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午後３時００分 開会 

○会長 では、定刻となりましたので、これから平成31年度第２回の介護保険運営協議会

を開催いたします。お忙しい中、また、暑い中お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。 

  それでは、本日の議事に入ってまいります。いつものように、皆様、ご発言の前には

お名前をおっしゃっていただいて、また、私のほうから指名させていただきますので、

ご発言があるときは挙手をお願いいたします。 

  本日、協議事項２件、それから報告事項が６件と大変、皆様にご協議いただく事項が

多くなっております。私のほうでも円滑な運営に努めてまいりたいと思いますので、

ぜひ皆様、ご協力よろしくお願いいたします。 

  では、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。 

○事務局 それでは、本日の協議事項、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、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５以外の資料、９点と、資料番号はないですが、ピン

クのチラシを１枚、お手元にお配りしております。ご確認いただけたらと思います。

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第７次高齢者

福祉計画・第７期介護保険事業計画の平成30年度末時点の振り返りについて、をご用

意いただければと思います。振り返りについては資料番号が抜けていましたが、資料

５－１とさせていただきます。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、申し出ていただければと思います。 

  大丈夫でしょうか。足りない資料のほうはないでしょうか。 

○会長 それでは最初に、協議事項の１点目でございます。地域密着型サービスの公募に

ついて、事務局からご説明お願いいたします。 

○事業者係長 平成31年度地域密着型サービス事業所の公募について、説明をさせていた

だきます。お手元に資料１をご用意ください。 

  まず、資料１の１ページ目から説明をさせていただきます。１、平成31年度の地域密

着型サービス事業所の公募の概要についてご説明いたします。第７期介護保険事業計

画に基づき、地域密着型サービス事業所の整備を進めているところですが、平成31年

度の公募においては次のとおり整備を進めることが想定されております。まず、地域

密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、１事業所、（看護）小規模多機能型居宅介

護、１事業所。 

  第７期介護保険事業計画において、地域包括ケアシステムの実現に向け、小規模多機

能型居宅介護等、要介護者の在宅生活を支えるサービスの整備を重点的に進めていき

ますとうたっていますが、小規模多機能型居宅介護については市内に既存の事業所が
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既に３カ所整備されており、令和２年度には新たに幸町３丁目に１事業所が開設され

ます。看護小規模多機能型居宅介護については市内に１事業所しか整備されていない

ことから、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、以下、地域密着型特別養護

老人ホームと呼ばせていただきます、及び看護小規模多機能型居宅介護併設の形で公

募をし、地域包括ケアシステムの充実を目指していくこととさせていただきたいと思

います。 

  次に、２、地域密着型サービス特別養護老人ホームの概要についてご説明いたします。

地域密着型特別養護老人ホームとは、入所定員が29名以下の特別養護老人ホームのこ

とで、施設が所在する住民だけに利用が限定されております。サービスの内容は、広

域型の特別養護老人ホームと同じで、入所定員が30名以上ですけれども、入浴、排せ

つ、食事等、介護その他、日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話が

行われますが、入居者は地域密着型サービスとして住みなれた地域で生活を継続する

ことができます。 

  次に、３、地域密着型特別養護老人ホームの経営状況についてご説明します。１ペー

ジ目の下のほうになります。日本総研の少し古い報告書に基づいて資料を作成してお

りますが、次の２ページ目をごらんください。こちらのグラフですが、特別養護老人

ホームを区分に分けておりまして、その施設タイプ別で地域区分別に経常増減差額比

率というのを表示しております。また、地域区分というのは、介護保険の報酬におい

て地域間の人件費などを勘案して配分を調整するために設けられた区分です。経常増

減差額というのは、一般的に企業会計でいわれているところの経常利益に相当するも

のです。ごらんいただきたいのが上から３つ目です。立川市は地域区分が４級です。

施設のタイプとしては地域密着型とユニット型と従来型となっておりますが、今回見

ていただきたいのは上から３つ目の地域密着型の４級地に該当する部分で、右から5.0、

5.0、15.0、15.0となっておりますけれども、ここの部分については利益は確保されて

いる、そこから左の部分は赤字経営となっているという状態になっております。黒字

を確保している事業所は、全国的に見ると地域密着型の特別養護老人ホームはおよそ

４割です。 

  次に、２ページの（２）地域密着型特別養護老人ホームの経営状況（都内）を見てく

ださい。立川市を除いた都内の入所定員が29名以下の地域密着型特別養護老人ホーム

を調査したところ、平成30年度の経常増減差額が黒字の事業所は約28.6％、赤字の事

業所は約71.4％でした。 

  次に、（３）地域密着型特別養護老人ホームの経営状況（市内）をごらんください。

これは、立川市内に今現在、地域密着型の特別養護老人ホームが２つありまして、こ

この経常増減差額を記載したものです。この辺のデータは、いわゆるワムネットとい

われるもの、ホームページからダウンロードして入手してしました。２つとも非常に
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良好な運営状況を示しております。 

  次ですけれども、３ページ、地域密着型特別養護老人ホームの選定についてごらんく

ださい。地域密着型特別養護老人ホームについてですが、経営を安定させるためには

スケールメリットを生かせるような規模を確保することが必要です。この資料には記

載されておりませんが、ユニット型の特別養護老人ホームに関する報告が独立行政法

人福祉医療機構から出ておりまして、平成29年度の定員規模別の赤字の施設の割合が

報告されております。定員が29名以下の場合は44％、30から49名の間は23.8％、定員

が50から79の間は30.8％、80から99の間ですと24.6％、定員が100名以上ですと、赤字

の施設の割合は19.5％となっております。今回、立川市内の２つの地域密着型特別養

護老人ホームの方々に、経営状況が良好であることについて聞き取りをしましたとこ

ろ、一つは稼働率がよかったこと、もう一つの要因としては、サテライト型で施設を

整備したことが有利に働いているということをお聞かせいただきました。 

  ３ページの中ほどから、サテライト型の特別養護老人ホームに関する説明があります。

サテライト型の特別養護老人ホームとは、本体施設である特別養護老人ホームと密接

な関係を保つことを前提に別の場所で運営される施設のことです。本体施設から原則

20分以内の場所に設置され、本体施設と一体的に運営を行うため、人員基準だとか設

備の基準が緩和されております。 

  今回の地域密着型特別養護老人ホームの公募において、まず、第１回地域密着型調査

検討会で一次審査を行い、次の２点を条件とし、財務状況の確認を行うこととさせて

いただきたいと思います。債務状況の確認というのは、具体的に申し上げますと、そ

の法人の財務状況が３期連続黒字であることを条件とさせていただきたいと思います。

その条件のうちの一つとしては、サテライト型で地域密着型特別養護老人ホームを整

備すること、２番目としては、単独型で設置する場合は、特別養護老人ホームを安定

し運営した実績で、できれば地域密着型、29名以下の定員である特別養護老人ホーム

を安定して運営した実績を持っているところです。 

  （２）については、具体的に申し上げますと、社会福祉法人の財務書類は拠点別の経

営状況を示す書類がありますので、それでもって特別養護老人ホームの収支が３期連

続で確保されていることを確認させていただきたいと思っております。 

  なお、地域密着型特別養護老人ホームの応募がない場合、または次の条件を満たす応

募がない場合は、看護小規模多機能型居宅介護の公募を行うこととさせていただきた

いと思います。 

  ３ページの下になりますが、ここに単独型とサテライト型に関する人員の配置に関す

る違いを記載させていただきました。 

  次に、４ページをごらんください。ここでは５番目で、都内の地域密着型特別養護老

人ホームの整備状況をお示ししております。地域密着型特別養護老人ホームは全国で
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2,362事業所あり、都内には33事業所で、区部16、市部17とほぼ同数です。市部として

は、１つ新島を含めさせていただいております。 

  次に、看護小規模多機能型居宅介護の概要の説明をいたします。４ページの下のほう

です。看護小規模多機能型居宅介護は平成23年度の介護保険制度の改正で創設された

サービスです。この資料は厚労省の関東信越厚生局の資料から抜粋したもので、そこ

には、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

に応じて、施設への通いを中心として、短期間の宿泊や利用者の自宅への訪問に加え、

看護師などによる訪問、看護も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交

流のもとで、介護と看護の一体的なサービス提供を行うものとなっております。 

  看護小規模多機能型居宅介護事業所には、介護職だけでなく看護職の職員も配置され、

事業所の中でサービス提供を行うだけでなく、自宅に訪問してサービス提供を行う、

あと、事業所で宿泊をすることもできます。この図の下のほうになりますが、家族へ

のレスパイトケア、退院直後の在宅療養へのスムーズな移行支援、みとりというもの

が記載されております。こういったものを一つの事業所で支援することが特徴です。 

  次に、５ページをごらんください。７、都内の看護小規模多機能型居宅介護事業所の

整備状況について記載をさせていただきました。全国では571ありまして、都内では39、

区部は21、市部は18となっております。 

  ５ページの下のほうになりますが、８、看護小規模多機能型居宅介護の事例紹介につ

いて記載されております。この部分はかいつまんで説明をさせていただきます。５ペ

ージから６ページにかけて、調布市にある事業所の事例が紹介されております。この

事業所ですが、６ページを見ていただきたいのですが、退院直後の対応としては、落

ちつくまでに１カ月程度かかるため、まず一、二週間から１カ月程度、泊まりを利用

する、その間に事業所で再アセスメントを行い、在宅で家族ができることを明確にし

て、在宅での生活を組み立てていくとしてあります。 

  病状変化時の対応としては、在宅で家族が対応できなければ泊まりを利用し、状態が

よくなったら在宅へ戻すようにしているとしております。ターミナルの場合は、本人

や家族の尊厳を尊重し、必要であれば主治医と連携して医療処置を提供するとし、家

で最期を迎えたいという利用者には、訪問にて、介護、病状悪化時に適切な医療処置

を提供するなどの対応をしているとしております。 

  次に、７ページの事例をかいつまんで説明いたします。ここの事業所の泊まりの提供

方法ですが、主に介護者のレスパイトのために行っていると記載されております。 

  ターミナル期の対応としては、例えば独居の利用者については事業所の泊まりを利用

したほうがよいという判断をし、みとりの対応を行った事例、及び点滴が必要である

が、介助者である妻が自宅では対応ができないため、事業所で泊まりを利用して、最

終的にはみとりを行った事例が紹介されております。 
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  その他のところでは、独居の利用者の場合、ごみ捨てや掃除などを含め生活全般の支

援をする必要があり、生活全体に対応ができることを述べられておりまして、また、

通いのサービスなどを利用することによって、その場でインスリン注射をすることが

できることも記載されております。 

  次の８ページから９ページの事業所ですが、退院直後の対応としては、退院直後は密

に訪問看護を提供し、在宅の環境を整え、家族に対する処置の指導などを行うとして

おります。８ページの下のほうにターミナルステージへの対応等が記載されておりま

すが、家族が在宅で見ることができる場合は訪問を中心にサービスを組み立てるよう

にしている。家族にとって、何かのときに事業所で見てもらえるという安心感は大き

いとし、９ページの冒頭になりますが、みとりに対する家族の負担が大きい場合は、

泊まりを利用し、事業所でも家族と一緒に過ごし、最期は家に戻るようにするなど、

家族の利用に応じてきめ細やかに対応しているとしております。利用者の疾病の中で

ＡＬＳの利用者が５、６名いると記載されております。 

  10ページの事業所ですが、ターミナル期の対応として、ターミナル期で退院直後に泊

まりで利用を開始した場合、在宅に戻る人は少ないが、中には退院直後、落ちつくま

で泊まりを利用し、在宅へ戻るという場合もある。週３回は自宅、３日は泊まりとで

きれば、そのようにしていますとなっております。 

  このように、いろいろなやり方があるようですが、先ほど見ていただいたとおり、家

族に対するレスパイトケアだとか、退院直後の在宅医療へのスムーズな移行、みとり

などをいろいろな方法で提供している例を紹介させていただきました。 

  11ページから12ページは、退院直後の在宅復帰の事例です。退院直後から２カ月間は

泊まりを継続して提供して、その後、訪問を中心に在宅復帰となった事例です。家族

の方は農家を営んでおり、収穫時期にターミナルで利用者の方が退院した事例となっ

ております。事例紹介は以上とさせていただきます。 

  次に、13ページ、公募の概要をごらんください。募集する地域密着型サービスですが、

中ほどの枠に記載させていただいているとおり、地域密着型特別養護老人ホームとさ

せていただきまして、看護小規模型居宅介護の併設は任意とさせていただきたいと思

います。事業所整備数は１事業所、日常生活圏域としては市内全域で、ただし既存の

事業所が存在しない地区については優先度を高くするとさせていただきたいと思いま

す。 

  あと、マルが３つありますが、３番目の地域密着型特別養護老人ホームの公募一次審

査の結果、対象となる事業所がない場合、看護小規模多機能型居宅介護の公募を行い

ますとさせていただいております。 

  最後のページをごらんください。こちらではスケジュールを記載させていただいてお

ります。８月の下旬、市のホームページに公募の概要などスケジュール等を記載し、
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同時に地域密着型特別養護老人ホームの応募の、一次受け付けの開始をさせていただ

きます。 

  そして、20日に一次受け付けを終了とし、９月25日が一次審査。一次審査で基本的に

は財務内容を中心に見ていくということになります。その後、公募の要項、様式、選

考基準について協議をお願いしたいと思っております。これで決まった要項、様式、

選考基準等は10月上旬には市のホームページにアップしまして、10月16日、この日、

運協もありますが、午前中に地域密着型サービス公募に関する事業者説明会を開催し

ます。それと同時に二次の受け付けをしまして、11月12日に二次受け付けの締め切り

とします。12月11日に二次審査ということで書類選考を行いまして、令和２年１月22

日、二次審査としてプレゼンテーションを行い、事業所の選定をしまして、２月25日

は介護保険運営協議会で事業所の決定をお願いしたいと思っております。 

  私からの説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。平成31年度、今年度ですね、公募するということにな

っておりました地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について、前回のこの協

議会で皆様にご承認いただいておりまして、その進め方について改めてご審議いただ

くということでしたので、それを今、丁寧にご説明いただきました。 

  ご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 ３点ほどあります。４ページの上の表で、５番の都内の地域密着型特養ホーム

の整備状況で、立川市のサテライトが２件ですが、この２件というのは、２ページの

下のほうにある２つの施設のことと考えてよろしいですか。 

（あいづちあり） 

はい、わかりました。 

  ２点目は、この２つの施設の経常増減差額という言葉がよくわからなくて、これは経

常利益なのか。 

  最後に、３ページの真ん中にあります、地域密着型特養ホームの場合、財務状況の確

認をしますが、その応募がない場合、また条件を満たさない場合は、看護小規模多機

能型居宅介護の公募を行うが、このときは看護小規模の場合の財務状況の確認はしな

いかの確認です。 

  以上です。 

○会長 では、事務局、お願いいたします。 

○事業者係長 まず、経常増減差額についてですが、１ページ目の一番下のところに簡単

な説明をさせていただいております。一般的に企業会計でいうところの経常利益です。

私も余り詳しくはないですが、営業利益と営業外利益があって、２つとも毎年発生す

るような収支で、その２つを足して経常利益というようで、こちらについてもサービ

スに関する収益とサービス外の収益があります。そのサービスに関する収益に関して
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は、主に介護保険事業、サービス外というのは、例えば借入利息の支払いというふう

になっておりまして、両方とも毎年発生するようなものなので、経常という言葉を使

っています。増減差額というのは、要するに、増減に関してどれだけ差額が発生した

かという意味合いだとは思いますが、結果的に言えば、先ほどおっしゃられたとおり、

経常利益に相当するものです。 

  看護小規模の財務状況について確認をしないということですが、今回の流れについて

は、まず特養の公募を行って、まず財務状況だけ見て審査しまして、そこでどこも応

募がなかった場合には、二次の受け付けのところで看護小規模多機能の受け付けをす

ることになります。そこにおいては財務書類を含めて書類を提出していただきまして、

そこも審査を行うこととなります。 

  以上です。 

○Ａ委員 わかりました。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 ２ページの経常増減差額ですが、Ａ事業所とＢ事業所では平成27年度から28年

度に行くときに３分の１に減っているのと３倍になっているのとあったりしますし、

Ａ事業所に関しては30年度が29年度より約倍になっていますが、通常余り、企業です

とこんなに３倍とか２倍というのはあり得ないような数字だと思うのですが、なぜこ

うなっているのでしょうか。 

○会長 事務局、お願いいたします。 

○事業者係長 １つは、事業所を開設して初年度というのは稼働率がどうしてもそんなに

上がらないということで、それで、一方の事業所は稼働率がある程度高くなって、そ

の状態で安定しているということが言えるかと思います。私のほうで聞き取りをした

結果ですが、結局、収入というのは稼働率によっていろいろ変わってくる。29名って

少ないので、１人分空床があったり、入院した場合、ある程度、ベッドを空けておか

なければいけないのですが、そういった状況で変動していくということを聞いており

ます。以上です。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

○Ｂ委員 今の質問は、ちょっとよくわからないというか、平成27年度が初年度ですか。

平成27年度が２つの事業所、同額、28年度に関して３分の１に減っているのと３倍に

なっているのでは、６域違うわけですよね、２つの施設の。今後、高齢者が増えてい

くので、立川市としたら、分析とＰＤＣＡサイクルを使って、どうしてこういう状況

が起こるのか、ある意味、ここにもその上、（２）になりますが、東京都に関しては

28％だけが黒字、赤字が71％ということに関して、どうして赤字になるのか、どうし

たら改善できるのか、これは一般企業だったら最初にやらなければならないことで、

多額な税金を投入して施設を作っているわけですから、もう少し行政が、専門家を含
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めて、どうして稼働率が上がらないのか、どうやったら増えていくのか、経常を記載

するだけなら誰でもできるので、ＰＤＣＡサイクルのチェックをして改善をしないと

いけないと思います。ただ聞き取りではなくて、どうしてこういう経常が起こるのか、

どこが改善をすれば、どうしたら黒字になるのか、ボランティアではないですから、

各事業所も利益がなければ従業員も雇えませんし、まして介護職員がいませんから、

それこそ利益を上げて、しっかり報酬を上げていくということをしなければ、今後

2025年に向けては到底無理な話ですから、聞き取りをして、そうですかと記載してい

るだけでは意味がないと思いますが、その辺、どうお考えでしょうか。 

○会長 お願いいたします。 

○事業者係長 特別養護老人ホームの収益に関する報告というのは、独立行政法人福祉医

療機構のほうで報告が過去に出ているものを見ました。その中で、収益の確保の方法

として、１つの手段としてはショートステイの稼働率を高めるということで、例えば、

空床があいたときにショートステイを積極的に埋めている事業所というのは、全体的

な傾向として利益を確保できている。各種加算ですが、基本的な介護報酬ではなく、

人員体制などを拡充して、加算をとることができる事業所というのは、比較的、利益

を確保できていると報告は見ております。 

  この地域密着特養に関する報告というのは、いろいろ探したのですが、特に分析がな

く、私見になりますが、一つは、やはり稼働率をいかに高い状態で保って、例えば空

きベッドが出てきたら、そこを即座に埋めることができるか、例えばショートステイ

などもその一つの方法だと思います。また、サテライトにすると人件費を低く抑える

ことができる。地域密着型特養で結構多いのが、複合型施設で始めたところが多いで

す。それで、平成27年度というのは、３ページの上から２行目になりますが、サテラ

イト事業所というのは平成27年度で導入されたものなります。立川市内の２つの施設

については、29名の定員の特養とショートステイをやっているだけで、そんなにいろ

いろな多角的なことをやっておりません。ところが、ほかの地域では、全部は調べて

いないのですが、そういうサテライトというよりも複合拠点として整備したようなと

ころがありますが、それはいろいろなことをやることによって、１つの事業が収益を

確保できなくても、ほかの事業で、例えば小規模多機能とか看護小規模多機能だとか

デイサービスとか、いろいろなことをやることによってトータルで収益を獲得しよう

と目指していたようです。私もまだ完全に終わっている分析ではありませんが、そう

いうところも大きな赤字を出しているという実態があります。よって、立川市のこの

事例を見る限りでは、サテライト型としてシンプルにやったほうが運営の安定につな

がるのではないかと思っております。 

  以上です。 

○会長 Ｂ委員。 
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○Ｂ委員 事業所に、どうしたら利益が上がるのか、他施設はこうしているなど、そうい

うアドバイスというか、市の行政が税金かけて認可しているわけですから、他施設と

も平等に見られる立場でいると思うので、もう少しその辺の情報を施設に働きかける。

やっぱり、業務努力をしていただきたい。介護の世界に関しては余り業務努力という

か、民間でいう、どうしたら売り上げが上がるのか、どうしたら入っている人が喜ぶ

のか、どうしたらよくなるのかということが余り見られなさ過ぎる。もう少し行政と

して、見える化システムというのを導入しているわけですから、それこそ東京都だけ

ではなくて、地方で成功している事例はどうなのか、分析して、なぜ収益が上がって

いるのかというところを、そこまで収集できるのが行政の立場じゃないのかと思いま

す。やはりできれば、せっかくこの２社があるのであれば、ここが円滑に収益を上げ

て、そこに常に困った人が入っていられる、それが地域密着のはずなので、そこを分

析をして、ある程度アドバイスとして、税金を投入しているので、こういう分析に伴

って営業の努力をしてくださいと、言う義務があると思います。どうでしょうか。 

○会長 お願いいたします。 

○介護保険課長 今、Ｂ委員から非常に貴重なご意見を頂戴いたしました。やはり特養に

しましても、ほかの施設にしましても、これからもう安全・安心に末永く、利用者の

方が一番、何といいますか、楽しく安全・安心に暮らしていけるという、地元で暮ら

していけるというのが一番大切なことだと思います。ましてや、今言われましたとお

り、収益が悪くなって、これがまた閉鎖などになりますと、いろいろなところに影響

も出てしまいます。そういった状況はやはり回避しなければならないと考えておりま

すので、今、Ｂ委員が言われました、ＰＤＣＡサイクルに基づいて分析するなど、そ

ういった手法も交えながら、今後、私どものほうも参考にさせていただきたいと思い

ます。 

○会長 Ｂ委員、よろしいでしょうか。 

○Ｂ委員 はい。 

○会長 それでは、今回はこの地域密着型介護老人福祉施設の入所者生活介護の公募に当

たりまして、そういった運営的なことも大変、事務局のほうでも重く受けとめて、こ

ういった形でのご提案ということになっているかと思います。では、よろしいでしょ

うか。 

  では、ご承認いただいたということでございます。この後は地域密着型サービス調査

検討会の会議のほうで進めていただけたらと思います。 

  それでは、続きまして、協議事項の２点目でございます。消費税率引き上げに伴う介

護予防・日常生活支援総合事業の単価及び利用限度額の改定について、事務局より説

明をお願いいたします。 

○介護予防推進係長 資料２をごらんください。次第には、配布資料のところで、消費税
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率引き上げに伴う介護予防・日常生活支援総合事業の単価及び利用限度額の改定につ

いてとありますが、配布している資料２の題は、介護予防・生活支援サービス事業単

価の改定案（令和元年10月１日以降）となっております。こちらをごらんください。 

  介護保険の介護給付において、消費税率の引き上げ及び介護人材の処遇改善のための

報酬改定が行われることを踏まえまして、こちらの地域支援事業における総合事業の

国が定める単価についても、介護給付の訪問介護及び通所介護にならって見直しが行

われるということになります。 

  立川市の総合事業においては、平成30年度から国の定める単価で行っておりますので、

国が定める単価が改定になりますので、それに合わせて立川市の単価も改定するとい

うことで協議をしていただくということで提案しております。 

  内容はこの表のとおりになりまして、訪問型サービスと通所型サービスと介護予防ケ

アマネジメントということで、訪問型サービスについては、地域区分４級地の10.84は

変わりません。基本単価として、身体介助サービス、家事支援サービスのヘルパーが

行うサービスにつきましては、週１回程度が1,168単位から1,172単位になります。週

２回程度が2,335単位から2,342単位、週３回程度が3,704単位から3,715単位となりま

す。家事支援サービスのヘルパーも同じとなっております。立川市が独自に登録して

いる生活支援サポーターにおいてサービスを提供した場合は、上のヘルパーの単価に

93％をした単価としておりますので、週１回程度が1,086単位から1,090単位、週２回

程度が2,172単位から2,178単位、週３回程度が3,445単位から3,455単位となります。

訪問型サービスの加算について、介護職員等特定処遇改善加算のⅠとⅡというのが新

規となっております。他の加算についての改定はありません。 

  通所型サービスについては、地域区分が４級地で10.54、これは変わりません。デイ

サービス、１日デイはサービス提供時間５時間以上となりますが、要支援１・事業対

象者、介護予防のアンケート対象者の方は1,642単位が1,655単位となります。要支援

２の方は3,377単位が3,393単位となります。この半日デイというのは１日デイの90％

で単位を設定しておりますので、要支援１と事業対象者の方が1,482単位から1,490単

位、要支援２の方は3,039単位が3,054単位となります。加算は訪問型サービスと同じ

く、介護職員等特定処遇改善加算のⅠとⅡが新規で加算されて、そのほかの加算の改

定はありません。 

  介護予防ケアマネジメントについては、地域区分が４級地で10.84、これは変わらず、

単価が介護予防ケアマネジメント費の430単位が431単位となります。介護予防ケアマ

ネジメントの加算の変更はありません。 

  サービス単価は以上、国の単価に合わせて改定をする予定でおります。これに伴いま

して、区分の支給限度額も国のほうで、要支援１と２、要介護１から５は法定で変わ

っておりまして、要支援１が5,003単位から5,032単位、要支援２が１万473単位から１
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万531単位となっております。それに合わせて市のほうも改定となります。事業対象者

の、アンケートをしてサービスが必要とされた方ですけれども、今までは4,700単位と

なっておりますが、この基本単価も消費税に伴って改定になりましたので、それに合

わせて支給限度額も改定することになります。今までは4,700単位ですが、このサービ

ス単価は要支援１の方と同等のサービスを事業対象者も受けて、通所型サービスは同

じ単価になっておりますので、要支援１の支給限度額と合わせることとして、5,032単

位というふうに10月１日以降、したいと考えております。 

  きょうの運営協議会でご承認いただければ、立川市の介護予防・日常生活支援総合事

業実施規則と介護予防・日常生活支援総合事業サービス実施要綱において改正を行っ

て、10月１日から適用したいというふうに考えております。 

  説明は以上です。 

○会長 ありがとうございました。消費税率引き上げに伴う改定のご説明でございました。 

  ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。 

  Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 Ｄ委員に質問です。身体介助と家事支援は週１ベースの単価でいうとほぼ同じ

だと思います。１点目は、身体介助は比較的大変、要支援、何かありますね、ある程

度のライン以上でないと身体介護できないというところがあって、同じ単価というの

は、余りにも身体介助をやっている方がかわいそうかなというふうに今、捉えました。

なので、それを少し差別化、例えば身体介助する人は少し単価を上げるなど、ここは、

ヘルパーさんのモチベーションであったりとか、というふうに変えていかないと、そ

うでなくても介護職員がいないわけですから、この辺の変化というものはもう少し考

えてあげたらどうなのかというのが１点です。意見をぜひ教えてください。 

  それと、２点目、家事支援サービス（ヘルパー）、ヘルパーというのは多分、ヘルパ

ー２級、もしくは初任者研修とかを受けている方のことだと思いますが、資格を持っ

ている人と生活支援サポーター、私も持っていますが、たった１日か３日ぐらいの研

修でほぼ、82単位しか変わっていないです。ここも、そこまでのモチベーションを持

って資格を、何万かかけて勉強に何カ月か通った初任者研修、三日四日で受けられて

しまう人と82単位しか変わらないというのはどうなのでしょうか。もう少し立川市の

ほうも予算を考えていただきたいと思います。 

  また、後ほど出てくる資料７で、交付金が国から2,000万近く入っていますよね、こ

れはどう使うかわかりませんが、国のほうからも、要はこういうことも踏まえて介護

保険のほうを改正しなさいということで、この交付金が出ているはずです。ですので、

今までどおりにやっていては、今後、人材を確保するというところの差別化というか、

もう少し何かないと集まりづらいのではないかと私は思うのですが、実際、Ｄ委員は

現場でどういう声が上がっているかを教えてください。 
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○会長 Ｄ委員、お願いいたします。 

○Ｄ委員 難しい質問ですが、要支援の方で、ここに書いてあるヘルパーによるおむつ交

換、直接体に触れる支援という対象になる方は、考えてもかなり少ないです。実際に

ゼロではないとは思うので、そこの身体介助と家事支援というのが同じ単価というの

は、確かに、要介護の単価は別々で点数が全く違うので、そこに類似してもいいのか

なとは思います。 

○Ｂ委員 あと、ヘルパーとサポーターの違いについてもお願いします。 

○Ｄ委員 そうですね、ここの82単位の違いというところは、実際今、正直、ヘルパーさ

んの事業所は、Ｂ委員がおっしゃるとおり、募集しても来ない、やめていくばかり、

高齢化が進むばかりという、余り明るくない話をよく聞くので、ここで差別化するこ

とも一つの手ではあるとは思いますが、単価を、どちらを上げてどちらを下げるとか、

必要な分、出してくださいというわけには多分、ない袖は振れないと思うので、そこ

はかなり考えなければいけないと思います。実際にこの生活支援サポーターさんの実

働がどれくらいいるのかというのは、私も数字は把握しきれていないのですが、かな

り少ないかと。ここをもう少し稼働を上げることで、単価をそのままできれば抑えた

状態で稼働を上げられれば、上のヘルパーさんたち、２級以上のヘルパーさんたちの

仕事量としては減る可能性はあるかと。すごくここは難しいと思います。片方の仕事

がふえれば片方の仕事は減ると思うので、あんばいは見ていかなければと思うので、

極端に、例えば３分の１や半分というのは、かなり危険かなとは思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。なかなか難しいということで、では、Ｅ委員、お願い

いたします。 

○Ｅ委員 単純な質問ですが、今回、消費税が２％上がるわけです。この数字の上がり幅

を見ると、ちょっと概算してみると２％ないように思いますが。なぜ、消費税が２％

上がるのに、若干少ないのですか。逆に、もっとしっかり上げなくて大丈夫ですか。 

○会長 事務局からお願いいたします。 

○介護予防推進係長 これは国が定めた単価になりますが、国としても、消費税２％上が

った影響を考えて、事業所の支出等や人件費等を勘案して、この改定単価となってい

ると思われます。介護報酬も同じですので、２％上がったから２％上がるということ

ではなくて、厚労省の考えがあって、２％じゃなくて、今回の上がり幅になっている

ということだと思います。 

○会長 Ｅ委員。 

○Ｅ委員 確かに消費税が２％上がるから、単価も２％上がるということではないという

のは理解しています。例えば、外部購入費は２％上がるけれども、賃金に相当すると

ころなどは、消費税を上げたからといっても賃金は上がらないわけですから、そうい
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う意味で２％以下になるにしても、ちょっと少ないなというような感じがしました。

国で決めてきたということですね。以上です。 

○会長 Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 資料７の保険者機能強化2,000万、入っているわけですよね。保険者機能とい

うのは立川市のことですよね。なので、今、Ｅ委員が言ったように、国や厚労省は47

都道府県を平均で見ていて、保険者機能強化というのを交付しているわけですから、

2,000万をどうやって使うのか、立川市が何をすべきかを考えなければ、意味がないの

ではと思います。Ｅ委員が言う質問も、私ももっともだと思います。なぜなら介護職

員、ヘルパーがいないからです。たくさん新しい若者がこの業界に希望を持って入っ

てくる業種ならいいのです。そうじゃないから社会問題になっているので、各保険者、

立川市行政がきちんと自分たちの地域を見て交付しなさい、ＰＤＣＡサイクルをやり

なさい、それに点数が出て、1,900万入っているわけですから、やはり、もう一回考え

た上での人材に対する対価というものを図っていかないと、若者がこれから介護の業

界に入ってきてお年寄りをサポートしようという気になるはずがないと私は思います。

ですから、そういう将来のことも考えて、しっかりお金の使い道というのは考えない

と。労働の対価はお金です、基本です。もう少しその辺を、保険者機能強化のお金を

どうやって使うかも加味しながら、Ｅ委員が言ったように、工夫していっていただけ

ると、立川市は独自で何か少し変わっていくのではないかなと思いますので、もう少

し検討いただければと思います。 

○会長 事務局、お願いします。 

○介護予防推進係長 国が定めた単価というふうにお伝えしましたが、これが総合事業に

関しましては上限額になっております。それ以下であれば、緩和型ということで、生

活支援サポーターもですが、上限額以下で単価を設定することができますが、国が定

める単価が上限ですので、それを超えることは今のところできないということになり

ます。こちらの身体介助と家事支援、ヘルパーと書いてあるので有資格者の方がサー

ビスを提供した場合の単価となっておりまして、こちらは月額包括報酬なので、この

月での単位というふうになっております。立川市としましても、要支援１・事業対象

者の方に対しては生活支援サポーターをどんどん活用していただいて、なるべく軽度

の方は、先ほどＤ委員が言ったとおり、身体介助というのはほとんどないので、家事

支援ということで、お掃除などの支援になります、そういう方をなるべく生活支援サ

ポーターで支援していただいて、重度の要介護以上の方には有資格者のヘルパーの方

を使っていただければというふうに考えております。93％というふうになっておりま

すが、なるべくサポーターの方を要支援の方に活用していくように市としても努力し

ていく、サポーターを登録して、増やしていきたいというふうに考えております。以

上です。 
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○会長 いろいろ活発なご意見、ありがとうございました。ご専門のＤ委員のほうからも、

なかなか難しい、いろいろな背景があるというようなことのお話だったかと思います

が、この議論を機会に、介護保険全体ですね、この単価ということだけではなくて、

立川市独自でいろいろ創意工夫をしながら進めていこうということに、皆さんで共通

の認識が得られたのではないかなと思います。 

  それでは、この単価につきましては、国の定めた上限額ということで、今回、消費税

アップに伴っての改定ということでございますので、ご承認ということでよろしいで

しょうか。 

  ありがとうございました。協議事項はこの２点でございます。 

  続きまして、報告事項の１点目、地域密着型サービス事業所の廃止について、事務局

からご説明をお願いいたします。 

○事業者係長 資料３をお出しください。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・廃止について報告をさせていただきます。 

  まず、地域密着型サービスの事業所と居宅介護支援事業所の開設はこのたび、報告す

る事項はございません。 

  ３番目の項目になりますけれども、地域密着型サービス事業所の廃止ですけれども、

事業所の名称、キャンデー介護センターが７月31日をもって廃止となりました。廃止

の理由は、介護・看護従事者の確保が難しくなったためということです。ちなみに、

こちらの事業所は平成30年８月１日より休止となっております。 

  ４、居宅介護支援事業所の廃止、ケアプランサラ、廃止の理由ですけれども、法人の

解散が来年の３月31日に予定されておりまして、及び主任介護支援専門員の確保が現

状としては困難だということで廃止に至ったようです。 

  次ですけれども、木下の介護 立川ですが、こちらのほうは８月31日をもって廃止を

することとなっております。こちらですが、併設するサービスつき高齢者住宅が特定

施設入居者生活介護、介護保険の指定を９月１日で受けますので、それに伴って居宅

介護支援事業所を閉めるということです。 

  最後になりますが、ケアプランセンターポルタ、８月25日に廃止となっております。

廃止の理由としては、１人で運営している事業所であるため、制度改正による主任ケ

アマネ資格取得や維持にかかる時間がとても膨大で、通常業務をきちんとこなしてい

く自信がないということです。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、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、報告いただきましたことを皆様ご了承いただい

たということでございます。 
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  では、続きまして、２、平成30年度介護給付と総合事業、２つの給付実績について、

事務局からご説明お願いいたします。 

○介護給付係長 資料４のほうをごらんください。 

  介護サービス給付費等の計画値と実績値について、実績が確定しましたので報告させ

ていただきます。平成30年度の第４回運営協議会で、見込みの金額ですが、報告、分

析を行っているようですので、今回は簡単な説明にさせていただきます。また、最後

のページ、10ページの介護予防・生活支援サービス事業については、私の後に介護予

防推進係長より説明させていただきます。 

  では、１ページ目から４ページ目に関しましては、見込みのときと数字に変更がござ

いませんので、省略させていただきます。 

  ５ページの標準給付費、以前にもご説明させていただいていると思いますが、介護保

険の各サービスの給付の合計額となります総給付費と、高額介護サービス費などのそ

の他の給付費を加えた保険給付全体の額になります。こちらの一番右の列の第７期、

平成30年度、上から３つ目の欄、計画比ですが、98％、前回の見込みのときの説明で

は98.6％とお話ししたとおり、実績についてもほぼ計画どおりではないかと思ってお

ります。 

  次に、６ページの総給付費と７ページのその他の給付費についても、見込みのときと

ほぼ変わりはありませんでした。 

  次に、８ページの居宅サービス給付費ですが、こちらを見ていただくと、訪問看護や

訪問リハなどの医療系サービスの量がすこし多くなっていますが、立川市は、医療機

関が多いのと、訪問看護の事業所が充実しているのではないかと思います。 

  次の９ページです。地域密着型サービス給付費ですが、夜間対応型訪問介護について、

これも前回ご説明させていただいておりますが、14.5％と低いのですが、７期に入っ

て利用が伸びてくるということを想定していましたが、実際は利用が若干減少してい

るという状況になっているということです。 

  最後に、平成30年度の決算が固まりまして、東京都に報告したところであります。見

える化システムに反映されましたら、他市と比較をし、その際には金額だけではなく

利用人数や利用回数を踏まえた分析も必要かと考えております。私からは以上になり

ます。 

○介護予防推進係長 私から10ページの介護予防・生活支援サービス事業（地域支援事

業）の実績を報告いたします。 

  30年度の介護予防・生活支援サービス事業の訪問型サービスにつきましては、１億

3,540万7,000円、通所型サービスは２億3,373万3,000円、介護予防ケアマネジメント

は4,863万5,000円というふうになっておりまして、計画値に対してそれぞれ81.1％、

114.6％、93.2％となっております。全体では実績値４億1,777万5,000円となって、
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98.8％となっております。 

  先ほども申し上げましたが、30年度に報酬の単価の見直しを行いまして、国の単価と

合わせましたので、29年度から30年度のほうが上がっている状況で、それを踏まえた

計画値となっております。若干、通所型サービスにおいては伸びがあって、加算もつ

いているということで、100％を超えておりますが、全体としては計画値内というふう

になっております。以上です。 

○会長 ご説明ありがとうございました。30年度の実績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。 

○Ａ委員 計画と実績、余り差がなければ問題ないと思いますが、例えば９ページの

（９）の上の地域密着型サービス給付費で、介護サービスの中の上から２番目、夜間

対応型訪問介護で、これは計画が965万、実績が140万なので、計画に対して実績がう

んと少ない。ちなみに、その前年が193万だったので、これは前年に対して30年度は４

倍ぐらいの費用を予定しておいて、実績は少なかったということは、何かしら意図が

あってこんな計画を立てられたということだと思うのですが、計画と実績がこういう

大きな差が出るというのは、何か理由があるのでしょうか。 

○会長 事務局から、お願いいたします。 

○事業者係長 計画を立てたときは、地域包括ケアシステムの推進に主眼を置いて立てた

ということで、新しいサービスで過去の実績があまりない状況で推計していきました。

しかし、現実にふたを開けてみますと、利用者の方から実際、利用のしやすさとか、

あと制度のわかりやすさというところでいろいろ壁があるのだと思います。前回ここ

を説明したときには、この地域密着型サービスというのは、なかなかその内容がわか

りづらいというのが一つネックになっていると説明をした記憶がありますが、今後は

この辺のことの周知を図っていきたいと思っております。 

  以上です。 

○会長 よろしいですか。 

○Ａ委員 はい。 

○会長 ほかに。Ｂ委員。 

○Ｂ委員 周知をするのは市民にですか。市民がケアプランを立てるわけではないので、

多分、市民にしても仕方がないので、居宅介護事業所のケアマネジャーにきちんと周

知をして、自立もしくは尊厳、家族もしくはご本人の意向というものを伝えていくと

いうところが大切かと思います。また、夜間対応型訪問なので、夜間対応する介護職

員がいないのですか、いるのですか。いて、この数字なのか、いないのか、全くもっ

てこれだけではわからないというところなので、本来は自立、独居、ひとり暮らし、

家で暮らしたいといったときに、その情報があれば、在宅でいられるという可能性は

比較的高まりますが、そうでない場合は当然、施設に入れるのかというふうに家族は
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考えると思います。その辺の、もう少し内容というのをきちんと理解した上でこうい

うふうに数字を出さないと、本当の意味というものが市民に伝わらないと私は思いま

す。これは尊厳にかかわってくることなので、もう少し分析をしていただけるといい

と思います。 

○会長 お願いします。 

○事業者係長 地域密着型サービスに関しての周知ですが、事業者係としては、介護支援

専門員の連絡会の中で周知することを一度、検討しまして、社会福祉協議会の担当者

の方と話をしたことがあります。先に進んではいないのですけれども、こういった結

果が出ておりますので、再度検討させていただきたいと思っております。 

  あと、夜間対応型に対するサービス利用が低いのは、もしかしたらヘルパーが少ない

からなのかとのお話ですが、申しわけございません、一度、事業所の方とこの辺の話

をしたことはあるのですが、正確にそのことを思い出せません。間違えた発言をして

もいろいろご迷惑をかけてしまいますので、次回、もしくは郵送で報告したいと思い

ます。お時間をいただけるようお願いいたします。 

○会長 では、また正確なところがわかりましたらご報告をお願いいたします。 

  ほかには、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  Ｃ委員、お願いいたします。 

○Ｃ委員 ６ページの総給付費のほうで少し気になったので、教えていただきたいのです

が、施設サービス給付費が計画、30年と６期と７期とで少し差があるのかなと思って

おります。在宅の部分、地域密着も含めて、単価を落として頑張った分がここで結構

使われているのだと、３割負担を導入した部分も恐らくこの分にとられているのかと

思っています。９ページの施設サービス給付費の内訳を見ると、特養はそれほどでも

ないのかと思いますが、老健と介護療養型の医療施設でかなりポイントが上がってい

るという印象があります。施設のほうは、１人入ると給付費も上がると思いますが、

実際、７期の事業計画、保険料、このままで大丈夫なのかというところを教えていた

だきたいと思います。 

○介護給付係長 そうですね、確かに施設サービス給付費のほうが計画値より少し高くは

なっていますが、全体的な総給付費が98.1％ということで、今のところは問題ないか

と思います。また、あくまでも見込みですが、31年度の全体の給付費の計画比は

93.9％でして、さらに低くなっていく見込みですので、今のところは問題ないと思い

ます。以上です。 

○Ｃ委員 ありがとうございます。 

○会長 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、これにつきましては以上でございます。 

  続きまして、３点目、第７次高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画の平成30年度
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末時点の振り返りについてということで、皆様にも既にご質問等いただいておりまし

たが、これは事務局のほうでおまとめいただいたことにつきまして、ご報告とご回答

と、お願いいたします。 

○介護給付係長 平成30年度の振り返りについて、ご質問に対する回答をさせていただき

ます。こちらは資料５－２を見ていただいて、７名の委員の方からご質問いただいて

おります。順番に担当の係長から回答させていただきます。 

  では、１、Ａ委員から質問。施策31、交通安全・交通事故防止に向けた取り組みにつ

いて。 

○在宅支援係長 まず、ご質問の内容ですが、高齢者が運転した車による事故が多発して

いる。被害者はもとより加害者の悲惨な状況を報道により目にしている。免許更新時

の適性度チェック、安全に配慮した自動運転車の普及、免許自主返納の取り組みの強

化を期待しますということでご質問をいただいております。 

  本日、配布させていただいておりますピンクのチラシをご用意ください。高齢福祉課

でも高齢ドライバーの運転を、生活課題ということで挙げておりまして、９月27日に

立川警察の交通課、あいおいニッセイ同和損保のほうからＮＰＯ法人高齢者安全保険

支援研究会、株式会社インターリスク総研というところのご協力を得まして、高齢者

向け、ご家族向けのセミナーを予定しております。こういったセミナーをやることで

ご家族、ご本人様への周知をしまして、免許返納だけが解決ではないとは思いますが、

そういった方法もあるということでご紹介していきたいと思っております。まだ、申

込制ではないので、委員の皆様ももしよろしければ足をお運びいただきたいと思いま

す。以上です。 

○介護給付係長 次に、施策66、施設・居住系サービスの整備。 

○事業者係長 まず、昨年度ですが、グループホームの整備に関して、皆様に大変お世話

になりました。ありがとうございました。今年度は地域密着型特養の公募を予定して

おります。そこも含めて、地域密着型サービスの拡充に関しては今後、頑張っていき

たいと思っております。以上です。 

○介護給付係長 次に、２、Ｃ委員から、施策１、一般介護予防事業の推進についてです。

こちらにつきましては、７番目のＢ委員からも同じ質問がありましたので、あわせて

ご回答させていただきます。 

○介護予防推進係長 質問としては、地域体操クラブ終了後自主化された団体の支援とし

て、健康体操応援リーダー等派遣事業を利用していない団体には、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士による地域リハビリテーション活動支援事業が有効かと思います。

東京都老健局の検討会であります一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会にお

ける中間取りまとめ骨子案、令和元年７月19日第３回資料にも、通いの場への定期的

な医療専門職等の関与を初め、医師会等、医療関係団体と連携しつつ、地域リハビリ
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テーション活動支援事業のさらなる活用促進を図ることとしてはどうかという記載が

ございます。立川市におかれましても、同事業の実施について前向きにご検討いただ

けることを希望するとともに、今後の予定について教示いただけますということです。 

  立川市のオリジナルのたちかわ健康体操とラジオ体操第一を組み合わせました健康体

操応援プログラムというのを３カ月間実施して、その後、自主化を目指すという地域

体操クラブというのを実施しております。平成30年度は10カ所で実施をしておりまし

て、参加者は76名で、10カ所でやったうち自主化されたのは６団体となっております。

その６団体のうち、健康体操応援リーダー等派遣事業を利用した団体、この健康体操

応援リーダー派遣というのは、市民の中で健康体操応援リーダーというのを養成して

おりまして、その方に７回、体操の指導を行っていただいて、その後、初回と、あと

３カ月ごとに市の保健師が体力測定に行くという形で、２年目以降は半年ごとという

ふうになっておりますが、それの派遣事業というのがありまして、それを利用した団

体、自主化された６団体のうち３団体が利用しております。今現在、健康体操応援リ

ーダー等派遣事業を利用しているのは18団体となっております。Ｃ委員御指摘のとお

り、自主化された団体への支援として地域リハビリテーション活動支援事業が有効で

あると考えておりますが、市の財政状況等を考慮しまして、どのような方法でやると

効果的であるのかというのを検討する必要がありますので、今後、相談をさせていた

だいて、事業に向けて検討させていただければというふうに考えております。 

  あと、Ｂ委員のご質問で、自主化された団体、その後の状況の確認というふうになっ

ておりますが、自主化された後、リーダー派遣を利用していない団体に対しては、今

のところアンケートを行うなどということは行っておりませんので、状況を確認して

いないということになっております。先ほどの地域リハビリテーション活動支援事業

を含めて、今後、支援方法を検討していきたいと考えております。 

  効果的な普及については、健康体操応援プログラム普及事業ということで、先ほども

ありました保険者機能強化推進交付金を活用して、今年度、健康体操の普及事業とい

うことで社協に委託して行っております。その中で、健康体操の体験会と出前講座と

いうのを行う、体験会を行っております。今度11月、体操見本市、体操のいろいろフ

ェスタということで、市内で行っている体操の紹介を行いますので、そういうことを

通じて生活支援コーディネーターと連携して周知普及活動を実施していきたいと考え

ております。以上です。 

○在宅支援係長 続きまして、Ｃ委員からの質問で、施策24、地域ケア会議の開催につい

てです。質問の内容は、市内の介護サービス事業者の団体としては立川市介護支援専

門員連絡会、立川市通所サービス事業者連絡会、立川市訪問介護事業者連絡会、立川

市訪問看護連絡会がございますが、そのうち地域ケア会議に出席しているのは訪問看

護連絡会のみと思われます。地域ケア会議は高齢者支援にかかわる多様な機関の代表
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者が出席することが望ましいと考えますが、今後、訪問看護以外の事業者の代表に出

席を依頼する予定はありますでしょうかというご質問です。 

  回答といたしまして、個人情報管理の課題や訪問看護事業者連絡会のみの参画に課題

があるというふうに判断をしまして、平成31年度からは訪問看護事業者連絡会の参画

も見合わせております。今後、この後質問もありますが、東京都のモデル事業を含め、

地域ケア会議の開催の目的や役割を明確にして、どのような業種が参画するとよりよ

いものになるのか検討していきたいというふうに考えます。 

  続きまして、Ｆ委員の施策17、地域支え合いネットワーク事業の実施ということで質

問をいただいております。質問の内容は、支援を受けたい高齢者と支援の提供ができ

るボランティアのマッチングが難しいとあるが、ちょこボラではどんなことができて、

どんなことができないのか、また、高齢者が望むボランティアはどんな内容が多いの

かというご質問をいただいております。 

  立川市のちょこっとボランティアというのは、単なる便利屋ではなくて、あくまでも

見守りということを目的にしています。例えば、ごみ出しをしながら見守るとか、定

期訪問や電話をかけることで見守るといった様子で、近年ではボランティア活動の幅

を拡大して、地域包括支援センターが行う介護予防教室の受け付けの手伝いとか、そ

んなこともお願いをしております。また、登録しているボランティアさんも高齢化し

ていることもありまして、活動内容が限定されているために、マッチングが難しいと

いう状況にあると分析しております。 

  特に、ごみ出しに関するボランティアのニーズが高いのですが、ごみ出しのボランテ

ィアというのは、雨が降ろうと雪が降ろうと、その日が祝日に当たろうと、ごみ出し

の作業があるわけで、天候に関係なく毎週行う活動となりますので、引き受け手が見

つからないという現状があります。ごみ出し支援に関しましては、また別のグループ

でごみ出し支援に関する懇談会という形で、生活支援コーディネーターを中心に、今、

どうやったらいいのかということで、ごみ対策課を含めて検討している状況にありま

す。ちょこっとボランティアさんの数をふやすために、今後は老人クラブ連合会とも

連携しまして、ボランティアの担い手をふやすという計画をただいま立てております。 

○高齢福祉課長 よろしくお願いいたします。引き続き、Ｆ委員からの施策19、地域福祉

コーディネーターによる地域づくりの推進、施策66、施設・居住系サービスの整備に

ついてのご質問について、ご回答を申し上げます。 

  質問といたしましては、地域包括ケアを推進するに当たり、当ホームの西砂町におい

てはどんなサービスが不足しているのか、また、スーパーや病院等もほとんどなく、

買い物や通院にも困る高齢者もいると考えられるが、介護施設以外での生活サービス

については市のほうではどのように把握されているのかというご質問でございます。 

  西砂町全体の高齢化率でございますが、平成31年１月１日現在、立川市全体では
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24.25％なのに対しまして、西砂町全体の高齢化率は16.5％と低目なのが特徴でござい

ます。西武線沿線の駅前開発により建て売りがふえまして、若い世代が転入してきて

おります。もとから長く住まい続けている住民の方につきましては、民生委員さんの

かかわりもあり、落ちついた生活をされている方が比較的多く、同居の家族や近隣の

親族が高齢者の世話や支援をしている割合が割と多い地域であるというふうに考えて

ございます。介護保険のようなフォーマルなサービスにつきましては、例えば、ヘル

パーさんを見つけにくいというような話を耳にすることがございますが、近隣市や、

市内でも遠方のまちの事業者からの派遣や、近隣市のデイサービスを利用していただ

くことで制度が成り立っているというふうに認識しております。この圏域の強みとい

たしましては、かみすな地域包括支援センターだけでなく、にしすな福祉相談センタ

ーも地域の総合相談窓口として稼働しておりまして、認知症カフェの運営などを通じ

て地域課題の抽出に努めているところでございます。 

  委員のご質問のとおり、買い物や交通の面では非常に不便な地域でございまして、コ

ミュニティーバスのくるりんも通っておりますが、本当に行きたい場所には行かれな

いというような声も上がってございます。バスで昭島駅などに出る方もいらっしゃる

かと思いますが、買い物や通院の移動手段といたしましては自家用車を使う方が多い

ようです。高齢者ドライバーの事故の報道がふえまして、免許証の自主返納をどうし

ようかというような相談を地域福祉コーディネーターが受けているということを聞い

ております。 

  少子高齢人口減少社会におきましては、地域包括ケアシステムの構築が求められてお

りまして、本市でも住民に身近な圏域において地域生活課題に関する相談を包括的に

受けとめる体制の整備を進めております。市内各日常生活圏域の地域資源の把握や地

域課題の整理などについては、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターを中心に、

地域包括支援センター、福祉相談センター、生活支援コーディネーターが地域住民を

巻き込んだ形で地域懇談会などを開きまして、地域アセスメント、評価を行い、地域

診断をしております。これは、１人の課題から、地域住民と関係機関が一緒になって

解決策を考え、さまざまな課題に直面している地域そのものを元気にしていこうとい

う取り組みでございますが、免許証を返納しても住みなれた地域で安心して生活でき

る仕組みをどうつくっていけるかは、皆で知恵を絞っていかなくてはならないという

ふうに思ってございます。 

  生活課題はフォーマルなサービスだけで解決されるものではなく、インフォーマルな

サービスと組み合わせる、または地域住民同士が連携して、顔の見える関係の中で誰

もが役割を持って活躍することで解決されるものでございます。地域住民がつながり、

支え合うと、例えば災害があったときなどには特に、地域の力が発揮されるというふ

うに思いますし、支えられる側が支える側になることもあるのではないかというふう
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に考えてございます。 

  今後も地域福祉コーディネーターや生活支援コーディネーターがどんどん地域の中に

入っていって、介護、保健、医療に限らない地域生活課題の掘り起こしをしていただ

きまして、地域と協働、連携によるサービスの開発が進んでいくことを期待しており

ますので、行政といたしましては、そこを支援、後押ししていきたいというふうに考

えております。以上です。 

○介護予防推進係長 続きまして、４のＤ委員からの質問に移ります。施策58の在宅医療

と介護連携に関する課題抽出と対応策、施設59、医療と介護に関する多職種連携の推

進で、ご質問としては、医療側から介護側への研修のあり方に加えて、医療が介護を

知る機会として、介護保険制度及びサービスについて伝える機会を持っていただきた

いと思いますということで、在宅医療と介護連携推進に関する課題につきましては、

立川市在宅医療介護連携推進協議会というのがありまして、こちらで協議をしてまい

りたいと思います。 

  また、毎年実施しております医療介護連携多職種研修につきましては、内容を工夫し

て今後、実施をして、連携強化、情報共有を進めていきたいと思っております。介護

保険制度に関する出前講座というのもありますので、そちらを依頼いただければ、実

施していきたいと思っております。以上です。 

○高齢福祉課長 続きまして、施策42、おむつ給付助成事業の実施につきましてご回答申

し上げます。 

  質問といたしましては、8,000円から5,000円に上限額が変更となり、生活保護受給者

や低所得者には現状以下の上限額へ変更とされた場合、さらに生活費から捻出するこ

とになります。上限額は維持しつつ、自己負担の段階制などの検討をお願いしたいと

思いますということで、ご回答いたします。 

  おむつ給付事業につきましては、委員もご承知のように、平成28年度６月から給付限

度額を8,000円から5,000円に引き下げをさせていただいております。委員のご質問に

ありますような、現在5,000円を更に引き下げるということは今のところで考えてござ

いませんが、限度額を下げた平成27年度末利用者数5,841人から、平成30年度末7,262

人というように、今後もさらに利用者の増加が見込まれてございます。今後も事業を

継続していく上では、委員のご指摘のように、所得に応じた負担割合を導入すること

や、対象者の要件の見直しなど、さまざまな影響を視野に入れて検討していかなけれ

ばならないというふうに考えてございます。以上です。 

○介護予防推進係長 ５番のＧ委員の、施策55、医療と介護資源の情報提供体制の構築で、

ご質問は、今後ますます在宅医療・介護サービスのニーズが高まるはず。市のホーム

ページに掲載されている在宅医療・介護資源マップはわかりやすく利便性が高い。日

ごろＰＣやインターネットに縁のない市民のため、福祉会館、図書館、市の連絡所な
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どでも手軽に市のホームページを検索できるシステムが構築されることを期待します。

しかし、今のところマップの更新は３年に一度とか、新サービスも速やかに提供でき

るようにスムーズな更新をお願いしますということで、こちらの在宅医療・介護資源

マップにつきましては、市のホームページから閲覧できるようになっております。昨

年度から、隣接する昭島市と武蔵村山市の部分も閲覧可能というふうになっておりま

して、さらに利便性が向上されたかと思っております。閲覧できる場所、図書館には

市民が利用できるパソコンがありますが、福祉会館や市の連絡所や学習館など、今の

ところは設置されていなく、ご不便をおかけしているというところです。今後そこに

設置されるかどうかというのは何とも言えない状況です。情報の更新につきましては、

毎年更新をしたいと考えておりますが、かなり作業量がありますので、現在、方法等

を含めまして検討しておるところです。以上です。 

○在宅支援係長 Ｈ委員とＢ委員からの質問です。施策４、介護予防のネットワークの活

用と、施策24、地域ケア会議の開催ということでご質問いただいております。 

  東京都モデル事業と自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議体制構築モデル事業は

同じものなのでしょうか、参考までにモデル事業の概要等を聞いてみたいということ

でいただいております。振り返りシートの書き方が丁寧でなくて申しわけなかったの

ですが、Ｈ委員のおっしゃるとおり、同じものというふうになっております。当該モ

デル事業を通じて、立川市の自立支援・介護予防として目指す方針を確認したく、高

齢福祉課、地域包括支援センター、社会福祉協議会の地域づくり係、これは生活支援

コーディネーターと地域福祉コーディネーターが所属している係ですけれども、その

３カ所が一体となりまして挑戦をしております。現在は年４回ある実践会議のうち２

回目までを終えています。東京都で行うこの実践会議で立川市の現状や課題を報告し

まして、モデル事業の委員の皆様からご意見やご提案をいただき、市に持ち帰り、考

えるということの繰り返しをしております。 

  具体的な取り組みとしましては、先ほどＣ委員からも話がありました地域ケア会議を

含む連携会議、ネットワーク会議が立川市内、14個の会議をやっておりますが、こち

らの会議を整理していくことと、高齢者支援において自立支援、介護予防の視点をま

ずは支援者が持つこと、すなわち介護サービスだけに頼らず、高齢者自身が自分の生

活設計といいますか、このような生活がしたいということの実現ができるように支援

する枠組みを持つことを目的としています。今は地域包括支援センター、高齢福祉課、

地域づくり係の中で、この視点について確認をし合っているということにとどまって

おりますが、いずれ立川市全域に広めていきたいというふうに思っております。 

  先ほども説明いたしましたが、連携会議の整理に当たっては、個々の地域ケア会議で

挙げられる地域課題の解決に向けて、各日常生活圏域の中で対応できるものなのか、

立川市全域で対応が必要なのかの検討がスムーズに行えるような体制整備を図ってい
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きたいと思っております。かなり大きな体制整備変更になると思われますので、来年

度、令和２年度からすぐという形ではないかもしれませんが、取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○介護給付係長 施策69、事業者連絡会等の開催です。訪問看護連絡会は内容に加わらな

いのでしょうかということですが、こちらについては記載漏れです。大変失礼いたし

ました。この場で報告させていただきます。 

  平成30年度の訪問看護事業者連絡会は、２回開催しております。なお、今回の運協に

ついての会議録等のホームページ掲載時には、内容を追加した振り返りの資料を提出

させていただきます。以上です。 

○在宅支援係長 Ｂ委員からの質問で、施策25、高齢者支援のネットワーク体制の充実と

いうところのご質問です。専門職がいるのに専門性が発揮できていない会議と、その

運営で何が欠けていて、どうしたら市民に効果的に伝わるネットワークができるので

すかというご質問をいただいております。 

  回答といたしましては、地域包括支援センターには社会福祉士、看護師・保健師、主

任介護支援専門員の３職種の配置が必須になっています。立川市では平成18年に地域

包括支援センターを設置した当初、職種にかかわらずセンター職員全員で取り組んで

いこうということをモットーとして運営しておりました。しかし、最近ではセンター

に寄せられる地域の相談内容について、専門的知識、技術が求められる内容が多くな

ってきているので、それぞれの専門性をより意識した会議への参加や、支援の実践に

臨めるように意識づけをしているような状況です。具体的には、会議に参加する際に、

地域包括支援センターの職員としての参加ではなくて、地域包括支援センターの看護

師の立場で参加というような形で意識して、かかわりを持っていこうということで努

めております。以上です。 

○会長 一通りこれでご回答いただいたかと思います。振り返りということですので、本

来なら時間をたっぷりとって皆様でいろいろご協議したいところですが、今、事務局

のほうから大変、丁寧にご回答いただけたことかと思います。ですので、これはぜひ

もう一言お伝えしたい、発言したいというようなことがございましたら、委員の皆様

からお願いできますか。 

○Ｂ委員 地域リハビリテーション活動支援事業というのは、国が定めていることですか。

これはちょっと住み分けというか、区別はする必要があるかと思うのですが、ＰＴ、

ＯＴに関しては機能回復リハということが定義づけられていると思います。介護保険

で言われているのは、当然、機能回復も必要でしょうが、生活回復リハ、生活リハと

いうのも十分大きなウエートを占めていると思います。生活リハに関してはＰＴ、Ｏ

Ｔでなくても当然できることですので、私もこの間、補助金をいただきましたが、地

域でサークル活動をしていたり、自主的に健康応援リーダーのほかに、そういう活動
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をいろいろな人たちがいろいろな地域でやっていますので、ＰＴ、ＯＴに限らず、生

活リハと機能リハというのは別ですから、その辺を市の人たちは把握していただけた

らと思います。やはり重篤なことに関してはＰＴ、ＯＴの資格者が身体を触れて機能

回復するのが有資格者の国家資格の持つべきことだと思いますが、生活リハに関して

は、私も運動指導を長年しておりますが、身体をさわらずに指導をして、本人みずか

らが体を動かすというのが運動指導者の立場です。そういう指導者であれば、健康運

動指導士や実践指導者というのはかなり多く立川市にもいると思います。ＰＴ、ＯＴ

でもそう多くないはずですし、そういう人たちに働きかけをしていくべきと考えます。

専門の方には、もうちょっと本当に機能が麻痺をしている方とか、言葉がなかなか、

何かの病気でという方たちに十分回していただいて、そうでない人たちに関しては、

そういう人たちの活躍の場というのも広げていくという、要は区別というか住み分け

をきちんとして、やっていただけると、多くの人たちが予防に触れられるのではない

かなというのを考えます。お願いします。 

○会長 Ｃ委員、お願いします。 

○Ｃ委員 今、ご意見とご質問とあったと思いますけれども、正確な年度は忘れてしまい

ましたが、確か平成27年でしたか、老健局の局長、老健局ではなく医政局でしたか、

のほうから通知が出まして、理学療法士に関しては介護予防というものに従事するこ

とが法的に問題ないという通知が出ておりまして、ここからかなり、今までは病院や

施設の中で医師の直接指示のもと、我々、仕事をしていたのですが、医師の直接指示

がなくても介護予防という部分で仕事ができるようになったというのがございます。

それを受けて、この一般介護予防の中で、地域リハビリテーション活動支援事業とい

うものが生まれてきたというのがございますので、もちろん住み分けということも大

事だとは思いますが、協力しながら、お互いの可能性を発揮しながら、一緒に地域づ

くりができるといいかというふうに思っております。 

○会長 ありがとうございました。 

○Ｅ委員 私、事前にお出しできなくて、大変申しわけございませんでした。実は70番の

介護給付の適正化というところがありますが、今後の施策、一番右のところに、要介

護・要支援認定の適正化というのがあります。これは項目だけ書いてあって、あと何

をすると書いていないのですが、これは具体的にはどういうことですか。というのは、

最近、私の身の回りで、明らかに前回の認定よりも悪くなっているのに、かえって軽

くなったとか、変わりがないのに認定から外されて放り出されたとか、そういう話を

聞いていますので、その辺はどういうお考えでやっているのか、質問したいと思いま

す。 

○会長 お願いします。 

○介護保険課長 認定調査員、あるいは介護認定審査会の委員を対象とした研修会は毎年
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開催しておりまして、そこの研修の中で適正化を図っているところで、また、審査会

につきましても公平公正でなければならないという観点から、委員の皆様には共通理

念のもと、審査を行っていただいております。今のご質問で、要支援が外されたとい

う、非該当になる場合もあるとは思います。それにつきましても、公平公正に行って

おりますので、立川市に限らず全国共通の認識のもと行っていると考えております。 

  以上です。 

○会長 Ｅ委員。 

○Ｅ委員 全国共通な物差しではかるということは、当然だと思いますが、ただ、各個人

にしてみれば、状態が全く変わっていないのに外されたとか、明らかに状態は悪くな

っているのに軽い認定結果が出たというのがあるので、そういう人たちにとっては、

納得がいかないという感じがしております。 

○会長 Ｉ委員。 

○Ｉ委員 質問させていただきます。36番の介護保険施設等との協働による取り組みの推

進について、振り返りのほうに、最近、自然災害といいますか、台風の影響とか、地

域におかれましても避難所、災害のときにどこに行ったらいいのかわからないという

ことを結構、高齢者の方から言われます。36番を見ますと、防災課が担当の社会福祉

法人以外の協定締結事業所３団体とございますが、この３団体について教えていただ

きたいということと、振り返りで課題として避難所指定にまだ至っていないというこ

とですが、この辺の事情と、高齢福祉課のほうの課題として、高齢福祉関連事業所な

どへの周知を行っていないということですが、詳細を教えていただければと思います。 

○会長 お願いいたします。 

○在宅支援係長 社会福祉法人以外の協定締結の事業所は、一般の有料老人ホームさんで

すとか、あと、株式会社のデイサービスの方と締結させていただいております。振り

返りにつきましては、本年度は福祉総務課のほうで行う社会福祉法人の貢献ネットワ

ーク連絡会に参加し、この中でいろいろと一緒に協働していくという取り組みがあり

ました。平成30年度に限っては、高齢福祉課として参加していなかったので、こうい

った書き方をさせていただいておりますが、この後はきちんと、先週その連絡会もあ

りました。顔の見える関係づくりは構築されていますので、大丈夫かと考えます。あ

りがとうございます。 

○Ｉ委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、終了の時刻になってしまいましたが、皆さん大変、いろいろ貴重なご意見、

ありがとうございました。ぜひこれ、ＰＤＣＡサイクルということで、皆さんにここ

でチェックしていただきましたので、第７期介護保険事業計画、第７次高齢者福祉計

画は来年度が最終ということになりますが、施策が推進されるように事務局のほうで
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もよろしくお願いいたします。 

  それでは、あと報告事項が４、５、６とございますので、一括してご報告いただけま

すでしょうか、お願いいたします。 

○介護給付係 資料６－１と６－２の説明をさせていただきます。第８次高齢者福祉計

画・第８期介護保険事業計画の事前調査についてご説明させていただきたいと思いま

す。 

  こちらの概要といたしましては、次期高齢者福祉介護計画の基礎資料として、高齢者

やその家族、介護サービス事業所の状況やニーズを把握して、今度の８期の計画に反

映させるということになります。業者が決まりまして、委託業者が株式会社総合環境

計画という会社になります。こちらのアンケートの時期ですが、令和元年の11月中旬

から12月上旬を考えております。調査対象者は前回とほぼ変わらない予定ですが、要

介護者を除く65歳以上の高齢者3,000人、要介護者及びその家族1,500人、介護サービ

ス提供事業者300事業所という形で、調査方法も前回同様、無作為に抽出した郵送方法

を考えています。また、今後のスケジュールに関しましては、表に書いてあるとおり

になります。 

  アンケートの内容については、第３回の介護保険運営協議会前に事前に案を確認して

いただき、運協でご意見をいただきたいと思っておりますが、介護予防日常生活圏域

ニーズ調査について、調査項目の追加があり得るということを東京都から聞いており

まして、その連絡がまだ秋ごろとしか決まっていなくて、日にちがはっきりしていま

せん。よって、いつごろ案をお示しできるかはお約束できませんが、早目に事前にお

渡しできたらと思っております。 

  次に、資料２です、開催通知にも簡単に書かせていただきましたが、第３回の運営協

議会を11月13日から10月16日に変更させていただきます。理由といたしましては、今

回のアンケートについて委員の皆様にご質問等をいただくには、11月の運協だとアン

ケートの発送が間に合わないためです。こちらの調整不足でまことに申しわけありま

せんが、ご理解のほどをよろしくお願いいたします。以上です。 

○介護予防推進係長 報告事項の５番目、平成31（令和元）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についてご報告いたします。資料７になります。 

  平成31年度の保険者機能強化推進交付金評価指標の該当状況調査についてですが、前

回の第１回運営協議会におきまして30年度分の報告をいたしたところですが、今年度、

平成31年度の該当状況調査を国のほうに出しまして、交付額の内示を受けましたので、

ご報告いたします。 

  ４のところの評価指標及び本市の評価内容ということで、30年度と31年度の指標数と

配点と立川市の点数を載せております。指標数が61から65にふえておりまして、配点

のほうも30年度、612点満点だったのが692点満点になっております。立川市は平成30
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年度が414点で、31年度が415点となっております。点数は変わりませんが、合計点が

変わっているので、実質下がっていて、100点でいくと60点相当となっております。こ

の配点が、得点率が高い指標については配点率が下がっておりまして、結果、配点が

変わったということで得点が低くなっているということです。内示額につきましては

1,998万6,000円、30年度が2,142万4,000円でしたので、143万8,000円の減額になって

おりまして、内示を受けたところです。 

  前回の運協でもお話ししましたが、この交付金を活用しまして、31年度以降の取り組

みとしては、健康体操応援プログラム普及事業ということで、一般介護予防事業の中

で健康体操を広く知ってもらうという活動を行っております。現在、立川市健康体操

のＤＶＤをリニューアルしたというところと、健康体操の体験会というのを７月から

６圏域で１カ所ずつ毎月行って、健康体操を知ってもらって、今後の自分の介護予防

のきっかけづくり等を進めていければというふうに考えています。11月には市内の体

操の見本市ということで、いろいろフェスタということで、ＲＩＳＵＲＵホールで開

催する予定となっております。この取り組みとしては、31年度、32年度ということで

行っていく予定でおります。以上です。 

○介護給付係長 資料８のほうをご覧ください。 

  消費税率引き上げに伴う介護給付費の改定についてです。こちらは国から提示された

もので、全国共通の金額になります。簡単に説明させていただきます。訪問看護のホ

ームヘルプ、身体介護の20分以上30分未満の場合は、９月までは１回当たり、269円、

利用者の負担額が269円、10月１日からは270円、約１円上がるということになります。 

  あと、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームの多床室ですが、認定区分によります

が１日当たり、９月30日までは733円から874円、10月からは735円から877円と、二、

三円上がります。上がる金額自体は少額ですが、介護報酬が引き上げられるために、

今までと同じサービスを利用しても上限を超えてしまう可能性があるということから、

利用者の負担が増えないよう、下の表のとおり支給限度額も引き上げられました。 

以上です。 

○会長 ありがとうございました。報告事項の４、５、６についてまとめてご報告いただ

きました。 

  ご質問等ございましたらお願いいたします。 

  よろしいでしょうか。それでは、ご報告いただいたことにつきまして、協議会として

了承させていただきます。 

  それでは、本日の協議事項、報告事項は全て終了いたしました。 

  事務局のほうから連絡事項、ございましたら、お願いいたします。 

○介護給付係長 次回の第３回の運営協議会につきまして、先ほどご報告させていただい

たとおり、再来月10月16日水曜日、午後３時から、またこちらの会議室で開催させて
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いただきます。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。 

  本日も大変活発なご審議いただきまして、ありがとうございます。事務局におかれま

しては、委員の皆様のご意見を市政に反映していただけたらと思いますので、ぜひよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、長時間にわたりまして大変お疲れさまでございました。閉会といたします。 

午後５時００分 閉会 


