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会  議  録（要旨） 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２９年度第７回豊島区介護保険事業計画推進会議 

事務局（担当課） 保健福祉部介護保険課 

開   催   日   時 平成 29 年 7 月 20 日（木）18 時 30 分 ～20 時 35 分 

開  催  場  所 豊島区役所本庁舎５階 ５０９・５１０会議室 

議   題 

(1)介護保険事業計画推進会議 

①介護保険制度の改正について 

②豊島区の現状と課題について 

③「選択的介護」に係る実証実験（モデル事業）について 

④介護予防・日常生活支援総合事業について 

(2)地域密着型サービス運営委員会 

公開の 

可否 

会  議 公開 

会 議 録 公開  

出席者 

委 員 

宮崎牧子、長倉真寿美、小野祥子、瀧井達子、溝口元、中村卓、髙田

靖、佐野雅昭、横田勇、外山克己、吉田英昭、宮長定男、根本昌廣 

黒田雅枝、志村裕子 

理事者 

保健福祉部長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、介護保険課長、 

介護保険特命担当課長、西部生活福祉課長、生活福祉課長、障害福祉

課長、障害福祉サービス担当課長、住宅課長 

事 務 局 介護保険課 管理グループ 
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（午後６時３０分開会） 

○会長 それでは、定刻となったので、第７回豊島区介護保険事業計画推進会議を開催さ

せていただく。 

  本日は、本年度１回目の会議となる。委員の交代があったので、初めに事務局より委

員のご紹介をお願いする。 

【介護保険課長より退任・新任委員の紹介】 

○会長 続いて、事務局より本日の資料の確認をお願いする。 

【介護保険課長より配布資料の確認】 

○会長 本日、傍聴希望の方がいるので、傍聴についてお諮りしたい。傍聴について、お

認めいただけるか。よろしいか。 

（異議なし） 

○会長 では、傍聴を認める。傍聴の方の入室をお願いする。 

（傍聴人入室） 

○会長 ただいまから議事に入らせていただく。進行の都合により、（２）地域密着型サ

ービス運営委員会の議題より進めさせていただく。 

  初めての委員もいらっしゃるので、事務局よりご説明をお願いする。 

【介護保険課長より地域密着型サービス運営委員会の説明】 

【介護保険課事業者指定グループ係長より資料 5について説明】 

○会長 委員からご質問はいかがか。 

○委員 初めてということで、初歩的な質問で恐縮だが、ご報告された事業者の資格的な

審査は、区のほうで十分済まされたということで、ここに提示されているのか。 

○会長 事務局お願いする。 

○介護保険課事業者指定グループ係長 今回、提示させていただいている新規の２事業所、

それから、更新の１３事業所については、介護保険法及び介護保険法施行規則、ルール

に定められている書面での審査は、問題なくクリアした事業所というものになる。その

ため、指定という形のお話は、書面審査を基本として行うので、ご質問のとおり、書面

審査の通過した事業所という形なものになる。 

○会長 よろしいか。どうぞ。 

○委員 先日お送りいただいた資料の中で、たしか介護保険法が変わったことによって、

指定の強化的なこと、要するに取り消しも、ある意味では厳しくやるとか、そういうと

ころがどこかに載っていたと思うが、そういう部分はこれからになるのか。 

○会長 事務局お願いする。 

○介護保険課事業者指定グループ係長 介護保険法のつくりとしては、事業所の指定と、

それから取り消し等の処分というところについては、二つのルールに分かれており、新
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規指定、更新申請、こちらについては書面審査をもって、可否を判断するという内容に

なる。それとは、指定はちょっと異なる話だが、豊島区では継続的に事業所に対して介

護保険法の規定を用いて、適切な運営が行われているかの確認を行うということで、実

地指導を行っている。こちらも事業所そのものに立ち入って行うような形になっており、

そこの中で運営基準であるとか、設備基準、人員基準が満たされているかということに

ついての確認を行っていく。 

 配付させていただいた資料については、有料老人ホームについてのお話がメインであ

ったかと記憶しており、こちらの内容で補足させていただくと、利用者保護の視点をよ

り強く打ち出したということになる。どういうことかと申し上げると、運営法人の破産

に伴って、預かり金という形で、入所時に利用料を先払いしていたという場合の、お金

の保管方法について、実は、ある一定の条件の事業所については、ルールが緩和されて

いたところがあり、そういったようなことから、事業所の倒産に伴って、財産が失われ

てしまうというようなことが散見されるようになり、国のほうがより強く、利用者保護

の延長で、財産保護の規定を強く示したというのがこの３０年改正で示されているとい

うような内容になる。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 今、委員から指摘されたところというのは、今日の資料の介護保険制度の改正に

ついての５ページの下段の一番下の右側に、居宅サービス事業所等の指定に関する保険

者の関与強化の一番下に、地域密着型通所介護を指定拒否の新設と書いた、この部分だ

と思う。これは来期の、まさに我々が審議する介護保険事業計画に係るのだと思うのだ

が、このあたり豊島区が、今後どう対応していくのか、基本的な方向づけはこれからだ

と思うが、どういうふうになっていくのかというのは、一言聞いておきたい。 

○会長 事務局、いかがか。 

○介護保険課長 今の委員のご質問については、推進会議の議事の第１番目の改正につい

て説明をする中で、ひとつ触れさせていただければと思う。 

○会長 では、この件については承認いただけるか。よろしいか。 

               （ 異議なし ） 

○会長 続いて、介護保険事業計画推進会議の議事に移る。最初の議事は、「介護保険制

度の改正について」である。先日公布された、地域包括システムの強化のための介護

保険法の一部を改正するポイントについてご説明いただきたい。事務局、お願いする。 

【介護保険課長より資料 1について説明】 

○会長 会員の皆様から何かご質問があったらお願いする。いかがか。 

○委員 ２ページの要介護認定率は、和光市がいい取り組みということで、９．６％から

９．３％に下がるというのは、統計的に見てどうかという感じもする。認定率の分母と

分子は何をもって言っているのか。それを教えてほしい。 

○会長 事務局、お願いする。 
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○介護保険課長 認定率自体は、あくまで６５歳以上の高齢者の人数に対する介護の要支

援１から要介護５までの認定を受けている方の率になる。 

○委員 人口とか云々とかで変わってくるのか。それで和光市はいいことになるわけか。 

○介護保険課長 常に和光市が示されているのは、積極的に介護予防に取り組んでいると

いうことと、全国平均から比べると、突出して、１０％を切るというのは、相当少ない

ケースの好事例ということで、和光市が常に挙げられているところだ。確かに委員がお

っしゃるように、もともとが低いので、実際は０．３％の差が、どう変化するかという

ところが、意見の分かれることかと思う。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 資料の１ページの地域包括ケアシステム強化のための改正に関する部分だが、私

が非常に懸念するのは、やはり介護保険制度そのものが、全国の区市町村のいわば自治

的事業として、地域に本当に密着した、特に事業を含めて、本当に地域らしい介護保険

制度や事業をやるというところが今まで強調されてきたのだと思うが、今回、資料の１

番目のところにあるように、国から提供されたデータを分析の上ということで、全国一

律に、何かいわゆるデータをつくって、それをおろして、自治体はそれをもとにして、

計画をつくりなさいと。その結果として、財政的インセンティブに結びつくような、い

ろいろ評価をされますよと。結果として、これは地域ケア会議でその評価をやっていき

なさいということにリンクしているのだと私は思うのだが、そういうやり方をやるとい

うと、ややもすると、本当に介護保険制度の自治の強化というところに逆行することに

はならないのか。そういうことが強化されて、単純にいくと、残念ながら、全国、我々

のような介護保険事業推進会議のようなものを幾らやっても、実際には、国からの評価

で一刀両断でこられたのでは、これは違うのではないかという気がするが、その辺につ

いては、全国課長会等の説明ではいかがだったのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 非常に難しいご質問だと思うが、先ほど申し上げたように、私たちもイ

ンセンティブという言葉がちょっと一人歩きをしていて、インセンティブというのは、

介護の率を下げたところに、財政的なインセンティブがつくのだというような、受け止

めを最初の頃にしており、もちろんそこが一番懸念し、危惧をしていたところである。 

 ただ、委員がおっしゃることも非常によくわかるが、データとしてきちんと分析する

というところは、やはり少し介護保険の中で足りていなかったかと感じているところで

ある。数値化することが全てではなく、それは常々、介護認定そのものの中で認知症で

あるとか、そういった部分が介護の認定の中で、きちんと介護の手間というところで反

映しづらい。あくまで身体的な機能の低下の部分は、はっきり介護度には出るのだが、

そういった精神面であるとか、要支援の方への支援の形が手間として図らないというこ

とは、常に介護保険制度ができてからずっと言われてきたことである。そこのところを

見落とすところのないようにということは、国も単純なインセンティブということでは
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ないと今回言っている。中身について示されていかないので、私どもも答えを持ってい

るわけではないが、ただ、２０４２年を見据えた計画ということが、今回また新たに出

ており、団塊の世代のお子さんが６５歳になるときを見据えるようにというようなこと

も言われている。それぐらい長期的なところまで見据えることが可能かどうかは別にし

て、かなり数字という部分もきちんと見据えないと、保険料をいただく区民の方には説

明ができないと思っているので、慎重に豊島区らしい計画になるように、これからご審

議をお願いしていきたいと思う。 

○委員 今の答弁についてはよろしくお願いする。それから、今日の資料の７ページのと

ころだが、私は過去に、この会議の委員になったときに、正直言って、介護保険事業そ

のものは必要だと思うので賛成したが、当時、第二の国保になってもらいたくないとい

うふうに表現した。結果として、２割、３割負担になり、しかも国保の場合のような資

格証が発行されて、結局、全額自分で払わなければサービス受けられない人が全国的に

は大変増えている。 

 そういう意味では、今回、また自分も高齢者なので非常にわかるのだが、３４０万円

というのは現役世代なのかなと。ちょっと介護の世界の給与の平均と比べてみても、わ

びしい気持ちもするのが。ただ、現実に、ここで国が１２万人で全体の約３％だと言っ

ているが、豊島区では推計どれくらいの数になる予定なのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 この３％であるが、私どもも、この３％が示されたときに、少し推計を

してみたところ、もう少し多く想定をするのかなと。ただ、先ほど申し上げたように、

国保と違い、そこからは４万４，４００円という上限は一応かぶっていて、これもさら

に経過措置にはなるが、過去１年間で一定の金額を超えた方については、この４万４，

４００円も、もう一度３万７，２００円で計算し直すと、かなり複雑な仕組みの制度移

行ということで、まだ１年ちょっとあるということで、保険料はその前に決まるが、こ

ちらもきちんと見ながらやっていかなければならないかと思う。ただ、３％、少し豊島

区民の方の所得をざっと見る限りでいうと、もう少しいらっしゃるかなというような感

じはつかんでいるところだ。 

○委員 推計数値がまだ出ていないということであれば、これからわかれば教えていただ

きたい。確かに２３区考えたとき、港区と周辺区の所得格差を見れば、もう明らかに港

区が物すごいパーセンテージが出て、周辺区はだんだんという、そういうふうになると。 

 非常に、僕はこの種のことで怖いなと思うのは、結局、そういうところに住んでいる

方の可処分所得とか何とかは、全然こういうものとはリンクしない。結局、どれだけの

お金を使えるかと。港区で住んでいる人と北海道の私の田舎で住んでいる人というのは、

全然同じ額になっても、可処分所得の比率は全然違うわけで、そういう意味で、今後の

こういう数字の動かし方については、やっぱり、自治体として自分の区民の懐ぐあいを

きちっと把握して、どういう策が可能なのかというのは、今後考えていかないと、本当
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に資格証問題と同じようなことが起こりかねないなと思っているので、よろしくお願い

したい。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 利用者の立場ということで、先ほど２ページの認定率９．３％になると、いかに

もいいような表現になっているが、実際に豊島区に住んでいる高齢者の中で認定される

場合に、単純に比率によって決まるものではないと思う。特に認定を受けようとする人

は、その日、何月何日にケアマネが来るから、ちょっと部屋の中をきれいにして、その

日だけをしゃんとしているというような話をよく聞くわけだが、そんなものが加味され

て、認定率が出されてくると、ちょっと疑問に感じる点が１点と。 

 もう一つ、１ページのほうで、高齢者と障害児者が同一の事務所で介護を受けるよう

な記述があるが、具体的にメリットというか、一緒にしたらより効率的に利用者にメリ

ットが出るのかどうか、その辺がよくわからない。というのは、障害者と認知症、ある

いは要介護の人の立場というのは、ちょっと違うのではないかと。それを一緒にして面

倒を見る人は、かえって混乱するのではないか、私は単純に考えるとそんな気がするの

で、そのやることのメリットがもう少し詳しくご説明していただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 １ページの３の二つ目の丸のところと、４ページの下のところに記載さ

れた 共生型サービスについては、「我が事・丸ごと」といって、去年、国から出てい

る、縦割りに分けて考えるのではなくて、いろいろな生活課題を持っている人たちが、

よりその人が使いやすいサービスを使おうということが大きな主眼にある。都市部では

想定しづらいが、少し地方に行くと、障害サービスを使いたくても、なかなか障害サー

ビスがない。今の制度の中では、介護保険のサービスを使うわけにはいかないので、そ

の方が行くところがないとか、その逆も存在する。そうなってくると、事業所の運営を

していく上で、やはりいつまでたっても定員が満たなくて、事業所の運営上もなかなか

難しい問題があるということもあった。そういったことが一つは利点というか、加味さ

れた部分もあると思う。 

 それから、６５歳をもって、今、高齢者といってしまっていいかということも議論さ

れているところだが、障害をお持ちの方で、例えば、精神障害等をお持ちの方で、安定

的な同じ支援を受けていた方が、６５歳になったということで、あなたはもう介護保険

優先なので、介護保険のデイサービスに行ってくださいというようなときに、どこも行

くところがなくなり、引きこもってしまうというようなことを、障害の支援をなさって

いる方から伺うことがある。そこの障害の事業所が、うちは介護保険もやりますよとい

うことで、介護保険から報酬が出るような仕組みの事業所になれば、その方が６５歳に

なったその日から、突然、介護の方と障害の方と特性が変わるわけではないので、そこ

に通っていくときに、そこの障害の事業所が、介護保険から報酬を受けながら、その方

の必要なケアがそこで引き続き受けられるようなイメージを国は考えていると思う。 
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 今、委員がおっしゃったように、例えば、認知の症状が進んだり、本来、認知症の方

のデイサービスがふさわしいという形になったら、それはきちんと介護保険サービスの

中にある認知症のデイサービスに通われたりするというように変更していけばいいが、

突然、お誕生日から来たから、今日から障害者としてサービスを受けていた方が、あな

たは６５歳だから介護保険で、というのがこれまでありがちの話だったので、一つはそ

ういったことを緩和するという目的と、それから、もっと他問題があって、お子さんか

ら高齢者の方から一緒にというようなデイサービスも、実際に運営しているところもあ

るので、ありようが幾つか示されていたが、私たちもちょっと想定していなかったが、

知的障害をお持ちの方たちの福祉作業所のようなところ、ちょっと作業をやるようなこ

とを希望してもデイサービスでは、なかなか作業というのはないのだが、そういう障害

者の作業のようなところに、私は作業みたいなことをやりたいというご高齢の方が、デ

イサービスのかわりに通うとか、そういったようなことも、国は想定して、この制度を

つくっているようだ。 

○委員 それが利用者にとって、６４歳から６５歳になったから切りかわるというのは、

そういうのは運用で何かやればいいことであって、事業所を一緒にするという意味とち

ょっと違うような気はする。 

 それから、もう少し事業者の運営を加味した、もちろん交流というのは必要なのだろ

うが、利用者ありきで基本的にはものを考えていっていただきたいと思う。もちろん利

用者が運営に当たっては、かなり今の介護報酬では厳しいとか、いろいろな話も伺うの

で、それはそれで別の手だてを考えるべきであって、先ほどの認定率の問題もそうなの

だが、何かもうちょっと利用者に厚い考え方で計画を考えていただけたらうれしいと思

う。 

○会長 少しつけ加えると、国のほうでは、人口減少に入ってきていて、かつ今、介護と

か福祉の人材確保も困難になってきている。こういうことで、今、福祉関係の資格とか

の見直しなども検討されていて、例えば、保育士であり、かつ社会福祉士、介護福祉士

を持っているけれども、社会福祉士や、精神保健福祉士というように専門職として幾つ

かの資格を取得しながら、１人の専門職が幾つかのことが担えるような養成の教育の中

身もあわせて検討している。だから、そういうところで、利用者の立場ももちろん考え

ていかなくてはいけないが、何といっても、働く人を確保することが大変難しいという

ような中で、少しそういうようなことが国からも出てきていて、縦割りではなくて、要

するにサービスが必要な人だったら、ここの事業所でそういうサービスを提供する、で

きるというような考え方に変えていかれないかということが、国のほうから打ち出され

ているというところでもある。そんなところもぜひまた関心を持っていただければと思

う。そのほか、何かご質問があれば。 

○委員 ちょっと話が広くなり過ぎないようにしたいと思うが、今、介護保険のサービス

を利用されている方というのは、介護保険の利用されている方か、利用している方も、
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それから、その家族も、初めての世代の方たちになると思う。これからは長い目で見た

ときに、団塊の世代のお子さんたちがなるとき、その方たちというのは、介護保険を、

親の介護とかで使っていらっしゃる方がふえてくると思う。そういう人たちに対する啓

発、利用方法の啓発であるとか、過剰にならないように、効率的に利用していただける

ような啓発みたいなものも考えられているのか。 

○会長 事務局お願いする。 

○介護保険課長 とても貴重なご意見だと思う。後ほど説明するが、やはり一つは大きな

窓口は、今、高齢者相談総合センターになっていただいている。アンケート結果でも、

もう少し認知というか、それが高まればいいというのが、今回またアンケートをしてみ

て出てきた結果なので、非常に親の介護で介護保険を使った方たちのためにというのは、

新しい視点だと思うので、そこも含めて、今後計画の中で検討させていただきたいと思

う。 

○会長 そのほかいかがか。よろしいか。 

それでは次の議題に移る。二つ目の議題は、「豊島区の現状と課題について」である。

事務局よりご説明をお願いする。 

【介護保険課管理Ｇ係長より資料２について説明】 

○会長 ただいまの資料２について、ご質問のある方お願いする。いかがか。 

○委員 この資料７ページのところだが、豊島区のひとり暮らしの高齢者の割合が多いか

と思うが、これが、先ほどのアンケート調査のほうだと、閉じこもり傾向が、うつ傾向

だとか、２２ページのところともリンクしているのかとは思うが、そのひとり暮らしの

方で、豊島区の場合、生活保護受給者の方、どれぐらいいるかとか、あるいは、そのひ

とり暮らしの人が地域包括支援センターと結びついているかというか、誰かどこかと結

びついているかどうかということは、把握しているのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○西部生活福祉課長 本区の生活保護受給者のうち、高齢世帯、単身世帯の方については、

平成２８年度、およそ３，３００世帯ほどということで確認をしている。 

○委員 それは全体で３，３００というと、どれに当たるのか。 

○西部生活福祉課長 全体で、およそ６，３００世帯、生活保護を受けている世帯がある

が、その中で高齢単身世帯は３，３００世帯ということである。 

○委員 そうすると、ひとり暮らし高齢者、６５歳以上、２万２，８０８のうちの３，０

００人という感じか。 

○介護保険課長 そのとおり。この数字で間違いない。 

○委員 わかった。 

○会長 もう一つ。地域包括などどこかにつながっての部分について事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 もう一つの質問というのは、ひとり暮らしの方がどのような形で見守

りにつながっているかというような形でよろしいか。 
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○委員 はい。 

○高齢者福祉課長 地域の見守りということでは、各地域の民生委員さんを中心に、いろ

いろとひとり暮らしの高齢者の方の情報が入ってきたりとか、また、今現在も行ってい

るが、高齢者の実態調査だとか、あとは熱中症の予防の関係で訪問していただいたりと

か、非常に見守りが必要な方については、地域の高齢者総合相談センターのほうに情報

をいただきながら、地域の方と連携をして連絡をとり合いながら、見守りを行っている

というような状況である。 

○委員 この２２ページのうつ傾向が他の区に比べると非常に高いので、このうつ傾向の

人たちの属性というのは、ひとり暮らしの人が多いのか。そこはどうなのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 この方が単身だというところと、この結果が出てきたものが、リンクが

直接はしていないが、やはり、単身が多いということと、どうしてもうつ傾向が、この

間ずっと高く出ているということは、大きなつながりがあるというように考えている。 

○委員 やはりそのひとり暮らし世帯と、このうつ傾向のところについては、豊島区とし

ては重点的に関わっていったほうがいいのではないかというふうに、個人的にちょっと

思ったので、質問させてもらった。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 今のひとり住まいのこのデータそのものは、近隣に息子さん、あるいは親族とか、

そういう形の部分のデータはあるのか。 

 本当に周りに身寄りがないというひとり住まいなのか、そういう意味で介護というとこ

ろとの兼ね合いを考えると、近隣に息子さん夫婦が住んでいるとか、あるいは、親戚が

近くにあるとかというと、ある程度、面倒見がちょっと違ってくるという、そんな観点

からお聞きした。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 こちらの数と、先ほど私が申し上げた高齢者の実態調査、全て同じか

どうかというのは、確認をしてないが、お示しした資料は、住民基本台帳と書いてある

ので、あくまでも住民基本台帳上のひとり世帯ということになっているので、例えば２

世帯で住んでいらっしゃる方も、お一人の高齢者と、例えば２階に息子さん夫婦が住ん

でいるということで世帯分離していれば、当然、ひとり暮らしの方ということでデータ

上が上がってきている。 

  先ほどの高齢者実態調査の中では、その辺も含めて、近隣にひとり暮らしでその世帯

が分かれているだけだとか、近くに、区内の中に親族がいらっしゃる、また、すぐに連

絡がとれる方がどこにいらっしゃる等々も含めながらの調査を行っているので、あくま

でも全てが、この方たちが全く身寄りなく、連絡がどこにもとれないという方ばかりで

はないというところでは認識している。 

○会長 他によろしいか。 
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○委員 ひとり暮らしという言葉にひきずられて、本当に孤立しているのではなくて、や

っぱり、まず支えているということの実態を見て、本当にひとり暮らしの方に対する、

つまり、ひとり暮らしという言葉だけじゃなくて、その中身でやっぱりその支援の仕方

が変わってくるのだろうなということだ。そのとおりだと思う。ただ、こういうデータ

になってしまうと、それが見えなくなってしまうので、それをもっと解説とか何かある

といいという気がした。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 同じ関連だが、独居の高齢者は一番問題ではあるが、やはり老老というか、高齢

者のみ世帯というのもすごく問題で、本当に老老介護の問題が当然出てくるし、それか

らお子さんでも、いろいろ精神的な障害があったりということで、介護放棄があったり

ということがすごく今、問題になっているので、独居はもちろん大事なのだが、やはり、

それだけではないということで、独居高齢者と老老世帯とか、そういうことでもう少し

細やかに分析していただいたほうが、より支援の仕方が見えてくるのではないかと思う

が、いかがか。 

○会長 事務局、いかがか。お願いする。 

○福祉総務課長 大変大きな問題だと思っていて、先ほど出ている、ひとり暮らし高齢者

にしてもそうなのだが、今、高齢者福祉課でやっている高齢者実態調査にしても、７５

歳以上のひとり暮らしと限定して調べているものなので、その中で支援が必要な方がど

の程度なのかということはわかってくるが、高齢者全体の実態が必ずしも見えていない

状態だ。 

  なかなか、こういったアンケート調査だけでは十分ではないので、その辺、本当に、

日常的には民生委員さんが対応を、地域の中では対応していただいているのが、全ての

状況を把握できるわけではないので、そこら辺の体制づくりが、本当に簡単に次の計画

の中でこれをやればいいなんていうふうに言えるような状態じゃないのだが、それを今

後つくっていくところが、区として、そういう体制をつくっていくことが、本当に重要

なことだとは考えているところである。 

○委員 結局、民生委員さんの把握していないとか、そもそも、そうなると根本的に地域

包括ケアシステムが、その地域でいろんな人に関わって、そういう見守っていく、そも

そもの根本に関わると思うので、ぜひ、その辺は調査していただきたいと思う。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 今の質問に関わることだが、参考までに事例を申し上げると、私ども、高齢者施

設を経営しているわけだが、昨年と今年にかけてもちょっとあったが、その老老介護で、

パートナーであるご主人が、末期がんということで、奥様もかなりの高齢者で、結局、

看取り介護ができないということで、私どものほうに来られて相談して、施設入所とい

うのは難しいので、ショートステイ事業で対応したという例がある。 

  これは、やっぱり、皆さん在宅で老老介護している方々の高齢化が進んで、どうして
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も、そのどちらかがそういった状況になると、看取りがちょっと難しいということで頼

ってきた例もあるので、本当に先ほどの委員がおっしゃったように、今後の課題という

ことになると思う。これまでのアンケートの調査の結果を見ても、高齢化がどんどん進

んでいるということであると、在宅の老老介護というのが本当に増加しているというの

は実態として、実例として、私どももびっくりしたところだが、職員と相談して、一応、

個々の豊島区の地域の社会福祉貢献をしたいという意味でのことで、看取ったという例

がある。そのことを参考までに申し上げた。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 意見だけ少し申し上げておくと、この資料の２７ページの見守りと支え合いの地

域づくりというところで、いつもこういう調査をすると、「是非参加したい」、「参加

してもよい」、あるいはボランティア活動もそうだが、こういう数字が、すごく高い数

字が出てくるのだが、常にそれで終わっている。どこの部署もこの数値を使って、何か

こう施策を展開しているとか、なかなか、ある意味、難しいかもわからないが。 

  先ほど、介護保険の改正のところの資料でもあったが、「我が事丸ごと」地域共生社

会づくりをやろうというときに、こういうところに視点を当てて、行政の皆さんも、そ

して我々社協のほうも発想の転換を図っていかないと、本当に絵に描いたもちになって

しまう。私どもの職員も、自分の担当の業務に一生懸命になるのだけども、例えば、そ

のＡさんという方が、すごく地域福祉に関心があり、活動をすごくやっていて、こうい

う人に、いろいろとやっていただけるとありがたいなという方に対して、例えば、社協

の会員のお勧めの話とか、それから、私どもで今進めている地域福祉サポーター制度と

か、そういう話は思いつかないかもわからないのだがしない。社協の職員として全体の

ことを把握していて、そして社協がやろうとしていること、これから地域がやろうとし

ているところを常に意識しながら、そういう方に、一人ひとりが問いかけていかないと、

なかなか「我が事丸ごと」はできないだろうし、地域共生社会なんていうのは、本当に

ほど遠い話なのかなというふうに思っていて、関係しているみんなが、これだけの数字

が出ているわけだから、ちょっと言葉は悪いが、利用しないのはないと思う。 

  ４ページにあった資料で、制度の中で絵を描くと、ああいうことになるのだと思うの

だが、片方の制度にちょっと該当しないとか、いわゆる９０６０問題と８０５０問題と

か、区内でたくさんのそういう事例がある。ただ、そういう意味では、ここは介護保険

の議論する場だから、ああいう形になるのだと思うのだが、行政全体として、取り組ん

でいかないといけないのかと。保健福祉審議会でも、本当に真剣に議論していかなきゃ

いけない話なのだろうというふうに思っている。 

○会長 そのほかよろしいか。 

  一応、地域包括支援センターは、今度の改正介護保険の中でも、機能強化ということ

が言われている。地域包括支援センターが、その中学校区の圏域の中で果たす役割とい

うものが、これからますます必要になってくると思うが、区のそれぞれ中学校区でも特
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徴があることも踏まえるのだが、やはり、区全体でその水準というか、質に差が出ない

ように、委託法人の努力だけではなくて、行政も、地域包括支援センターの機能強化の

ために、後方支援というものを今後一層、果たしていってほしいというように思ってい

る。そんな点も、また考えていきたいと思う。 

  続いて、三つ目の議題に入る。「選択的介護」に係る実証実験（モデル事業）につい

て、事務局よりご説明をお願いする。 

【介護保険特命担当課長より資料３について説明】 

○会長 質問があればお願いする。いかがか。 

○委員 まだ会議も１回だけということで、決まっていないのかもしれないが、事業所に

手を挙げていただくということだったが、一応、今の段階で想定としては、どれぐらい

の数の事業者を考えているのかということと、それから、７ページの想定のニーズであ

るが、この想定のニーズ、ありそうな話だなというふうに、拝見したのだが、具体的に

は、要するに利用する側のニーズなので、そのモデル事業の中では、どのようにこのニ

ーズを吸い上げていくのかというところを教えていただきたい。 

○介護保険特命担当課長 １番目のご質問の事業者の数だが、３０年度に実施するモデル

事業の中身がまだ決まっていないという状況だが、今、１８事業者の方からご提案をい

ただいており、ここから３０年度に実施するもの、３１年度に実施するものに整理して

いく。 

  私どもとしては、きちんと対応できる事業者であれば、なるべく多くの事業者の方に

ご参加いただきたいと考えているところだが、数は、まだ読めない状況である。 

  また、利用者のニーズについては、当初はアンケート調査等での把握も検討したが、

第１号被保険者の内の８割ぐらいの方はサービスを受けていらっしゃらないという状況

の中で、選択的介護は、ただでさえ難しいと言われる介護保険制度に上乗せというとか、

新しい仕組みをつくるものである。区民の皆さんに紙面でお聞きするのは非常に難しい

と考え、地域の中に職員が出向き、ケアマネジャーや地域包括支援センター主催の地区

懇談会等にお伺いをして、意見交換しながら、ニーズを把握しているところである。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 ７ページにある想定ニーズなのだが、これは先ほど言われた豊島区の現状と課題

の、２１ページの日常生活圏域ニーズ調査というものが反映されていると考えてよろし

いのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 ２１ページには、安否確認の声かけであるとか、食事づくりの

手伝い、大工仕事等がニーズとして挙げられている。こちらについても、私どもとして

はなるべく反映したいと考えており、利用者のニーズとサービスを提供する事業者の提

案とをすり合わせしながら、サービス内容を固めていきたいと思う。 

○委員 一番大きな問題で、６ページのところでモデル事業実施に向けた基本的な考え方
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の２番で、サービス提供の保障という部分があり、介護人材の不足等の供給制約が見込

まれる中、サービスの提供が保障されやすいように制度を見直し、サービス提供の効率

を高めると。これは、前回のこの会議で、私も相当、やっぱり介護人材の確保というの

は悲壮な状態だと申し上げた。正直言って、私ども東京の事業者は、もうオリンピック

が終わるまでは、どうしようがないのかという。中には、もう潰れてもしようがないの

かという悲壮感がもう、漂っている。 

  そうした中で、例えば指名料の話なんて出てくると、指名料をもらったら、指名料を

示された職員には、指名料をそこで払わなきゃおかしな話になってくるわけで、そうし

たら単純な話、そういうところで働いたほうがいいという話も、なりかねない。介護人

材が絶対的な不足が深刻な中で、例えば、東京都内でも自治体として、世田谷区は資格

取得のための独自の助成をやっているわけだ。品川区は、事業所向けに補助金を出すと。

それで、私も正確に全部調べてはいないが、実態としてそういう、例えば２３区で、そ

ういう介護職員の定着や確保のための施策、独自施策というのは、どのぐらいやってい

るのか。それから、豊島区は、そういうところで本当にこの選択的介護ということにな

ってきたときに、本当にそういうことで豊島区が何か事業者全体を見据えて、やっぱり

潤沢にそのサービスを提供すると、保険者のこれ責務ですから、そういうことまで検討

しているのかどうか、そのこともあわせて一つは聞きたい。 

  それから、二つ目は、４ページのところだが、有識者会議の位置づけの中で、ワーキ

ンググループは必要に応じて設置となっているが、今日ご説明いただいた５ページの課

題の整理や何かのところでは、そのことは、直接は出てこない。実際にこのワーキング

グループを設置した場合に、枠組みはどんなふうに考えているのか。有識者会議のもと

で本当にワーキングするということになれば、これがより、このことが現実的に可能な

のかどうかを検証する部分になってくるかと思うのだが、その辺はどういうふうに考え

ているかと、この２点伺いたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 はじめに、介護人材不足にどう対応するのかというところをお

答えする。 

選択的介護モデル事業は、利用者にとっても、事業者にとっても効果があるものを目

指したいと考えているところだが、選択的介護を実施することで、介護人材不足を解決

できるというところまでは正直難しいと感じるところである。ただ、介護保険制度が発

足した平成１２年には想定できていなかったような事態、環境の変化等があり、要介護

高齢者が増加する一方で介護人材が不足するという状況を打破するための突破口を見つ

けていかなければいけないというところから、このモデル事業の実施を検討していると

ころである。委員がおっしゃるとおり、介護人材不足はかなり深刻な課題であり、施策

の検討は引き続き行っていかなくてはいけないと考えている。また、江戸川区や品川区

でそういった事業展開をされているという情報も把握をしている。 
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  また、２点目のワーキンググループの設置である。有識者会議では、この選択的介護

モデル事業の全体の方向性や必要性等、多様な視点からご意見をいただくが、現場の声

が届きづらいというところがある。ワーキンググループを設置する際には、現場の声を

吸い上げ、ニーズに沿った形で実務上の課題を整理すること等に主眼を置いて運営して

まいりたいと考えている。 

○委員 本当に新しい事業をやるということになったときに、その基本になっているのは、

マン・ツー・マンのサービスだから、人的サービスだから、人的確保ができないような

ことだったら、やれないわけだ。 

  だから、そこのところの基本的な区としての構えをはっきりしていかないと、実は、

ここの直接の議題になるどうかは別にして、去年１０月に、結局、介護職員の住宅借り

上げの制度を東京都が新設したら、ご丁寧に、地域密着型事業を除くと書いてある。サ

高住だとかそっちのほうの補助はするけど、我々肝心のグループホームだとかやってい

るところは、みんな除かれる。ただ、そんなことを東京都がやっている事態の中で、や

っぱり区市町村の側からも声が上がるようにならないと、選択的介護云々の以前の問題

は、僕は横たわっているのではないかなというふうに思う。 

  それから、現場の声という話だったので、我々、聞かれれば本当にいろいろ言いたい

のだが、やっぱり小銭持っていたり、結構、事業をやっている家族がいるようなお年寄

りのところの、我々、地域密着型で事業をやっていると、もう本当に職員はつらい。は

っきり言って、いつの間にか家族の下着を全部洗濯させられている。いや、カレーライ

スつくれとか、これつくれというメニューは娘から言われるのだけど、実際につくって

いる量を僕は見たら、明らかに９０近いおばあちゃんが食べる量じゃない。で、それを

実際、私は、もうしようがないから私、最後出ましたけども、職員が指摘したら、もう

皿を投げられた、介護の現場で。そういう事態まで起きている。 

  そういう意味では、本当にどこで線引きをするのか。きちっと守るべきところは守ら

ないと、特区でやったから、今まで介護保険の原則が、もうずるずるといったら、これ

大変な混乱が私は出てくるという意味で、いつでも聞かれれば、そういう実態はご説明

したいと思っているので、よろしくお願いする。 

○会長 本当にこの、介護人材が不足している深刻な状況を何とかできる、これだけでで

きるということではないのだが、区全体でそういったことを、さまざまな幾つかの施策

の中で取り組んでいくというようなことも考えなくてはいけないかと思っている。また、

都とか国にも行政として意見を言っていくということも、当然、求められてくることだ

と思う。 

  それでは、次の議題に移る。四つ目の議題は、「介護予防・日常生活支援事業につい

て」である。事務局よりご説明をお願いする。 

【高齢者福祉課長より資料４について説明】 

○会長 何か質問があればお願いする。いかがか。 
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○委員 この総合事業と呼ばれている部分だが、事業者の拡大みたいなところがあったと

思う。３ページですね。たしかあったと思う。 

  もともと、この事業に移行していくということでの国のもくろみは、かなりその住民

参加型の事業が起きてくるということだったと思う。高らかに強調されたのは。たしか

５月だったと思うのですが、厚労省が実態調査を発表していた。たしかその住民参加型

の参入というのも、訪問型の事業については３．９％しかないと。通所型のものでも１

２．９％と。もう、ほとんど失敗というか、思惑どおり行っていない。そういう中で、

豊島区が５ページのその訪問型のサービスＢのところにも書いてあるが、本当にその民

間の、本当の意味での民間の住民主体型のものができていくという、この成算ありで見

ているのか。その辺どうか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 あくまでも、まだ、これ豊島区としては、今年度スタートを切ったば

かりということである。そして、また平成３０年度に向けて、各自治体でもいろいろな

動きをしているところだが、なかなかまだ始まったばかりの制度ということもあって、

成功の事例というのが、なかなか見当たらないというか、大きく出てこないところもあ

り、近隣区との情報交換も含めながら、いろいろとサービスの検討をしているところで

ある。あくまでも住民主体というところで、なるべくそういうところを大きく出してい

きたいというところがあるが、それだけでは、なかなかサービスの提供ができないとい

うところもあるので、サービスの提供メニューを増やしながら、またいろいろとご意見

を伺いながら、よりよい制度になるような形で、サービスの構築を進めていきたいと考

えているところである。 

○委員 先ほどの説明にあったように、みなし指定が切れていく関係もあり、本当にその

辺では混乱が出ないように十分検討していただきたい。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 ３ページのサービス従事者育成研修の実施ということで、先ほど、早速７月２６

日から３日間研修を行うということだが、どのぐらいの参加が今あるのか。この３年間

で３００名程度の育成を予定している中で、一体、実際、初回はどのぐらいかというこ

とをお聞きしたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 現在も受付中の状況だが、現在時点で、今２５名の申込者をいただい

ているところである。 

○会長 そのほかいかがか。よろしいか。 

  これで本日予定しておりました議事は終わりとなる。ここで改めて新しい委員のご紹

介と、区の職員のご紹介をお願いする。 

【新任委員の紹介】 

○会長 どうぞよろしくお願いします。では、区の職員のほうを、お願いする。 
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【介護保険課長より区職員を紹介】

【保健福祉部長より挨拶】 

○介護保険課長 次回の会議開催につきましては、日程が決まり次第、ご通知をさせてい

ただく。 

 ○会長 委員の皆様に多くの意見をいただき、大変有意義な時間だったと思う。お暑い

中、どうぞこの夏もお体に気をつけて、お過ごしください。 

  これをもちまして、第７回介護保険事業計画推進会議を終了させていただく。本日は、

まことにありがとうございました。 

（午後８時３５分閉会） 

【配布資料】 

資料１ 介護保険制度の改正について 

資料２ 豊島区の現状と課題について 

資料３ 「選択的介護」に係る実証実験（モデル事業）について 

資料４ 介護予防・日常生活支援総合事業について 

資料５ 地域密着型サービス事業所の指定について 

参考資料１ 介護保険事業計画推進会議委員名簿 

第 6回豊島区介護保険事業計画推進会議 会議録（要旨）（案） 


