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■ 日 時 令和２年１月14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］ 

学識経験者 宮本 直樹（会長） 

学識経験者 岡垣 豊（副会長） 

医療従事者                        冨上 雅好 

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 

福祉保健部高齢福祉課在宅支援係 倉田 雄一 

 

［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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事務局 

午後２時００分 開会 

 それでは、定刻になりましたので、平成31年度第５回立川市

地域包括支援センター運営協議会を開催をさせていただきま

す。 

 新年早々お忙しい中、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。ことしもどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 このお正月は、土曜日も含めまして９連休となる長いお休み

となりましたが、緊急対応は数件ございましたけれども、大事

に至るような案件ではございませんで、地域包括支援センター

の職員の皆様初め関係機関の皆様の日ごろからのしっかりとし

た支援、サポートがあったからこそだと思っております。比較

的に穏やかなお正月でよかったなというふうに思ってございま

す。 

 数件の緊急対応におきましても、地域包括支援センターのご

尽力によりまして、しっかりと相談支援につながったものと思

っております。ありがとうございました。 

 では、本日も地域包括支援センターの適切、公正かつ中立な

運営の確保のために、運営協議会委員として忌憚のないご意見

をいただきたいと存じます。 

 それでは、議事に移っていただきたいと思います。会長、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

会長  改めまして、今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 と申しましても、私どもの委員の任期は今年度末までという

ことになっておりまして、あと２回、きょう含めて２回の運営

協議会でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、初めに成立確認、定足数の確認をさせていただき

ます。９名の委員さんのうち全員出席ということでございま

す。成立していることを確認しておきたいと思います。 

 それでは、議事次第にのっとりまして、２番の運営協議会の

議事録の確認でございます。 

 議事録の確認について、事務局から説明ございますか。 

 

事務局  特にありません。 
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会長  ありがとうございます。 

 事前にご案内して確認をいただいているかと思います。ま

た、訂正資料等も配付されておりまして、資料１と資料２につ

きましての確認をしたいと思います。 

 何かご発言のある方いらっしゃいますか。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、この会議の終了をもって議事録を確定といたした

いと思いますので、もし会議中にお気づきの点がありました

ら、ご発言をお願いできればと思います。 

 一旦確認ということでございました。ありがとうございまし

た。 

 では、議事次第の３番、報告事項に入ってまいります。 

 ３の①、運営状況についてでございます。 

 事務局から説明ございますでしょうか。 

 

事務局  資料の３をご用意ください。 

 今回は、令和元年10月、11月分のご報告になっております。 

 よろしくお願いいたします。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、この資料３につきまして、皆さんからご発言、ご意見

等ございましたらお願いいたします。 

 いかがでございましょう。よろしゅうございますか。 

 どうぞ、Ａ委員。 

 

Ａ委員  40ページの医療と介護の連携というところの医療側の考え方

と介護側の考え方、中段上、それについて、Ｂ委員からも意見

をお聞きしたいのと、包括からも、実際現状として連携状態と

いうのはどうなっているのか聞きたいんですけれども。 

 

会長  ありがとうございました。 

 40ページの３こま目のところですね。④番の右向き矢印の印

がついてあるところのお話だと思います。もしかしたら、とい

うところから始まるところですね。これは、医療側の考えと介
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護側の考えと、言葉のとり方が違うんじゃないかというお話で

すね。 

 Ａ委員からのリクエストですので、もしＢ委員から何かござ

いましたら。 

 

Ｂ委員  このケース、医療として一言書かれています。例えば対象が

医師でも構わないんですけれども、医師でも、だから病院の医

師と、いわゆる一般の開業医というのはやっぱりスタンスが違

いますから、介護に対する取り組み方、それと、一般の開業医

の中でも、やはりそういったこういう介護、いわゆるそういう

ＡＣＰ、人生会議とかに理解がある先生もいれば、やはり治療

をメーンで、頼まれたから主治医の意見書を書くなり、そうい

うふうな形でという、それはもう、申しわけないんですけれど

も、全ての医師がそういう介護のことを理解して連携している

とはまだ言いがたい。 

 ただ、医師会のほうも、今、かかりつけ医制度というものを

どんどん進めていっている最中でして、研修会とかいろいろや

っていますので、その研修の中に、やはりいろいろなそういう

人生会議といった項目等、勉強する機会もふえて、もっともっ

とそういう連携がとりやすくなる可能性はありますというか、

多分、恐らくもうすぐなると思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 では、包括側のご意見として、そうしたらわかば包括でまず

いただきましょうか。今回こういう話があって、どうなのかと

いうことですね。 

 

わかば包括  そうですね。やはり医者という立場だと、病気を治すという

立場ですので、患者さんにとって体が悪くなるようなことはし

ないでくださいというようなことは、わかりはするんですけれ

ども、やはり今年度、看取り支援事業ということで立川市全体

でやってきた中で、どう、じゃ残りの人生を自分らしく過ごす

かということころを考えると、やはり寿命が短くなったとして

も、好きなたばこを吸いながら自分は生活したいんだという人

の思いは少しは酌んでもらえたらうれしいなというのは、やは
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りありますね。 

 ただ、そこら辺で、どうしても医療側の意見のほうが強く、

私たちというのは受け取ってしまうところもあるので、もうち

ょっと歩み寄れたらいいなというのは感じているところではあ

りますね。ちょっと上手に言えないんですけれども。 

 

会長  ありがとうございます。 

 Ａ委員がご心配いただいているのは、うまくいっているのか

というところがあるわけですね、連携が。 

 

Ａ委員  それもあるんですけれども、今の状態よりも、最初介護保険

ができたころの状態のほうが医師の、こんな言い方したらあれ

なんですけれども、上から目線みたいな感じがあったと聞いて

いたんですね。もちろん理解ある先生もいっぱいいて、包括と

かケアマネがもう連携とりたい先生ととりたくない先生がいる

という話も大分聞いていたんですけれども、今の現状はどうな

のかなというのが知りたかったし、あと本当に歩み寄りが実際

できているのかどうかというのも、ちょっと知りたかったとい

うこともあるんですね。 

 中心にいるのは利用者さんなので、やっぱり利用者さんの周

りがうまく連携して、そこをスムーズに動けば、それは絶対利

用者さんの利益になっていくはずなので、そういうのが介護の

人たちが考えているものと、医療側の人たちが考えているもの

が、同じレベルのところに少しおりてきているのかどうかが知

りたかったんです。 

 

会長  どうでしょう、そういう観点からは。 

 

わかば包括  やはり先生にもよるかと思いますので。まだまだ、そのころ

よりは多分そういう先生も、利用者さん寄りの先生もふえては

きていらっしゃるし、やっぱり病院の先生と普通の開業医の先

生とでも考え方は違いますし、数で言ったら、昔よりはよくは

なっているのかもしれないですが、やはり希望を聞いてほしい

といったときに、かかりつけ医の先生はたまたま違っていたと

かということはまだまだあるかなというのは。すみません。 
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会長  いえいえ。Ｂ委員からのお話があったとおり、やっぱり先生

によって、立場にもよるし、取り組み姿勢にもよるんですね。

個別事例がうまくいっているかというと、前よりはうまくいっ

ているという認識は大体皆さん各包括とも同じですかね。前よ

りは。ということは、今までも努力してきたし、今後も努力し

ていって、少しでもいい方向へ連携がより深く強くなるように

努力をし続けるということに意義はありそうですね。全然空回

りしているというのとはちょっと違うようですね。 

 

Ａ委員  そうですね。やっぱり開業医の先生よりも、病院勤務の先生

のほうが何か理解が足りないのかなというイメージはあります

ね。 

 先生によってもちろん違うんですから、もちろんそれは人柄

が出るんだろうと思うんですけれども、何かこれ聞いた話なん

ですけれども、特養の職員さんが夜中に利用者さんに付き添っ

て救急車で病院に行ったときに、記録を持っていって、先生に

質問されたことを答えたらしいんですね。そのときに何か施設

で使っている専門用語で血圧とかそういうのを答えたら、あん

た医療職かねと言って、すごい何か怒鳴られたという話を聞い

たので、いやまだそんなことがあるのかなと。ちょっとそうい

うことも気になりました。 

 

会長  なるほど。よかれと思っていろいろな情報提供を一生懸命し

ようとしていたことに対してということですね。 

 

Ａ委員  そうですね。 

 

会長  そういう配慮でね。 

 

Ａ委員  普通の言葉使えと言われたという話でしたけれども。 

 

会長  大きな病院だと相談員さんがいて、各包括は相談員さんを通

してということが多いですかね。そうすると、相談員さんはそ

んなこと、どっちかっていうと話しやすい感じにはなっている
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んでしょうか。そこも重要でしょうね、今の感じからすると

ね。大丈夫ですかね。そこも病院によりますか。人によります

か。 

 でも、それも全く困っちゃっているという状況じゃなくて、

少しずつ努力して、少しずつは改善できていますか。であれば

ね。 

 Ｂ委員、お願いします。 

 

Ｂ委員  今この場は、地域包括というちょっと大きなくくりでの話し

合いをしているんですけれども、ここ以外にも、多職種連携の

そういう会議をする場があったりとか、先日もそういう本当に

集まって一緒に研修会を受けたりとか、そういうふうなのは、

ここ最近活発になってきているので、ここで実際どの程度、じ

ゃ連携とれていますかという、ちょっとそういう漠然とした内

容だと、なかなか個々を言い始めるともうきりがないので、そ

れはそれで、そういう個々以外で行われているそういう会議と

か研修をちょっと信用していただく。今後よくなるであろう

と。 

 

Ａ委員  そうですね。 

 

Ｂ委員  そういうことで。 

 

会長  そうですね、Ｂ委員おっしゃるように、そういう連携をして

いこうという体制を皆共通認識として重要だということが共有

できているので、そこを頑張ってほしいということを、この包

括の運営協議会としてもそういう意思を持っているよというこ

とをお伝えすることに価値がありそうですね。ぜひ優先的に注

力していただきたいなと思います。ありがとうございます。 

 

わかば包括  わかば包括の川野ですけれども、この医療と介護の連携を進

める中で、Ｂ委員がおっしゃったように、医療介護連携の懇談

会とか、いろいろ活発になってはいるんですけれども、いろん

な研修をするに当たって、どうしても医療の知識をケアマネジ

ャーさんたちとか介護の人たちにもっと教えるから勉強しなさ
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いというような流れで連携を進めているふうになっていると思

うんですけれども、今回のここに書いてある内容としては、確

かにそれも連携の一つではあるんですけれども、介護側の人が

医療の知識をたくさんつけたからといって、当然、お医者さん

の知識に追いつくわけでもないですし、看護師さんたちの知識

に追いつくわけでもないので、できれば、お互いがお互いのこ

とを知るぐらいにして、詳しい病状がどうなるとか、今抗がん

剤がどうとかと、そういう研修会ではなくて、お互いの、自分

たちの分野をしっかりとした中で連携をしていく。医療につい

てきなさいみたいな、何かそういうのじゃなくてやっていかな

いと、いつまでも医療と介護が、介護側が上を向いて、医療側

がよしよしみたいな形になっていると、真の対等な関係という

のはやっぱり難しいんじゃないかなと思っているんです。 

 立川市でも研修をやっていますけれども、やっぱり医療の勉

強会をやるほうは多いんですけれども、じゃ介護とか、ここに

も出ている人生の最後をどう過ごすとかということに関して、

じゃ医療側で勉強する機会があるかというと、そういう機会は

ほぼないのかなと。ちょっとそんな印象があるので、連携とれ

たというのは多分上下の連携しか、そのままだととれないんじ

ゃないかなという気がしています。 

 

会長  Ｂ委員、どうぞ。 

 

Ｂ委員  ですから、今のそういったご意見は、今ほかでやられている

多職種連携の会の、そこにちょっと意見を持っていったほう

が。きょう、私聞きましたので、ご意見は、それをまた伝えま

すけれども、それはその会議というか、そういう研修会のとき

にそれぞれの委員さんに言っていただいて、だからここで細か

いそういうことを議論し始めるとまたきりがないのでというこ

とで、もうこの件に関してはそっちにお任せして、連携とれる

ようにお願いしましょうというところで。 

 人生会議、そういうのも、実際私もこういう言葉があるのを

知ったのはそんな最近のことなんですけれども、それでも、や

っぱりそういう研修会に参加していますので、徐々に何回かや

れば、我々医療側にもこういった考え方というのが浸透してい
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く。それは、だから今後また研修会しますから、ええ、そのと

きにもまたこういった考え方が出てきますから。 

 それと、今言ったように、知識のことに関しては、やはりそ

れはそれで何かそういう内科的なことに関しての勉強会とか、

そういうのを勉強会組んでくれないかという希望を出していた

だければ、それもだから、多分今言ったように多職種連携のほ

うに意見を出していただければと思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 Ｂ委員に持ち帰っていただきますので、医師会での取り組み

にも大いに期待したいと思うし、この運営協議会はこういう医

師の代表も、また現場のお声を言っていただける場でもあり、

またそれを心配している市民の立場でのご意見でもあり、大変

有意義な、今の話だけでもそれぞれの立場で連携しているなと

いう気がいたしますので、大事に取り組んでいただければと思

います。 

 Ｃ委員も、歯科医師会としても似たような話が。 

 

Ｃ委員  そうですね。今おっしゃっていることはすごくわかるんです

ね。だから、多職種連携の場でもというのも当然ですし、歯科

医師会でもやっぱり何回か、学術系の講演会とかというのをや

るので、そういうときの議題として、やっぱりそういう介護側

の人を呼んでやるとかというのは、積極的にやっていかなきゃ

いけないのかなというのはちょっと感じますけれども。 

 

会長  ありがとうございます。よろしくお願いします。 

 Ｄ委員、どうぞ。 

 

Ｄ委員  この中で年齢が一番高いので、終活が一番身近な私なんです

けれども、今の話を聞いていると、やっぱり最後、終活、サー

ビス受けている側にしてみれば、やっぱりお医者さんを頼るん

です、最終的には体のことは。ただ、そのサポートとして、包

括センターだとかケアマネジャーだとかがいるわけで、そのお

医者さんが、サービス受けている我々にしてみれば、お医者さ

んの意思がやっぱり一番強いんですよね、聞こえてくるのが。
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こうしなさい、ああしなさいと言われるほうのが。そういうお

医者さんのほうの認識が、医療だけで終わって、あとはもう今

話したように包括センターだとかみんなに最後の終活をお願い

するのか、それはやっぱり我々サービス受けている側にしてみ

れば、そこで今みたいに討論がかみ合わなくなって、どっちつ

かずになっちゃうと、我々がどうしたらいい終活迎えられるか

というのが大きな問題になってくると思うんですよ。 

 というのは、何でかというと、これから、今、ひとりの高齢

者もいます。ただ、夫婦で生活している者もいます。家族で一

緒に生活している人もいます。でも、最後はひとりで死んでい

かなきゃいけないというのが大きな前提があるんですよね。そ

このところから出発して、じゃこっちから前に進むんじゃなく

て、終活として、終活には葬式がある、葬式の前には医療があ

る、医療の前には介護があるというものにフィードバックして

いかないと、話がこんなになっていっちゃうので、まずそこの

ところを先生が一番よくわかるので、そこのところ、うまくみ

んなにまとめてくれれば、サービス受けているほうも、立川市

はすごく安心だなという形になってくると思うんですよね。 

 言っている意味わかりますか、先生。 

 

Ｂ委員  今言いましたように、そういう医療といっても、今言われて

いる例えば終活だと、今最前線で頑張ってそういうことをやら

れているのは在宅の先生が多いんですよね。だけど、今現時点

だと、病院の先生なんかはまだそういう終活とか人生会議等に

関してはもうほぼほぼ知識がないので、だから、今言いました

ように、現時点はまだそんな一括されてもちょっとこっち側と

しても困って、今言いましたように、どんどん研修会をふやし

ていって、病院の先生もそういったことの、そういう知識を得

てもらって、そういう介護提供される、そういった方と、本人

とみんなでそういう終活に関して話し合うような時代がやって

くればなと。 

 今はまだ、だから、多職種連携もそんな昔からあるわけじゃ

なく、最近なんですよね。途切れのない介護というか、入院か

らリハだとか在宅とか、そういう途切れのないことも、やっぱ

り連携がないとうまくいかないので、そういう考え方もやはり
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連携がとても重要だというので、そういう会ができたんです

よ、立川市の中で。今、そっちでいろんな勉強会とか活発にや

られているんですよ。 

 なので、今後は、今言われたような不安のないような、そう

いった我々の医療とそういう連携というのを構築していきたい

というか、今、途中ですね。 

 

Ｄ委員  ちょっといいですか、１つ。 

 私ごとで申しわけないんですけれども、ある病院へ行ってい

るんですけれども、主治医の先生がいるんですけれども、３

年、４年になると異動になっちゃうんですよ。そうすると、次

の先生のときに、また一から訴えなきゃいけないという形が出

てくるんですよね。だから、そこのところが、医師会のほうで

うまくその患者さんに対して引き継ぎができているのかなとい

う不安がすごくあるんですよね。 

 先生、いい先生だともう本当に親身に聞いてくれるけれど

も、まあ悪いと言っちゃ語弊でしょうけれども、大丈夫です

よ、はい、じゃお薬出しますね、はい、次の方という、何かそ

ういうのがすごく目につく。患者さんが多いせいなのか、あれ

なんでしょうけれども、やっぱり我々サービスというか、患者

側にしてみれば、相談に乗ってもらいたいなというのがあるの

で、ちょっと先生に聞きたいのは、そういう病院なのか、開業

医の先生にちゃんとついていったほうがいいよという意見なの

か。どっちがどっちとは言わないでしょうけれども、何かサー

ビス受けている人にしてみれば、開業医の先生のほうがいいの

かな。 

 

Ｂ委員  いいですか。 

 おっしゃる意味もわかるんです。病院って、それまた一くく

りにすると、ずっといるそういったシステムの病院もあれば、

今おっしゃるように２年、３年でころころ変わる。特に下に限

ってちょっと医局とかあって、交代していくという病院もあり

ます。ですから、病院に一くくりにしちゃうのもちょっと申し

わけないんですけれども、今おっしゃっている病院というの

は、かわっていくという、それはやっぱりかわっちゃうと、や
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っぱり最初はコミュニケーション余りとれていないので、大体

そういう社会背景も知らないわけじゃないんですね。３年いる

と、同じ患者さん３年診ると、その社会背景とかも大体わかっ

て、そういうふうな病気だけじゃない、そういう相談も乗った

りもするんですけれども、かわっちゃったら、やっぱりそれは

しようがないですね。 

 そういうのもありまして、今、先ほどちらっと言いました、

かかりつけ医というのをどんどん日本医師会は進めていく。ぶ

っちゃけお金、診察するにも何か格差が出てくるみたいな、か

かりつけ医だとちょっと高いけれども、そうじゃなければちょ

っと安いとか、何かそういう格差もつけようとか、いろいろ取

り組んでいるみたいなんですよ、まだ。 

 それで、いずれにせよ介護と医療ととなると、将来的には、

昔から言われているんですけれども、病院はどうしてもやはり

病気を治すほうをメーンに行っちゃうので、そこで治療してい

るのはいいんだけれども、それとは別にかかりつけ医を持ちま

しょうという発想で考えていく過程でもある。 

 だから、今言いましたような、かかりつけ医がいて、病院へ

行っているんだけれども、さっき言ったように、肺疾患がある

んだけれども、やっぱり１日１本ぐらいたばこ吸えないかなと

か、そういうのは、かかりつけ医には言えたりするじゃないで

すか。そこで、まあ１本ぐらいどうなの、大丈夫じゃないのと

か、いや、もう絶対だめですと、いや、やっぱり状態悪いから

ってだめみたいよとか、１本ぐらいならいいと言ってたよと

か、そこでコミュニケーションをとってもらったりとか、いろ

いろな形があると思うんですよ。 

 でも、いずれ言えることは、将来はかかりつけ医制度という

のが恐らくできますから。だから、病院へ行っていても、やっ

ぱり将来は自分のかかりつけ医というのを見つけて、その先生

に自分のそういう終活であれ何であれ相談に乗っていただく、

そういう形になると思います。 

 

Ｄ委員  そうなると安心ですね。 

 

Ｂ委員  はい。 
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会長  今のお話にあった訪問看護師さんとか、そういう方の職種も

重要になってくるかもしれませんけれども、いずれにしまして

も、今後期待していますということだと思います。 

 

Ｄ委員  いいですか。今の会長が言った訪問看護師さん、二、三日前

のＮＨＫでちょっとやっていたんですけれども、今、介護不足

の内容でした。訪問介護の職員が不足。そうすると、サービス

がどんどん低下しているという大きな問題があったので、立川

市はそういうことは今のところないのかなと思って、余り聞か

ないものですから。訪問介護です。 

 

会長  訪問介護のほうですね。 

 

Ｄ委員  介護です。訪問介護に行って、あとケアマネジャーなんかも

行って、毎日食事したり、それからあと食事の、身の回りのも

のをやったり、お風呂へ入れたりというのが、極端に言えば２

回来てたのが１日１回になっちゃったとか、それがもう要介護

度５なんですけれども、自宅でどうしても住みたいというの

で、そこに住んでいたんですけれども、やっぱりそういうサー

ビスがどんどん。ということは、マンパワーが全然足らなくな

ってきたということで、今後どんどんそういう人口形成から見

るとふえてきますよね。 

 

会長  わかりました。そうしたら、訪問看護ではなく、ケアマネジ

ャーでもなく、ヘルパーさん、訪問介護のほうが足りている

か、足りていないかというところだけちょっと、地域包括セン

ターの運営協議会ですよね、ここは。地域包括支援センターの

お立場として、そういう足りなくて困っていますみたいなお声

というのは、どの程度あるのかというのをちょっと確認したい

んですが、これは前々からもこの運営協議会でも時々話題に出

ますけれども、場所にもよるという話がありますね。 

 立川市の近隣のところで、外のヘルパーさんから来てもらっ

ているというような工夫をしているというようなお話も出てい

ますけれども、どうですか、最近は。以前と余り傾向は変わり
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ませんか。 

 

ふじみ包括  不足傾向だと思います。前は、水曜日の10時にお願いします

と言ったら、水曜日の10時に来てくれていたんですけれども、

今は、どこでもいいので午前中来てくださいとか、どこでも、

何曜日でもいいから午後来てください、ただし木曜日以外と

か、そういうオーダーに変わってきています。 

 午前中と言ったら、事業所によっては、10時から今月は10時

45分、次の月になると11時半からとか、固定して毎月同じ時間

にヘルパーさんを提供できる事業所が少なくなってきていて、

時間がずれる。ずれてもとにかく午前中、水曜日の午前中に行

きますというふうになってきています。 

 

会長  つまり、立川は細かいオーダーまでは別としても、来てもら

えないというような状況には今のところ、なっていないという

ことですね。 

 

ふじみ包括  そうです。 

 

はごろも包括  断られることも多い、多くあります。 

 

会長  ありますか。 

 

はごろも包括  ええ。特に、介護ですと少し違うとは思うんですけれども、

私たちは要支援の方が対象ですので、要支援の人は受けられな

いということもありますし、あと、支援か介護かわからない状

態で、でもすぐこの人の状況で訪問介護が必要なんだという場

合には、認定がわからないとなかなか受けられないとかという

ことも発生していますし、なかなかヘルパーさん不足というの

は非常に大きな問題だと思います。 

 

会長  なるほど。まず要支援のほうでは、そういうことがあると。

要介護のほうでやりたいからという事業所の意向があるという

ことなんですかね、それは。そういうことですよね。事務を複

雑化するし点数も低いしというね。そうすると、ヘルパーさん
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探すのに困っているという現状が、そんなに大多数じゃないん

だけれども、あることはあるということですね。 

 

はごろも包括  なかなかお返事いただけないということはあります。 

 

会長  なるほど。Ｄ委員がおっしゃっていたのは、全体的な話とい

うことですよね。要支援がどうのと…… 

 

Ｄ委員  そうです。要するに、立川市として今、極端にいえば４分の

１が65歳以上の人口形成になっていますよね。これがどんどん

もう極端に言えば３分の１になっていったときに、マンパワー

が足らなくなった、特にヘルパーさんも年とっていくと。若い

人がどんどん入ってこないと。じゃ、そういうときにどうする

んだと。サービスが受けられないじゃないかという苦情が殺到

すると思うんですよ。もう目に見えています、それは。 

 そのときに、どういう対策を打てるのかというのも、やっぱ

り今からでも考えていかないと、目先のことも大事でしょうけ

れども、もう切羽詰まった問題ですから、やっぱりこういう協

議会をうまく利用して、あとはみんなの意見を聞いて、立川市

としてはこうやって方向性つくるんだということでやっていか

ないと、個々の問題はただいっぱいありますよ。認知症だと

か、いろんな問題いっぱいあるでしょうけれども、まずそうい

うところを大きな観点からこの協議会をつくっていかないと、

何か僕ここに来て７年過ぎましたけれども、何か同じような議

論ばかりなんですよね、いつもね。将来じゃどうしていくんだ

と、この協議会をどのように運営して、下に落としていくんだ

という議論が余り見えないのでね。 

 もうこれ新年度になって自分ももう団塊の世代ですから、本

当に切羽詰まった気持ちがあるんですよ。だから、なるべく、

要支援ですけれども介護に落ちないように、落ちないようにと

自分自身は努力しているんですけれども、そういう人たちばか

りじゃないのでね、そういう議論ももっと活発にしていきたい

なというのが本音です、正直言って。 

 

会長  そうですね。Ｄ委員がおっしゃることは大変重要だとは思う
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んですが、ここでいろんな立場の委員さんが集まって、問題提

起をしていくということだけでも、十分大きな仕事だと思いま

す。 

 

Ｄ委員  もちろんそうです。 

 

会長  それをそれぞれのご担当が持ち帰って、政策形成をしていく

というところがありますので、今回、Ｄ委員のお立場でこうい

うことが心配だという問題提起をしていただいたというふうに

受けとめさせていただきたいと思うし、これは長期的な視点で

もう少し物事を考えてほしいし、その説明を少し検討の方向性

みたいなことを聞きたいというご意見はあろうかと思います。 

 どうですかね、そういう観点から、これは地域包括支援セン

ターというよりは、市役所として、介護保険課長、いかがです

かね。何か長期的なビジョンとか、市として取り組みが。 

 

介護保険課長  そうですね、全国的に介護人材、介護職の人材不足というの

は、そう言われていますので、それで各市の対策としては、や

はり介護職の人材の確保育成という観点から、例えば近隣市町

村では八王子市とか日野市がやっている初任者研修ですとか、

あるいは介護福祉士になるための補助ですとか、東京都として

もそういった確保事業をやっておりますので、そういった補助

事業を各市もやっているところで、立川市としては今までそう

いったことになかなか手が出せなかったんですけれども、令和

２年度からは、そういった初任者研修にも手を出して、確保事

業の補助事業を始めたいと考えております。まず確保しなけれ

ばしようがないということで、立川市も始めたいと思います。 

 以上です。 

 

会長  ありがとうございます。 

 考えているみたいですね。 

 

Ｄ委員  もう今の言葉でも市としては安心しました。 

 

会長  特にね。ありがとうございます。 
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 期待が持てます。ありがとうございます。 

 それでは、どうぞ。 

 

わかば包括  すみません、わかば包括ですけれども、今のお話なんですけ

れども、以前もちょっともしかしてお話ししたかもしれないん

ですけれども、今もう介護職という人材は、今後ずっと多分不

足するんだと思うんですね。人口も減ってきているので。 

 でも、私たちは、介護職だけに頼ることはできないと思って

いて、地域住民が一つとなってこの高齢社会を支えていくしか

ないと思っていて、わかば包括は、新たな視点で、地域住民の

人たちに例えばお買い物の支援ですとかというのはできるじゃ

ないですか。隣同士でちょっと買い物してきてあげるわよと

か、ちょっと病院行くときにも、じゃそこまで行くから一緒に

行きましょうとか、その辺を今はヘルパーさんに頼んでやって

もらっている部分というのは、一般の人たちでもできることが

多分いっぱいあって、その辺の取り組みをわかば包括は次年度

から少しずつ地域住民に向けて訴えていきたいなと、助けを求

めて動いていきたいなと思っています。 

 専門職はより要介護度の高い人たちのほうに回っていただい

て、少しの力で済む人たちには、やっぱり一般市民の力をかり

たいなとは思っています。 

 

会長  ありがとうございました。 

 どうぞ。 

 

Ｅ委員  今の話なんですけれども、それって個人情報の保護とかとは

かかわらないんですか。 

 

わかば包括  個人情報の保護も含めてなんですけれども、昔でしたら、隣

のおばさんがやってくれたことというのを、また呼び戻すじゃ

ないですけれども、今の時代に入れたいと思っています。もち

ろん、拒否する方々もいっぱいいますし、私は嫌だという人も

いるとは思うんですけれども、でも、私やってもいいわよとい

う人もたくさんいるんですね。そういう人たちの力をかりて、

何とか、まだ具体的な方法ですとかは、プランとしてはできて
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いないんですけれども、皆さんの声を聞きながら、地域住民の

声を聞きながら、動ける人だけでもやっていけたらいいなとは

思っています。 

 

会長  はい。 Ｅ委員どうぞ。 

 

Ｅ委員  そういう助けていただきたい方の情報を渡さなきゃいけない

わけですよね。渡さないで、ではあそこのうちのお買い物一緒

につき合ってね、というだけのお話。 

 

わかば包括  もちろん、そうです。その情報を許可はとることはします。

ここの人がこういうことをやってくれるというけれども、いい

ですかとか、その辺は許可をとっていくとは思います。具体的

なまだプランというのができ上がっていないんですけれども、

そうですね、仲介役としては、包括は何かしらの最初はかかわ

りはしていかなくてはいけないと思っていますので、その仲介

役はしていこうと思っています。まだちょっとすみません、形

にはなっていないんですけれども、それも地域地域でまた人の

内容が違ってきますので、どんなふうに動けるかもわからない

んですけれども、何かしらの形はつくっていきたいとは思って

います。 

 

会長  Ｄ委員どうぞ。 

 

Ｄ委員  それは、どっちかというと共助のほうですよね。 

 

わかば包括  そうですね。互助、共助ですね。 

 

Ｄ委員  わかば包括が入ると、やっぱり一般の年配の人です。包括セ

ンターも市役所管轄なんですよ。 

 

わかば包括  そうですね。 

 

Ｄ委員  そうすると、あっ、そういうところがやるんだったら、私い

いわということにはならないですか。 
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わかば包括  最初は、包括はお手伝いをするだけです。運営していくのは

地域住民です。そのお手伝いを最初は一緒になってやっていこ

うかなと思っている。だから、だめになっちゃう場合ももちろ

んあるとも思っています。それは、手探り状態の中から始める

ことであると思っていますし、失敗も覚悟はしていますし、い

ろんな手段をやっていくしかないのかなと思います。 

 すみません、ちょっと夢が大き過ぎるんですけれども。夢は

大きいんですけれども、ちょっと動かないと、多分もうマンパ

ワーは足りないと思っています。 

 

Ｄ委員  すごくわかります。ただ、Ｅ委員が言ったように、その中で

トラブルになったときには誰が責任とるんだという問題ですよ

ね。 

 

わかば包括  そうですね。一番わかりやすいところだと、ちょっとしたお

金を払うことによって動いてくれる団体とかがいるんですけれ

ども、そういうのが幾つかでき上がったらいいのかなと思って

います。お金を払うということというのは意外と大切なこと

で。 

 

Ｄ委員  対価ですからね。 

 

わかば包括  なので、大きな額じゃないけれども、ちょっとした、30分幾

らとかでもいいですし、何か蛍光灯の電気かえてくださいと言

って来てもらうのに、じゃちょっとしたお金を払うとかとい

う、お金でもしかしたら解決できる部分というのは、もしかし

てあるかもしれないとは思っています。 

 

会長  高齢福祉課長いかがでしょうか。 

 

高齢福祉課長  今わかば包括さんからご提案いただいたお話と、あと今運営

されている介護ヘルパーさんとのちょうど中間みたいなところ

で、要支援１・２の方たちの総合事業を任意でご利用されてい

る方については、立川市で研修をして、有資格者の方について
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はしっかり要介護１から５の方たちにしっかりヘルパーさんと

して入っていただきたいので、要支援１・２のところに介護福

祉士さんであるとかに入っていただくのは、正直ちょっともっ

たいないといいますか、もっと重度の方のケアをしてもらいた

いというようなことがあるので、要支援１・２の総合支援の方

には立川市が研修を行って、生活支援ヘルパーさんというのを

養成しています。 

 それは、介護福祉士を持っていなくても、ヘルパー１・２級

を持っていなくても、ちゃんと総合事業の中で要支援１・２の

仕事ができるよというような、生活支援ヘルパーさんを今養成

しておりまして、まだ数が十分ではないんですけれども、そう

いった方々をケアしていきながら、より資格を持った方につい

ては重度の方に回っていただきたいということで、施策は一応

持ってございます。 

 なので、今わかば包括さんにおっしゃっていただいていたよ

うな、地域住民の方々でお手伝いしたいという意向のある方が

あれば、この生活支援ヘルパーさんの研修を受けていただい

て、総合事業の中で一応支援事業の中にかかわっていただく方

がもっともっとふえるといいなというふうに思ってございます

ので、地域包括支援センターさん、地域住民の方、そういった

方あれば、どんどん仕事にお伝えいただければなというふうに

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

 

ふじみ包括  あと１ついいですか。 

 

会長  はい。 

 

ふじみ包括  ちょこっとボランティアというのもあって、それも住民互助

的な感じで包括に登録していただいて、これは無料です。ボラ

ンティアでちょこっとのボランティアをしてくれるという活動

も、包括全部推進しています。今回、老ク連、老人クラブ連合

会のほうでプレ登録をしていただくように仕掛けてくださった

ので、元気な高齢者の方が登録をして、自分にできることがあ

ればやるよと手挙げしてもらっているので、来年度はもうちょ
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っとそこが活発になっていけたらなとは思っています。 

 

会長  ありがとうございます。 

 いろいろ手法を凝らしていただいて。 

 どうぞ。 

 

Ｄ委員  僕も勉強不足なのかわからないですけれども、ちょこっとボ

ランティアだとか、あと立川市のシルバー人材センターってあ

りますよね。だから、どこへ何を頼んでいいのかというのが、

わからないんですよ、正直言って。ここは頼んでいいのか、悪

いのかという、そういう相談はやっぱりみんなセンターさんの

ほうに相談すればいいんですか。全部。 

 

ふじみ包括  はい、大丈夫です。担当のケアマネさん。要支援の方は包括

になったり、委託のケアマネだったりいるので、聞いてもらえ

ば。 

 

Ｄ委員  なるほどね。いや、友達からも、どこに相談していいかわか

らないよとよく言われるのでね。 

 

ふじみ包括  そのときは、担当のケアマネさんに聞いてくださいと言って

いただければ。 

 

Ｄ委員  じゃ、全部もう窓口はケアマネジャーで。 

 

ふじみ包括  そうですね、生活の困り事は。 

 

Ｄ委員  なるほどね。 

 

ふじみ包括  医療は病院、ドクター。 

 

Ｄ委員  わかりました。 

 

会長  今、委員の皆さんから、心配いただいているような個人情報

のことですとか、いろいろなことを参考にしながら、また施策
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を進めていただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 では、そのほかに何か気になることございましたら、ご意見

を。 

 どうぞ、Ａ委員。 

 

Ａ委員 

 

 

 31ページなんですけれども、２番の事務連絡のところに、在

宅支援係の職員体制について、２年度から社会実験も含め、

8050支援担当を設置すると書いてあるんですけれども、これを

具体的にどういう内容なのかを説明していただきたいのと、あ

とそれに絡んで、８ページの３番の介護保険サービス、ケアマ

ネなどの間の支援についてというところなんですけれども、包

括が障害福祉課へつなぐまでの間の支援が、誰が担うのか課題

であると書いてある部分があるんですけれども、これ、8050問

題って、問題家庭のケースがすごく多いと思うので、この誰が

担うのかの課題というのに関して、包括がずっと担当してきた

と思うんですね、今まで長い間。 

 これも、課題としてずっと挙がっていることなので、包括だ

けに背負わせるのではなくて、もうそろそろ、じゃこういうケ

ースについてはここが担当しましょうみたいなものを話し合い

でつくっていかなくちゃいけない時期だと思うんですね。それ

か、包括の人数をもっともっとふやして、専門職として多問題

ケースに当たるチームみたいなのをつくるとか、そういことも

必要だと思うので、それも含めてどういうふうに考えていらっ

しゃるのか教えていただければ。 

 

高齢福祉課長  高齢福祉課長です。 

 8050問題の対応をされるような制度の幅が、相談について

は、地域包括支援センターのほうでやっぱり地域一般に身近な

窓口として、相談を受けざるを得ないという状況が今までもあ

り、でも解決策がないのでそのまま担当したまま、何も変わら

ないまま、ただこう、ずっと相談を続けているということが続

いていたかと思うんですけれども、今後はその辺のところをし

っかり、断らない相談ということで、立川市のほうできちっと

受けとめることができるような対策を今検討しているところな
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んですけれども、今年度中に、この8050問題を含むこういった

ものについては一旦在宅支援係のほうで、地域包括支援センタ

ーが相談を受けたら、高齢福祉課の在宅支援係のほうで一旦受

けとめて、しかるべきところにつなげられるものはつないでい

くんですが、アセスメントをして、つなぐ場所がないところに

ついては、それについては在宅支援係の職員が一旦支援に入っ

て、物事を整理していくというようなことをここで始めてみよ

うということになりまして、そういった相談をきちっと受けと

めていく中で、何が課題で、何が問題で、何が、物が、どうい

ったサービスが足りなくて、何が必要なのかというのが見えて

くるだろうというふうに思っておりますので、実践の中でまた

来年度に向けて、体制の整備をしていきたいというふうに考え

ております。 

 

事務局  地域包括支援センターが支援対象の枠を広げて65歳未満（要

介護認定を受けている第2号被保険者は除く）の市民の支援を開

始するということではなく、高齢者支援の一つの方法・手段と

しています。地域包括支援センターが65歳未満の市民の支援が

必要だと判断した場合は、まずは在宅支援係に報告・相談をし

てもらいます。その後、地域包括支援センターの力を借りなが

ら、その市民の置かれている状況や必要な支援を考え、実践し

ていきます。その際に、各所関係機関に支援依頼ができ、引継

ぎができれば最優先に実施し、どこにもできない場合には在宅

支援係の「8050支援担当」が直接支援を行います。 

 例えば、生活保護申請や医療機関受診が必要な場合に担える

機関がなければ、生活福祉課の窓口や病院に一緒に行く事を考

えています。 

 今後、「断らない相談支援体制整備」が必要となってきます

ので、まずは社会実験的に始めることになりました。高齢福祉

課の本体業務ではないと思っていますが、今、市役所庁内の中

で40歳から64歳までの方を支援する窓口がありません。市役所

庁内への投げかけを行いつつ、実践も積み重ね検討していきた

いと感がております。国でもまた社会福祉法の改正が予定され

ていまして、多分、来年、再来年ぐらいには市町村業務として

おりてくるような話も聞いていますので、それに備えた準備を
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今から始めていく形にはなりますが、うまくいくかどうか含め

て、地域包括支援センターと、運営協議会の皆様にもご報告し

ながら、進めていけたらと思っております。 

 

Ａ委員  支援担当を実験的にやるに当たって、何名ぐらいの方がやる

んですか。 

 

事務局  担当ですか。 

 

Ａ委員  はい。 

 

事務局  一応、２人体制です。 

 

Ａ委員  ２人ですか。 

 

事務局  はい。在宅支援係は５名います。その中で３人が地区担当や

庶務担当を兼務していたりしていますので、やはりぎりぎりの

人数ではあります。 

 今のところ、この体制にしてから二、三件の相談がありまし

たけれども、実働はまだしていないです。 

 

Ａ委員  できるんですか。 

 

事務局  やりますよ。 

 

Ａ委員  そうですか。 大変だと思うんですけれどもね。 

 

会長  今まで、私の担当じゃありませんという世界から、私それ担

当ですという、これから大分違うと思いますよね。 

 

Ａ委員  そうですよね。 

 

会長  大いに期待したいですね。 

 よろしいでしょうか。ありがとうございます。 
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Ａ委員  ありがとうございます。 

 

会長  そのほか何かございますでしょうか。 

 はい、お願いします。 

 

Ｆ委員 

 

 

 10月、11月とさいわい包括支援センターさんの電話相談がず

ば抜けて、飛び抜けて多いんですけれども、さいわい包括さん

って地域が広いので、何かそこで負担になっていないかとか、

ちょっと感じてしまったものですから、どうなんでしょうか。 

 

会長  いかがでしょうか。 

 

さいわい包括  さいわい包括です。 

 件数については、担当地域が広いので、ほかの包括と比べる

とちょっと抜きん出ているのかもしれません。あとは包括職員

の人数が今少ないものですから、訪問して対応するよりも電話

でのやりとりが増える。その結果、電話の回数が多いのかなと

思います。 

 

Ｆ委員  地域が広いから。 

 

さいわい包括  そうですね。 

 

Ｆ委員  わかりました。 

 

会長  今のところ大丈夫ですか。時々この話も話題に出ますけど

ね。ブランチが必要じゃないかというようなことは、特にそれ

は従来も、ブランチを持つことによる弊害をそこに、弊害と言

うとちょっと大げさですけれども、難しさもあるから、必要な

いのかなというふうな認識でいるんですが。 

 

さいわい包括  そうですね、必要あるかないかといえば、必要だとは思うん

ですが、今すぐにどうこうできる問題でもないと思うので、今

の現状で、やっていきます。 
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会長  特に重大な問題ではなさそうですね。 

 もし相談センターの再配置みたいな段階があるとしたら、一

つにはさいわい包括のエリアの西側に１つできないかとか、そ

ういうのは検討の一つに上がるかもしれませんね。 

 ありがとうございました。 

 

Ｄ委員  ６ページの３番なんですけれども、これ、読めばちょっとわ

かるんですけれども、要するにサービスを受けたくても拒否し

ていると。家族だとか事業所さんが行っても、訪問しても拒否

しているという、こういう事例は、各センターさん、事例とし

て多いんですか。これ、こういう事例が書いてあっただけなの

で、こういう件数が多いのか少ないのか。 

 

会長  これはそもそもどの話から出てきた話ですかね。 

 

事務局  どこの地域包括支援センターからの報告ということではな

く、対人援助の業界では、このようなことが良く起こります。

支援者（専門職）はこんなサービスを受けると良いと考え、提

案しても高齢者本人やご家族に拒否されてしまうことは日常的

に起きています。そのことについて、サービスを拒否する市民

や家族に問題がある、というとらえ方だけではなく、支援者の

働きかけの方法やこんなサービスが必要だと見積もる力が不足

しているのではないかとも考えられますので、毎月開催してい

る地域ケア会議において取り上げ、学んだというご報告です。 

その時の講師をふじみ地域包括支援センターが担当しました

ので、補足説明をお願いします。 

  

ふじみ包括  地域ケア会議でそれぞれの報告がずっと行っているんですけ

れども、近ごろは、このように個別支援の地域課題の抽出から

ピックアップしたその時々のテーマを見つけて、在宅支援係が

仕掛けてくれるので、そこでお話をしています。支援拒否をし

ている方というのは、多分どこの包括にもかかわっている人は

いて、みんながみんなありがとう、いや待っていたよと言って

くれるわけではなくて、それはもう常日ごろずっとある課題だ

と思っています。 
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 その人の生き方とかもあるし、そういったことでこちらから

情報提供をして、チョイスしてくれない、要らないということ

はあるので、支援者としては、それは結構ジレンマではあるん

ですけれども、この人が本当に何を求めているかということを

もう一回みんなでその人のことを考えましょうねみたいな話を

20分ぐらいですか、時間をとってやったということで、このよ

うな方は必ずいます。相談必ずいて、ほどほどにアプローチし

て、本人が本当に困ったときに、何かあったら私たちに相談し

てくださいねという、窓口は開いておくけれども、そこまで引

っ張り込むことはなかなかできなくてですね。 

 

Ｄ委員  こういう事例は男の人が多いんですか。女性が多いんです

か。 

 

ふじみ包括  どちらもいます。 

 

Ｄ委員  まあそうでしょうけれども、どっちかというと男性かなとい

う、自分では考えて…… 

 

ふじみ包括  男性の人のほうが多いかもしれないですけれども、やはりベ

ースにそのアセスメント不足と言ったのは、もしかしたら精神

疾患があったりとか、何か過去に嫌な思いをしたりとかで、入

り口でつまずいちゃったりだとかで、もう二度と使わないと。 

 そうしたら、何を本人が求めているかでアプローチも変わっ

てくるのでということで、アセスメントというその人の情報を

いろいろ集めて、何がこの人をかたくなにしているかという、

その対人援助の課題をまず解決しないと、本当の相談に行けな

いということになります。 

 

Ｄ委員  そこまで思いやるような時代になってきちゃったんだ。 

 

ふじみ包括  同課題がある方はいろいろいらっしゃるので。ただ、その方

だけに毎日訪問するマンパワーもそれこそないので、ほどほど

の距離を置きながらという。それはジレンマです。 
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会長  よろしいでしょうか。 

 これはとても重要な話だと思います。引き続きよろしくお願

いします。 

 そのほかございますでしょうか。 

 どうぞ。 

 

Ａ委員  ７ページのたかまつ地域包括支援センターのにんじんクラブ

の発足と書いてあるんですけれども、これ、もう少し内容的に

詳しく説明していただきたいのと、あとほかの包括でも、こう

いう、クラブ活動じゃないですけれども、つくっていくという

ような計画があるのかどうか、教えていただけたらいいなと思

って。 

 

会長  じゃ、まずたかまつ包括から。 

 

たかまつ包括  このにんじんクラブなんですけれども、実はこの運協でＤ委

員がにんじんクラブとかあるんでしょうとおっしゃったとき

が、前々回おっしゃっていて、実はもうにんじんクラブという

のは既になくなっていたんですが、地域の方々、にんじんクラ

ブという名前が物すごく浸透していて、介護保険の申請に行く

ことをにんじんクラブに入ると言ってみんな来るんですね。 

 それで、今、包括で申請していただいて、結果が予防で出て

きた、要支援１とか２で出てきた方の情報が包括に来るんです

が、今までは、一人一人全て連絡をとるというやり方でやって

いたんですが、今回、向こうからやってくるまでちょっと待つ

というような、心配のある方はもちろん連絡するんですけれど

も、という方式に変えたら、物すごい束に、全然連絡来ない人

が物すごい束の数が上がったので、ということは、つまりそん

なに急いでいない、念のために申請する人がたくさんいる。 

 そうすると、無駄ですよね。お金がもったいない。そして、

今、総合支援事業が始まったので、もちろん申請して暫定で使

うこともできますし、ヘルパーさん、家事援助であったりと

か、通常もすぐ利用できるような今つくりになっているんです

ね。なので、念のために申請する必要がないんですよ、ほぼほ

ぼ。 
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 それで、ただつながっていたいという方がすごく多くて、そ

のままにしておけば安心というお気持ちも皆さんお持ちなの

で、それだったら、じゃ申請しなくても、クラブにつながって

おきませんか、そうしたら、メンバーズカードもちゃんとお渡

しするんですけれども、いつでも連絡してねとか、台帳に載せ

るので、何かあってもすぐわかるようにしておくよという形で

お伝えすると、割とほっとする。あとは、いろいろイベント物

とかそういったものも、不定期ですけれども、もちろん希望者

ですけれども、お送りして、そういったイベントに参加しても

らうとか、そういうことでちょっとずつやっていきたいなとい

うふうに思って発足しました。 

 

Ｄ委員  今、会員何人ぐらいいるんですか。 

 

たかまつ包括  今、どのぐらいになっていますかね。二桁になった、10人ぐ

らいはいると思うんですけれども。もともとにんじんで、うち

でやっているサロンがあって、そこのサロンは粗方10人ぐらい

の固定メンバーがいたんですね。ただ、クラブ式になっていな

かったので、何となく前来た人にまた手紙出すみたいな感じで

曖昧だったので、そういった方々を入ってもらう形で、そこか

らちょっとずつ始めてみますよ、要支援認定受けている受けて

いない関係なくつながりたい方は来ていただくと。 

 

Ｄ委員  そういう人というのは、要支援の人たちがそういうところに

参画するようになれば、随分違ってきますよね。 

 

たかまつ包括  そうですね。それで自治会の活動とか、そういったいろんな

活動にもう既に参加できている方々というのは、そんなに心配

しなくてもいいんですけれども、そういったところになかなか

参加しないタイプの方々もいるじゃないですか。割とひとりで

というような、ただ心配という。そういう方をできるだけ拾っ

て、そういう自分で参加できない方もこぼれないようにしたい

なというのも１つ思いはあるんですけれども。それでちょっと

始めました。 
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会長  いかがでしょうか。 

 これだけやるとつながっている感があって。楽しそうです

ね。 

 

Ｄ委員  Ａ委員が言ったように、ほかのところはじゃ何でできないの

というのが疑問に思っちゃうんですよ。たかまつ包括はやった

けれども、ほかはそういうことが進まないと、じゃ自分はそこ

の地域じゃないから入れないんだねとなっていっちゃうと。 

 

たかまつ包括 

 

 

 ちょっと補足しますけれども、地域性があると思うんです。

例えば団地とかURのあるところって、結構皆さん自治会にばっ

ちり入っていたりとかしますよね。うちのほうのエリアは、戸

建てとあとマンションが今乱立していまして、なかなかつなが

りにくいエリアになってきているんですね。なので、うちのほ

うでもマンションもできるだけ自治会さんにアプローチしよう

とか、管理人さんのほうにアプローチしようとやっているんで

すけれども、物すごくハードルが高くて難しくて、撃沈してい

る状態なんですね。なので、とにかく一人一人を拾っていきな

がら、輪が広がらないかなというふうに考えていますね。 

 

会長  あとは地域資源があって、そこにこぼれてしまう人のセーフ

ティネット的に、こぼれちゃっている人を拾い上げているとい

うイメージのほうが近いのかもしれませんね。 

 

たかまつ包括  そうですね、そういった感じですね。 

 

会長  なるほど。 

 どうぞ。 

 

わかば包括 

 

 

 すみません。わかば包括でもこのにんじんクラブの話を聞い

たときに、すごいねという話が出て、ミーティングでも話した

んですけれども、わかば包括はクラブ発足まではいっていない

んですけれども、やはり支援ではなくなった方々とかもいて、

ただ、やっぱり保険のために介護申請してという方もたくさん

いて、その人たちで、確認とかしたりする人はするんですけれ
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ども、やっぱり心配な人っているんですね。ちょっと放ってお

けないという人。そういう人たちには、わかば包括、毎月必ず

学習会開いているんですけれども、チラシを家に持っていくと

いうリストがあって、そのリストの中に入れましょうというふ

うなことはしていますね、方法としては。 

 そうすると、必ず自宅まで行ってのポストインなので、その

チラシがちゃんととれているかとかということも確認ができて

いますし、そこには包括の連絡先がありますので、何かあった

ら包括へということもちゃんと書いてありますので、そういう

薄いつながりは持っています。 

 

Ｄ委員  先ほど課長が言ったように、有効に使いたいと。要するに、

要介護度の高い人たちを重点的に、人もヘルパーも優先的にし

てあげたいと、僕もそれは大賛成なんですよ。だから、そうい

うにんじんクラブみたいな要支援の１とか２とか、介護でも１

とか、車椅子でもちょっと来れるなというぐらいの人が、そう

いうコミュニケーションの場所が絶対あれば、前向きな、趣味

が一緒に合ったら、じゃ今度将棋やるよとか、そういう発展し

ていくんですよね。そうすると、さっき言った孤独死みたいな

のがなくなってくるだろうし、共助じゃないですけれども、老

人会に頼まなくても、今度はそういうサークル、仲間で、また

同じ病気を持っていれば同じ悩みを話し合えるような場所が、

正直言って少ないんですよ、立川は。 

 あっても、そういう大きな催し、イベントみたいな形になっ

ちゃっているので、そういうの、場所が提供あれば、要支援の

１とか２の人を要介護のほうに落ちないために、そういうサー

クルじゃないですけれども、つくってもらうと、僕はすごくあ

りがたいなというのが１つですね。 

 そういうところに医師会の先生がちょこっと来てもらった

り、歯科医の先生が来てもらったり、違う専門職の人が、弁護

士さんが来てもらって、こういう悩みはこういうところに来る

んだよとか、ざっくばらんでいいんですよ。それで、自分はそ

ういうところに相談行こうとかになってくると、いろんな形の

問題が今度は包括センターさんの問題も、そこまで苦情が来な

いようになると思うんですよ。 
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 僕、きょうは言わないですけれども、苦情の件数がすごくふ

えているというのが、それで時間とられているという問題がい

っぱいあるので、そういうことをぜひつくってほしいなと僕は

思っているんですよね。 

 

会長  Ｄ委員のご意見としては、行き場所の話ですね。 

 

Ｄ委員  そうなんです。 

 

会長  ちょっとにんじんクラブの場合は行き場所の提供ということ

ではなくて、つながっている感をということですね。もし行き

場所の提供があるとしたら、介護予防教室とかのご案内を差し

上げるというサービスということですね。ちょっとそこが違う

かもしれませんけれども、その行き場所のことは、行き場所の

話になるとどうでしょうね、生活支援コーディネーターとかが

仕掛けているところにつなぐとかになるんですかね、地域包括

支援センターとしてはね。 

 

ふじみ包括  たちまちこみちをつくったので、そこに行き場所が書いてあ

るので、ご興味ある方は社協までどうぞ。 

 

会長  たちまちこみちという冊子が、ご存じですかね、あそこに載

っているようなところがもっともっとということですか。 

 

Ｄ委員  いや、あれは、だからそういう人たちが、興味ある人が来な

さいというパンフレットですよね。そうじゃなくて、要する

に、地域によって、たかまつさんみたいにやっているようなに

んじんクラブみたいな誰でも参加できるというのと、そうじゃ

なくて、介護を使って要支援の１と２の人たちが健康のところ

になかなか出向けないんですよ。立場が違うから。そのとき

に、そういう要支援１と２の人たちの、サークルじゃないです

けれども、そういう場所があれば、僕はすごく前向きにどんど

ん進む、100％みんなが参加するとは思わないですけれども、そ

ういうところに出向いていけば、いろんな、こういう介護の問

題は、こういうところはこういうところに連絡したほうがいい
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よとか、いろんな皆さんにお願いしなくても仲間同士でコミュ

ニケーションとって、前向きな人生を送っていけるのかなと僕

は思っているんです。それは常々思っているんですよ。 

 だから、健常者の人たちだけでなく、要支援の１と２の人た

ち、それから、最悪でも要介護の１の人ぐらいのレベルまで

は、そういうところに極力参加して、みんなでレクリエーショ

ンやろうとか、いろんなこと、話し合いしようとか、その中で

気が合った者同士で今度は個人個人のコミュニケーションとっ

ていけばいいわけであって、そうすると、じゃ旅行行こうかと

か、そのときにはどうしたらいいのかとか、そういうことも、

本当に人生を楽しく生きていくためには、一人じゃないんだと

いうことを、ぜひそういう場所をつくってほしいんですよ、各

センターのほうで。 

 

会長  センターのほうでつくってほしいという要望ですね。 

 

Ｄ委員  はい。 

 

会長  一つの方法として、一つの検討課題として、そうしたら、そ

ういう要望があったということですね。 

 

Ｄ委員  はい。 

 

会長  デイサービスは違うんですよね。 

 

Ｄ委員  デイサービスじゃないです。 

 

会長  じゃないんですね。 

 

Ｄ委員  はい。 

 

会長  わかりました。そういう要支援の人だけで集まって。 

 

Ｄ委員  そうです。 
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会長  イメージするのは、認知症カフェは認知症という一つのキー

ワードで、認知症の方だけではないんですけれども、そういう

一つの旗を立てて集まっているサークルみたいな、そんなこと

がいろいろな、ということですね。わかりました。そういう意

味にしていいんですよね、認知症カフェみたいなね。ありがと

うございます。 

 

Ｄ委員  でも、認知症でもほら、軽い人いるじゃないですか。要支援

１で来ている人も。会話すれば通じるわけですよ。 

 

会長  ありがとうございます。 

 機能別ということになるのかな。身体機能で要支援をとって

いる人だったら、身体機能の悩みを話し合えるようなサロンが

欲しい、こういうことですね 

 

Ｄ委員  そうそう。そういう前向きなね。そういう形。 

 

会長  今、事務局で急遽とってきてくれましたたちまちこみちとい

う生活支援コーディネーターがかかわっている行き場所の冊子

になりますけれども、これ見るだけでも、皆さん初めてごらん

になった方もいるかもしれませんけれども、物すごい数あるん

ですよね。これを、基本、市民の力で市民の自主サークル的に

やっていて、これを生活支援コーディネーターが支援している

という位置づけになっています。こういう縁側事業とあります

が 、 地 域 の 縁 側 事 業 を 市 と し て も 推 進 し て い る と い

う    。 

 この中に、ひょっとしたらＤ委員がイメージしているところ

があるかもしれないですね。こういう情報提供を地域包括支援

センターとしてはしていくという連携をしていただくというこ

とになります。ありがとうございます。 

 そのほか、何かございますか。 

 お願いします。 

 

Ｃ委員 

 

 33ページの②の、多分これデイサービスの運転手さんの問題

ですけれども、家の中に入って、火の始末までもチェックされ
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 ていると思うんですけれども、確かに部屋の中に入られるのっ

て嫌な人もかなりいると思うんですけれども、運転手さんには

運転手さんのマニュアルみたいなのって何かあるものなんです

か。 

 

ふじみ包括  あるところもあると思います。これはうちの例ではないので

あれなんですけれども、社協の例じゃないんですけれども、た

だ、介護保険の中で通所サービスでベッドからお連れするとい

うふうにやりなさいというか、やってもいいよというか、そこ

まで範囲ですよというのがこの前、２年ぐらい前かな、法律が

変わってそうなってしまって、本当は家の中を整えるのは大体

ヘルパーさんを別口でお願いして、デイサービスの人に送迎で

お願いするというふうなサービスをしていたんですけれども、

そこはちょっとデイのほうでやっていいんじゃないかみたいな

話があって、制度的には問題は余りないんですけれども、た

だ、いつもはいなかった娘さんがやっぱりいらっしゃったとき

に、突然入ってこられたというのはすごく不快だったと思うの

で、そこら辺のところは、いつもこういうふうに、逆を言えば

火の始末、戸締まりをちゃんと出かけるときに一緒にやってい

るんですよというのがちょっとこう、合議できていれば、打ち

合わせができていれば、親切なんですけれども、娘さんは知ら

ないところでお母さんと一緒にはい行きましょうねとやっちゃ

ったので、クレームになったのかなと。逆の見方をすれば。 

 

Ｃ委員  これ別に、迎えに行ったときに、ご家族なりヘルパーさんが

必ず、誰かほかにいなきゃいけないとかいうのはないんです

か。 

 

ふじみ包括  本来そうなんですけれども、やっぱり点数というか、介護が

オーバーしちゃう人とかは、そこのところでやむを得ず通所の

人にお願いする場合もあるんです。通所の人の送迎が、ここま

でやると車で待たせているから、そこに１人ヘルパー職をつけ

なきゃいけないとか、２人で送迎に行かなきゃいけないとか、

送迎のデイサービスとしては余りやりたくないサービスなんだ

けれども、多分この方はいつも一人だから、しようがないから
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一緒に戸締まり、火の元を調べて、鍵を一緒に閉めるというこ

とをやっていらっしゃったのかな。たまたま在所と言っていた

ので。ということだと思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。 

 よろしければ、一旦次へ進んで、もし時間があるようでした

ら、またここへ戻ってきたいと思いますので、一旦次に進ませ

ていただきたいと思います。 

 次第の３の②、看取り支援事業についてでございます。 

 事務局からご説明ございますか。 

 

事務局  それでは、資料の４をご用意ください。 

 平成31年度看取り支援事業ということで、平成30年度に行わ

れました在宅医療・介護連携推進協議会の中で市民の皆様に向

けて、またケアマネジャー等専門職に向けた看取り支援に関す

る講演会や研修会の開催が決まりましたので、今年度１年間取

り組んでおります。まだ３カ所終わっていないところがありま

すが、市民向けの講演会については全て終わっております。 

 資料を２ページですが、平成31年度看取り支援事業市民向け

講演会ということで、取りまとめをしております。 

 当初は、６生活圏域ごとに２回の開催ということで取り組み

始めましたけれども、終わってみれば、大変市民の方々にも好

評で、17回の開催となりました。動員数は、関係者含めてです

けれども、1,470名ということで、とても多くの方にいらっしゃ

っていただき、アンケート結果においてもおおむね好評でし

た。足を運んでいただいた運営協議会の委員の皆様、ご協力あ

りがとうございました。 

 来年度は、オール立川で１回、看取り支援フォーラムを基幹

型地域包括支援センターと在宅支援係が中心となり開催しま

す。また、各地域包括支援センター、日常生活圏域の中では１

回の開催で今予算要求をしております。 

 

会長  ありがとうございます。 

 皆さん、いかがでしょうか。 
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 どうぞ。 

 

Ｄ委員  これ、すごく参考になったんですけれども、告知で、知らな

い人結構いたんですよ。その告知の仕方をもうちょっと一工

夫、要するに、各事業所のほうに配布してもらうとか、それか

ら、そういう病院のほうに告知してもらうとか、何かいろんな

こういう参加してもらうことを考えたほうが、もっともっとい

ろんな意見が出てくるのかなと思って、告知の仕方もちょっと

工夫したほうがいいのかなと。もうミッカンのところにもポス

ターを張らせてもらうとか、極端に言えば。そうやっていろん

な一般の人も来てもらえるようにしたほうがいいのかなと僕は

思いましたけれども。 

 

会長  それは、事前にＤ委員が声をかけてくださった方が、知らな

かったとおっしゃったんですね。 

 

Ｄ委員  そうです。 

 

会長  ということは、Ｄ委員に宣伝をお願いしますというふうに地

域包括支援センターが頼んで、それでつながっているんです

ね、その方とね。そういうことですね。 

 

Ｄ委員  まあそうです。そういうことです。 

 

会長  私が動かなくてもつながるといいなということを思っていら

っしゃるんでしょうけれども。 

 

Ｄ委員  そうです。 

 

会長  実は、Ｄ委員が声を個別にかけてくださったから、その方は

興味を持ったということもあるんですよ。 

 

Ｄ委員  そうなんですよ。 

 

会長  それ実は重要だったんですよ。今回のこの一件だけはそれか
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もしれないんですけれども、そういうつながりがあると、今後

も、じゃちょっと三松さん、すごくこういうことに詳しいから

相談してみようみたいな、次につながるルートなんだと、そう

いう三松さんみたいな協力してくださる市民をたくさん持つと

いうのも大事かもしれませんね。 

 

Ｄ委員  そうすると、さっき言ったドアでもうシャッターを閉めちゃ

う人間が、本当は友達がいるんだと、その友達から、まあそん

なこと言わないで、ちゃんと聞いてあげろよという窓口があれ

ば、ひきこもりみたいなのがなくなってくるんじゃないかとい

う、そういう連携が出てくるんじゃないかなと思ってね。 

 だから、もうちょっといろんな告知の仕方でこういう、たと

え１人でもいいですから、引っ張ってくるとかね。何かそうい

うのが大事ではないかなと思います。 

 

会長  告知に関してなんですけれども、どうですか、これ。ちょっ

と私、なるほど、そういうこともあるかと、Ｄ委員がやってく

ださったことが一番大事なんですけれども、結果だけ見ます

と、1,470人ってすごいなと。定員を超えているような状況なの

で、告知、ある程度は成功しているんだと。 

 

Ｄ委員  会長、同じ人が何回も来ています。 

 

会長  そういうことですか。 

 

Ｄ委員  全員が一人一人じゃないんです。 

 

会長  Ｄ委員みたいな方が結構、顔見知りができちゃった。 

 

Ｄ委員  大体参加者が決まっているから、さっき言ったように、スタ

ンプラリーじゃないけれども、全部回ったよという人もいるで

しょうし。それもカウントに入っちゃっているので。 

 

会長  なるほど。 
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Ｄ委員  ええ。だから、そういう細かい集計はちょっと僕はわからな

いですけれども。 

 

会長  なるほど。それが、じゃまだ知られていなかったから、集ま

らない…… 

 

Ｄ委員  だから、知っている人は、スタンプラリーじゃないけれど

も、全部回るんですよ。知らない人は全然、興味があっても。 

 

会長  テーマがそれぞれ違うのでね、そういうふうに参加してくれ

ることも大変重要ではあるんですけれどもね。わかりました。

そんなようなことになりますけれども。 

 逆に、そういう声かけとか、うまくいったという話がもしあ

れば。告知とか。今、Ｄ委員からご指摘があったように、ちょ

っと偏っていたな、もっとできたはずなのにという印象ですか

ね。 

 

ふじみ包括  市報には載せてもらっていて、全戸配布の市報、立川市報に

は全部載っていて、あとまだ、社協から出すまちねっとという

各個別の生活圏域ごとのにも、その生活圏域の看取り支援事業

のことは載っているんです。Ｄ委員がほかのエリアのも知りた

いとおっしゃってくれたので、そのことは、在宅支援係、取り

まとめのところが一覧表を２回、３回、わかっている分つくっ

て、それも配布はしているんですけれども、なかなか届く人に

は届く、届かない人には届かない。医師会とかにもお持ちした

りとか、歯科医師会にもお願いしたりとか、先生によってはそ

ういうふうにやらせてもらっていたりするんだけれども。あと

どういう方法がありますかね。 

 

高齢福祉課長  あとは自治会連合会の方にお願いをしまして、自治会の掲示

板に張ってもらったというのは、どのくらい効果があったかわ

かりませんけれども、そういうこともやってはみたんですけれ

ども。やっぱり一人一人の何か声をかけていただくのが一番強

いのかなという感じもしました。 
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会長  そういうのを見ても入ってこないというパターンが多いんで

すよね。 

 

Ｄ委員  取っかかりがないんですよね。取っかかりがあると、あいつ

も行くんだ、じゃ一緒に行くかとかなるんでしょうけれども。 

 

事務局 ある地域包括支援センターでは、小学校の体育館を借りるこ

とができたので、学校の児童さんに配布しました。お陰様でい

らっしゃっている方の年齢層も少し若い方とか、お子さん連れ

の方とかいらっしゃっいました。 

 

会長  そうなんですか。 

 

事務局  立川駅から離れた地域での開催でしたが、190名の集客があり

ました。周知もかなり頑張って、チラシを地域で全戸配布しま

した。 

ふじみ包括  いつも集まらないエリアで、苦労している。 

 

会長  という、そういううれしい反省を今後も展開していくために

は、どうしたらいいかという話をすると、つまり、小学校の体

育館が借りられるか、小学校の協力が得られるか。こういう教

訓ですかね。非常にそれは今までつながらなかった人につなが

る重要な手法かもしれませんね。こういう趣旨であれば、学校

がもしいろんな行事との都合がつけば、体育館を貸してくれる

可能性、十分ありますよね。 

 どうぞ。 

 

Ｄ委員  自分の息子にちょっと言ったんですよ。来ないかと言った

ら、何で日曜日やってくれないんだと。会社休んでまではちょ

っと行けないよと。だから、平日のを見ると、やっぱり年配の

人だとか専業主婦の方だとかしか来れないので、ちょっと本当

にこの市民向け懇談会と書いてある以上は、一般の人の看取り

を、50、80の問題じゃないですけれども、その50代の人たちも

これに参加してもらえるような、ましてあるじの男の人が参画

できるような、そういう時間とか日にちをもうちょっと考えて
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いただければ、もっともっといろんな意見、またいろんなこと

もできるのかなと僕は思ったのでね、息子に言ったら、行けな

いよ、日曜日しか休みないんだからなんて言われちゃって。そ

うかと、じゃ今度あったらちょっと行ってみようなんて言って

いたんですけれどもね、ええ。興味はあるみたいですよ、やっ

ぱり。自分の親が今後どうなるかということがね。 

 

会長  ありがとうございます。 

 確かに土曜日開催のところは、やっぱり多いですね、参加

者。そういうことですね。ありがとうございます。 

 そうした、よかった反省もよくしていただいて、また次につ

なげていただきたいなと思います。ありがとうございます。 

 そのほか、何かご意見ですとか質問ありますでしょうか。 

 では、よろしければ次に進みたいと思います。 

 報告事項の３つ目、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について、事務局からご説明お願いしま

す。 

 

事務局  経過報告をしておりました「自立支援・介護予防に向けた地

域ケア会議体制整備支援モデル事業」が終わりましたので、ご

報告いたします。 

 （以下、パワーポイント資料を使って説明） 

 

会長  ありがとうございました。 

 ということで、ご報告がございました。 

 それでは、４番の協議事項がまだ残っておりますので、そち

らのほうに移ってまいりたいと思います。 

 令和２年度の事業実施方針の案についてでございます。 

 事務局からご説明お願いいたします。 

 

事務局  本日、机上配布しました資料６の差替え：地域包括支援セン

ター事業実施方針（案）をご用意ください。 

 変更箇所は表面の４番の介護予防に係るケアマネジメントの

ところの①番のところを、①番、②番という形で分けておりま

す。それから、③番の「総合事業Ｃ型サービス利用の推進」を



43 

 

「フレイル予防に関する取組、周知、啓発」に変更していま

す。それから、その下の５番のところの④番、「自立支援・介

護予防の視点のデザイン」になっておりますが、誤りで「自立

支援・重度化防止に向けた地域ケア個別会議の視点のデザイ

ン」に変更しています。 

 この実施方針（案）は、前回の運営協議会で地域包括支援セ

ンターから、平成31年度事業の振り返りシートの提出がありま

したので、そのことを踏まえつつ、私どものほうで、令和２年

度に向けて地域包括支援センターが活動していってほしいとい

うことで取りまとめたものでございます。 

 先に配付しました資料に、レーダーチャートがありますが、

そちらの説明をいたします。まずＡ４判のものですが、平成30

年度から国が始めた評価項目を見える化したものです。組織運

営体制等から７項目について全国統一の調査項目がありまし

て、それに回答する形で、全国平均と立川市の状況がどうかと

いうものの見比べのものになっております。 

 実線が全国の市町村の平均点で、点線が立川市の状況です。 

 Ａ３判の資料ですが、前ページの立川市の形が点線になって

いて、実線は各地域包括支援センターが自己評価したもので

す。立川市の点線の形はどこの地域包括支援センターも同じ形

になっていて、前ページの形と同じもです。 

 調査項目がリンクしていまして、立川市への調査項目に関し

ては、例えば、「居宅介護支援事業所の主任ケアマネジャーさ

んの人数を地域包括支援センターに紙またはデータで提示して

いますか」という質問に対して、地域包括支援センターは「そ

ういったデータを市町村から提示されていますか」などおおむ

ねリンクされているような項目になっております。 

会長  ありがとうございます。 

 ということで、事前にお配りしている資料でございますの

で、きょう、若干の修正がございましたけれども、皆さんお考

え、お読みいただいてきたかと思います。ちょっとお一人お一

人に委員の皆さんから、この視点が足らないんじゃないのと、

こういうことも来年度やってほしいんだけれどもというような

あれば、ここに書いてあること以外のところを中心に、もし思

いがあればご提案をいただきたいと思います。 
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 これが実施方針の中に必ずしも反映されるかどうかというこ

とがもちろんあるんですけれども、ご提案があれば。なけれ

ば、大体これでいいと思うということで、パスしていただけれ

ばいいと思うんですけれども。 

 じゃ、Ｇ委員、何かございましたですかね。 

 

Ｇ委員  大丈夫です。 

 

会長  大丈夫ですか。 

 

副会長  はい。 

 

会長  ありがとうございます。 

 じゃ、Ｆ委員、何かありますか。 

 

Ｆ委員  私も大丈夫です。 

 

会長  大丈夫ですか。ありがとうございます。 

 Ｂ委員、何かありますか。 

 

Ｂ委員  大丈夫です。 

 

会長  大丈夫ですか。 

 Ｃ委員、何か、いかがでしょうか。 

 

Ｃ委員  いや、大丈夫です。 

 

会長  大丈夫ですか。 

 

Ｃ委員  はい。 

 

会長  Ｅ委員、何かございますか。 

 

Ｅ委員  これとは関係ないことですが、先ほどの事業報告のところに

もあったんですけれども、窓口で特に土曜日だと書いてあった
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んですけれども、個人、一人になったときにクレームが入っ

て、戸を閉められた、危ないという話があったかと思うんです

けれども、それは４番の総合窓口機能というところにあるのか

もしれませんけれども、この辺、何か事件が起きては遅いの

で、早急にでも対応していかなきゃいけないことではないかな

と思います。その前の段階で、警察とのつながりがちょっと強

くなっているのかなとも見受けられているので、その辺のとこ

ろも考えていったらいいのかなと思います。 

 

会長  ありがとうございます。 

 Ｄ委員、何かございますか。 

 

Ｄ委員  今のところ取りあえずは。 

 

会長  よろしいですか。 

 

Ｄ委員  はい。 

 

会長  Ａ委員、いかがでしょう。 

 

Ａ委員  いいです。 

 

会長  いいですか。 

 きょう、前半のところで、個別のことをヒントに大分ここは

重要だからこうあるべきではないだろうかというようなご提言

を委員の皆さんから活発にいただいておりますので、その辺な

んかも来年度事業に反映できるところがあれば、取り入れてい

っていただきたいと思いますし、また、この実施方針を踏まえ

た形で各地域包括支援センターは実施計画を策定なされるわけ

でありまして、この計画の中にも取り込める意見がございまし

たら積極的に取り込んでいただきたいなというお願いをしたい

と思います。ありがとうございます。 

 この資料６に関して、ご質問等がもしあれば、お受けしたい

と思いますが、何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。 

 どうぞ。 

 

事務局  令和2年度の実施方針（案）については、本日の協議をもって

地域包括支援センター運営協議会に承認されたということにさ

せていただきます。次回の３月23日の平成31年度最終の運営協

議会では、地域包括支援センターが令和２年度の計画を立てて

まいりますので、また皆様に事前に資料は送らせていただきま

すから、見ていただいて、当日ご意見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。 

 

会長  ありがとうございます。 

 非常に細かいことですが、一応、事前に配られている資料６

の２枚目の相談センターの実施方針のところ、その後（案９と

あるんですが、これは括弧閉じですね。９を削除で括弧閉じを

挿入という形で。 

 ということで、実施方針は皆さんのご承認をいただいたとい

うことですね。再確認ですが、そういうことでございます。あ

りがとうございました。 

 では、議事の次へ移りまして、５番のその他のところ、何か

ございますでしょうか。全体を通してでもいいです。ちょっと

言いそびれたということが。 

 Ｇ委員、どうぞ。 

 

Ｇ委員 

 

 

 すみません、資料３の17ページなんですけれども、真ん中ら

辺に、高齢者の方から携帯のいろんなプランを付けられてしま

うというようなのを読んだんですけれども、これ、立川市のほ

うで何か携帯会社に注意喚起ぐらいすることってできますか。 

 私も、自分のにも何かいろんなものをつけられそうになるこ

とが全然あるので、絶対何か、私、高齢者になったら判断つか

ないだろうなと思っていたところだったので、何か立川市が目

を光らせているよみたいなことを携帯会社の人が思ってくれる

だけでも、ちょっと違うかなと思って。そんなことはできない

のでしょうか。 
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会長  ありがとうございます。 

 今までそれに類似した取り組みとかなされたことはあります

か。また、やろうという検討が今あったりしますか。特に今ま

では考えていなかったですか。 

 じゃ、もしそういうことができるか、できないか、またご検

討いただいて。ちょうど何日か前でしたかね、ドコモさんが内

部のメモをお客さんに渡してしまって、そこにとんでもない文

言が書いてあってという、まさにそういうことをやっているん

だという証拠をみずから墓穴掘ったというのがありますけれど

もね。そういうことは本当に重要なことですので、もし可能で

あれば取り組んでいただきたいと思います。ありがとうござい

ます。 

 そのほか、皆さんございますか。よろしゅうございますか。 

 では、次第の６番、次回日程に移ってまいります。 

 次回は、第６回は令和２年３月23日月曜日、午後２時から、

市役所210会議室、ここですね、で行うということになります。 

 そのほか何か事務局からございますか。 

 

事務局  大丈夫です。 

 

副会長  それでは、平成31年度第５回の運営協議会を終わります。 

 どうもお疲れさまでした。 

 

 


