反映されるようになっております。

○会長 やはり評価する観点というのはたくさんありますので、それを網羅するような形

で、そしてその中で、特に重要なものは、この掛け率を高くしてというような形での評

価基準がつくられているようですね。その中で最終的に不適格というようなことは、こ

の得点以外にもご検討される中でというふうにとれるかと思いますが。まずは、きちん

と基準を満たしているかということを、事務局のほうでチェックしていただいてという

ご説明だったかと思います。

○Ｂ委員 ちょっと理解が……。よくわかるんですけれども。特養みたいに、所得によっ

たり定額で入れたりというんであれば、とても理解ができたんですけれども、家賃とか

が事業所によって違っていて、当然、高ければ点数が下がるので、もしかしたら入れな

いのかもわかりませんけれども、私たち市民からしてみると、その辺がきちんとある程

度これぐらいの金額で、地域で密着して、住みなれた地域に入れるというんであれば、

すごくこれだけの税金を使って納得できるんですけれども、このやり方ですと、ほとん

ど有料と余り変わらないような気がするにもかかわらず、莫大な税金が、ここに3,200

万とか3,750万とかいろいろとかかってくるわけで、これに対して、要は、お金がなけ

ればここに入れないということですね、そうなると、一般立川市民は。どう考えても、

有料で20万以上は平均、毎月どこでもかかっているはずなので、ということは、このサ

ービスもそういうことですよね。金額はわからないにしても、そういう方しかここには

入れないという事業の展開という理解でよろしいですか。

○事務局 ことしの１月１日現在のデータなんですけれども、都内の市部ですけれども、

家賃が平均で７万円、食費が３万8,000円、光熱水費が１万9,000円、共益費が１万4000

円、合計が14万となっております。これにさらに介護保険の一部負担金なんかがかかっ

てくるんですけれども、その中で特に低所得者対策というのはうたわれておりませんが、

選定において家賃というのはなるべく低く設定するようにということで考えておりまし

て、それで東京都の補助金なんですけれども、先ほど申し上げた補助金の担当者に聞い

たところ、補助金を支給するに当たって、やはり家賃の金額を見る。なぜかというと、

低所得者層に配慮するということもありますし、余りにも高い家賃ですと、人が入居し

ない、それで事業の継続性も確保されないというふうな説明を受けております。そうい

った形で、今回の選定だとか補助金の申請において、家賃もろもろのことについては、

着眼して進めていくような形となっております。

○Ｂ委員 最後に１点、すみません。では、１者だけ決まった場合、ちょっとこの補助金

がわからない。立川市は幾らぐらい１事業者に対して払うんでしょうか。これは事業者
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整備型というところの一番上、3,200万、3,750万、1,000万とあるんですが、通った場

合はこれ全部払うんですか。

○事務局 この補助金なんですけれども、東京都が一旦立川市に払って、それをそのまま

各事業所に支払うということになります。それで、これは最大この金額になるわけで、

内容によってはこれよりか減額される可能性はあります。

○Ｂ委員 だから、横列の合計でよろしいですか。全部これが出るということですか。そ

れが１点。

それから、立川市がそのほか、これは東京都の補助金なので、そのほかに立川市が幾

らなのか。大体で結構なんですが、１者設立した場合、全額で幾ら払われるのかを教え

てください。

○事務局 まずですけれども、この横列を合計するというふうな形ですが、ただ、東京都

認知症高齢者グループホーム緊急整備補助金というのは、１ユニット当たり、例えば事

業者創設型、事業者が施設を新設する場合は１ユニット当たり3,750万円なので、２つ、

２ユニット設置した場合は倍額の7,000万となります。あと、今回ですけれども、２つ

の事業所から応募がありまして、両方とも小規模多機能型居宅介護を併設するというこ

とになっておりまして、事業所が整備型の場合は、この９ページの表の下から２行目な

んですけれども、小規模多機能型居宅介護を併設する場合は、地域医療介護総合確保基

金から3,200万円、施設宛てへ出るということになっておりますので、例えばこの表の

一番上の横列を合計するに当たって、まず3,200万、次に3,750万を倍額にして、あと加

算の1,000万、さらに3,200万を足した１億4,900万円となります。あと、オーナー創設

型の場合は、この表の下から２行目、オーナー創設型の場合は、7,000万と1,000万足し

た合計8,000万となります。

○会長 よろしいですか。

○事務局 あと、立川市の支出ですけれども、先ほど申し上げたとおり、東京都から一旦

受け取って、それをそのまま事業者に払うだけで、立川市が負担する部分というのはな

いです。

○会長 ほかにはいかがでしょうか。ほかの委員の皆様、いかがでしょうか。

○Ｄ委員 今回、２者から応募が出てくるのは、この補助金の中のこれはどれに相当する

んでしょうかが１つ目です。順番にどの補助金に該当するのか、ちょっとまずそれを教

えてください。

○会長 １者目と２者目がそれぞれ……

○Ｄ委員 そうですね。

○会長 どれに対応するか。

○Ｄ委員 はい。９ページのどれの補助金に該当するのか。

○会長 事務局、お願いします。
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○事務局 まず、１者目ですけれども、事業者整備型の事業者創設型です。２者目は、オ

ーナー整備型のオーナー創設型です。

○Ｄ委員 １点目なんですが、ここで、この表には地域医療介護総合確保基金とあります。

この基金が初めて名前聞いたと思うんですが、これ、どんな基金なんでしょうか。

○事務局 少しお待ちください。

○Ｄ委員 これは東京都の基金ですよね。

○会長 これは医療介護総合確保推進法が2014年にできて、その消費税増税分のというこ

とですよね。事務局のほう、お願いします。

○高齢福祉課長 今、会長おっしゃるように、平成26年のときに消費税が上がりました。

そのときの上がった分を、国が基金として各都道府県に配分するという形になっており

ます。その基金の使い道については、医療と介護の整備にかかわる費用として使うとい

うことになっておりまして、26年のときの消費税アップですから、27、28、29、それか

ら30、31、32というところまでは、基金の創設で使うということになっていて、その使

い道については、いろいろな整備の部分であったりとか、あとソフト部分のところも使

えるとか、いろいろ名義があるんですけれども、その基金という形でございます。

○Ｄ委員 次の質問です。よろしいですか。

この２者は、この施設をつくるに当たって、土地を自分で用意すると、既存の土地を

例えば賃貸とかですね、どんなふうにつくられるのかというのはどう考えたらいいです

か。その辺はまだ何かものはありますか。

○事務局 まだ申請書を全部目、通せてないんですけれども、一応、概要としては、１者

目は自分で用地を取得して、そこに建物を建てる。２者目は、オーナーが土地を既に所

有しておりまして、そこに建物を新築して、そこに入って事業運営をするという形態と

なっております。

○Ｄ委員 土地が既に取得済みで建物を建てる場合と用地に建てる場合で、相当、要する

建設費が変わってくると思うんですけれども、大体、見込みというのは想定されておら

れますか。大体５年かかるのに対して、総費、最大１億4,000万ぐらいが補助金で入る

とすると、何倍ぐらいの補助金と考えればいいのか、大体こんな目安というのを持って

おられますか。

○事務局 現段階ではそこのところまでは把握しておりません。

○Ｄ委員 はい。わかりましたけれども、これはちょっと重要だと思うんですよね。この

補助金の妥当性というのは、それは、あるから出しますよというふうになっちゃうんで

しょうね。だから、どれぐらい整備をして、それから補助金が幾らあるかという形で、

このスタートに当たっての経費がこれは大分変わってくるわけですよね。それというの

は、事業運営をそれだけやるならばうまくいくんでしょうし、その辺がよくわからなく

て、この補助金が結構大きい金額ですので、どの程度積んだかなと思って気になったん
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ですけれどもね。それがいろんなところで反映して利用料金が変わってくると思うんで

すけれども、それを考えていましてね。だから、どのように建物を建てて、あと、どう

やって運営していくのかというのが気になりますよという意味です。

○事務局 現在、書類を確認しているところなんですけれども、そういったところの確認

までは及んでなく、書類を受け取ったのが12日の夕方で、それで昨日、書類の欠落がな

いかというところまではチェックが進んでおるんですけれども、その事業規模というの

はこれから確認しておきまして、それで、もしよろしかったら、次の運営協議会におい

てその辺のこともご報告させていただきたいと思います。

○会長 今、締め切って、速報値ということでご紹介いただいた、ということの中でとい

うことです。

○Ｄ委員 わかりました。

○会長 よろしいでしょうか。

○Ｄ委員 はい。

○会長 そういった書類はきちんと提示していただいているということです。

では、ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、あと、この先は、先ほどもご説明いただきましたように、地域密着型サー

ビス調査検討会のほうで書類審査をした後、公開のプレゼンテーションですか、という

運びということでございます。

それでは、１番については以上でございます。

続きまして、２番、介護老人保健施設「パークサイドヴィラ」及び定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所「ＳＯＭＰＯケア立川」の現状について、事務局からご説明お

願いいたします。

○事務局 報告事項２、介護老人保険施設「パークサイドヴィラ」及び定期巡回・随時対

応型訪問介護看護事業所「ＳＯＭＰＯケア立川」の現状について報告をさせていただき

ます

お手元に資料２をご用意ください。

まず、介護老人保健施設「パークサイドヴィラ」に関する報告をさせていただきます。

〈法人情報のため非公開〉

次に、裏面の定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所「ＳＯＭＰＯケア立川」の現

状について説明させていただきます。

〈法人情報のため非公開〉
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○会長 ありがとうございました。

第１回の協議会のときに皆様にいろいろご意見いただいたことのその後の経過につい

て報告をいただきました。ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。

〈法人情報のため非公開〉

○会長 Ｂ委員、お願いします。

○Ｂ委員 真逆の発想なんですけれども、老健と言われるところは、私の知る限り、老健

というところは、ある程度の日程以上はいられないというのが決まりですね。有料老人

ホームや特別養護老人ホームと違いますからね。ある程度の医療を、病院から帰ってき

て、自宅には帰れない、そこで医療というところで入れる施設、で間違いないですね。

それに当たり、多分これから、今も現在、そういう方は多くいらっしゃると私は聞い

ておりますが、情報ですと、ずっと入りっ放しといううちの近所の人もおりますし、逆

に、なぜこんなに、お客さんじゃないけれども、入居者様を集めなければ集まらないの

か、もしくは待機している人はいないのか、一事業者だけに集中しているのか、均等に

利用者さんが分かれるような仕組み、例えばケアマネさんがとか、何かそういう仕組み

があるのかないのか。

多分、ここはすごく重要になってくる。今後、地域包括ケアをする中で、ここがワン

クッション。病院はすぐ出します。病院からすぐ出た後、自宅には帰れない。自宅に帰

れないから、こういう老健に入るというところの場所です。ただ、ここにずっといられ

てしまっては、要は次に入ってくる方がいられないという中間な場所なので、そのほか

のそういうところはどのように整備して、なぜこんなに人が入らない入らないって騒い

でいるのかがちょっと私は理解ができないので、教えてください。

○事務局 人を集めなければならない、人というのは、職員のほうでしょうか、それとも

利用者……

○Ｂ委員 利用者です。

○事務局 利用者を集めなければいけないというところですね。

立川市の老健の今の状況ですけれども、３つありまして、待機待ちの方、毎月、数字

はホームページに掲載しているんですけれども、ここのところに、昨年の３月ごろまで

は例えばある老健はずっと空床がある、空きベッドがある状態だったのが、ことしに入

ってずっと若干待ちが５名とか、ちょっと今、手持ちに資料がないのでおおよその人数

になりますけれども、数名、待機待ちになっているとか、あとの施設については、先月

は空きがあったけれども、今月は10数名、待機待ちがいるというような状態であります。
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〈法人情報のため非公開〉

あと、利用者ですけれども、均等に分かれるような仕組みということについては、立

川市としてはホームページに待機者情報を掲載しておりまして、老健に緊急で入りたい

という方がいらっしゃれば、空き施設があれば、そこに連絡すれば入所がしやすくなる

ような仕組みをとっております。

○会長 これは老健の問題なんですけれども、施設のことでＥ委員から何かこのあたりの

ことでご意見等あれば、聞かせていただければと思いますが。立川市の施設の状況など、

もしよろしければ。

○Ｅ委員 私のほうは特養ですので、余り参考になるというふうな……。いずれにしまし

ても、特養は介護度３以上じゃないと入れないということですから、非常に枠が決めら

れています。ということで、確保するのに、満床にするのに、非常に努力している状況

です。一時、１年ぐらい前ですかね、何かの拍子に老健の人に会いました。会いました

ら、そちらのほうも満床にするのは非常に難しいというので、３カ月というルールはあ

るけれども、それを無視した形で今、利用者の方々に入ってもらっている。出られたら、

今度、入ってもらうのが非常に難しいということで、今、そういう形で何とかベッドを

固めているというふうに聞いております。

いずれにしましても、今、利用者を確保するというのは、どこのところでもかなり難

しいんじゃないでしょうか。特養ばかりじゃなくて、それと今、株式会社もかなり大き

くやっていますし、そういったところからしますと、幾ら利用者の方が多いといえども、

待機者というのはそんなにいらっしゃいません。ダブルカウントされているのが非常に

多いわけですから、実際にそのまま待機者がいらっしゃるかどうか、これも非常に難し

い状況です。そして、その辺ははっきりした数字は非常につかみにくい、そんな状況に

あります。

ということで、私どもだけの経験からいきますと、私どもは102床ですけれども、今

現在も96名、７名ということで、けさもちょっと担当者と打ち合わせしましたけれども、

入院が非常に多いんです。今、３以上の方ですから、かなり介護度の高い人が多く入っ

ています。急変して入院するということが非常に多いです。今、７～８名入っておりま

す。入院しています。ということで、その人たちが退院するというのは、まだ今のとこ

ろ１カ月の段階では見込みがつかないという状況です。ということで、満床にするとい

うのは大変難しい状況であると。私どもだけじゃなく、全てそうじゃないかなというふ

うに思われます。

一方、職員についてはこれまた問題でして、非常に幾ら太鼓たたけども笛吹けども、

全く来ません。給料をぐっと上げたりして、いろんな条件をつけましても、なかなか入

ってきません。入って、やれやれと思ったら、１週間後に辞めていくというような人が
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多いです。そういう状況にあります。

○会長 ありがとうございました。老健と限らず、なかなか厳しい状況をお聞かせいただ

きました。

○Ｂ委員 すみません。一般の市民の私として見たら、とてもすごく逆のイメージの話を

今聞かされたんですが。うちの前のお宅も95歳以上の両親を抱えていて、認知症がお父

さんがありますが、いずれは特養に入れたいと。でも、立川市に申し込みをしたと。だ

けれども、今、200人待ちだって聞いてきたって、つい１週間前に私は聞きました。な

ので、一般市民としてみたら、特別養護老人ホームに入りたくても、要は、ぎりぎりま

で家で面倒は見るけれども、どうしても見られなくなったときに備えてということを考

えて動いていても、多分、入れないだろうという概念が私たちの中には多くを反映して

います。これからとても多くそういう方たちがふえてくる中、何かが矛盾を感じていて

仕方がないんですけれども。

先ほども私言いましたが、病気になる確率がこれから高齢になるにつれて多くなり、

自宅にはなかなかすぐには戻れない。そういう場所が老健であることで、それに対して、

３カ月でなきゃいけないということは私は今は言えない状況だと思います。それだけ満

床にしなければ経営は成り立たないわけで、どんな状況であれ、とにかく満床にしてい

く。ただ、あきがあるということは、立川市のホームページで記載していますと言いま

すが、入居者様は一々ホームページを見て、ケアマネに申請して、「ここ、ホームペー

ジであいているから、あなた、ケアマネージャーでやってきて」とは言えないはずなの

で。

その辺の居宅介護事業所がどういう連携をして、どういう開示をして、待ちがあるん

であれば、必ずそこを優先にして入れるという行政指導がない限り、そういう一般企業

のほうは、当然ビジネスのほうは立てていますから、そういうところからがんがんとっ

て、一番かわいそうな思いするのは、ご利用者様、高齢者、もしくはその家族というこ

とがありますので、やはり行政はその辺をただホームページに公開するというだけでは

なくて、連携をとって、居宅と一緒にケアマネージャーが、ほとんどの方は、９割以上

がケアマネージャーついているはずですから、ケアマネージャーが常にその情報をキャ

ッチして、待ちがないように、あきがあるんであれば、待ちがないようにすることがす

ごく重要なことではないかなと思うんですけれども、その辺の仕組みづくりというのは

行政がやるべき仕事ではないかなと私は考えますが、いかがでしょうか。

○会長 今、この議事で私が特養のほうのご意見をいただいちゃったので、大分、議論が

大きくなっていってしまったんですけれども、ひとまずこの老健のパークサイドヴィラ

とそれから定期巡回・随時対応型訪問介護看護のＳＯＭＰＯケア立川、この状況につき

ましては、よろしいでしょうか。

そして、今、Ｂ委員からいただいたご意見も大変重要なことだと思いますので、そう
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いった情報、うまくマッチングができるようなことというのは、また今後とも考えてい

っていただけたらと思います。

〈法人情報のため非公開〉

○会長 では、この件につきましてはよろしいでしょうか。

それでは、続きまして３でございます。居宅介護支援事業所の開設について、事務局

のほうからご説明をお願いいたします。

○事務局 資料３、お手元にご用意ください。

居宅介護支援事業所の開設についてご報告します。

今回開設した事業所の名称は、ケアプランセンター コースト。運営法人・代表者は

株式会社プラストール、代表取締役は須田朋美。事業所所在地は、立川市幸町１丁目26

番地の８ ハイライズヤマキ405号。サービスの種類は、居宅介護支援。開設時期は、

平成30年９月１日です。

○会長 ありがとうございました。

これは、これまで居宅介護支援事業所は東京都の指定だったものが、今年度から市町

村ということでこちらでご報告いただいた件だったと思いますが、ご質問等ございまし

たらお願いいたします。

よろしいでしょうか。特になければ、ご確認いただきたいと思います。

それでは、報告事項の最後でございます。介護予防日常生活支援総合事業において国

が定める単価の見直しについて、事務局のほうからご説明をお願いいたします。

○事務局 資料４をごらんください。

平成30年度介護報酬改定を踏まえた介護予防・日常生活支援総合事業において国が定

める単価の見直しについて、ご報告いたします。

四角にありますように、平成30年度以降の総合事業における国が定める単価について、

平成30年度介護報酬改定の趣旨や内容を踏まえて、一部見直しを行うというふうになっ

ています。ただし、総合事業の基本報酬は、訪問介護・通所介護と異なり、支援内容、

時間、規模等の区分がない月額包括報酬となっていること等により、給付における見直

し内容を反映することがなじまないものについては、従来の単価を維持する、市町村は、

従来どおり国が定める単価を上限として設定するとなっております。

したがいまして、総合事業における訪問型サービスと通所型サービス、立川市におい

ては平成30年、この４月から改定しておりまして、月額包括報酬となっております。そ

この部分の改定は今回ございません。

下にあります主な改定として、加算のところが新設に、国はそこを見直しをしており

ます。主な改定としましては、①の訪問型サービスにつきましては、訪問型サービスの
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生活機能向上連携加算が現行、月で100単位だったものが、改定後、生活機能向上連携

加算Ⅰとして月100単位、Ⅱとして月200単位というのを新設しております。

こちらの加算につきましては、Ⅰというのは、外部介護予防通所リハ事業所等のリハ

ビリテーション専門職等からの助言を受けることができる体制を構築して、助言を受け

た上で個別サービス計画を作成するということになります。リハビリテーションの専門

職等は、介護予防通所リハ等のサービス提供の場合において、またはＩＣＴを活用した

動画等により、利用者等の状態を把握した上、助言することとなります。こういうこと

を定期的に行うことを評価した加算となっております。

Ⅱのほうが、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハビリテーション

専門職や医師が訪問した上で、Ⅰと同じように助言を受けて、計画を作成するというこ

とを評価した加算となります。

②の通所型サービスになります。通所型サービスの生活機能向上連携加算の200単位

というのが新設されております。こちらは、外部の介護予防通所リハ事業所等のリハビ

リテーション専門職や医師が通所型サービス事業所等を訪問して、共同でアセスメント

を行って、個別機能訓練計画等を作成することを評価した加算となっております。栄養

スクリーニング加算というのは、１回５単位というのが新設されておりまして、こちら

は、管理栄養士以外の介護職等でも実施可能な栄養スクリーニングを行いまして、介護

予防ケアマネジメントの実施者等に、栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価

ということになります。具体的には、サービス利用者に対して、利用開始時及び利用中

６カ月ごとに栄養状態についての確認を行いまして、当該利用者の栄養状態に係る情報

を介護予防ケアマネジメントの実施者等に文書で共有をした場合に、算定するというふ

うになっております。

③の共通事項としましては、地域区分について、給付に準じた見直しを行うというふ

うになっておりまして、もう既に立川市の場合は４級地になりまして、訪問型サービス

が10.84、通所型サービスが10.54、介護予防ケアマネジメントが10.84となっておりま

す。施行日につきましては、地域区分については、平成30年４月１日施行で、その他に

つきましては、平成30年10月１日施行となっております。

○会長 ありがとうございました。

いわゆる総合事業ですね。総合事業で国が単価を見直ししたのに伴って、市のほうで

も改正ということでのご報告をいただきました。ご質問等ございましたらお願いいたし

ます。

○Ｂ委員 もう一度ちょっと内容を教えてください。生活機能向上をサービスの提供をす

るのは、ＰＴ・ＯＴですか。が１点。

それと、通所の場合はその連携の加算ということがありますので、ＰＴ・ＯＴがいる

通所介護事業所なのか、それとも指示をいただければいいのか、それと、運動機能向上
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加算というのはどういう内容が加算されるのか、教えてください。

○事務局 リハビリテーションの専門職が助言を行ったことを受けて、訪問介護事業所が、

訪問型サービスをやっている事業所が、その方の訪問介護の計画をつくることを評価す

るというふうになりますので、リハ職がⅠというのは助言をするだけでいいんですけれ

ども、Ⅱのほうは一緒にご自宅に訪問するということになっています。そこに行って何

かやるということではなくて……

○Ｂ委員 資格を教えてください。

○事務局 資格？

○Ｂ委員 リハビリテーション職とはどういう方を対象とするんでしょうか。栄養スクリ

ーニングでは、管理栄養士以外の資格を持たない人間も、今回はオーケーと、加算をす

るということになりましたので、例えばこれが生活機能向上という指導に当たり、Ｐ

Ｔ・ＯＴ、理学療法士、作業療法士がやらなければいけないのか、もしくは、リハビリ

という私の認識は、医療というところとかかわってきますので、スポーツトレーナーと

は違うはずですよね。なので、その辺の資格がどうなのかというのを教えてください。

○事務局 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と医師になります。

○Ｂ委員 あと、２点目の運動機能向上というのは、これはどういう加算ですか。

○事務局 ちょっと今、資料を持ってないので、詳しく解説ができません。申しわけあり

ません。

○Ｂ委員 Ａ委員が詳しいと思うんですけれども、Ａ委員から教えてください。

○会長 では、Ａ委員、お願いします。

○Ａ委員 運動機能向上加算というのは、通所リハでは理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士が、通所介護ではこれに加えて看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ

指圧師、経験のあるはり師ときゅう師が通所事業所において、運動機能を向上すること

を目的に計画を立てて、実際にリハビリテーションや機能訓練を実施した場合に、算定

できるというものになります。

○会長 いないとだめなんですか。

○Ａ委員 いないとだめです。

○会長 よろしいでしょうか。

○Ｂ委員 はい。

○会長 ほかにはいかがでしょうか。

○Ｆ委員 ごくごく単純なあれなんですけれども、生活機能向上と運動機能向上って、こ

れ何が違うんですか。そもそも、やはりマシーン使ってやるリハビリ専門のがあります

よね。そういうのが運動機能向上になるのは何となくわかるんですけれども、じゃ、生

活機能向上って何をやるんですか。

○会長 Ａ委員、お願いします。
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○Ａ委員 まず、運動機能は今おっしゃっていただいたことなのですけれども、基本的に

人間の体の動きのよさというものをよくしていくというのがメーン、体力も含めてにな

ります。生活機能というのは、日常生活の動作ですから、食事ですとか入浴ですとか排

泄、具体的な生活の行為、それを促していくということになります。ですので、まず運

動機能向上で体力をつけていって、筋力をつけていって、その上で生活機能をよくして

いくためのまたお風呂の入浴の仕方ですとか、トイレに具体的に座って下着をおろすと

か上げるとか、そういったところのトレーニングをしたいのですけれども、訪問のリハ

ビリテーションというのも、単価の問題もあってなかなか導入できない場合に、ヘルパ

ーさんにお願いして、そこをお手伝いいただきたいと。

具体的に、ふだん入浴介助していただいたりとか、おトイレの介助というような介助

をしているヘルパーさんに、少しリハビリテーションの視点を持ってかかわっていただ

くことで、より生活機能を上げていくことができるのではないかという視点があります

ので、その場合に我々（リハ職）が直接援助をするのではなくて、そこにふだん入って

いただいているヘルパーさんに、こういう方法でやっていただければ、その方、全部お

世話をするのではなくて、ちょっとご自分の努力で体を洗うとか、髪の毛を乾かすのを

自分の手で、ヘルパーさんがドライヤーを当てて、本人に髪の毛を少しとかしてもらう

とか、そうすると、本人も介護やお世話を受けるではなくて、自分自身のことを自分で

できるようになっていくよねというところを、ヘルパーさんと我々リハのスタッフが一

緒に考えて計画を提示して、実際に行ったときに「生活機能向上連携加算」を算定して

いただくということになります。

運動機能は、先ほど申し上げた筋力、体力を上げていくこと。その先の生活がしやす

くなるというのが、生活機能向上と理解していただけるとよろしいのかなと思います。

○Ｆ委員 どうもありがとうございました。

○会長 とてもよくわかりました。連携というあたりにそれが出ているということですね。

○Ｆ委員 そういう意味で。なるほど。

○会長 介護予防のために、お料理、全部つくっちゃわないで、ご自身につくっていただ

くという、自立支援型のケアプラン。自立支援型のケアプランって一体どんなのかなと

いうのがよく具体的には見えなかったんですが、このあたりにとてもよくあらわれてい

るようです。

ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、委員の皆様にも助けていただきながら、本日の議事は全て終了しましたけ

れども、その他、事務局のほうから連絡事項等ございましたらお願いいたします。

○事務局 それでは、事務局から、次回の運営協議会等の日程につきまして改めてご案内

をさせていただきます。

次回は、地域密着型サービス調査検討会になりまして、12月12日水曜日の午後３時か
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らこちらの302の会議室で開催させていただきます。出席いただくのは、検討会に所属

いただいている委員のみになりますので、よろしくお願いいたします。

なお、こちらの会議の通知につきましては、先日、事務局のほうから発送させていた

だいていると思いますので、そろそろ皆さんのほうについているかなというふうに思い

ます。

それから、運営協議会のほうですが、次回の開催は、少し先になりますが、来年の２

月18日月曜日の午後３時からを予定しております。こちらも１カ月ぐらい前になりまし

たら開催通知を送らせていただきますので、よろしくお願いいたします。

それから、会議の議事録のことにつきまして、ご相談とお願いがございます。

まず、相談をさせていただきたいことは、議事録の配付のことになりますけれども、

これまで議事録を印刷して、次回の協議会ですとか郵送で各委員さんのほうにお渡しを

しておりましたけれども、毎回30ページぐらいになるということで、量が非常に多いと

いうことと、あと、委員の皆様におかれましては、最終的な処分に困るという状況もあ

るのかなというふうに思っております。

事務局としましては、これまでどおり印刷して送ってくださいということであれば、

そのようにさせていただきたいと思いますけれども、もしご了解がいただければ、メー

ルアドレスをご登録いただいている委員さんにつきましては、確認作業が完了した議事

録をメールで送らせていただければなというふうに思っておりますけれども、いかがで

しょうか。ちょっと皆さんのご意見をいただければと思います。

○各委員 賛成です。

○会長 特に反対なければメールで。

○事務局 よろしいですか。

じゃ、メール、ご登録いただいてない委員さんについては、今までどおり印刷をして、

協議会等でお渡しするか、郵送で送らせてもらいたいと思いますので、ご了解いただけ

ればと思います。ありがとうございます。

それから、もう一点、これはお願いなんですけれども、委員の皆さんに毎回議事録の

確認を、一旦業者がつくった後に確認をいただいているんですが、音声が聞き取れない

で、発言内容がつながらない箇所が毎回何カ所か出てきております。事務局も何度も聞

き直したり、あるいは前後の文脈から推測をしたりしまして、内容をつなげるという努

力はしているんですけれども、なかなか文字を埋められないところがございます。そう

いったことで、委員の皆さんにおかれましても、ご自身の発言箇所でもし文字を埋めら

れるようなところがございましたら、赤字で補っていただければと思います。なかなか

ご自身の発言でも、音声を聞かないとちょっと思い出せないということが多いと思うん

ですけれども、可能な範囲でご協力をいただければと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。
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事務局からのお願いは以上になります。

○会長 ありがとうございました。

それでは……

○Ｇ委員 すみません。

地域密着型の会議の会場なんですが、101会議室になっていますけれども。

○事務局 失礼しました。101会議室ですね。１階の入り口、入ってすぐ右側の会議室に

なります。大変失礼いたしました。

○会長 それでは、本日、大変、運営に当たりましてご協力ありがとうございました。

これをもちまして第３回介護保険運営協議会を終了いたします。

大変お疲れさまでございました。

午後４時45分 閉会


