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（午後６時０２分開会） 

○会長 それでは、定刻になったので、第８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。初めに、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 本日は、傍聴者は。 

○介護保険課長 本日の傍聴はございません。 

○会長 それでは、ただいまから議事に入らせていただく。 

  本日の最初の議事は、第６期介護保険事業計画の進捗状況についてである。 

  事務局より説明をお願いする。 

【高齢者福祉課長より資料１ 第１節・第２節について説明】 

【地域保健課がん対策・健康計画グループ係長より資料１ 第３節について説明】 

○会長 それではこの資料１の説明に対して、何か委員の皆様ご質問等あったらお願いす

る。いかがか。 

○委員 ただいま最後の４ページの上から２段目で、豊島区医師会が中心となり医療系完

全非公開ＳＮＳによる多職種スタッフ情報共有を進めているとある。右側に課題があっ

たが、かなり国もこのＩＣＴの活用を強調しているが、これに関する国や何かの補助金

制度はないのか。 

○地域保健課がん対策・健康計画グループ係長 これまで東京都のほうで、在宅療養推進

基盤整備事業ということで、補助金が交付されてきた。ただ、こちらが平成３０年４月

から全国全自治体でこちら（１）から（８）までの事業を介護保険の中の地域支援事業

に位置づけるということから、スキームのほうが変わってきており、東京都のほうが補

助金を交付してはいかないというような決定をしてきている。そのために、区のほうも

医師会等のご要望を受け、何らかの支援ができないかということで、今検討をしている

ところである。 

○委員 国のほうもかなり今、介護保険制度・報酬改定との関連を含めて、この部分を強

調している。私も色んな関わりがあり、そういうところで話したら、厚労省のほうも相

当注目しており、特に私のところもこの完全非公開型のＳＮＳで協力いただいている先

生とのやりとりが非常に楽にやれている。介護の側からいうと垣根が高いというか、ハ

ードルが高く、電話で看護師さんを通じて「先生は今」と言うと、大体「今、診療中で

す」と言われ、もうそれで何か引き下がるのが、私のところもグループホームだとか小

規模多機能で、タブレットで先生が受けて下さり、随時返事を下さるという点で、非常

に介護側の職員はハードルが低く、先生とのやりとりができる。そういう意味で大変喜

んでおり、国もやはりそういう方向でと言っているので、補助金のことを聞いたら残念

ながら東京都のほうの補助金も、逆に基盤整備事業のほうでやってくれということにな

っている。ぜひ、そういうところも、東京都や国に対しては、引き続き何らかの補助を

やって、整備をやっていけるように要請は続けていただきたいと思っている。その点だ
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けお願いする。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 ２ページの地域で支え合いネットワークの１番目の認知症サポーターで、先ほど

７，１８２名の方が受講され、サポーターになっているとの話だった。実際に、この人

たちのボランティア活動的な部分の実績的なところはどうなのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 実際のそのボランティアがどういうような活動をしているのかという

ところまでの具体的なところは、今のところ、まだとれていない。ただ、この方たちが

今後、色々なところで活躍いただくための体制整備をこれからしっかりと進めて、検討

していきたいと思っている。 

○会長 よろしいか。そのほかいかがか。 

○委員 今の関連で伺っておきたい。たしか国のほうも、サポーターの養成講座をやって

いる四谷の団体がありますね。そこを中心にして、何かこのサポーターが社会的に積極

的な役割を担うような方向性ができないか検討の会議をやっていると、私は聞いている。

結論はまだ出ていないのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 まだ出ていないとつかんでいる。 

○委員 わかりました。 

○会長 そのほか何かご質問があれば、お願いする。いかがか。よろしいか。 

  今の認知症サポーターの養成のことについて、ちょうど今週の月曜日に大正大学でも

１年生に実施したところである。この第７期に向けた課題のところでも若年層の受講者

を増やすということから、区内の大学などで定期的に実施できるような形も検討したら

いかがか。区内在住の大学生ばかりではないが、豊島からさまざまな地域に養成講座を

聞いた学生たちがそれぞれの地域で、認知症の高齢者の方への理解が広がっていくとい

いのではないかなと思っている。 

それでは、次の議題に移る。二つ目の議題は、第７期介護保険事業計画骨子案につい

てである。事務局より説明をお願いする。 

【介護保険課長より資料２について説明】 

○会長 委員の皆様から質問、意見などがあればお願いする。いかがか。 

○委員 ちょっと内容の確認と、文字はこちらのほうがいいのではないかということだが、

一つは１１ページの３行目の「深化」は、この深化でよろしいのか。深い、進めるほう、

どちらか。深くするのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 こちらは、国が出している計画の基本指針の中で、この深いという字を

使っているので、私どももこちらを選ばせていただいている。 

○委員 それと先ほど３２ページの下の絵の説明があったが、中の文章では先ほど話され
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たように、「そのためには」というところで、地域住民という言葉を使っているが、こ

の絵の上では自治会となっている。豊島区の場合は多くが町会という言葉を使っている

ので、そちらのほうがいいと思った。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 詳細も含めてですが、きちんと訂正させていただきたいと思う。 

○委員 高齢者クラブの中で指導者研修会的なところで話があった中で、豊島区は待機児

童ゼロで目標を達成したということで、いろいろ報道されているわけだが、高齢者の待

機高齢者ゼロの政策はとってもらえないかと。そういうことを目標に上げることは可能

か。そんな話が高齢者の間では出たということで聞きたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○福祉総務課長 待機児童と待機高齢者、若干の意味合いが違うなと思っている。特別養

護老人ホームを待っている方は大変実数として多いが、皆さん実態としては、なるべく

在宅を続けたいという思いが強いということも意向調査等でわかっている。本当にいざ

というときのために、申し込みはしているのだが、いざ順番が来てみると、まだ在宅で

頑張りたいという方も多くいらっしゃる。まだまだ施設は足りないので、つくっていか

なければいけないのだが、必ずしも今の待機者全てをゼロにすることが必要かというの

は、ちょっと違うのではないのかと思っているところである。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 ９ページのアンケートをやった際の抽出のデータ件数のところで、３番目、ケア

マネジャーの調査で、９２名の方がアンケートを出したと。答えていただいたのが６２

名と思うが、現在豊島区にはケアマネジャーの総数というのは何名になっているのか。

ある程度このケアマネジャーさんの意見は重視していくアンケート内容ではないかと思

うので、できれば全員にとったらどうかと思い、あえて聞かせていただいた。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 ケアマネジャー等、区内の直接の数はわかりかねますが、

２５０程度と把握をしている。いただいたご指摘については、次期のアンケート調査の

ときに、参考とさせていただき、年数など、そういった形で検討をさせていただければ

と考えている。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 私が認識していないことなのかもしれないが、こういう地域包括ケアシステムで

出てくるので、例えば、委員の先ほどの話だと、医療地域資源マップとあった。それと

バリアフリーとの関係はどうなってくるのか。バリアフリーマップと医療資源マップが

あると。そして高齢者が健康で自立した地域生活の促進ということになると、その地域

の環境自体がすごく問題になってくる。例えば、これは３２ページの図でも、自宅とい

っても自宅の住宅改修とか段差をなくすとか、そういうことによって随分住みやすくな

ってくる。福祉のまちづくり的な発想も出てきているので。それと、地域は医療資源だ
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けあっても、そこまでアクセスするときにバリアがあったら行きづらい。それとバリア

フリーマップとがセットになり、例えば高齢者の方が１人でそこに移動できるか、移動

手段がどうなのか、それから住宅改修でひとり暮らしのお年寄りのために対して、例え

ば介護保険を使って手すりなどの住宅改修をやるとか、そういう形でやっていくと非常

に立体的に、総合的に、複合的になるようにも見えるが、そういうのとこれとは、やは

り違ったふうに切り分けてみるべきものか。一緒ではまずいのか。その辺、教えてほし

い。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 なかなか私どもがちょっと気づかなかった切り口というか、ご視点なの

かと思う。もちろん住宅改修等では、要介護認定を受けている方も、それ以外の自立支

援でも、区として積極的に取り組んでおり、そこによって、在宅の限界点を延ばすとい

う取り組みは進めている。そのことと、今、委員からおっしゃられた、いわゆる町の中

のバリアフリーマップと医療機関のマップというところで、うまく高齢者の方に情報提

供していくような形の連携というのは、今回の計画までどこまで踏み込めるかわからな

いが、まちづくりとも直結していく大きな話題だと思うので、非常に大切な視点だとい

うふうに少し考えていきたいと思う。 

○委員 多分、これからはそういう方向でやっていかないと、よろしくないかなという気

もする。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 今の件ですが、おそらく医師会や歯科医師会でも、それぞれの会員の診療所で車

椅子対応できるか、段差があるかないか等の情報を持っているので、そういうのは医療

機関マップ、医師会でもつくっていると思う。それらに反映しているが、そのほかのバ

リアフリーのマップと一緒にするとすごく見づらくなる。マップがごちゃごちゃになっ

てしまう。 

○委員 見せてほしい、どんなふうにごちゃごちゃに見にくくなっているのか。 

○委員 つくったことがない。 

○委員 わからないので、見やすくするためにはどうしたらいいかということ。初めから

見にくいなんて言い方をするのはよくないと思う。 

○委員 医師会、歯科医師会の医療機関マップを見ただけでも結構ごちゃごちゃしている

のに、そこにそれ以外の情報も書き込むとどうなのかなという気はする。 

○委員 バリアフリーマップはバリアフリーマップでつくっている。別々につくるわけで

す。当然一緒にしたら見にくい。だから、要るのか要らないのかということが大事。見

にくいとか、複雑ではなく、要るのか要らないのかということから議論しないと。 

○会長 事務局、お願いする。 

○健康担当部長 今、健康担当部長でおくれてきてすみません。地域医療マップの関係の

担当をさせていただいております。 
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  こちらにつきましては、まず、マップのレイアウトの問題よりも、医療資源のデータ

を確認したいというところが本務で、医療資源を把握した上で、どう表現するのかとい

うと、やはりマップとリストの両立てが良かろうかなと思っている。一応、紙媒体で今

回は出すのですが、今、ネットで検索をされて、最新の情報を見ていただくこともある

ので、紙の媒体を何年ごとに出していくのかなどは、これからの課題。そういったこと

があって、先ほど恐らく、ちょっと遅れてきて恐縮ですが、スラッシュになっているの

は、何年かにいっぺん、紙の媒体を出そうといったようなことです。 

  紙の媒体で申しますと、バリアフリーと申しますか、道路等あるいは障害者の方に使

っていただけるような、誰でもトイレですとか、そういったようなもののマップは、そ

れはそれでできている。むしろ、こちらの医療資源マップのほうがそれを後から追っか

けていると、そういうご理解で。別立てにしないと、なかなかやっぱりこの豊島区の中

で項目、アイコンが余り増えてしまってもというのが、今、多分、委員がおっしゃりた

かったことかなと思うので、別立てでつくったほうがいいかなと、我々も今のところは

思っている。 

○委員 しかし、近未来的には例えばタブレット端末を持っていた場合には、ニーズに応

じて目的地まで誘導できるような、そういうシステムができるはずである。 

○健康担当部長 レイヤーをどういうふうに設計していくかなどは、電子化することの中

で考えていくことで、紙の媒体の限界がやはりどうしてもあるのかなと思っている。 

○委員 ３２ページの図に車椅子の図があって、この車椅子のお二人が動くときにどうな

のかがちょっと気になる。 

○会長 何ステップかをおきながら、いろいろ検討し、改善をして、高齢者の方でも見や

すいようなそういったマップづくりを取り組んでいけたらというようなところである。 

  そのほかいかがか。 

○委員 先ほど課長から５ページの計画の基本的な考え方の中で、地域包括ケアシステム

を強化するための法令改正の５項目が説明され、これはこれで重要な内容だと思う。や

はり計画を策定していく段階で具体的にしていくときに、キーワードをいわゆる今日も

出ている調査内容との関係で、しっかり詰めて計画にメリハリをつけていくのが重要で

はないか。例えば認知症というキーワードであるとか、独居であるとか、老老介護であ

るとか、これはこの文にも載っているものにも相当反映されているものなので、どうい

うふうに区として独自策の創設を含めて、解決していく方向性をつけるかは、非常に重

要なところだと思う。そういうところは、ぜひ今後の計画策定段階で具体化していただ

きたい。 

  ただ３３ページのところで、厚労省のホームページより抜粋という下段、下の側の抜

粋の中で、私は総論でいえば、地域共生型の社会というのは、それはそれで大事だと思

う。ただ、この表の一番下の左側、下から４行目の左側で、共生型サービスの創設など

がここではさらっと書いてあるが、実は私は豊島区ではこういう共生型のサービス、つ
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まり介護保険上のサービスと、それから障害者福祉法に基づく障害者福祉サービス、こ

ういうものを同時にやっているというのは、現実にあるのかあるいはその試みは現実に

あるのかどうかを聞いておきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 共生型のイメージも非常に今、委員がおっしゃったものに近いのですが、

現実に今あるのは、介護、いわゆる訪問介護の事業所が介護保険を使っての訪問介護と、

それから障害者の方への介護扶助という形で同じ事業所が両方の指定をとり、ヘルパー

さんに行っていただき、サービスを提供しているという事例がある。 

  現在のところは、施設系サービスでは介護保険の場合は非常に厳しい運営基準である

とか、面積についての基準が明確になっている。しかし障害の事業所については、まだ

なかなかやり手も少ないということで面積等の規制がほとんどないような事業所が多い

ということもあり、この共生型については、確かに大きな課題は、障害のサービスを今、

提供してくださっている方たちが、やはり障害のある方が６５歳になったときに、事業

所ごと全部代わらなければならない、支援をしてくれたケアマネジャーさんも全部変わ

らなければならないということをいかに少なくするか。あるいは、いろいろな方がいろ

いろな地域で一緒にいてもいいではないかということを目指すということで、一番有名

な富山型のデイサービス等が常に事例として出されるが、国が出しているイメージでは、

やはり通所サービスに夕方になったらお子さんが学童がわりに帰ってくる、あるいは、

障害のあるお子さんをデイサービスの夕方の時間に預かるとかというような絵も出てい

るが、これから先、豊島区の中で、そういった事業所を育てていっていただくというの

も、また一つ大きな介護保険事業計画だけの課題ということではなく、地域づくりとい

う課題だというふうに考えている。 

○委員 障害者の方が６５歳になっていけば、なじみの関係が薄れる介護保険サービスの

ほうに移行していく。これはこれで問題が一つあると思う。同時に、今の介護保険制度

と障害者福祉との関係でいえば、利用者の負担の問題もやはりそこにはある。障害者福

祉サービスで受けられていたのが介護保険サービスになると、１割、２割、３割という

負担との関係も出てくる。 

  今課長から答弁があったように、たしか９月６日だったか、７日の介護給付費分科会

に突然富山の惣万さんが呼び出され、富山型で惣万さんは有名な方で、私もシンポジウ

ムでパネラーを一緒にやったことがあるが、そのときに私も国はもう何かモデルがない

とできないから引っ張り出したのだと思ったが、富山型をそのまま全国に当てはめると

いうのは相当やはり無理が正直言ってある。 

  だから、やはり今後の共生型サービスというのはどうあるべきなのかを考えたときに、

かなりここのところは慎重に障害者サービスの側の専門家の意見も聞くし、介護保険サ

ービスの側の意見も聞くと。それから、当事者である何といっても自己決定権を大事に

しなきゃならない障害者の方々の意向を本当に大事にするということをやらないと、こ
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の部分は、私は非常に問題なのは、紋切り型でやられたら、相当現場にもあるいは利用

される障害者の方々にも影響が大きいのではないかと思っているので、このあたりは、

やはり今後の計画策定の段階で、豊島区としてどういうふうに具体化していくのか、今

後、３年間の計画の中に、当然入ってくる。お答えいただきたい。 

○会長 事務局お願いする。 

○介護保険課長 先ほど申し上げたように、実際に、国が示している共生型サービスとい

うのは、私どもにとってもさらっと示されているだけです。実際、やはり一番問題にな

るのは、一体報酬の設定がどういうふうになるのか、あるいは運営基準がどういうふう

になるのかということが大きい問題で、まして指定事業所となると、先ほど申し上げた

ように障害の今事業所でサービスを提供している事業者にとって、非常にハードルが高

いものになると、なかなか現実には無理だなと思っている。 

  介護保険の事業計画は事業実施の計画なので、どれぐらいの事業量がいって、それに

基づくお金をまず見積もらなければいけないというところでいえば、それほど大きく共

生型を見積もるわけにはいかない。ただ同時に全く記載しないという判断も、これから

中できちんと詰めていくが、それはまだ私はあり得ないと思っているので、どれぐらい

になるか少しじっくり詰めていきたいというふうに考えている。 

○委員 慎重にやっていく必要があるかと思う。同時に、私も介護保険事業をやっていて

非常に思うのだが、やはり障害をお持ちの方の場合でどういう障害の種類なのかによっ

ても相当対応は専門的には違ってくる。実際に私は２年ほど前に江戸川区のある包括か

ら直接電話をいただき、２７歳の男性で認知症の鑑別診断がおりたと。ただ、その方は

障害も持っておられると。こういう場合、どうしたらいいかという話が現実に来た。私

たち、認知症のサービスを手がけていて、もう相当鑑別診断が高まってきていて、原因

疾患、原因となっている認知症の病気の種類によっても、ＢＰＳＤに対する対応の仕方

は相当違う。そうすると、やはりそれ自体でさえまだ大変な教育状況にあるのに、障害

の原因の違いによってどういう対応をするか職員教育の問題は相当大きい話なので、私

はぜひ今後豊島区がこれを具体化していく段階では、携わる職員の教育をどうするかと

いう問題も含めて、検討されるようにご要望しておきたい。以上です。 

○会長 ありがとうございます。そのほかいかがか。 

（なし） 

○会長 やはり豊島区の抱えている地域課題などに対して、地域包括ケアシステムの独自

性などが盛り込めるような形になるといいかと思う。また貴重な委員の皆様のご意見も

あったので、そういったことが反映される骨子案を検討いただきたいと思う。 

  今回の骨子案につきましては、その他ご意見、ご要望などがありましたら、本日、机

上にお配りしている質問票、こちらにご記入の上、事務局までご送付いただきたいと思

う。また、いただいたご意見については、今後の計画案策定の際に検討することとさせ

ていただく。なかなか時間がなくて、ご意見などが述べられなかった方、ぜひ積極的に
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お願いする。 

  では、続いて三つ目の議事に移る。日常生活圏域について、事務局より説明をお願い

する。 

【介護保険課長より資料３について説明】 

○会長 ただいまの資料３のご説明に対して、何かご質問などがあったら、お願いする。

いかがか。 

○委員 地域分割という件では、私たち地域に住む人間の地域住民の考え方と行政が区分

けをする場合のデータのとり方で、よく今回、一番顕著なのは衆議院議員の豊島区の分

散である。これは人口比でやっている、あくまでも行政のやり方が顕著に出ている例か

と思う。確かに地域にどれぐらいの高齢者がいて、どれぐらい介護を受けなければいけ

ない人がいてというデータはもちろん大事だが、もっと大事なのは地域のつながり、と

もに生きるというか、それが根本的な命題になって、これから計画をつくっていこうと

いう中で、地域でつながる、それぞれの地域の特殊性というのはやっぱりある程度ある。 

  そうすると、例えば私がいつも気になっているのは、三丁目がなぜいけよんの郷の地

域に入らなくて、医師会のほうに入っているのか。というのは、特に高齢者の場合は近

く歩いていける範囲とか、いろんな意味で近いほうがいいわけだが、先日ほかの審議会

のほうで話が出たのは、ネットワークで包括支援センターの情報がとれるような形にな

れば、窓口はＣＳＷとか、あるいは区民ひろばであるとか、地域で歩いていける範囲内

が窓口になり、その窓口が包括支援センターにつなぎをとって、情報をとるなどいろん

なやり方を、ネットワークがあればできるかと思う。そういう面からいけば、区割りの

重要性というのは、ちょっと減ってくるのだが、あくまでもそういうネットワークが組

めない状態からいけば、もうちょっと地域性を考えた区割りを考えていただけたらあり

がたいなと思う。 

○会長 事務局から何かあるか。お願いする。 

○介護保険課長 委員のおっしゃる池袋三丁目は、地図で見ても顕著にわかりやすく矛盾

がある。当然、ばらつきも出ており、それも一つの課題である。ただ、やはり包括の圏

域を動かすというのも、なかなか住民の方に対しての影響も大きい作業であり、もちろ

ん今回、整備計画というか地域密着を見ていく上、あるいは包括の方々とお話をしてい

く上で、私どもも提案をしている。池袋三丁目の方が必ずしも包括をどこか選ぶという

ことではなく、行きやすいところに行っていただければ、きちんと相談には乗るという

体制はつくっているつもりである。もちろん改善点だと思うし、これが最後の８カ所が

完成点ともいうふうにも考えておりません。大きな課題ということは、最初に八つに分

けたときの大きな課題だと思うが、そこも踏まえて、検討を進めていくという段階だと

いうふうに考えている。 

○会長 委員、お願いする。 

○委員 １点、確認をさせていただきたいのだが、資料の３－１のスライドの５で、ポチ
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の２と３なのですが、この高齢者総合相談センターの圏域を町会の圏域や民生委員の圏

域に合わせてほしいという声があり、保健福祉審議会の中で議論がされたと。それでコ

ミュニティソーシャルワーカーを１２地区の地域区民ひろばに配置する方向が示された

ということだが、これは議論がされたというだけで、決定ではないのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 主管課長が今、ちょっと別の業務で離席しているので、私がかわりに答

えさせていただく。 

  委員の方々にご提案をさせていただいた次の６カ年に向けてのこういう形でやりたい

ということで、区が示した姿勢である。まだ議論の途中ですが、計画としては、きちん

とそこで落とし込んでいくということで、計画を立てていく途中である。 

○委員 日常生活圏域の区割りの話だが、私はずっと地域包括ケアシステムがうまくいく、

つまり居宅のサービスや地域密着型サービスの利用水準が高く出るところは、どういう

仕組みになっているのか研究している中で、やはり町会とか、区社協、地区社協ですね、

そういうものと、要するに、普通に皆さんが生活されている中で、ここが自分たちの地

区だと認識する地区と、政策上の区分けが一致していると、すごくうまくいっている。

それは、やはり非常に情報が流れやすいことと、地域包括ケアシステム、多様な担い手

がこれから要するに支えていくのだということになっている中で、たまたま人口比とか、

色々なのを考えたら、この地区割りになりましたという方たちが助け合っていくかと。

互助の仕組みができるのかというと、やはりそれは難しいと思う。それは、先ほど委員

がおっしゃったとおりで、お住まいの方たちはやはり何か知らない人たちと一緒にされ

ちゃったような感じになってしまうので、そのあたりが大変難しいということは十分に

認識をして、この発言なのだが。 

  やはり行政のつくる区割りと、お住まいの方たちの感覚が、できるだけ齟齬がないよ

うにつくったほうが、難しいことは重々承知だが、今後のことを考えると効果が高いと

思う。 

○会長 事務局はいかがか。 

○介護保険課長 日常生活圏域ということで、包括を一緒にしてしまうということではな

く、基本はあくまで八つの包括が今持っている圏域、それが町会のもともとの１２とい

う豊島区の町会の区分けと違うところが再々議題になってきたのだが、今回の日常生活

圏域について申し上げれば、少し大きなスパンでないと、やはり施設整備、特に地域密

着型の施設整備を進めていく上では、八つに分けてしまうと、なかなか誘導は難しいと

いうところもある。それと同時に、余りにも中央地域が大き過ぎて、この中央で一体で

すといって、４包括が入っている中で、その四つの包括で同じような生活をしていると

いうのは、少し無理があるかなということで今回四つに分ける。 

  それがもちろん八つにいきなり分けられれば、いろんな意味で整備もできるところも

あるが、日常生活圏域としては四つにさせていただくが、今委員からいただいたような
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点にはもちろん十分配慮が必要であるし、包括八つをいじるということは非常に重大な

問題になってくると思う。包括一つ一つの今の地域と結びついた形というのは、当面崩

すのではなく、むしろ四つになって二つずつの包括になることで、少し今度は一つの包

括が地域というときに、例えばタッグを組んでさらに重層的なものをするときにという

意味で使わせていただいたということで、包括が今、基本８カ所、そして、この７期以

降も引き続きこの地域で運営していくという点では、揺るぎなく続けていきたいという

ふうに思っている。 

○委員 複数の包括が、もうここの地域はうちじゃないからというやり方をせず、おっし

ゃったように、タッグを組んでということがうまく機能するのであれば、ソフトランデ

ィングでだんだんといい方向にということでいいかと思う。 

○会長 そのほかいかが。 

○委員 お話を聞いているうちにだんだんわからなくなってきたのだが、これは包括圏域

ということで考えて分けていくのか、先ほど委員が話されたみたいに、包括に近いとこ

ろの方は、包括は身近でしょうが、同じ圏域でも包括に遠い方は、割合身近でない存在

にあったのではないかと思う。そうなると、包括圏域で話ししていくだけでは、ただ今

回線引きで数を変えただけになってしまい、次の一歩に進むことはなかなか難しいと思

う。その中で、区民ひろばであるとか、先ほど委員が言われた情報発信の場が圏域の中

で幾つあるのか、それから日常生活で人が移動している地域がどれぐらいこの圏域の中

に固まりがあるのか、その中でずれがないのかというようなところも考えないと、今ま

での包括圏域の割り方を、ただ数を変えただけになってしまい、活用性がないような気

がする。そういう要素を取り入れて、細かな次の、地域の利用の仕方というのか、地域

の活動の仕方を踏まえてやるのか、そのまま包括の圏域だけを考えてやるのかというと

ころを明確にしていただきたいと思う。 

○会長 事務局お願いする。 

○介護保険課長 基本的には、介護保険事業計画、高齢者福祉計画は、包括というのは大

きな基礎の考え方だと思う。包括運営協議会がやはり地域の問題を決めていく、それか

ら地域ケア会議等もそうだが、そこが起点だというふうに考えているので、日常生活圏

域を今回、三つから四つにしたいという一つ大きな理由は、やはり圏域ごとにきちんと

介護保険の中でどういったお金を投入して、地域づくりをしていくかというような問題

も今後、考えていかなければならなくなると思う。 

  かといって、包括の圏域をいじるというのは、やはり平成１８年からもう１０数年こ

の圏域になじんできていただいている部分もあるので、一足飛びに６期から７期になる

ときに圏域を変えて、８カ所を１２カ所にしますというような問題でもございません。

もしいじるとなれば、相当な期間をかけて、ソフトランディングできるような経過も必

要ですし、その議事は専ら包括運協の中できちんと話し合っていくべき課題である。 

  ちょっと親の計画の話をしたことがかえってわかりづらくしてしまったと思うが、重
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層的な支援体制をつくっていきたいということの例で、私は挙げさせていただいた。今、

委員からいただいた、どれぐらい動線があって、どういうふうにコミュニティが運営さ

れているかということは、もちろんとても大事なことで、包括の認知度についても、今

回のアンケートでも、なかなか伸び悩んでいて、どうしようかなというのも一つの課題

になっているようなところもあるので、そこの視点もきちんと今後の施策としては取り

入れていかなければいけないということは、認識している。 

  ただ、この介護事業の７期の計画については、今、なかなかそこまで踏み込んで、一

気に変えることができない。ただ、三つというのは、余りにも中央地域が大きくて、日

常生活圏域といいながら、少し東西に比べてもバランスが悪いのではないかということ

は、６期のころから少しずつ議題になっていたところであるので、今回こういったご提

案をさせていただき、中央をもう少しわかりやすくして、そして包括も四つというより

は二つずつにする中で、いい意味できちんと重層的なものをつくっていく、少し変革の

第一歩かなとお考えいただき、３年の介護の計画であるので、そこで少し先に進ませて

いただければなという意味でのご提案である。 

○会長 委員、お願いする。 

○委員 圏域の話はそういう事情はわかったが、ただもう一つ、地域の事情ということで

お話しさせていただきたい。 

  まず、区政連絡会というものが１２地区に分かれ、ここにマップで落とすとどんな感

じになるのか。そういうマップはあるか。圏域と１２地区を重ね合わせた。というのは、

１２地区の区政連絡会というのは、これは行政のほうからのいろいろ伝達事項とか、あ

るいは地域の問題を逆に吸い上げるとか、そういうパイプが非常に太い、そういう地域

割りになっている。そのパイプをなぜ行政は利用しないのかという観点からいくと、も

う少し地域割りを考えるときに、それを考えていただいたほうがいい。 

  また先ほど地域の特性があるという話をしましたが、具体的には、例えば大塚の阿波

踊り、あるいはふくろ祭りはそれぞれの地区が主体になって活動し、地域住民のつなが

りをやっている。それがあっているからこそ、町会長が何か区のほうからこういう情報

を欲しいというようなことがあればすぐに自分の町会に対して、こういう情報、例えば、

民生委員が７５歳以上の情報を３年ごとにとっているというのは、またちょっと違うル

ートで流れているかもしれないが、そういう情報の吸い上げそのものは、町会を通した

ら、もっとスムーズに情報が逆に吸い上げられるので、包括の人たちがいろいろ聞いて

回るよりは、もっと包括の専門的な活動を支援するという形かどうかわかりませんが、

もっとつながりがスムーズにいって全体の流れがよくなってくるような気がする。 

  今回は無理かもしれないという話ですが、いずれ地域の特性というか、地域性をもう

少し加味した現在ある区政連絡会の地域割りが一番いいかどうかというのは、また別の

議論はあるかもしれないが、検討する余地はあるのではないかと思うので追加させてい

ただいた。 



- 13 - 

○委員 関連して。 

○会長 では、事務局のほうから先に。 

○福祉総務課長 今、ちょっと前段で抜けていたもので、その間の議論を聞いていなくて

申しわけございません。 

  この間、この親計画の会議である保健福祉審議会でも議論されてきているところです

が、例えば包括支援センターが８圏域ということで話題になっているのかなと思う。こ

れから本当に福祉が地域の中で地域の方々と一緒につくり上げていかなければいけない

ということで地域づくりが大変重要で、その地域づくりの単位は１２、町会と合わせた

１２であるということは、今後間違いなくそういう方向で行くと思っている。 

  一方で、高齢者総合相談センターはあくまでも専門相談支援機関という位置づけです

ので、もちろん高齢者総合相談センターも地域の中でさまざまな活動をおこなうが、専

門相談支援機関は、高齢者でいえば包括支援センターだし、また、障害や子供など、そ

れぞれ別々にあるので、それが全て完全に町会と一致するのは、なかなか現実的ではな

いなと思っており、それぞれの専門相談支援機関は必ずしも一致していなくても、基本

の単位である１２にうまく連携ができればいいと考えていまして、その仕組みをしっか

りとつくっていくことが今後重要であろうかと思っている。 

○会長 委員、お願いする。 

○委員 先ほど認知症サポーターをどう地域で生きた形で役に立ってもらうかという話を

委員がされたが、まさにすごい重要な課題です。この地域包括ケアシステムをつくると

いう点で、国はもう本当に住民の自主的ないろんな活動に頼らざるを得ないのだと。特

に要支援者の一部サービスなんかについては、もう住民組織がやってもらわなければ困

ると。先日の新聞の全国紙の調査では、もうほとんどそういうことはできない状態で、

困難だという自治体が５割近くあるというのが出ていた。だから、成功していない、は

っきり言って。 

  だから、そういう事態をちゃんと見たら、やはり地域住民の本当に支え合いができる

単位を大事にするということは、今一番に考えていかなければいけない。その点で、僕

は非常に３を４にするというのは賛成だが、どうしてもこの鉄道敷をこれだけ縦の埼京

線を挟んでこういうやり方をするのは、余り私は賛成ではない。一貫してそう思い、昔

のこの会議でも言ったことがある。やはり建築基準法じゃないですけど、解釈上、線路

と河川敷を挟んだら、一団の土地には認めない、建築基準法の解釈でも。 

  私は、実は昔ある施設で通所リハビリテーションをやるので、北池袋のところで上池

袋二丁目の人を外側に持っていくというのを、ルートをつくるので一度やったことがあ

る。北池の踏み切りで朝の８時台に１回つき合ってくれないといい、その利用者を１人

乗せた。２０分あかなかった、送迎車が待っていて。もうこれはだめだと、ぐるっと川

越街道のほうを回ってくるみたいなことをやった。 

  やはりそういう状況を見ると地域住民もそうですし、ましてや地域密着型の事業の今、
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偏在をどうするかという話になってくると、今後鉄道敷で完全に遮断されているところ

をどうやって地域密着型の例えば１０人の通所をやるようなところが効率的にやれるの

かも含めて、住民が第一ですし、２番目に地域密着型の事業者が本当にその事業をやる

という点でいったら、私は２案ではなくて、３案なのかなと。やはり鉄道敷を挟んで分

けるというのが妥当なんじゃないかなと思うが、そういうのは審議会では出なかったの

か。どうか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 これにつきましては、保健福祉審議会の議案ではありませんでしたので、

私どもが事務局の中で、いろいろな数字を考えたところ、今申し上げるのは確かに鉄道

というのは大きな妨げになることはもちろん意識していないわけではありません。ただ

一方で、なかなか区境の方々がサービスを利用するときに、やはり目白の方や高田の方

は新宿区側のサービスをご利用になることが多いですし、上池袋四丁目の方や池袋本町

の方は板橋の事業所を使っていることが多いというようなこともある。そういった中で、

東西なのか、南北なのかということで、もちろん提案であるので、この後、質問票等を

いただき、また必要があれば再検討ということもしなければいけないかと、今伺ってい

て思う。 

  私どもの意図というか考えたのは、鉄道のことは頭に置きながら、そういったふだん

の日常の生活をしていくときに、少し例えば池袋本町四丁目の方と目白四丁目の方と同

じ圏域ですよというのが、なかなか生活をしていく上で、東西でいくのと、それとも線

路はもちろん挟んでしまうが、上池四丁目の方と池袋本町の方たちと同じ圏域ですよと

いうのと、どちらがいいのかなということを幾つか検討した。そして、先ほど申し上げ

たように、なかなか南側に地域密着型サービスがまだ少ないということもあり、それぞ

れの地域の課題を明確にして、これからの整備をしていく上で、南北はどうかというこ

とで、今回は提案をしたところである。 

○会長 ということなのだが、そのほかにあるか。 

○委員 この圏域割りについて、包括の方はどのように意見を出しているのか。南北がい

いのかあるいは東西がいいのか、そのあたりはどうなのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 まず、ここで提案ということなので、具体に今すぐに包括の何かが変わ

るということではないので、本日初めてここでお示ししている。これからご意見等は伺

う、あるいは、何が必要かということは、今後、伺うという形になるかと思う。 

○委員 包括支援センターは、高齢者の専門相談機関のかなめとして、今後も地域密着型

サービスなどを開発していく役割がある。その一方で、１２地区の中では、地域住民に

より近い立場で、あるいは、６５歳になっていない方々の意識啓発とか、あるいは、住

民参加の協力だとか健康増進だとか、そういうところを地域単位で、高齢者になってい

ない方も行くことで、この介護保険サービスも高齢者福祉もよりよくなってくると思う。
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連続性の部分はこの介護保険と高齢者の計画だけでは終わるものではないと思うので、

そのあたり最初のほうに豊島区の各分野別の計画とそれから地域保健福祉計画の位置づ

けも書いてあるが、この高齢者保健福祉計画から分野ごと統合したり、あるいは調整し

たりという部分は、特に書き込むことはしないのか、あるいは最初にこういう表を出し

て説明するというところで総括するのか、そのあたりはいかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 介護保険事業計画、もちろん高齢者福祉計画、今回きちんと明確に二重

の名前にするのですが、親の保健福祉計画との関係性で申し上げると、本日お示しした

程度のというか、こういった仕組みの中に介護保険事業計画、高齢者福祉計画がありま

すというところをお示し、その中で地域保健福祉計画の中で議論されているところのキ

ーワードになるところ、キーポイントになるところは盛り込んでいきたいと思うが、具

体に圏域の問題であるとか、あり方まで踏み込んで、事業計画という性質上はこれ以上

今のところ書き込むという予定はないところである。 

○委員 わかりました。ありがとうございました。 

○委員 もう一ついいか。 

○会長 委員どうぞ。 

○委員 包括支援センターなりの業務の内容がわからないで、いろいろ地域割りの話をし

たが、全体を１００としたら地域住民との接点のサービスの割合は、どの程度なのか。

というのは、接点になるところがそんなに多くなければ、余り包括支援センターをどこ

につくろうが、窓口さえ住民の近くにあれば、話は十分できるかと思うが、サービスを

受ける人たちが包括支援センターに例えば子育ての人が行かなければいけない、あるい

は、高齢者が行かなければいけないということで、それによって包括支援センターがや

るサービスが重要ということで、地域サービスにつながると。例えば、地域住民が常に

８割方包括支援センターに来ないと。包括支援サービスの何というか、効果じゃなくて、

行政としての仕事が成り立たないということであれば、できるだけ細分する必要がある

し、サービス全体のどの程度が住民との接点で非常に重要かという割合は、どの程度な

のか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○福祉総務課長 サービスの割合といいますか、高齢者総合相談センターのメインの仕事

は、実際に相談者に来てもらうなり、あるいは逆に訪問するなりして、その相談者の対

応をすることですので、そういう意味では、そこは地域住民が相手ですけれども、地域

という単位は必ずしも関係ありませんで、個々の対応かと思っている。業務的にはそこ

がメインだと思っているので、そういう意味で相談する人の立場から言えば、数が多い

にこしたことはないのかもしれません。２０も３０もあればいいのかもしれないが、そ

ういう意味では、どういう数でもいいのだろうと思う。 

  一方で、高齢者総合相談センターの機能の一つで、各センターに地域ケア会議という
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会議をやっており、その中では実際に周辺の圏域内のさまざまな活動をしている方々、

町会長さん等も含めて、そういうところに集まって、さまざま地域の課題等を話し合う

ことがある。そういうケースでは、確かに地域という単位が重要になってくると思う。 

  そのため全体の割合という意味では、そういう地域に関するものは少ないとは思うが、

ただ全てが地域の方を相手にすることですので、その辺そういう地域で活動をされると

ころを、今後どうしていくかなんですが、これまで高齢者総合相談センターの８圏域を

もとに社会福祉協議会もそこを基本単位として、例えば区民ミーティングをやったりと

かＣＳＷもそれで活動したりしていますので、その辺を今後うまく整合性をとり、地域

にとってわかりやすくしていく必要があろうかなと思う。 

○会長 そのほかいかがか。委員、お願いする。 

○委員 私は池袋三丁目のほうで仕事をしている。高齢者がいけよんの郷に相談しに行っ

て断れたという事例は聞いたことがない。ですから、そう考えると、あくまでもこれは

行政の目安とかサービスをやるための均等化におけるための区割りだと私は思っており、

特に三丁目でしたらこれで見たらわかるようにいけよんが大変近いわけです。そこに行

って断れるということは、まずありませんので、サービスを均一にやるための区割りと

考えていた。そこで、日常生活域の設定となってしまうと、やはりそこで食い違いが出

てくるのは仕方がないことだと思う。日常生活域というと、私が思い浮かべるのはやは

り商店街か何かで区分けするのが一番いいのかなぐらいに思ってしまいますので、そう

考えると、やはりこれは豊島区の全員に行政サービスができるための区割りだと私は思

っておりました。 

○会長 そのほかいかがか。 

  一応、事務局からの提案としては、この２番の南北分割ということの提案だが、本日

は委員の皆様からどちらかというと、東西分割というようなご意見も出てきていた。な

かなかこの南北分割でご承認とはいかないと思うので、本日のご意見を踏まえてまた事

務局のほうでも検討するような形にしたいと思う。 

  豊島区もここ１０年で人口が随分増えてきて、特にこの池袋周辺のこの中央圏域が人

口も１０年前に比べると増え、夜間人口などの面でも大きく変化しているところである

し、またこの区庁舎の周りも今度道路がどう整備されるか、あるいは、区内でも道路整

備でいろいろ動きがあったりもするということで、昔からのそういう地域のつながりも

もちろん踏まえていかなくてはいけないが、またこれから１０年も道路整備など、ある

いは池袋周辺の動きも変化する中でどう考えていくかは、なかなか短期間では難しいと

思う。事務局のほうで検討を続けるということで、本日はこのことについてはこのぐら

いにして、次に、地域密着型サービス運営委員会のほうに移る。 

  事務局より資料４のご説明をお願いする。 

【介護保険課事業者指定グループ係長より資料４について説明】 

○会長 ただいまの説明で、何かご質問があればお願いする。いかがか。 
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（なし） 

○会長 では、この件については、ご承認ということでよろしいか。 

（異議なし） 

○会長 事務局。 

○介護保険課事業者指定グループ係長 地域密着型サービス運営委員会について、一つご

連絡がありまして、先ほど事業推進計画、介護保険事業計画の中で記載がありましたが、

平成２６年、それから、今年平成２９年、２回にわたる介護保険法の改正がありまして、

平成３０年の４月から居宅介護支援事業所、一般的にはケアマネジャーと呼ばれている

皆様ですが、居宅介護支援事業所の指定権限が、現在、都道府県が指定権限を持ってい

るが、こちらの権限が市町村、豊島区のほうに権限移譲される。これに付随して、条例

を制定する必要があり、同様に、「我が事・丸ごと」の中にありますが、共生型サービ

スの位置づけが地域密着型サービスに位置づけることが２９年の改正介護保険法で決定

されており、こちらについては地域密着型のサービスの条例の改正が必要になる。 

  中身につきましては、今年の１２月まで国のほうで審議され、今この場で内容を示す

ことができない現状があり、本日はこちらの条例改正ついて皆様にご意見を伺うことは

今後ございますというところを一つ伝達し、私のほうからの報告とさせていただく。 

○会長 では、先ほどの資料４の件について承認とする。 

  本日予定しておりました議事は、これで終了となる。 

  事務局よりほかに連絡事項があったら、お願いする。 

○介護保険課長 幾つか事務連絡をさせていただく。一つは、先日送らせていただいた資

料の中に議事録が入っていたかと思う。これをご確認いただき、何か訂正の必要な部分

があれば、この後申し上げる計画に対してのご意見・ご要望、１０月１３日（金）まで

に、期間が短くて申しわけございませんが、事務局までお寄せいただくときに一緒にそ

の訂正分についてもお寄せいただければと思う。それから、机上に質問票を置かせてい

ただいている。先ほどの圏域もそうだが、幾つか改めて聞いていただき、見ていただい

て、ぜひ、ご意見等があれば、こちらのほうもよろしくお願いする。 

  次回の会議だが、本日の議論を受けてさらに記載を深めたものを提示したいと思う。

１１月２０日（月）、１８時３０分からを予定している。通知については、後日郵送す

るので、ご予定をいただければ幸いである。 

○会長 ぜひご意見などある方は、１０月１３日までに事務局にお願いする。 

  本日は、委員の皆様に活発なご意見を頂戴した。ありがとうございます。今夜は何か

雨がかなり降るようなので、お帰りどうぞ気をつけて。また１１月２０日、よろしくお

願いする。 

  これをもちまして、第８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

どうもありがとうございました。 

（午後７時３９分閉会） 
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【配布資料】 

資料１  第６期介護保険事業計画進捗状況について 

資料２  第７期介護保険事業計画骨子案について 

資料３  日常生活圏域について 

資料４  地域密着型サービス事業所の指定について 

資料５  質問票…机上配布 

参考資料 事業計画第 4 章（見本）…机上配布 

第 7回豊島区介護保険事業計画推進会議 会議録（要旨）（案） 


