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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４回、今年度最後、ま

た、皆様の任期中でも最後の協議会になりますが、介護保険運営協議会を開催いたし

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。 

  最初に保健医療担当部長よりご挨拶いただきます。お願いいたします。 

○保健医療担当部長 皆様、こんにちは。 

  お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

  今年度というか、この任期中、最後の介護保険運営協議会になります。ぜひ、忌憚の

ないご意見を頂ければというふうに思います。また、今年がこの最後に至って、新型

コロナウイルスという見えない敵とみんなが戦っているような状況でございますけれ

ども、国のほうがこの週末あたり、結構いろいろ大きな動きが出てきております。水

際作戦から市中感染へのこの移行期に入ってきたということ、この一、二週間の動向

が国内で急速に感染が広がり、拡大するかどうかの瀬戸際であるということ、あと、

それぞれができることを実践していかないといけない時期に来たということでござい

ます。 

  原則的には、風邪などの軽い症状がある場合には、コロナウイルスに対しての検査が

どこにでもできるという状況ではございませんし、特効薬があるわけでもございませ

ん。風邪の症状が出た場合には、早めにきちんと栄養を取って、よく寝るということ

が何よりかというふうに思います。どうしてもそういう症状が続くときに初めて、帰

国者・接触者相談センターにご連絡を頂いて、検査ができる機関を紹介してもらうと

いうフェーズに入ってきたのかなと。これも、今までは帰国者・接触者相談センター

でしたけれども、どこで接触したか分からないという段階に入りつつあるという状況

でございますが、まだその辺が保健所等々で混乱していて、医療機関がうまく紹介で

きないという状況が発生しているとも聞いております。皆さんについては、どうぞ冷

静に判断していただき、特に基礎疾患があるということ、高齢者、基礎疾患があると

いうような方は早めに主治医の先生とご相談いただいたり、この相談センターに相談

していただくということになるかと思います。それ以外の方は、ぜひ一日の行動パタ

ーンを見直していただいて、接触の機会、感染の機会がなるべく少ないように心がけ

ていただければというふうに思います。 

  また、高齢者施設では、一番近いところでは、日野の高齢者施設で、送迎の運転をさ

れていた方が感染を起こしているというような状況がございましたけれども、それ以

上広がっているという報告も今のところは来ておりませんので、余分に不安をあおる

ようなということはなくていいのかなというふうに思います。今までどおり手洗いを

しっかりしていただいて、知らない人と近い距離で接触することを避けていただけれ
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ば乗り越えていけるのではないかなというふうに思います。まだまだ高齢者施設など

では厳しい状況が続くとは思いますけれども、ぜひ、みなさんで協力して乗り切って

いければと思います。介護保険のほうも、高齢者に感染が広がるととても大変なこと

になる状況になりますので、そういうことがないように祈るばかりでございます。本

日の会、運営協議会につきましては、今までのこと、これからのことにつけての忌憚

のないご意見を頂けると幸いです。 

  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。 

  ちょうどご担当の所轄のことで、大変貴重なお話を頂けたと思います。 

  それでは、この協議会の議事を進めてまいりたいと思います。 

   人事異動があったということを伺っておりますので、事務局のほうからお願いいた

します。 

○事務局 介護保険課長の白井でございます。 

  今年、本年１月１日付で介護認定係長の人事異動がございました。改めまして、渡部

係長が着任いたしましたので、ご紹介させていただきたいと思います。 

○介護認定係長 今ご紹介いただきました、１月１日付で介護認定係長になりました渡部

です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日の議事に入ってまいります。 

  初めに事務局から資料の確認、お願いいたします。 

○事務局 それでは、本日の報告事項に関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、議事次第のほかに資料６までの６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。足りない資料等があれば、

申し出ていただければと思いますが、大丈夫そうでしょうか。 

  今日、今回、計画策定の委託業者、株式会社総合環境計画の白井様と福井様にもご出

席いただいております。 

○株式会社総合環境計画 白江と申します。よろしくお願いいたします。 

○株式会社総合環境計画 福井と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 それから、毎回、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

は挙手をしていただきまして、会長から指名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。 

  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、次第に従いまして進めてまいります。 
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  本日は、協議事項はございません。報告事項のみ６件でございます。 

  まず、１点目でございます。第８次高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画策定に

向けた事前調査の回収状況についてのご報告でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  資料１をご覧ください。 

  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の回収状況について、報

告させていただきます。 

  まず、前にもお話をさせていただきましたが、このアンケートの概要等を説明させて

いただきます。 

  概要は、次期高齢者福祉介護計画策定の基礎資料として、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、計画に反映させることです。 

  調査時期は、令和元年11月22日から令和元年12月９日まででしたが、一応、12月中に

届いたものについては、報告書に反映できるよう対応はいたしました。 

  調査対象者についてですが、こちらは５の回収率のところで説明させていただきます。 

  ４の調査方法は無策抽出方法による郵送法で行いました。 

  では、５の回収率について報告させていただきます。 

  この（１）です。要介護者を除く65歳以上の高齢者（一般高齢者・要支援者・総合事

業対象者）への発送数は3,000件、回収数は1,856で回収率は62％。ちなみに前回は

67％でした。一応、前回同様６割を超える回収率でした。 

  次、（２）です。要介護者及びその家族への発送数1,500件、回収数は691件で、回収

率は46％。前回は55％でした。こちら、減の要因としましては、前回の調査はこちら

のほう、要支援の人も含まれており、ちなみに前回の1,500件の内訳は要支援が557件、

要介護が943件という件数でやりました。やはり調査票（１）の結果でお分かりかと思

いますが、お体や年齢的に考えても、要支援の方のほうが回答していただけるという

ことがお分かりになると思います。また、なぜ要支援を含めなかったかというと、調

査票（１）のほうで要支援が対象ですので、この調査票（２）は要介護者のみの調査

とさせていただきました。 

  次に、（３）ですね。介護サービス提供事業者への発送数600件、回収数は239件で、

回収率は80％、前回は70％でした。増の要因としては、前回もご指摘がありましたの

で、今回は催促のメールや催促の電話などをしたからだと考えております。 

  以上になります。 

○会長 ありがとうございました。 

  ただいまのご説明につきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  Ａ委員、お願いします。 
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○Ａ委員 調査票（１）、（２）に対しては催促というか、あおりなんかはしているので

しょうか。 

○介護給付係長 今回、今までもそうですけれども、催促はしておりません。 

○会長 Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 （２）の46％ですけれども、要支援含まないということで、要介護だから回答

率が低いという解釈を私はしました。であるならば、要支援の方が軽く思っているわ

けではないですが、要介護状態の方が重度化にならないということが、要は国の予算、

もしくは介護保険の予算を低減させるということにつながってくると思うのですね。

要支援の方は介護予防だったりとか、当然、デイサービスとか行けると思いますけれ

ども、要介護度が上がるということは、入所、入居するなり何なりというところで、

額がどんどん増えるわけじゃないですか、１人単価が。ということは、このアンケー

トから何を読まなければいけないかと意図を考えた場合に、本来であれば要介護状態

の方からのアンケート率を高めるための施策というものを前提に考えて、アンケート

の回答の問題数にするのか、家族に問いかけるのかということを前提にやらないと何

の意味もないと、私は思うのですが、その辺はどう考えていますか。 

○会長 事務局、お願いします。 

○介護給付係長 介護給付係長です。 

  確かにこれだけ減があったので、それは真摯に今回受け止めまして、次回のアンケー

トの際はそういった今のＢ委員のようなご意見を踏まえて、考えていきたいと思って

おります。 

○会長 Ｂ委員、よろしいですか。 

○Ｂ委員 アンケートを協議した回も、ここでたしかみんなで話し合ったと思うのですけ

れども、ちょっと問題数が、質問数が多いとか、あとは家族向けに明確になっている

のかとか、その負担があるのは分かって発送するわけですから、急所として何を知り

たいのか、どこをどういうことを知って、どう改善するためのアンケートなのかとい

うことを予測してアンケートって作ると思うのですよね。だから、その辺はちゃんと

分かっていながらの質問の回答にしないと、当然、ぱっと見ただけで、ああ、こんな

にいっぱいあるのって、私の母のところにも来ましたので、私にも質問されました。

これってどういう意味っていうぐらいですからね。うちの母は要介護状態でも何でも

ないですから、そういうお年寄り向けの質問になっているのかなっていうのは、正直、

内容も見ながら考えましたので、やっぱり46％ってかなり低すぎると思いますよね。

半分以下ですから。これが全市民の70％ぐらいの回答を得て、次の予算を組んでいく

っていうことをしていかないと、それは市民に対してどういうことっていうのは言わ

れても仕方がないのかなと思います。次回しっかりと、中身を精査して、ぜひアンケ

ートを作るなり、対処方法を考えてください。 
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○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

  Ｃ委員、お願いします。 

○Ｃ委員 （３）番の介護サービス提供事業者、残念ながら100％じゃなく80％ですけれ

ども、戻ってこない回収率の悪いサービスっていうのがわかれば教えていただきたい。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  まず、市内の事業所に対しては、電話でお願いしたり、メールで期限を示してアンケ

ート回答してくださいという取組をしました。市外の事業所に関しては、そういった

声が届きにくいという状況にありました。あと、幾つかは事業所そのものが不在にな

っているということもございまして、この80％という値になりました。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

  今のよろしいですか。よろしいでしょうか。 

  それでは、この後、これを集計していただいて、それで日常生活圏域ごとにそれぞれ

分析等をしていっていただけるということかと思います。回収率がなかなか低い状況

に、アンケートがだんだんなっていってしまっているような中で、今、大変重要な市

民、公募委員の方から、とはいえ努力していただきたい、努めていただきたいという

ご意見がございましたので、いろいろ工夫もして、次回以降実施していただけたらと

思います。 

  （２）番について、今回の回収率が前回より低かったというのは、今回、整備したっ

ていうところもあるのですね。前回は要支援も要介護も一緒になってしまっていたの

ですよね、確かね。そこは切り離したという整理は今回の改善点だと思っております。 

  それでは、この１につきましてはよろしいでしょうか。 

  続きまして、資料の２、２点目でございますね。 

  令和２年度における低所得者の第１号保険料の軽減（予定）につきまして、事務局か

らご説明お願いいたします。 

○介護保険料係長 介護保険料係長でございます。 

  座らせて説明をさせていただきます。 

  それでは、資料２、令和２年度における低所得者の第１号保険料の軽減（予定）につ

いてという…… 

  厚生労働省は、昨年10月に実施した消費税の増税分、８％から10％に増税をした分で

すけれども、それを財源として、引き続き公費を投入して、低所得者の方、これは国

の定義で言えば、世帯自体が非課税の方、所得段階で言えば第１段階から第３段階の

方です。裏側にどういう方が第１段階、第３段階というのが資料に書いてあるのです

けれども、その被保険者の方が非課税で、その方と同じ世帯にいる方も税員非課税で

ある、単身者の方であれば当然、その方が非課税であれば世帯非課税ということにな

るのですが、そういう方たちを低所得者として定義して、この方たちの第１号保険料
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を軽減するという施策をとっております。 

  平成31年度につきましては、消費税増税が10月からということで、年の半年分、財源

が半分ということで、その軽減率も低かったわけですけれども、令和２年度につきま

しては、満年度化する、消費税10％、１年ということになります。それに向けて国は

政令の整備を進めております。３月の下旬を目途にそれが交付、施行できるようにと

いうようなお話を聞いております。立川市でもこの３月の市議会でこの政令に基づい

た条例案あるいは予算案を市議会で審議をお願いして、令和２年度についてもさらな

る低所得者の方への第１被保険者の負担軽減を行っていくという予定でおります。現

在、厚生労働省のほうから示されている政令案としては、所得段階が第１段階の方に

は0.2、第２段階の方は0.25、第３段階は0.05を上限として、それぞれの自治体の条例

のもともと定めた保険料率から軽減をするということでございます。 

  下に表が書いてございますけれども、一番右側でございます。保険料率と保険料額と

いうのが載っております。第１段階の方については、令和２年度は保険料率が0.27、

保険料の金額は１万9,000円、第２段階の方は保険料率が0.35、保険料額が２万4,600

円、第３段階の方は保険料率が0.61、保険料額が４万3,000円、この金額で令和２年度

については第１号被保険者の方に保険料の納付をお願いする予定で、今、市議会のほ

うで予算、あるいは条例改正案について審議をお願いする予定でおります。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  消費税増税分につきまして、第１号の保険料の負担軽減ということでございました。

これにつきまして、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

  Ｄ委員、お願いします。 

○Ｄ委員 すみません、勉強不足なので、教えていただきたいのですけれども、第１段階

の方、裏面見ますと、生活保護受給者等々とございます。生活保護の方に関してお伺

いしたいのは、この消費税が上がって保険料が安くなると、生活扶助の額は増えると

いう意味ですか。生活扶助の額は変わらないわけですよね。 

○介護保険料係長 介護保険料係長です。 

  生活扶助はその介護保険料分を扶助するということですから、その分は、結果的には

低くなるということにはなってこようかと思います。介護保険料分がということです。 

○Ｄ委員 介護保険料は介護扶助ではなくて。 

○介護保険料係長 生活扶助です。 

○Ｄ委員 生活扶助で出ているのですよね。 

○介護保険料係長 そうです。 

○Ｄ委員 そうですよね。生活扶助で出ているので、この保険料が安くなると、その消費

に回せる金額が増えるというイメージではないですね。 
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○介護保険料係長 ないです。 

○Ｄ委員 そうですよね。 

○介護保険料係長 そうです。ないです。 

○Ｄ委員 ごめんなさい、社会福祉のことを勉強し直さないといけないのですけれども、

特に消費税が上がって保険料安くなっても、生活は変わらないというイメージでよろ

しいでしょうか。 

○介護保険料係長 その考え方でよろしいかと思います。 

○Ｄ委員 ありがとうございます。なので、何だろうなというところが正直なところ。 

○会長 上乗せされる分のこの介護保険料分、この金額が介護保険料分として中に含まれ

るという感じ。 

○介護保険料係長 そうですね、はい。 

○会長 あと、介護扶助のほうは実際サービスを使ったときのということですよね、今お

っしゃられたように。示唆に富むご指摘だと思います。 

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  年々、第１号の保険料が上がっていっている中で、当初第１号の保険料というのは純

粋な保険料だったのですが、公費も投入されてくるようになっているという動きの中

でのご報告だったかと思います。 

  それでは、続きまして、３点目でございます。 

  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、事務局か

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３をお手元にご用意ください。 

  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、ご報告い

たします。 

  まず、地域密着型サービス事業所の開設ですけれども、特にございませんでした。 

  居宅介護支援事業所の開設については３カ所ございます。 

  まず、居宅介護支援事業所パークサイドヴィラ、医療法人社団光誠会が運営しており

ます。所在地は立川市富士見町１－36－６、開設の時期は令和２年２月１日で、介護

老人保健施設に併設となっております。 

  次ですけれども、ベストライフ西国立居宅介護支援事業所、株式会社ベストライフが

運営しておりまして、所在地は立川市羽衣町１－19－31です。開設の時期は令和２年

２月１日で、住宅型有料老人ホームに併設となっております。 

  最後ですけれども、介護老人保健施設アルカディア指定居宅介護支援事業所、医療法

人社団立川中央病院、所在地が立川市上砂町３－２－１、令和２年３月１日から開設

で、武蔵村山市から移転となっております。 
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  では、次の裏面をご覧ください。 

  地域密着型サービス事業所の廃止についてご報告します。 

  事業所の名称ですが、リーフ・オアシス、フォースリーフ株式会社が運営しておりま

して、事業所の所在地は立川市錦町２－12－21、令和２年３月31日をもって廃止とな

ります。その理由ですけれども、事業の選択と集中による介護保険事業からの撤退と

なっております。 

  次に、居宅介護支援事業所の廃止についてご報告します。 

  オハナ・ケアパートナー居宅介護支援事業所、運営しているのは株式会社オハナ・ケ

アパートナー、所在は立川市曙町２－９－１菊屋ビルディング４階で、令和元年９月

30日に廃止となっております。指定有効期間が経過して失効となりました。 

  次に、＠（あっと）ケアプランセンターです。こちらは株式会社トーワシステムが運

営しておりまして、立川市錦町２－７－10西野ビル１階、令和元年12月31日で廃止と

なりました。休止の状態で指定更新を迎えたため、廃止となりました。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  市の指定になっております地域密着型サービスの事業についてと、都道府県から市町

村に移った居宅介護支援事業所ですね、その開設と廃止についてのご報告でございま

した。 

  ご意見等、ございましたらお願いいたします。 

  Ｄ委員、お願いします。 

○Ｄ委員 たびたびですみません。南雲です。 

  パークサイドヴィラの開設に関してお伺いします。今回の資料にもありますけれども、

定員変更で、今まで居室だったところを様々なものに転用ということをうたっていた

と思います。そのときのお話でもお聞きさせていただいて、補助金の関係とかいろい

ろどうなっているのでしょうというような質問もしたのですけれども、今回、居宅を

開くに当たってのそのスペースというのは、定員変更で空いたお部屋を活用してとい

うイメージでよろしいでしょうか。 

○会長 事務局、お願いいたします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  今回、居宅介護支援事業所を開設したスペースは、もともとクリニックだった場所で

す。クリニックを閉鎖して全く活用していなかったので、それを改装してここで事業

開始となっております。 

○Ｄ委員 ありがとう。であれば、特に問題ないかと思います。 

  あとは、これは意見というか、その裏の廃止に関しては寂しさも感じております。 

  以上です。 
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○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

  Ｃ委員、お願いします。 

○Ｃ委員 ここには載っていないのですけれども、地域密着型の通所介護で、３月にどう

も閉じるような話が若葉町のほうであるようなので、確認をお願いします。 

○会長 その情報は届いていますか。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  今、連絡を取り合っているところで、まだご報告できる段階ではないのですけれども、

そういう状況になりましたらご報告をさせていただきたいと思います。 

○会長 Ｃ委員、よろしいですか。 

  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、続きまして、４点目でございます。 

  地域密着型サービスの公募につきまして、事務局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。 

  次に資料４をお手元にご用意ください。 

  平成31年度立川市地域密着型サービス事業所の公募の結果についてご報告をいたしま

す。 

  公募の概要ですけれども、まず地域密着型特別養護老人ホームの事業者の公募をしま

した。 

  応募書類の受付期間を令和元年８月30日から９月20までとしました。公募の結果は前

回の運営協議会でご報告したとおり、応募はなしとなりました。 

  次に、看護小規模多機能型居宅介護・事業者の公募をしました。 

  期間は令和元年10月16日から11月11日までとしました。結果としては、応募はござい

ませんでした。 

  事業所の反応ですけれども、地域密着型特別養護老人ホームについて問合せは１件ご

ざいましたが、応募には至りませんでした。昨年の４月から５月に、介護保険課長と

私、事業者係長で市内の社会福祉法人にヒアリングを実施しましたが、全般的には慎

重な姿勢がうかがえました。 

  看護小規模多機能型居宅介護の公募についてですけれども、10月16日に事業者説明会

を開催したところ、３つの事業所が参加しました。応募には至りませんでしたが、将

来的に看護小規模多機能型居宅介護の事業展開することに積極的な姿勢がうかがえま

した。また、公募を締め切ってからも今後の公募について問合せが来ておりまして、

今後、また公募をすれば手を挙げる事業者が出てくると期待しております。 

  来年後の公募についてですけれども、来年度の運営協議会で協議させていただきたい

と思います。今やっているアンケートの結果だとか、また社会福祉法人についてヒア

リングを実施させていただいて、その上で協議させていただきたいと思います。 
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  以上です。 

○会長 説明ありがとうございました。 

  これまでの経過につきましては、協議会でご報告も頂いていたかと思いますけれども、

今年度の最終的な結果ですね、今ご報告いただきました。これにつきまして、ご意見

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 これからお年寄りがどんどん増えていくのですけれども、なぜ社会福祉法人、

特別養護老人ホームって、市民にとっては必要なポジションじゃないのかなと思うの

です。なぜ手を挙げる事業所があまりないのか、それはだから、収益なのか、職員が

いないのか分からないですけれども、傾向的にそれがどういう傾向があるのかなと。

これからもう2015年に向けても待ったなしで人が多くなり、在宅にいたくてもいられ

ない人で余裕がない人というのはどうしてもこういう場所に行かざるを得ないのでは

ないかなと思うのですが、公募がないというのはどういうことでしょうか。教えてく

ださい。 

○会長 事務局から頂けますか。お願いします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  ヒアリングをして感じたのが、まず、収益の確保というものもありますし、人材の確

保に関しても不透明感があるということがあります。立川よりも西の地域ですと、特

養、空床があったりします。都内のほうでもいろいろな特別養護老人ホーム、入所で

きますけれども、収益の確保に苦労しているところもありまして、幾つかはもう赤字

に転落しているような施設もございます。そういった状況が一つ挙げられます。 

  あと、立川市、全部で844床ありまして、特別養護老人ホームの施設整備に関しては、

近隣市に比べたらかなり高い程度を維持しております。市外の利用者が多く、今後、

市外のほうで特別養護老人ホーム整備が進んでいくと、今まで立川市外の利用者が利

用していた状況がどんどんと変わってくる可能性もあります。ちょうど今そういった

転換点なので、見極めをしているところというふうに見ております。 

○介護保険課長 すみません、補足よろしいですか。 

○会長 お願いします。 

○介護保険課長 介護保険課長です。 

  補足を一言言わせていただきます。 

  昨年12月の議会で、特別養護老人ホームについて、議会で質問が出ました。狙いとい

たしましては、市内の特別養護老人ホームの経営状況はどうなっているのかといった

質問が出まして、私どものほうで市内の特別養護について調査をいたしました。平成

30年度でございますが、市内特別養護老人ホームの単年度収支につきましては、10施

設中８施設が黒字で、２施設が赤字となっております。赤字の主な要因といたしまし
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ては、人件費の高騰や設備関連の改修工事により支出が増えたためと聞いております。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  Ｅ委員、お願いします。 

○Ｅ委員 今、おっしゃっていたように市内の赤字の２施設のうちの１施設はうちの施設

です。経費が一番増えたのには人件費の高騰が、どうしても非常勤の職員が多いので

すね。この最低賃金が上がったことによって、人件費の高騰と、また、これから働き

方改革の同一賃金、同一労働が始まると、どうしても収入に合わせて人件費が圧迫し

てくるのですね。新しい施設をつくるといっても、その人件費のことを考えるとなか

なか前に進めないというのが現状であります。 

  以上です。 

○会長 なかなか難しい問題で、人件費確保するのに介護報酬を上げると、それが今度は

市民の皆様の保険料に跳ね返ってくるとか、そういったようなことで、なかなか難し

い課題であるのだろなというふうに思っているところです。 

Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 それは満床になっていても赤字なのですか。満床になっていないから赤字なの

ですか。 

○Ｅ委員 一応、満床の所定の入所者はいるのですが、介護度が高い人が多いので、入院

する人が多いのですね。だから、そのベッドを空けておかないといけないので、94％

から５％の入所率で、入院される人が帰ってくると、またほかの方が入院されたりと

いうことの繰り返しで、大体95％前後で、なかなかいい数字が取れないということが

現実です。 

○会長 ほかにはいかがでしょうか。 

  今、地域密着型ではない特養の話であったかと思うのですが。 

○Ｅ委員 そうです、はい。 

○会長 今期では地域密着型の特養を１つ整備しようという、地域包括ケアシステムを推

進していくというようなもとでの、計画に基づいた公募だったと思います。ですので、

次期、また来年ですか、計画策定されると思いますので、そういう中でどんな計画を

立てていくかというようなことをまた来年度、議論していただくといいのかなと思っ

ております。 

  看護小規模多機能型居宅介護につきましては、幾つかの関心も、前向きに検討してお

られる事業所も見受けられたということでございますし、そんなことも含めてご検討

いただけたらと思っております。 

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、５点目になります。地域密着型サービスの区域外指定につき



－12－ 

まして、事務局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５をお手元にご用意ください。 

  資料５を用いて区域外指定の概要、ご報告します。 

  まず、地域密着型サービスの区域外指定とは、地域密着型サービス事業所が所在する

市町村以外の市町村が事業所指定をすることです。 

  この関係については、今まで立川市というのは個々に取り扱っておりまして、基本的

には前例踏襲でやってきましたけれども、今まであったことを整理して、資料５のと

おり、基本方針を作成しました。 

  区域外指定というのは、具体的に言うと、例えば、市境にお住まいの方がいらっしゃ

るとして、その方の近所に地域密着型の通所介護の事業所があるとします。その事業

所が、例えばですけれども、所在するのが国分寺市で、お住まいの方が立川市の市民

だとすると、地域密着型サービスの性質上、その事業所を立川市の被保険者が利用す

ることができませんが、立川市がその事業所を、市外のその地域密着型事業所を指定

することによって、立川市の被保険者がその通所介護の事業所を利用できるようにす

る仕組みです。 

  資料５の下の表をご覧ください。 

  区域外事業所の指定（同意を求める）、又は同意の対象サービス種類ですけれども、

この表で、「○」となっている部分です。立川市の被保険者が近隣市の事業所を利用

できるまたは近隣市の被保険者が立川市内の地域密着型サービス事業所を利用できる

ことを示しております。夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通

所介護について、こちらは手続をすれば立川市の被保険者は近隣市のサービスを利用

することができます。 

  「×」の部分ですけれども、立川市の被保険者は近隣市の地域密着型サービスを利

用できず、また、他市町村の被保険者も立川市内の地域密着型サービスを利用できな

い項目です。例えば、立川市内に認知症グループホームがありますけれども、立川市

の被保険者はそのサービスを利用できますが、他市の被保険者はそのサービスを利用

することができません。 

  先日、開催された社会保障審議会で、有料老人ホームなど、居住する住所地特例者が

高齢者認知症グループホームを利用できるようにすることについて協議が始まってお

ります。今後は国の制度改正に対応しながら、この件に関して取り組んでいきたいと

思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  区域外指定につきましての方針でございますね。これにつきまして、いかがでしょう
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か。これはケアプラン作成されているＣ委員はこのあたりの区域外のこととか、直接

にいろいろお感じになるところもあると思うのですが、いかがでしょうか。 

○Ｃ委員 居宅介護支援事業所のほうは、この辺はかなり慎重にサービス調整をしている

ところです。事業所さんのほうでこれを理解していないって、立川市内ではなかった

のですけれども、立川市内のサービス付き高齢者住宅に国分寺から入居されている方

が、介護保険証は国分寺市で、厄介なことに昭島の通所介護、地域密着型を利用でき

ないかということで調整をして、市にも確認をして、事業所にも確認をしたのですが、

結果として出ていなかったと。昭島の地域密着型のデイサービスさんが、国分寺市に

サービス提供をするための申請をしなければいけない、そのあたりが結局できていな

くて、かなり大変な思いをしたのです。これもサービス提供する側がかなり熟知して

いていただかないと、指定が取れているのか取れていないのかというところまでケア

マネジャーが一々調べなければいけないのかというのもある。介護サービス情報公表

自体もサービス事業所が更新をするものになっているので、事業所側が理解をしてい

ないと正しいものが更新されていかないというような状況もあります。この地域密着

型のところは慎重にサービスを選んでいかないと、不利益が利用者側に行ってしまう

し、事業所は請求ができなければそこの分の報酬は入らないですし、ここはかなり慎

重にやっていかなければいけないのかなと思います。 

○会長 ありがとうございます。事業所にもこういったことを周知していただきたいとい

うふうに取ってよろしいでしょうか。 

  Ｄ委員、お願いします。 

○Ｄ委員 私は事業所を行っておりますので、代表としてですけれども、地域密着、うち

も行っております。地域密着は、地域包括ケアシステムの中で、その地域の利用者さ

んを地域で支えていくというような仕組みです。うちの事業所も小規模だったところ

は地域密着に変更になりました。では、うちの事業所の目の前の利用者さんはどこの

デイに行くかというと、うちには来ないのですね。理由は、近過ぎるのです。都会で

はないのですけれども、立川という比較的都市化しているところの住民さんの意識と

しては、やっぱり近いというのは自分のプライバシーを全て打ち明かすことになって

しまう、それはちょっと避けたいなと。近いと知っている人たちもたくさんいる、そ

こはいいのだけれども、逆に、過去にいろいろあったこともあって、あの人が行って

いるんだったら、ちょっと私は遠慮したいわというのもあって、あえて隣の市のサー

ビスを使うという方も結構いらっしゃるのですね。 

  ですので、国がイメージしている地域包括ケアシステムは非常にいい反面、個人の情

報ですとか、プライバシーですとか、利用する側のニーズというところと若干地域差

の中で離れているところもあるのかなというのもあります。どういうふうな仕組みが

一番いいのかというのは今後も考えていかなければならないのだろうというのが一つ
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と、あと、居宅、ケアマネジャーの立場から言うと、地域密着、全てのサービスでは

ないのですけれども、例えば、私とＺさんと仲よくなったとして、Ｚさんの利用者さ

んを全部うちに紹介することはできないのですね。これは中立公平という立場がある

ので、満遍なくいろんな事業所に紹介するのがケアマネジャーということになります。

そういうのもあって、そのバランスの取り方がすごく難しくて。例えば、Ｚさんがう

ちのところに紹介し過ぎた場合には、Ｚさんのところの介護報酬が下がってしまうと

か、そういう仕組みもあって。通所事業所としてすごくいいサービスをするのだけれ

ども、ケアマネジャーさんは紹介したくても自分のところの実入りが減るからうちに

は紹介できないということもあったりして、このあたりがすごく制度上、難しい。中

立公平というところと、質の高いサービスを利用者が望んでも利用できないという仕

組みがあって、そのあたりがすごく難しいなというふうに感じております。 

○会長 大変、現場の貴重なご意見が聞かれたと思います。 

  事務局のほうからこれにつきましてございますか、何か。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  今回のこの基本方針ですけれども、ホームページのほうにアップして公表するように

しました。非常に分かりづらいのですけれども、一応基準という形で誰でも見られる

ようなふうに改めさせていただいております。 

  今後は、例えば市内に有料老人ホーム入って、住所地特例ということでお住まいにな

っている方は多いのですけれども、その方々が、今、健康であっても、将来的には要

介護状態に入っていく、そうしたときにこういったサービスをどうするのか。立川市

は立川市民のためにずっといろいろな地域密着型サービスの整備を進めていきました

けれども、今後はそういった住所地特例の人、方々に対してどうしたらよいかという

ことを国の議論を踏まえながら、今後、運営協議会だとか、地域密着型調査検討会で、

この審議を諮らせていただきたいと思います。 

○会長 ありがとうございました。これにつきましてでも、あるいはまたほかのご意見で

も結構ですが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、続きまして、６点目でございます。介護老人保健施設パークサイドヴィラ

の定員変更について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  資料６をお手元にご用意ください。 

  介護老人保健施設パークサイドヴィラの定員変更についてです。 

  昨年、平成30年度の第１回運営協議会で、パークサイドヴィラの定員変更についてご

承認を頂きました。そのことについてご報告をさせていただきます。 

  まず、運営法人・事業所の概要ですけれども、運営法人は、医療法人社団光誠会、本

社の所在地は立川市富士見町１－36－６、事業所の名称が、介護老人保健施設パーク
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サイドヴィラ、自称所の所在地は、同じく立川市富士見町１－36－６です。 

  １月31日現在の職員の体制ですけれども、管理者１名。医師が常勤１名、非常勤１名。

看護師が常勤４名、非常勤10名。薬剤師が非常勤１名。介護施支援専門員が常勤１名、

非常勤１名。生活相談員が常勤１名。医学療法士が常勤１名。作業療法士が非常勤１

名。言語聴覚士が常勤１名。柔道整復師が常勤１名。管理栄養士が常勤１名。介護職

は常勤18名、非常勤５名。事務職は常勤４名、非常勤４名となっております。 

  利用の状況ですけれども、令和２年１月31日現在、入所者数が64名、平均の要介護度

は2.9、男女比率は２対３となっております。 

  次のページをお開きください。 

  これまでのいきさつですけれども、平成12年４月、介護保険制度が発足したときです

が、医療法人社団義の会が介護老人保健施設スターホームとして介護サービスを提供

しました。 

  平成28年10月に医療法人社団光誠会が事業を継承し、29年４月、事業所の名称を介護

老人保健施設パークサイドヴィラに変更しました。 

  平成30年５月16日の運営協議会で、協議していただきました。この時に協議していた

だいた内容は、先方から定員の変更、130名から100名に変えたいという申出がありま

して、運営協議会で諮りまして、ご承認を頂きました。 

  平成30年10月に都に介護老人保健施設開設許可事項変更届を提出し、内容的には定員

を130から100名に変えるということになっております。 

  令和元年10月、東京都から開設許可事項の変更について許可が出ました。 

  定員変更の理由ですけれども、それまで入所者の月平均数は50人前後であり、入所利

用希望者の確保が困難である状況と、入所者数に対応した職員の確保が困難な状況が

続いていた。施設運営の健全化と利用者の衛生面・安全面への配慮、職員の勤務環境

改善、個人情報等の管理体制の見直しなどの観点から、施設内の療養室等の使用用途

の見直しが必要となりました。 

  次に、療養室の用途変更について具体的に説明を申し上げます。 

  ２ページの下と、３ページを併せてご覧ください。 

  療養室の変更ですけれども、主にこの施設の１階の西側部分が多かったです。 

  ３ページですけれども、下のほうが変更後で、上のほうが変更前です。赤丸している

ところがもともと療養室だったものを用途変更したもので、例えば、リネン庫、書庫、

ロッカー、介護材料庫、包括支援員室、相談室、女子ロッカー、事務室などをここで

確保しました。 

  次のページ、４ページ、５ページですけれども、これは２階の図面です。４ページは

この施設の２階の西側部分で、５ページはこの施設の東側の部分です。西側部分につ

いては、療養室１カ所を、倉庫に用途変更しました。東側部分については、２カ所の
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療養室を面会室と医局に変更しました。 

  このことですけれども、まず、西側の倉庫ですが、それまでここに倉庫がなかったの

で、おむつだとか、タオルとかシーツとかを遠方にある倉庫に取りに行かなければい

けなかったのです。これは２階だけじゃなくて３階にもこういった用途変更を加えて

おりまして、職員の方が迅速にシーツだとかおむつとかそういったものを利用者に用

意できるようにしました。 

  ５ページですが、面会室というのを設けました。今ちょうど感染症が皆さん気になさ

っている状況ですけれども、外来の方が来たときに面会室で会うようにすることによ

って、感染症の感染リスクを減らそうという配慮です。医局に関しては、先ほど、居

宅介護支援事業申請するとき、クリニックですか、さっき申し上げましたけれども、

２階部分、医師の部屋が必要だということで、１つ療養室を医局に変えました。３階

の部分については、医局の部分ですけれども、療養室のままです。４階に関しては、

４人部屋を３人部屋に変更したということが変更の概要です。 

  次に、６ページをご覧ください。 

  パークサイドヴィラですけれども、事業拡大についていろいろ取り組んでおります。

まず、介護老人保健施設としての計画ですが、今後の目標としては、令和２年度は最

終的には77.5名、令和３年度は85名ということで、利用者を拡大していきたいと考え

ているということです。 

  そのほか、通所リハビリテーション事業所の再開について、令和元年12月２日、通所

リハビリテーション事業所を再開しました。場所は、この建物の玄関に隣接している

スペースです。もともとそこで通所リハをやっていたのですが、そこでサービス提供

を開始しました。令和２年２月19日現在は、利用者12名です。サービス提供は、午前

中は、９時から10時半、10時40分から12時10分までです。10名の方に利用していただ

くようにしておりまして、それぞれ90分でサービス提供しています。午後は13時から

15時30分まで、20名で150分間の提供となっております。 

  次ですけれども、先ほどご報告したとおり、居宅介護支援事業所を開設しました。す

みません。令和元年２月１日となっておりますけれども、申し訳ございません、ここ

は令和２年２月１日に訂正をお願いいたします。申し訳ございません。令和２年２月

１日に居宅介護支援事業所パークサイドヴィラを開設しました。 

  １階の東側にあったクリニックを居宅介護支援事業所として転用ということになって

おります。介護支援専門員の方は常勤２名、非常勤１名です。 

  その他、先週、「高齢者の運動機能改善と予防」ということで、パークサイドヴィラ

で講演会を開催しておりました。同志社大学の渡邊裕也助教が高齢者でも安全に実施

できる筋トレ法とその効果について講演なさるということで、地域の方に、あと介護

保険の関係者の方に聞いていただきたいということで、取組をしております。 
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  パークサイドヴィラについてですけれども、平成28年10月に事業継承が行われました。

立川市では、定員変更だとか、療養室の用途変更について、行政の立場としてどうし

たらいいかというのを検討し、運営協議会に協議を諮りまして、去年ご承認いただき

ました。このことを通じて、今後より多くの利用者を受け入れることができるように

なったと思います。 

  報告は以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  これまでの経過等丁寧にご説明いただいたので、皆様、これまでの経過について思い

出していただけたかと思います。介護老人保健施設ということでございますので、こ

ういった指定に関すること等は東京都が権限を持っているわけですけれども、市にも

ご意見ということで皆様にもご意見を頂いていたかと思います。それが、10月ですか、

こういった変更での許可があったということのご報告でございましたが、いかがでし

ょうか。 

  Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 ６ページ目の通所リハビリテーションの事業所の再開ですけれども、これは90

分のリハビリテーションをして、送り迎えをするということですか。送り迎えをしな

がら90分だけをやりに行くのですか。やりに行くのかどうかと、どういう内容、どう

いう対象者がどういうことをやりに行くのかを教えてください。 

○会長 事務局は情報を持っていらっしゃいますか。 

○事業者係長 事業者係長です。 

  今回、実際に現地にお伺いしまして状況を見てきました。やはりリハビリに特化して

おりまして、デイサービスと違って、いろいろな機材があって、機能訓練的なことを

やっているということです。まず90分というのは、そういったことを長時間やるのは

ご高齢の方に大変な負担なので、短時間にしたほうが、需要があるのではないかとい

うことで、そういうような取組にしたということです。もちろん送迎は提供しており

まして、サービスの提供時間が90分ということです。対象者というのは、やはりリハ

ビリに関する意欲がある方に対してサービス提供をできたらという、そこに需要があ

るからというようなことでした。 

  以上です。 

○会長 Ｄ委員、専門的なお立場なので、もしご意見があればお願いいたします。 

○Ｄ委員 通所リハビリテーションに関しては、それまでは、例えば１日デイ、半日デイ

ぐらいだったのですけれども、平成28年ぐらいですかね、制度改正で短時間のリハビ

リ、今までどちらかというと、外来のリハビリでやっていたようなものを介護保険施

設でもできるようにしたらどうかということで、新たに短い時間の通所リハビリテー

ションが設定されました。その中で、この90分というものがありますので、今、外来
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でリハビリしているところは医療保険の関係で少しずつ減ってきていますので、短い

時間で、特にお食事とかお風呂とかなくても体を動かしたいという方に関しては、結

構ニーズが高いところかなと……。しかも送迎もついておりますので、利用しやすい

かなというようなところで、恐らくこういう短い時間の事業展開をしたのかなという

ふうな想像ができます。 

○会長 Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 リハビリテーションという定義がちょっと分からないのですけれども、リハビ

リテーションというのは病気であったり、けがであったり、脳梗塞であったり、麻痺

の状態が起きたところを、医師のこういうことをしてくださいという指示の下、体を

動かすということがリハビリテーションと認識しています。 

  ただし、専門の先生たちも、お医者さんも少ないわけです。そういう疾患があったり、

けがをしたり、麻痺があったりという人が通うところであるとして、運動をしたい、

何か身体機能を高めたい、高齢になって体が衰えていって、何か体を動かしたいとい

う人たちとの差はちゃんとあるのでしょうか。要介護３、何の別に疾患もなく、フレ

イル状態から体がちょっと弱くなって、基礎疾患があるとしても、そういう人が、私、

体を元気にしたいので、ここに通いたいということも可能なのですか。 

○会長 Ｄ委員、ご説明いただけますか。 

○Ｄ委員 もともとのリハビリテーションのイメージは先ほどＢ委員さんがおっしゃって

いたものですけれども、高齢者が増えていく中で、高齢者のリハビリテーションはど

ういったものがいいのだろうかということを何年も議論を重ねてきました。全世界的

に見ても、これだけ高齢の方を抱える国は、日本がそういうところなので、その中で

の高齢者のリハビリテーションは、今まで諸外国のやり方をまねしていた。なのでリ

ハビリテーションは横文字を使っていますけれども、それではだめで、日本独特の独

自のリハビリテーションの理念、概念をつくっていこうというところです。まさに歩

きながら、走りながら考えている時期、ところです。 

  その中で、例えば、脳卒中とか大きな病気をして、頸部骨折してリハビリをするとい

う従来のやり方もありますけれども、先ほどＢ委員がおっしゃったように、フレイル

とか予防的な観点から、あるいは高齢で結構80代、90代で、特に疾患はないけれども、

もう少し元気に過ごしたいわというような方に対しての機能不全的なことも含めて、

今はリハビリテーションと呼ぶことがあります。運動するだけではなくて、作業療法

士もいたり、言語聴覚士もいますので、様々な精神的な部分ですとか、鬱や認知症と

か、あと食事のことですとか、そういうのも含めて、自分らしく生きるためにどうし

たらいいかということをするのが今の高齢者のリハビリテーションかなと思います。

そのあたりのイメージで恐らくサービス提供しているのではないかなというふうには

思っております。 
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○会長 専門的な補足、ありがとうございました。 

  Ｂ委員、お願いします。 

○Ｂ委員 これは、通常の通所とかに通う金額よりも高いのですか。 

○Ｄ委員 そうですね、はい。基本的には、今、日本で医師の指示の下、行われるものが

リハビリテーションと呼ぶことができます。地域リハは別ですけれども、介護保険の

ほうはそうなので、やはり医師の指示があってかつ理学療法士、作業療法士、言語聴

覚士、あるいは特定の研修を受けた柔道整復師も関係することができます。報酬に関

しては、やはり福祉系の中での機能訓練よりは少し高めの設定にはなっています。 

○会長 機能訓練指導員ですか。 

○Ｄ委員 はい、そうですね。 

○会長 高い単価になっているということですね。 

  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  では、ご報告を頂きました。本日、報告事項が６点ございましたけれども、協議会と

して全てご了承いただいたということでございます。 

  報告事項、全て終了いたしました。 

  続きまして、事務局から連絡事項でございます。 

○事務局 最後の運営協議会となりました。委員の皆様、ありがとうございました。 

  報告書、アンケートの報告書につきましては、出来上がり次第、送付を予定していま

す。また、議事録についてのご確認も後日、送付いたしますので、お手数ですが、ご

確認のほど、よろしくお願いいたします。 

  それでは、事務局からの連絡事項は以上となります。 

○会長 それでは、本日の議事等、以上でございます。 

  本日は最後の運営協議会になりますので、幸い時間が少しございますので、皆様に一

言ずつ、この３年を通してのことですね、頂けたらと思います。 

○Ｆ委員 なかなか予定が合わなかったりしてあれなんですけれども、大変、介護保険に

ついて勉強させてもらっているような感じで、あまり専門としては発揮できる場面が

ないのですけれども、３年間どうもありがとうございました。 

○Ｇ委員 私も民生員の立場として参加させていただいて、地域の高齢者の方で介護保険

はたくさん皆さん利用していますので、その中のことで勉強できてよかったです。私

が関係していた事業所の選定とか、その辺のことでも、いろんな観点から開設のこと

を学べてよかったと思っています。勉強させていただいてありがとうございました。 

○Ｅ委員 私、今回、年度の途中から参加させていただいて、今日で３回目かな、あんま

り大した力になれなかったですけれども、短い間でしたが、ありがとうございました。 

○Ｃ委員 あっという間の３年間ではあったのですけれども、もう早くも来年、令和３年

にはまた改正がやってきて、ずっと個人的に思っているところでは、介護保険のサー
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ビスの事業者さんはどこのサービスも同じかなと思うのですが、あまり物を言わない

体質があるので、今後、事業所のほうからボトムアップで上にどんどん意見を上げて

いかないと、言われっ放しで、国が間違っているとは言わないですが、方向性がちょ

っと違うんじゃないのというところにやっぱり物を言える仲間を増やしていければな

と思っております。 

  ありがとうございました。 

○Ｄ委員 ３年、あっという間だったのだけれども、通所事業所の代表としてここに立っ

ております。やはり総合事業が始まったというところで関わらせていただいて、当初

の予定どおり、報酬が下がって、事業所の経営がなかなか厳しくなって、まだその実

は余波を受けているところはたくさんあるのです。その中でやはり報酬をしっかりと

確保しないと業者は成り立たない、ひいては立川市民の方々の生活が成り立たなくな

るという部分で、様々な検討がされた中で、またもう一度報酬が戻ったようなところ

もありますので、やはりサービスを提供している立場の人間がここにいるということ

はすごく大事だなと思っております。来年度以降の委員の選定もそういった立場の者

をぜひ選定いただきたいなというふうに思っております。 

  もう一つは、やはりこの場に来ると様々なことを学ぶことができます。これも個人の

ものだけにはせず、ちょうど自分が第２次ベビーブーマーのところですので、今後、

自分の父、母も団塊の世代で後期高齢に入っていきます。そういった一般の人たち、

自分の仲間、友人に今、日本の現状、地域の現状はこうなんだよということを伝えて

いかないと。皆さんは分からない、分からないというふうに言うけれども、自分で学

ばない限りはやっぱり何も変わらないでしょう。今回のアンケートの結果もあります

けれども、これで満足で物を言わないのか、言ってもどうせって諦めているように言

っているので物を言わないのか、そういったところもよく分からないままなのか。そ

ういったところもちゃんと自分の身内とか友人、仲間の中で話を聞いていきながら、

実状はこうなので、地域包括ケアシステムじゃないですけれども、自助といった部分

もしっかりとつくっていけるような、そんな立場でも今後も発言できたらななんてい

うふうには思っております。 

  以上です。 

○Ｂ委員 ３年間、ありがとうございました。いろんなことを一般市民と、私の周り、た

くさんお年寄りがいますので、そういうところでここ２年ちょいぐらいは話していま

したが、ここでも自分の仕事のほうが熊本のほうで介護事業所等、ＡＤＬ改善、運動

プログラムというものをやっておりますけれども、実際、熊本だけではないと思いま

すが、あまりにも介護職員の意識が低い、レベルが低いというのを痛感しております。 

  介護事業所でフレイルは知っているかといっても半分以上は知らない、科学的介護は

今年度、もう４月から厚労省が色んなことやってくるよといっても知らないというと
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ころが、この介護自体がやはり上がっていかないところなのだなと。幾ら国が、さっ

き言ったように、やっぱり思っていても、実際地域ということがご理解いただけない。

だから、それを峰岸委員じゃないですが、しっかりと声をボトムアップで上げていく

ということがなかなかできない業種なのだなというのを強く感じました。それを分か

る人間がやり続けていかないことには、私の中では、高齢者が何も分からない、体も

弱っていく、ただ単に介護職員にお世話にならなきゃいけない、何も言えないという

状況が続いていて、すごく惨めな人がごまんといるなというのを正直感じています。 

  だから、やはり介護業界全体が、ビジネスとは言いませんが、企業努力、インセンテ

ィブをどんどん変えていっていかないと、本当に弱者が弱っていって、物が言える人

は変わっていけますが、物が言えない人はどんどんどんどん小さくなって、死ぬにも

死ねない。熊本でたまたままた虐待もありましたけれども、そういうことが氷山の一

角なのだろうなというのを私は痛感していますので、私は私の立場でしっかりとそう

いうとことは改善できるようにしていきたいです。皆で何かよくなるほうに変えてい

くというイノベーションはやはりこの業界は後れているなというところを痛感します

ので、行政もしっかりと引き続きアップしていただけたらと思います。お願いします。 

  ありがとうございました。 

○Ｈ委員 本当にＢ委員はいつもいいすばらしいご意見を言ってくださって、その後に私

が発言するのも本当に恥ずかしいことなのですけれども、一市民としてここの場に参

加させていただいて、とてもお勉強になりました。それから、事業者も参加している

会なのだなということが、とても安心できました。これからも皆さんに頑張っていた

だきたいと思っています。ありがとうございました。 

○Ａ委員 ど素人が委員になったもので、どれだけ貢献できたかどうかは、もう本当にお

粗末だったかもしれません。皆さんからいろいろ知識も頂きましてありがとうござい

ました。私がこの委員をやって感じたことは、やはりだんだん弱っていく人はいろい

ろやらなくちゃいけないのですが、予防介護というのは非常に重要だなという感覚を

持っております。例えば、国会での議論なんかで予防介護の話なんかほとんど出てこ

ないので、皆さんはそういうことは認識しているのか、その辺をもう少し声高く言う

必要があるのかなというような感じをしています。あまり貢献しなかったのですけれ

ども、一つだけ自慢しているのは、この会を全部出席しました。 

  以上です。 

○Ｉ委員 訪問看護は介護保険よりも医療保険の部分も絡み合ってくるところもあるので、

とても複雑なところではありますけれども、後ろ向きに考えてばかりもいられないの

で、前向きに地域貢献のほうも含めて、これから今、自分たちに何ができるのかとい

うところも考えながら、介護保険の事業所も市民の皆さんもどうしていったらいいの

かと考えながら、進めていけるのがいいのかなって感じております。 
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○副会長 前任者から引き継いでもう２年がたったかという、あっという間だったという

感じは正直なところ思います。私は地域包括支援センターという立場とまた社会福祉

協議会という立場があるかと思いますが、担当の業務では地域包括支援センターのほ

かにも成年後見制度や権利を守るセンターであるとか、平成27年に始まった生活困窮

の担当とかもしております。 

  地域でネットワークをつくっていくというのはとても大事なことだなと思います。 

  この協議会のメンバーでも弁護士の方とか民生委員の方、サービス事業者の方、そし

て市民の方、それぞれいらっしゃいますので、やはり行政ができるところは行政の責

任を果たしていただくというのは当然ですけれども、それだけでは全部できない、そ

れぞれのこのような委員会もそうですが、それぞれの強みを生かして、これからとも

に地域をつくっていくというのが、協働して地域をつくっていくというのはとても大

切なことだなというのをつくづく感じております。また今後も皆さんとお顔を合わせ

る機会あるかと思うのですけれども、ぜひともよい立川にしていくために力を合わせ

ていきたいと思いますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。 

  ありがとうございました。 

○会長 皆様、大変思いのこもったお言葉、ありがとうございました。 

  ３年間というあっという間で、市長さんから委嘱して頂いて、そして３年が過ぎまし

た。この期というのは、第７期の介護保険事業計画を策定するというところから引き

継いでいたかと思います。第７期は、特に地域包括ケアシステム、これをもっともっ

と進化させていくということで、立川市の計画につきましても、これまでの形を大き

く編成し直して、５つの要素を明確に掲げて、そして計画を策定していただいたと記

憶しております。それを今、ずっとその計画の下に運営してきていただいたわけです

けれども、これからの立川市をよくしていこうという思い、事務局の皆様の思いも大

変強く感じてスタートしていたかと思います。 

  それで、この間、大変、市民の公募委員の皆様に積極的な意見を頂きました。それか

ら、専門のそれぞれの皆様にもご専門のお立場から大変貴重なご意見を頂きました。

事務局の皆様におかれましては、真摯に意見を受け止めていただきまして、反映させ

ていただきました。そして、副会長にはそばにいて何かあれば助けていただけると思

う安心感で、何とか務めてくることができました。関係の皆様に心よりお礼申し上げ

ます。 

  来年度は、第８期の策定ということになるかと思います。この協議会では、介護保険

事業計画だけではなく、もう一つ、日本では市町村が義務づけられて策定した福祉計

画としては最も古い、1993年から老人保健福祉計画という計画を策定してきておりま

して、それも一緒に一体的に策定しているのですね。立川市の場合には大変丁寧にそ

のあたりの高齢者福祉に該当する事業も計画の中に盛り込んでいただいていると思い
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ます。ですので、次期、そのあたりもしっかり高齢者福祉のところと介護保険事業の

計画と合わせたような形で、いい計画がまた、今期を基につくっていっていただいて、

立川市の市民の皆様の福祉向上に資することができれば、大変うれしく思っておりま

す。 

  本当に皆様お疲れさまでございました。 

  それでは、最後に介護保険課長よりご挨拶をお願いいたします。 

○介護保険課長 介護保険課長の白井でございます。 

  私は介護保険課長に着任いたしまして間もなく３年が経過いたします。この３年間、

運営協議会委員の皆様方には大変お世話になりました。 

  振り返りますと、１年目、第７期介護保険事業計画の策定をお願いし、非常に素晴ら

しい計画を策定していただきました。 

  ２年目、幸町３丁目に認知症高齢者グループホームを整備するに当たり、事業者の選

定をお願いいたしました。こちらのグループホームは今月、着工いたしまして、本年

９月オープン、開設の予定でございます。 

  ３年目、地域密着型特別養護老人ホームや看護小規模多機能型居宅介護の整備をする

に当たり、公募をいたしましたが、応募はございませんでした。 

  この３年間、当協議会の運営委員の皆様方からは積極的に貴重なご意見をたくさん頂

きました。まことにありがとうございました。また、この３年間、当協議会を支えて

くださった菊池会長も今年度をもちましてご退任される運びとなりました。３年間、

大変お世話になりまして、ありがとうございました。 

  さて、春近しといった感じで暖かくなってまいりましたが、まだまだ朝晩冷え込む日

もございます。どうか皆様、ご自愛いただきますようお願い申し上げまして、感謝の

ご挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○会長 それでは、これをもちまして、第４回介護保険運営協議会を終了いたします。お

疲れさまでございました。 

午後５時００分 閉会 

 


