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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、これから平成31年度第１回の介護保険運営協

議会を開催いたします。 

  先ほど、事務局のほうに伺いましたところ、令和元年度という形ではなく、立川市で

は、年度につきましては、平成31年度という形で進めるということでございました。令

和の改元になって第１回、また、平成31年度の第１回の会議となります。お忙しいとこ

ろ、お集まりいただきましてありがとうございます。 

○介護保健課長 続きまして、ここで、新しく保険医療担当部長になりました吉田のほう

からご挨拶をさせていただきます。よろしくお願いします。 

○保健医療担当部長 それでは、改めまして、皆様こんにちは。 

  このたび、４月、人事異動によりまして、保健医療担当部長となりました吉田と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  私、久しぶりに保健医療分野に戻ってまいりましたという感じでして、もともとの出

身は保健師ですので、健康推進課におりましたし、介護保険ですとか保険年金、特定検

診等が始まったときには、それぞれの部署にいたこともございますので、実はこの介護

保険運営協議会も、10年ぶりぐらいに出席させていただくこととなりました。 

  まだまだ、制度も変わりましたし、勉強させていただくことがたくさんあろうかと思

いますけれども、ぜひ全うできるように頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  また、新年度になって、事務局の皆様もかわられたということを伺っておりますので、

あわせてご紹介いただければと思います。 

  それでは、初めに、私のほうから紹介をさせていただきます。 

  会長を務めております菊池でございます。日本社会事業大学のほうで、専門は高齢者

福祉政策を担当しております。 

  前任者から、本協議会は、とても丁寧に審議を進めているということを伺ってきてお

ります。それで、最初の私の印象といいますのが、委員17名のうちの３分の１強が公募

の委員の方、市民の公募委員の方。１号被保険者３名、２号被保険者３名ということ、

ここに立川市が、市民の皆様とともに福祉を進めていこうということが、大変強くあら

われている協議会ということを強く思っております。 

  この任期では、今年度、最終年度となりますけれども、皆様のお力をおかりしまして、

高齢者福祉を推進していけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 ○副会長 それでは、副会長を務めさせていただいております小澤と申します。 

  立川市社会福祉協議会で総合相談支援課長を務めています 

  所管としましては、包括支援センターのほかに、生活困窮者の関係の事業、それから
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権利擁護関係の事業に携わっています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（他委員の方の自己紹介） 

 

○会長 皆様、ありがとうございました。 

  それでは、続きまして、事務局職員の異動等について、ご紹介お願いいたします。 

○介護保険課長 それでは、事務局職員のほうのご紹介をさせていただきます。 

  まず、私、介護保険課長の白井と申します。今年度も、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

  また、介護保険運営協議会につきましては、３年ごとの任期というのがございます。

今年度は任期の３年目ということで、最終年度となってございます。委員の皆様におか

れましても、よろしくお願いいたします。 

  それから、介護保険課につきましては、組織の変更はございませんでした。ただ、人

事異動がございまして、係長が２人かわりましたので、ご紹介させていただきます。 

  介護給付係長に竹内が着任いたしました。よろしくお願いいたします。 

○介護給付係長 お願いいたします。 

○介護保険課長 それから、介護認定係長に小田川が着任いたしました。よろしくお願い

いたします。 

○介護認定係長 お願いいたします。 

○介護保険課長 介護保険課は以上でございます。 

○高齢福祉課長 私、４月１日付で高齢福祉課長を拝命いたしました小平と申します。ど

うぞよろしくお願いいたします。高齢福祉課のほうは、係長の変更はございません。  

高齢者事業係長の久保田です。 

○高齢者事業係長 よろしくお願いします。 

○高齢福祉課長 在宅支援係長の石垣でございます。 

○在宅支援係長 よろしくお願いします。 

○介護予防推進係長 介護予防推進係長の杉山でございます。どうぞよろしくお願いいい

たします。 

○事業者係長 介護保険課事業者係長の高瀬と申します。ことしもよろしくお願いいたし

ます。 

○介護保険料係長 介護保険料係長の村野と申します。ことしも１年、よろしくお願いい

たします。 

○事務局 事務局を引き続き担当しています介護給付係の小林と申します。よろしくお願

いいたします。 

○事務局 同じく事務局の事業者係の堀口と申します。よろしくお願いいたします。 
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○会長 ありがとうございました。 

  本日の議事に入っていきたいと思います。 

  初めに、事務局から資料の説明をお願いいたします。 

○介護給付係長 まず、報告事項の追加についてですが、お手元の次第をご覧いただきま

して、３、報告のところで、（４）地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所

の開設・廃止について、（５）平成31（2019）年度における低所得者の第１号保険料の

軽減について、申しわけございませんが、報告事項の追加とさせていただけるようお願

いいたします。 

  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ている資料ですが、次第のほかに、資料１「平成31年度地域密

着型サービス事業所の公募について」、資料２「立川市の介護保険」、資料４「地域密

着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の開設・廃止について」、資料５「平成31

年度介護保険運営協議会の開催スケジュール」、資料６「平成31（2019）年度における

低所得者の第１号保険料の軽減について」、あと、広報に特集号で、４月25日号「介護

保険のお知らせ」と、冊子の認知症ケアパス「認知症あんしんガイドブック」の以上７

点になりますが、このほか、事前に郵送でお送りした、本日ご持参をお願いいたしまし

た資料３「平成30年度保険者機能強化推進交付金評価指標の該当状況調査結果について」

をご用意いただければと思います。 

  また、足りない資料、お持ちいただいていない資料があれば、お申し出いただければ

と思いますが、大丈夫でしょうか。 

  皆様よろしいでしょうか。 

  それから、毎回お願いしていることですが、議事録作成のため、発言をされる委員は

挙手をお願いしていただきまして、会長から指名をされた後にご発言いただくようお願

いいたします。 

  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、皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

  本日、報告事項が５件ということでございます。 

  初めに、報告事項の１点目になりますが、平成31年度地域密着型サービス事業所の公

募につきまして、事務局から、まずご説明をお願いいたします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  それでは、お手元に資料１「平成31年度地域密着型サービス事業所の公募について」

をご用意ください。 

  まず、第７期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画についてご説明
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いたします。 

  １、第７期介護保険事業計画における地域密着型サービス整備計画ですが、第７期と

は、具体的には平成30年度、31年度、令和２年度の３カ年を指します。先ほど会長のほ

うからご説明いただいたように、立川市では今年度は平成31年度と表記し、翌年度は令

和２年度と表記することとなっております。 

  この第７期、具体的に申し上げますと、平成30年度から令和２年度ですけれども、こ

の間に、認知症対応型共同生活介護１事業所、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多

機能型居宅介護を１から２事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護１事業

所を整備することとなっております。 

  次に、２、平成30年度の公募において整備が決定した地域密着型サービスについてご

説明します。 

  平成30年度の公募において、認知症対応型共同生活介護に小規模多機能型居宅介護を

併設する形で決定いたしました。 

  決定するに当たって、小規模多機能型居宅介護の事業所にトイレを、当初は設置数２

ということで公募がありましたが、これを３にすることで選定しました。 

  内容をもうすこし説明しますと、小規模多機能型居宅介護の事業所ですが、建物３階

に設置する予定でした。これを１階に移すことと、バルコニーに外階段がなかったので

すが、これを設置するということで、事業所のほうから協議の申し出がございました。 

  設計変更のほか、スケジュールや資金に関することについて、変更が伴いますので、

地域密着型調査検討会の臨時会を開催し、審議する予定です。臨時会の日程については、

現在調整中です。 

  次に、３、平成31年度における地域密着型サービスの公募についてご説明します。 

  第７期介護保険事業計画で整備が計画されている地域密着型サービスで、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護の整備がまだ残されておりますので、地域密着型介護

老人福祉施設入所者生活介護の公募を実施したいと思います。 

  この地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、定員が29名以下の特別養護老

人ホームで、既に立川市内に２事業所あります。定員が30名以上の広域型の特別養護老

人ホームとは違って、地域密着型サービスなので、立川の被保険者しか入所できないこ

ととなっております。 

  あと、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護について、第７期にお

いて、１から２事業所を整備することとなっております。平成30年度の公募において、

小規模多機能型居宅介護は、認知症対応型共同生活介護に併設することで、１事業所整

備することが既に決まっております。 

  平成31年度の公募においても、平成30年度の公募と同様に、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護を併設する形で、公募を実施いたしますが、応募してきた
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事業所が小規模多機能型居宅介護もしくは看護小規模多機能型居宅介護を併設しないこ

とを提案してきた場合には、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみの整備と

なることを現在想定しております。 

  次に、４、今後の予定を説明いたします。 

  第２回運営協議会（令和元年８月22日）において、公募の概要及びスケジュールをお

示しします。 

  次に、第１回地域密着型サービス調査検討会が令和元年９月25日に開催される予定で

すが、ここで、公募要綱や選定に係る評価基準等について審議を行います。 

  第２回地域密着型サービス調査検討会（令和元年12月11日）において、応募書類の審

査を行います。 

  第３回地域密着型サービス調査検討会（令和２年１月22日）において、事業者の選定

を行う予定です。 

  最後に、第４回の介護保険運営協議会において、地域密着型サービス調査検討会が選

定した事業所のご報告をさせていただく予定です。 

  説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  地域密着型サービス事業所の公募にかかわるご説明でございました。 

  ご質問ございましたら、お願いいたします。よろしいでしょうか。 

  特になければ、平成31年度につきましては、前回、30年度に進めたような形で、まず

はこの協議会のほうで、概要あるいはスケジュールなどをお示しいただいて、その後、

地域密着型サービス調査検討会のほうでご審議いただくということでございます。 

  また、平成30年度の公募につきましては、変更事項がございましたので、臨時の検討

会を開いていただくということですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、この件につきましては、以上でございます。 

  続きまして、２点目でございます。 

  立川市の介護保険の状況について、事務局のほうから説明をお願いいたします。 

○介護保険課長 それでは、立川市の介護保険の状況についての前半部分を、私のほうか

らご説明いたします。 

  資料２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18万3,923人、そのうち、65歳以上の人口が４万

4,712人で、高齢化率は24.3％でございます。 

  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8,407人、

65歳以上の方は8,207人で、介護認定を受けている65歳以上の方の割合は18.5％でござ

います。 

  続いて、認定件数は、平成30年度7,686件で、前年度の6,326件より1,360件の増とな
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ってございます。 

  また、認定結果につきましては、新規では被該当が27件の増、要介護５が14件の増、

全体として27件の増となっております。 

  更新では、全体として1,336件の増となっております。 

  変更では、全体として３件の減となっております。 

  新規・更新・変更の合計では、更新件数がふえた影響により、全体として1,360件の

増となりました。 

  ２ページをご覧ください。 

  前年度との比較では、65歳以上の方、第１号被保険者数はプラス471人で1.1％の増、

75歳以上の方はプラス982人で4.6％の増となっています。 

  また、要介護・要支援認定者数は、プラス210人で2.6％の増、要介護１の方は21人ふ

えています。 

  次に、本市、東京都、全国の比較をご覧ください。 

  本市の特徴は、要介護・要支援認定を受けている方の介護度別の割合を見ますと、要

支援１が20.5％、要介護１が24.1％と占める割合が高く、要介護２以上の割合は、全国

と比べますと低くなっております。 

  要介護２以上の割合が全国に比べ低くなっている理由として、私どもが考えておりま

すのは、１つ目として、本市が早くから取り組んでいる介護予防に力を入れていること

による効果が出ていること、２つ目として、医療機関の利用時や退院時に、医療機関か

ら介護保険の申請を勧められるなど、重度化する前段階から申請される方が多いことだ

と考えております。要介護１が24.1％と高い理由といたしましては、平成31年１月末現

在で市内認知症患者数が4,630人いること、及び認知症の患者数は毎年ふえ続けている

ことなどが、要介護１が高い割合を維持している一つの原因と推測しております。 

  それでは、３ページをご覧ください。 

  介護保険サービス受給者数の平成30年11月利用分でございます。 

  続けて、４ページをご覧ください。 

  介護保険サービス別受給者数の平成30年11月利用分でございます。 

  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は、訪問看護がプ

ラス52人、居宅療養管理指導がプラス156人、福祉用具の貸与がプラス119人などとなっ

てございます。 

  それでは、５ページをご覧ください。 

  介護保険サービス受給者数の推移をグラフでお示ししてございます。 

  続きまして、６ページをご覧ください。 

  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30年10月１日現

在では255人となってございます。前年は260人でございましたので、５人減少いたしま
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したが、122人の方が在宅で待機している状況でございます。 

  私からのご説明は以上でございます。 

  続きまして、高齢福祉課長のほうからご説明いたします。 

○高齢福祉課長 後半部分は、高齢福祉課からご報告申し上げます。 

  ７ページ目をご覧ください。 

  ７ページ目から10ページ目までは、平成28年４月より開始いたしました介護予防日常

生活支援総合事業について、27年度から30年度までを比較した状況を記載したものでご

ざいます。 

  平成27年から介護保険法の改正がございまして、高齢者が要介護状態にならないよう

に総合的に支援する介護予防日常生活支援総合事業が創設されました。平成29年４月か

らは、全国の自治体でサービスが開始されております。 

  立川市では、平成28年４月より、要支援１・２及び介護予防アンケートでサービスが

必要とされた方に対する総合事業による訪問型サービスと通所型サービスが始まりまし

た。65歳以上の高齢者が希望すれば、すぐに介護予防アンケートを受けられ、該当者を

選定し、早期に訪問型・通所型サービスを提供することができるようになりました。 

  下の対象者をご覧いただきますと、要支援１、要支援２、それからチェックリストの

対象者の数がわかりますけれども、棒グラフでわかりますように、チェックリストの方

が人数的には少なくて、ちょっと棒グラフにもならないというような数でございます。 

  また、この総合事業の創設において、生活支援サポーターによる家事支援が導入され

て、提供主体がふえたことが特徴でございます。 

  ８ページ目をご覧ください。 

  訪問型サービスの27年度から30年度までの比較になります。 

  訪問介護利用者数、４月から12月までの集計を年度ごとに比較したものでございます。 

  棒グラフのところは、今までの既存の給付事業のほうでの数、28年度からは総合事業

が一部入りましたので、給付と総合事業と両方合わせて、この数になっております。29

年、30年は、総合事業のみとなっております。 

  利用者数は、横ばいというような、多少微減というような形で見られるかと思います

けれども、訪問介護事業費のほうにつきましては、28年度に下がりまして、29年度に一

旦落ち込みまして、30年度から少しふえているというようなことが、棒グラフから読み

取れるかと思います。 

  この事業が創設されましたときには、単価が下がりまして、利用者数の増減と比較い

たしまして事業費が下がりましたが、平成30年度は加算などが、単価の見直しや加算等

がつくようになったことによりまして、事業費が伸びております。 

  次の９ページをご覧ください。 

  こちらは、通所型サービスの比較になります。 
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  通所型、通所介護の利用者数につきましては、少しずつ伸びておるところですが、事

業費につきましては、訪問型と同様に、一度事業費は落ちましたが、30年度からふえて

いるということが棒グラフから読み取れます。 

  10ページ目をご覧ください。 

  こちらが、前のページの１の（１）の平成30年度の対象者の利用者の内訳の人数にな

ります。 

  円グラフからわかるように、要支援１の方が多く、チェックリストの方が少ないとい

うことになっております。 

  ページをめくっていただきまして、11ページからは、事業者数及び生活支援サポータ

ー研修の状況等を載せております。 

  ２の総合事業につきましては、市内・市外の事業者数を示したものになります。これ

は、31年４月１日時点での数になります。 

  ３の生活支援サポーター研修につきましてですが、平成30年度の実施状況といたしま

しては、２回研修を行いまして、37人の方の申し込みをいただきまして、研修を終えて、

37人に登録をいただいております。 

  今年度につきましては、第１回目を７月に予定しております。 

  ４の地域体操クラブ（一般介護予防事業）に入ります。 

  65歳以上の全市民が対象の約３カ月間、全12回の体操教室になります。 

  教室終了後は、参加者が自主グループとして、たちかわ健康体操とラジオ体操第一と

をあわせた健康体操応援プログラムを継続して実施していくことを目指しております。 

  参加者募集は、会場と期日を設定して、広報などで行っております。 

  体操教室は各事業所が行い、講師は参加者に体操を教えるとともに、グループが自主

化して体操を継続していけるように導いております。 

  平成30年度は、９月から12月に５カ所で５クラス45人、後期の11月から３月では、同

じように５カ所、５クラス45人で行いました。 

  31年度につきましては、現在、実施に向けて準備中でございます。シルバーピアなど

を含めまして、多様な場所での活用を考えております。 

  12ページです。 

  ５番、健康体操応援リーダー等派遣事業（一般介護予防事業）の施策になります。 

  健康体操応援プログラムを地域に普及させるため、市民ボランティアによる健康体操

応援リーダーをグループに７回派遣し、自主的に健康体操に取り組むようにするもので

ございます。 

  初回と３カ月ごとに保健師が訪問して、体力測定などを実施しております。 

  事業利用中は、たちかわ健康体操の図解をお渡しし、ＣＤまたはＤＶＤを貸与してお

ります。 
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  平成30年度の実施状況でございますが、派遣団体数は６カ所、回数は30回、派遣場所

は自治会集会室、マンション内のトレーニングルーム、有料老人ホーム内の食堂、公共

施設などで行っております。 

  派遣回数につきましては、リーダーの派遣回数につきましては、平成30年から５回を

７回にふやしまして、年度をまたいで実施していることもありまして、30という形にな

っております。 

  平成31年度の実施予定は、６団体に対しまして、38回を予定しております。 

  広報の特集号や出前講座、健康体操応援リーダーによるＰＲ活動、生活支援コーディ

ネーターによるＰＲ活動などによって、周知活動をしてまいりたいと思っております。 

  最後、６、健康体操応援プログラム普及事業、今年度から、地域づくりによる介護予

防を推進するため、健康体操応援プログラムを広く知ってもらい、介護予防を住民主体

で取り組む大切さを理解してもらうことや、自分に合った介護予防方法を見つけるきっ

かけとなること、今まで社会とつながりが希薄だった方が社会とつながるきっかけとな

ることを目的といたしまして、今年度から２年間、社会福祉協議会のほうに委託して実

施をすることとなっております。 

  説明は以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

  立川市の介護保険の状況についてということで、保険給付にかかわるもの、それから、

総合事業にかかわるものについて状況をご説明いただきました。 

  ご意見、ご質問等ございましたら、お伺いいたします。 

○Ａ委員 まず１点目ですが、２ページ目の第２、要介護認定者数ですが、要介護２から

要介護５が低いというところで、立川市は東京都に比べてという報告がありましたが、

ちょっと教えてください。住所、要は特別養護老人ホームに入る場合は、住所の変更が

多分あると思いますが、立川市は、例えば青梅市と比べて、特養の数が全然違うと思い

ます。例えば在宅で、もしくは立川市に住所があって、この人数が減っているというこ

とであれば、正しい評価だと思いますが、これが、重度化して施設に入りました、青梅

のほうに移動しましたとなった場合に、当然、立川市はそういう場所がないですから、

こういう低い評価が出るのではないかということを私は考えます。 

  それと、２点目、11ページの介護予防のほうですが、前年度と比べて、いろんな試行

錯誤をしていただいているのはよくわかっているのですが、30年度と31年度と人数が、

地域体操クラブ、45名だと思いますが、31年度は大体どれぐらいの人数で、また、同じ

ような方が重複してやっているのかどうか。 

  それから、その次の12ページもそうだと思いますが、派遣の運動というところ、健康

体操応援リーダーのほうもそうですが、同じ場所で同じような方を繰り返しているとい

うのは、申しわけないですけれども、税金でやることなのかなと、率直に感じました。 
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  例えば、同じ施設に新しい人たちがどんどん入ってくるのであれば、同じ人が重複し

て構わないのですが、例えば30年40名で、ずっと毎年同じことをやるということは、同

じ人に対して、同じサービスをただやっているだけというふうに、私、市民は思ってし

まいますので、その辺の説明を２点、よろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、最初のほうから、お願いいたします。 

○介護保険課長 まず、１つ目にお答えいたします。 

  立川市民の方が青梅の特養に入所される方、実際いらっしゃると思います。その場合、

介護保険法におきましては、住所地特例というのがございます。ですから、青梅の特養

に入っても、住所地は立川市のままでございます。 

  例えば、要介護５の方が青梅に入っても、立川市の住民のまま特養に入っている状況

でございますので、その方は立川市の要介護５に含まれています。 

  それで、東京都や全国と比較して、東京都では、例えば、要介護１はいいのですが、

要介護２だと、東京都のほうが高かったりしているものですから、全国と比べますと、

全部立川市のほうが低くなっているということで、全国の特養に立川市民の方、例えば

東北や北海道など遠いところにご家族がいる場合、そっちの特養に入られる方も実際い

らっしゃいます。でも、住所地特例というのがございますので、住所は移っても、特養

の中での扱いは、あくまでも立川市民として扱われますので、サービスを受けた場合に、

その給付費というのは立川市が払います。 

  それは、あくまでも、青梅とか地方の都道府県が払うわけじゃなくて、立川市民とし

て地方の特養に入りますので、給付費は立川市が保険者でございます。 

  一応、そこはよろしいでしょうか。 

○Ａ委員 はい。 

○高齢福祉課長 ２つ目の質問、地域体操クラブの件でございますが、こちらの体操クラ

ブにつきましては、初めて参加する65歳以上の方を対象としておりまして、３カ月で１

回終わりますと、２回目は同じものは受けられないという形になっております。３カ月

終わりまして、自主化していく、自主化して、ご自分たちで、３カ月終えた後も継続し

てやっていただけるようなことを目指しております。 

  自主化して、うまく続いているところもあれば、もしかしたら終わってしまったとこ

ろもあるのかもしれませんが、12ページの５のところで、健康体操応援リーダーという

のを派遣して、継続してやっていただけるような仕組みづくりはさせていただいており

ます。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 通所サービスの学会の代表としまして、９ページの印象でございます。 

  平成27年、総合事業が始まりまして、かなり通所事業のほうは、訪問介護もそうなの
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ですが、その事業について、大変厳しい中での運営をしております。 

  この３年間で見てみますと、利用者数は2,079人ふえて、延べでふえていますけれど

も、費用のほうは4,500万安くなっているということなので、利用者１人当たり単純計

算で22,000円ぐらい費用は浮いているということで、かなり我々、継続し頑張ってお

りますけれども、通所事業所の中では、やはりかなり厳しいということは、ご認識い

ただきたいというところが１点でございます。 

  もう１点、11ページです。 

  こちらは質問ですが、総合事業の中の地域体操クラブ（一般介護予防事業）になりま

すけれども、こちら、さまざまな取り組みをされていらっしゃる方もいますが、現状、

先ほど、もしかすると報告ですとか、先ほどの質問の回答にあったのかもしれません

が、住民主体の通いの場の数、具体的に今、何カ所になっているのかというのが、も

しわかるのであれば、教えていただきたいと思います。 

○会長 お願いいたします。 

○高齢福祉課長 １つ目の通所事業については、なかなか厳しいというようなご意見があ

ったと思います。 

  ２つ目の住民主体の通いの場の数ですが、申しわけございません、この場に持ち合わ

せておりません。 

○介護予防推進係長 はっきりした数は、記憶なく、申しわけありません。今、市として、

住民主体の体操をしている通いの場、自主化している、週１回行っている団体としては、

多分10グループぐらいがあるというふうに把握しております。 

  以上です。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 はい、ありがとうございます。 

  今お話がありました住民主体の通いの場というのが、例えば町田市なんか、かなり数

ふやして行っております。立川市も健康体操というものがございますので、ぜひ普及し

ていただいて、我々専門職が、もちろんかかわっていくことも大事ですけれども、市民

の方が自主的に体操に取り組むような、そういった運動のほうをされていただければな

というふうに思っております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

○Ｃ委員 ２ページの保険者数の割合、あと要介護認定者数の割合が、先ほどの説明では、

立川市は介護予防に早くから取り組んでいた、重度化する前にいろいろ手を打っていま

すという話がありましたが、そのおかげで、東京都、全国よりも、いい割合だというふ

うに理解できるのですが、他の地域、二十幾つありますけれども、多摩地域で見た場合、

認定者数の割合は、ほかの地区と比べて、やっぱり立川は多いのか、少ないのか、それ
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とも、ほぼ同じなのかということ。 

  それと、これは先ほど出ました、要介護の認定が重度のほうが少ないといった根拠で

もありますね。何かわかれば教えてください。 

○会長 お願いいたします。 

○介護保険課長 まず、１つ目ですが、これ、お答えになっているかどうか、わからない

のですが、23区と26市を比較してみますと、23区というのは、圧倒的に平均年齢が若く

て、しかも、要支援が圧倒的に多いのです。26市は特に、立川から、青梅線とかござい

ますけれども、立川から西エリアになるほど高齢化率が上がります。ということで見ま

すと、26市の中で、立川市は比較的、要介護度が軽いというか低いほうだと。26市全体

でいいますと、どちらかというと、平均よりは下だと認識しております。 

  それから、２つ目の要介護度が、すみません、もう一度ご質問よろしいでしょうか。 

○Ｃ委員 それは、先ほど質問が、回答がありました、要介護１の割合が高くて、要介護

２から５が少ないということだったので、そこはどうなったということですね。 

○介護保険課長 それがどのように…… 

○Ｃ委員 それも、ほかの市と比べて。 

○介護保険課長 実際に、26市の中では比較はしていないのですが、立川市というのが元

来、介護保険が始まるころから、全国の中で、介護予防については先進市というふうに

私は認識していまして、全国の中で先進市であり、都内でも介護予防については、早く

から取り組んでいるというふうに認識していますので、26市の中でも平均よりは低いほ

うだと。 

  要介護につきましても、例えば、重度の方は他市に比べ、例えば立川から西エリアに

比べると、少ないというふうに認識しております。 

○Ｃ委員 今、大変いいことをお聞きしました。先進市であるということですよね。これ

は、立川市として、大きくアピールできる点ですね。 

○介護保険課長 Ｂ委員が、そういうことは詳しいです。 

○会長 それでは、お願いいたします。 

○Ｂ委員 ご指名ですので。 

  介護保険が始まる前から、比較的病院が多かったというのもありまして、リハビリス

タッフが非常に多かったというのが立川市の特徴です。ですので、退院後の患者さんの

サポートもそうですけれども、病気になる前の健康づくりのほうにも積極的にかかわっ

てきたという歴史がございます。 

  そんなところから、実は市の中でも、格差は若干ありますが、特に若葉町は、かなり

介護予防の取り組み、活発にしておりまして、他のまちに比べると、非常に認定率も低

いとか、そういったところがあります。 

  その特徴として、やはりそこに中核となる施設があって、地域活動も活発にやってい
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たというところもございます。 

  逆に、なかなかそういった施設等がない地域に関しては、低いというのがありますの

で、やはりそういった活動が活発なところほど、要介護認定のほうに効果はあったの

かなというふうに思います。 

  先ほど申し上げたのは、専門職がかかわって、そして一定の効果があるということは

わかるのですが、今後、専門職のほうは、なかなか若い方が専門職になることが減っ

てきています。そうなりますと、専門職がかかわって介護予防に取り組むということ

もありますけれども、やはり当事者自身が体操とかをしていただくような、そういっ

たところもあわせてやっていかないと、今、かなり先進的にやっていたとしても、今

後なかなか、地域まで手が回らなくなってきたときに、認定率が上がっていく可能性

はあります。そこも含めて考えていかなければというふうに思っております。 

○Ｃ委員 ありがとうございます。 

○会長 よろしいでしょうか。 

  Ｃ委員の関心として、立川市周辺と比べてどうかというようなことだったかと思いま

す。それは今、自立支援・重度化防止ということで、国のほうからのたくさん指導が

あって、周辺とも比較してはどうかみたいなこともあるので、今後は資料としても、

お出しいただけるようになってくるのではないかと思っています。よろしくお願いい

たします。 

○Ｄ委員 ８ページから９ページですが、訪問型も通所型も、29年度と30年度を比較しま

すと、人数のほうは大して差がないのに、事業費のほうは両方とも、29年が極端に落

ちていますが、これは何か理由があるのですか。制度が変わった、行き届かなかった

のかとは考えているのですが、この理由をお願いします。 

  それから、もう１点、６ページの待機者数は、去年より減って、少し改善したという

話、説明にあったと思いますが、まだこれだけいるということで。ちょっと時代が前に

戻りますけれども、新規、新しく増設するというお話がありました。難しいかもしれま

せんけれども、それによって、これが大分、また下がると、どのぐらい下がるとお考え

でしょうか。 

  それから、先ほどの他市との比較ですが、これは、やっぱり高齢者の比率によって違

うもので、しかもこの数字、それほど大きな差がないので、たまたまというか、そんな

に、施策がどうだったからよかったとかいうふうな判断をできるような差でもないよう

な気がしますので、ここは、たまたまこういう数字が出たということじゃないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  以上です。 

○会長 高齢福祉課長。 

○高齢福祉課長 １点目のご質問でございますが、平成28年に総合事業が導入されました
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ときに、報酬単価が下がりまして、その影響で事業費が減っております。30年度からは

報酬単価の見直しがございまして、国の上限まで報酬単価を上げまして、各種加算など

も再度決定されたことによりまして、事業費の単価が上がったことによりまして、伸び

ているということでございます。 

○介護保険課長  まず、特養のほうでございます。 

  特養につきましては、昨年の11月１日現在、立川市の方で特養に申し込まれている方

が255人と、前年は260人ということで、５人減ったというお話を申し上げましたが、こ

こで、この４月１日、錦町に48床の特養がープンしました。また、先ほど事業者係長の

ほうからもお話ありましたけれども、今年度また、小規模の29人以下の特養も公募する

予定ということでございます。 

  何人ぐらい減るかと言われますと、大体、特養によって違うのですが、施設の６割か

ら８割ぐらいが市民になります。特に４月１日にオープンした特養は、広域型でござい

ますので、市外の方も中にはいらっしゃいますが、48人のうち、大体30人前後の方が市

民ですので、それぐらいは、255からは減るはずなのですが、また新たに新規の方が出

ますと、急にはまた減ること、またはその部分、新規の方の部分はふえてしまいますの

で、急には減らないところが、事情がございます。 

  それから、先ほど、認定の人数がたまたまじゃないかというお話では、そう言われて

しまうと、たまたまということは、なかなか申し上げられないのですが、特に要支援

１・２につきましては、やはり全国と比べて、要支援１が立川市は20.5％、全国だと

14％ということで、軽い方については、やはり介護予防の成果が出ているのではないか

と言わせていただけたらと思います。 

○会長 これからそういったことも、エビデンスをもって評価していこうということなの

で、これから解明していっていただけるのかと思っております。 

○介護保険課長 今、会長がおっしゃったとおり、この後、保険者機能強化推進交付金の

お話もございますが、あの項目の中でももちろん出てきますので、そういったところで

見えてくると思います。以上です。 

○会長 Ａ委員、お願いします。 

○Ａ委員 今の質問で、後から出てくれば、そのときで結構ですが、今までの体制ですと、

当然、要支援・要介護等、通所に通った場合では、身体能力が上がった場合、要介護度

が軽くなった、もしくは認定から外れたとなった場合に、通所の事業所というのは、収

入がなくなるわけですよね。 

  そういう仕組みの中で、どうやって介護予防として成績が上がるのかというところが、

とても矛盾を感じております。インセンティブが出て、それが多分、後で説明がある

のかもわかりませんが、一生懸命やればやっただけ、ご利用者様とか高齢者の方は元

気になりますが、事業所がそれこそ、どんどん報酬がなくなっていくという制度の中
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で、どうやって本当に高齢者が元気に、介護が要らない世界になっていくのかという

のは、当然立川市ではなく、国が考えなければいけなくて、考えてはいますので、法

令も出ましたので、その辺をどう立川がやっていくのかというところを考えていかな

いと、今後、これから認定者数がどんどんふえていく中で、どうやって負担が減って

いくのか。 

  また、事業所が潰れずに、どういう形で運営をしながら、お年寄りが元気になってい

くのかというところを、力を、ここはある意味、イノベーションというか、改革なの

で、そこがしっかりと打ち出されない限り、事業所が囲い込み、高齢者はそこに行く

しかないというところが、今までの現状ですから、これはどうなっていくのかという

ところが、今でもいいですし、後ほど説明があれば、そのときで結構ですが、教えて

ください。 

○会長 お願いします。 

○介護保険課長 なかなかハイレベルな質問でございまして、中身が、確かに後ほどの保

険者機能強化推進交付金にも絡みますので、そこでまた触れさせていただけたらと思

います。 

○会長 それでは…… 

○Ｂ委員 すみません、１点だけ。 

○会長 Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 先ほどのＤ委員のご質問にお答えする形になりますが、Ａ委員の質問にも合う

かと思います。通所事業所では、要介護度が改善した場合には、今、ボーナスといい

ますか、そういった加算がつくのです。 

  立川市は近隣他市に比べて、その加算をいただいている通所事業所が圧倒的に多いと

いうのがございます。これは明らかなエビデンスで、やはり立川市の介護予防の通所

事業所は、他市に比べると、しっかり介護予防しているという結果です。そこはここ

何年も、他市に比べると立川市内は多いという傾向がありますので、その点に関して

は、自信を持ってよいかなというふうに思っております。 

○会長 ご専門のお立場から、ありがとうございました。 

  ほかには、よろしいでしょうか。 

  それでは……Ｅ委員、お願いいたします。 

○Ｅ委員 話が戻ってしまって申しわけないのですが、先ほどの介護予防のところですが、

立川市も、立川の駅を挟んで南と北にジムがありまして、そこに元気な高齢者がたく

さん通って、本当に体を鍛えていらっしゃいます。 

  そういったことや、あとテニスコートも、最近は本当に、男性の方の利用がとても高

くて、自分たちで積極的に、アクティブに活動していらっしゃる方がふえてきました。

そういう施設に恵まれているところも、立川の、重度化にならない、いいところなの
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かなというふうに私も感じています。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、次の議事に移りたいと思います。３点目でございます。 

  平成30年度保険者機能強化推進交付金評価指標の該当状況調査結果につきまして、事

務局からご説明をお願いいたします。 

○介護予防推進係 高齢福祉課介護予防推進係長です。 

  資料３をご覧ください。平成30年度保険者機能強化推進交付金評価指標の該当状況調

査結果についてご報告いたします。 

  前回、30年度、２月28日に開催した平成30年度第４回の介護保険運営協議会において、

インセンティブ評価、評価指標の概要についてということでご報告いたしました。今回、

同じ交付金のことですが、30年度、３月中に交付金が確定しまして、３月中に交付を受

けましたので、改めて評価指標の該当状況調査結果についてご報告をさせていただきま

す。 

  資料に沿ってご説明します。 

  １の目的、保険者機能評強化推進交付金は、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

するために交付されるものであります。 

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

施して、各点数に応じて都道府県と保険者に交付されるというものです。 

  交付金は、国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合とは別に、介護保

険特別会計に充当して、地域支援事業、市町村特別給付、保健福祉事業を充実して、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に活用すると

されております。 

  今申し上げた国、都道府県、市町村及び第２号保険料の法定負担割合とは別にという

ことで、特別会計に充当するという意味は、第１号保険料に充当するという意味になり

ます。 

  交付期間としては、第７期介護保険事業計画期間の平成30年度からの３年間となって

おります。ですので、平成30年度、今年度の平成31年度、令和２年度ということになり

ます。 

  評価指標及び本市の評価内容、30年度の分としては、前回もこの表はお示ししました

が、評価指標の内容としては、大きく３項目ありまして、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、そこの中に８指標あって、配点82になりま

す。 

  大きなものでは、２番目として、自立支援、重度化防止等に資する施策の推進という

ことで、その中に小項目として８つありまして、地域密着型サービスについて、介護支
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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・日常生活支援について、生活

支援体制の整備について、最後に要介護状態の維持・改善の状況等についてということ

で、この中で46指標あって、配点は460点となっています。 

  ３つ目が、介護保険運営の安定化に資する施策の推進ということで、小項目が２つあ

りまして、介護給付の適正化、介護人材の確保ということで、指標としては７指標で、

70点となっております。 

  立川市の状況につきましては、前回は表をお示ししていなかったのですが、事前にお

送りしています資料、２ページめくっていただいて、報告様式（修正版）というので、

平成30年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）に係る評価指標の該当状況調査、平

成30年10月１日というのをご覧ください。６ページあるものです。 

  項目がいっぱいあって、文字が小さくなって、大変見づらくて申しわけありませんが、

これ、先ほど言った項目に分かれておりまして、１／６ページには、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ということで、その中身が⑧とい

う、８項目、８指標あります。 

  ２ページ以降に、２の自立支援・重度化防止等に資する施策という形で、それぞれの

（１）の地域密着型で４項目という形で、それらの指標がありまして、立川市の状況を、

こうだということで評価をしていって、点数を出すという形になっています。 

  具体的に、１／６ページのところの一番上の部分を読みますと、①として、「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等、当該地域の介護保険

事業の特徴を把握しているか。」ということで、その中でアからエまでの項目があって、

アが「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等、当該

地域の介護保険事業の特徴を把握している。その上で、ＨＰによる周知等の住民や関係

者と共通理解を持つ取組を行っている。」という指標になりまして、回答欄に×と書

いてありますけれども、これは立川市としては、そのことは取り組んでおりませんとい

うことで、×になります。×ですので、配点がゼロになります。 

  これをやっているということであれば、○となって、配点が10点ということになりま

して、それやっている場合は、右のところに、どんなふうにやっているかということが

書いてあります。 

  その下、イの「地域包括ケア「見える化」システムは活用していないが、代替手段

（独自システム等）により当該地域の介護保険事業の特徴を把握している。その上で、

ＨＰによる周知等の住民や関係者と共通理解を持つ取組を行っている。」、これも×

になっています。 

  下のウ、「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等、

当該地域の介護保険事業の特徴を把握している。」、これは○ということで、ここは配
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点が低くて５点になって、次のエも、「地域包括ケア「見える化」システムは活用して

いないが、代替手段（独自システム等）により当該地域の介護保険事業の特徴を把握し

ている。」、見える化システムを活用して、把握しているか、自分のところを把握して

いるか把握していないかによって、５点もらうという形です。 

  このような形で配点をして、先ほど、見える化システムということで話がありました

が、現状、立川市では、自分のところはもちろん把握はしていますが、他市の保険者等

とは比較をしていないで、住民の周知、そういう結果を周知していないという状況でお

ります。そういう形になります。 

  こういう指標を、全てこうやって、ほとんどの項目が配点10点になりまして、項目が

たくさんあるところは２点であったり、今みたいに５点、１項目を２つに分けてという

ところが５点ずつという形になりまして、それを今の立川市の状況はどうかということ

を、それぞれの項目で○×をしていきまして、最終的に点数が出るという形になりま

す。 

  立川市は389点になります。 

  厚労省で配点したのが加わりまして、資料に戻って、資料の２ページ、２枚目ですね、

これに集計表が出ております。それが、厚労省の配点を加えると、414点になります。 

  この414点、立川市は414点ということになりまして、ここから厚労省のほうで、全国

の評価、各市町村の評価の点数と１号被保険者の数で、全体の予算、国の予算額があり

ますので、それに立川市の評価点数に１号被保険者数を掛けたものから、全国の各市町

村の評価点数に全国の第１号被保険者数を掛けた合計、その数字で各市町村の交付額を

決定しておりますので、それの交付の額が2,142万4,000円となっております。 

  30年度は2,142万4,000円、これはもう交付済みとなっています。これを第１号保険料

に充当して、地域支援事業、市町村特別給付・保健福祉事業の充実に活用してください

というふうになっております。 

  立川市、30年度は特に、交付されたのが31年３月で、これを使ってどう活用するとい

うことは、どこの市町村もできないということで、地域支援事業全体の第１号保険料に

充当します。当然、計画よりは余剰しますので、それは介護保険の基金に積み立てると

いう形、結果としてはそういう形になる状況です。 

  今年度、31年度以降の取り組みとしては、先ほど介護保険、高齢福祉課長から最後、

報告がありました健康体操応援プログラム普及事業ということで、新規事業を今年度行

います。 

  先ほど、介護予防は先進市というお話ですが、それぞれ今後、住民主体ということで、

皆さんに取り組んでもらう。お話にありました、いろんなジムへ行ったりとか、それぞ

れの方で取り組みはされているのですが、自分たちでどうやっていいかわからない、ど

んなことをしたらいいかわからないという方たちだったり、あとは、いわゆるひきこも
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って外に出ないような人に対しても、一応立川市はＢ委員が中心になってつくったたち

かわ健康体操や、それとラジオ体操を組み合わせた健康体操応援プログラムというのが

あります。それを広く知ってもらって、介護予防の健康づくりのきっかけにしてもらう

ということで、今年度、特に、ラジオ体操は皆さん知っていますので、健康体操、立川

オリジナルの健康体操を広く知ってもらおうということで、普及事業を、社協に委託し

て実施するということにしております。 

  ＰＲ講座、体操のＰＲ講座を各圏域で行ったり、自治会等に行って、こういう体操が

ありますよということでＰＲしていくということをこれから進めていく予定です。予算

額は400万円ということで、社協に委託して実施します。 

  この400万円ですが、この400万円丸々を保険者機能強化推進交付金のほうから充てる

ということではなくて、この400万というのは、地域支援事業の中の一般介護予防事業

として行います地域支援事業ですので、法定負担割合というのがありまして、それが第

１号被保険者が23％、第２号被保険者が27％、国が20％、調整交付金、これも国ですけ

れども５％、都が12.5％、市が12.5％という、この調整交付金、実際、違っているとこ

ろありますけれども、こういう割合の中で、地域支援事業というのは行いますので、そ

の400万もこの割合で、それぞれ負担して行うということになりますので、第１号被保

険者の23％というのは、400万に対する23％は92万円になるのですが、そこに保険者機

能交付金を充当するという形になります。 

  ほかに、市として、12.5％の一般財源からの持ち出しが50万円ほどかかってくるとい

う形、地域支援事業全体で、こういうふうになりますので、結局は、結果として地域支

援事業に、31年度、まだ交付金の額は確定していませんが、仮に同じ額が交付されると

しても、2,100万円を使い切るということは当然できませんので、92万は充当、新規事

業として充てますけれども、それ以外は全部、１号保険料のほかの地域支援事業に充て

て、そうすると、当然、31年度の計画よりも余剰しますので、その分はまた積み立てる

という形になります。 

  この使い方というのが、とても使いにくいので、東京都も国に要望しているというこ

とで話は聞いております。 

  31年、今年度の評価のスケジュールとしては、国が２月に示したのは、４月に自己評

価をして、採点して、７月に内示して、すぐ10月には交付しますというスケジュールに

なっていますが、評価指標の変更をするということで、５月中にはくるということをき

いていますが、実際の正式な調査依頼というのがまだきていない状況です。 

  でも、今後のスケジュールとしては７月に内示をするということで、30年度よりは早

目に交付額が確定して、それを活用するようにというスキームで、国は考えているよう

です。ですが、ちょっとこの実態も、なかなか、１号保険料にしか充当できないという

ことで、どうしても何かやるとなると、全体の市の持ち出しということも出てきますの
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で、なかなか使いづらい交付金であるということは現状としてあります。 

  あと、今後どういう取り組みをしていくかというところは、先ほどのお話がありまし

たとおり、見える化システムを使って、立川市がどういう現状で、今後どういう取り組

みをしていくか。介護予防であったり、自立支援、重度化防止に向けて、どのような取

り組みをしていくかというのは、今後市として、この運営協議会も含め、話も踏まえな

がら、どうしていくかということを決めていく、検討していくということになると思い

ます。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  第７期の事業計画から取り込まれた、特に保険者機能を抜本的に強化していくみたい

なことでの、こうした調査が始まっているということですね。 

  時間の限りもありますが、この調査についての質問、中身、立川の配点などの観点か

らの質問があるかと思うのですが、時間があれば、それぞれ順番にやれるといいのです

が、どんな観点からでも結構ですので、質問あるいはご意見をいただけたらと思います。 

○Ａ委員 一つは、４ページの下から２番目で、これが、住民主体のサービスについて、

利用がいないため廃止し、別の支援に切りかえましたというのは、今度社協に委託する

業務ということでいいですか。 

  ４／６ページのところの下から２番目、右側です。協議、検証、日時、関係者、検証

結果もろもろ、省略しますが、今の文章あると思いますが、そこに10点とついています

が、違う事業に切りかえます、別の支援に切りかえますとありますけれども、これは…

… 

○会長 （６）の③のことですか。 

○Ａ委員 そうです。 

○会長 （６）の③の…… 

○Ａ委員 下から２つ目の。 

○会長 記載事項についてのご質問ということですか。 

○Ａ委員 はい、まず、そこをひとつお願いします。 

○介護予防推進係 その質問、指標としては、「介護予防・生活支援サービス事業におけ

る多様なサービスやその他の生活支援サービスの開始にあたり、生活支援コーディネー

ターや協議体、その他地域の関係者との協議を行うとともに、開始後の実施状況の検証

の機会を設けているか。」ということで、検証機会を設けていますということです。 

  検証して、４月６日に生活支援コーディネーターと社会福祉協議会の職員と話し合い

をして、住民主体のサービスというのは、Ｂ型サービスというのがあったのですが、そ

の利用がなかったものですから、別の支援というのは、地域支援活動補助金というのを

30年度からつくりまして、住民主体で週１回、ずっと続けている、住民、居場所づくり
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としてつくっている団体に補助するという、補助金を出すという制度に切りかえました

ので、それのことで、そういうことをやりましたということです。 

○会長 よろしいですか。 

○Ａ委員 はい、わかりました。もろもろ、ちょっと定義を、今さらなのですが、先ほど

の内容のインセンティブのことも含めてなのですが、立川市では、介護予防というもの

の定義、どこを目的にしているのか。自立支援のどこを目的にしているのか、重度化防

止というのはどこを目的にして、こういうプランを立てているのかというところを、教

えてください。 

  多分、市民の方、ここにいる方たちもそうだと思うのですけれども、介護予防の中に

自立支援が入ってしまっているのか、介護という中に重度化防止も入っているのか。重

度化防止というのは、どこまでを重度化防止といっているのか、皆さん把握されている

のかなというところを、共通の認識で、当然目的、ゴールがなければ、こういうプラン

は立てられませんので、立川市は介護予防という定義、ゴール、目的、自立支援という

ものの目的、重度化防止、それはＢ委員でも構わないのですが、多分、Ｂ委員は別の団

体で、そういうことを定義されていると思いますが、これ、まず、会長もそうですけれ

ども、皆さんどこを向いて走っているのかというところで疑問を感じるのです。教えて

いただければ助かります。 

○会長 市で、これを…… 

○Ａ委員 立川市でもいいですし、東京都でもいいですし、国でも結構です。多分、会長

は国ベースで、いろいろな研究をされているでしょうし、Ｂ委員は東京都ベースでしょ

うし、立川市ベースでもいいし、そこが合致していなければ、当然いい結果は出ないは

ずなので、何となくそこを通り過ぎて、問題を解決しようとしている傾向に私はありま

す。 

  私の中では、きちんと定義をしてありますので、そこと国、東京都がどこまでずれて

いるのか、それとも合っているのか。それはやっぱり、有識者というか、ここにいる人

たちは当然合致していなければ。ここは会議の場で、勉強する場ではありませんので。

そういうところをしっかり把握した上で、今後１年進めていけたらと思うので、教えて

ください。 

○会長 大変重要なご指摘で、介護予防が2006年、予防重視型ということで、地域支援事

業が立ち上げられて、そして、介護予防に全国的に取り組むようになったのですが、今、

Ａ委員がおっしゃるように、規範的に、皆さんが同じ気持ちを持てていなかったのです

ね。どこを目指すか。その規範的な統合がうまくできていなかったから、介護予防はう

まくいかなかった。実際に取り組んでいただこうと思った方の10分の１ぐらいしか取り

組んでいただけなかった。そういう失敗が、失敗といいますか、そんなことを、経験と

いったらいいですか、そういう経験をもとに、住民の皆さんが同じ目標を持って、そし
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て、一つには、楽しみながらということもあるかもしれません。 

  そんなことで取り組んでいただこうというような形で、介護予防・日常生活支援総合

事業では、介護保険の持続可能性ということも、一方の側面ではありましたけれども、

介護保険給付の中で窮屈な、いろいろな規制がある中を、それを取り払って、柔軟なサ

ービスで届けようというような観点も一つにはあったわけです。 

  そういうふうに制度の仕組みは動いているのですが、Ａ委員がおっしゃったように、

だったら、自立支援は何なのか。この自立支援というのも大変難しくて、いろんな領域

の研究者が、自立支援とは何なのかという定義をしていますけれども、これが絶対的な

定義だというものは、恐らくないと思います。だからこそ、Ａ委員は、ご自身が定義し

たとおっしゃっている。ですので、そういうことを考えますと、Ａ委員のお考えになっ

ていることもここで教えていただいて、皆さんでどういう形で、立川市ですね、立川市

ではどういうようなことを考えていくのもいいのかなと思います。次の、来年もう事業

計画を立てる年度になります。ですので、そんなこともできればいいかと思いました。 

  介護予防については、要支援だけが介護予防ということではなくて、１次、２次、３

次と、健康なときから、少しリスクがあったときから、また、要介護状態になっても、

生涯を通じて、ヘルスプロモーションというような形で。これは多分、保健師さんのＦ

委員が詳しい分野だと思うのですが、生涯を通じての予防という、できるだけ、今ある

能力を生かして、できる限り自立した生活というようなことを介護保険は求めているの

だと思います。 

  あと、市のほうからはいかがでしょうか。市では。よろしいですか。 

○高齢福祉課長 そうですね、会長がおっしゃるように、皆さんからご意見をいただいて、

皆さんの考え方に違いがあるのだと思います。 

  自立支援の考え方なんかも非常に重要で、ただ、それぞれの、例えば認知症を患って

も、例えば脳梗塞で半身不随になっても、それぞれの方ごと、自立のあり方というのが

あるかと思いますので、仮に要介護状態になっても、サービスを受けながら、地域でき

ちっと生活ができていければ、それも自立であろうと思いますし、ひきこもりの方が、

例えば少しでも外に出ていくのであれば、それは社会的に自立していった、自立支援と

いうことにもなるかと思いますし、100人いれば100人の自立の仕方があるかと思います

ので、これというものではないかと思います。 

  ただ、立川市としては、どんな状態になっても、住みなれた立川で、安心して地域で

暮らしていけるということを目指しておりますので、そんな視点で、皆さんにご意見を

いただけたら、ありがたいというふうに思っております。 

○会長 そうですね、もう次期、第８期の事業計画策定も来年から始まります。そのとき

に、最初に大きな理念などを掲げるところがあると思いますので、また議論できればと

思っております。 
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○Ｃ委員 改めてですが、この交付金が制定された背景を教えていただきたいのですが。

今説明を受けまして、この交付金が実際、自分で評価をして、その結果を国に伝えて、

最終的に年度末の３月に2,000万ほど交付される。でも、実際それは使いづらいという

ことで、その年度で終わっていますので、翌年度以降に移されて、使われると思うの

ですけれども、国として狙っているのは、こういった保険者機能を強化するための仕

組みをつくろうとしていて、そのために各自治体がどんなふうな状況にあるのかとい

うことを、この指標を用いて現状を捕まえて、それを理解するために、こんなふうな

調査をしているのかなというふうに見受けられるのです。 

  各自治体の結果が集まってきて、トータルされたものの、点数で、全国のトータルの

交付金の全額を合わせて、その割合から計算して、立川市には2,142万ほど、というこ

とですよね。 

  ただ、こういったものをもらったとしても、これは毎年くるわけじゃないと思うので、

この結果を使って、国として何かしようとしているのではないかと思うのだけれども、

この辺は会長が詳しいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。国は何を狙

っているのかと。こういった調査を使って、データを集めてきて、それから現状を把

握して、何か保険者機能を強化する策を狙っているのか。それか、その辺のちょっと

背景についてなのですが。 

○会長 私が何か、余り話していてもいけないのですが、ますます財源が厳しくなるなか

で、保険者である市町村には、保険給付とともに介護予防の保健福祉的な事業の責任

主体としても、効果的かつ効率的な事業運営が求められているということだと思いま

す。今、国で、さまざまな分野の働く世代の人たちが減っていく、それから、要介護

者、高齢者はふえていく、人材は確保できないとか、いろいろ大変な中で、何とかや

っているということなのだと思うのです。 

○Ｃ委員 難しいですね。 

○会長 すみません。 

○Ｃ委員 いやいや、説明はわかりましたが、こういうのが続くのですね、これからもし

ばらく。 

○会長 こういう指標のためにやっていくということは、なかなかいい面も悪い面もある

と思いますが、示された指標を、皆さんでアイデア、知恵を出して、これがマルにな

るように、みんなでやっぱり力を合わせて、どうしたらこれがマルになるような取り

組みができるかということ。 

  もちろんあと、こういうのではマルにしても意味ないということは、指標を見直すと

いうことは、研究者はやっていかなければいけないとは思うのですけれども、そんな

時代がやってきているのかなと思っています。 

○Ｂ委員 ６ページのところをご覧いただいて、先ほど、リハビリの話は伺ったのですけ
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れども、６ページを見ますと、立川市のリハビリの取り組みというのは全部バツにな

っておりまして、なぜだろうというところがあるわけです。 

  実は、個別には、ほぼボランティア的に、福祉用具ですとか、住宅改修ですとか、暇

を見ては行っています。それが市の事業としてなっていないので、バツということに

なっております。 

  これも悩ましいですね。これ、では、市の事業として予算化していただいたら、恐ら

く報酬が発生してしまって、かえって、交付金をもらうためのマルをつけたら、その

部分の財源プラマイゼロぐらいに、あるいはマイナスになってしまう可能性もあるの

で、先ほど会長がおっしゃっていましたけれども、指標の見直しというのか、そうい

ったのも必要になってくるのでしょうか。 

  ただ、そこをちゃんとお金を出しても、やはりリハ職がこういったところにかかわる

ことで自立支援になるのであれば、そこはぜひ、今後立川市として取り組んでいただ

きたい、我々としては、その受け皿はしっかり確保していくつもりではあります。 

  もう一つ、同じようなものが、２ページのところにございまして、２ページのケアマ

ネジメントに関する部分の、介護保険が始まったときからケアマネジャーとして仕事

をしております、自分自身も頑張っておりますけれども、立川市内、努力もあります

が、逆に、我々頑張り過ぎたという反省もございます。 

  要は、市区町村がしっかりと、こういったものを出さなくても、自主的にうまく回っ

てしまっていると、逆にここはバツになってしまうという、痛しかゆしなところがあ

るのだなというのがありますので、マルにするにはどうしたらいいのかということを、

今後一緒に考えていければというふうに思っております。 

○会長 ありがとうございます。ぜひご専門のお立場から、またいろいろお聞かせいただ

ければと思います。 

○Ａ委員 簡単に言わせていただきますけれども、最初のほうのこと、目的とか、どこが

ゴールかということは、介護保険は法律で定められておりますので、介護保険法第４

条、もしくはその後の項目を見ていただければ、どんな状態になっても、国民はリハ

ビリ及び何かを云々ということは載っているはずです。 

  ですので、曖昧に、みんなそれぞれが、それぞれの自立支援があるというのは、そこ

はゴールには決していかないところであって、国民が介護保険を使うのであれば、使

わない、自費でやるのであれば構いませんが、国民が１人でも介護保険を使うのであ

れば、そこの法律をしっかりと、立川市も大きく載せていただいて、そういう文言は、

私は１個も見たことがございません。 

  ですので、高齢者の方も、何かほんわり、やわらかいテンションで受けとめられてい

ると思うのですが、介護保険は税金ですので、これから私たち、私の世代、私の子供

の世代は、もっともっと負担がきますので、もう少しそういうことを、保険法に沿っ
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たことを、きちんと国民、市民の方に伝えていくという義務はあるのではないかとい

うのをいつも感じます。 

  そこで、自立支援、重度化防止ということに対してのゴールというのは、立川市では

どうやって決めていくのかというところを、ぜひ第７次で表明をしていただきたいと

思います。 

  それとあと、こちらの強化のことですけれども、この背景は多分、未来投資会議で、

私、昨年度も言っておりましたが、今後どんどん高齢者がふえていく、かつ大分県、

埼玉県から始まり、大分県が厚労省にエビデンスを持って、どんどん変えていった結

果、国が2018年ですか、決めたことになっていますので、これは、指針にただマルが

ついたから10点という、やったから10点ではないはずです。 

  これ、文言見てもらえればわかると思いますけれども、当然、結果を重視していくの

が今後の施策でありますね、国の。私、決して偉そうに言っているわけではないので

すが、国はもう、そういうことを始めますよと言っています。 

  ただやればいい、〇が10点でお金が入るということが、今までの介護の業界でした。

ですので、国はここで、思い切って2018年から、要は結果を出しなさいというところ

で、市町村に多分、こういうお金を出すから、結果を出しなさいというところに移行

しているはずです。 

  厚労省も施設に関しても、今後、ある程度ウェブ上で、成果があった事業所に関して

は、ホームページに載せるということをはっきり明記していますので、今後これから、

介護業界でも、やった、やらないではなく、どう変わったか変わらないか、エビデン

スをとって、しっかり科学的に検証していくという時代に入っています。その辺をも

う少し、立川市も含め、東京都も含め、国はもう走り始めています。 

  ただ、これをしなさいというところは今検証中です。これは、2020年までには検証す

るという結果は、今のところ計画は立てておりますので、そこに沿って、私たちも立

川市も考えていかないと。国の施策にはついていけない、到底ついていけないところ

にはきているはずで、これはもう、どのウェブサイトを見てもわかることですから、

立川市もそれに近づけて、ぜひ目的、ゴールを決め、いつまでに何をやるのか、でき

ていなければどう改善するのか、それがＰＤＣＡサイクルですから、ただやった、や

らないではなく、どう変わったか、どう国民、市民の人たちがどうよくなったのか、

何がよくなったのか。それによって、事業所が潰れては困りますので、事業所に対す

る報酬、ボーナスが、今幾らか知りませんけれども、もう少しそれを加算するのかと

いうところを、やっぱり中身を問われている時代になっていますから、そこに沿うよ

うな施策をぜひ、この１年も含め、やっていただきたいと思います。 

○会長 はい。 

  それでは、次の議事に移らせていただきます。 
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  ４番目ですね、４点目、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の開設・

廃止について、ご説明をお願いいたします。 

○事業者係長 資料４、地域密着型サービス事業所及び居宅介護支援事業所の開設・廃止

について、お手元にご用意ください。時間も押しておりますので、少しかいつまんで

ご説明いたします。 

  まず、最初ですけれども、地域密着型サービス事業所の開設、今回は２つの事業所を

報告させていただきます。 

  一つは、ウォークデイ一期一笑、もう一つは、至誠ホームオンニ看護小規模多機能型

事業所です。 

  ウォークデイ一期一笑は、地域密着型の通所介護で、定員は10名となっております。 

  至誠ホームオンニ看護小規模多機能型事業所ですけれども、これは、先ほど介護保険

課長のほうから話がありました至誠ホームオンニ、定員48名に併設させた看護小規模

多機能型居宅介護で、登録定員が29名、通いサービスの定員が18名、宿泊サービスつ

いては定員が９名となっております。 

  次に、居宅介護支援事業所の開設についてご報告します。 

  一つ開設しまして、ジョイプラン立川という事業所が開設となりました。 

  ３ページに、居宅介護支援事業所で、ザイル居宅介護支援事業所と記載されておりま

すけれども、同一住所で、これは、同じケアマネジャーさんが同じ場所で、運営方針

を変えて続けていくということです。利用者のほうは全て、ジョイプラン立川のほう

に移管となっております。 

  次に、２ページ目をお開きください。 

  居宅介護支援事業所の廃止についてご説明します。 

  まず、ＳＯＭＰＯケア武蔵砂川とＳＯＭＰＯケア立川ですが、この２つは、サ高住に

併設させている居宅介護支援事業所で、もう１カ所にあるＳＯＭＰＯケア玉川上水居

宅介護支援事業所に集約となっております。 

  理由としては、居宅介護支援事業所の管理者要件が新ケアマネということで、それに

対応していくためと、集約することによって、地域に出ていくということも行ってお

ります。 

  あと、先ほど申し上げたザイル居宅介護支援事業所は、省略させていただきまして、

ほかに、立川紀水のケアプランセンター、オアシス居宅介護支援事業所ですけれども、

こちらのほうは既に休止状態にありまして、ここで正式に廃止ということで届け出が

出てきました。 

  説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  これにつきまして、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 
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  それでは、続きまして、５番目、平成31年度における低所得者の第１号保険料の軽減

について、事務局のほうよりご説明お願いいたします。 

○介護保険料係長 資料６をお開きいただければと思います。 

  縦Ａ４の１枚ですけれども、本当に報告という形になってしまいますけれども、前回、

２月18日に開催いたしました介護保険運営協議会で、予定としてお知らせした所得の

低い方、第１段階から第３段階の方の介護保険の保険料が、条例等の改正も終わりま

して、平成30年度の第１段階については２万9,600円から２万4,300円に、第２段階の

方は４万2,300円から３万3,500円に、第３段階の方は４万6,500円から４万4,800円と

いうことで減をされています。 

  この財源については、ことし10月に予定されている消費税の増税分を財源として投入

して行うということになっております。 

  以上でございます。 

○会長 消費税増税分が充てられるということでの説明だったかと思います。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、本日の報告事項５点は以上でございます。 

  その他といたしまして、事務局のほうから連絡事項がございましたら、お願いいたし

ます。 

○介護給付係長 それでは、事務局から、今年度の運営協議会等の日程につきまして、２

月の運営協議会において、資料５のように案を提案させていただいたと思いますが、

現時点では変更はございません。 

  よって、次回は８月22日木曜日午後３時から、208・209会議室で開催させていただき

ます。 

  また、今後、日程変更等させていただく場合には、会議の中で確認させていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、開催通知等については、開催１カ月ぐらい前をめどに発送させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

  事務局からは以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  皆様の協力をいただきまして、大体定時ぐらいに終わることができました。活発なご

意見ありがとうございました。 

  また今後とも、皆様のご意見をいただきまして、市政に生かしていくことができたら

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、これをもちまして、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０４分 閉会 


