
1 

 

令和３年度 第１回福生市地域ケア会議 会議要録 

 

 

日時 令和３年 10月 28日（木）午後２時～午後３時 

場所 福生市もくせい会館２階 201・202会議室 

出席者 会 長 仲沢 伸一 

副会長 萬沢 明 

委 員 内倉 義宣、大戸 規彰、内田 貴士、秋山 浩久、 

    関根 奏子、佐々木 和仁、荒谷 真紀子、青海 俊伯、 

    宮﨑 昭夫、鳥越 裕之(代理出席)、室宮 雄啓、片山 貴夫、 

    町田 和子、天野 和江 

事務局 小村高齢福祉係長、和田地域包括支援センター係長他 

 

  

≪当日配布資料≫ 

資料１ 福生市地域ケア会議設置規則 

資料２ 福生市地域ケア会議委員名簿 

資料３ 令和４年度からの地域包括支援センター福生の委託について（報告） 

資料４ 地域ケア会議について（厚生労働省 HP「地域包括ケアシステム」より抜粋） 

資料５ 福生市地域ケア会議イメージ図 

資料６ 個別地域ケア会議開催状況 

資料７ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について 

その他 福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画（第８期） 

 

 

１. 開会 

事務局：皆さまこんにちは。定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第１回福生

市地域ケア会議を開会させていただきます。本日はお忙しい中、会議に御出席を

いただきましてありがとうございます。会長が選任されるまでの間、進行役をつ

とめさせていただきます。本日は谷川委員・板寺委員より欠席の御連絡をいただ

いております。それではお手元の次第にしたがいまして進めさせていただきます。 

 

２. 委嘱状交付 

事務局：はじめに委嘱状の交付を行わせていただきます。本日は市長が公務出張中のため、

町田福祉保健部長より委嘱状をお渡しいたします。お名前をお呼びいたしますの

で、その場で御起立下さい（委嘱状交付終了）。 
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３. 部長あいさつ 

事務局：続きまして次第３、町田福祉保健部長より、御挨拶させていただきます。部長、

お願いいたします。 

部 長：皆さま、あらためましてこんにちは。ただいま、委嘱状を交付させていただきま

した、福祉保健部長の町田でございます。令和３年度第１回地域ケア会議にお忙

しい中、御出席くださり大変ありがとうございます。また、日頃から福生市の福

祉保健行政に御理解と御協力を賜り感謝申し上げます。大変ありがとうございま

す。委員の皆様には、今年度から改めまして３年間の任期で委員の就任のお願い

をさせていただきました。新たに委員になられた方もいらっしゃいます。お引き

受け下さり大変ありがとうございます。皆様これから３年間どうぞよろしくお願

い申し上げます。新型コロナウイルス感染症につきましては、感染者が減少し社

会経済活動も徐々に緩和され、皆様も少しほっとされていることと存じます。福

生市の行事やイベントはすでに 11月までは中止が決定されておりますが、今後は

国や東京都のガイドラインに従いまして開催等の判断を行ってまいります。それ

から第６波も心配されておりますので、引き続き感染対策につとめてまいりたい

と存じます。それから、第３回目のワクチン接種でございますが、具体的な実施

方法など決まりましたら市の広報やホームページまたは文書などで皆様にお知ら

せをしてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。それから本日の

会議ですが、事務局からは報告と提案が１件ずつございます。まず、報告ですが

市役所内の地域包括支援センター福生を来年度から委託して参りますのでその御

報告と、この会議の運営方法についての見直しの提案でございます。後ほど担当

から説明させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日の会

議のほうどうぞよろしくお願いいたします。 

 

・配布資料の確認 

事務局：それではここで、本日配布しております資料について、確認させていただきたい

と思います。一番上に本日の次第がございます。その次から資料になります。資

料１ 福生市地域ケア会議設置規則、資料２ 福生市地域ケア会議委員名簿、資

料３ 令和４年度からの地域包括支援センター福生の委託について（報告）、資料

４ 地域ケア会議について（厚生労働省 HP「地域包括ケアシステム」より抜粋）、

資料５ 福生市地域ケア会議イメージ図、資料６ 個別地域ケア会議開催状況、

資料７ 新型コロナウイルスワクチンの接種状況について、その他 福生市高齢

者福祉計画・介護保険事業計画（第８期）の黄色い冊子になります。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます（事務局の紹介終了）。 
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４. 委員自己紹介 

事務局：続いて次第の４番、委員の自己紹介になります。委員の皆様に自己紹介をお願い

したいと思います。本日皆様の中には新任の方もいらっしゃるので名簿順にいき

たいと思います（委員自己紹介終了）。 

 

５. 会長及び副会長の選出 

事務局：皆様ありがとうございました。次第に戻りまして、続きまして５番、会長及び副

会長の選出、福生市地域ケア会議設置規則におきまして会長及び副会長は委員の

互選において定めるとされております。いかがいたしましょうか。御意見のある

方いらっしゃいますか。では、委員どうぞ。 

委 員：会長に仲沢委員、副会長に萬沢委員がよろしいのではないでしょうか。 

事務局：ありがとうございます。ただいま委員から会長に仲沢委員、副会長に萬沢委員と

の推薦をいただきましたが皆様いかがでしょうか。異議なしとのお声がありまし

たので、会長に仲沢委員、副会長は萬沢委員に決まりました。ありがとうござい

ました。仲沢委員、萬沢委員お席の移動をお願いいたします。 

事務局：先ほど皆様から自己紹介をしていただいたところなのですが、会長・副会長から

それぞれ一言ずついただきたいと思います。よろしくお願いします。 

会 長：ただいま御指名いただきまして、会長ということで大役務めさせていただきます、

仲沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。何分私も不慣れでござい

ましてお見苦しい点があるかもしれませんが一生懸命やらせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

副会長：副会長の萬沢といいます。今回で辞めようと思っていたのですけども、御推薦い

ただきましたので至急受けました。よろしくお願いします。 

事務局：それでは会長・副会長決まりましたので次第の６番からは仲沢会長に進行お願い

いたします。 

 

６. 事務局からの報告・提案 

会 長：それでは早速進行させていただきます。よろしくお願いいたします。議題の６番、

事務局からの報告・提案ということでお願いしたいと思います。 

 

（１）令和４年度からの地域包括支援センター福生の委託について（報告） 

事務局：それでは福生市地域包括支援センター福生の委託について御報告をさせていただ

きます。座らせていただきます。 

資料３を御覧下さい。こちらの令和４年度からの福生市地域包括支援センター福

生の委託について報告という資料になります。上半分が現在の地域包括支援セン

ター福生の体制になっています。現在の体制ですが、福生市を３つの地区に分け
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まして１区分を地域包括支援センター福生、１区分を地域包括支援センター熊川

が担当しております。また、在宅介護支援センターは３つで、３つの地区をそれ

ぞれ担当しております。高齢者の増加に伴う相談件数の増加に対応するため、地

域包括支援センターの体制につきまして地域包括支援センター運営協議会という

協議をしてまいりました。令和４年度より市が直営で運営しています地域包括支

援センター福生を地域包括支援センター加美、地域包括支援センター武蔵野の２

か所にそれぞれ委託をしまして、市内の地域包括支援センターを合計３か所とす

ることにいたしました。下半分の図は変更後の体制になります。具体的には地域

包括支援センター福生の相談業務、訪問業務、ケアプラン作成などのケースワー

クを２つの地域包括支援センターに移行します。在宅介護支援センター事業は地

域包括支援センターの業務に統合します。委託包括の支援指導、介護予防事業や

虐待の対応、各種会議の運営などの業務につきましては引き続き介護福祉課が行

っていきます。以上、報告にございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長：ただいま報告の方終わりました。皆様、何か質問等ございますか。よろしいでし

ょうか。続きまして（２）について事務局から説明よろしくお願いします。 

 

（２）地域ケア会議の運営方法について（提案） 

事務局：では（２）地域ケア会議の運営方法について提案です。使う資料は資料４と５、

カラー刷りのものになりますので御用意下さい。大丈夫そうでしょうか。地域ケ

ア会議の設置は平成 27年度からとなっており、３年前の改選で２期が終了したと

ころになります。本日が３期目のスタートとなっております。 

提案事項は、１つ目が会議体の名称の変更。２つ目は地域ケア会議の流れの部分

になります。まずは地域ケア会議の概要からお話させていただきたいと思います。

資料４をご覧下さい。この資料は厚生労働省のホームページからの印刷です。１

ページ目一番上です、地域ケア会議について。地域ケア会議とインターネットな

どで検索すると最初にこの資料がよく出てくるものになります。赤い文字の所に

なりますが、「地域ケア会議は、高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える

社会基盤の整備とを同時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手

法」となっております。下の段にいきまして、青い枠で囲っているところになり

ますが、会議については地域包括支援センターでの開催。右のクリーム色の枠の

ところ、「主な構成員」ということでそれぞれ色々な専門職が参加して実施される

ことになります。その中から「地域課題の把握」、下の矢印へと進んでいって、最

後が「市町村での開催」、「地域課題を解決するための社会基盤の整備」となって

おります。 

同じ内容になるのですが、２ページを御覧ください。一番下段のところになりま

す。規模、範囲、構造となっております。一番左の個別事例ごとの開催、お団子
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が繋がったような丸があるところです。ここが今まで、地域ケア会議Ｃと呼んで

いた地域包括支援センターで個別に行っていた会議の部分になります。次の真ん

中のところですね、日常生活圏域ごとに開催、ここが地域ケア会議Ｂと呼んでい

たところです。そして市町村・地域全体で開催、というところが地域ケア会議Ａ

と呼んで実施してきておりました。この名称がちょっと分かりにくいと思われま

したので、今回から新しい名称としたいと考え、資料５ですね、こちらが福生市

地域ケア会議のイメージ図としたところです。同じ横長並びになりますが、水色

の枠で括ってある個別地域ケア会議、今まで地域ケア会議Ｃと呼んでいたところ

を個別地域ケア会議と名称を変えたいと考えております。緑の地域ケア会議等会

議、こちらは名称を変える予定はないので、このまま地域ケア会議ということで

市町村ごとの会議になるかと。 

それともう１点変更です。地域ケア会議の流れについてなのですが、今最初に厚

生労働省のホームページの方でお話しましたが、通常会議は３つ開いて、それぞ

れ内容が異なるものということになっております。申し訳ないですが、資料４の

２ページ目に戻っていただいて、真ん中の日常生活圏域ごとに開催というところ

なのですが、ここが福生市ではなかなか開催出来ずに今まで地域ケア会議がスム

ーズに進んでいない状況がありました。というのも隣の市町村地域全体の絵と重

なっているのがわかるかと思いますが、福生市は狭いので日常生活圏は一つ、地

域包括支援センター今度３つになりますが圏域は１つということで市全体になり

ます。もっと大きい自治体ですと、地域包括支援センターが 20個とか、そうする

と５個ずつ会議を開くというふうになるのですけども。福生市は狭いので、真ん

中の会議でも市全体でやる、そして最後の地域ケア会議Ａでも全体でやるという

ことで、出席する方も殆ど被ってしまっていて、話す内容も同じ議題が持ち上が

ってくるということになっています。Ｂで出たものをもう一度Ａにかけるとか、

Ｃで出たものをＡに回すとか、そこの流れがなかなかスムーズにいっていない状

態が続いておりました。そのため、イメージ図、資料５になりますけども、真ん

中のところ、赤い所です。「日常生活圏域の地域課題を抽出する」部分ですが、こ

こを、会議を開催しないで進めていきたいと思っております。会議を開催しない

方法につきましては、地域ケア会議の運営マニュアル等に掲載されているのです

が、そちらでは個別ケア会議で出たものはそのまま地域ケア会議の議題となると

定義されていて真ん中がそのまますっぽり抜けたようなマニュアルの表記になっ

ております。しかしながら、福生市ではこのタイミングで地域包括支援センター

が委託化されることもあるので、市内の様子をより丁寧に把握していきたいと考

えているので、この部分を、生活支援コーディネーターを中心に地域課題を抽出

していきたいと考えています。生活支援コーディネーターがそれぞれの包括が出

してきた個別ケア会議の内容、それとまた地域性の特性だとかそれぞれ別の事業
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所が運営していますのでそれぞれの運営の方向性だとかそういったものを勘案し

てこちらの地域ケア会議等会議、こちらにかけるものを抽出して整理して作業を

進めていければと思っております。最後に、こちらの会議は何度もお話しました

が、当会議については名称の変更もないですし、地域課題を議題とすることにも

変更ありません。イメージ図にありますように地域課題の共有、地域づくり・資

源開発機能、政策形成機能として皆様で会議を進めていきたいと考えております。

以上でございます。 

会 長：はい、ありがとうございます。ただいま事務局から御提案がありました。何か委

員の皆様ご質問ございますでしょうか。他に確認事項いかがでしょうか。…よろ

しいでしょうか。私の方から一つ確認なのですけども、３つある地域ケア会議の

内容が変更されるということなのですが、当会議においてはこのまま継続という

ことで再確認なのですがよろしいでしょうかね。はい。進め方についてはこの通

り進めていくということで。あと、先ほどの地域包括支援センターの件でも触れ

たかったのですが、本当に分かり易くなっていくということが必要なのかなと思

っています。近隣の市でも地域包括支援センターの方が北部とか南部とか西部と

か、そういった名称だと、どこのエリアかどうなのかなというのが本当に私達で

も実は分からない。あと市によっては第１とか第２とか第３とか数字で地域包括

支援センターの名前使っているところもあって数字だとどこのエリアを担当して

いるのか分からない。あとは公正中立的な観点からして施設の名称をそのまま使

っている市もありますし、そうすると如何なものかなと。この福生市の場合はエ

リアをもろに指して加美、武蔵野、熊川、ということで。本当にズバリその場所

を指しているという名称が非常にいいなと個人的に思っておりますので。やっぱ

り分かり易さをすすめていくということが大事なのかなと思っております。今後、

地域課題、このまま変わらないということで確認させていただきました、ありが

とうございます。 

委 員：地域ケア会議、真ん中のＢの会議が別の集まりになって、課題を抽出するという

ことで。これまで会議のほうを開催してきましてなかなかスムーズにいかないと

ころもあったので今回の変更という所では非常に良かったのかなと思います。１

点、生活支援コーディネーターというのはどこに所属する方で何人位の集まりな

のかというのを教えていただければと思います。 

事務局：生活支援コーディネーターについてなのですけれども、２種類の生活支援コーデ

ィネーターを配置する予定でいます。まず各地域包括支援センターに１名ずつ２

層生活支援コーディネーターという方を兼務で配置していただきまして、その

方々が自分の地域の地域包括支援センターと地域ケア会議をまとめていくという

役割を担っていただきます。また、市の介護福祉課に１層生活支援コーディネー

ターという方に入っていただきまして、２層コーディネーターさんが見つけてき
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た地域課題をまとめて、当会議に挙げるかどうかですとか、どう地域の力に結び

付けていくかを協議していく、そのような構造で考えております。 

会 長：その他質問や確認事項等ございますか。委員の皆様には活発な発言をお願いした

いと思います。 

委 員：すみません、今までのＣ、Ｂ、Ａ、が個別地区や地域というふうに分かれていた

と思うのですが、この地区がなくなって個別に分割するということなのですけど

も、どうしても個別だと個人対応の方が多くなってくる気がして、そうするとそ

の地区に関する、いわゆる支援センターの地区の部分、それから３つあるところ

のまとめてっていう部分、その個別にまとめてしまえるような名称をもう少し…。

例えば個別地区とか、っていうふうに考えていただくとどうなのかなと思いまし

た。２つに分ける分には問題ないと思います。福生市はそんなに大きな市ではな

いので、私たちで全部まとめて話しまうのでいいのですけども、これだったらセ

ンターの地区がないよね、っていう話になっちゃう可能性が高くなりそうな気が

して。できれば、そのセンター地区の部分もこの個別の地域ケア会議にも含める

のだよっていうようにわかるような名称があればいいかなと思ったのですがいか

がでしょうか。 

会 長：はい、では事務局の方お願いいたします。 

事務局：はい。今いただいた御意見ですが、その通りだと思います。申し訳ないのですが、

本日複数の案を用意してきていませんので、次回にでも他市の状況、こういう会

議の名称がありますなど、また御提示させていただければと思います。今期、３

期目始まったところですので今後に向けて検討を重ね、変えられるところは変え

ていければなと思いますので次回の御提示でよろしいでしょうか。はい。準備さ

せていただきます。 

会 長：はい、他にはいかがでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。 

委 員：はい、すみません、確認をさせて下さい。資料５のところの、今のお話ですと、

個別地域ケア会議で挙がったものを、会議体を持たずに、このオレンジ色の矢印

ですか、図のところで抽出をして地域ケア会議にかけると。そのオレンジ色の矢

印のところの地域課題を抽出するっていうことを、具体的には、各地域包括支援

センターの１名配置されている階層別の２層の生活支援コーディネーターさんが

個別地域ケア会議等で抽出したものを、介護福祉課に所属する１層のコーディネ

ーターさんが抽出する、そしてこのケア会議にかける。という理解でよろしいで

しょうか。確認をさせてください。 

事務局：はい、今御発言いただいた通りでございます。個別ケア会議Ｃについては、個人

情報の部分が多く含まれます。その方の生活状況、世帯の状況、そういったもの

とか受けている介護のサービス情報とか、出てきてしまいます。それだけでは地

域課題になりませんので、そのもの、そのケースの相談内容からこれは就労の問
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題だとか介護のサービスの問題だとか家族の在り方の問題だとか、そういったと

ころを整理してこちらの当会議にかけていくという形になります。 

会 長：今、個人、個別性のものがあがってくるものなので、本当に地域課題、エリアの

取りこぼしがないようになっていければいいなと思っております。その点もお願

いしたいなと思っております。続きまして次第の７番、事務局から説明よろしく

お願いします。 

 

７. 個別地域ケア会議の開催状況の報告 

事務局：個別地域ケア会議の開催状況について御報告させていただきます。まず、開催状

況の表記の仕方を今回変えさせていただきました。先ほど説明させていただいた

とおり、従来地域ケア会議Ｃと呼ばれていたもの、地域ケア会議の目的といたし

ましては個別課題と地域課題の発見がありますので、会議の内容については簡潔

にさせていただいて最後に抽出された地域課題というところでまとめさせていた

だきました。今年度につきましては、３回会議を開催させていただいております。

①のところが、熊川包括で地域ケア会議を行っているのが熊川地区の地域ケア会

議になります。この時は議題といたしまして「家族が認知症に対して理解が薄い」

と「独居で認知症の高齢者について地域の見守り支援について」という議題で話

し合いをしました。抽出された地域課題として独居高齢者の方で家族と連絡が取

りづらいと随時報告相談ができない。地域住民が、集合住宅に住んでいる認知症

高齢者の鍵を善意で預かっていることがあるのですけれども、関係性がくずれた

時に支援が止まる、止まってしまうおそれがあるという課題が出てきました。 

続きまして２番、これは加美地区の地域ケア会議なのですけれども、新型コロナ

ウイルスに感染した方が治った後にヘルパーを再開時期についてどうしようかと

いう議題があがりました。こちらについても課題としましては、コロナウイルス

感染症治癒後のサービス利用について統一した基準がないということと、ケアマ

ネさん同士で情報共有し相談する場所がないという課題があがりました。 

３の加美地区、加美地区２回目ですけども、こちらの会議につきましては、65 歳

になったことによって、障害福祉サービスを若い時受けていらっしゃった方が 65

歳になった時に介護保険サービスに移行した方がいらっしゃって、その方から議

題がありました。抽出された地域課題といたしましては障害区分を持っている方

のプランを介護保険サービスのプランに変えることって 65歳を目安に行われるの

ですけれども。介護の担当を介護保険のほう、障害のこともサービスも知らない

ところが、障害の担当は介護で分からないところがある、ということで行き違い

が生じやすいという課題がありました。高齢者が年齢等によって行政制度が変わ

る時には支援する側が十分な引継ぎと情報共有を行うことが必要だということが

あります。 
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会 長：ただいまの説明について御質問確認事項等ございますか。 

委 員：質問ではないのですが、抽出された地域課題の①なのですが、これは私共包括支

援センターのほうで開催した会議からでた課題で、鍵を知人の方に預けてそのま

ま関係性が壊れてしまうと支援が中座して提供されなくなってしまうというとこ

ろですが、以前にも地域ケア会議の中で、この中にいる方の中には覚えていらっ

しゃる方もいるかもしれないのですが、貴重品とかを預かるという支援が必要な

のではないかということで、これは、預金通帳だったり年金だったりというとこ

ろを親族とかに取られてしまったりというとこの財産を保存するためにというの

を含めて、一時預かり的後見制度をやるサービスの話が出たことがあるのですが、

これに付随してこういう鍵の預かりもあるのかなと思います。こういうサービス

って全国的にも大阪とか神奈川とか東京都でもいくつか社会福祉協議会がやって

いるのですが、こういうサービス、社会福祉協議会のほうからも地域ケア会議で

取り上げていただいたというところから挙げさせていただいたのですけども、こ

ういったものからも検討していくというのもやはり必要なのかなと感じました。 

会 長：はい、御提案、確認ありがとうございます。今、委員が仰っていた鍵一本あれば

中に入れてスムーズに進んだという事例は私もまさに経験したことがあります。

鍵一本がなければ消防車や警察車両が５台６台、本当に大騒ぎするので、鍵一本

預かるサービス、身近なサービスで本当に必要だなと思っています。ありがとう

ございます。他にいかがでしょうか。 

委 員：この個別地域ケア会議とは関係ない話になってしまうのですが、弊社、福生の駅

前で薬局をやっているのですけれども、透析の患者さんって結構広く受けていま

して、透析の方って基本的に医療保険会計なしてできるのですけど、これが 65歳

になった際に介護保険適用になると、自宅前でお薬を届けて説明をする時に医療

保険のままだと無料でできるのですけど、これが介護認定を受けると介護保険適

用になって公費は併用できないということになって、今までと同じサービスをす

るのに対して１割負担だったら 500 円ほどといったように、同じことをするのだ

けど、介護保険を使えることになったことによって費用が発生して継続出来なく

なってしまうというケースもあります。そういったことに対しても柔軟に出来た

らいいんじゃないのかなと思っています。以上です。 

会 長：はい、ありがとうございます。今、そうですね、提案がありましたらので、もし、

何かいい方向に向かうということであれば、参考に、有効に活用出来たらなと思

います。よろしくお願いいたします。 

委 員：委員の意見とほぼ一緒なのですが、私もこういう経験がありまして。障害の方、

障害手帳をお持ちの方、それから難病手帳をお持ちの方、基本、医療関係全て無

料で行えるのですが、それが 65 歳もしくは 40 歳になった時点で切り替えてしま

った段階で 1 割負担になってしまう、もしくは３割負担になってしまうという。
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私も最初の頃は「介護保険を申請した方がいいですよ」、「色んなサービスがあり

ますよ」っておすすめしていたのですけども、１割負担になった時点でお金が払

えない、今までタダだったのに何でお金がかかるんだっていう質問がかなり来る

ようになりまして。この経緯に関して、結局変わってしまったのですか。変わっ

てしまったのであれば、この方に関してやはり金銭関係が出てきますので。私も

担当の所属の保健師の訪問で回っている時に、現状であれば無料でこういうサー

ビスを受けられるのですけども、市のほうから言われるように 65歳で切り替えて

しまうと１割負担になってしまいますよ、というふうに一言付け加えるようにし

ていたのですが、市のほうではそういうふうな柔軟な対応というかないのでしょ

うか。行政の方は出来るだけ介護保険に切り替えたいという方向性が見えると思

うのですけども、そこら辺を変えていけるような市の方向性は考えられないもの

かと思いまして。ちょっと考えさしていただいています。 

会 長：はい、ありがとうございます。続きまして委員お願いいたします。 

委 員：障害から介護への切り替えについては、年齢が来たら変えましょうという制度的

な問題になりますので。医療につきましても、医療の方は勉強不足なのですが、

医療の方も恐らくそういう介護保険の年齢になったら介護を使いましょうという

ふうになっているのだと思います。ただ、障害のホームヘルプサービスなどを利

用されている方については、これまでのサービスが同じように受けられるように、

本人の負担が軽くなるようにそういったサービスも設定されておりますので、そ

ういった御説明をすることも必要かと思うのですが、また申請していただく際に、

制度について色んな方面からそれぞれの信頼関係もあると思うので、様々な方面

から利用者さんに教えていただけると。こちらも勿論説明いたしますし利用者さ

んも安心されるのではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

会 長：はい、ありがとうございます。確かに介護保険に一律切り替えということではな

く、障害福祉サービスで併給されているという実際にありますので、このまま市

として継続できればいいなと私も願っております。ありがとうございます。 

委 員：今の関連ですけど、先ほどの個別地域ケア会議の時には個人情報の塊みたいなも

のになるじゃないですか。今のようなお話が出て、そういう時に、今この場でさ

れている議論というのは個別のところからあがってこない部分で、何とかならな

いかとか共通項ないだろうかという部分もあるとするのであれば、この地域ケア

会議のオレンジ色の矢印の部分に何か加えておかないといけないんじゃないかな

という気がします。また、個々にそれぞれ個別相談されているとなると、相談す

れば何とかいい解決策が出るということを、知った方は相談することにメリット

があるけれど、それを知らないで障害をお持ちの方が介護保険に切り替わってし

まうという場合には、結果的に個人の方は不利益を被ることになってしまう。そ

こは制度として福生市としてどうすべきなのかというのはこの地域ケア会議で取
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り上げる内容なのかなと思うのですけども、そういう論理のこの会議はありなの

かどうかがちょっと分からないもので。教えていただければと思っております。 

会 長：はい、事務局のほうよろしくお願いいたします。 

事務局：今のお話からですね、まず私たちが介護福祉課にいるので介護保険に切り替わる

時の話ですけども、その時は「介護保険を受けたいです。」と地域包括支援センタ

ーに来てくれれば市役所の窓口で、だけではなく、皆さん地元で御相談という形

になるかと思いますが、その時により詳しく今どういう状況なのかというのを聞

き取って利用者の方に一番いいサービスを組み立てていくということになるので、

その時点で障害サービスを今使っているのか、何かシルバー人材センターや社会

福祉協議会の有料であってもお買い物を手伝ってもらうサービスを入れているの

かとか、そういうことを地域資源も含めてよくお話しを聞いた上で申請していた

だくことになります。制度的に年齢では切り替える方向になるので。一番いいよ

うに、併給できるものは併給していく、代用できるものがあるのかっていうのは

そこで検討していって、やっていくことかと思うので。行政でよく利用者のお話

を聞きましょうとか、その方にあったプランを作っていきましょう、というのは

もちろん私達のやるべきことであって、周知し、それを徹底していくというのは

できます。会議自体でそういう話をしていいのかというところですね。この会議

はお話していただいて大丈夫です。それが実際に最後に政策に結び付くのか、も

しくは結び付かないけれど地域の皆さんで共有したことによって、それが何かの

時にふと役立つかもしれないので、共有だけでもしかしたら現状では解決まで行

かないという可能性もありますが、御意見などは出していただいて皆さんで話し

合っていただいて。もし、話が逸れてしまったら、それはちょっと逸れたね、と

いうことでやっていければいいので。意見を沢山出していただいて、地域の為に

皆さんで、こういうことあるよねって、話していただくのが会議の一番大事なこ

とです。何でも気兼ねなく発言していただければと思います。最終結果が全部行

政の施策に結び付くとかそういったことではないですけれども、皆さんで情報共

有とか地域資源の開発ってことに活かしていければと思っていますし、皆さんそ

れぞれの団体にお帰りになってからも、そういえばこの話地域ケア会議に出たな、

とか。そういったことの知識の積み重ねになっていくかと思いますので。活発な

御発言をよろしくお願いいたします。 

会 長：ありがとうございます。確かに、地域包括支援センターが今度３箇所ということ

で、今までも在宅介護支援センターの方が、本当に私もケアマネジャーとして色々

連絡取り合っているのですけども、日々、地域の個別の実態把握も非常にされて

いて、地域についても専門のエリアを特化しているので地域実態の把握も本当に

よくされているのというのは私も肌で感じているので、このまま地域包括支援セ

ンターに移行されてもこの流れは変わらないのかなと感じていますので、一言で
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まとめると大丈夫だなと私は思っております。ありがとうございます。 

 

８．その他 

会 長：次に時間の都合もありますので、質問なければ８番ですね、その他ということで

今議題に挙がらなかったこと、関連すること、全く違うこと、構いませんので、

何かございますか。 

委 員：今後、今までのＢ会議が無くなるというところで、自分はここ３期目やらせてい

ただいて思うところは、結局地域ケア会議って開くのが結構大変なので、これっ

て会議に挙げたいけど集めるのが大変だからケアマネさん自体が議題として提出

されていないような、見えない課題って沢山あるんじゃないのかなって思ってい

て。で、今度からＢ会議を無くして書類で通過するみたいなお話にされるのであ

れば、ケアマネさん達が普段抱えているような議題というか個別の問題等を何か

報告出来るフォーマットみたいなのを作って、提出だけでもしていただいて集計

していった方が、Ｂ会議というか全体の課題の把握とか市の行政からできること

っていうのが今よりも、もっと広い目でできるようになるのではないかと。今回

個別会議３つだけ紹介いただききましたけども、３つだけじゃないと思うのです

よね、課題って。沢山ある中で選んでいただいているとは思うのですけど、幅広

く出すためには何か書類だけでも提出とか会議開かなくてもいいから、というの

があってもいいのかなと思いました。以上です。 

会 長：この件におきましては事務局の方いかがでしょうか。 

事務局：紙で出してもらうというのもいいと思いますし、また、地域ケア会議というのは

３回だけですけども、それぞれ主任ケアマネさんの会議があったりですとか保健

師だけの会議があったりですとか社会福祉士だけの会議があったりですとか、地

域包括を支援する人達の会議がすごい沢山あるのですね。そこで出てきて、こん

なこと困っているよね、というのが地域ケア会議で挙がってきて議論している、

という事情がありますので。そうですね、紙で挙げてもらうというシステムもち

ょっと検討したいと思いますけれど、現在でも十分吸い上げているかなと事務局

では思っているところです。 

会 長：ありがとうございます。そうですね、私もケアマネジャーの代表としての出席な

ので、ひとつ意見をさせていただくと、突然４月１日から地域包括支援センター

が始まるというのではなくて、よろしければ、２月とか３月ぐらいに、介護保険

のケアマネジャーの事務所、居宅介護支援事業所とですね、地域包括支援センタ

ーが４月から始まりますよという感じで地域連携が非常にキーワードになってい

ますので何か顔合わせ的な連絡会みたいなものを。願わくは定期的な開催があれ

ばなと思っています。よろしくお願いします。他にどうでしょうか。 

委 員：前回の話でも出させてもらいましたが、この地域ケア会議は高齢者に関するって
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部分が厚生労働省から頭についているのですけども、高齢者だけではなくて障害

者に関してもある程度のこういう地域に関する部分が必要になってくるのではな

いかなという気がします。で、現在行政の方々に関しましては高齢福祉係の方々

が来られていますけど、それ以外に健康管理課だったりとか保育課だったりとか

金銭的な問題であれば市税課とか方々も会議に入っていただいて、縦罫横罫、縦

横に話ができればいいんじゃないかなという話を前回させていただいていた気が

したのですけど、これはどういう問題になるのかなと、ちょっと思いましたけど。 

会 長：事務局よろしくお願いします。 

事務局：御提案いただいたことに関しまして、過去に開催したことがありますけども、こ

の一つの課題について掘り下げていこうということが決まった場合には分科会と

いうことで人数少なくしてやってもいいし、そこに別の健康課を呼ぶとか、そう

いった必要があるかなと考えております。ただ、今日初回ということで、この議

題を掘り下げようとかそういったことが決まっていない状態なので特にそういっ

た別の部署からは呼んでおりませんけども、必要があれば依頼をしてこちらに来

ていただいて一緒に検討していただくことは可能です。 

会 長：ありがとうございます。また検討していただけるということなのでお願いしたい

と思います。はい、他にはよろしいですかね…。はい、無ければ終了とさせてい

ただきたいと思います。私の方から事務局にお返ししたいと思いますがよろしい

でしょうか。 

事務局：会長ありがとうございました。では資料が２つ残っているのでお話させていただ

きたいと思います。資料７が新型コロナウイルスワクチンの接種状況について、

になります。こちらは令和３年 10 月 17 日時点でのものになります。コロナウイ

ルスワクチン、新型コロナウイス対策については健康課がメインでやっておりま

して。こちらは速報で提供いただいた資料になります。 

それからもう一つ、冊子で置いてある福生市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

（第８期）です。これは中段に令和３年度から令和５年度と書いてありますが、

今年令和３年度から３年間のこちらの福生市の高齢者福祉に対する計画書が出て

おります。介護保険のことであったり介護保険外の自立した高齢者の方だったり

福生市独自で行っている事業も出ていますのでこちら御参考にしていただければ

と思います。以上でございます。何か質問等はありますでしょうか。 

以上を持ちまして令和３年度第１回福生市地域ケア会議を閉会いたします。委員

の皆様、ご出席ありがとうございました。次回の日程は申し訳ありませんが、コ

ロナウイルスの関係もあるので現在未定となっております。開催が決定いたしま

したらあらためて通知を送らせていただきます。ありがとうございました。 

 

（午後３時 閉会）                                                


