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午後３時00分 開会

○会長 それでは、定刻となりましたので、これより平成30年度第４回立川市介護保険運

営協議会を開催いたします。本日は大変お忙しい中、たくさんの方にお集まりいただき

ましてありがとうございます。

それから、あと本日、報告事項が５件ございますけれども、５番目の平成30年度立川

市地域密着型サービス事業者公募の選定結果について、こちらの議事でございますけれ

ども、まだ事業者への結果通知と公表の前の段階でございますので、こちらの議事につ

きましては、立川市審議会等会議公開規則に基づきまして、この報告部分のみ非公開に

させていただきたいと存じます。よろしいでしょうか。

それでは、ご異議ないということでございますので、非公開といたします。

では、本日の議事に入っていきたいと思いますが、初めに事務局から資料のご確認を

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。

本日は、次第のほかに、次第の配布資料というところに書かせていただきました資料

６点をお手元にお配りしておりますけれども、ご確認いただけますでしょうか。よろし

いでしょうか。

それから、毎回のお願いで恐縮ですけれども、議事録の作成のため、発言をされる委

員につきましては挙手をいただきまして、会長から指名をいただいた後でご発言をいた

だくようお願いしたいと思います。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。

事務局からは以上になります。

○会長 それでは、ご協力よろしくお願いいたします。

初めに、報告事項５点のうちの１でございます。インセンティブ評価指標の概要につ

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 報告事項１点目、インセンティブ評価指標の概要についてご報告いたします。

資料１をごらんください。地域包括ケアシステム強化のための介護保険法の改正を受

けまして、高齢者の自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援するために、保険

者機能強化推進交付金が創設されました。

制度の内容としましては、国が定めた61項目の評価指標に基づいて、各保険者が該当

を評価しまして、各点数に応じて保険者に配分されるというものです。平成30年度は、

国の予算総額が200億円となりまして、うち10％は都道府県、残りが保険者へ配分され

ることになります。地域支援事業、市町村特別給付、保健福祉事業を充実することで、

高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防等に必要な取り組みを進めるための事業に活

用するということとなります。

交付期間につきましては、第７期介護保険事業計画期間の平成30年度から３年間とな
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ります。

評価指標及び本市の30年度の該当状況については、この表のとおりとなります。指標

内容としては、１つ目がＰＤＣＡサイクルの活用。２つ目、自立支援、重度化防止等に

資する施策の推進。この中に小項目がありまして、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について、地域包括支援センターについて、在宅医療・介護連

携について、認知症総合支援について、介護予防・日常生活支援、生活支援体制の整備、

要介護状態の維持・改善の状況という内容となっておりまして、３つ目が、介護保険運

営の安定に資する施策の推進として、介護給付の適正化、介護人材の確保というふうに

なっております。

それぞれ、１のＰＤＣＡサイクルの活用については、指標数が８指標ありまして、そ

の中で配点としては82点、配点があって、立川市は49点という該当になっております。

２の自立支援、重度化防止等に資する施策の推進は、この８項目の中で、指標数として

は46、配点が460点で、立川市は325点となっております。３の介護保険運営の安定化に

資する施策の推進の指標数が７で、配点は70点で、立川市は40点となっております。合

計で、全体の指標数は61指標で、配点が合計点が612点、そのうち立川市の合計は414点

となっております。

平成30年度の交付金の内示額は2,142万4,000円となっておりまして、平成30年12月20

日に通知が来ております。以上の通知は、現段階の状況となっております。

報告は以上です。

○会長 ありがとうございました。保険者機能強化推進交付金ですか、これにかかわるイ

ンセンティブ評価指標の概要等でございました。

ご質問等ございましたらお願いいたします。

○Ａ委員 Ｂ委員にもお話ししたんですが、インセンティブということも私たち市民はわ

かりませんので、インセンティブでこの点数がどういう形で点数をとり、それがどこの

事業所に2,100万も入るのかということを教えてください。

それと、これは国が指標数61、点数が立川市はなぜ414点なのか。612点が満点という

ことですが、そのうちのなぜ立川市は414をとっているのかということとか、できたば

かりのことなので、私たちもよくわかりませんので、もう少し詳しくお願いします。

○会長 では、事務局よりお願いいたします。

○高齢福祉課長 そもそもこの保険者機能を強化する新交付金というのが成立したのが、

ちょうど１年ぐらい前の話なので、なかなか基本的に国から要綱等が示されない中で、

立川市としてもどういう状況かというのがつかめない状況でした。

今、報告にもありましたように、交付金の実際の内示自体はつい２カ月ぐらい前、金

額がようやく示されたということと、それからこの指標についても、報告したのが、11

月ぐらいに国のほうに報告して、国が全部集約して、それで内示が12月という形で、ス
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ケジュール的にはそういう、30年度にもかかわらず、もう30年度も終わりかけのときに

交付されたという、スケジュール的なところはそういうスケジュールになっています。

それから、指標ですけれども、国からこれも全部示された指標ということで、全部で

61の指標があります。中身的には、まだ議会等の報告の前ということもありますので、

少し詳しいところは申し上げられないところもあるんですが、例えばですけれども、一

番最初のところの質問で言うと、地域包括ケア見える化システムを活用して、他の保険

者と比較すると、当該地域の介護保険事業の特徴を把握しているかという質問に対して、

選択項目がア、イ、ウ、エというふうにあって、それぞれアが10点、イが10点、ウが５

点、エが５点ということで、立川はどれに当たるかということでそこの点数をつける。

それが質問項目として、今言ったように61あって、それぞれに点数が配点されていると。

それを全部足し上げて、立川が414点という形になっています。満点だと612点というこ

とでございます。

それを、先ほど説明にあった配分の金額の原資になるお金が190億円になりますので、

それを日本全国の保険者がこれを全部、一律にしてやっておりますので、それで高い順

から交付金を傾斜配分というか、配分していくという形で、その具体的な金額が、先ほ

ど報告にあった2,100万という数字になっています。

この2,100万については、先ほども説明にありました地域支援事業等に使うお金とい

うことで、保険者に交付されるという形になっています。なおかつ、保険者の、それぞ

れ介護保険を運営するときに負担割合があると思いますけれども、例えば１号被保険者

が23％、２号が27％という負担割合があるんですが、この23％、65歳以上の１号被保険

者の負担するところの費用として、2,100万円が国から充当されてくるという形のもの

になります。

○Ａ委員 では、まだ評価のスタートはしていないということでいいですか。

○高齢福祉課長 評価がスタートしているか、していないかということだけで言えば、評

価は、一旦ここで30年度の評価は、立川は終わっているということで認識しています。

○Ａ委員 30年度は終わっているというのは、３月31日が終わるのではなくて、12月末で。

○高齢福祉課長 先ほど言いましたように、国へ報告したのが11月ということですので、

基本的に11月の時点で立川市が振り返り評価をして、それに基づいた交付額が、先ほど

示された金額という認識です。

○Ａ委員 ちょっとこれは私の身近な話で、つい最近のことだったんですが、ケアマネジ

ャーを替えたいと、要支援１の方から相談されました。２回目です。ケアマネジャーが

交代したのは２回目。その方も替えたいということで、要支援なので包括に行きました。

その方と電話をしたんですが、ちょっとうちの包括ではいっぱいですということをどう

も言われたらしく、そのままだったらしいんです。かえたいんですけれども、包括じゃ

ないケアマネだったんですが、入りたいんだけれども、包括に電話をしたら、うちはち
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ょっと人数がいっぱいなのでと話が終わっているというところで、私はお電話をいただ

きました。

なので、ちょっと私、余りにもかわいそうだったので、時間を見つけて一緒に担当の

包括に行きました。ケアマネは替えられるということだし、その要支援１の方が、ケア

マネジャーをかえたいということで包括に相談に行っているにもかかわらず、余りきち

んとしたお答えができていなかったので、ちょっと私、お願いして、きちんと、私がわ

かっている範囲でいい居宅介護事業所があるので、聞いてみてくれということを話をし

て、出せる返事は来たんですが、包括が居宅介護事業所、そのかえたいという居宅介護

事業所に指導をするべきだと思うんですけれども、そういうことの評価もこのインセン

ティブの中に入りますか。

例えば、要支援、要介護でもいいです。高齢者が何か例えばケアマネジャーを替えた

い。替えたいにもかかわらず、余り迅速なことをしなかった。そのことに対して、包括

というのはそういうところもきちんと指導するんだと思うんですが、そういうこともち

ゃんと評価されるべき内容なんでしょうか。

○高齢福祉課長 この指標については、先ほど言いましたように、国から示された指標で

すので、いろいろな状況に対応できる指標になっているかというと、なっていないんで

す。Ａ委員がおっしゃることは非常によくわかるんですけれども、この交付金を使って

何をするかというのは、先ほど言いましたように、介護予防重度化防止に資する事業に

使いなさいよという形になっています。

ですので、この辺は、どこもこれ、少なくとも都内の各市町村は立川市と同じ状況で、

じゃこの交付金を使ってどういう重度化防止、介護予防に取り組むかというような議論

が、実はまだされているところは少ないです。ないといっていいと思っています。立川

も、大変申しわけありませんが、そこはちょっとまだ議論がされていないところです。

今後、これは先ほど言ったように３年間の事業として、30、31、32までこの事業とし

ては交付されるという形ですので、今後、立川市の介護予防重度化防止の取り組みとし

て、この交付金を使ってどういう事業を立ち上げれば、例えばケアマネジメントの中で

有効なケアマネジメントができるかと。そういうところの事業を立ち上げるのか、ある

いはまた別のところの事業を立ち上げるのか。例えばの例で言えば、後から出てくる地

域密着のところを整備するのかとか、ほかにもいろいろあると思うんですよ。指標が幾

つかあるんですけれども、その中のどの指標をとって、じゃ立川はこの指標を改善する

ためにこういう事業をやりましょうというようなところの議論については、まだ、先ほ

ど言ったように、これは交付されたばかりなので、来年度以降、その辺の議論はこの場

でもしていきたいというふうには、事務局としては思っていますので、今、Ａ委員がお

っしゃるようなところも含めて、今後の議論になるのかなというふうには思っています。

○会長 これは平成29年の介護保険法改正でしたでしょうかね。自立支援、重度化防止と
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いうことを事業計画の中に織り込んで、そして国がつくっている見える化システムです

か、それを使いながらいろいろ、Ａ委員もおっしゃっていたように、きちっとデータに

基づく分析をしていって、そして自立支援、重度化防止ということを推進していきまし

ょうみたいなことです。今、事務局のほうからご説明をいただきましたように、たしか

この指標が明らかにされたのも比較的最近のことということで、11月に国のほうにフィ

ードバックしたということです。今年度の予算が先ほど教えていただいた2,000万ちょ

っとですか、立川のほうに、これは評価していただいた金額ということなんだと思うん

です、今年ですね。きちっと施策を推進していく計画力のある自治体にこれだけ相応の

交付金をしていこうというような趣旨のようなんですね。

ですので、Ａ委員がおっしゃったので言えば、立川市として414点で足りなかった200

点ぐらいですね。その辺を今後どうしていこうかとかということが必要なのかなと思い

ます。

それから、あとＡ委員がおっしゃっていた、地域包括支援センターのあたりなんです

が、これもまた地域包括支援センターの評価が今年度から始まっているんですね。です

ので、さっきおっしゃられたような、地域包括支援センターがいろいろな支援をしてい

くときに、ネットワークを使いながら、適切な支援ができているかどうかという、まだ

効果まではどうかというか、外形的な体制づくりですね。それができているかどうかと

いったような評価も始まっているんですね。ですから、どちらかというと、さっきご指

摘いただいたほうは、今のところは、具体的には地域包括支援センター、これまでも何

回か出てきましたが、運営協議会のほうでしっかりモニターされていることかと思いま

す。

ただ、もちろんここは介護保険の運営協議会ということですから、そういった課題に

ついても目配りすることは必要だと思いますので、事務局のほうからも、こんな意見が

この協議会の中で出ていたということをお伝えいただいて進めていただけたらと思いま

す。よろしくお願いいたします。

よろしいでしょうか。Ａ委員、お願いします。

○Ａ委員 一番大事なことは、高齢者の声だと思います。その声を拾うために、国が18年

度改正して、私も勉強しているんですけれども、このようにつくったということなので、

要は国の趣旨として見たら、重度化防止、自立ができるように、今まではなかなかでき

ていなかったケア中心の介護という、介護の勉強も全てケアが中心でしたので、なかな

か自立、それから予防、改善というところに目を向けていなかったのが、この介護の業

界です。

なので、科学的介護というところで、今、今年度、2020年までに国は今、一生懸命何

かデータをそろえているようですが、そういうことなので、この趣旨というのは、要は

きちんと本来であれば61項目、612点をしっかりチェックして、きちんと今現在、30年
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度からしっかりやりなさいよということも言っています。それに対して立川市は414点

で、二千百何万ということ、お金も入っていますが、これを使うというよりも、この中

身をしっかりと、どうやってチェックできるか。どうやってチェックをしていけば、高

齢者の人たちが自立できて、重度化にならないのか。それには当然、ケアマネジャーも

必要ですし、事業所も必要ですし、いろんな業界の中でここをチェックするのが行政で

すよというところで、国は200億円も財政を使っているわけですから、やっぱり大事な

ことは、きちんとチェックをしていかなければ何も変わらないと思います。

介護保険が始まってもう何十年もたっていますけれども、今現在でも既に多くの問題

がある中で、ここでやっとインセンティブができるという状況ということは、その背景

に、今までできなかったから今回入っているわけですから、要はお金をとる手段で点数

をつるのではなくて、やはり指摘されているのであれば、しっかりとチェックする。包

括がどうだとか、例えば一般の、今の私みたいな意見をきちんと聞いて、じゃ包括はど

のようなところをチェックするのか。高齢者の人たちがどうやって、そういう何か悩み

があったらどこに言ったらいいのか、それに対してどうやってチェックするのかという

仕組みをつくらないと、たくさん項目があって大変だとは思いますが、ここの目的は高

齢者です。高齢者の人たちが自分でなるべくできることを増やし、生きる生きがいにつ

なげていく。重度化にならなければ、当然国だって医療保険、介護保険も助かるわけで

すから、やはりこのチェックする報告というのは、国から与えられたとは言っています

けれども、これだけ専門家がいてこうやって会議をしているわけですから、どういうと

ころをチェックすればいいのかとか、そういうのを聞きながら運営していく。だから、

そこに国はお金を払っているんじゃないでしょうか。

会長、そういうことですよね。私が言っていることは間違っていないですよね。お金

をもらいたいからチェックするのではなくて、機能をしっかりやるためにチェック項目

をつくっていますよね、国は。科学的介護も今、検証していて、どういうデータがいい

かってまだ出ていません。2020年に出る予定です。

なので、もう少し、何を目的として、何をやらなければいけないか、逆転をもうそろ

そろしていかないと、今までのあれだと、お金をどうやって使うかというのは、それは

後の話で、では国はなぜ200億円も使うのかということは、中身を変えようということ

ですよ。介護保険の業界の中身を変えろということですよね。安倍首相も、パラダイム

シフトを起こすと言っていますよね。2016年から始まりましたよね。それがきっかけで

すよね。そういうこともきちんとわかった上で論議しないと、ちょっと目的意識がとん

ちんかんになっているような気がしますが。

チェックはするのは当たり前ですし、2016年ぐらいから言われていますので、18年に

なったからって、こうやって、今、本屋に行けばいっぱい売っていますので、しっかり

と中身をちゃんとチェックしないことには、高齢者は自立はできませんし、介護業界の
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人たちも、まだまだケア中心のサービスになっていますので、その辺の意識改革という

のが重要になるんじゃないでしょうか。

○会長 ありがとうございます。

いろいろ課題もある中で、立川市は、私、引き継ぐときに、大変丁寧にこの協議会も

進めていると前任者から聞いていました。それで、恐らく全国の自治体、今、財政基盤

が脆弱で、やりたいと思う施策もなかなか進められないような自治体もあるんだと思う

んですね。そういう中で、全国に向かってこうした形で進めていっているということも、

背景にあるのかなと思っています。

そういう中で、やはり立川市は全国をリードしていくような形で推進していけたらい

いと思います。ですので、この会議でも大変活発にご議論いただいていますので、声を

ぜひ市政に役立てて進めていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、次の議事、よろしいでしょうか。

では、次の議事でございます。平成30年度介護サービス給付費等の計画値と実績・見

込み値についてでございます。事務局のほうから説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、平成30年度の介護サービス給付費等の見込みについてご説明させて

いただきますので、資料２をお手元にお出しください。説明時間が15分ぐらいかかりま

すので、ご容赦いただければと思います。

介護保険法の改正によりまして、介護保険事業計画について進捗管理を行うというこ

とが義務づけられましたけれども、進捗管理をすべき項目の中に、サービス見込み量の

進捗管理という項目があるということと、今、高齢福祉課のほうから説明のありました

インセンティブ交付金の指標の中に、認定者数ですとか給付実績等を定期的にモニタリ

ングしているかという指標がありますので、今回、平成30年度の計画値と実績値、年度

途中ですので、給付費については見込み値という形になりますけれども、この２つの数

値の比較を中心に、状況の報告をさせていただきたいと思います。

それでは、資料の１ページをお開きください。これからの説明は、主に表やグラフの

点線で囲んだところを中心に説明させていただきますので、そちらを注意してごらんい

ただければと思います。

まず、１ページの65歳以上の第１号被保険者数ですけれども、各年度の基準日となり

ます10月１日現在で、平成30年度は４万4,146人となっておりまして、計画値の４万

4,253人との比較では、107人少ない人数になっておりますけれども、おおむね計画どお

りの人数かというふうに、事務局としては考えております。

それから、前期高齢者と後期高齢者を分けてみますと、後期高齢者は、毎年、グラフ

にあるように1,000人前後増えているんですけれども、前期高齢者は減少傾向にありま

して、グラフを見てもおわかりのとおり、今年度、前期高齢者と後期高齢者の人数が逆

転しているという状況です。
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次に、２ページの認定者数ですけれども、９月末日現在の第１号の被保険者の認定者

数ですけれども、30年度は8,319人を見込みましたけれども、実際には8,191人で、計画

より128人少ない結果となっています。さほど大きな乖離ではないと思っておりますけ

れども、29年度の7,928人からは400人弱の増加を見込んでいたわけですけれども、少し

ちょっと多く見込み過ぎたかなという感じがございまして、逆に32年度、33年度は余り

大きな人数増を見込んでおりませんので、来年度は計画値と実績値の乖離が少し縮まる

のかなというふうに考えております。

次に、３ページです。第１号被保険者の要介護状態区分別の認定者数になりますけれ

ども、これについては隣の４ページのグラフをごらんいただければと思います。上のほ

うのグラフは、要介護状態区分別に、上の帯が計画値、下の帯が実績値になっておりま

すけれども、実績値が計画値を下回った人数が比較的多いのが、四角の点線で囲みまし

た要介護１、それから要介護２、要介護５あたりになります。逆に、実績値が計画値を

上回った人数が比較的多いのが、楕円で囲みました要支援１、それから要介護４となっ

ております。

全体的に見ますと、数字はここには記載していないんですけれども、要介護２までの

軽度者については、計画値より実績値が125人少なくなっているんですけれども、要介

護３から５の重度者については、実績値が３人少ないだけという結果になっています。

このため、全体としては、軽度者の占める割合が若干少なくなりまして、重度者の割合

が増しているという状況になっております。

下のグラフは、要介護状態区分別の認定者数が全体の認定者数に占める割合をお示し

しているものですけれども、これを見ますと、要介護３とか４あたりの重度者の割合が

増えているということがわかります。

次に、５ページの認定率ですけれども、平成30年度の基準日、９月末日現在の基準日

における認定率は18.55％ということで、計画値の18.80％を少し下回る状況になってお

ります。全国平均の認定率が18.3％ですので、立川市の認定率はほぼそれに近い数字に

なっております。これを前期高齢者と後期高齢者に分けてみますと、30年度の実績では、

前期高齢者の認定率が5.33％、後期高齢者が31.7％ということで、この数値については、

ここ数年、大きな変化はございません。

次は、給付費について見ていきたいと思います。６ページになります。

給付費については、30年度はまだ年度途中でありますので、先ほど言いましたように

あくまで見込み値ということになりまして、国民健康保険団体連合会、通称国保連とい

うふうに呼んでおりますけれども、国保連が30年の４月から12月までに審査支払いをし

ました９カ月分の実績値をもとに、９カ月の平均額に12を掛けて算出した数値になりま

すので、あらかじめ承知をしておいてください。

そういったことをご理解いただいた上で、６ページの標準給付費からご説明したいと
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思います。

標準給付費は、以前にもご説明しておりますけれども、介護保険の各サービスの給付

費の合計額になります総給付費と、あと高額介護サービス費などのその他給付費を加え

た保険給付費全体の額になります。30年度の計画値は120.4億円でしたけれども、見込

み値は118.8億円ということで、計画比率は98.6％になっております。第６期に比べる

と高い計画比率になっておりまして、100％に非常に近い数値になっておりますので、

数字的には計画どおりというふうに言えるのかもしれませんけれども、事務局としまし

ては、もう少し低い計画比率になるのではというふうに思っておりましたので、実際の

想定よりは高い比率になった、余り余裕がなかったなというふうに思っております。

ただ、残りの３カ月分につきましては、12月、１月、２月にサービスを提供したこと

になりますので、この３カ月は年末年始ですとか、あと２月は28日までになりますので、

これまでの平均額よりは低い額になるというふうに想定しておりますので、結果として

30年度の計画比率が、今の見込み値の98.6％を上回るということはないというふうに考

えております。

第６期については、立川市だけではなくて、計画比率が低かった団体が多かったんで

すけれども、第７期については、他団体においても計画比率が全体的に高いようであり

まして、中には見込み値が100％を超える団体も幾つかあるようです。ただ、この辺の

要因についてはまだ十分な分析ができておりませんので、今後、他市等の状況も確認し

た上で、改めてご報告していきたいと思っております。

次に、７ページの総給付費ですけれども、総給付費は、居宅サービス給付費と地域密

着型サービス給付費、それから施設サービス給付費の３つの費用の合計額になりますけ

れども、費用ごとに見ていきますと、居宅サービス給付費の計画比率は、ほぼ100％と

言える99.5％になっておりまして、あと施設サービス費は100％を少し超える102.2％に

なっています。この２つのサービス費が100％前後の計画比率であるのに対しまして、

地域密着型サービス給付費は87.8％ということで、計画値と実績値には少し乖離がござ

います。そうなっている要因については、この後のサービスごとの給付費の状況のとこ

ろでご説明をしたいと思います。

それから、９ページになりますが、高額介護サービス費などのその他給付費につきま

しては、全体の計画比率が94.4％ということで、おおむね想定に近い数値になっており

ます。総給付費に比べると金額が小さいので、少しの見込み違いで計画比率が100％か

ら大きく上下する可能性がございますけれども、ここにある４つの費用とも、計画比率

が全て90％から100％の間におさまっておりまして、大きな見込み違いはなかったのか

なというふうに考えております。

次の10ページ、11ページでは、サービスごとに給付費の計画値、見込み値を見ていき

たいというふうに思います。
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10ページの居宅サービス給付費と11ページの地域密着型サービス給付費については、

表の中で、介護サービス費と介護予防サービス費に分かれていますけれども、これは要

介護の認定を受けている方の給付費が介護サービス費、要支援の方が介護予防サービス

費というふうになります。

初めに、居宅サービス費の中の介護サービス費についてですけれども、表の中の真ん

中よりちょっと右側の計画比という欄を見ていただきたいんですが、この中で、計画値

と見込み値に大きな乖離があるもの、具体的に言いますと、計画の比率が110％以上に

なっているサービスと、90％以下になっているサービスということになりますが、これ

については、訪問リハビリテーション、それから短期入所生活介護、それから特定施設

入所者生活介護、それから住宅改修、この４つのサービスになります。

訪問リハについては、もともと利用者数が少ないサービスですので、利用者が少し増

減しただけで、計画比率は大きく上下してしまうんですけれども、29年度までは毎月40

人弱の利用者数であったんですけれども、市内の事業者が増えたということではないん

ですけれども、30年の５月あたりから50人を超えているという状況がありまして、その

結果として計画値を大きく上回る136％という比率になっているということです。

それから、短期入所生活介護は、特別養護老人ホーム等のショートステイになります

けれども、計画比率が113.5％になっております。これについては例を挙げて説明しま

すと、29年９月の利用が293件であるのに対しまして、30年９月が328件になっておりま

して、１年で35件ぐらい増えているんですけれども、要介護３以上の重度の方で比較す

ると43件増えているという状況がございまして、先ほど認定者数のところで重度の方の

割合が増しているという説明をしましたけれども、そのところがこういうショートステ

イでも計画値を超えての利用者増につながっていくのかなというふうに考えております。

それから、特定施設入所者生活介護、これは介護つきの有料老人ホーム等のサービス

になりますけれども、これが111.0％になっていますけれども、これは東京都が今年度

に入ってから、市内にあったサービスつき高齢者向け住宅を特定施設に指定したという

こと、これはもちろん事業者のほうから申請があったんですけれども、これを指定した

ことから、想定より増えてしまっているというふうに考えております。

あと、住宅改修については、年度によって非常に波がありまして、想定より多い年、

少ない年があるんですけれども、今年度は少ない年になっているということです。

次に、居宅サービスの介護予防サービス費になりますけれども、予防のほうは介護に

比べて対象者が少ないので、少しの見込み違いで計画比率は大きく上下してしまうんで

すが、特に計画比率が高くなっているのが、介護と同様に訪問リハビリ、それからショ

ートステイ、ショートステイは生活介護も療養介護も両方になりますけれども、それと

あと極端に比率が低いのが訪問入浴介護になります。比率が高くなっている３つのサー

ビスは、要支援者の場合、利用が少ないサービスですので、そもそも１カ月の利用者数
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が数人の単位で見込んでおりますので、二、三人増えただけでもこのような比率になっ

てしまうということで、ご理解をいただければと思います。

それから、比率が0.5％というふうになっている訪問入浴介護ですが、これはもとも

とこのサービスを利用するのは重度の方が多くて、要支援の方の利用というのはほとん

ど想定できなくて、29年度の実績でも月に１人程度だったんですけれども、事務局のほ

うで月の利用者数を４人程度で推計してしまったということと、実際、今年度はほとん

ど利用がないためにこのような比率になってしまいました。次回の計画では、このよう

な推計がないように、十分注意していきたいというふうに思っております。

それから、11ページになりますけれども、地域密着型サービス給付費については、介

護も予防もまとめて説明させていただきますが、今回の計画比率が87.8％ということで、

計画値を10％以上、下回っております。

まず、地域包括ケアシステムの中核となるサービスになります定期巡回・随時対応型

訪問介護看護ですとか、小規模多機能型居宅介護については、第７期に入って利用が伸

びてくるというふうに想定しましたけれども、利用状況は横ばいの状況で、結果として

計画比率がそれぞれ68.1％、77.5％というふうになっております。

それから、地域密着型の通所介護と認知症対応型通所介護につきましては、運営協議

会でもご報告したように、今年度になってからそれぞれ２件の事業者がサービスを廃止

した影響があったと思いますけれども、そういったことで88.5％、82％になってしまっ

ているということです。

それから、12.5％と極端に計画比率が低い夜間対応型訪問介護についてですけれども、

これは国の考えでは、１事業所で300人程度まで利用が想定されるサービスなんですけ

れども、第７期に入って利用が伸びてくるということを想定したんですが、実際には利

用が若干減少しているという状況がございまして、このような比率となってしまってお

ります。これについては、先ほどの訪問入浴介護と同様に、ここはもう少し状況を分析

した上で推計する必要があるというふうに感じております。

最後に、施設サービス費になりますけれども、全体としては計画比率が102.2％とな

っておりまして、計画値を若干超えてしまっています。この中で、介護療養型医療施設

の計画比率が126.6％になっておりますけれども、これは30年度から介護医療院という

介護保険施設が新設されまして、従来の介護療養病床から移行が進むというふうに想定

しましたけれども、30年度においては移行が進んでいないということで、介護療養型医

療施設が126.6％になりまして、逆に介護医療院は０％ということになっています。ち

なみに、２つのサービスを足して計画比率を出しますと、93.2％になります。

施設サービス全体としては、介護老人保健施設が少し想定より利用が多いということ

で、計画値を超えてしまっておりますけれども、この辺の要因についてはまた分析をし

ていきたいというふうに思っております。
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以上が、平成30年度の計画値と実績値、見込み値を比較した上での状況になります。

今回の資料では、サービス量については、サービスごとの給付費だけの比較になってし

まいましたけれども、今後は利用人数ですとか回数、それから１人当たりの給付費等も

確認しまして、いろんな角度から分析を行って状況報告をさせていただきたいというふ

うに考えております。

大変長くなりまして恐縮ですが、報告は以上になります。

○会長 ありがとうございました。

それでは、ご質問等ございましたらお願いいたします。

○Ｃ委員 確認で、計画比率よりも実績が下回っているというところで、恐らく調査は進

んではいないと思うんですけれども、感覚として、利用者がいないから計画より下回っ

ているのか、事業所側の人員が足りなくて、申し込みはあるんだけれども引き受けられ

ない事情があるのかというのが、何となく現場の感覚としては感じているんですね。ケ

アマネジャーとして仕事をしていてもそうですし、通所介護のほうの仕事をしていても、

人がいないから利用者さんを増やせない、そういったところが廃止のほうにつながって

いるのかなと思うんですけれども、今、現状の中での感覚と、もしそういうのが調査が

進んでいなければ、先ほどお話しいただいた今後の分析の中に、そういったアンケート

とかもいただくようなことをお願いできればというふうに思っております。

○事務局 今後の第８期の事業計画に向けてのアンケート調査等も来年度から始めていき

ますけれども、そこの項目には入れられるかどうかわかりませんけれども、また一緒に

そういった調査をして、今、Ｃ委員がおっしゃったように、実際の数値と実態とどうい

う関係性があるのか分析をしていった上で、サービスの整備等を進めていければという

ふうに考えております。

○会長 ほかにはいかがでしょうか。

○Ａ委員 介護予防サービス費の介護予防訪問リハビリテーション206.1％とか、ちょっ

と倍近くなっているんですけれども、この辺はなぜこうなるのか教えてください。

○事務局 訪問リハビリについては、先ほど申し上げましたように、介護のほうでも

136％になっているんですけれども、これが今申し上げたんですが、月々の利用が40人

弱、30人後半の人数だったのが、今年の５月ぐらいから数値を見ましたら50人を超えて

いると。大変申しわけないですが、今、現時点では、どうしてそういうふうに人数が増

えているのか、事業所も特に市内ではですけれども、増えているわけではございません

ので、ちょっとその辺、うちのほうでもまだ研究不足なんですけれども、わかっていな

い状況で、なおかつ予防のほうは、ほかのサービスもそうなんですが、ちょっとした人

数違いでかなり比率が大きく変わってきてしまうものですから、200という、ちょっと

倍ぐらいの見込み違いが出てしまっているんですが、大変申しわけない、明確な理由と

いうのは今のところわかっていなくて、ほかのサービスも含めて、今後、そういったと
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ころは調査、確認をしていきたいというふうに考えております。

○Ｄ委員 今のお話の根底のところをちょっと確認したいんですけれども、10ページの居

宅サービス給付費自体は、立川市民の要介護者もしくは要支援者が使ったサービスのお

金ですよね。ので、恐らくなんですけれども、この訪問リハビリテーションなんですが、

近隣市から訪問リハを提供しますよという事業所が、私が把握しているだけで２件ぐら

い、立川市内にサービスを提供しに来ているので、立川市内の事業所ではないところの

サービス費として、立川からお金が出ちゃっているという認識に、多分なると思うんで

す。

こっちの地域密着のほうとかは、事業所自体が立川市内に限られるので、割とわかり

やすい。市民が市内の事業所を使っているという図式になっていると思うので、訪問リ

ハに関しては、どこどこ病院とか何とかクリニックさんとか、医療機関にくっついてい

るところのサービスになるんですけれども、近隣市とちょっと飛び火した地からサービ

スを提供に、言い方がいいかどうかあれですが、出稼ぎに来ているというか、いうよう

な状況があるので、恐らく増えているのではなかろうかという推測です。

○会長 事務局、いかがですか。

○事務局 そうですね、今、Ｄ委員からご指摘があったとおりのことではないかなという

ふうに、私も推測はしていたんですけれども、ちょっとその辺の確認ができなかったも

ので、申しわけなかったんですが、訪問リハについては、立川市内で言うと、今２事務

所、東京都の指定を受けているという状況で、１カ所の医療機関は、多分、ほとんど今、

サービスを休止しているのかなと思っていますので、市内で言うと１カ所だけというこ

となので、その１カ所だけでそんなに人数が急に増えるということはないので、多分、

今、Ｄ委員がおっしゃったようなことが要因として挙げられるのかなというふうに思っ

ておりますので、ほかのサービスも含めて、そういった市外の業者でのサービス提供と

いうところも、うちのほうは十分分析をしていかなければいけないなというふうに思っ

ております。

○会長 被保険者にどれだけ給付したかという形でなく当たっているということですか。

被保険者は立川市の被保険者になるので。というふうに解釈するということですか。

○事務局 そうですね、はい。給付費というのは、立川市の被保険者が利用した給付費で

すので、それは、今、Ｄ委員がおっしゃったように、地域密着型サービスは市内の事務

所に限られますので、市内の事務所が増えない限りは供給量というのはさほど増えない

と思うんですけれども、ほかのサービスについては、東京都の指定等になりますので、

近隣市のサービスを利用できるということで、その辺も十分、今後の分析の中では頭に

入れていかなければいけないというふうに考えております。

○会長 ほかにはいかがでしょうか。

○Ａ委員 訪問リハビリテーションが要支援で、人数が少ないからかもわかりませんけれ
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ども、どちらにせよ、中身というものはまだまだ評価の対象にはなっていないというこ

とでよろしいですか。例えば、国が科学的介護で、ホームページで見ればわかりやすく

出ておりますが、車椅子だった人が何かのトレーニングをすることで、例えば20メート

ル、30メートル歩けるようになったということを国は目指しておりますけれども、そう

いう内容のことは、立川市とかでは、別に特に求めていない。各事業所に対してまだそ

こまで求めていないという解釈でよろしいですか。求めようともしていない。

○事務局 介護保険のサービスになりますので、立川市がそういう指標を定めて、それに

対して何かお金を払うということは、当然、発生しないと思うんですけれども、サービ

スによってはいろいろ加算項目というのができていて、それを達成することによって加

算されるということがあると思うんですが、訪問リハについては、今のところそういう

ような加算項目がないのかなと思いますので、その辺のところは立川市として何かやる

ということは、特に考えとしては介護保険課のほうでは持っていません。

○会長 よろしいでしょうか。

それでは、また今後とも、これＰＤＣＡサイクルということで連携をして、モニター

していくということですね。それから、冒頭、事務局のほうからも説明いただきました

が、最初のインセンティブの評価ということとも関連してくるということでございまし

たので、またどういった状況になるか、この協議会でも報告をいただけたらと思います。

では、続きまして、資料３でございます。平成31年度における低所得者の第１号保険

料の軽減（予定）について、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局 お配りした縦のＡ４のペラですね。裏表にございますけれども、資料３をごら

んください。そちらのほうに、平成31年度における低所得者の第１号保険料の軽減（予

定）についてということでございます。この（予定）については、私ども立川市におい

ても、市議会にこの実施を前提に条例案ですとか予算案を提出する予定なんですけれど

も、15日に議案提出したんですかね。まだ審議自体が始まっていない状況、あくまで予

定という形で示させていただいておりますので、その辺ご承知おきください。

厚生労働省は、平成31年、今年の10月に実施予定の消費税増税分８％から10％を財源

に、公費を投入して低所得者、これは具体的には所得段階が第１段階から第３段階の方

ということになります。この方の第１号保険料を軽減するための予算や政令整備等を進

めており、立川市でもこの３月の市議会で、実施を前提とした予算案や条例改正案につ

いて審議をお願いする予定ですということになってございます。

具体的には、その下に書いてございますけれども、今、軽減強化前ということで、第

１段階の方については、保険料率と、基準額に対してどれぐらい、何掛けでお願いする

かという部分ですけれども、これが今は、第１段階の方は0.42、第２段階は0.6、第３

段階は0.66という形になっておりまして、具体的には、これを保険料であらわしますと、

第１段階の方が２万9,600円、第２段階の方が４万2,300円、第３段階の方が４万6,500
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円ということになっております。これを平成31年度において、消費税の増税分を財源に

公費を投入することによって、第１段階については保険料率を0.345、第２段階を0.475、

第３段階を0.635という形にいたしまして、具体的には、保険料を第１段階の方は２万

4,300円、第２段階の方は３万3,500円、第３段階の方は４万4,800円に保険料負担を低

くしまして、軽減しようと、そういう案、予定でございます。

第１段階の方については、既に消費税が５％から８％、これ平成26年の４月に実は上

がっているんですけれども、この分の増税分を財源に公費を投入して、平成27年度から

１回目の保険料の負担軽減を実施しております。もともと0.05分だけ下げているんです

が、保険料率が0.47を現在の0.42、保険料額にすると３万3,100円を２万9,600円にして

いくということでございます。

第１段階の方については、これをさらに引き下げ、第２段階、第３段階の方について

は、今回の10％に増税になる部分で初めて低所得者の方の保険料軽減という形で保険料

を引き下げるということでございます。

具体的に、ここで低所得者と称している第１段階から第３段階の方は、下に、どうい

う所得区分の方かと申し上げますと、第１段階の方は生活保護の被保護者の方ですとか、

中国残留邦人の支援給付金の受給者の方、あとは老齢福祉年金受給者の方、これは明治

44年以前に生まれた方で、福祉的に、通常、私どもの受けるような年金ではなくて、福

祉的に給付されている部分ですけれども、この老齢福祉年金の受給者の方。その下に、

世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計額が80

万円以下の方ですね。第２段階の方は、最後のところで、80万円超で120万円以下の方、

第３段階の方は、120万円超の方ということで、第１段階から第３段階の方、この方た

ちは、ご本人様も住民税が非課税で、世帯自体にも住民税課税の方がいない、世帯非課

税、そういう該当の方を、公費を投入して負担を軽減していこうと、そういう案でござ

います。

それで、これは立川市で行うということなんですけれども、当然、その根拠となる政

令等はございまして、裏を見ていただければと思うんですが、厚生労働省は、現在、示

している保険料の軽減強化に係る政令案では、所得段階第１段階及び第２段階について

は0.125を、第３段階については0.025を上限として、条例で軽減幅を定めるということ

で、そういう案を示しております。立川市においては、この上限まで条例において定め

て軽減するということでいく予定でございます。

また、厚生労働省は、まだ政令の考え方としては示されていないんですけれども、基

本的な考え方として、平成31年度に示した軽減幅は、消費税の増税が年度の半分の10月

から実施されるということで、財源が半分しかないということで、この軽減幅にしてい

くと。消費税増税が満年度化する、つまり１年間ずっと10％になる平成32年度、2020年

度ですけれども、においては、軽減幅の上限を、第１段階は0.2、第２段階は0.25、第
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３段階は0.05とする考え方を示しております。

以上、平成31年度において、立川市において行う、まだ議会等では審議が行われてい

ない状況ですけれども、予定としての低所得者の方の第１号保険料の軽減予定として説

明させていただきました。

○会長 ありがとうございました。31年度、低所得者の第１号保険料の軽減ということで、

これから議会にご提案ということでございますが、案をお示しいただきました。

いかがでしょうか。特によろしいですか。このぎりぎり上限まで負担軽減をするとい

う案でございました。

それでは、続きまして資料４でございます。居宅介護支援事業所の廃止について、事

務局からご説明お願いします。

○事務局 資料４、居宅介護支援事業所の廃止についてという資料をご用意ください。

居宅介護支援事業所の廃止。今回、廃止となりました事業所ですけれども、あさぎ居

宅介護支援事業所です。運営法人及び代表者は、特定非営利活動法人福祉センターあさ

ぎ。代表者が田辺満智子様です。事業所の所在地は、立川市羽衣町１－23－６、大野マ

ンション303です。サービスの種類は、居宅介護支援。廃止の年月日は、平成30年12月

31日。廃止の理由ですけれども、スタッフの高齢化のためです。

○会長 ありがとうございました。

ご質問等ございましたらお願いいたします。副会長、お願いします。

○副会長 この事業所は、ケアマネさんの人数と、また高齢者ということは、募集をして

いても来なくてやむを得ずという、そういう意味のことになるんでしょうか。

○会長 事務局、お願いいたします。

○事務局 ここで、ケアプランを立てていたケアマネジャーさんが、年齢70歳を超えたと

いうところで、それで新たに募集をかけるということもせず、ご自身が高齢のために事

業所を閉めたということです。

○会長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。Ｂ委員、お願いします。

○Ｂ委員 すみません、最近、こういった居宅介護事業所廃止のお話が何度か伺っており

ますけれども、ちょっと話が戻りますが、先ほどの資料３の中からもうちょっと見まし

たら、国のほうでは、在宅介護、在宅介護ということで推進しておりましたが、この数

字から見ますと、まだ在宅介護を利用している方は少なくて、主に施設サービスのほう

が給付額としても大きいことがおわかりになると思うんですね。

今回もこのように居宅介護事業所が、ケアマネさんが70歳以上という高齢ということ

で、募集しても来ないのかもしれないし、またケアマネさん、35人以上の方を担当する

体力がないのかもしれませんし、そういったことを考えますと、立川市としても、交付

金も入ることですし、もうちょっと違う方法を考えられてみてはいかがかなと思いまし
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て、在宅介護も必要かと思いますが、もうちょっと施設のほうに重点を置かれるのもよ

ろしいんじゃないかなと思って、ちょっとお話しさせていただきました。

○介護保険課長 今、ご意見頂戴いたしました在宅介護から、施設系への流れですね。そ

れにつきましては、例えばこの４月、特養が錦町二丁目に48床でオープンいたします。

そういった面で、ここで認知症のグループホームにつきましても事業者の選定を行いま

した。そういった意味で、事業計画に従いながら、施設系も当然視野に入れながら考え

ていきたいと考えております。

○会長 よろしいですか。

ほかにはいかがでしょうか。Ａ委員、お願いします。

○Ａ委員 ちょっと今のＢさんの話と矛盾があるんですが、施設いいよということですね。

施設を進めてほしいということですか。施設を増やせということなのかわからないです

けれども、それはとても尊厳を阻害していると私は思っていまして、年をとって、要は

物が言えなくなったときとか、誰かのお世話になるから、世話になる人の都合で施設に

入るとか、そういうことが今までの流れで多くありました。それを重度化防止、自立支

援、国は真逆のことをやろうとして、200億円を投じていろんなことをやっているわけ

なんですね。

なので、人間が人間として、法律で、憲法にも書いてありますので、年をとったから、

家にいられないから施設に入れる。じゃ、施設が今、どういう状況かといったら、介護

職員がいないわけですね。2025年までに35万人は、新聞にも多く出ています。なので、

そういうことをやっぱりわかっていかなければいけませんし、私も昨年６月、自分の97

の祖母を看取りましたけれども、自宅で看取れますし、今のサービスであればそんなに、

やり方はちょっとあれで、私は私のやり方でやりましたから、そんなに介護は大変では

ありませんが、やはりお家にいたいのは全て皆さん同じだと思います。違った施設に入

って、言われるがままに何かをするというのは尊厳に値しないと私は思っていますので、

やはりその辺をきちんと考慮して、私は自宅でなるべくいたいのであればいられるサー

ビスというものを充実し、そこに税金を払うべきだと思っています。

やっぱりお年寄りの多くは、自分が何もできないと、家族の意思に沿って何も言えな

い状況になっていきますので、それは介護の基本法の自立と尊厳の尊厳にはなっていま

せんから、元気な側は頭を使い、知恵を使い、お金を使い、そうじゃない人のケアをす

るというのが介護の基本の法律になっていますので、やはりそれをきちんとわかった上

で、どう私たちが知恵を出し、どうやってお金を使い、どうやってサービスをできてい

くかということが、かなり今後大きく、国がもう動き出しましたので、やっとこさっと

こ。なので、これを私たちも立川市としては、きちんとそれを意向としてやるほうがい

いと、私は思います。

○介護保険課長 今、Ａ委員言われまして、在宅での重要性、それから先ほど言われまし
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た施設系での重要性、どちらにしましても、介護の理念であります人間の尊厳を尊重す

るという、そういったことが重要であると考えております。

国からケアシステムですね。地域包括ケアシステムにつきましても国から示されてお

りますし、まずは施設を、今の特養で待機者がいるのであれば、施設はある程度は必要

かなという、例えば介護職が足りないという問題は確かに聞いておりますし、そういっ

た実態はあると思うんですが、ある程度、先ほども申し上げましたとおり、事業計画に

従いまして、施設系の整備につきましては必要かと考えております。

そういった一方で、人間の尊厳を守る意味でも、在宅での医療と介護の連携を保ちな

がらの介護を進めていくというのも、両方視野に入れながら、両方重要であると私は考

えております。

○会長 よろしいでしょうか。

ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。

それでは、次でございます。次の議事につきましては、冒頭申し上げましたように、

非公開とさせていただきます。よろしいでしょうか。

それでは、平成30年度立川市地域密着型サービス事業者公募の選定結果について、報

告いただきます。

<非公開>

それでは、平成31年度の最後の、議事は以上でございますが、今後の運営協議会の開

催スケジュールについてでございます。お願いいたします。

○事務局 事務局です。

今年度も大変お忙しいところ、運営協議会、それから地域密着型サービス調査検討会

のほうにご出席いただきまして、大変ありがとうございました。

次回は平成31年度の開催ということになりますけれども、お手元に31年度の開催スケ

ジュール案をお配りしております。会長のほうと相談させていただきまして、一旦、こ

のような日程で会場を確保しておりますけれども、今後、変更させていただくことがあ

るかもしれませんので、その際にはあらかじめご了承いただければと思います。

特に、先になりますけれども、32年、2020年２月の第４回の運営協議会につきまして

は、議会の日程と重なる可能性もございますので、その場合には改めて調整させていた

だきます。

なお、次回の31年度第１回の運営協議会につきましては、このスケジュール案にある

とおり、５月15日水曜日の午後３時から、１階の101の会議室で開催させていただきま

す。また１カ月ぐらい前になりましたら通知のほうを送らせていただきますので、よろ

しくお願いしたいと思います。
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事務局からは以上になります。

○会長 それでは、皆様、お忙しいところかと思いますけれども、日程の確保等をよろし

くお願いいたします。

では、本日も大変いろんな角度から、またいつもこの協議会では市民の皆様の立場に

立ってということで、いろいろご意見をいただいておりまして、貴重なご意見

になるのではないかと思っております。事務局におかれましては、協議会で出ました意

見を市政のほうに反映していただきますよう、ぜひよろしくお願いいたします。

では、これをもちまして第４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


