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千代田区 高齢介護課 



 

   １ 

■開催日時 

令和２年７月３１日（金）１８：３０～ 

 

■場所 

千代田区役所 ４階 ４０１会議室 

 

■日程 

１ 開会 

２ 議事・報告事項 

   （１）第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の重点事項 

   （２）（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画 

   （３）（仮称）二番町特別養護老人ホームについて 

   （４）第７期介護保険事業計画「取組と目標」についての実施状況及び自己評価 

   （５）令和元年度介護保険の状況について 

   （６）その他 

 

■資料一覧 

・次第 

・座席表 

・第７期千代田区介護保険運営協議会委員名簿 

・令和２年度千代田区介護保険運営協議会 執行機関（事務局）名簿 

資料 １－① 第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画重点事項 

資料 １－② 第７期計画の評価と第８期計画の基本方針 

資料 １－③ 第８期計画・想定される取り組みの整理 

資料 ２ （仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画～障害者・高齢者施設の新たな

かたち～ 

資料 ３ （仮称）二番町特別養護老人ホームの開設について 

資料 ４ 第７期介護保険事業計画「取組と目標」に対する自己評価 

資料 ５ 千代田区の高齢者と介護保険 データ集 
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■議事録 

〈開会〉 

○土谷高齢介護課長 高齢介護課長の土谷と申します。定刻より少し前ですけれども、令

和２年度第２回千代田区介護保険運営協議会を開催させていただきます。 

        委員の皆様には、本当にこのような状況の中、お集まりいただきまして、

ありがとうございます。第１回のこの運営協議会は書面にて開催させてい

ただきましたので、いわゆる対面型の協議会は今日が初めてであります。

席の間にパーテーションを入れるなど、感染予防には配慮して運営を行っ

ていきますので、よろしくお願い申し上げます。 

        ドアにつきましては、換気のために開けたままでまいります。窓ガラス

については、いわゆる閉めた状態なのですが、下に換気窓がついています

ので、換気の窓については開けた状態で会議を進めます。 

        また、この協議会は公開で行いますので、議事録作成のために録音させ

ていただきます。ご了承をお願いいたします。委員の皆様には議事録原稿

を確認していただいてから区ホームページにアップいたします。 

        以上、事務的な面のご連絡を申し上げました。 

        飯島会長、お願いいたします。 

○飯島会長   改めまして、皆様、こんばんは。ただいま課長からお話がありましたよ

うに、大変困難な中、お集まりいただきまして本当にありがとうございま

す。梅雨だけは何とか日曜朝には明けそうだということで、梅雨の晴れな

い、コロナはますますひどくなるということで、うっとうしい雨が続いて

おりましたが、しっかりと会議をやっていきたいと思います。 

        それでは、ただいまより第２回介護保険運営協議会を開催させていただ

きます。 

        議事に先立ちまして、運営協議会成立の報告を事務局からお願いいたし

ます。 

○土谷高齢介護課長 本日の協議会の成立についてご報告を申し上げます。千代田区介護

保険規則第１４条第２項の規定に基づきまして、委員２４名に対し２分の

１以上の出席が協議会運営の開催要件とされております。本日、ご出席い

ただいております委員は２０名でございます。したがいまして、協議会が

成立していることをご報告申し上げます。なお、作道委員、及川委員、堀

切委員、小笠原委員、からはあらかじめ欠席の連絡を受けておりますので、

申し添えます。 

        次に、資料の確認を行わせていただきます。まず、本日机上に配付した

資料についてです。座席表、その下がご意見、質問等があった場合に私ど

も事務局に頂く質問票、最後に、本日メインとなります計画の策定につい

ての資料１－①でございます。この３点を本日机上に配付させていただき

ました。 

        今日の配付資料、また事前に配付いたしました資料で不足がある場合、

挙手をお願いいたします。大丈夫でしょうか。 
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        それでは、資料の確認まで終わりました。改めまして、飯島会長、お願

いいたします。 

○飯島会長   それでは、お手元の議事次第に従って議事を進めてまいります。 

        本日の議事は、１番が「第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の重

点事項」。２番目が「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画」。

３番目が「（仮称）二番町特別養護老人ホームについて」。４番目が「第

７期介護保険事業計画『取組と目標』についての実施状況及び自己評価」。

５番目が「令和元年度介護保険の状況について」。６番目が「その他」と

なっております。 

        ただいま高齢介護課長からご説明がございましたとおり、１番の「第８

期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の重点事項」について、重点的にご

議論いただきたいと思います。 

        それから、新型コロナウイルス感染予防の観点から、今回は全体で６０

分の議論を予定しております。７時３０分を終了の目途にこの会議を終え

たいと思いますので、円滑な議事進行にご協力いただきたいと思います。

ご発言は簡潔にお願いいたします。 

        それでは、１番の「第８期介護保険事業計画・高齢者福祉計画の重点事

項」について、事務局からまずご説明をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 それでは、本日、事業計画の重点事項につきまして、資料としては

本日机上に配付しました資料１－①と事前に配付申し上げましたＡ４縦の

資料１－②、併せてＡ３判の資料１－③に基づいてご説明申し上げます。

本日、机上に置かせていただきました資料１－①については、既にお送り

申し上げました資料１－②第７期計画の評価と第８期計画の基本方針を踏

まえたものとＡ３判で皆さんにお送りした横軸が自立期から中重度・終末

期に至る身体の状況、縦軸として、それぞれの時期における大事な取組項

目が記載されている資料１－③を基にして作成いたしました。 

        それでは、まず、資料１－①について御覧ください。第８期千代田区介

護保険事業計画・高齢者福祉計画についてです。 

        理念については、第３期から掲げております「『その人らしさ』が尊重

され、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるまち千代田区を実現

する」この理念を第８期でも掲げたいと考えております。 

        目標は「地域包括ケアシステムの推進」です。今般、厚労省を通じまし

て地域共生の在り方のような大きなお話がありますが、その最も土台とな

ります地域包括ケアシステムの推進について、第８期でも目標として取り

上げていきたいと考えております。 

        この目標に伴い「フレイル対策・介護予防の推進」、「支えあえる地域

づくり」、「高齢者の日常生活支援の充実」、「介護サービス基盤の強

化」この４点を重点事項として第８期の計画策定に取り組みたいと思いま

して、本日お示ししております。 

        第７期につきましては、「介護予防の推進」、「高齢者の在宅生活を支
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える体制づくり」、「介護サービス基盤の充実」という３つの重点項目で

まとめておりましたが、第８期については４つにして重点的に取り組みた

いと考えております。 

        それでは、重点項目の（１）フレイル対策・介護予防の推進について説

明いたします。 

        「現状と課題」でございます。①から④まで落とし込んでございます。 

        まず、書面開催した第１回の協議会資料としてご送付申し上げましたニ

ーズ調査の結果から、「特に何も取り組んでいない」と回答された方が３

割を超えている状況が見受けられます。また、「健康だから取り組む必要

はない」という回答の方も男性に多い傾向が見受けられています。 

        また、②として様々な機関で健康面についての講座等を実施してござい

ます。その相互の連携がまだまだではないか、また、講座型の事業につい

ては参加者が固定化する傾向があるので、より多くの高齢者に参加しても

らえるような啓発が必要ではないか、そのようなことを現状と課題として

掲げまして、それに対する課題を解決していく主な施策としましては、３

点を施策として記載してございます。 

        １つ目として、健康の維持・増進機会の提供です。こちらについては、

先ほどの「取り組んでいることはない」高齢者が３割ということがありま

すので、高齢者の方に健康づくりをしていこうという動機づけや、これま

で様々行っているフレイル対策・介護予防の体系の整理ですとか、また、

虚弱高齢者への支援として、様々な実施体制の整備、また、高齢介護課、

在宅支援課だけではなくて、保健所のほうの事業推進との連携ということ

を取り組みたいと考えております。 

        １枚めくっていただきまして、社会参加・生涯学習活動の促進です。こ

ちらについては、区役所の９階にございます高齢者総合サポートセンター

を拠点として様々な取組み、自主グループの育成などをしてございます。

ただし、この３月以降、コロナ禍の影響で講座等を実施できていない状況

がありますので、そのことを踏まえてＩＣＴの活用など視野に入れながら

進めていこうというのが（１）フレイル対策・介護予防でございます。 

        もう１枚おめくりいただけますでしょうか。（２）支えあえる地域づく

りの重点項目です。こちらは「現状と課題」を５点掲載してございます。 

        まず、千代田区の特徴として、独り暮らし、夫婦のみ世帯の高齢者の割

合が６割を超えていること、また、介護等が必要になっても自宅で暮らし

たいという方が半数を超えていること、自宅で最期を迎えたいという方が

４割を超えていることが、まずは大きな特徴と捉えております。 

        このためにサービスや日常の見守りなど生活の支援をしていくことのほ

かに、気持ちの面でも支えていくような計画が必要であると考えておりま

す。 

        次に③として、千代田区におきましても認知症高齢者がこれからも増え

ていくだろうということが予想されております。そのために認知症が発症
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したとしても暮らしていけるような地域への普及啓発が求められていると

いうことが課題です。 

        ４点目、高齢者の相談ケースも様々困難化していますが、千代田区の相

談の中でも８０５０問題、高齢者の親と併せて一緒にお住いの方の子ども

の問題が散見してございます。この点についての方策が課題となっており

ます。 

        ５点目、マンションで孤立している方、こちらについて共同住宅に住ん

でいる割合が千代田区は８割を超えているという統計もございます。これ

に対する主な施策としては、やはり相談体制の充実ということで、かがや

きプラザの相談センター、また、麹町・神田のあんしんセンターを含めま

して、あらゆる相談に対応していくことが一番だろうと考えております。 

        また、２つ目の矢印になりますが、精神疾患や法律的解釈などを必要と

するような相談の事例もございますので、こちらも保健福祉部の中に令和

２年度から専門的なアドバイザーの助言を取り入れる仕組みを入れてござ

います。 

        １枚めくっていただけますでしょうか。認知症予防、また③高齢者の虐

待防止、④高齢者の権利擁護、こちらについても生活をしていく中で、そ

れぞれとても大事な項目になってございます。③の虐待防止については、

早期に発見して、虐待をゼロにするためにさらに進めてまいります。権利

擁護については、ご本人の方が暮らし続けられるように体制を強化してま

いります。 

        １枚めくっていただきまして、重点事項の３点目「高齢者の日常生活支

援の充実」でございます。 

        「現状と課題」として①から⑥までございます。 

        その中で①として、今日は相談センター部門の方、また施設関係の方、

医師会関係の方も委員として出席していただいていますけれども、やはり

医療との連携のところがまだまだ課題と認識しております。 

        ②として、生活支援サービスを提供する担い手、こちらも千代田区の１

つの特色だと考えておりますが、保険のサービス以外の地域で自主的に行

うような生活支援のサービスの担い手、こちらが不足気味でございますの

で、この対応について検討してまいります。 

        ③、④については、質のよいケアプランを作っていくこと、また、地域

包括支援センターの機能強化に取り組むことでこの課題を主な施策と併せ

まして対策していきたいと考えております。 

        主な施策、医療との連携については、医療と介護のコーディネート体制

を強化すること、生活支援サービス体制につきましても、安定的な供給を

目指すことを主な施策として考えていこうと思っております。 

        １枚めくっていただきまして、先ほどのケアマネジメントにつきまして

は、やはり安定的に事業者を支援することで、ケアマネジメント体制を提

供できるような環境を整備してまいります。 
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        ④として、住環境の充実と住まい方の支援でございます。サービス付き

高齢者向け住宅については区内にございません。この高齢者の住まいにつ

いて、ソフトを担当しています保健福祉部としては、こちらの面について

は、住宅を担当している部門に働きかけて連携を強化してまいります。ソ

フト面の対応としては、民間賃貸住宅を含めまして、お住まいの方の安否

確認や見守りサービス、また、地域とのつながりを強めて、いわゆるお独

りで亡くなるような例を少なくしていこうということを主な施策として考

えております。 

        重点課題の最後になります。もう１枚おめくりいただけますでしょうか。

介護サービス基盤の強化の「現状と課題」でございます。 

        ①として、千代田区内、訪問介護事業所のホームヘルパーの確保がとて

も難しくなっております。このヘルパーへの人的な対応が喫緊の課題とな

っております。 

        ２つ目として、後ほど報告でご説明申し上げますが、令和３年４月に二

番町の高齢者施設が開設予定です。特別養護老人ホームが定員１０８名、

認知症高齢者グループホーム、２ユニットで定員１８名です。こちらは令

和３年４月に開設することで、現在要介護３以上の在宅のサービスを使っ

ている方、ある程度の方々が二番町の施設のほうに入所が可能な推計をし

ておりますので、区内の訪問介護、通所介護事業所につきまして、どのよ

うな対応をしていくことができるのかというところが課題でございます。 

        ③については、二番町の後、千代田保健所の神田錦町三丁目の跡地に障

害者施設と合築で、高齢者の施設を整備してまいります。 

        主な施策につきましては、マンパワーの確保、千代田区内の介護保険の

サービス提供事業所、まだ外国人材の活用というのは多くないと認識して

おりますが、これからについては外国人材の受入れをはじめとしまして、

具体的な取組を検討してまいります。 

        ②として、専門職人材確保については、サービス評価や保健福祉オンブ

ズマンからの取組などを踏まえて、また、現在かがやきプラザで行ってお

ります専門的な研修センターを活用した内容を踏まえて、これからの人材

の確保に努めてまいります。 

        最後のページは、これまでご説明申し上げました施設の整備の推進につ

いて落とし込んでございます。 

        資料１－①の説明は以上になります。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。それでは、本日の主たる議題でござい

ます資料１－①についてご説明を頂きましたが、ただいまのご説明に対し

てご質問、意見はございますでしょうか。よろしくお願いいたします。 

        ②③については特にご説明いただかなくてよろしいですか。 

○土谷高齢介護課長 資料１－②と資料１－③につきましては、事前に送ってございます

ので、ご説明を割愛させていただきます。 

        ただし、１点、資料１－③、Ａ３判の一番右側を御覧いただけますでし
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ょうか。こちらに様々な事案に対して「共通する事項」というところがご

ざいます。最初は「介護者支援」、２番目「介護従事者支援」、次に「共

通するサービス」、一番下のところに「災害時の対応」というところがご

ざいます。 

        第８期の計画で一言申し添えますが、災害時また新型コロナの関係を受

けまして、感染症対策につきましても記載をしていくような取組の指針が

出ておりますので、今回、千代田区としても災害時、また感染症の対応に

つきましてもどのような取組をしていくかということを計画の中に記載し

ていくことをご説明申し上げて、この資料１－③の説明の終了とさせてい

ただきます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。それでは、ただいまご説明いただきま

した資料１－①から１－②、１－③も含めまして、ご意見、ご質問を頂け

ればと思います。いかがでしょうか。 

        現在、コロナ禍ということで、いろいろなサービス提供も滞っていたり、

通所型の施設が閉鎖されていたり、いろいろ状況も変わっています。ただ、

何とかこれが早く終息してくれればと思っているわけですが、これが済め

ばというものではなくて、今後もほかの感染症、あるいは災害ということ

もありますので、ある程度こういった常に感染症対策をするようなことが

ニューノーマルとか新常態と言われております。生活の在り方そのものが、

日常生活の在り方そのものも変わっていく可能性があると思います。そう

いうことも含めて何かご意見があれば頂ければと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○加賀委員   いつもこの千代田区の介護保険運営協議会でお話しするときに、一番気

になることなのですが、やはり千代田区というのは、高齢者の中でも昔か

らいた方、それから高級マンションに住まわれている方というのがありま

して、私たちの東京都医師会ではかかりつけ医、これを作ることが一番大

切だと思っています。 

        かかりつけ医と患者さんとの間に立ってくれるのがケアマネジャーさん

で、このケアマネジャーさんたちがいろいろなことをお話ししていただい

て、先ほど６割の方、独りの方とお住まいの方がお２人ということで、多

分この６割の方は千代田区で来たわけではなく、多分世田谷区とか違うと

ころから入居している方も結構多いと思います。 

        そういう方たちは慶応大学病院とか東大とか、そういった優秀な病院に

行くことが多く、我々のような町医者にはなかなか来ていただけないとい

うのが現状です。結局最後になって逆に向こうのほうから紹介の話を頂く

という症例も結構ありますので、まず、ある程度年齢が高齢になりました

ら、かかりつけ医を作る、こういうことを目標にして、その中にケアマネ

ジャーさんに入っていただいて、そして、１人１人、「その人らしさ」が

尊重された住み慣れた地域で生き生きと暮らし続ける千代田区を実現する

必要があると思います。こういうことをするにはやはりそういったかかり
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つけ医が必要ではないかと思います。以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。住み慣れた地域で生き生きと暮らして

いく、その場で年を取っていく、そのためにはかかりつけ医が必要だとい

う大切なご意見を頂きました。 

        ほかにいかがでしょうか。 

○大渕委員   意見票のほうに書くので全ては申し上げませんが、「認知症予防・ケア

の充実」のところで、当事者の活躍の場みたいなものを少しご検討いただ

けないかなと思っています。結局、ケアされる立場だけではなくて、まだ

できることもある、そのときに全部ケアケアと言ってしまうと気持ちが萎

えてしまうので、僕もこんなことできた、私もこんなことできたという経

験ができるような、そういうノーマライゼーションというか、そういう意

味ではすごく大事だと思うので、ちょっとご検討いただきたいと思いまし

た。 

        あともう１つ、介護予防について、今まではかなり人のつながりみたい

なところを大事にしてきたわけですけれども、データを拝見して、やはり

まだ僕たち元気だから介護予防はまだいいよという方が多いと理解しまし

たので、やはりここはＩＣＴといいますか、スマホアプリとかああいうも

ので気軽にそういうものに気づけるような活用というものを追加すると、

割と早いうちから興味を持つということも出てくるのではないかと思いま

して、また、そういうＩＣＴを使ってこの福祉とか高齢の分野につながる

というのも、割と若いうちからやっておくと、アフター・コロナといいま

すか、ニューノーマルに社会を誘導していくのにいいのではないかと思い

まして、視点としてどうかなと考えたところです。 

        以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。３密を避ける、あるいは人との接触を

できるだけ減らすみたいなことが言われておりまして、これまでは通いの

場にできるだけ集まって、外に出ていたということを主にしていたわけで

すが、それが逆にあまりよくないことだと言われるようになってしまって、

それに代わるものとしてＩＣＴの活用ということがいろいろなところで言

われているかと思います。例えばＩＣＴを使って運動の指導をするとか、

生活状況を確認するとか、そういった開発も盛んに進められていると思い

ますので、そういう視点で新しい体制を作っていくのも大切かと思います。

どうもありがとうございました。 

        ほかにいかがでしょうか。 

○荒木委員   お送りいただいた「第７期計画の評価と第８期計画の基本方針」という

ことで、「重点事項１ 介護予防の推進」ということで、これまでの取組

が記載されているのですが、なかなか集客がうまくいってないとか、リピ

ーターさんが多いという課題があると記載されていまして、６０歳以上ま

で少し下げてということもなさったようなのですけれども、アフター・コ

ロナの面で厳しいところがあると思うのですが、ターゲッティングとプロ
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モーションの方法をもう少し変えてなさってみるという必要があるのでは

ないかなと思います。ただ、スマホ弱者といいますかＳＮＳ弱者の方も多

いということもありますので、そういった方々に、本当に来てほしい人に

どう情報を届けるかというところをもう少し練られるといいのではないか

なと思いました。 

        もう１点ですけれども、このＩＣＴの活用ということで、学校の子ども

たちも問題になっていますが、インターネットがどこまで普及していて、

例えばその操作がどこまで分かるのかとか、高層マンションなので設備が

充実しているけれども、機材に慣れていないとか、そういったところをフ

ォローしていくような対策も必要なのではないかなと思いました。 

        以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。ただいまのお話に対して事務局のほう

から何かございますでしょうか。 

○佐藤在宅支援課長 荒木先生のご指摘のとおり、ＩＣＴの活用もユーチューブで介護予

防の動画を配信するような形で取組を始めているところでございますが、

どうしてもこれまでの区の事業に参加されていた方というのが、ご指摘の

とおりＩＣＴにあまり強くない方々、８０歳以上の方が多いという状況も

ございます。その中で今、区として、試みとして実践しておりますのは、

昔ながらではありますけれども、動画ではなくてＡ３の用紙に介護予防の

体操を、毎月毎月どこの体操と部分的に取り上げた新聞みたいなものをシ

ルバートレーニングスタジオという事業の講師の方々に作っていただきま

して、それをお送りして、お送りしたままだと実践していただけるかどう

か分からないので、同意が取れた方に対して電話訪問させていただきまし

て、どんな運動をされているかとか、このコロナ禍での自粛生活における

異変みたいなものもそこでキャッチしていけないかということで、社会福

祉協議会にも協力をしていただきまして、一部そういった試みをしている

ところでございます。 

        今後のＩＣＴの活用につきましては、なかなかＩＣＴにはなじみにくい

という方と、既にスマホに慣れていて、ＩＣＴを活用した事業に慣れてい

きやすいという方と分けて考える必要もあるのかなと思っていますので、

どういった層に働きかけるのが効果的なのかということは試していきたい

と思っております。 

        以上でございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございます。ぜひ、いろいろな方がいらっしゃいます

ので、全ての方に何らかの対応ができるようなことで進めていっていただ

ければと思います。 

        それでは、ほかにこの計画についてご意見はございますでしょうか。 

        特にないようですので、この第８期介護保険事業計画並びに高齢者福祉

計画については、重点事項（１）から（４）までを中心に進めていくとい

うことで、どうぞよろしくお願いいたします。 
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        それでは、続きまして、「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備基本計

画」についてご説明いただきたいと思います。 

○武福祉施設整備担当課長 事前にお送りしました黄色の冊子でございます。「（仮称）

神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画」ということで、令和３年３月にま

とまりました。冊子が正式にできましたので配付させていただいたところ

でございます。あと、この冊子の中に概要版ということで、Ａ３をＡ４判

に折られたものがございますが、こちらについて簡単にご説明させていた

だきたいと思います。 

        その前に基本計画策定に当たりましては、本協議会、障害者支援協議会

計画部会を中心にご検討いただきました委員の皆様におかれましては、誠

にありがとうございました。この基本計画策定に当たりましては、３月に

区民の方に意見公募をさせていただきまして、今後の工事に関わることや

施設、事業運営について１１名の方から意見を伺ったところでございまし

た。その意見を踏まえて、引き続き地域の方々にご説明し、事業を進めた

いと考えております。 

        では、この概要版で簡単にご説明させていただきます。 

        最初のページでございますが、計画地は神田警察通りに面します神田錦

町三丁目１０番地にございます。現在、神田警察署の仮庁舎ということで

使っているところでございます。この敷地を利用して福祉施設を整備する

ものでございます。 

        開いていただきまして、右側のページでございますが、予定整備施設と

いうことで、高齢者施設につきましては、以前の協議会でもご説明しまし

たが、認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護または看護

小規模多機能ということで計画しているということで、前回ご報告したと

おりこの内容で計画を作らせていただきました。 

        その下の障害者施設については、グループホームまた短期入所の施設、

それから事業者提案で施設を決めていくということになっております。 

        低層階の１・２階につきましては、地域交流スペースを含む共用施設と

いうことで、この地区の神田警察署に面したところについては、にぎわい

の施設が求められていますので、そういった施設を計画するというところ

でございます。 

        めくっていただきまして、最後の事業手法でございますが、これについ

ては現在どのような方法で施設を運営していくか、どのように整備してい

くかといったところを検討しているところでございます。今年のうちに事

業手法を決定したいと思いますので、決まりましたらご報告させていただ

きたいと思います。 

        最後にスケジュールでございますが、令和２年から３年度でございます

が、令和２年度に事業手法を決めて、３年度に運営事業者を募集していき

たいと思います。その後、設計、工事を経て、令和７年度の施設開設を目

指しているところでございます。 
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        説明は以上でございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。これまでもこの会議でいろいろご検討

いただいております。神田錦町三丁目福祉施設整備計画がこのように進ん

でいるということで、令和７年度に開設の計画であるということでござい

ます。 

        これについて、ご質問、ご意見はございますでしょうか。 

        高齢者施設に関しましては、高層階、３階程度で、認知症高齢者グルー

プホームと小規模多機能、看護小規模多機能を計画しているということで

す。 

        何かご意見、ご質問はございますか。 

○西谷委員   この計画部会では、地域の方、また障害者本人の方、家族の方から非常

に様々なご意見を数多く頂いて、かなり濃密な部会となったと私自身は思

っております。かなり突っ込んだ議論もされていたようで、この計画に至

るまで様々ありましたが、いいものになったと思っております。以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。非常に濃密なご議論いただいて、いい

計画を作っていただいたということでございます。 

        ほかにご意見はございませんか。なければ次へ進ませていただきます。 

        ３番「（仮称）二番町特別養護老人ホームについて」ご説明をお願いい

たします。 

○土谷高齢介護課長 それでは、お手元の資料３「（仮称）二番町特別養護老人ホーム」

につきまして、ご説明申し上げます。 

        令和３年４月にオープン予定でございます。申込みの受付について、初

めてご報告申し上げます。資料にございますように、８月２１日から申込

みを受け付け始めます。千代田区の広報紙で８月２０日号に掲載し、既に

特別養護老人ホームの申込みをしていただいている方には、郵送の形式で

この二番町施設に申し込むための新しい申込用紙と資料を８月中旬に郵送

する手はずになっております。 

        施設の内容については、１枚目に書いてございますように、これまでご

説明差し上げたことから変化したところはございません。全てユニット型

の特別養護老人ホームで、ショートステイについては１２人の１２室でご

ざいます。 

        一番下の行を見ていただけますでしょうか。特別養護老人ホームは千代

田区でお申込みを受け付けてまいりますけれども、ショートステイと認知

症の高齢者グループホームにつきましては、区内のこれまでの運営事業者

と同様に直接平成会への申込みになります。この点を１点、ご説明申し上

げます。 

        裏面を御覧いただけますでしょうか。運営法人は社会福祉法人平成会で

す。施設等に関する問合せは施設竣工まで法人にて対応いたします。併せ

まして、特別養護老人ホームの申込み手続に関しましては、私ども高齢介

護課のほうにご連絡を頂ければと思います。 
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        この資料３については、申込みが始まりますよというご案内でございま

す。 

        説明は以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。いよいよ二番町特別養護老人ホームの

申込みが受け付けられるようになったということでございます。コロナウ

イルスの影響により開設が遅れる可能性がありますと注意がございますが、

今のところ予定どおりと思ってよろしいでしょうか。 

○土谷高齢介護課長 コロナ禍の影響で一部衛生資材、トイレの便器ですとか洗面の陶器

等の納品について一時納入の時期が不明になることがございましたけれど

も、きちんと確認が取れまして、予定どおりの竣工と４月の開設に向けて

今、整備を進めています。 

○飯島会長   ありがとうございました。これについて何かご質問、ご意見はございま

すでしょうか。コロナ禍の困難の中で準備を進めていただいているという

ことでございます。よろしいでしょうか。 

        それでは、次に進ませていただきます。４番「第７期介護保険事業計画

『取組と目標』についての実施状況及び自己評価」について、ご説明をよ

ろしくお願いいたします。 

○佐藤在宅支援課長 第７期の介護保険事業計画「取組と目標」につきましてご説明申し

上げます。４点の項目が挙がっておりまして、左側の２項目が在宅支援課

の担当になりますので、まず、この１点目、２点目についてご説明申し上

げます。 

        「自立支援・介護予防・重度化防止①」という項目でございます。介護

予防に自主グループを結成して、地域で独自に取り組むグループの数を目

標として設定しておりまして、平成２９年度から令和２年度については

徐々に増やして５２グループ立ち上げることを目標としております。 

        実際には４３グループが立ち上がっている状況でございます。こちらに

は新規の３グループを含んでおります。もともと目標に達しない状況でご

ざいましたので、昨年度の比較で申し上げますと、令和元年度は４０件立

ち上がっておりましたので、５件実は活動しておりまして、その立ち上げ

に向けて区の事業から徐々に進めてきたところなのですけれども、コロナ

の影響で講座の最後で自立グループ化するところが２グループ終わらなか

ったために、結果的にこの数字になっているところでございます。 

        １枚おめくりいただけますでしょうか。「自立支援・介護予防・重度化

防止②」こちらは生活支援体制整備事業のささえ愛まち会議への参加者数

を目標としておりました。令和２年度は４０人の参加を目標としておりま

して、これは６出張所地区が実施した会議への参加人数で、各地区１回当

たり４０人というところでございました。 

        実績につきましては、真ん中の１「ささえ愛まち会議・プロジェクトの

開催」の表のとおりでございます。いずれも少し目標には達していない状

況でございますが、令和元年度につきましては、ささえ愛まち会議を開催
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するだけということではなくて、平成３０年度までにこんな活動をしたら

いいのではないかと委員の方が考えられたプロジェクトを実現するという

方向で進めましたので、プロジェクトに参加する方の人数ということで、

若干広く呼びかけた会議のそれまでの人数とは異なった性質の数字になっ

ておりまして、やや減っている状況でございます。 

        この後、高齢介護課に引き継ぎます。 

○土谷高齢介護課長 続きまして、「給付適正化①」です。保健サービスの給付を適正化

することで、よりよいサービスの提供につなげるということで行っており

ます。 

        「給付適正化①」につきましては、区民の方が利用しております保健給

付サービスのケアプランについて点検をしていくという内容です。 

        目標は３段目のところ、平成３０年度以降、件数としては毎年１００件

を目標にしております。元年度の実績は、点検した数は６０件です。ただ

し、「自己評価結果」の下の２行を見ていただけますでしょうか。この実

際の目的でございます、利用者が真に必要としているサービスが選定され

ているかというところが着眼ポイントですので、点検の結果としては、毎

年少しずつであっても利用者の方が必要としているサービスの内容のケア

プランが増えてきているというところは実感としております。 

        「課題と対応策」の「対応策」の２行目を御覧いただきたいのですけれ

ども、私ども高齢介護課の専門職員が中を見ていまして、実際に点検をす

る際に、字面だけではなくてできれば具体的な事例を記載してもらうこと

で、より書類上の点検であってもそのサービスを受けている方の実像が見

えてくるところがございますので、細かなところではありますけれども、

記載内容から変えていこうと考えております。 

        最後の「給付適正化②」については、介護サービス推進協議会という名

称の１５０を超える区民の方へサービスを提供していただいている事業者

の協議会がございまして、理解・活用度、推進協議会に参加して、その内

容が理解できたかということを目標値にしております。令和元年度につい

ては、協議会４回を開催して、アンケート結果としては概ね内容をご理解

いただけているということでございました。 

        今日の介護保険運営協議会でこの取組と目標に対する自己評価のシート、

毎年報告をしているところですけれども、本来の主眼とする目的は、この

介護保険の高齢者福祉、介護保険事業計画の中で、要介護状態になるその

軽減もしくは要介護状態が進まないようにするため、また、介護給付の費

用の面から、また、区民の方のサービスをよりよく使っていただくという

ことで、介護保険法の中に計画として取組の目標とその結果について、毎

年千代田区では協議会に報告をして、正しく進めていくことということで、

こちらの介護保険運営協議会に報告しております。 

        第８期につきましては、もう少し自立等に踏み込んだ内容の目標を置い

て、第８期の計画の中に盛り込んでいきたいと考えております。報告の内
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容とはそれてしまいましたけれども、このシートの在り方につきまして、

最後に説明させていただきました。 

        以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。第７期の取組と目標に対する自己評価

ということですけれども、４つの項目について前半の３つは△、最後が○

ということで、やや控えめな自己評価をされておられます。それについて

は、目標の立て方そのものの項目が必要になるのではないかというご説明

だったかと思います。 

        ただいまのご説明について、何かご質問、ご意見はございますでしょう

か。 

        ただ単に会の数をこなせばいいということではなくて、それが実際に高

齢者の要介護状態の進行の予防なり、緩和なりにつながっているかどうか

ということが大切な点でございますので、そういうことが分かるような評

価方法としていただくということかと思います。 

        よろしいでしょうか。何かご質問はございますでしょうか。どうもあり

がとうございました。 

        それでは、次に進ませていただきます。５番「令和元年度介護保険の状

況について」事務局からご説明をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 事前に郵送で配付させていただきました「高齢者と介護保険 デー

タ集」です。毎回、このデータ集のご説明を申し上げる時間だけで３０分

程度かかります。本日は４００人を超えるような新規の感染者ということ

もございます。皆様、御覧になっていただいて、この場でお尋ねしたいこ

とがありましたら、その質問に答えるような形にさせていただければと思

っております。また、この後も計画を立てていく上で、実績につきまして

気になる点等がありましたら、メールでもファクスでもお電話でも結構で

すので、私ども高齢介護課の事務局のほうにご連絡を頂いて、作業を進め

ております計画のほうに内容を取り込んでいきたいと考えております。 

○飯島会長   ありがとうございます。資料５のデータ集を御覧いただきまして、何か

お気づきの点、あるいはご質問等ございますでしょうか。 

○荒木委員   介護保険データ集を頂いて読ませていただいたのですが、区全体として

取りまとめていらっしゃるので、区全体の状況は分かるのですけれども、

千代田区の特徴として、地域で高層マンションだとか、いろいろな違いが

あると思いますけれども、地域別としては捉えておられるのでしょうか。 

○土谷高齢介護課長 千代田区の場合、日常生活圏域２つ、麹町地区と神田地区で、全て

のデータではございませんけれども、めくっていただいて、人口について

は２ページ目ですけれども、高齢者人口については日常生活圏域別で出し

ております。ただ、給付のほうの、後ろのページになりますと、こちらに

ついては区全体での取りまとめということになっております。 

○荒木委員   生活圏域で特徴がもしおありだとしたら、政策を進める上で反映できる

のではないかなと思ったものですから、お尋ねしました。 
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○土谷高齢介護課長 ありがとうございます。それでは、２ページ目を御覧いただけます

でしょうか。今、荒木委員がお話しされたところですけれども、千代田区

の場合は一くくりでいいますと、後期高齢者のほうが前期高齢者を平成２

９年度から上回っていると私どもは説明しているのですが、この上段の麹

町地域を見ていただければ、例えば平成３０年度を最新のデータとして載

せているのですけれども、麹町地域については、まだ前期高齢者のほうが

若干多い、神田地域については、同じ統計データについて、３００人ほど

後期高齢者が多い。今、荒木委員が私ども事務局にお話をしていただいた

のは、例えばこの表を見ただけでも、神田地区と麹町地区で特色があるの

ではないかということです。当然後期高齢者が多い、後期高齢になってく

ると介護保険サービスを使う方の割合が高くなると考えられます。そうで

あれば、麹町地区のほうがどういう状態なのかというところの分析を進め

たほうがいいと私どもは捉えました。 

        委員の方についても、確かにこのデータ集、見ていてすごくおもしろい

ものではないのですけれども、様々な視点で御覧いただければと思います。 

        あともう１点、代表的なところで、７ページを御覧いただけますでしょ

うか。７ページの上段の表は、千代田区の介護給付費の２６年度からの推

移になっております。 

        ２９年度、３０年度、元年度と大体総合計で横ばいになっています。た

だし、昨年の令和元年度にも資料をもってお話し申し上げたのですけれど

も、千代田区のサービスを使っていらっしゃる方、要介護の認定を受けて

いる方、おおむね２，２００人ですけれども、この中の今、平成３０年の

８月から３割負担が導入されまして、現在１割負担、２割負担、３割負担

の方がいらっしゃいます。 

        千代田区の特徴としては、この３割負担の方の割合ですけれども、認定

を受けている方、サービスを使っている方の４分の１の方が３割負担に入

ってございます。したがいまして、保険の給付は自己負担分を除いたもの

でこちらは掲載してございますので、実績が横ばいになっていたとしても、

本当の保険のサービスを使っている量というのは、役所の統計言葉で逓増、

やや少し上向きには、横ばいから上向きになっているというところが実態

でございます。 

        荒木委員のお答えにはなっていないのですけれども、このデータ集、

様々な角度で御覧いただいて、ご質問いただければと思います。今日のと

ころはここまでの説明にさせてください。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。今日は時間が限られておりますので、

ご説明は以上ということで、また、何かお気づきの点、ご質問等ございま

したら、事務局のほうへお問合せいただきたいと思います。 

        それでは、本日は大変お忙しいところ、長時間にわたり、いつもよりち

ょっと短いですけれども、ご審議いただきまして、ありがとうございまし

た。 
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        以上で、本日予定していた議事は全て終了いたしました。何かございま

すでしょうか。 

○加賀委員   最後に衝撃的なことをお話しさせていただくのですけれども、私の診療

所の４軒隣に、３月に白骨化死体が発見されました。８０代の女性だった

のですが、私は１回もその方を診たことはなかったです。 

        私はいろいろと考えまして、これだけ今、大渕先生とか荒木先生がおっ

しゃったように、ＩＣＴ等を利用していくのがいいとのことですが、やは

り千代田区というのは人口が今、６万６，０００人ほどとそんなに多くな

いので、やっぱりマンパワーで、１人１人高齢者を訪問していくことによ

って、そういった人の白骨化になるまで防げたのではないかなと、すごく

私はここのところ悩んでいるのです。 

        今はテレワークとかいろいろオンライン事業をしていますが、ああいう

ものだと温度差が全然分からないですよね。患者さんと医者というのは実

際に対面して、そしてお話をして、顔を見て、そして治療したり、あるい

はケアをしていくことが一番大切なので、所管課の方には非常に大変だと

思いますけれども、やはり１人１人そういった方を丁寧にケアしていただ

けるといいのではないかと最近そう思っています。 

        すみません。何か変な話になってしまいました。 

○飯島会長   どうもありがとうございます。大変衝撃的とおっしゃいましたけれども、

衝撃的な事実かと思います。とにかく高齢者のみの世帯、あるいは独り暮

らしの高齢者の世帯が非常に多いということで、これから必ず起こってく

る大きな問題だと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

        それでは、事務局のほうから今後の日程等について、ご説明をお願いい

たします。 

○土谷高齢介護課長 今日はありがとうございました。かかりつけ医の話、認知症高齢者

についての話等ありがとうございました。今後につきまして、次回の開催

については、１０月から１１月ぐらいにかけて開催の日程等を会長と相談

の上、開いていきたいと思っております。 

        あと、運営協議会については次回と年明けを想定しておりますけれども、

最後のまとめの会議を開いて、この運営協議会に計画の答申をいただきた

いと考えております。 

        以上でございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。それでは以上をもちまして、令和２年

度第２回介護保険運営協議会を閉会とさせていただきます。どうもご協力

ありがとうございました。 

（閉会） 


