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■ 日 時 令和元年 11 月 25 日（火） 午後 2 時～4 時 

■ 場 所 立川市役所 104 会議室 

■ 出席者 （敬称略） 

［立川市地域包括支援センター運営協議会委員］ 

第 2 号被保険者 宮本 直樹（会長） 

学識経験者 岡垣 豊（副会長） 

医療従事者                  中村 伸 

民生委員児童委員 福本 行廣 

介護サービス事業従事者 望月 華津子 

第 1 号被保険者代表               吉川 とみ子 

第２号被保険者代表              西堀 千恵 

介護サービス利用者代表          三松 廣 

 

［市職員］ 

  保健医療担当部長               吉田 正子 

  福祉保健部長               五十嵐 智樹 

福祉保健部高齢福祉課長        小平 真弓 

福祉保健部高齢福祉課介護予防推進係長   杉山 裕一 

福祉保健部高齢福祉課在宅支援係長 石垣 裕美 

福祉保健部高齢福祉課在宅支援係 中野 恵介 

［地域包括支援センター］ 

ふじみ地域包括支援センター      小澤 真治、鉢嶺 由紀子 

はごろも地域包括支援センター 須藤 浩世 

たかまつ地域包括支援センター 野田 美輝 

わかば地域包括支援センター         川野 和也 

さいわい地域包括支援センター 荒井 央 

かみすな地域包括支援センター       秋間 さや子 
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高齢福祉課長 

午後２時００分 開会 

 平成31年度の第４回立川市地域包括支援センター運営協議会

を開催させていただきます。 

 本日はお忙しい中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、立川市では令和２年度の予算編成中ですけれども、来年

度からは後期に入ります第４次長期総合計画の各施策の目的の

実現のために、限られた予算の中で、いかにして立川のために

予算を編成していったらいいかということで、市民生活に直結

するものなどを優先するということで言われていまして、施策

の優先順位は厳しく精査されているところでございます。 

 団塊の世代が75歳になる2025年に向けた高齢社会への対応の

ために、医療・介護・予防を一体的に提供できる仕組みをつく

ることと地域との協働、支え合いにより、住まいや多様な生活

支援の提供を推進していくことが非常に求められています。そ

この充実と、またあわせて8050問題などにあるような高齢者を

取り巻く複雑化、複合化した諸問題に対して市と地域包括支援

センターの相談支援体制の中で受けていくことができるよう

に、そこの充実を図るために、さまざまな予算要求をしている

ところでございます。これらの立川市に適した地域包括ケアシ

ステムをどのようにつくり上げていくのかというような、概念

的なものを整理することと、それを見える化して具体的な施策

を提案していくことではあるのかなというふうに思ってござい

ます。 

 相談の核となります地域包括支援センターのあり方について

は、委員の皆様からのご意見が非常に貴重でございますので、

本日も地域包括支援センターの適切、公正、かつ中立な運営確

保のために、運営協議会の委員としての忌憚のないご意見をい

ただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に移っていただきたいと思いますので、会

長、よろしくお願いいたします。 

 

会長  それでは、ここからは私、Ａのほうで進行させていただきま

す。 

 初めに、定足数の確認でございますけれども、委員さん９名
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の定数のところ８名の出席ということで、本運営協議会成立し

ていることを確認したいと思います。 

 次第の２番へ移ります。 

 議事録の確認でございます。 

 既に、議事録、皆様お目通しいただいているかと思いますけ

れども、この段階で何か訂正、修正等ございましたら、ご発言

をお願いをいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、本会議終了までに、もしあれば、ご発言をいただ

きまして、今回の終了を持って議事録の確認を完了させたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第の３番報告事項に移ります。 

 報告事項の①番、運営状況について、事務局から何かご説明

ございますでしょうか。 

 

事務局  それでは、資料の３をご用意ください。 

 今回は８月分、９月分ということでのご報告です。 

 資料３の８ページをごらんください。 

 資料３８ページは、９月に行われました地域ケア会議要旨

で、３番の③番、個別事例から地域課題を考えるということ

で、８月に複数報告があり立川市全体の課題ということで検討

いたしました。鍵括弧の中、「近隣市の医療機関医療相談室と

の連携体制強化について」ですが、市内医療機関の相談員とは

地域ケア会議で月に１度、顔を合わせますので「顔の見える関

係づくり」ができておりますが、近隣市町村の医療相談員とは

電話でやり取り程度の関わりとなっているのが現状です。連携

体制に課題があるのではないかと８月のケア会議で出ましたの

で、これを受けまして、幾つか体制整備が行われました。 

 まず、市内の医療機関、今７カ所から入院が可能な医療機関

の医療相談員が地域ケア会議に出席しておりますが、立川市内

の医療機関の医療相談員連絡会がないという課題提起がありま

した。さっそく、11月15日に市内医療機関の医療相談員連絡会

が立ち上がったと報告がありました。このような形で地域ケア

会議で挙げられた課題が少しずつ、地域包括ケアシステムの体

制整備の中で形になってきているということをご報告させてい
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ただきます。 

 また、近隣市町村医療機関の医療相談員との連携はどうする

かという課題について、高齢者虐待防止ネットワーク連絡会と

を年に２回実施していますので、こちらの連絡会に市外近隣医

療機関の医療相談員にも声をかけまして、参加してもらうこと

を考えました。その連絡会にＢ委員にもご参加いただきました

が、11月22日に開催されまして、市外は11カ所の医療機関に声

をかけましたところ、半数ぐらいの相談員にお越しいただき、

次回も参加したいという声や、大変よかったという評価をいた

だきました。こういったことから市外医療機関の相談員と地域

包括支援センターの連携体制ができていくと良い思っておりま

すので、報告させていただきます。 

 なお、この件につきましては、在宅医療・介護連携推進協議

会でも報告いたします。 

 次に、30ページをお開きください。 

 こちらは10月の地域ケア会議会議録です。２番の事務連絡の

ところで、高齢福祉課、福祉総務課、多摩立川保健所から台風

19号の被害について振り返りがありました。これにつきまして

は、避難行動要援護者に対する名簿、災害が起きたときに自ら

が避難ができないという方の名簿を各地域包括支援センターは

保管していますが、その取り扱いや災害時の役割など委託仕様

書にも記載がないということが確認されましたので、来年度に

向けて委託仕様書の見直し等含めてやっていきたいと考えてい

ます。また、立川市地域防災計画の中では、地震に対する備え

ということでいろいろな検討や取り組みをしてまいりました

が、風水害に関しての取り組み、取り決めが明確にできていな

かったことがわかりましたので、今回のことを機にしまして、

地域包括支援センター含め、改めて見直す機会になったと考え

ております。事務局からは以上になります。 

 

会長  ありがとうございます。 

 大分着実に進めていただいて、充実の方向に進展が見られる

ということでご報告を聞かせていただきました。 

 さて、皆さんから何かこの資料３に対してご意見、ご質問等

あればお願いいたします。 
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C委員  私から２つあるんですけれども、30ページのところで、台風

19号の話が先ほどありましたが、ここで言う話しじゃないかも

しれないけれども、緊迫している状況なのに放送が反響してし

まって全く内容が私のうちでは聞こえなくて、聞こえているう

ちもあるのかなとそのとき不安になって、本当に何も聞こえな

くて、ツイッターを結局見て情報を得たという状況だったの

で、私の周りのお年寄りの方とかは不安じゃなかったのかな

と、つくづく思いました。放送は聞こえないと意味がないの

で、聞こえるようにしていただきたいと思いました。 

 あと、31ページに下のところに、パーキンソン病の方が通勤

したいというお話がありますが、こうやって50歳代の元気な方

が突然なって、就労したいという気持ちがあるにもかかわら

ず、ハンディを抱えてどうしようと思っている、その気持ち

を、小さなこと、そう思っている人はたくさん、いろいろな病

気で思っている方とかいらっしゃると思うので、何かそういう

のを酌み取って解決してあげる。ＪＲの人が大変親切に毎朝や

っているんです。だから、そういうことも知らないんだと逆に

思ってしまったので、知らないでいる人がいるのであれば、周

知してあげたいし、もっと小さなことも酌み取って解決するの

に手助けしていってあげたいと、ここを読んで思ったんです。 

 同じ世代、旦那さんとかのこととか考えると、家族のことと

か考えると思うので、そういうのも何か酌み取れる、パーキン

ソン病だけじゃない、何かそういうのもあったらいいと思った

ので、そういうのも解決していきたいです。 

<個人情報への配慮> 

 難病を抱えていながら就労している65歳未満の市民に対する

具体的支援の充実を切に願いたいと思っています。 

 今までは普通に暮らし、お元気だった方が突然の病気にな

り、ハンディキャップを抱えながら生きていかなければならな

くなった時、どのような気持ちだったのか考えると胸が痛くな

ります。 

 今回の報告では公共交通機関が通勤に協力してくれていると

いうものですが、民間企業がこのような形で協力してくれてい

るということを初めて知りましたし、皆様に周知したいとも思
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います。 

 

会長  お２つのご意見いただいてありがとうございます。 

 それでは、この件について解説を少し、包括のほうでこんな

ふうに取り組みましたという話しをいただきたい。 

防災無線は、なかなかどんなに手を入れてもおっしゃるとお

りで、高齢者の方には届かない部分ってありますよね。そこを

どうフォローしていくかという取り組みを今回の地域包括支援

センター、やっておられるかと思います。 

 では、はごろも包括、お願いします。 

 

はごろも包括  一点目の放送の件ではなく、二点目の事例をお話します。 

 

会長  どうぞ。 

 

はごろも包括  介護保険の認定は軽度の方で、通常、歩くのはそれほど支障

はないのですけれども、やはり、薬を朝飲んで出かけると、ど

うしても電車の中で具合が悪くなってしまう。ただ、本人は自

分がまだ元気な気持ちなので、電車なんて、誰かに助けてもら

うとかそういうのではなくて、何とか自分で通勤したいという

気持ちがあって、なかなか用具の受け入れもなかったんですけ

れども、どちらをとるか、まず、きちんとお気持ちに反映し

て、到着までのというところを優先するのであれば、電車の中

だけでも車いすを利用していただけないか、ＪＲ等、公共機関

についてはこちらで調べまして、利用されている方よく見るの

で、そういうシステムがあると思いまして、提案をしました。 

 

会長  ありがとうございます。 

 非常に個別の事情を配慮して、細かいところまで入り込んで

調整していただいている感があるんですけれども、これはパー

キンソンだからということじゃないですものね。ほかの病気を

お持ちであっても、対応しているということですよね。 

 

はごろも包括  たまたま通勤のしかも電車の中で急に状態が変わり、では服

薬調整とかそういうことはできないんだろうかと担当に確認し
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ましたら、そこがうまくその日の体調でできないということで

したので、であれば、思い切って電車の中だけは車いすという

ことで、通勤だけでなく日常生活の中でもこの部分ができたら

自分の思うような生活とか、より豊かな生活ができるというこ

とであれば、そこはその方の状態に合わせて対応はいつもさせ

ていただいています。 

 

会長  どうやら相談とか調整は日ごろからできているようですね。

あとは情報提供かもしれませんね。こういう事例があるからあ

なたも簡単に諦めなくても、相談の余地がありますということ

は伝えて差し上げたいですよね、みんな闘病されている方。そ

の方法は、何か糸口があればいいかもしれませんね。ありがと

うございます。 

 もう一つのほうの災害無線のほうです。 

 これはどうでしょうか。 

 

保健医療担当

部長 

 この案件についてですが、防災のほうでも同じようなご意見

いただおります。例えば市境の西砂町は、昭島市の放送はよく

聞こえるけれど、なぜか立川市の放送は聞こえてこないと。武

蔵村山市の近くに住む方も同様に、立川市放送は聞こえないと

いうことで、具体的に入ってきているので、防災課のほうでも

今の無線全体の機能の問題なのか、反響してしまってというよ

うなところなのかというのを調査しながら、ちゃんと聞こえる

ものに変えていきたいとしています。 

 ただ、すぐに変われるかというところですが、少々お時間を

いただくようだという話しは聞いております。 

 

会長  この話しはいつもあります。少しずつよくなっているらしい

んですけれども、放送がうるさいという人もいるようです。そ

こがなかなか難しい、だからボリュームを上げればいいという

ものでもなく、今回は雨音が物すごくて本当に聞こえにくかっ

たです。スピーカーの方向をうるさいという苦情の人からは外

し、聞こえないという人のほうにちょっとずらしみたいな、そ

のぐらいの対応しかできないと聞いています。 

 なので、防災無線だけに頼った形ではなくて、おっしゃると
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おりで、ツイッターの情報を取りにいくとか、そのツイッター

とれない人はどうするのという話しになるわけですけれども、

皆さん、関係の方で何かありますでしょうか。 

 

D委員  三、四年前の運営協議会で提案したことがありました。放送

が聞こえない。何を言っているのかわからないと。夜中の３時

ごろにゆっくりしたしゃべり方で何を言っているか、雨戸も閉

めてしまっているため聞こえないと提案したんですけれども、

そうしたら高齢者の人たちだとか、独居の人たちはもう昼間の

明るいうちから連絡をとって、ちゃんと避難するような方向を

やっていますという回答を受けたんで、一つ安心したんです。 

 ただ、放送の仕方が夜中にしゃべられてもわからないんで、

何とかそのサイレンだけでも、緊急に必要だったら、サイレン

だけで避難してくださいとか、取り決めるのもいいかもしれま

せんね。これから大災害が起きて停電になったときに、テレビ

やラジオがあればいいけれども、高齢者の中でもパソコン持っ

て情報収集ができる方とできない方がいると思うんです。そう

いう人たちはどうするのかという問題が出てくるので、安心し

てそういう災害の情報を受けられるような方法をぜひみんなで

考えていかないといけないと思うんです。 

  

会長  私のところには、あの雨の中、土曜日、３件ほど相談の電話

がありました。富士見町の坂の上に住む方のお話です。富士見

町の防災無線なんですけれども、富士見町と柴崎町と避難して

くださいというふうな無線を聞いて、自分も避難しなくてはい

けないというふうに思ってしまっていたんですが、あれは崖の

上の土砂災害の方に近くの会館に避難してくださいということ

を呼びかけていたので、対象じゃありませんよという話をし

て、どうしても心配だったら行きましょう。でも、こんな雨の

中だから行くほうが危ないかもしれませんということを説明し

て、それで動揺していたのが落ち着いたんです。だから、説明

が届かないと心配になりますよね。 

 

C委員  不安です。 

 



10 

会長  そういうことが、私だけじゃなくて、各地域の中では結構行

われているかと思います。個別の、無線で伝えるということよ

りも、不安な状況を聞いて差し上げるとか、あなたの場合はこ

うですよなど、かみ砕いた個別の情報にしてあげる。そうなる

と、地域の中でという部分が大切なのかなと思います。今、D委

員もおっしゃっておられましたけれども、余り公助に頼らず

に、自分の、そのためにも日ごろからみずからが住んでいる中

で、いろいろな地域のネットワークを高齢者の方に持っていて

ほしいし、そのネットワークにつながるお手伝いを地域包括支

援センターの業務として心がけていくということは、必要かも

しれません。 

 ありがとうございます。貴重な提言を２点いただきました。 

 

D委員  この中で避難行動要支援者名簿の平常時の活用というのがあ

るんですけれども、この意味がちょっとわからないんで、説明

してもらいたいんですけれども。 

 

会長  福祉総務課長はいらしていないですね。 

 

福祉保健部長  今日は欠席をさせていただいています。 

 この要支援者名簿というのは、ご自身で有事の際に避難する

ことが難しい方は事前に申し出ていただいて、そういった方が

近所にいますということで、地域で支援できればということの

概念でできている制度でございます。 

 現在のところ5,000名ぐらいの方が手を挙げていただいている

んですが、なかなか地域の方々の支援のところまでは結びつい

ていないというような課題もございまして、周知啓発に努め

て、有事の際に、有効に活用できるような体制を今取り組んで

つくっているところです。 

 

D委員  これは申請しなければいけないものなんですか。 

 

福祉保健部長  そうです。まずは手を挙げていただいてという形になりま

す。ただ、我々の想定としては、やはりご自身で避難すること

が難しい方ということで想定しています。高齢で元気な方大勢
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いらっしゃいますので、そういった方々を対象としては考えて

いないところなんですが、今現在、そういった方もお手を挙げ

ていただいているような状況もございまして、その辺も整理す

る課題ということで考えています。 

 

会長  福祉総務課と防災課と連携してやっていることではあるんで

すが、郵便で、ある一定の該当、基準があって、郵便で個別に

案内が送られているんです。そこで手を挙げてもらうという形

なんです。広報紙で出したから勝手に申し込んでくれという話

しではなくて、それが返ってきた方ということになるんですけ

れども。 

 

D委員  僕の勘違いだったらちょっと申し訳ありません。警察も何か

高齢者の何かこういう助けるシステムというんですか、支援者

を保護するとかというシステムがあるというようなことを、聞

いたようなことがあるんですけれども、ないですか。 

 

会長  特殊詐欺の防止とかじゃなくてですか。 

 

D委員  詐欺じゃなくて。何か緊急あったときに、こういう災害のと

きに、僕の勘違いかな、それは。 

 

福祉保健部長  制度的には存じ上げないんですけれども、例えばこの間の台

風19号とか、ああいった状況になって、もし被災されたという

ような状況になったら、どう考えても地域の人の救助は無理だ

し、市の職員がそこへ行ってというようなこともちょっと難し

いというようなことが往々にあろうかと思います。そういった

際には警察を初め消防ですとか、そういったところに支援をお

願いするというような、そういったことはあるかと思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 ほかに何かございますでしょうか。 

 E委員。 

 

E委員  40ページの２番のところですけれども、息子さんがご本人平
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手打ちをしてそれを看護師がケアマネに話をしたんだけれど

も、ケアマネのところで話がとまってしまったということなん

ですけれども、こういうことはあり得ないような気がするんで

すけれども、そのことをもう少し詳しく伺いたいです。 

<個人情報への配慮> 

 介護者が高齢者に暴力行為があり、介護事業者がケアマネジ

ャーに報告しているにも関わらず、行政への連絡が遅れたとい

う報告があります。 

 もう一つ、ここには載っていなませんが、新聞で老々介護

で、奥さんがご主人とそれからお母さんとお父さん殺してしま

った事件を読みました。行政は全然それを把握していなかった

ということで、田舎のほうなんで、３世帯同居とかということ

も多いと思います。立川ではそのような世帯も多くはないかも

しれないけれども、これから高齢者が高齢者を看るという形が

どんどんふえていくと思うんです。亡くなった方もお父さんと

お母さんが90代で、ご主人が70代、奥様は68歳ぐらいの方だっ

たと思います。そういうケースがこれからないことはないと思

うんです、立川で。そういうことに対して、予防策とかどうい

うふうに把握してこれからいくのかという、災害もそうですけ

れども、これから何か予防の時代になっていくと思うので、そ

の辺のところも詳しく知りたいんです。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、１点目、〇〇包括【包括名は伏せる】のほうの報告の

中のこのケース、これは最後、看護師がケアマネジャーに話を

するが、ケアマネジャーで話がとまってしまったと、この説明

の文章は終わっているわけですが、これはそういうことなんで

すね。 

 

〇〇包括【包

括名は伏せ

る】 

 最終的には包括で対応して、市と状況確認とか、通常の流れ

で対応はしたんですけれども、一度、ここで話がとまってしま

ったということですので、では、実際こういうことがよくある

のかないのかというのは、感覚的に考えると、このケアマネジ

ャーも、たまたま今回１回だけだからとか、ほかのケースとか

でも、憎い気持ちで何か手を出しているわけではないからと
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か、どうしてもそういうふうに人はなんとなく思ってしまいが

ちなんです。明らかに、この野郎みたいなことを言ってやって

いるときであればまた違うとは思うんですけれども、今回もこ

の方のケースだと、体が動かないように抑えてくれていたらし

いんです。そこで動いてしまったので、たたいたらしいんで

す。ですので、そういうことがなければ、こんなことはなかっ

たんじゃないかという、心理的にそういう考え方とかされるケ

アマネでありました。 

 

E委員  でも、そういうことは、確かにそういうこともあると思うん

ですけれども、それを自己判断でとめるではなくて、報告して

おくことというのはすごく必要だと思うんです。虐待の発端は

みんなそういうことから始まって、上に届いていない。だか

ら、それが単なる気持ちの上での判断だったかもしれないし、

でもそれを全然知りませんでしたとなって、最後に亡くなって

しまったりしたときに、私たち全然聞いていませんというふう

になってしまうので、それを流していくということが必要なん

じゃないかと思って、心情的なものよりも。 

 

〇〇包括  全くその通りです。（省略）どうしても包括の指導という

か、周知の甘さというのも確かにあるんだなとは思っていま

す。 

 

E委員  そのケアマネさんのいる居宅では、管理者とかがケアマネさ

んを支援したり指導したりとかしないんですか。 

 

〇〇包括  しています。そこでも、この話が少しずつ出て、最終的には

こういうことがあったということがわかったということです。 

 

会長  ケアマネジャーさんは、そう言われてみればそうねというこ

とで、納得して今後、自分も改めていかなければということ

を、今思っていらっしゃるのか、それともこの程度は介護して

いるのは当然です。家族だって大変なんだからという、そこの

理解はどう考えていますかね。 
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〇〇包括  個人的なものもあるとは思うんですけれども、一般にそうい

う介護にかかわっている人たちからすると、本当に鬼の形相で

たたいたりしているような状況でなければ、今回は胸にしまっ

ておこうとしてしまうことはあるのかもしれません。しかし、

そんなことがないように、周知活動をしっかりしてもらうよう

に引き続き指導を考えいます。 

 

F委員  僕も今親が介護を受けているんですけれども、自分でもちょ

っとよぎります。僕は手は上げませんが、ついカッと言ってし

まう。それだって言葉の一つの第三者から見れば暴力なのかと

思います。だけれども、多分そのケアマネは、その人根本を見

たときに、決してそういう悪い人じゃないというか、そういう

のも含めた上で報告しなかったのかなとか、それを言葉の暴力

や何かひどいことを言っているというのを、一々報告したり、

しなかったりの境目はどこへ持っていくかという、その辺はケ

アマネさんの個人個人の判断になってしまうのかなというふう

には思ったりするんで、非常に難しい問題だと思いますけれど

も。 

 

E委員  何かこういうことは、多分その形でとどまるということはな

いと思うんです。人は少しずつ少しずつエスカレートしている

ので、こういうふうに言ってしまったこととかというのが、い

つもそこでとまっている、たまたまきょう腹が立ってたたいて

しまったけれども、次からはもう二度としないということは余

りなくて、人はなれていくので、やられるほうもやっているほ

うも、だんだん言葉の暴力も少しずつ、本人意識していなくて

もエスカレートしていくし、手を上げるのもエスカレートして

いくし、やられるほうも最初の１発目とか、言われたことはす

ごい傷つくんですけれども、しょっちゅう言われているように

なると、だんだんなれてきてしまって、お互いになれ合ってし

まうみたいなところがあります。 

 なれ合ってひどくなったところを他人が見ると、初見では驚

くでしょう。家族の間でも、そういう状態にならないように支

援していかなくてはいけないし、あとケアマネさんも事実は事

実として必ず記録に残していると思うので、軽い気持ちで家族
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が腹が立ってやってしまったということでも、記録に残ってい

るはずなので、それを管理者も含めて、もうちょっとみんなが

把握していくようにしないといけないと思います。 

 

会長  D委員、どうぞ。 

 

D委員  今ずっと話聞いていたんですけれども、ケアマネジャーと患

者さんの信頼関係だと思うんです。信頼があれば少々たたかれ

ても、いいやというか、患者さんにしてみれば、自分のことを

思ってやってくれたんだなと思うけれども、信頼関係がなけれ

ば、これは虐待だと、紙一重なんです。 

 だから、信頼関係をどのようにつくっていくかというのが、

すごく難しいんで、ケアマネジャーが、どういうことをやって

いるのか、それをフォローしてチェックする人が、１年に１回

でも、半年に１回でも一緒についていって見ないと、何でもケ

アマネジャーに全部お願いします、何かあったらホウレンソウ

じゃないけれども、報告しなさい、連絡しなさい、相談しなさ

い。実際に現場ではどのようなことをやっているのか、本人し

か知らないわけです。 

 だから、第三者が一緒に行って、毎回じゃなくても半年に１

回一緒に行って、そういうふうに問題あったところに、どうい

うケアマネジャーがやっているのかということを自分の目で上

司の人が見て、判断するというのも必要だと思います。 

 何でもケアマネジャーが悪いとか言うのじゃなくて、そこに

信頼関係が本当に生まれているのか、生まれていないのか、こ

れは虐待なのか、ちょっと本当に嫌がっているのかということ

を、そのときはケアマネジャーは猫をかぶるかもしれませんけ

れども、それでも一つの防御にはなると思うんです。 

 

会長  息子さんと言えども、仮に信頼関係が、ある程度親子間です

からあったとしても、手が出るというのは厳密にここだけ切り

出せばもう虐待です。それを摘発するとか、保護するとかいう

ことのレベルじゃないかもしれないけれども、やはり注意とか

指導、本来はこうですということを自覚していただけるような

情報提供をしていく必要はあろうかと思います。 



16 

 それを今、〇〇包括のケアマネジャーさんにも今後していく

ということだと思いますし、今、ご報告があった中でも、どう

やらほかにもありそうだと、これだけじゃないと。 

 そういう意味では市内のそうした居宅介護支援事業所の皆さ

ん、ケアマネジャーの皆さん方への、本来こうあるべきじゃな

いでしょうかという、教育というとちょっと上からになってし

まいますけれども、いろいろな情報提供というのは包括として

は、包括だけじゃないかもしれないけれども、行政部門として

は、取り組んでいくべきこととして重要かなと思います。 

 G委員はご専門ですが、この話どうお考えに。 

 

G委員  お話を聞いて、虐待という概念がちょっとどうしても強過ぎ

るというところがあると思うんです。そこで、何か、虐待防止

法というのはあくまでも刑事罰を科すとか、そういうのじゃな

くて、擁護者の支援が必要であるから支援をするし、虐待され

た人は保護が必要であれば保護していくという法律なので、そ

こでは虐待というのは何も故意に懲らしめてやるとか、暴力振

るってやるとか、そういうことは関係ないというふうにされて

いるので、そういう事実を目にしたら、しかもこれは家族じゃ

なくて、第三者なんです、ケアマネジャーなので、そういうそ

こでとめてしまうというのは問題なので、もし今後研修会とか

開かれるんだと、虐待防止法は、何も人を処罰するとかそうい

うのじゃなくて、その家庭がよりよい状態に持っていけるよう

にという制度というふうであるので、主観的な判断で勝手にと

めてはいけない。形式的に判断すると、そこら辺がポイントに

なるかなと思います。 

 

D委員  ちょっと、疑問に思うんだけれども、ケアマネジャーという

のはどういう形で採用するんですか。 

 

会長  採用とは。 

 

D委員  誰が面接して、誰が採用するんですか。 

 

会長  Ｈ委員、どうぞ。 
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Ｈ委員  ケアマネジャーはケアマネジャーの試験があります。年に１

度あります。 

 

D委員  試験、国家試験ですか。 

 

Ｈ委員  国家試験ではないんですけれども、ある程度福祉の業績を積

んで、経験を積んだ方とか、お医者さんとか、看護師さんと

か、薬剤師さんとか、医療関係の方が受けられる試験で、その

試験を通った方がケアマネジャーとしての資格を持てます。現

在ではケアマネジャー受かっただけじゃなくて、きちんとその

前に実習というのがあります。実習を受けた人たちが採用され

ます。 

会長  共通したものとしては資格ということで、次のご質問として

は、何か採用基準が、各事業所に任せてあるではなくて、何か

統一した基準があるのかということをお聞きになりたかった

と。 

 

Ｈ委員  ちょっとそれはわからないです。事業所によって違うと思い

ます。 

 

D委員  じゃ、事業所によってばらばらだという感じですね。 

 

会長  そうなります。 

 

Ｈ委員  今、この虐待のことで、ケアマネジャー勉強会があり、虐待

の勉強会は連絡会としてあります。そこできちんと勉強はして

いると思いますが、虐待は個人個人感じるところが違うと思っ

ていて、明らかに家族がきちんと介護をしているということが

わかっている中で、余りにも一生懸命介護をし過ぎて、利用者

さん、本人のことが自分の思うとおりに行かなかったときにち

ょっとたたいてしまうとか、暴言吐いてしまうとかいうのがあ

って、それはその中に入っている中で、ご家族とか利用者さん

が私たちに伝えてくれればわかることで、私たちが訪問したと

きに、平常ないつもどおりの姿を見せていれば、ちょっと気づ
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かないと思うんですけれども。 

 平手打ちをしたという、こういう事実があって、それを看護

婦さんのほうから報告があったら、上げていかなければならな

いと思っています。小さな芽でも摘んでいかないと、それがい

ずれ大きな芽になってしまうと、取り返しがつかないことにだ

ってなりかねない。勉強会なりで私たちは、もっと勉強してい

かなければいけないというのは感じました。 

 

会長  ありがとうございます。 

 ぜひそういう連絡会でもこうした事例がありました。ひょっ

としたらあなたもそうじゃないですかというような投げかけを

して、共有していただきたいと思います。 

 

D委員  今、話し聞いてよくわかったんですけれども、逆にケアマネ

ジャーが、こういうことは幾ら何でもちょっとひどいんじゃな

いかというのが全然上がってこないんです。サービス受けてい

るほうも、今、こういう問題でクレームつけますけれども、ケ

アマネジャーのほうも実情や要望を議題に上げないと、何かみ

んなケアマネジャーが悪いような印象を受けてしまいます。 

 そうじゃなくて、どういう悩みがあるのか、じゃないと、ケ

アマネジャーどんどん減っていきませんか。そのときに危機的

な状態になったら、サービスを受けている人も一番問題になる

わけです、誰も来てくれないと。 

 サービス受けている人は、ケアマネジャーとかお医者さんが

一番の頼りなんです。身近にいつも接しますから、そのケアマ

ネジャーがこういう問題、ちょっと問題としているのは、どう

いう問題で意識があるのかを、ぜひ次の機会でもいいですか

ら、聞きたいんです。一つでもいいからケアマネジャーの、こ

ういうところが問題だということを訴えていかないと、ちっと

も解決しないと思うんで、ぜひそこのところお願いします。 

 

会長  そのほか、何かございますか。 

 

F委員  介護とか支援を受けているご家族が勉強する場というか、そ

ういう場というのは結構あるんですか。 
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 例えば認知症というのはこういう行動を起こすんだとかい

う、そういう場というのは結構あるものなんですか。 

 

さいわい包括  さいわい包括です。 

 一つの方法としては認知症サポーター養成講座という講座が

定期的に各包括圏域で開催されるということと、あとはボラン

ティア養成講座、または生活支援サポーター養成講座、あとは

各施設でやっている家族会で開催しています。そういったとこ

ろで認知症についての理解を深めていただいて、周知をした

り、また出張講座として各自治会などにお招きいただければ、

そこでもさせていただいたりもできますので、そういうご要望

があれば、こちらから一方的な情報提供というよりは、要請が

あって初めてそちらに出向くという方法になりますが、そうい

う認知症を学ぶ機会があります。 

 

F委員  家族がこういう行動を起こすというのを知っているのと知っ

ていないのとでは、何でだよと、ついなってしまう部分がある

から、そういうのを知っているとまた変わってくるのかなとい

うのは思ったんです。 

 

E委員  あと、ケアマネジャーさんが月１回訪問に行ったり、あと、

何かちょっといろいろなことがあれば、２度、３度と行くじゃ

ないですか。そのときに、ご家族とそれからご本人の介護の様

子とか、かなりすごい一生懸命で、真面目にのめり込んでいっ

ているとかいうのがわかると思うんです。そういうときに、す

き間風を入れてあげるというのもケアマネの役割の一つだと思

うんです。 

 ご家族は、一生懸命になればなるほどきちんと虐待に近づく

ケースというのはあるものですから、やはり自分がこういうふ

うになって、よく小さなお子さんと親御さんの関係と似ている

と思うんですけれども、こんなにやってあげているのに、反応

がうまく出ないみたいな、反発してきたりとか、こういうふう

にしてこうやるんだと言っているのにうまくできないと、腹が

立ってきてしまうので、一生懸命頑張れば頑張るほど、すき間

がなくなっていって、小さな虐待、暴言や暴力につながってい
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って、それがだんだん大きくなっていくのはつんでいかなくて

はいけないので、ケアマネさん、よくそういうところも見てい

ると思うんです。それも仕事のうちなんで、家族をもうちょっ

とこういうふうにしたほうがいいんじゃないかとか、アドバイ

スみたいな形とか、もうちょっと間をあける、こういうことを

やったほうがいいとかというアドバイスや支援ができると思う

んです。 

 その支援ができるぐらいの家族の場合はいいんですけれど

も、そういうのができにない場合は、報告して上げて、みんな

でチームでかかわっていくという方向に、多分形になっている

と思うんで、ケアマネさんはそういう方向に、ケアマネさんは

事業者さんの報告をたくさん受けていると思うので、ヘルパー

さんとかデイとか、それをもとに、訪問したときに家族とご本

人両方を見て仲立ちをする仕事というのも勉強してもらえた

ら、大変だと思うんですけれども、それもやりがいにつながっ

ていくと思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 多分E委員がご指摘いただいたことはまったくもっともなこと

で、恐らくほとんどのケアマネジャーさんはやっておられて、

できているんだと思うんです。 

 ただ、一部にどうもできていない人が今回のことでいらっし

ゃるかもしれないということがわかってきて、この人だけの問

題じゃなくて、ほかにもあるかもしれないというようなお話も

あって、でもこれは一人でも二人でもいても困る話で、目指す

ところは全員のレベルアップだと思います。 

 そのための連絡会や自主的な勉強会があるし、事業化して、

支援センターも必要な支援はしていくというところはぜひきょ

うの運協で、虐待の問題について大変重要で見過ごせない話だ

という、そういうお立場で皆さんご発言が活発に出ているかと

思いますので、また引き続き力を入れて取り組んでいっていた

だきたいと思います。 

 また、F委員からお話のありました認知症に対応するための知

識の普及活動です。従来もいろいろなご報告いただいたとお

り、いろいろな形でやられておられますけれども、今後もその
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必要性というのは幾ら認知症サポーターがふえてもふえても、

これで十分ということはないですので、多いに今後とも力を入

れてもらいたいと思います。 

 ありがとうございます。貴重なご意見でした。 

 

さいわい包括  一つ、追加で報告します。周知の方法としては、認知症ケア

パスというのが立川市から発行されておりますので、そういっ

たものもご参考にいただけると、認知症サポーター以外に周知

できる方法があるということが一つ、あと、通報に関しては、

ケアマネジャーだけではなくて、確認したその訪問看護の事業

所自身も通報する義務があるので、そこでケアマネジャーに報

告と、あとは立川市、もしくは包括支援センターに報告をして

いてもよかったのかなと思います。 

 あとは、最近は近隣の住民の皆様からも、大きな声がおうち

から聞こえたとか、心配な事象があれば、地域包括支援センタ

ーや立川市のほうに、報告、通報されるというケースもありま

すので、ケアマネジャーだけというわけではなく、みんなでそ

ういう通報とか、そういう周知する方法がありますということ

で承知ください。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、この件はこれでよろしいですか。 

 そのほかに何か。 

 どうぞ、D委員。 

 

D委員  15ページの、包括的継続的ケアマネジメントから見える地域

課題というのと、これとリンクしていると思うんですけれど

も、40ページの一番最後のケアマネジメント業務から見える地

域課題というの、何を言いたいかというと、入院をするとき

に、日用品の準備、急な入院の際は自宅の片づけなど必要だと

書いてありますけれども、入院するときに、これから高齢者に

なって、核家族になって、お年寄りが80歳、90歳の人が急に入

院だと、おばあちゃんもおじいちゃんも大変だと、どうしてい

いのかわからないということが多々あると思うんです。 

 そうすると、そういうものを逆に個人個人じゃなくて、災害
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のフォーマットがちゃんとあれば、わかると思うんです。 

 おじいちゃんが急に具合悪くなって、入院するんだけれど

も、どうしたらいいか、手続どうしたらいいかという人が僕の

見た感じ、結構いるんです。ケアマネジャーみたいな人がつい

ていれば、ある程度手助けしてくれるんですけれども、何もそ

ういうことをしていない人で、高齢者の方が急に入院になった

ときに、どういう手続をするのかというのが問題になります。 

 そういうときにそういうフォーマットみたいなものがあると

すごく助かると思いました。さっき言った、40ページへいく

と、入院したけれども、身内がいない。協力している人が近隣

に誰もいない。身内がいても協力してくれない。それで、近隣

の人も協力してくれる人もいない。だから、今度は１人の人も

どうしたらいいか、突然身内がいない人が、特に早いうちから

連絡関係つくれるとよいと感じたというんだけれども、どうや

って、こういうシステムをどのようにつくればいいのかなとい

うのを逆に聞きたいと思って、お願いします。 

 

会長  では、わかば包括、お願いいたします。 

 

わかば包括  ８月、９月に、10月も同じような事例がありまして、それも

11月に報告してはあるんですけれども、これだけの方自身が、

これからどうやって生きていくのかというのをイメージしてい

くときに、楽しいこともイメージというのは必要ですけれど

も、年齢を重ねれば重ねるほど、病気になる確率は高くなって

くるので、今後の人生観の中にどういうふうに、自分が急に入

院したらどうしようとか、そういうことをご自身で考えてい

く、何か勉強会とか、そういうのをやっていく必要があるのか

なと。 

 これが難しいのは、こういうのをしなさいと言ってしまう

と、やる方はすごくわずかになってしまいますし、逆に、こん

な困る、こういうふうに困っている人もいる。ああいうふうに

困っている人もいる。だから、やったほうがいいと、何かこう

いうことを考えていかないと困るんですよと、ちょっと脅しの

ような形で言ってしまうと、それも多分取り組もうと思ってく

れないので、どういうふうに自主的に考えてもらうにはどうし
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たらいいのかなというのを悩んでいるところなんです。 

 多分、やるべきことというのは、幾つかチェックポイントと

いうのは出てきていると思うんですけれども、今回の40ページ

のところみたいに、じゃ知り合いを具体的にはどうやってつく

ればいいんですかといって、そういうマニュアルがあるわけで

はないし、ご本人の意識が前向きに捉えてやっていってもらう

には、ちょっと難しいかなと思っているところです。 

 例えば救急車で運ばれるときに、冷蔵庫に連絡先を入れてお

いたらいいとかという、そういう一個一個の対策というのは探

せばすぐにできてしまうと思うんですけれども、特に今回の事

例みたいに、入院中家のことをどうしようとか、公助で市役所

の制度でやっていけるかと言ったら、なかなか本人がいないと

ころに介護保険のヘルパーさんでさえ、ご本人がいないときに

は家には入れませんので、制度としてつくるとなると、難しい

んじゃないかなと思います。近所付き合いとか、知り合いだか

らとか、そういう関係性で対策を立てていかないといけない部

分も結構多いんじゃないかなと思っています。 

 

E委員  民間のヘルパーさんも使えるんですか。 

 

わかば包括  民間のヘルパーさんも使えると思います。 

  それを例えば元気なときに、契約をそれこそみんながしなけ

ればいけないとなると、なかなか実際的なのか。確かに例えば

100歳を超えているとか、何かそういうのがあればいいとは思う

んでけれども、70歳でじゃ、民間のヘルパーさんにひとり暮ら

しの場合は困るから、じゃ契約したらというのは本当に一つの

情報提供の手段であって、そういう何か考えていくというとき

に、包括とかで相談に乗って一緒に考えていくというのはいい

と思うんです。考えましょうという周知の仕方がちょっと難し

いかな。 

 

E委員  勉強会みたいなのですかね。 

 

わかば包括  運営協会とかがいいかな、そうですね。 
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E委員  そういうぐあいが悪くなったり、ひとり暮らしの方が入院し

たりしなくではいけなくなったときに、例えば家の中、動物と

か飼っている方ももしかしたらいるかもしれない。植木に水を

やりたいという人もいるかもしれない。お金はある程度かかる

けれども、こういうサービスがありますとか、こういうときに

こういうところへ連絡されると、全部お金絡みかもしれないけ

れども、結構知らない人もいっぱいいると思うので、そういう

情報提供をする勉強会みたいなものを企画してもいいんじゃな

いかな。これから高齢者の方ふえると思うし、何かそういう些

細なことで、ちょっと心配している方もいるかもしれないと思

うんです。 

 

会長  D委員。 

 

D委員  特に一人の高齢者は民生委員のＢ委員がこういう事例をよく

わかっていると思うんです。要するにこれからちょっとふえて

くるので、Ｂ委員の意見も聞きたいと思いまして。 

 

Ｂ委員  民生委員という立場で言うと、高齢者のひとり暮らしの調査

というのをやっています。前は65歳以上だったんですけれど

も、今70歳ということになっていますけれども、言ったよう

に、ひとり暮らしの高齢者なんで、高齢者の方が違う方と、お

二方とも高齢者、昼間は独居になるけれども、夜になるとお子

さんが帰ってきてというところの調査はしません。ということ

もあるんで、ひとり暮らしの高齢者全員を見ているか、ひとり

暮らしに近い高齢者を見ているかというと、なかなかそれもう

まくいっていないところもあります。 

 それから、高齢者の調査で伺っても、伺った先の相手の方が

まだまだ元気だからかかわってもらいたくない。来ていただか

なくても構わないというふうに言われて、戸もあけていただけ

ないような状況のところもあります。そのところで何かがあっ

たときに、民生委員は何をしていたという話しになりますけれ

ども、実際民生委員はやれるところはやっていますけれども、

それでも相手が対応しない。対応しない相手にどうするんだと

いうところはどうしようもない。 
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 例えば僕の場合ですけれども、高齢者の方がいらっしゃっ

て、高齢者のつどいというのがありますけれども、75歳以上の

方が対象で、それは全員が対象なので、ある方のところに訪問

しました。ドアがあいていたんで、中にいらっしゃる。その方

は体調が悪い、腰が悪かったりするのはわかっていたんですけ

れども、ドアがあいていて、声をかけても返事をしないので、

不安になって心配したんで声かけました。そうしたら、玄関に

出てきていただいて、何だと、高齢者のつどいの件で伺ったん

ですけれども、私はいいですと言って、その後で役所に電話が

あって、あんなことで呼び出すとは何だと言われました。心配

して呼び出したんだけれども、できる範囲とできない範囲とい

うのはすごく明確であります。民生委員のやれる範囲、やれな

い範囲で、特に相手が拒否したときの対応の仕方、なかなか大

変です。 

 最近特に思うのは、高齢者の調査したときに必ず伺うのは、

何かあったときの連絡先、何かあったというのは例えば入院し

たりするときの保証人になる方とか、手術するときのお受けす

る方がいるかなということで調査にお伺いするんですけれど

も、私は一切そういう方だろうが、親族とはかかわりがないか

ら、いない。ただ生活保護受給者である場合は、役所の方、何

さんがいるというような方がかなりいます。それから男の方の

ひとり暮らしの方、もう病気で寝ていて、薬を飲まなければ大

変なんだと言っている方も連絡先がありませんというような状

況になっています。 

 そういうのを一つ一つをどうしていくかということを考える

となかなかどうしようもないという状況なんで、日々民生委員

としては活動していますけれども、できる範囲は限られている

というふうに思います。 

 それから、先ほどからあった避難者の要援護の名簿あります

けれども、あの名簿については民生員が全員自分の地区のは持

っています。ただ、あの名簿をつくった段階では、一番最初の

ときには民生委員がひとり暮らしの調査、今おっしゃった調査

をしているところの人たちのところへ伺ったときに、今度避難

のときに、もしも何かあって動けなかったら、予め名簿を市役

所、警察等に教えていいか、それでオーケーをもらって、それ
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でつくった名簿が一番先だったんです。それで役所側という

か、その名簿つくる側からすると、ともかくたくさんの人を集

めたい。一斉に各市区町村でスタートした感じだったんで、名

簿の人数の多さ少なさで、どれだけ力を入れているか入れてい

ないかを判断されるというのがあったのかもしれませんけれど

も、ともかく、ひとり暮らしの方は行ったときにはなるべく入

ってもらうようにしてくださいと言ったんで、さっき部長がお

っしゃったように5,000人といいますが、当初はそれよりはるか

に多かったと思いますけれども、そのような状況でした。 

 それで今の時点でも、その名簿は民生委員は預かりますけれ

ども、本来は自治会にも預けましょうとことでの話しであの名

簿はつくったんです。今、自治会ではっきり話はわかりません

けれども、３割ぐらいじゃないんですか。ということは、何か

あったときに、震災なり、雨があったときに、一人また孤立し

ました。その方名簿に載っていました。声かけませんでした。

誰の責任だと言ったら民生委員の責任になるんです。本来は自

治会の人たち、自治会は守秘義務がないので、協定結ばないと

だめですということなんで、そういうような話になっている。

なかなか制度は線で引いたような形の制度ができないので、す

ごく厳しいところがあります。 

 それから前に、孤立死でいろいろ問題になったことがありま

す。立川市でも、羽衣町で何人もそういうような状況があっ

て、ただ、あれもひとり暮らしの高齢者じゃなくて、高齢者の

一人暮らしではなく、お子さんんがいらしたという状況での孤

立死だったんですけれども、それからすると、今全然そういう

話が出なくなっていますけれども、立川の中でも孤独死で亡く

なってから１カ月も２カ月も放っておかれたという人は今でも

いると思います。 

 だとすると、この41ページのところにある、真ん中にありま

すライフラインの停止は、これは水道が一番だと思いますけれ

ども、水道がとまっている、半年、１カ月動いていない時点

で、その方を民生委員なり誰なりに調査させたほうが僕はいい

と言ったんですけれども、それはさせているんですということ

であれば問題ないし、役所のほうで、水道課のほうで回ってい

ますとなれば問題ないかと思いますけれども、その辺のところ
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はやっていただければというふうに思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 

D委員  貴重なお話し聞けました。 

 

会長  今、エンディングノートが配られていますけれども、これを

受け取ってご本人が、自主的に１人で書けるかどうかというの

も問題があるんです。誰が支援するかというのは、お一人お一

人によつて事情が違うと思います。家族が支援する場合もある

と思いますし、一番身近な民生委員が支援する場合もあるでし

ょうし、ケアマネジャーさんが支援する必要があるかもしれま

せんし。しかし、こうした機会を通して、自分はどうしていく

んだということを、ご本人が考えを深めていただくというの

は、とても重要な機会だと思いますので、そこに期待をしたい

と思います。 

 また、来月地域福祉フォーラムがありますけれども、ことし

のテーマはちょっと違いますけれども、従来、こうした一人で

生活をしていくには、どういうことが必要なのかということを

テーマに、行われた会もあったかと思います。こうしたことで

啓発活動、考えていただける、市民の皆さん人ごとでなく自分

のこととして考えていただく機会というものを、地域包括支援

センターとしても多く提供していけますように、よろしくお願

いしたいと思います。 

この件はこれでよろしいでしょうか。 

 

E委員  すみません、先ほどの老々介護の件について、ちょっとお答

えいただきたいたいんですけれども、すみません。 

 

会長  今、Ｂ委員からも、ひとり暮らし調査をというのはもうまず

住民票でひとり暮らしというところがあって、それを民生委員

が全部訪問して実態を調査して、実態もひとり暮らしなのかど

うかというところの把握まではいく。しかし、高齢者のみ世帯

の把握はどうなんだというところから始まって、老々介護の実

態というのはつかめているのかどうかを、まずお聞かせいただ
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けますでしょうか。 

 把握できていないですよね。全てのところは。 

 それは、それによって、抜け漏れが生じるんですか。高齢者

のみ世帯で、全く制度を申請することもよく理解できなくて申

請できていなくて、支援の手が入るのがおくれて生活状態が悪

化してから気がついたみたいな、そういうケースとかありそう

ですか、日々の業務の中で。 

 

ふじみ包括  今、病院からのことですか。 

 

会長  はい。 

 

ふじみ包括  病院からもちょっと心配なケースは包括に結構連絡が来るよ

うになっていて、あと民生委員さんからも、ちょっと心配だと

包括へ連絡が来て、一緒に訪問したりとかさせてもらっている

ので、かなり拾えているんではないかと思っています。 

 

会長  余り重篤化してから発見されるケースはそんなにはない感じ

ですか。 

 

ふじみ包括  よほど頑固な人でなければ。 

 

会長  むしろそっちのほうが問題だと、拒否のほうが。 

 

ふじみ包括  拒否がある方はちょっとあれですけれども。 

 

保健医療担当

部長 

 ただ実態としては、ひとり暮らしの高齢者はお願いして調査

はしているけれども、老老なのか、少し若いのか、子供の世帯

との、そこも実は老々介護だったりはするんですけれども、そ

ういう世帯について、ひとり暮らしではないと、実際に把握し

ようがない状況にはあるので、元気な老老もいれば、危うい老

老もたくさんいるんだろうなというふうに、想像はしていま

す。本当に悪化してというときは、大抵とても頑固で拒否があ

る場合が多いかとは思うんですけれども、でも実態を把握する

ことはなかなか難しいかなというふうには考えております。 
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会長  Ｂ委員。 

 

Ｂ委員  ひとり暮らしとずっと言っていますけれども、ただ民生委員

は158人、地区担当は146人なんですけれども、その人たちが全

部自分の地区を持っていまして、その地区で心配ある人は、ひ

とり暮らしの高齢者もそうですけれども、２人でも３人でも、

お子さんがいてもいなくても、そういうような心配な部分につ

いては、町会とか周りの人たちからのお話とか、自分の歩いて

のこととか、それなりには把握している。ただ、全部知ってい

るかと言ったらそういうわけにはいかないんですけれども、そ

れなりの形での活動はしています。 

 

会長  ありがとうございます。 

 民生委員がひとり暮らしかどうかと言ったときに、ひとり暮

らしじゃないときに、じゃ、誰と住んでいるかという報告を上

げるんです。そのときに、子供とか兄弟とか配偶者とかと、つ

まり家族構成がそこである程度は民生委員さんは把握するの

で、そのときに高齢者のみ世帯だなと思えば、ちょっと心配だ

なというひらめきは民生委員さんは、大体そういうことにはみ

んなアンテナは働くようにはなっているかなとは思います。 

 

E委員  今回事件が起きた件で、ご主人が要介護１で、高齢者の90代

のお２人要支援だったらしいんですけれども、そういう場合で

も例えばサービスを申請しない、家族で何とか、そういう場合

は包括は全然かかわらないんですか。 

 

わかば包括  そういう場合は、民生委員さんからか自治会からか、そこの

お宅、介護保険の対象みたいだけれども、ケアマネジャーさん

も来ていないとか、そういう話が入ってくれば対応はするんで

すけれども。中にはケアマネジャーさんが、初めはデイサービ

スに通うように言っていたから、ケアマネジャーさんがついて

いたんだけれども、どうも行きたくないと言って、デイサービ

スやめてしまったと。そうなると、もうケアマネジャーさんが

ついている必要性というか、理由がなくなってしまうので、そ
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ういうときにはぽつぽつ包括に終了してしまったので、担当終

わりましたということは連絡が入るときはあるんですけれど

も、それはどれぐらいある中のぽつぽつと連絡が来ているの

か、そもそもぽつぽつしかないから、そういうのが必ず来てい

るのかというのは、ちょっと何ともわからない。 

 

E委員  素人目には介護保険を申請するということは、介護サービス

を利用したいから申請するというふうにとられやすいじゃない

ですか。実際に申請してサービスを使わない人たちもかなりい

るということですね。 

 

わかば包括  わかば包括の担当地区で、要支援という認定が出たのに使っ

ていないという方が年間200人ぐらいいるかな、要介護も入れる

と、要介護の場合はそんなにたくさんはないと思うんですけれ

ども、確かに年200人ぐらいだと思います。 

 

会長  今回の資料にどこかに何か書いてありましたね。何ページで

すか。 

 

事務局  ７ページです。 

 

会長  何か１割と書いてありましたか。 

 

事務局  ２割です。 

 

会長  ７ページの下から７行目です。 

 現在、要介護認定を受けてサービス未利用者は全体の約２割

程度。念のために申請したいという人は多いと。だからそうな

んです。いろいろな地域の目が入っていて、介護保険申請し

て、認定されたと。ケアマネジャーさんも一旦はついたと。サ

ービス利用が始まったと。もう安心だと、そういう人はちゃん

と定期的に見てくれるからと思ったら、途中でサービスやめて

いましたみたいな話というのが、これは完全にマークから外れ

ます。心配です、そういうケースはあり得ます。大いにある

し。 
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D委員  サービス、僕受けているほうなんです。ある友達が介護保険

受けていて、認定１から要支援の１になったんですけれども、

よくなってやめたんです。アルバイトもするようになった。そ

れで、その前までは生活保護も受けようというような人だった

んですが元気になって、自転車乗れるようになって、もう介護

保険のサービスは使っていません。 

 だから、そういう人たちが多くなれば、財政もすごく楽にな

ってくるんです。 

 だから、サービス、こういう要支援の２割程度、程度じゃな

いんです。２割ぐらいよくなったんだと思わないと、逆に言え

ば、使わなくなったんですからと僕は思うんです。これをポジ

ティブに考えるか、ネガティブに考えるかの差であって、この

２割程度が本当によくなったのか、それともまだ体が悪いのに

もう来たくないのかという、そのところをまだ把握されていな

いから問題が出てくると思うんです。だから、そこのところを

ちゃんと把握してほしいんです。 

会長  どうも、どうやら全部が全部じゃないですけれども、体は生

活していく上でちょっと支障が出始めているんだけれども、ま

だサービス使わなくていいというふうに、本人が判断してしま

ったのが２割ぐらいいるみたいな話なんです。その人たちがノ

ーマークにならない方法は、どうしたらいいのかという話しだ

と思うんですけれども。 

 

D委員  いいですか。 

 

会長  はい。D委員。 

 

D委員  今、要支援の制度は３年に１回です、更新するのが。その間

が、その３年間が要支援の１、２の人はある程度軽いと思って

歩いたり、運動したり、いろいろなことができると思うんで

す。そういう人たちをケアマネジャーが訪問するんではなく、

地域包括支援センターのほうに足向けて来てくださいと、元気

なんでしょうからと。何か悩みありますかとかいう制度を半年

に１回でもつくれば、この人悪くなっているんだな、声にすご
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く張りが出てきているんだなというのがわかると思うんです。

だから、そういうシステムを逆に僕つくってほしいんです。 

 

会長  なかなか独自の切り口でご提案をいただいて、なるほど、そ

ういう考え方もあるかもしれません。ちょっと似たようなこと

をやったことはありますか。そういう方をターゲットに介護予

防教室を開いてみたとか、そういうことはありますか。なかな

かないか。ちょっとそれが実現するには、どうしたらいいか、

また、ご検討いただいて。 

 

D委員  要支援１、２の人を介護に落としてはだめなんです。卒業さ

せるような、ポジティブな方を一人でも二人でもふやさない

と、どんどん悪くなってきます。 

 そういうのを半年に１回でも、要支援の人が今までは１年に

１回だった。２年に１回になった。今度３年に１回です。下手

すればもう１年会わないかもしれません、もう元気だなと。そ

ういう人たちを訪問するんじゃなくて、来てくださいと。その

ようなシステムをぜひ立川市のほうでつくってほしいんです。 

  

会長  ありがとうございます。ちょっと新たな視点だと思いますの

で、これは検討していただくこととして、なかなか行政がやる

ことの立場として、市民に何かを義務づけるというのは難しい

話で、実現させていくためには大分ハードル高そうですが、で

もちょっとその新しい視点のアイデアというのはおもしろいの

で、何か。 

 

D委員  だから、そういうときに何かポイントじゃないけれども、何

かご褒美みたいなものがあるといいですね。何かそういうもの

でもあれば、前向きで、気が変わると思うんです。でも、それ

によって介護に落ちないという形になればいいな。 

 

会長   ありがとうございます。 

 何かの検討のときに、お願いいたします。 

 

F委員  これは実際に２割程度というのは、とりあえず申請しておこ
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うというのは、申請してから実際に受けるまでというのは１月

ぐらいかかるんですか。そういうのもあるから、ちょっと申請

しておけというふうに考える人が多分多いんじゃないかなと思

ったんですけれども、実際にどうですか。要するに、最初から

受ける気はないんだけれども、とりあえずという人。 

 

わかば包括  そうですね。恐らく約２割というのは、要介護でサービスを

使っていないという方は余りいなくて、ほとんどが要支援の方

だと思われます。要支援の方というのは往々にして介護保険を

余りよく知らないけれども認定だけとっておかないと本当に困

ったときに急にサービス利用できない、実際サービス利用まで

１カ月かかるとかというお考えを持つ方などが申請しているん

だと思うんで、実際は本当に困ったときに使おうと思ったら、

もう１回申請をしないと、困った状態とは違う認定ではサービ

ス使えませんというのが理屈ではあるんですけれども、ただ申

請に来られた方にそういう説明をしてしまうと、せっかく足運

んできたのに追い返されたというわけにもいかないですし、ど

ういうふうにしていったら、さっきD委員のおっしゃったよう

に、介護保険使わないで元気にいたほうがいいんだという考え

に持っていくまではなかなか至っておりません。 

 

F委員  難しいですね。 

 

わかば包括  埼玉県のある町で、介護保険使わないでみたいなパンフレッ

トを見たことがあるんですけれども、それは結構強烈で、介護

保険を使ってだんだんヘルパーさん等にお願いして、寝たきり

になった絵が描いてあるのと、介護保険使わないで、元気にな

った絵が描いてあって、それが２つだけ書いてある。ちょっと

説明もあるんですけれども、できれば元気になるほうに向けて

皆さんやっていきませんかみたいなパンフレットがあるんです

けれども、なかなかそういうわけにもいかないです。 

 実際、介護保険を使いながら、要支援でも要介護でも元気に

暮らしている方もいらっしゃるので、介護保険を悪というふう

に説明もできない。なかなかどうやって高齢期を過ごしていく

かというそっちに、理念的なところに持っていかないと難しい
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と思っています。 

 

たかまつ包括  にんじんクラブ、ちょっといいですか。 

 たかまつ包括なんですけれども、先ほどD委員のほうから、お

話しいただいたように、要支援の方で介護保険で申請あって、

要支援になったけれども、要は対応するサービスと自分のニー

ズがマッチしていない場合があります。たかまつ包括にもそう

いう方いらっしゃるんですけれども、申請はしてみたものの、

使わないとなってしまった場合、その方については、支援の結

果が出ましたという連絡はいただきます。あとは、必要があれ

ば訪問に行くという関係づくりをやっているんですが、それで

もそこまでの関係です。 

 いわゆる、介護保険使うか使わないかで切れてしまう関係な

ので、もし、何となく緩く包括とつながっているということ

で、何かがあったときにすぐに電話を行えるような、それから

介護保険の予防教室とか、一定にんじんサロンというのをやっ

ていて、年に何回か交流スペースに集まってもらって、何する

ということじゃないんです。体操するとかじゃないんですが、

一緒にお茶を飲みましょうとか、クリスマス楽しみましょうみ

たいな、そういうことをお知らせすることで緩くつながるよう

な形をつくったらどうかなということで、にんじんクラブとい

うのを今一応つくらせていただいて、今、会員をどういう形で

募集していくかなというところを考えているんですけれども。 

 そんな形で、公的なサービスではないけれども、地域の高齢

者と緩くつながることで、包括に相談を上げてもらうとか、何

かのときのお手伝いになればという形のものは、９月ぐらいか

らやっています。 

 

F委員  例えばそういう人というのは、そういう周知をして、送迎と

かはあるんですか。 

 

たかまつ包括  ないです。 

 

F委員  そうすると、来られる人というのは逆にある程度足腰がしっ

かりしていて、元気な人が来るということになりますね。 
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たかまつ包括  要支援１、２の方はほとんどの方は何らかの交通手段を使っ

て来れる方と考えているというところなんです。 

 

会長  そうした取り組みが大切ですね。ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。 

 そのほか、何かございますか。 

 私から１点だけ、18ページの一番下、⑥の今月の一言の中

で、「９月に入ってからのことですが、徘徊者に対する見守り

メールのおかげで、一般の方が道端でフラフラになっているそ

の高齢者にスムーズにお声掛けができ、」ということで、見守

りメールが非常に有効に機能したというお話しが載っていま

す。 

 一方で、今どきの若い人は大体ラインで済ませて、メールア

ドレスも持っていません、フェイスブックのアカウントも持っ

ていませんという人たちが出現しているという話しがありま

す。ツイッターは辛うじて持っているでしょうか、若年層は。

市のツイッターでもこういう発信ができるといいと思ったんで

すけれども、メールの決済ルートとツイッターの決済ルートは

また別でしょうから、今すぐどうこうという話しだと思います

ので、せっかくこういうことで非常に有効だったということで

すから、メールと同時にツイッターも発信してみることも一つ

のことかなと思いました。意見でございました。 

 

事務局  実際に、高齢者の方が徘徊してしまい、「見守りメール」の

配信があった際に。その方が目の前にいたそうです。それで、

すぐに通報して、配信と同時に見つかったという事例がありま

したので報告いたしました。 

 

会長  これからは絶対に必要な時代だと思いますので、ありがとう

ございました。 

 それでは、次第の次へ移らせていただきたいと思います。 

 次第の３番の②番、運営協議会委員の募集についてでござい

ます。 

 事務局からご説明をお願いいたします。 
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事務局  資料の４をご用意ください。 

 早いもので、今従事していただいている委員の皆様方、令和

２年の３月31日で任期を終えるということで、12月25日号の市

の広報で、次年度の委員の募集ということでかける準備をして

おりますので、事前にご報告いたします。 

 内容についてはご覧いただき、市民委員の皆様におかれまし

ては、また次年度お願いできるということであれば、このよう

な形で応募をしていただくよう、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。 

 

会長  ありがとうございます。 

 という報告事項でございました。ご承知おきをいただければ

と思います。 

 それでは、４番の協議事項の①苦情対応マニュアルについて

お願いたします。 

 

事務局  資料の５をご用意ください。 

 前回の運営協議会の中で、D委員から、「地域包括支援センタ

ーの苦情対応マニュアルが整っていない」とご意見をいただき

まして、高齢福祉課で原案をつくりました。 

 中身につきまして、法律家のG委員に見ていただきました。余

り大仰なものではなく、簡単で実用的なものと考えておりまし

て、上の２枚、裏表のものと、報告・相談シートというものが

実際のマニュアル案になっております。それ以降につきまして

は、平成12年介護保険制度ができたときに、出ました厚生労働

省の通知等になっております。 

 ページを１枚めくっていただきまして、裏面３番の「苦情対

応の流れ」のところで、皆様にきょうご相談させていただきた

いことがあります。 

 流れとしましては、苦情相談窓口の設置、苦情対応責任者を

きちんと置くということや苦情・クレームの受付ということ

で、苦情とクレームが違うものであるという認識をまずしつ

つ、対応していくという内容です。 

 苦情・クレームにつきましては、迅速な対応をすることが非
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常に有益だと考えておりますので、地域包括支援センターに入

る苦情に関しましては、その場で即日対応していただく。クレ

ームに関しては改善を求めるということがありますので、高齢

福祉課と一緒になっていろいろと対応していく。その中でどう

しても解決困難なことというのが出てくるのと思っておりまし

て、その場合には、この地域包括支援センターの運営協議会の

中で対応を協議していただきまして、高齢福祉課としては苦

情、クレームを寄せていただいた市民に対して、地域包括支援

センターの運営協議会でこのように対応を決めたということ

で、お伝えをしながら収束していきたいと考えております。 

 こちらの地域包括支援センターの運営協議会は２カ月に１回

の開催です。本来であれば第三者委員会など立ち上げ、クレー

ム・苦情で解決できなかった場合には、そこで対応策を考える

ということにはなるとは思いますが、そこまでの対応は難しい

と考えておりまして、個別に相談をすることがあったりだと

か、あとは振り返り、こういうクレームを受けた、こういう対

応をした、それでよかったかどうかの振り返りをこの運営協議

会の中で行っていけたら良いと考えております。 

 苦情対応マニュアルについては、これでもう決定で変更しな

いということではなくて、状況に応じていろいろなものをまた

つけ加えることがあるだろうと思いますので、随時変更してい

きたいと思いますが、まずボリューム１としましては、こちら

の内容につきまして委員の皆様にお諮りしたいと考えます。 

 よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。 

 いかがでしょう、皆さん、ごらんいただいて、ご意見、ご質

問ございますでしょうか。 

 皆さんある程度ご納得がいく感じですか。ご意見、ご質問等

がないぐらい納得がいく内容のようでございます。 

 では、先ほどご説明もありました裏面の３の（３）の③のと

ころ、運営協議会で対応しますというところも皆さん、よろし

いでしょうか。皆さん、同意、了承ということでございます。 

 ありがとうございました。 
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ふじみ包括  市民の方からの申し立てで、苦情の流れの４番の市民という

のは市民と一緒なんでしょうか。 

 本人へのフィードバック、隣の人の苦情を言う場合もあるの

で、そうすると、その本人というのはどっちなのかなという。 

 

事務局  すみません、本人というか、申立者のことを意味します。 

 

G委員  苦情申し立て人とか何かですか。こちらの後ろのものを参考

にしていただいて。 

 

会長  ここで言うフィードバックですから、当然申し立てた人に返

すということで、解釈していいということです。 

 そこにちょっと誤解があるといけないから、本人という表現

でないほうがいいかもしれないし、本人の後に括弧して申立人

とか書いておくとかということですかね。ありがとうございま

す。 

 そのほか、よろしければ、次へ進みたいと思います。 

 次第の４の②地域包括支援センター事業の振り返りについて

というところでございます。 

 事務局からご説明をお願いします。 

 

事務局  事前に送付いたしました資料６と追加で送付しました資料⑥

追加資料をご覧ください。 

 こちらは地域包括支援センターの振り返りシートになってお

ります。 

 平成31年度地域包括支援センター事業実施方針を立川市から

地域包括支援センター出しておりますので、それに対する振り

返りを各センターで行ったものです。 

 実施方針の項目ですが、地域包括支援センター運営マニュア

ル（第2版）沿ったものになっております。 

 真ん中の枠につきましては、大項目に対して、もう少し細か

く立川市版として、こういったものを自主方針として上げてい

くというものを、平成30年度末に平成31年度の実施方針という

形で運営協議会で承認していただいた後、地域包括支援センタ

ーに提示したものになります。 



39 

 今回、この振り返りの中身につきまして、委員の皆様に見て

いただいた後、次回の１月の運営協議会では、令和２年度の実

施方針案を提示させていただきます。１月の運営協議会で実施

方針案が承認されたら、３月の運営協議会には、各地域包括支

援センターが事業計画案を作成し提示、３月の運営協議会でで

事業計画案が承認されたら、令和２年４月から新しい実施計画

で、地域包括支援センターの事業が始まります。そんな流れを

予定しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

会長  これにつきまして、各センターのお声を上げていただいたも

のを反映していくという流れですから、皆さん、ここでもうち

ょっと強調しておきたいとか、補足説明しておきたいとか、そ

ういう箇所があれば、そういうところがある包括は、ここでお

話しいただければと思いますが、大丈夫ですか、ここに書いて

あるとおりで。 

 では、委員の皆さんから何かご意見、ご質問等ございますで

しょうか。 

 大変細かいところまで市役所と各センターとでやりとりをし

ていただいて、いろいろなものが洗い出されてきているという

印象を持ちますが、かなりこうやって抽出するのも大変だった

ろうなと思うぐらいよくできています。 

 こういうのを見るだけでも、日常業務でちゃんとやっている

から、こういう蓄積ができているんだなというのもわかります

し、大丈夫そうですか。皆さんの満足度も高いと思ってよろし

いでしょうか。 

 現段階では順調にみえます。また次回に、どういうふうにこ

れを料理していただくのか、期待をしてみたいと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、ここまでよろしければ、次へ移りますが、５番の

その他へ移りたいと思います。 

 その他、何か事務局ございますでしょうか。 

 

事務局  遅れて送付いたしました「地域包括支援センター職員配置言

一覧」をご覧ください。 
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 11月の最新版ということで、はごろも地域包括支援センター

の２番、３番の保健師の藤巻さんと看護師の森井さんが11月１

日付で着任されましたので、ご報告させていただきます。 

 

はごろも包括  両職が入りましたので、よろしくお願いします。 

 

事務局  説明は以上です。 

 

会長  ありがとうございます。 

 皆さんから何かございますか。よろしいでしょうか。 

 では、はごろも包括では引き続き主任介護支援専門員の補充

のほうをよろしくお願いいたします。 

 ということで、こちらのほうも終わりたいと思います。 

 その他はほかには何かございますか。 

 

事務局  次回の案内をさせていただきます。 

 

会長  では、６番の次回日程ですね。お願いします。 

 

事務局  次回は令和２年の１月14日火曜日で、お部屋のほうはいつも

のとおり210会議室になっておりますので、出席を予定してくだ

さい。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では全体を通して、委員の皆さんから何か、ご意見、ご質

問、ご発言があれば、よろしいでしょうか。 

 それでは、議事の日程は全て終了でございます。 

 

G委員  それでは、第４回の運営協議会を終わります。 

 どうも皆さん、お疲れさまでした。 

 


