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午後３時００分 開会 

○会長 それでは、定刻になりましたので、平成31年度第３回の介護保険運営協議会を開

催いたします。 

  初めに、台風19号で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。委員の皆様も、

また事務局の皆様も直接的あるいは間接的な形で支援活動もなさっていらっしゃるの

ではないかと思っているところです。そのような中、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。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  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について、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が、資料１から資料７までの７点をお手元にお配りして

おります。ご確認いただけますでしょうか。また、資料５から資料７の調査票は、事

前にお送りした調査票の現時点での改定版となります。 

  このほか、事前に郵送でお送りした、資料番号はないのですが、調査票３種類のご用

意をお願いいたします。今回の協議は、事前にお送りした調査票の問番号になります

のでご注意ください。 

  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。 

  あと、事前送付の際のお手紙にも記載させていただきましたが、立川市地域密着型サ

ービス事業者公募の状況については、協議事項から報告事項に変更させていただきま

す。 

  それから、毎回のお願いで恐縮ですが、議事録作成のため、発言をされる委員につき

ましては、挙手をしていただきまして、会長からご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は、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、よろしくお願いします。 

  事務局からは以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、次第に従いまして進めてまいります。 

  本日は、初めに協議事項が１点でございます。第８次高齢者福祉計画・第８期介護保

険事業計画改定に向けた事前調査につきまして、事務局からご説明をお願いいたしま

す。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 
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  最初に、事前送付のお手紙に質問票の返信封筒を同封し忘れてしまい、大変失礼いた

しました。また、忘れたにもかかわらず、ファックスやメール等でご対応いただき、

どうもありがとうございました。 

  では、事前調査票、アンケートについて質問いただいた問に対して回答させていただ

きます。 

  回答の流れですが、資料１ですね。質問一覧がありますけれども、質問内容を読んで

回答をさせていただきたいと思います。調査票の質問順が飛び飛びになってしまいま

すが、回答させていただきます。続いて調査票１、調査票３という順番になりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  では、質問１ですね。調査票２の問５になります。あなた、調査対象者ご本人はどな

たかと住んでいますかという問ですが、質問が、誰かと住んでいても、日中独居の方

は多いと思う。そこで、日中独居のことも聞いてもよいのではというご質問をいただ

きました。 

  こちらですけれども、回答といたしましては、確かに日中独居の方はいらっしゃると

思いますが、日中独居という言葉が、介護保険関係者にはなじみがある一方で、高齢

者にとっては聞きなれない言葉ではないかと思います。また、こちらの調査票２の問

32以降の介護に当たっている方への質問から、日中独居に近い方の割合は分析できる

と思いますので、今回は選択肢には入れないという判断をさせていただきました。 

  調査票１と２、両方とも全項目基準日は設けないようにして、鑑文に記入日、現在の

状況をご回答くださいと文言を追加する予定です。お渡しした調査票には基準日を設

けている項目がありますので、基準日については全部削除をする予定です。以上です。 

  次に、質問９になります。調査票２の問45です。介護や付き添いに関してお困りのこ

とは何ですかという問に、これに対しての質問が、この中の選択肢１の介護について

の相談場所という点がわからないので、相談場所という言葉を、相談相手・相談場所

に修正したほうがわかりやすいのではというご意見をいただきました。 

  こちらですけれども、確かにご指摘いただいたほうがより丁寧と思いますので、相談

相手という言葉を追加させていただきたいと思います。 

  次に、質問12です。調査票２の問２になります。あなたの性別を教えてくださいに対

してですが、質問というかご意見は、市民の中には異文化の方も多く住んでいると思

います、多様性の時代は、ＬＢＧＴの方への配慮も必要で、その他の選択肢を入れて

いる自治体もあると伺っていますというご意見でした。こちら、調査票１と２、両方

同じような、男性、女性の性別を答えるところがありますので、それについて回答し

ます。 

  国がアンケート項目に入れているよう指示している在宅介護実態調査の項目では、男

性、女性という２択になっていることから、今回はこのまま２択でという判断になり
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ました。しかし、これから、今後の国の動向には注意していきたいと思っております。 

  次に、質問13です。こちらは、調査票１と調査票２両方に対しての質問になります。

調査票２でいえば問４。あなたのお住まいの地区はどちらですかという問ですが、ご

意見は、地区という表現が高齢者にはわかりづらいのではということで、確かにその

とおりだと思いますので、調査票１も２も、地区という文字を町名に修正させていた

だきたいと思います。 

  次に、質問16になります。こちらは、調査票２、全般的に対してのご意見になります。

要介護と介護をしている人に向けてのアンケートにしては、項目が多過ぎる。問29、

31のように、丸は幾つでも、誰もが丸をつけるような質問は不必要ではないかという

ご意見をいただきました。 

  回答といたしましては、こちら、調査票２についてですが、47項目の質問のうち、24

項目は国がアンケート項目に入れるよう指示している在宅介護実態調査項目でありま

す。ひとり暮らしの方や施設等に入所されている方は項目が飛ぶようになっています

し、全部に回答する必要はないようにもなっております。質問項目が多過ぎるので不

必要ではないかという問29については、現状を把握する意味合いもありますし、問31

については計画を立てる際には大切な項目です。また、今回は質問内容を精査し、前

回、平成28年度に行ったアンケートよりは13項目減らしております。よって、今回は

このままの項目数で実施したいと考えております。 

  質問30になります。調査票１、調査票２について、全般的な話になりますが、選択肢

の並び方が調査票１は縦、調査票２は横となっていますが、異なるのはなぜですか。

縦のほうが見やすいと思いますというご意見いただきました。この質問について、今

委員の皆様にご意見をいただきたいと思います。調査票１や３のように選択肢が縦に

並んでいる場合と、調査票２のように横並び、１があって、次に右側に２が来る、左

下に３が来るなど横並びのほうと、どちらがよろしいか、ご意見を伺いたいと思いま

すが、どなたか何かご意見ありますでしょうか。 

○Ａ委員 縦並びがいいのではないでしょうか。 

○介護給付係長 縦並びですね。 

○Ｂ委員 そうですね。左右に目を動かすよりは、真っすぐ上から下に落としたほうが、

わかりやすいですね。 

○介護給付係長 なるほど。 

○Ｃ委員 同意します。 

○介護給付係長 ほかにはご意見ないでしょうか。 

  それでしたら、こちらの選択肢の並び方は縦の並び方でいうことで。 

○Ｄ委員 これは、問26から27、28、全部縦にしてくれるということですか。 

  ごめんなさい、今、私が見ているのは調査票２ですけれども、２ではないのですか。 
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○介護給付係長 ２です。 

○Ｄ委員 ２ですよね。２は、26、27、28、全部、１、２、１、２と横ですけれども、こ

れは、スペースが下にあいているのであれば、全部統一して上から下というほうが、

読み手は、特に高齢者は読みやすいのではないでしょうか。全ての問題は１からずっ

と下におりていますので、なぜ26、27、28だけが横になっているのかが理解できない

のです。わかりやすく回答するのであれば、全部統一して上から下というほうが、特

に高齢者はいいのではないでしょうか、と思います。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  そうですね。確かに、そのご意見、もっともだと思いますが、やはりスペースの問題

もありまして、問30とか31につきましては、選択肢が長めですので、こういう形にな

っています。選択肢が短いものに関しては、申しわけないのですが、 

○Ｄ委員 介護給付係長が今おっしゃっているのは、フォーカス、意識、どこに目的を持

っているというのは、あなたの場合は、紙におさまることをベースと今、回答してい

ますが、この調査の目的は何でしょうか。ご利用者もしくはご高齢者が、きちんとし

たことを意図して調査をして、そこに対するサービスを第８次で考えるということが

ゴールですよね。であれば、この紙スペースをどうするかというのは、それは違うフ

ォーカスになっていませんか。きちんとこのアンケートを問う趣旨、ゴール、目的を

きちんと明記、わかった上で、今の私の回答に答えてください。スペースがどうのこ

うのではなくて、この回答にきちんとわかりやすく高齢者が答えられるのはどうであ

るかというべきことを、今討論している。討論というか話し合っているのだと思いま

すので、そのスペースが云々というのは、ちょっとレベルが違う話だと、私は思いま

すけれども、いかがでしょうか。 

○介護保険課長 今、26、27、28につきましては、髙木委員から貴重なご意見をいただい

ております。 

  今、介護給付係長のほうが言っていますスペースの関係もありますが、やはりアンケ

ートの趣旨という、高齢者がいかに答えやすいかという視点もございますので、もう

一度検討させていただけたらと思います。なるたけ、Ｄ委員が言われた、本来の趣旨、

目的に沿うような形にしたいと考えます。 

  以上です。 

○Ｅ委員 今、お話を伺っていまして、多分、もし差し支えなければ、このレイアウト自

体を、縦なら縦、横なら横という感じで区別というか、区分してもらえたほうが、髙

木さんがおっしゃったように、高齢者にとっては、縦に読んだり、横に読んだり、目

がちょっと動くことで疲れやすいかもしれませんので、もし質問を変えることができ

ましたら、そのようにしたほうが読みやすいのではないかなと思っております。 

○会長 そうしたら、ご意見を踏まえてご検討…… 
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○介護保険課長 今、Ｅ委員からもご意見いただきまして、そういった縦なら縦、横なら

横と統一したほうがよろしいということで、先ほどのＤ委員の意見も踏まえまして、

もう一度、それができるのかどうか検討させていただいて、また皆様には、どういっ

たことで行くのか通知を差し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 去年まで、この２に関しては横にいくような形で、１と３はこの形式で、去年と

同じ形で今回、ご提示いただいている。去年というか前回ですね。ということでよろ

しいのですか。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  いえ、全部縦だったのですが、見本として横、国の調査も横だったもので、横のもの

も用意しました。前回は全部縦でした、３種類とも。 

○会長 日本の文字は縦に見ていくようなこともあると思いますけれども、かつては縦が

ほとんどだったのですね。でも、最近の調査は、横でつくりますね、私自身は。でも、

皆様がどういう形が見やすいかということのご意見を今いただきましたので、ご検討

いただければと思います。 

  ほかにはいかがですか。 

  よろしいでしょうか。 

  では、続いてお願いいたします。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  質問31と34に関しましては、それぞれの担当から回答させていただきますので、こち

らは後で回答します。 

○介護予防推進係長 高齢福祉課介護予防推進係長です。 

  私のほうは、調査票１についての質問に回答いたします。 

  この調査票１につきましては、国が示しました介護予防・日常生活圏域ニーズ調査に、

立川市独自の65歳以上の市民に対する調査を加えたものになります。要介護１から５

を除く65歳以上の方の中から、無作為で選びました3,000人の方を対象に調査を行う予

定となっております。 

  質問の一覧の中の質問２からお答えいたします。 

  調査票１の問２ですね。「住まおいの地区」となっておりまして、記載を間違えてし

まって、「お住まいの」になりますので、訂正いたします。地区を町名に変更いたし

ます。 

  続きまして、問４です。先ほど言ったとおり、こちらの調査は国が示しました介護予

防・日常生活圏域ニーズ調査をもとにしておりますので、問３から問９までが必須項

目とオプション項目を加えた介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の項目となっており

ます。 

質問４です。調査票１の問４の（１）で、体を動かすことについて、（１）は階段
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の手すりや壁をつたわらずに昇っていますかという問に対してですが、問４の想定は

昇ることだけです、必須項目でそういう設定になっております。 

  続きまして、質問５、調査票１の問４の（６）、週に１回以上は外出していますかと

いうところで、外出手段は問わないことを追記したほうがわかりやすいのではという

ご質問ですが、これも先ほど言った国の調査項目の必須項目で、基本変えないでこの

ままということで、注釈も入れないということにいたしたいと思います。 

  質問６で問５の（２）、（３）、（４）ですが、（２）は半年前に比べて固いものが

食べにくくなりましたかというところで、（３）はお茶や汁物等でむせることがあり

ますか、（４）が口の渇きが気になりますかという質問で、（２）は半年前との比較

となります。「はい」と「いいえ」以外には、「ときどき」もあってもよいのではと

いうご質問ですが、これも、繰り返しになりますが、必須項目とオプション項目の設

問どおりということになりますので、「はい」と「いいえ」のみの２択というふうに

させていただきます。 

  続きまして、質問７、問６の（１）と（２）となりまして、毎日の生活について、物

忘れが多いと感じますか、（２）は今日が何月何日かわからない時がありますかとい

うことになります。（１）と（２）の言い方が、物忘れが多いと感じる時があります

かと（２）でなっているので、（１）も時を入れたほうがやさしい感じになるのでは

ということですが、これも必須項目の設問でこうなっておりますので、このような形

をとっております。 

  質問８になります。問７の（２）と（３）で、地域住民の意思によって健康づくり活

動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づくりを進めるとしたら、あ

なたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますかとの設問で、選択肢とし

て、（３）が地域住民の有志によって健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行っ

て、いきいきとした地域づくりを進めたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話

役）として参加してみたいと思いますかという質問です。質問の趣旨が、地域づくり

を進めるため活動に参加することを求めていますが、地域づくりではなく、単に交流

や友人との活動・会話が目的でもよいのではというご質問ですが、これも国で示した

必須項目がありますので、このような形をとっております。 

  続きまして質問10になります。調査票１について、全般的に漢字に振り仮名がついて

いますが、65歳以上になると振り仮名は見えにくいのではということです。一応、振

り仮名をつけていますが、見づらいというところがあるので、見やすいように工夫さ

せていただければと思います。 

  続きまして、質問14になります。調査票１の問48、選択肢の11が空欄になっています

ということで、これも記載漏れがありまして、実際には、認知症全般について相談で

きる窓口というふうになりますので、修正いたします。 
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  続きまして、質問15、問31の（２）、質問は、あなたが人生の最後を迎えたい場所で、

ご希望に最も近いのはどれですかという質問で、そこから、31の（１）ということで、

自宅、子供、親族の家と、１、２と答えた方について、そのあなたの希望がかなうと

思いますかということで、その選択肢として、１の難しいと思うという回答をした方

に対しての質問として、問32がありまして、その中の５と６ですが、訪問診療してく

れる医師がいないからと、訪問看護してくれる医師がいないからという選択肢に対し

まして、自宅に来てくれる医師や看護師のほうがわかりやすいのではということでい

ただいております。かみ砕くと、自宅へ来てくれる医師や看護師となりますが、一応

訪問診療、訪問看護ということを入れさせていただいて、その医師がいない、見つか

らないとか、看護師が少ないという状況を選択していただければと思いますので、こ

のままの選択肢でいきたいと思います。 

  続きまして、質問19で、問19と44で、プリントアウトのところで改行がうまくいって

いなかったみたいなので、改行が正しくなるように訂正いたします。 

  続きまして、質問20です。調査票１について、回答に30分近くかかりましたというご

意見がありました。確かに、質問数はかなり多くて、問としては49ですが、一つの問

に付随する括弧等を入れますと100項目あります。前回の調査は、問の数は一緒ですが、

括弧等を入れると113項目ありました。今回は質問自体も重なるようなものは削除、新

しい項目を追加した結果、113項目から100項目に減らしております。国の示したニー

ズ調査の必須項目とオプション項目が52、立川市の独自なものが48となっておりまし

て、どうしても時間がかかって申しわけないのですが、この項目数で考えております。 

  次に、質問21です。一部聞き取り調査を実施したほうが正確なアンケートになるので

はと思いますとのご意見をいただきました。最初に言いました、この調査は要介護１

から５以外の65歳以上の方で無作為に抽出した3,000人の方を対象にアンケートをする

もので、無記名で回答してもらうということになりますので、郵送での回答というこ

とで統一させていただきたいと思います。 

  続きまして、質問22。計画とは直接関係しないと思いますが、就労に関して状況また

は意向の問があってもよいかと思いますとのご意見をいただきました。就労に関して

の直接の問というのは設けていないのですが、問20の、これから新たに生きがいや楽

しみにしていきたいことは何ですかというところには、１番、収入のある仕事という

選択肢がありますので、今回は、特に就労に関しての問は設けないということでいき

たいと思います。 

  続きまして、質問23です。問５の（７）になります。どなたかと食事をともにする機

会はありますかという問ですが、特にひとり暮らしとか家族とかということで設けて

いるということではなくて、どなたか、ひとり暮らしの場合もあるでしょうし、家族

がいても、１人で食べるということがあるということで、どなたかと食事を共にする
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機会があるかないかということで、問うておるものでございます。これも国の必須項

目となっております。 

  続いて、質問24です。問７の（２）と（３）になります。先ほどもありました、ぜひ

参加したい、参加してもよい、参加したくないという選択肢になっていますが、参加

したいが忙しくまた事情により参加できない人が多いはず、このような人には回答し

にくいと思いますということです。こちらも３択で必須項目となっておりますので、

参加してもよい、忙しくて、その辺のはっきりした区分けはできませんが、この３択

の中で選んでいただきたいと考えております。 

  続きまして、質問25です。問13になります。現在、お住まいについてお困りのことは

ありますかと選択肢11が２つあることについては、記載ミスですので訂正いたします。

また、選択肢について、カテゴリーが異なるので、この質問に入れるのは適切ですか

ということで、別の質問の中で問うべきと思いますとご意見をいただきました。身元

保証人がないということと緊急連絡先がないということになると思いますが、それ以

外のところは、家のつくり等ということでの質問になると思います。確かにカテゴリ

ーが少し違うかなというところはありますが、お住まいについての現在困っているこ

とということで、選択肢として入れております。ここもこのままの選択肢でいきたい

と考えております。 

  続きまして、質問26、問14です。ご近所での見守りやお世話など、助け合いの活動を

広げるために必要なことは何ですかということで、選択肢の１、２とその他を比べる

と異なる内容なので、別の問い方をすべきと思いますということですが、選択肢の１

と２は自分の状況ということになりますし、それ以外は周りの状況というようなこと

になりますので、分けたほうがよいかもしれませんが、自分の状況と周りの状況、両

方とも選択してもらうという形をとっております。 

  続いて質問27、問19です。立川市では、高齢者の皆さんの生きがいづくりの支援や健

康増進及び介護予防の見守り等のために次のようなサービスを実施しています、１年

以内に利用したことがあるものに丸をつけてくださいという質問で、選択肢の１と４

はサービスではないので、設問を修正したほうがよいのでは。例えば、次のようなサ

ービス実施や設備の提供をしていますなどにしてはとご意見をただいています。選択

肢１の、福祉会館とか地域学習館、市民体育館というのはサービスという形ではなく

て、設備ではないのですかということだと思います。そうですね、広い意味ではサー

ビスというふうに捉えられなくもないと思いますが、ここは、サービスや設備という

か施設がありますという形で直させていただければと思います。 

  質問28については、問25です。あなたにご近所の方を見守る見守りボランティアを頼

んだら協力していただけますかということで、選択肢が、協力したい、内容によって

は協力したい、協力したくないとなっています。ご質問は、問７と同様、事情により
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協力できない人が回答しにくいと思いますということですが、選択肢を、問７と同じ

ように３つとして、事情により協力できない人も、協力したいのか、協力したくない

のか、内容によっては協力したいということなのかということで、統計をとりたいと

思っております。 

  続きまして、質問29、問31です。あなたが人生の最後を迎えたい場所で、ご希望に最

も近いものはどれですかということで、多くの場合は１の自宅と思われますが、最後

の数日、数週間は病院になることが、それなりに想定されると思います。その場合、

１と回答するか、６と回答するか、迷う人がいるのではないでしょうかということで

す。現状そういう形になる可能性はあるとしても、どこで最後を迎えたいか、自宅で

最後を迎えたいのか、病院で迎えたいのかということで、一番希望するものを選択し

てもらうということで考えておりますので、少し迷うかもしれませんが、このままで

いきたいと思います。 

  続いて、質問32にいきます。介護認定を受けていない高齢者65歳以上の3,000名にア

ンケートの実施を行うようですが、ボリュームがあり、問49まで回答するにはかなり

の労力がかかると思いますが、質問数の再検討はありますか、最後の質問までたどり

着くのに結構時間がかかると思いますというご質問です。先ほどお答えしたとおりに

なりますが、13項目は減らしたこともあり、今のところ、再検討はしないで方向で考

えております。 

  調査票１のみのご質問に対しては、以上となります。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  私のほうから、調査票３に基づく質問に回答していきたいと思います。 

  質問11…… 

○Ｄ委員 すみません、最後まで質問だめですか。終わってからにしますか、それとも、

いまのに対して、質問していいですか。 

○介護給付係長 はい、大丈夫です。 

○会長 質問を受け付けていただけるということですね。 

○Ｄ委員 質問していた就労のことですが、私も新たに質問項目をつくったほうがいいの

ではないかなと思います。現状に関してはここに書いてありました問17、現在の職業

は何ですか、無職というのもあるし、働いているというのもあるので、これでいいと

思います。問20ですね、これから新たに生きがいとしてというところで、収入のある

仕事というところですが、現状、世の中を見ていると、年金も少なくなり、だんだん

年をとらないともらえなくなるということを考えると、どういう状況で仕事をしたい

と、仕事をせざるを得ないのか、社会参加としていたいのかというところも調査をし

ていく必要があるのではないのかなと思います。 

  それと同時に、世の中は人手不足でもありますので、高齢者、65歳以上のまだまだ元
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気な方たちを含め、どういう意向を持っているのかというのは社会問題の１つになっ

ていますから、ひとくくりで終わる問題ではないかなと思います。ここをもう一度、

問でこのままでいきますという返答でしたが、世の中の情勢をきちんと考えて、何を

質問して何をとりたいのかというのは、当然考えての質問ですよね。この問から何を

模索してというのは、もちろんわかっている、わかっていて当たり前だと思いますが、

であれば、今の私が言ったことは、当然日本の国の情勢を考えたら、必要になるべき

項目になるのではないかなと思います。 

○会長 事務局では。 

○介護予防推進係長 介護予防推進係長です。 

  確かに就労に対しての質問について、前回の調査も特に項目立てはしておりませんで

したので、今回その質問について検討しなかったというのが現状です。 

  ７期の計画において、就労に関することは、社会参加の場の拡充というところの中に、

就労に備える仕組みづくりの推進という項目があります。シルバー人材センターの活

用と高齢者の就労支援ということが載っていますが、主な担当課は、シルバー人材セ

ンターは産業観光課、高齢者就労支援は福祉総務課と生活福祉課になります。全体的

には項目、質問数が多くなってしまいますがどんな質問にするかということも含めて、

再検討させていただきたいと思います。 

○会長 それでは、高齢者福祉計画と関連するところだと思いますので、その中での事業

等も見ていただけたらと思います。 

  ほかには、よろしいでしょうか。 

○Ｆ委員 私、普段、事務局の方と顔を合わせることが多いので、私から申し上げるのは

ちょっと心苦しいのですが、質問に対する回答が、国の定めた項目のままですとか、

このままとかいうのが非常に多いですね。委員の皆さん、例えば、１つの調査委の回

答に30分近くかかりました。それなりに時間をかけて見てきて質問を上げているので、

それに対する回答がこのままですということでは、だんだん残念な気分になってきま

す。それであれば逆に、厚労省の、国の定めたこのまま質問を上げますので了解くだ

さいぐらいで済ませてもらったほうが、まだいいのではという感じがしてしまいます。 

  立川として、聞いていきたいところを聞いていくという視点で、工夫できるところは

ちゃんと取り込んでいただかないと、皆さんも、次来たときは、あまり見なくてもい

いかという感じになってしまうと思うので、そこは考えていただきたいなと思います。

よろしくお願いします。 

○高齢福祉課長 高齢福祉課長です。 

  委員の皆様にこのアンケートを見ていただくに当たっては、小澤副会長がおっしゃる

ように、事前に、ここは国が定めたもので変更はきかないということを周知した上で

見ていただくべきでした。本当に申しわけありませんでした。今後については、そう
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いったことも気をつけて、皆さんのご負担が少ないように検討してまいりますので、

今回のことについては、おわびをさせていただきます。 

  また、皆さんからいただいたご意見について、修正ができる項目については、しっか

り検討させていただきますので、よろしくご意見のほどちょうだいできればと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

○会長 Ｇ委員、お願いいたします。 

○Ｇ委員 国は国として当然、必要なアンケートで、全国的にそれを見た場合、その調査

内容で答えるのは当然だと思います。国が言ってきたから、それはやらなきゃいけな

いので、そのままやりますよという立場なのか。やはり、こんな意見があったという

ことを国に提案なり、こうしたほうがいいのではないかという話をしてもらったらい

いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○保険医療担当部長 保健医療担当部長です。 

  今ご意見いただいたこと、本当にごもっともだと思います。 

  ただ、今回は、国のほうの調査項目と市の項目を同時に調査するという形の調査にな

っていて、国の項目は、簡単に言うと、いじることができない項目、市のほうは工夫

をして、立川の市民の意見を聞きたい項目、それを、なるべくご負担、お手間を減ら

すために１つの調査用紙でやろうとしているので、若干無理があるところもあるのか

なというふうには思っております。国のほうでやる調査項目につきましては、基本的

には国は数字が欲しいので、要するに入力、数を入力してくれというような形でしか

調査がないのですが、意見を述べる場がありましたら、ぜひ附帯意見として出してい

ければというふうに思います。 

  以上です。 

○会長 全国比較ができるといういい点はありますし、選択肢などが違うと比較ができな

くなってしまうので、先ほどご説明いただいたように、委員の皆様にあらかじめその

あたりをお示しいただいて、ごらんいただくとよかったのかなと思います。次回はぜ

ひそんな形で改善していただけたらと思います。 

  この調査は日常生活圏域ニーズ調査という形で、特に圏域ごとに分析していくことに

なりますが、かつては市町村単位のような形で大きく分析していたところを、日常生

活圏域で分析していくというところが、とても意味がある調査になっています。最初

の町名のあたりで、これで多分割り振るのだと思いますね。そのような形での活用と

いうことが考えられるかと思います。 

  では、時間の関係もありますので、まだまだ質問はあるかもしれないですが、説明を

伺って、それで一括してまた、前に戻ってもよろしいかと思いますので、ご質問いた

だきましょうか。 

  それでは、ご説明お願いいたします。 



－12－ 

○事業者係長 事業者係長です。 

  私から、調査票３について、質問に回答させていただきます。 

  質問11ですが、ご質問の内容が、先日の台風15号では、多くの方が被害を受けました。

停電のために熱中症で亡くなられた方もいらっしゃいます。命を守るための自家発電

装置を備えていますかという選択肢を追加してもよいのでは、災害弱者を守るために

必要ではないかということで、質問をいただいております。問31ですが、今回のアン

ケートで新たに追加した項目です。現在行っている非常災害時の対策について、当て

はまるものについて丸をつけてくださいとなっております。今回ご意見いただきまし

たので、新たに項目を追加させていただきたいと思います。非常用自家発電装置（照

明、冷暖房等に電力を供給するもの）を備えているかという項目を追加させていただ

きたいと思います。 

  次に、質問17ですが、ずいぶん踏み込んだ質問もあるように感じました。介護サービ

ス提供事業者の本音が知りたいのなら、質問票①、②同様、匿名のほうがよいのかと

思いますが、介護サービス提供事業者の企業としての姿勢を問いたいのでしたら、こ

のままでよいと思いますというご質問をいただきました。おっしゃるとおり、これに

関しては介護サービス事業者に対するアンケートで、市内の事業所の姿勢を把握した

いというのが１点あります。一般的に、市だけではなく都や国がやっている介護保険

事業所に対するアンケートも、一般的には匿名としておりませんので、このままアン

ケートさせていただきたいと思っております。 

  次に、質問18です。問４、あと問24ですが、選択肢29、「拡大の予定はない」の意味

が不明という、これは大変申しわけございません。設問で、最後のところが、「拡大

の予定がない」となっていますが、正しくは「その他（   ）」となります。そこ

で、自由に記載していだたくような欄になっておりまして、これは、校正上のミスで

あります。申しわけございません。 

  問20の③のところ、選択肢29ですが、「拡大の予定はない」というのが、「縮小・廃

止の予定はない」というのが、正しい記載の内容です。申しわけございませんでした。

これは訂正して、後日書面でもってお示しさせていただきたいと思います。 

  次に、質問31、市内高齢者向けのアンケートのようですが、過去にも同じようなアン

ケートは実施されていますか、また、過去に回答されたアンケート結果が具体的にど

のように計画に反映されていますかということについてです。前回行ったアンケート

は、直接、計画に反映されたというよりも、いろいろな課題分析をして、何が問題に

なっているかを把握し、計画策定に活用させていただいております。 

  質問33ですが、拡大と表記することに威圧感を感じます。事業展開予定や事業開設な

どの表現のほうがよいのではないかとのご意見をいただきました。これは問20のとこ

ろですが、先ほど申し上げたとおり、市内の介護保険事業所の動向を知り、今後のサ
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ービス供給量の増減をはかるための設問ということで、そのようなことを把握したく、

拡大という表現を使わせていただきました。また、一般的に企業へのアンケートにお

いて、拡大という表現を特に避けることもないかと思いますので、できればこのよう

な表現を使わせていただきたいと思っております。 

  次に、質問34ですが、前回のアンケートとの変更点はありますかということで、先ほ

ど申し上げたとおり、設問31、非常災害時の対策についての項目を追加しました。ま

た、問32も同様で、今後、市と災害時防災協定を結ぶ意向がありますかという設問を

追加させていただきました。問24、25、26、27、これは全て居宅介護支援事業者、ケ

アマネさんに対する質問で、ケアプラン作成時に感じたことと、例えば、市内の何か

介護サービス事業で不足感を感じているものがあるか。また、今回地域密着型サービ

スの供給、需要に関して、問25は定期巡回随時対応型訪問介護、26は夜間対応型訪問

介護、この辺の利用が少ないことについて、ケアマネジャーの方に質問をさせていた

だきます。問27については、立川市は全国的に見るとサービス事業所の数が、見える

化システムを見たところ、人口10万人に対する事業者数が､おおむね平均以上になりま

す。しかし、訪問リハビリ、通所リハビリについては平均をわずかに下回っておりま

すので、このような設問を設けさせていただきました。 

  追加した項目、問７、スタッフの年齢構成についてですが、現場のほうで高齢化が進

んでいるという話をよく聞きますので、具体的にどうかということを把握させていた

だくために、この質問項目を設けさせていただきました。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  一通り、あとはよろしいですか。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  質問31と34に関しては、それぞれの調査票ということで回答させていただきます。 

  まず、質問31の調査票２です。先ほども話に出ましたが、市内の高齢者向けのアンケ

ートのようですが､過去にも同じようなアンケートを実施されていますか、また、過去

に回答されたアンケート結果が具体的にどのように計画に反映されていますかという

ご質問がありました。調査票２に関しましては、計画策定の前に必ずこのようなアン

ケートは実施しております。また､具体的にどのように計画に反映されていますかとい

うご質問ですが、例えば、市に期待することの１つに施設、居宅系サービスの充実と

いうものがありました。実際、第７期の計画である高齢者グループホームと小規模多

機能型居宅介護が併設の施設を､現在整備しているところです。 

  また、質問34の調査票２の回答ですが、前回のアンケートと変更はありますかという

ご質問をいただきました。質問16でも回答していますが、質問内容を精査し、前回、

平成28年度のアンケートよりは13項目減らしております。ですが、国がアンケート項
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目に入れる指示をしている項目、要介護者の期待を問う項目、介護者の方の現状把握

などの基本的な部分については、変更しておりません。 

  調査票２については以上です。 

○介護予防推進係長 介護予防推進係長です。 

  質問31の調査票１の部分について、お答えいたします。 

  今、介護給付係長から申し上げたとおり、過去、計画を策定する前に事前調査として

前回も行っております。そのアンケートの結果、具体的に計画に反映されているかと

いうことですが、前回の調査によって、認知症になった際の対応について不安を感じ

ている方の割合が多かったということや、認知症についての知識を余り知らないとい

う方もいらっしゃいましたので、基本施策として認知症支援のための関係機関との連

携ということで、認知症ケアパスの作成ということを行い、現在活用しているという

ところで反映しております。 

  最後、質問34につきまして、前回のアンケートとの変更点ということで、先ほど申し

上げたとおり、項目数の点といたしまして、113項目から100項目に変更したというと

ころです。主な変更点としては、問13の、住まいの困りごとというところで指摘があ

りましたが、身元保証人がいない、それから緊急連絡先がないという項目、選択肢を

追加したという点と、問16で、あなたのお住まいの地域の人から何らかの役割を期待

されたり、頼りにされたりしていると思いますかということで、役割を期待されてい

るとしての社会参加ということで、役割、期待ということの評価、調査ということで

追加をしております。 

  あと、問18で、出かける場所の選択肢としまして、病院・クリニックというのと公共

施設というのを追加しております。 

  あと、問31になりまして、あなたが人生の最後を迎えたい場所でご希望に最も近いも

のはどれですかというところで、問31を今後の在宅医療介護連携推進事業の中で生か

すということで、あなたが最後を迎えたい場所として追加をしております。 

  以上です。 

○会長 一通りよろしいでしょうか。 

  それでは、全て今までご回答いただいたことにつきまして、改めてご意見、ご質問等

ございましたら、お願いいたします。 

  Ｅ委員、お願いします。 

○Ｅ委員 今回のこのアンケートは、国の指導による全国的に実施するアンケートと、あ

と立川市独自の問題点といいますか、そういった市民に対する調査ということで、ア

ンケートをとられていると思います。その分け方が、今、お話を伺っていても、これ

は国の指針というか、国の基準ですみたいな、そういうことわりが言葉として出てい

たので、文字としてアンケートのところに、国とか市とか独自とか、何らかのそうい
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った表示がされていますと、もう少しわかりやすいのではないかなというのが、今感

じたところです。 

  それとは別に、問13の現在、お住まいについてお困りのことはありますかということ

で、先ほどの11番が２つ重なっておりますという項目です。ここに、身元保証人がい

ない、緊急連絡先がないという２つの項目が、これは八木委員さんの質問で、カテゴ

リーが異なるので、この質問に入れるのは適切ですかというご質問がありました。そ

の回答が、問題がないというような回答をいただいたのですが、やはり、私も見まし

て、これは、問いかけの表現が、現在、お住まいについてお困りのことはありますか

ではなくて、現在、生活についてお困りのことはありますかと書きかえますと、この

11番、身元保証人がいない、緊急連絡先がないという項目が生きてくるのではないか

なと思っておりますが、いかがでしょうか。 

○会長 事務局、お願いいたします。 

○高齢福祉課長 高齢福祉課長です。 

  現在、特に75歳から上、80歳以上の方のアパート住まいの方について、身元保証人が

いないとか緊急連絡先がないということで、アパートの更新を断られるという事例が

起きているというふうに伺っております。ご高齢の方が幾つになっても住みなれた住

まいで住まい続けるために、どういう施策を考えたらいいのだろうかということの今

後の計画を考える上で、そういうお困りの方がどのくらいいらっしゃるのだろうかと

いうことを把握したいという意味合いで、この回答11、12をつくった経緯があります。 

  ですから、もしご質問の問いかけ方、現在のお住まいについてお困りのことはありま

すかという問いかけのところで、もう少し工夫をしたらわかりやすいのであれば、検

討していきたいなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○会長 Ａ委員、お願いします。 

○Ａ委員 今の話は、問13の11番、２つありますが、これ以外はハードウエアの問題です

よね。ハードウエアをやるとき、どういうことがとても困っているか。それから、11

の身元保証人とかいうのはソフトウエアの問題で、これ以外にもあるんですよ。例え

ば、後見者とかいいますが、自分でお金の出し入れができないとか、そういったソフ

トウエアのことをまとめて問わないとだめなんじゃないでしょうかというのが、私が

質問事項に書いたことです。ですから、ここは何か、本当に少し考えていただいたほ

うがいいかなと思いますが、いかがでしょうか。 

  それから、もう一つ、話はずれますが、さっき副会長もおっしゃいましたように、国

の国のって、会長が言われたように、比較のために同じにしなくちゃいけないという

ジレンマはありますけれども、このアンケート以外のことでも、この絡みで、今まで

にも国に引っ張られることが多過ぎるなというふうに、これ以外にも思いました。や
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はり何とか工夫して、やらなければいけないのかもしれませんけれども、これはもう、

国がいかに現場を知らないかというあかしでもあるのかなというふうに思います。 

○会長 ご質問ということではなくご意見ということでよろしいですね、Ａ委員。 

○Ａ委員 意見ですね。やっぱり、ソフトウエアとハードウエアと、両面で質問したほう

がいいかなと思うので、そういう意見です。 

○会長 そうですね、先ほどご検討いただくということだったので。 

○Ａ委員 強い意見です。 

○会長 ご検討いただくということでしたので、改めてご意見をということですね。 

  それでは。 

○Ｄ委員 私も問13の、Ａ委員と同じですけれども、知り合いの方が立川市で多分、高齢

者で身元保証人がいないから、行政が肩がわりになってという動きが始まっていると

いうのを聞きました。であれば、無作為に3,000人というのだと、データとれませんよ

ね。であれば、一定の集団のところに住んでいる、賃貸に住んでいらっしゃる方に、

これだけというとちょっと何か問題があるかもわかりませんが、ほかの質問も含めて、

生活でお困りがないでしょうかというところでデータをとらないと、無作為で3,000人

いた中で、余り賃貸をしていない、もち家、家族と一緒というのに当たってしまった

ら、行政がそういうところにフォーカスがいかないということになりますよね。 

  だから、やはり質問、アンケートをとる、何を仮説として答えが欲しいのかというと

ころが、このアンケートから見るとわかりません。先ほども言っていましたけれども、

厚労省が出しているのであれば、これは厚労省が出しているビッグデータをとりたい

からという意味だと思いますが、質問変えられない。それはそうだと思います、日本

全国で比べた場合の単純な質問は厚労省ですると思いますが、独自、ここの質問の20

からに関しては、立川市が、要は皆様の税金を使って、どのように高齢者の方たちを

考えていくかということで、ここからは立川市の質問ですということをしてもらうと、

答えるほうも、ああ、私たちのことを考えてやってくださっているんだな、これはこ

れで国が当たり前のように問う問題だなということがわかれば、少し時間がかかった

としても、自分のことですから、答える意欲につながるのではないかなと思いますし、

やはりＡ委員が言ったように、無作為で3,000人ではなくて、ある程度フォーカスした

人数で、本当にお困り、社会問題になっているみたいですから、それはそれでちゃん

とデータをとらないと、全くもって意図のない数字になってしまうと思いますので、

その辺も踏まえて、きちんともう一回やり直しをしてもらえたら、高齢者の人たちは

安心して生活できるのではないかなと思いますので、強く私も要望いたします。よろ

しくお願いします。 

○会長 ご意見ということでよろしいでしょうか。 

○Ｄ委員 要望です。 
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○会長 要望ということでございました。 

  それでは、先ほどの問13の11と12は、例えば、問21の暮らしに不安を感じていること

とか、そういうところで聞いてもいいかもしれないですね。無作為抽出する意味とい

うのは、統計調査なので、どのくらいの割合の方がそういうことに困っているのかと

いうことを見る意味がありますので。先ほど髙木委員がおっしゃられたように、その

あたりの課題については、ご意見もありましたけれども、質的なインタビューをして、

その内実をお伺いするとか、そのようなことで組み合わせていくのがよろしいのかと

思います。 

  それでは、ほかにはよろしいでしょうか。 

  Ｈ委員、お願いします。 

○Ｈ委員 どうもありがとうございます。 

  私のほう、ファックスが間に合わなかったので、申しわけありません。この場で幾つ

か質問させていただきたいと思います。 

  国で決まっている必須項目があり、そこは質問の仕方を変えることができないという

ことは、今よくわかりました。調査票１の11ページ、問22の「地域見守りネットワー

クの見守りを希望しますか」というところで、これは匿名アンケートではありますが、

例えば、希望しますというところに丸をするような方がいらっしゃった場合は、どの

ような形で対応されるのでしょうか。 

  それから、15ページの問35「あなたは認知症サポーター養成講座があれば参加したい

と思いますか」の部分ですが、例えば、認知症サポーターについて、この機会により

多くの皆さんに知って頂くことも考え、下部に※印を入れて説明を加える工夫なども

できるのではないかと考えました。 

  それから、調査票２になりますが、９ページから介護者の方への質問になっています。

ご自身で書いていたけれども、途中から介護者の方への質問になることを、表紙には

記載をしたほうがよいのではと考えましたが、いかがでしょうか。 

○会長 それでは、ご回答お願いいたします。 

○介護予防推進係長 介護予防推進係長です。 

  ご質問の調査票１の問22の地域の応援ネットワークで、希望するというところで丸を

したとしても、匿名になってしまいますので、その人にアプローチしてということで

はなくて、そういう希望がある人がどれぐらいいるかという調査ということで、多い

のか、少ないのか、多ければどういうふうに展開していくかということで、施策に生

かしていくというところで考えております。 

  次の問35の認知症サポーター養成講座について、ご指摘のとおり、※印でサポーター

についての注釈を入れさせていただきたいと思います。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 
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  調査票２のご意見につきまして、確かにごもっともだと思いますので、問32以降の回

答の仕方というか流れ等については、表紙のほうにわかりやすいように表記させてい

ただきたいと思います。 

  以上です。 

○会長 Ｈ委員。 

〇Ｈ委員 ありがとうございます。 

  アンケート集計は数的に処理するということではありますが、アンケート回答の中で、

見守りネットを使いたいという声は、日頃発信できない方々の声でもあり、それは、

多分不安を持っていらっしゃる方というふうにも捉えることができると思ったので、

気になるところではあります。 

○会長 Ｄ委員、お願いします。 

○Ｄ委員 地区をこの場合は聞いているので、地区に該当する地域包括がそういうことを

運営していくのだと思いますね、アピールするなり。なので、その旨を１行、不安を

お持ちの方であれば、ご近所の地域包括にご相談くださいというのは、すごく丁寧で

すよね。この質問だけしておいて、何なのっていうことは確かにありますので、１行、

お困りの方は、１に丸つけた方は地域包括にご相談くださいというのがあったほうが、

いいのではないかなと思います。 

○会長 ご意見としてよろしいでしょうか。 

  ほかにはよろしいでしょうか。 

〇Ｉ委員 調査票３の問27、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションは市内に

２事業所という形で書かれていますが、これは、書かれたとき２事業所だったと思い

ますけれども、前にもこの場で話が出た、通所リハが、どうも11月から稼働するよう

なお話を聞いているので、確認をされた上で数字を変えるかどうか、ご検討いただけ

ればと思います。 

○会長 事務局からご回答をお願いします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  ご指摘のとおり、市内に６件、３カ所ありまして、そのうち２カ所が通所リハを展開

しております。Ｃ事業所について、現状としては行ってなく、市のほうには、今後通

所リハビリを展開していきたいということでお話は聞いております。まだ具体的にい

つというのは来てはいないのですけれども、このたび情報を提供していただきました

ので、早急に確認しまして、実際そのようなことでしたら、この設問を変えさせてい

ただきたいと思います。ありがとうございます。 

○会長 ほかにはよろしいでしょうか。 

  Ｇ委員。 

〇Ｇ委員 調査票１の問22、先ほどの質問があって、この文章だけを、全体を見ずに見る
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と、あなたは地域見守りネットワークのときの見守りを希望しますかとあって、ちょ

っと勘違いしまして、この地域見守りネットワークで説明が、※印１で説明があるの

で、これは、地域見守りネットワークに参加することの希望というふうに読めるのか

なと思ったのですよ。 

  この見守りという言葉は、見守られることの希望を聞いているのですよね。この地域

ネットワークに参加するのではなくて、地域ネットワークによって自分が見守られる

ことを希望するのですよね。そういう趣旨ですね。流れの内容はそういう趣旨でわか

るのですけれども、ちょっと問22だけを見ると何か、あれ、違うなと、ネットワーク

に参加することを希望しますかというふうに読めてしまったのです。※印１でそうい

う説明があるので、こういう事業をやっているので、この事業に参加しますかという

ふうにとれるなと思ったのですね。多少、直せるなら直されたほうがいいと思います。 

○会長 そちらもご検討ください。 

  ほかにはよろしいでしょうか。 

  それでは、たくさんのご意見ありがとうございました。 

  それで、この期の運営協議会の委員の皆様は今年度までということなのですが、実は、

これが集計されますと、集計した結果を冊子でまとめて、次の第８次高齢者福祉計画

と、それから第８期介護保険事業計画を立てる委員の皆様が、その次の期の計画を立

てるための資料として、この運営協議会の中でも活用されていくということになって

いたと思います。 

  それでは、たくさんのご意見いただきましたので、事務局のほうで整理して、生かし

ていただくように、よろしくお願いいたします。 

  では、協議事項はただいまの１件でございました。 

  続きまして、報告事項でございます。 

  １点目でございますが、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・

廃止につきまして、事務局からご説明お願いいたします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  資料３、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、

私のほうから報告をさせていただきます。 

  このたび報告するのは、居宅介護支援事業所の廃止です。事業所名称、運営法人は、

立川ケアサービス、所在地は立川市柴崎町３－９－23エコ柴﨑702号室。廃止するサー

ビスは居宅介護支援で、廃止の時期は令和元年10月31日となっております。廃止の理

由は、経営困難によるということです。 

  以上です。 

○会長 ただいまのご報告につきまして、いかがでしょうか。 

  Ｊ委員。 
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〇Ｊ委員 前回も廃止の流れ、報告さらっと言ってしまわれたのですけれども、この事業

所は、介護保険が始まる前から、指定をとったのは1999年３月ぐらいですね。ですの

で、介護保険が始まって約20年、それより前から、たしか老人保健法のころからやっ

ている事業所ですけれども、やはり地域、地元密着の20年以上実績がある事業所が経

営困難になるというのが、今、実情になっていますので、恐らくこれ、居宅の廃止も

そうですけれども、ヘルプのほうも廃止になるんですかね、居宅だけですか。 

○事業者係長 そうだと思います。 

〇Ｊ委員 であれば、なおさらですけれども、ケアマネジャーのほうの人材不足等と、更

新しない選択権が出てきていまして、特に沖縄あたりだと、ケアマネジャーがもうい

なくて、ケアマネジャーがいないので、そこが残れなくなってサービスにつながらな

い現状が起きていますので、今後立川市内でもケアマネジャー不足がますます加速す

ることが予想されるなというところが、前回も同じような廃止がありましたけれども、

今回の廃止を聞いて感じたところです。 

  以上です。 

○会長 ただいまのご意見につきまして、よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、２点目でございますが、立川市地域密着型サービス事業者公

募の状況について、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  資料４をご用意ください。 

  資料４、立川市地域密着型サービス事業者公募の状況について、ご報告をさせていた

だきます。 

  前回の運営協議会の中で、地域密着型特別養護老人ホームの公募を行うということで

承認をいただきました。１次審査ということで、受付期間を令和元年８月30日から９

月20日として受付を設けました。その結果、公募したのですが応募なしという結果に

終わりました。 

  前回の運協でご承認していただいた事項として、もし地域密着型特別養護老人ホーム

の公募について、応募がなかった場合には、看護小規模多機能型居宅介護の事業所の

ほうの公募に切りかえるということでご承認いただきました。10月１日からホームペ

ージにこの公募について掲載をしまして、きょうの午前10時から、地域密着型サービ

ス事業所公募に関する事業者説明会ということで、看護小規模多機能型居宅介護を募

集するということで説明会を開きました。本日ですけれども、ご参加いただいた事業

者数は３法人でした。応募書類の受付期間は、本日10月16日から11月11日とさせてい

ただいております。 

  今後のスケジュールですけれども、応募があった場合は、令和元年12月11日に書類選

考を地域密着型サービス調査検討会で行いまして、令和２年１月22日にプレゼンテー
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ションを地域密着型サービス調査検討会で行います。令和２年２月25日ですけれども、

そのプレゼンテーションの結果を介護保険運営協議会にご報告させていただきまして、

実施事業所の決定というスケジュールを組んでおります。 

  今回のご報告は途中経過となっておりますけれども、その結果については、２月25日

の運営協議会に、またあわせて説明させていただきたいと思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  ただいまご説明いただきました件につきまして、ご意見、ご質問などございましたら

お願いいたします。 

  よろしいでしょうか。 

  それでは、この後は、地域密着型サービス調査検討委員会のほうで選考をしていただ

いて、こちらの運営協議会では、来年度２月25日ということでございます。南雲会長

にはよろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の予定した協議事項…… 

○介護給付係長 ちょっとよろしいでしょうか。 

○会長 はい、お願いいたします。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  すみません、先ほどの事前調査の件で、ちょっと１点報告というか、お話をしていな

いことがありましたので、今お話しさせていただきます。 

  資料２になります。計画の事前調査発送関係のスケジュールについて、報告させてい

ただきたいと思います。 

  調査票の発送についてですが、11月22日金曜日の発送予定です。その後、広報に11月

22日に発送しましたので、回答の協力をお願いしますというものを掲載する予定です。 

  回答期限ですけれども、12月９日で、たしか月曜日だったと思います。一応期限はこ

の日付で切っていますが、12月いっぱいぐらい、届いたものに関しては、調査報告の

ほうには反映させていただきたいと思っております。 

  入力とか分析、報告書作成などが12月の中旬、届き始めてから３月上旬ぐらいまでか

かりまして、報告書の完成は３月中ということになります。報告書のほうは、最後、

第４回の運営協議会のほうにはちょっと間に合わないですけれども、郵送でお送りし

たいなと考えております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  では、本日予定した協議事項、報告事項は全て終了いたしました。 

  Ⅰ委員、お願いいたします。 

〇Ｉ委員 先ほどの居宅介護支援事業所の廃止のところですが、基本的に廃止届は事業所



－22－ 

で出すので、担当していた利用者さんの移行のところに関しては、事業所が責任持っ

てやるべきものだとは思うのですが、最終的なケアマネさんがつかないような、宙ぶ

らりんになってしまうようなことがあるのかないのかというところの最終確認は、保

険者さんでされているのかどうかというところ。 

○会長 ご回答お願いします。 

○事業者係長 事業者係です。 

  廃止届を出していただくときに、まず、自分がその事業者でケアプランをつくってい

る方のリストを出していただいて、どういうふうに引き継ぎをするかということでリ

ストを出していただきます。出していただいた時点でまだ未定のところがあれば、そ

れが決まり次第、市のほうに報告いただいて、最終的には責任を持って引き継ぎをす

るようにしております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、事務局から連絡事項、よろしくお願いします。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  それでは、次回の最後の会になりますが、第４回運営協議会につきましては、来年２

月25日、その会は火曜日の午後３時から、302会議室で開催させていただきます。302

は３階になります。また、地図等が載っている開催通知につきましては、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。 

  それでは、本日は、委員の皆様には大変膨大な調査、３種類ですね、事前によくご検

討いただきまして、さまざまな貴重なご意見いただきましたことを感謝申し上げます。

事務局におかれましても、いい調査が実施できるように努めていただければと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、以上をもちまして、第３回介護保険運営協議会を終了いたします。お疲れ

さまでございました。 

午後５時００ 閉会 

 


