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２０１４年度 第６回町田市高齢社会総合計画審議会 議事録 

 

〔日 時〕２０１５年１月２９日（木）１６：００～１８：００ 

〔場 所〕町田市庁舎２階 ２－２会議室 

〔出席者〕※敬称略 

委 員：本間、是枝、西口、川村、小島、岩本、江川、杉本、齋藤（秀）、山本、新沼、佐々木、 

伊藤、向井、湯川、横山、齋藤（節）、竹内 － １８名 

〔会議の公開・非公開の別〕公開 

〔傍聴者〕４人 

 

〔次 第〕 

１ 開会 

 

２ 報告 

（１） パブリックコメント実施結果について 

 

３ 議題 

（１） 第６期町田市介護保険事業計画答申について 

 

４ 事務局より 

 

 ５ 閉会   
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〔内 容〕 

 

１ 開会 

課長：ただ今から 2014年度第６回町田市高齢社会総合計画審議会を開会いたします。私は、

いきいき健康部高齢者福祉課長の水嶋と申します。しばらくの間進行を務めさせてい

ただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日は、交通の事情により、本間会長の到着が遅れるとの連絡をいただいて

おります。到着までの間、是枝委員に職務代理として会を進行していただきます。資

料は、事前に送付させていただいたものに加え、本日配布の資料１点として「今後の

スケジュール」があります。なお、本会議は委員の過半数が出席しており、会議は成

立しております。大滝委員、宮本委員はご欠席です。また、本日の傍聴者は４名です。 

それでは、是枝職務代理、進行をお願いします。 

 

２ 報告 

是枝代理：それでは、議事に移ります。まずは、報告事項の１点目、パブリックコメント実施結

果について事務局より報告をお願いします。 

     

※事務局より「パブリックコメント実施結果」について説明があった。 

 

是枝代理：質問や確認事項がありましたら、ご意見をお願いします。よろしいですか。 

では次に、議題１、第６期町田市介護保険事業計画答申について、事務局より説明

をお願いします。 

 

※事務局より「第６期町田市介護保険事業計画（案）」について説明があった。 

 

是枝代理：ここで、本間会長が到着されましたので、進行を交代いたします。 

本間会長：それでは、ただいま説明がありました、第６期町田市介護保険事業計画案について、

質問や確認したいことなど、ご意見をお願いします。 

湯川委員：今回の内容は、前回までに比べて一層充実し、よい案になったのではないかと思いま

す。一つ質問がありますが、将来人口の数字について、これは、いろいろな計画の根

拠となるもので、重要な数値だと思いますが、前回 12 月の推計の数値とまったく違

っています。特に、2010 年は確定値だと思いますが、ここも違っているのはなぜか、

説明をお願いします。 

事務局：前回の資料で、町田市人口の推移は、推計値になっておりまして、2010年の数値とし

ては、国立社会保障人口問題研究所の推計値をお示しました。今回は、実績値を使用

しています。 

湯川委員：続いてですが、推計の総人口値については、2025年の総人口の推計は一桁まであげて

いるが、10年後の推計人口を一桁の単位まで出すというのは妥当なのでしょうか。 

事務局：推計については、係数をかけて算出しておりますので、端数の表示も必要になります。

あくまでも、参考値としてみていただければと思います。 
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本間会長：よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。 

向井委員：感想になりますが、2025年の数値をみると、この３年間よりもその先が大変になるな

という感じがします。ぜひ、第６期の計画を実現し、2025年にむけて着実に進めてい

ただきたいと思います。また、少し先の 2025年にむけた希望となるような取組みを、

第６期でやっていただければありがたいです。 

本間会長：ありがとうございます。ほかにご意見はありますか。 

斉藤委員：計画書案の 25ページの記載で、介護予防機能強化については拡充となっています。 

（秀）   資源を活用した介護予防事業を企画する担当員を配置する、とありますが、担当員の

配置とは、具体的に何を行うのでしょうか。国も、元気な高齢者に活躍してもらう仕

組みに力を入れるといっていますが、この担当員が何をするのか具体的にわからない

と、わたしたちも関係者にうまく説明できませんので、具体的に言えるものはあるの

でしょうか。 

事務局：介護予防機能の強化は、あえて高齢者支援センターの強化の中に入れています。現在

の高齢者支援センターについては、本来の高齢者支援センターとしての業務に追加し

て、介護予防の事業をやっていただいています。この、高齢者支援センター12箇所そ

れぞれの地域で今後も地域と連携し、地域にねざした介護予防教室を行い、自主グル

ープ育成等を推進していただく企画を想定しています。 

本間会長：よろしいですか。ほかにご意見はありますか。 

横山委員：報告事項に戻りますが、パブリックコメント実施結果を見ました。これら意見へのフ

ィードバックはどのように行われますか。また、意見をみると、これまでも繰り返し

出された意見もあるように見えるのですが、どうでしょうか。さらに、地域連携のた

めに、自助、共助、公助が必要とありますが、具体的には、そのことを誰がどのよう

にして地域社会に説明し、伝えていくのでしょうか。どういう施策が提供されるのか、

住民説明という言葉が適切かわかりませんが、行政はどのように進めていくのでしょ

うか。地域性もいろいろと違うと思いますが、その点はどのように計画されているの

でしょうか。 

本間会長：事務局からよろしいですか。どういう風に地域に伝えていくのか、ということだと思

います。 

事務局：まず、パブリックコメントのフィードバックについてですが、パブリックコメント実

施結果の報告資料自体は、高齢者支援センターや市民センター等でお手に取っていた

だけます。内容について、市の考え方として回答した部分は、第６期計画に盛り込ま

れているとご理解いただければと思います。 

事務局：計画書案の 50 ページの図を見ていただきたいと思います。地域連携というと非常に

範囲が広いのですが、こちらが町田市版地域包括ケアシステムとして、様々な媒体が

連携をしている様子の図になっています。第６期計画については、年度明けより地域

の市民の方や関係団体に対し、説明会等で周知をしていく予定です。連携の具体化に

ついては、特に、医療や介護、住まい、自治会、民生委員、ケアマネジャー等が重要

になると考えています。地域の多様な方々がすでに活動しているので、第６期の重点

課題として、そうした活動を活性化していくことが重要であり、そのような活動を広

めていきたいと考えています。 
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本間会長：よろしいでしょうか。ほかにご意見はありますか。 

竹内委員：まさに、50ページの図についての質問ですが、ここには町田市版地域包括ケアシステ

ムの姿ということで、図の中心に高齢者支援センターと入っています。それは町田市

独自の呼称ということですが、町田市独自のということであれば、地域包括ケアシス

テムという呼称自体も独自のものを考えてはどうでしょうか。高齢者支援ケアシステ

ムなど、もっとわかりやすく地域包括ケアシステムを説明する図、あるいは呼称に変

えてもいいのではないかと思いますがいかがでしょうか。 

本間会長：地域包括ケアセンターと高齢者支援センターが対であるように、地域包括ケアシステ

ムと対になった、独自の名称ということですね。 

竹内委員：地域包括ケアシステムという言葉は、一般の人にはわかりにくいと思います。町田市

が地域包括センターを高齢者支援センターに置き換えたのであれば、地域包括ケアシ

ステムも可能だと思います。 

本間会長：例えば、町田市高齢者支援システム、などですね。 

事務局：おっしゃるとおり、地域包括ケアシステムというのは、何を意味するのかわかりにく

いといわれています。町田市では、地域包括支援センターができた際にも、何をする

ものなのか分かりやすくするために、高齢者支援センターという表現にしました。市

民意識調査の中でも、高齢者支援センターについては、６割を越えた認知が確認され

ています。地域包括ケアシステムについて、今から名称を考えるのはここでは難しい

ですが、町田市の愛称となるようなものを考えてもよいのかなと思います。 

本間会長：ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。 

斉藤委員：以前の審議会で、仮称の認知症カフェについて話題が出ていましたが、あまり具体化 

（秀）   されていないと思います。認知症カフェのイメージはどうなのか、認知症支援に力を

入れるのであれば、認知症カフェの設置、というだけでは弱いですし、もう少し具体

的な姿の記述があってもよいのではないでしょうか。また、あんしん相談室について

は、誰もが相談できるというイメージなのかもしれませんが、市民から見て、あんし

ん相談室とは何かをわかっている人は少ないのではないでしょうか。特に、高齢者支

援センターとの違いが何かは、なかなかわからないのではないかと思います。そこを

市民にわかりやすく、計画に記載しないと伝わらないのではないでしょうか。 

本間会長：高齢者支援センター分室というようなことでしょうか。そういう名前の方がまだわか

るのかもしれません。 

斉藤委員：あんしん相談室については、今回新たに設置されたところが奥まったところにあり、 

（秀）   非常にわかりにくいという声を聞きます。設置条件も再検討が必要なのではないかと 

思われます。 

本間会長：車でないと行けないということでしょうか。住宅地よりも、駅前の便利な場所にあっ

た方がいいということかもしれません。 

事務局：仮称の認知症カフェの設置については、現在、市民や関係者をまきこんで、ワークシ

ョップを開催しています。認知症カフェそのものをどのように設置していくのか、ど

のような形態で行っていくのか、予算の上限もありますので、現在活動をしている人

に集まっていただき、町田市としての活動を検討していただく予定になっています。

そのようなことで、具体的な中身について計画書への記載は控えました。また、あん
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しん相談室については、場所がわかりにくいというご意見をいただいております。こ

れまでのあんしん相談室の設置にあたっては、法人でもいろいろと場所に工夫配慮を

し、設置をしてきた経緯もあるところです。高齢者支援センターとの違いについては、

広報等で十分に周知を図っていきたいと考えています。今後の新たな設置については

場所等の設置条件についてもできる限り、法人とよく話し合いをし、わかりやすい場

所への設置について検討していきたいと思います。 

本間会長：よろしいでしょうか。奥まった場所にあるとわかりにくいということは、ある意味で

相談者のプライバシーが守られやすいという利点もあるのかもしれません。ほかにい

かがでしょうか。 

西口委員：現場では、介護人材不足が深刻です。昨今の新聞報道でも、国の推計でも、30万人の

介護人材が不足するといわれています。その背景に、介護業界から人材が逃げてしま

うということと、今後人口減少社会になり労働人口自体が減るというダブルパンチで

す。計画案には、20ページに第５期計画の評価で、介護人材の育成・確保の取り組み

について、介護人材開発センターへの参加事業者の割合が、目標に達しなかったとい

う記載がありますが、これについてはどのように考えていますか。 

事務局：介護人材については、これまでも介護人材開発センターへの補助という形で支援を行

ってきました。ここにきて、介護人材開発センターが発足して３年が経ちます。現在、

行っている事業の PR に力を入れたり、また、事業の見直しを行ったりしているとこ

ろです。より一層、介護人材の確保と定着について、市としても関り、指導をしてい

きたいと考えております。 

事務局：今話があったように、人材を定着させることが重要です。よく顧客満足や職員満足と

いいますが、特に職員満足をあげることが重要になると認識しています。一部の企業

では労働条件が改善し、職員が辞めにくくなっているところもでてきています。介護

保険としては、質の確保という意味を強化していく必要があると考えています。人員

確保については一市町村だけでの対応が難しい面もありますが、質の確保は行政とし

て十分にやっていけると考えています。 

西口委員：ぜひお願いしたいと思います。介護人材の離職については、労働条件の部分で定着し

ていない面もありますが、一方で、施設の風土や文化、人間関係も離職率に影響を与

えていることがわかっています。そこをどう手当てしていくかも大きな課題です。  

本間会長：町田市にある介護保険事業所で、離職率のばらつきは大きいですか。それとも一定し

ていますか。 

事務局：正確な数字はとれておりませんが、介護保険の業務を通じて、デイサービスについて

は離職が早いということを感覚としてつかんでいます。特別養護老人ホームや社会福

祉法人は離職率が低いという感触をもっています。 

本間会長：機会があれば、事業所の離職率一覧などデータとしてあるといいですね。時給の単価

も必要になってくるかもしれませんが。ほかにいかがでしょうか。 

新沼委員：74ページの保険料について、第５期は財政安定化基金の活用等によって、月額がこう

なったが、第６期についてはそれがなく、暫定で 5,500円となっています。最終的に

はそれよりも下がるということでしょうか。 

事務局：お見込みの通りです。基金を活用することによって、ここから金額が下がるというこ
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とになります。 

新沼委員：6,200 円と試算されたところから、どのようにして 5,500 円まで下がったのか説明を

してください。 

事務局：6,200円から下がった理由についてですが、6,200円を示したときは、法改正等の影響

は考慮せず、現状の条件のままで試算しました。その後に、介護報酬が下がりました。

介護報酬が下がることは、介護保険課では想定していませんでした。また、介護報酬

等の低下により保険料が単純に下がるだけではなく、近隣自治体の状況も勘案して決

めていることによります。 

本間会長：ほかにいかがでしょうか。 

伊藤委員：自治会と高齢者支援センターとは親しくさせていただいており、いろんな教室なども

やっています。高齢者支援センターの職員がよくやってくれていますが、職員の異動

が定期的にあるため不便なこともいろいろあります。恒常的にお付き合いができるよ

うなシステムにできないでしょうか。高齢者支援センターは、地理的な条件でなく、

金銭的な条件で決まっているとも聞きました。地域では、なぜあのような不便なとこ

ろにセンターを配置したのかと苦情も聞いています。高齢者支援センターは今後の地

域の高齢者のセンターになるので、大変重要な問題です。 

事務局：今年度、公募型プロポーザルで、来年度以降５年間の契約をする高齢者支援センター

の業者選定を全 12箇所行いました。結果としては、法人が１箇所かわりますが、場所

はかわりません。市民の皆様に、ご不便はおかけしないで済むかと思います。ただ、

高齢者支援センターの場所については、受託者が場所を探し、法人が設置する契約に

なっています。そういった中で、わかりにくさも出ているのかと思います。そういっ

たことについては、今後高齢者支援センターの評価の中で考えていきたいと思います。 

本間会長：よろしいでしょうか。 

伊藤委員：地域の基本的なセンターになるので、そのような設置の方法でよいのか考えてほしい

と思います。職員が非常に不安定な印象をうけました。その他、この計画については、

基本的な部分がかけている印象があります。地域の実態、自治会や老人クラブなどの

加入等の実態をきっちりと押さえた対応が必要です。もう少し踏み込んでいただきた

いと思います。システムは立派にあるが、それを構成する人の部分、自治会と老人ク

ラブについて、てこ入れしないと、加入率が 50％をきっている状態では、うまく機能

するのか心配です。 

本間会長：ありがとうございました。今後、第７期計画を考えるための委員会ができると思いま

すが、その時にぜひ今のようなご意見をいただき、そこをどうすれば解決できるのか

考えることも、本審議会の役割の一つになっていくだろうと思います。ぜひ、また積

極的な発言をお願いしたいと思います。高齢者支援センターも、固定的である良さも

あると思いますが、別の地区では、あの担当には早くかわってほしいという声も聞く

ことがありますので、そのあたりの兼ねあいは難しいところもあります。他にいかが

でしょうか。 

本間会長：計画書 32 ページ基本施策３の現状と課題のところで、医療従事者と介護事業者の連

携が不十分なことが多く、と書いてあるが、実態は把握できていない状況がうかがわ

れます。33ページには、医療従事者と介護事業者の連携強化と取組みが書いてありま
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すが、連携を強化するために具体的に何をするのかが書いてありません。難しいとは

思いますが、どういう状態からどういう状態になると、連携が強化されたという判断

ができるのだとお考えでしょうか。 

事務局：連携が強化されるとは、例えば、ご自宅で介護を受けている高齢者の方が、医療的な

支援が必要となった場合に、ご自宅で生活していくためにどのようなサポートができ

るのかについて、高齢者向けのサービスを提供している医療事業者、介護事業者、地

域の方々等が、その人がよりよく生活できる方向に、効率よく導ける環境を構築して

いくこと、だと考えております。 

本間会長：市が、ですか。それとも地域が、でしょうか。旗をふるのは誰でもいいが、それを地

域でやってほしいということでしょうか。 

事務局：医療分野と介護分野が連携するために、市が中心となりながら市民の方に提案したり、

また、皆様からのご提案を地域に知らせたりしていくことも、市がやることだと考え

ています。 

本間会長：今のことと関連しますが、認知症施策の部分に、軽度認知症の支援強化という取組み

があります。軽度認知症の場合は、アルツハイマー病などであれば、最初、IADLとい

われる手段的日常生活動作部分の日常生活動作に障害が起こってきます。IADL とは、

日常生活動作よりももう少し複雑な、日常生活を遂行するための能力、例えば、電話

をかける、銀行に行く、服薬をする、食事をする、などです。認知症については、IADL

の部分から障害がおこってくるわけですけれども、IADLをサポートするサービスとい

うのは、今の介護保険にはほぼないのです。ですから、非常に軽度の認知症の場合に

は、彼らの生活をサポートするための、いわゆる IADL のサポートとして生活支援が

必要ということになるのですが、生活支援まで介護保険でまかなうことになると、保

険制度がもたないからできない、という議論は介護保険のできた 2000 年当時から続

いています。しかし、軽度認知症の支援強化をうたおうとすると、どうしても、その

点に触れざるを得ないわけです。そこを、具体的にどうしていくかは、まだこの計画

には書き込まれていません。たとえば、近くの認知症サポーターの方に、ひとり暮ら

しで薬を飲みたがらない認知症の高齢者の服薬管理をお願いすることはできません。

高齢者の方ご本人がいやがったときに、どこまで説得すればよいかということになり

ますから、そういうことは地域住民にはとてもできません。他にも、糖尿病の方でお

やつを欲しがる方におやつをあげていいのかどうか、という問題もあります。ですか

ら、どういう役割を地域の人は担うことができるのか、もう少し書き込まれていると

わかりやすいです。そうすれば、さすが町田市、となるのではないでしょうか。ただ

し、一番基本的な問題のところまでさかのぼりますが、生活支援は認知症をサポート

することですから、果たしてそこを介護保険でまかなうべきなのか、という問題にな

ります。計画は、そういった視点ではあまり考えられていないようです。何かご発言

はありますか。    

事務局：今お話いただいたように、計画書に詳細を載せないのかどうかというご意見はあると

思います。以前の審議会でも、例えばケアマネタイム等をやっていきたいということ

で、ご審議いただいたことがあります。このような詳細な部分について、計画書にあ

まり細かく書いてしまうとページ数も膨大になるため、あえて割愛させていただいお
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ります。本間会長にお話いただいた部分は、町田・安心して暮らせるまちづくりプロ

ジェクト等で、実際に話をしているところです。地区の医師会の方にもご協力いただ

いており、ケアマネジャーと連携している医師の方もいらっしゃいます。これらを市

内全体に広めていくことが行政の役割だと思っています。皆様なかなかお忙しいとこ

ろがありますが、連携をとってやっていきたいと考えています。 

本間会長：様々な職種が関らなければならないのですが、どの職種だけが特別に忙しいというこ

とはないと思うので、特定の職種への配慮はなくてもよろしいのではないかと思いま

す。ほかにいかがでしょうか。 

竹内委員：37ページの認知症初期集中支援チーム事業ですが、これは新規にこの計画に盛り込ま

れています。第５期の計画実績が 39件で、それが 2015年度には 144件となっていま

すが、こんなに伸びるのでしょうか。また、2015 年度から 2017 年度は伸びが想定さ

れていません。どのような考え方か説明をお願いします。 

事務局：認知症初期集中支援チームですが、市内４圏域のうち、2014年度は鶴川圏域から訪問

を開始、11月には町田圏域も対象に訪問しています。2015年度からは、市内全ての圏

域で訪問活動を開始します。全圏域での訪問件数目標が 144件で、それを継続してい

くという考え方です。 

竹内委員：2015 年度から 2016 年度は、訪問件数は継続分だけで、伸びは想定されていないとい

うことでしょうか。 

事務局：こちらは、国が 2018年度までに全区市町村に設置をする目標をたてている事業です。

医療、介護の専門職で構成されたチームが、自宅を訪問するという仕組みです。チー

ムで自宅に訪問するため、時間や人数など様々な制約があり、１チームが訪問できる

回数が限られてきます。そこで、最大このぐらいの見込みになると考えています。 

竹内委員：140件の訪問が最大ということですね。 

本間会長：訪問するチームが増えれば、目標値は増やせることになります。そこにも人材が影響

してくるということですね。また、爆発的に認知症の方が増加するとなれば、140 件

でも不足する状況が出てくるかもしれません。いずれまた、次の事業を考えるときに

は、具体的な実績があげられてくるのではないかと思います。他にいかがでしょうか。 

新沼委員：77ページの介護保険料のつかいみちについてです。第１期からずっと、施設サービス

費と居宅サービス費の割合について注目してきましたが、施設サービスに入る方は、

100%使わなくて済んでも、100%の料金が必ず介護保険料に計上されます。居宅サービ

スの方は、使える分の５、６割ほどしか使っていないという、つり合いがとれていな

い状態が続いていると思います。今後第７期のときには、施設サービスの費用に、人

数と費用の両方を明記していただきたいです。施設をつくれば介護保険料は上がりま

す。居宅の人は、少ない費用で自分達も家族も一生懸命頑張っていて、つり合いが取

れていません。そちらについて啓発してほしいと思います。 

本間会長：この中にはそのような表現は不適切かもしれませんが、特別養護老人ホームのベッド

を一つつくれば介護保険料がどのくらいあがるか、ということが書かれるとよろしい

でしょうか。さて、そろそろ予定の時間がせまってきました。なお最後に、図表です

が、全て色の濃淡で違いを表現しています。カラー冊子のときには濃淡での表現でよ

いでしょうが、白黒冊子であれば、模様で違いを表現する方が、見る方にとってわか
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りやすいと思います。円グラフも色の濃淡では見づらいので、見やすく作成してくだ

さい。では、いろいろなご意見をありがとうございました。最後に事務局からお願い

します。 

 

４ 事務局より 

事務局：長時間ご審議いただきありがとうございました。事務局から、今後のスケジュールに

ついてご案内します。本日お配りした資料をご覧ください。本計画につきましては、

2014 年度全６回をみなさまにご審議いただきました。その結果をふまえて２月 13 日

に市長への答申、４月１日から計画が施行となります。計画書をもとに、第５期にも

概要版を作成いたしましたが、第６期でも概要版が完成しましたら、皆様に送らせて

いただきます。2014年度の審議会は本日最終回となります。 

次に、2015年度については、計画の進捗確認のため、年１回の開催を予定しておりま

す。詳しい日程については、開催前に改めてご連絡させていただきますので、ご出席

お願いいたします。最後に、いきいき健康部長の北澤よりご挨拶申し上げます。 

部長：４月に第１回目の審議会を開催してから、これまで全６回の審議会へのご出席ありが

とうございました。介護保険料については、もう少し早くお示しできればよかったの

ですが、報酬改定でゆれておりまして、今回でのご説明となりました。今回が最後の

審議会ですが、計画書について、読んでわかりづらいなど市民の方の目線でお気づき

になったところがありましたら、事務局にご意見をいただければと思います。2015年

度以降の進捗については、また皆様にご確認いただき、第７期計画に活かしていきた

いと考えております。ありがとうございました。 

 

５ 閉会 

 


