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第２回高齢社会総合計画審議会 

 

〔日 時〕平成２３年８月５日（金）１８：３０～２０：３０ 

〔場 所〕健康福祉会館２階 健康教育室 

〔出席者〕※敬称略 

委 員：本間昭、是枝祥子、西口守、大滝正行、長野麻知子、小林利紀子、二宮学、齋藤秀和、山本

ミドリ、田野倉進、佐々木のり、村田昭夫、徳田勝彦、湯川優、吉川昭男、永島正雄、沼田

裕樹 

 事務局：堀場高齢者福祉課長、西原高齢者福祉課地域支援担当課長、持田介護保険課長、北澤課長補

佐、関事業推進係長、尾留川介護予防係長、大澤高齢者支援係長、保険料係長、江藤給付係

長、高齢者福祉課（岡本、吉光、宮越）、介護保険課（佐藤、伊藤、松永、藤川） 

〔欠席者〕（委員）今井達郎、宮本聖士 

〔傍聴者〕５人 

〔次 第〕 

１．開会 

・委員の変更について 

２．報告 

①部会等の審議状況の報告        … (資料１)、（別紙１・２・３） 

・介護保険事業計画検討部会 

・高齢者福祉計画検討部会 

・地域包括支援センター運営協議会 

・地域密着型サービス運営委員会 

②市民ニーズ調査の分析結果について   …（資料２） 

③介護保険法改正の動き         …（資料３） 

３．議題 

・課題と方向性について         …（資料４） 

４．事務局より 

５．閉会 

 

〔内 容〕 

１．開会 

 

事務局：定刻となりましたので、第２回高齢社会総合計画審議会を始めさせていただきたいと思います。

始まる前に、町田テレビでの町田市の審議会の計画づくりの様子を取材したいということで、

本日、市の広報課の職員が様子を撮影させていただくということになっています。予め、ご了

承ください。よろしくお願いいたします。それでは審議会を進めさせていただきます。 

始まる前に、委員の変更がございましたので、ご紹介させていただきます。ヘルパー協議会の

代表として浅井委員に最初委嘱させていただきましたが、都合上どうしても継続できないとい

うことで、ヘルパー協議会の会長の山本委員さんを委嘱させていただいています。一回目の介
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護保険部会よりご参加いただいていますが、審議会では初めてとなりますので、ご紹介をさせ

ていただきます。 

委 員：よろしくお願いいたします。 

事務局：よろしくお願いいたします。それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。 

（資料の確認） 

 

２．報告 

①部会等の審議状況の報告 

 

委員長：最初に、お手元の次第に従って進めていきます。始めに、報告事項になります。最初に、介護

保険事業計画検討部会からの報告をお願いします。 

事務局：事務局説明 

委員長：ありがとうございました。それでは、次に、高齢者福祉計画検討部会、お願いします。 

事務局：事務局説明 

委員長：ありがとうございます。では３番目に、地域包括支援センター運営協議会、お願いします。 

事務局：事務局説明 

委員長：ありがとうございました。では４番目に、地域密着型サービス運営委員会、お願いします。 

事務局：事務局説明 

委員長：ありがとうございました。４項目、ご報告をいただきましたけれども、ご質問ありましたら、

お願いします。 

介護保険事業計画検討部会で触れられていたことのひとつの重点事業です。介護給付費等適正

化事業の中で、いろいろな事業所がどういうサービスを行っているかがわかるのです。それを

応用すれば、地域包括支援センターで行っている事業に関しても、従来のような手間をかけな

くても、どのくらい行われる、どうこうというデータもやれるということなのですか。 

事務局：今言われたように、地域包括支援センターの要支援１・２を対象にしているサービスが、どれ

だけそれぞれの事業所で使われているかというのはわかります。あと、地域包括支援センター

で書かれている、計画をつくっている数などもデータからも引っ張り出すことはできます。 

委員長：それでは、それぞれの地域包括支援センターの手間も少し楽になるということになるのでしょ

うか。今までは手書きでやっていたと思います。 

事務局：予防給付は件数だけになってしまいます。そのため、状況などは分かりません。 

委 員：介護保険事業計画検討部会のところで、重点事項で施設整備事業・介護保険施設の整備という

ところですが、施設整備について特養の整備、現在も６７６床の増という形で展開されていて、

本当に待機の方、本当にお困りの方にはかなり効果があるというか、よかったというところは

実際感じています。この間の説明の中で、既存特養の増改築等も重点事項、支援していくとい

うことが記載されているが、築２０年経っているところが５施設で、３０年経っている施設が

３施設というような状況で、１４のうちの８施設が、もう２０～３０年経過しており、かなり

古い状態です。生活環境の改善というところの視点でいくと、本当に古いなというのが率直な

ところです。新しい特養を建てて、本当にお困りの方、今までの待機者も多少は減りましたし、

かなりニーズのある方にお声をかけることは叶ったところもあると思いますが、やはり、今入

所されている方の環境についてもご検討いただけないかと思います。 
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事務局：今いただいたご意見については、当然、今まで第４期計画で、新たに事業者を募集してという

ことで、日本全国から事業者を募集しながら、新型特養、ユニットの特養などを、選定をして

整備を行ってきたというところです。今策定中の第５期については、その辺の評価検証をしな

がら、今言われたような市内で行っている事業者の方々への調査も行い、その辺の要望につい

ても受け止めていますので、十分検討しながら進めていきたいと思っています。 

委員長：耐震基準というのは、耐震性能はチェックされているのですか。 

事務局：耐震の調査については行っています。 

委員長：全部クリアしているのですか。 

事務局：市の方に上がってきているデータは、正式なものはないです。耐震データとしては、市の方に

は、特に報告として上がってきていないです。当然、高齢者、特に大人数の方の宿泊をされて

いる所ですので、それぞれ耐震ではあると思いますが、その辺の基準については、最低限のと

ころはクリアしているものだと考えています。 

委員長：市は介護保険の保険者であり、市は把握しておかなくていいのですか。あるいは、そこを利用

しているのは、全員町田市民ではないとしても、大部分はそうでしょう。町田市民の人たちの

安全については責任があるのでは、市は。そういう意味では、やはり把握しておく必要はある

のではないでしょうか。 

事務局：早急に全部、施設の把握をしたいと思います。 

委 員：地域密着型サービス運営委員会の報告というところで、施設整備の状況からみえる課題という

ところで、今後、地域包括ケアというところでは大切な部分だと思います。その中で、夜間対

応型訪問介護がうまく行かなかったというところと、小規模多機能型サービスが２５名定員な

のに７名ぐらい足りないということは、委員として適当に必要として、市民の人たちは思って

いないということなのかなということか。ケアマネの方で話はしたのですが、サービスに制限

があって思うように使えない現状が実際あります。施設の方が回数を制限して、理想的な２４

時間対応しますよ、という言い方をしている割には、実際は思ったようにサービスされていな

い現状があるようです。具体的に言いますと、小規模多機能の方ではヘルパーを１日１回しか

利用させないというところであったり、デイの時間は週３回しか利用させないというところで

あったりというところで、初めから制限されているので、介護保険給付の中で、丸めだからと

いうことで回数制限をされているということで、介護保険の普通のサービスを使った方がサー

ビスの利用が幅広く使えるという答えがあったものですから、実際、理想とするような小規模

多機能型サービスが、現実的に人気がないというのが、各事業所の方の制限があることによっ

て起きているという報告が、うちらのケアマネの方であったものですから、そこを改善しない

と、この定員１８名の確保がというところが永遠に改善しないのかなというように思いました。

そういう指導というのは、地域密着型に関しては、市が管理、保険者が管理というところなの

で、そういうところもよく見ていかなければいけないのかなと思います。 

委員長：これについて、例えば、いろいろな介護保険のサービスで、認知症が高度障害であるために利

用を断ったという割合は、例えば１８％、例えば一番高いところで老健は７８％が断ったこと

があるとか、ショートステイは２１％が断ったことがあるとか、というようなデータがある自

治体もあるのですけれども、例えばこういう高度障害があるからうちではダメですよと言われ

た例というのはあるのですか。 

委 員：仕事をして家族を介護している人たちが帰ってくる時間というのが、実際、８時とか７時くら
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いに出勤して帰ってくるのが８時９時と、その時間帯をみてほしいというけれど実際みてもら

えてないというところで、その部分の補う部分はヘルパーで補うということになると、今の介

護保険給付の中では対応し切れないので、自費でやっているという現実があるということです。

断りはしないけど、実際は他の工夫で何とか今対応している現実があるということだと思いま

す。断るというのは、けっこうショートで断られる率というのが確かに多いのかなというのは

あります。 

委員長：普通の事業所でも、デイとかショートでも、とてもこの人はうちではみられませんよと言われ

たことはあるでしょう、高度障害があるため。 

委 員：高度障害のために、一応は暴力行為とかと言っても、町田のある施設ではみえるような、頑張

ってマンツーマン方式でやっているようなところも実際あります。 

委員長：そうじゃないところもあるでしょう。 

委 員：そういうところもあります。そういう差は実際あるので、ケアマネがどこを選ぶかというとこ

ろは、正直あると思います。現実そういうところで、実際今後、地域包括ケアというところで

は、そういうところを補わないとなかなかできないのかなというように個人的には考えたもの

で、やはり、ある程度の指導をもって利用者さんのニーズに沿ったサービスというのは実現で

きないのかなというように思います。 

委員長：一番ネックの「丸め」の部分をどうにかしようという。 

委 員：どうにかしようというわけには行かないですが、なんらかの施策で、サービス制限というもの

を各事業所が決めるというのはどうなのかと思います。サービス事業者さんが決めるというの

はどうか、というのが、正直個人的には思います。包括的、丸めから、自由に使う選択でいい

といううたい文句が、そうじゃないという現実があるということに関しては、市が指導する部

分でもあるのではないかというように、私、個人的には思います。 

委員長：ということは、この運営委員会で論議されるべき、大きなポイントとなるでしょう。 

委 員：地域密着型サービス運営委員会のところ、最初に聞きたいところなのですが、今後の同行や課

題の１番、事業所調査から出る課題というところ、もうちょっとどんな課題が見えたかお話を

聞きたいと思います。 

事務局：はい。代表的な指導としては、運営する上で、基準そのものをあまりご理解されていない管理

者をはじめ従業員などが、そこが、やはり一番大きな問題と捉えています。指定を受けている

以上、利用者の方に上質なサービスを提供するものがなければいけないと思っていますので、

それを含めて、基準から適正に指導していくというのが課題として挙がっています。 

指導的には、今、データをまとめてお伝えしたのですけれども、細かい部分では、いろいろ施

設的な整備が仕分けができていないとか、そういう施設的な面もあります。 

あとは、一番ポイントとなります、介護保険で一番大切な計画プランの作成が、これも大変多

いところですが、やはり、目標とかその辺が適正に立てられてなく、利用者の方の同意等も得

ていないケースなどもよく見受けられました。その辺はやはり、利用者の同意を得て適正なプ

ランを立てて、はじめて運営というものが成り立ちますので、その辺も大きなところのひとつ

となります。 

委員長：そのプランが適正であるかないかというのは、誰がどうやって判断するのですか。 

事務局：これは、やはり我々職員では、なかなか判断が難しいところがあるので、昨年から東京都の財

団で専門職のケアマネの資格を持っている方を同行していただいて、専門的な見地から見てい
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ただきまして、その辺は指導をさせていただいています。 

委員長：「適正である・ない」を判断するのに、１件あたりどのくらいの時間をかけるのですか。 

事務局：その方の利用期間に応じて違うのですけれども、指導の時に、大体２０分前後は時間をいただ

いて、じっくりみていただいています。 

委員長：２０分で判断されるということは、結構、安易なのでしょうか。 

委 員：余りにもずさんな対応というものが、結構あったのですか。 

事務局：もともとこの指導というのは、指導者の育成を目的にしたものです。 

委 員：今後、よりここは力を入れてというような結びでしょうか。やはり、法令順守をもっとという

ことでしょうか。 

事務局：そうです。初めにお伝えしたのですけども、本当に基準そのものがあまりご理解されていない

事業所が多いので、まずそこからということで、１０年以上、介護保険が始まって経っている

のですけども、やはりそこは適正のこの指導というのは継続的にやっていく、重点な事業だと

いうことで、我々も感じています。 

委員長：よろしいですか。他にはいかがでしょう。（質問なし）よろしいでしょうか。それでは進めま

しょうか。ありがとうございました。 

では、２番目の報告事項で、市民ニーズ調査の分析結果について、お願いします。 

 

②市民ニーズ調査の分析結果について 

 

委員長：ありがとうございました。ご質問ありましたら、どうぞ。 

委 員：資料２の１ページの回収状況・配布、それと、追加資料２の配布の数と回収の数、それが違う

のはどういうわけか。そうすると、ｎの値が、全体が２，０３４というのはわかるのですが、

資料２に基づきますとその他の、配布を受けている人の数については、ｎの数字が変わってく

る可能性が出てくるのではないでしょうか。 

事務局：追加資料の２の方で挙げさせていただいている部分で、回答状況というところで、あくまで、

認定を受けていない方というのは、アンケートの結果では１，３１３人という様な形になって

いますが、それが、要支援１・２更には要介護１～５、現実としては、要介護２以下の方でア

ンケート調査をしたのですけども、その時点で、要介護３・４・５になられた方もいますし、

更には今回その部分で無回答の方もいます。基本的には、この１，３１３人から、無回答まで

の１２７人というところを足しますと、基本的には２，０３４人というような形で一致します。 

委 員：追加資料２で、４７２というのは、要支援から要介護までの回答ですか。 

事務局：最初に送った時には、要介護２までの人を対象に送ったのですけれども、その人たちが回答し

た人の中には、要介護３以上の人も入っていたというようになります。 

委 員：それを併せて４７２ということですか。 

事務局：違います。それを併せて２，０３４です。最初に想定をして、要介護２までの人に送ったので

すが、要介護度が変更したりした人があって、その人たちが中に入ったということです。 

委 員：わかりました。発送数は３，０００でいいのです。 

事務局：そうです、はい。 

委 員：資料の５１ページの一番上の問１８で、通院している方が８１．２%と非常に多いのですけれ

ども、この通院しているのは、例えば、月１回とか２～３か月に１回とか、病院に行っている
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ような人もすべて含んでいるのでしょうか。 

事務局：その部分につきましては、その下の問の１８の１というようなところで、通院している頻度と

いうところにあります。基本的に、２ヶ月に１回程度ないしは３ヶ月に１回程度と答えた方に

つきましても含まれています。ほとんどの方が、月に１回程度というところで４６．７%、半

数近くの方は月１回程度と答えた方が含まれているようなところになっています。 

委 員：８ページの所得の項目ですが、５万未満、それから５万以上１０万円未満、１０万円以上１５

万円未満、これ全部足すと３７．５%あります。３７．５%というのは非常に多いです。一方、

いわゆる、高額所得と言われているような人たちは少ないということは、３７．５％の人たち

と保険料負担との相関というか、クロスされているのでしょうか。 

事務局：今現在、資料としてはないのですが、また、ご提示をさせていただきます。 

委 員：多分、これから保険料をどう設定していくのかということ、それから段階区分の第１段階・第

２段階、区分を変更するのかどうするのかの問題、こうやって丁寧にみておかなければいけな

い部分だと思うので、精査していただいているかと思います。 

委員長：他によろしいでしょうか。特に、６０ページ以降になるかと思うのですけれども、かなり項目

によっては、ｎのところが１桁と非常に少なくなります。ですから、それで例えば２人しかい

ないとか３人しかいないとか、そういう部分がありますから、そこでパーセントだけ出すと非

常にこれはもうミスリードの元になります。ですから、それはどこかでまとめて、そういうパ

ーセントを読む時の注意というのはしっかり書いておいていただいた方がいいのではないか

と思います。むしろ、ｎの数が１桁のところは、パーセントを載せないくらいの方がいいので

はないかと思います。この辺の考え方はいかがでしょうか。 

事務局：基本的に、クロス集計という形で、結果は載せさせていただいてはいるのですけども、１桁の

部分は、要介護２以下というようなところになりますが、その部分については、要介護３以上

の調査のため、あえてコメント等も差し控えというような形では考えています。 

委員長：図にも載せなくてよいのではないか。 

事務局：図には、参考程度に載せることもあります。 

委員長：心配しているのは、よくこういう形で出ると、これは一般の人たちの目に触れます。ですから、

パーセントのところだけ見ると、ミスリードしてしまう。そのため、このことに対する注意は、

配慮しなくていいのですかという意味です。 

事務局：件数が少ないものにつきましては、図にも掲載しないようにしていきます。 

委 員：６６ページの問２のところですけども、今後どのような生活をしたいと思いますかというとこ

ろで、その他というのがすごく多い。全体として１０．４％、特に要介護５になると１５％ぐ

らいあるのですけども、これは、どう解釈すればいいですか。 

事務局：追加資料の６ページの方をご覧ください。実際、その他の部分で出されている部分について、

施設だとか老人ホーム、そう言った部分もありますし、本当にその他と書いてあるだけで特に

回答がない方も、実際には多かった結果ではありますが、実際には、施設・老人ホームがほと

んどの部分の状態になっています。 

委 員：いや、それというのは、在宅ではなくて、老人ホームという項目もあるし、有料老人ホームの

項目もあるし、グループホームもある。そういうのは全部羅列してあるわけですね、それ以外

のことが、その他だと思う。 

事務局：基本的には、その他の部分のところにつきましては、アンケートで答えていただいている部分
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になっており、実際には、特養だとか老人ホーム、グループホームにつきましても、選択肢と

してはあるのですが、それには○を打たずにその他で○を打って書かれたという方が多くなっ

ています。ただ実際、その他は４９件と、特に要介護５の部分で見ますと、１０．４％という

のは４９件というような形になるのですけども、そのうちの３０件の方は無回答の状態で、そ

の他ということでは○は書いていますが、具体的には特に何も書かれなかったということ状態

です。 

委員長：ただ、含まれていない選択肢で、医療機関というのは含まれていないです。実際、患者さんで

病院に住み続けるという人がいる。病院、例えば、あなたは死ぬまで病院にいたいという人が

います、患者さんでも。ただ、４０何人いるかどうかというのはわかりませんけれども、ただ、

そういう選択肢もあり得るかも知れないです。 

委 員：４７ページで歯科検診をしていない人が５０％いる。これについての、市としての今後の方針

というのを聞かせていただきたい。これは、個人の対応か、自由に任せるのですか。 

事務局：歯科の関係ですと、健康課の範疇になるのですが、具体的には、検診を受けていない方がたく

さんいるということは、健康課の方で認識しています。歯科医師会の方でも、いろいろな機関

を使って周知はしていただいていますが、なかなか健診を受けていただく方が増えていないと

いう現状があります。 

委員長：恐らく、健診という制度を知っていて受診していない人と、知らなくて受診いない人では違う

はずです。知っていて受診していない人は、それは自己責任です。知らなくてという場合、そ

れはどれくらいいうかは、ちょっとわからないです。 

委員：あとは、それに関してですが、年齢制限がありますね、町田市の場合は。それについての考え方

をお聞かせ願いたいのですが。今年、７０歳以下ですよね、健診の案内が。補助が付いて。 

事務局：現在、町田市においては、こちら高齢社会総合計画と同時並行で、町田市の保健医療計画とい

うものの改定作業を進めています。こういう健康づくりの部分については、そちらの保健医療

計画の中で進めていきたいというように考えています。それから、歯科健診のことについてご

質問がありました。確かに、町田市においては、まだ受診率が高くないというような状況も見

受けられます。先ほどの回答にもありましたように、これから歯科の健診でどのようにあげて

いくかというのを考えていきたいと思います。それから年齢の話ですが、現在７０歳までを歯

科検診の対象にしています。ただ現在のところは、国の指針に基づいた年齢制限をしているの

ですが、年齢の下の段階、若い世代については、もっと年齢を下げたところからの健診を受け

ていくようには設定はしています。 

委 員：でも、ここは高齢者について審議している場所ですから、高齢者のことを考えてほしいわけで

す。 

事務局：本日、こちらでの議論がどのように進んでいるかというのも、保健医療計画の改定チームにも、

とても大切なことだと思っています。これについては、保健医療計画の改定に持ち帰って、こ

れに関することに伝えたいと思います。 

委 員：５ページのところです。健康な人で、１７．８％の人が何らかの介護を受けているという、人

がいるわけです。で、パーセントとしては、かなり多いのではないかと思います。 

事務局：６５歳以上の認定者の割合は、１５％程度です。ただ、こちらでは、今のアンケートについて

は、一般高齢者として抽出していますので、介護は使っていないだろうというところでアンケ

ートをしています。その中でも、認定は受けていないけれども、家族介護で対応している方が
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何％か、というように考えるべきかと思います。 

委員長：ただ、介護を受けている介護保険を使っていますだとか使っていませんとか、サブのクエッシ

ョンがないから、その辺りは何とも言えないという意味です。他にはよろしいでしょうか。 

委員：８０ページの件なのですが、徘徊する人は介護度いくつぐらいの人が多いとかというのは市で把

握しているのですか。 

事務局：把握はしておりません。 

 

③介護保険法改正の動き 

 

委員長：ありがとうございました。ご質問はございますか。 

委 員：１枚目の５番のところ、保険者による主体的な取組みの推進とか、１の④のところ、保険者の

判断による介護予防とあります。町田市独自にできるサービスと言いますか制度が、今度だい

ぶ拡大するような感じを受けているのですけども、それに関して、市としての考え方を教えて

いただきたい。 

事務局：独自のサービスができるというところですけれども、特に地域密着の部分では、独自の報酬を

ある程度の幅を持ってできるような形になるというのが実際の内容です。特に今のところ、地

域密着の中で、町田市だから報酬を変えなければいけないというようなところは見受けられな

い部分もございますので、新たな報酬を考えるという考えは今のところございません。多分言

われたのが、新しいサービスをつくれるのではないかとのイメージと思いますが、基本的に新

しいサービスというのは、特には、私どもが今までの改定の中で入れてないのではないかなと

思います。新しいサービスは、２４時間だとか複合型だとか、そういう形で構想が出たので、

これから細部が決められるというところと受け止めています。 

委員長：ありがとうございます。多分、今のことも、介護保険の部会で十分検討されるべきテーマのひ

とつだろうと思います。ちなみに、市民後見人を進めていると、さっき言われましたけれども、

何人くらい誕生しているのですか。 

事務局：実際に、市民後見人さんが、後見人協会の名簿が、５名がやっていると思います。 

委員長：一人何人くらいでしょうか。 

事務局：一人１名です。 

委員長：ありがとうございます。他にはいかがでしょう、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

以上が報告事項になります。次が、審議事項ということになるのでしょうか。課題と方向につ

いて、資料の４になります。説明をお願いします。 

 

３．課題と方向について 

 

委員長：ありがとうございます。何かご質問がありましたら、どうぞお願いします。 

副委員長：先ほど、介護人材の育成確保・４のところは、重点から外すというお話でしたが、ニーズ調

査からも、６９ページ、要介護４・５の方々を看る介護職員等の人材を育成し、介護サービ

スの質を高めることというのはあるわけですから、これも重点に入れておいた方がよいと思

いますけれど、いかがなものでしょうか。 

事務局：先ほど、少し説明をしたのですが、介護人材の育成確保については、確かに市民ニーズ調査か
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らも、そう言ったご意見が多く寄せられたところで認識はしています。ただ、他の重点事業と

比べると、人材の確保育成についての範疇というか守備範囲は、まず、職員の質の確保や研修

機会などは、事業者側の運営基準の中にあるというところ、それに対して、市がそう言った取

組みを支援するという形を今後もとって行きたいという考えもございまして、市が主体的に人

材の確保あるいは育成というところに、主体的に取り組むというよりも、事業者と一体となっ

て側面から支援をするという考えで事業を展開してございますので、他の重点事業は市が重点

的に行う方向というところと少し異なるというところで外したという経緯がございます。 

委員長：今まで県が、認知症の介護職員対象にしてやっている実践者研修とかリーダー研修は県がやっ

ていましたが、今後、市町村ができるようになったのですが、そういうのは、そこの人材開発

センターでやるということになるのですか。 

事務局：そうです。研修自体も広域型になります。 

委員長：市の予算でやるのか。 

事務局：市が補助をして行います。 

委員長：補助をして、補助をすると言っても予算を使うのでしょう。 

事務局：そうです。人材開発センターの方の事業として、広域的なものを、市町村の地域でできる研修

メニューとして導入しています。 

委員長：他にはいかがでしょうか。 

委 員：基本的には人材確保については対応してほしいと。それではどうしようもないような状況が今

起きている、特に東京ですよね、起きているから今混乱しているのではないかと、僕は思いま

すが、その辺はいかが認識していますでしょうか。 

事務局：人材開発センターは、正にその通りでございまして、介護の人材不足、ただこれも法人だけの

施設側だけの努力では当然解決できない、社会情勢含めてそう言ったものと、町田市が積極的

に進めている特別養護老人ホーム等地域密着型サービス等の施設の建設によるさらなる人材

の確保の必要性、そう言ったものをマッチした形で、今回人材開発センターというものをつく

りながら、新しい人材の就労の支援含めて、今働いている職員の質の向上も踏まえた形で設立

した経緯がございます。正に、法人だけの努力では人材の確保・育成が難しいという状況の中

で、市がその取組を継続的に支援するという立場で現在進めていますので、事業計画の中での

重点というところとは別の観点から、市の重点施策としては、当然補助についての支援という

のは継続的して行っていくつもりです。 

他の重点は、自ら行うべき主体的に、当然市が主体的となっているべきお話との差から、重点

としていないというところです。 

委 員：重点項目に対して三つ要望があるのですけど、一つは、今おっしゃった人材育成に対して。介

護施設の整備とそこで働く人材は、車の両輪ですから両方がうまく噛みあわないと、実際の制

度は混乱してしまうわけです。介護施設の整備を重点項目に入れるのだったら、当然介護人材

の育成・確保、確保までできるかどうかわかりませんけど育成です。それをひょうひょうとし

てそれをやるという姿勢を市として示す必要があると思います。そういう姿勢があるのとない

のとでは、結果では随分違いますから。そこから車の両輪がうまく回転してもらいたいと思い

ます、それがひとつ。それから二つ目は、介護施設の整備が重点項目に入っていますけれども、

先ほどニーズ調査にもありましたけれども、在宅介護を希望している人が半分いるわけです。

そういう人たちがどういうように困っているかというと、緊急時に避難できるような施設です。
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何時どういうことが起こるかわかりませんけれども、安心のひとつとして、緊急時に利用でき

るような介護施設を重点的に、介護施設の中でもそういう施設を重点的に整備していただきた

いというのが二点目。それから三点目は、ニーズ調査にもありましたように、家族介護の負担

を軽減するというところです。これもイメージとしてなかなか沸きにくいところなのですけれ

ども、実際の現場というか、介護していらっしゃる方はとっても困っていらっしゃるのではな

いかと思うのです。ですから、そういうところを積極的に支援していくのだという姿勢を見せ

ていただきたい。介護人材と家族支援、家族介護者の支援、これを重点項目に入れていただき

たいと思います。 

委員長：おそらくその検討の前に、実際には７つを重点とした根拠の説明はあまりなかったです。何故

この７つが重点で、それ以外が重点でないのか。介護人材の育成に関してはわかりましたけれ

ども、それ以外、重点の基準の説明が抜けていたと思います。それを言っていただくと、今の

委員の質問の答えの一部にもなるかも知れないです。 

事務局：１０年計画をつくる中で、いろいろ高齢者の人口動態等含めて、今後４人に一人、あるいは７

５歳以上の高齢者数が増えるという想定の中で、そう言った高齢者の数が増えるということ自

体が特に問題としているわけではなくて、例えば、そのうちの８５％が元気高齢者として捉え

ていますので、その方たちが地域で集える、あるいは生きがいを持って暮らしていけるような

場所づくりというところで、まず一点の重点を置きました。その他、だんだん介護が必要にな

ってくるにつれて、地域社会で暮らしていく中では、地域力をつけるための地域の見守り支援

ネットワーク、あるいは当然増加が予測される認知症高齢者の対策、それと介護予防含めて、

地域力をつけるための高齢者支援センター機能の充実というところもを含めて、重点としたの

が１番目と２番目の基本目標の中の重点をピックアップしたところです。あとは、積極的に今

も進めている介護施設の整備と介護保険の給付の抑制、抑制というか介護保険の適正な運営と

いうところでの適正化というところを重点にしたのが３番と４番になります。以上です。 

介護人材育成・確保については、先ほどから説明が、納得いただけるかはどうかは別なのです

が、ひとつには事業者としての役割というところも残しながら、町田市として、その取組を支

援するという姿勢について、何度かご説明をさしあげました。緊急避難的な介護施設の整備と

いうところについては、当然そう言った要望が数を含めてあることは認識しています。それに

ついては、自分に合った施設の住まいの選択という中で、施設の整備が重点になっていますが、

これは特養に限らず他の地域密着、あるいは新しい住まいの選択肢の拡大というところも含め

た中で検討していきたいと思っています。 

家族介護者の支援については、地域包括支援センターの機能充実のところで一緒に考えていて、

それを重点にしたという経過があります。それで、その中でさらに検討していきたいと考えて

います。 

委 員：それで解決できるでしょうか。私は、介護をやったことがないので、そういうイメージが湧か

ないです。 

事務局：今、いろいろご意見がありましたので、さらに部会で、それぞれまた検討していただければと

思います。 

委員長：ここで最終的に結論を出すよりも、いろいろなご意見をいただいておきたいということがあり

ます。あと、保健・福祉・医療との連携は、具体的に何を目指すのですか。これは何十年も前

から、多分私が生まれる前から言われていることでしょうし、まだ課題はそのまま大きく残っ
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ているわけです。いろいろな課題がありますけど、何を第一優先にして取り組んでいるのです

か。 

事務局：第一優先といえば、認知症の部分の連携だと思います。医療と福祉の連携で言えば、具体的に

は、かかりつけ医と、それから包括支援センター、それから事業者の連携というのか、まだま

だです。 

委員長：１０年後には、全部の例でサービス担当者会議を行われているとか、かかりつけ医を含めた、

そういう具体的な目標を立てた方がいいのではないでしょうか。 

事務局：目標については、少し細かく、それぞれで検討をして、提案をします。 

委員長：サービス担当者会議というのは、ぜひ入れてください。わかりやすい目標でしょう。それから、

この連携のところで、市民病院の役割に触れなくてよいのですか。認知症の人たちが地域で安

心して生活をしていく上では、市民の税金で運営されている病院でしょう。 

事務局：その辺のかかわりは、今日は課題ということでいただきまして、保健医療計画ともありますの

で、その辺はお答えしていきたいと思います。 

委員長：今までの、少なくとも、第１・２・３・４の事業計画の中では、あまり市民病院の役割という

のは触れられてないです。もう１０年経ったら触れてもいいでしょう。少なくとも触れない方

がいいという理由は、全然ないと思います。それからもうひとつ、本当は「保健・医療・福祉

計画」なのでしょう。何で別々になっているのか、よくわからないのですが。ここでは、保健・

医療・福祉の連携と出ているわけです。だけど、計画が別々になっているのです。不思議だと

はあまり認識していない。 

事務局：行政の守備範囲の壁というか、壁と言っていいかわからないのですが、専門的な計画として、

高齢者総合計画というところで捉えてきた経緯がございまして、当然、介護保険がはじまった

時に、介護保険の計画と合体してつくった経緯がありまして、そう言ったところで、守備範囲

の差というのでしょうか、あくまで対象を明確にした計画づくりを進めてきたというところで

わかれているということです。 

委員長：それは多分、行政側の理屈です。市民の側からは、その理屈は通らないと思います。いろいろ

なサービスを使う側からすると。 

事務局：もうひとつ、補足させていただきます。今回、保健医療計画を改定するにあたって、他市のあ

れも参考にすると調べてきました。一番近いところで八王子市、確かに保健と医療と福祉の部

分をみんな合わせた形の計画を持っています。ただ、計画の中身を見ますと、今のお話ありま

したけど、守備範囲が大きいということもありまして、実際の計画書というのは、方向性まで

しか述べられていない。具体的な実行計画とか、それから指標を立てるとか、そういうところ

までは、向こうの検討がどうあったかというのはあるのでしょうが、そこまでのものなのです。 

委員長：だからこそ、町田市の独自性を発揮できるのでは。他でやっていないからだと思う。 

事務局：現在、２０１１年度で両方が平行して進めているわけですから、ひとつの例として、介護予防

とか健康づくりを、言葉としても、削除という話もあったのですが、医療計画とも密接な関係

がありますので、逆に保健医療の方でも高齢者の表現、そこをどう記述していくかということ

と、あるいは重ねて両方に共通に謳っておくか、そういう関係もあろうかと思っています。 

委員長：少しずつ、せめて乗り入れができてくるといいです。 

事務局：その辺のところの最終的な表現は、計画書の作成の中で、重なるような密接な関係があるよう

なつくりにしていきたいと思います。 
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委員長：よろしくお願いします。大分、時間も押してしまいましたけれども、全体を通して、ご意見・

ご指摘・ご質問等、どうぞ。 

委 員：かなり急激に施設整備をしている状況ですので、両輪というように考えると、介護人材の確保

は大事かなという部分と。一方で、職安系で、介護基礎研修という形で、介護者を育成されて

いると聞きます。それは、もしかするとバラツキがある人材だと思うので、そういう方々が町

田に向いてくれた時に、うまくその方たちを受け止めて確保をしていかないと、それでチャン

スをのがすと思うので、その部分では、介護人材開発センターがまた力というか役割があるの

かなというのが一点です。もうひとつは、４の重点項目で、介護給付の運営の適正化というこ

とで、左に戻ると、そのひとつが、今日の最初に井上委員から話があった時にダブルと思うの

ですけども、Ａ委員は運営事業者の代表ということで言いますと、事業者としては、申し訳な

い、ああいう不安を持つのかなと率直に受けました。町田の街自体が膨張している中で、指導

としては３，０００名くらいになっておられるかなと思いますが、先ほどお話がありましたけ

れども、まとめていらっしゃるということで、多分、共通的な傾向とか課題が出始めているの

ではないかなと思うのですけど。先ほどおっしゃっていました、いわゆる、監査でなく指導だ

と思いますので、事業者を育てようということですと、コミュニケーションだと思いますので、

そろそろその掴みかけている傾向とか課題を、ちょっとオープンにしてあげた方が、事業者も

安心して仕事ができるのかなと、そういう時期にきたのかなと思います。蛇足ながら、他の地

域では、指導の結果の傾向をホームページに載せているところもあるので、表現の仕方として

参考にできるかなと思います。 

委 員：介護人材開発センターを立ち上げていただいて、そこの部分で申し上げているところで、項目

が抜けているということですが、非常に短くしますと、研修計画みたいなものは、我々集まっ

て、自己検査があるので、より掘り下げたものはいろいろ企画があるのですけども、お恥ずか

しながら、人材確保においては、勿論開発センターとして託された以上は関わらなければいけ

ないことは当たり前ですが、ノウハウとかリクルートする方法は、まだ力不足のところもあり

まして。是非、重点じゃなくて支援で結構ですが、より一層の支援をいただきたいというとこ

ろです。 

事務局：人材開発センターをつくったところは正にそこで、研修だけやっていればいいという発想も一

部にはあったのですが、それだけではないよというところで、確保を含めた形で、皆さんの職

員の働く心のストレスの相談を含めて、その次の世代を含めて、今学校で勉強している方含め

て、自らサイトづくりという情報の発信も人材開発センターの中で取り組んでいますので、が

んばってやっている姿を支援していきたいと思います。 

委 員：よろしくお願いします。 

委員長：ありがとうございます。 

 

５．事務局から 

 

事務局：それでは、その他、今後の日程についてまとめさせていただきます。それぞれ、第２回の会議

になるのですけれども、高齢者部会の方については８月２９日・月曜日です、６時半から９時

半ということで、こちらの２階のこの会場になっています、よろしくお願いいたします。それ

から、介護保険部会の方ですが、９月１２日・月曜日、時間も同じく６時半から８時半という
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ことで、会場もこちらの方になっています、よろしくお願いいたします。この部会を終わった

あとに、三回目の審議会を予定させていただいています。日時は９月２９日・木曜日、時間は

同じく６時半から８時半で、会場の方は、今度は市役所本庁舎の地下１階、そこの大会議室の

方になりますので、お間違いのないようによろしくお願いしたいと思います。以上です。 

委員長：ありがとうございました。よろしいでしょうか。では、これで終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

（閉会）  


