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（午後６時２４分開会） 

○会長 それでは定刻より少し時間が早いが、委員の皆様全員集まったので、これより第

９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】 

○介護保険課長 引き続き、本日写真撮影をしたいと思う。ホームページや第７期の計画

の冊子に掲載するため、本日会議全体の風景の撮影をしたいがよろしいか。お諮りをお

願いする。 

○会長 皆様、いかがか。写真の撮影についてよろしいか。 

（異議なし） 

○会長 傍聴については。 

○介護保険課長 本日傍聴者はいない。 

○会長 ただいまから議事に入る。本日最初の議事は、豊島区高齢者福祉計画・第７期介

護保険事業計画〈素案〉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1について説明】 

○会長 では、委員の皆様から質問、意見などがあったらお願いする。いかがか。 

○委員 今日、６章と７章についてこれから記入すると追加の説明があったが、その部分

も、この基本方針や基本目標に関わってくる部分だと思う。 

  もう統計資料のほうはかなり出ているので、豊島区の特徴や将来推計から見えること

もある。そういうことを踏まえたときに、この１０ページの基本目標が今は３点書いて

あるが、これだけでいいのか。 

  これは第２次予防や、第３次予防などに焦点を当てたものが１番に当たるものに書い

ていると思うが、今後の高齢者の増加と介護保険財政の適正化を考え、あるいは、何よ

りも住民の方々からの願いや気持ちとしては、要介護状態にならずに、いつまでも元気

で活躍していたいというところが、高齢者の多くの方の願いだと思う。 

  そうすると、１番もそれにあてはまるが、もう少し元気な方々を対象にして、よりそ

の健康が維持でき、活躍、参加できるような社会のあり方、豊島区の地域のあり方が、

もう一個入ってもいいのではないか。 

  今回、健康寿命の向上も新しいグラフとして入れてあるが、東京都よりは少し平均が

低いというところが、驚いた。ここを例えばターゲットにしながら、その健康寿命の向

上、文面とすれば、例えば「高齢者の活動と参加の促進による健康寿命の向上」、ある

いは「健康生活の促進」など第１次予防に関する目標があり、第２次予防、第３次予防

としての１番があり、そして２番は体制などになるが、その健康な方がより健康でいら

れるような活動や参加の場というのも、老人福祉計画なので一つ入ってもいいのではな

いかと感じた。いかがか。 

  こういうところは検討の余地があるのか。あるいは、もう無理なのかというようなと
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ころはいかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長  今、指摘されたところで、特に健康寿命等の話という

のは、実を言うと今回の素案として出す前から、検討はずっとしていたところで、これ

を目標という形でどう生かしていくかは、内部では検討していたところである。パブリ

ックコメントまでの間の中で、目標という形でふやせるかどうかも含めて、調整をさせ

ていただければと考えている。 

○会長 よろしいか。そのほかはいかがか。 

○委員 健康寿命だが、例えば、０．５歳低いというのは、どんなことを具体的にイメー

ジすればいいのか。つまり、深刻な問題なのか、単なる数字の統計的な問題なのか。こ

のまま流してしまうと色々な誤解を生んでしまう可能性があるので、もっと解説のとこ

ろで、意味としてはこういうものというのがあるといい気がしたが、その辺はいかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 ご指摘のとおり、ここの部分、新しく加えたところもあ

り、文章の書きぶりとしては若干弱い部分もあるかと思っているので、もう少し足した

もので何とかパブリックコメントに間に合わせたいと思っている。 

  また、この説明の部分についても、若干弱い部分もあるかと思うので、ここも一緒に

考えて間に合わせたい。 

○委員 ついでに、平成３７年等書いてあるが平成は３１年で終わる。そういうところの

表記は、行政で何か統一があるのか。 

３１年５月から元号が変わると思うが、こういうことは、考えようによってはとても

失礼なことになるのかもしれないし、いいのかもしれないし、あるいは西暦の促進なの

かもしれない。平成三十何年等はないので、その辺の表記について、なんなりの合意が

あるならば、そのルールに従うのがいいかという気がする。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 まだ実は、正式にはその対応については一切示されていないので、いろ

いろなところで立てている計画が、全て平成３０年度以降の表記のままになっている。

もう少しすると、いろいろな指示があるかと思う。   

ただ、あと何年なのかというのを皆さんに感じてもらうのは、やはり平成表記が一番

わかりやすいところもあり、この計画についてはこのままの表記で書いていくと思う。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 第６章の部分の適正化への取組みで、介護認定審査会では、いわゆる認定期間が

２４カ月から３６カ月になる。また認定審査会での１次判定から２次判定に変わるとき

の変更率の推移等は載せるのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 認定率イコール高いからだめ、低いからいいということでは全くないと
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考えている。ただ、豊島区の場合審査会は２８の合議体でまわっているが、合議体の中

できちんと平準化が図られていればいいと考えについては変わりない。 

  ある程度国がどういった指標を示してくるかにもよるが、成果指標として、あるべき

認定のあり方について、数字でどうのこうのではなく、きちんとどの区民がどういうこ

とを受けても同じデータが出るようにということは、記載していく方向が必要かと考え

ている。 

○委員 また、その認定期間が３６カ月に延びるというのは、やはり認定を受ける側とし

ては、載せたほうがいいと思うが、いかがか。 

○介護保険課長 実はまだ、それも国から資料が出ただけで、具体的にどういう扱いにな

るのか、時間的にはぎりぎりかと思うが、最終的には何らかの形で認定期間のことも載

せたいと思っている。 

○委員 続いて７４、７５ページのあたり、認知症の対策のところについて、いろいろと

取り組みが載っている。権利擁護にもつながるとは思うが、認知症の方が対象となりや

すい、いわゆる悪徳商法みたいなものへの対応や対策が今回これには載っていないので、

ぜひ、そこも少しスペースがあれば、載せるといいかと思った。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 今そこまで載せていないので、検討し、載せられるよ

うならば、載せるようにする。 

○委員 ６９ページの権利擁護の関係で、ここは社会貢献型の後見人や成年後見人、高齢

者虐待の防止が出てくるが、２０１４年頃から、その後見との関係での信託制度ができ、

かなり大きな制度運用上の変化になっていると思う。その辺の記述というのは全然検討

されていないのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 まだ、この４章についても、記載は今後加えていく予定である。 

  今の任意信託の問題等について、これまではどうしても後見というと、成年後見のこ

としか実は余り検討されていないところはあるが、今貴重な意見があったのでできる限

り記載をしたいと思う。 

○委員 たしか私の記憶では２０１４年をピークにして、この成年後見信託制度ができ、

いわゆる不正事件というか、後見人による不正事件が、いわばこれは経済的虐待になる

のでしょうか、大幅に減っている。 

  ただ、このことが余りにも知られてないために、利用実績はまだまだ上がっていない

という問題もあると思うので、これはぜひ検討し、加えるべきものは加えるようにお願

いをしたいと思う。続けてよろしいか。 

○会長 はい、どうぞ。 

○委員 地域支援事業との関係だが、９６ページ。地域支援事業の概要のところで、これ

からとなっているが、豊島区は今度、空き家を利用して高齢者の住宅対策を積極的に進
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めると新聞報道で何日か前に載っていた。 

  副都心と言われるところなので、低所得者ボーダー層の住宅対策を講じていかなけれ

ばならないと考えている。 

  そこで、この地域支援事業との関係で、例えば、私が経営している認知症グループホ

ームのような場合、特養の中で実施されている補足給付にかわる形で、通達見解でグル

ープホームなどの居室料についての補助制度を、この地域支援事業の経費か政策の中で

やっていいという見解が示されていると思う。 

  例えば、これから今はつくるという部分だが、豊島区はやはり空き家活用も含めて、

高齢者の住宅対策を積極的に講じようというのであれば、そういうことも検討の素材に

乗せていいのではないかと私は考えている。 

  全国的には、まだ６．４％位の実施率である。１，７００の自治体のうち、それ位で

とまっていると私は記憶しているが、その辺についてはいかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 まず、住まいについて、先ほど説明をしなかったが、４０ページに高齢

者の住まいの確保ということで、現在の取り組みについては詳細に記載をしている。 

  今委員から指摘のあったグループホームに対する補足給付にかわる家賃補助は、確か

に任意事業の中で認められている制度であり、現在東京の中でも数少ない自治体が導入

しているところである。 

私どもも検討をしている。財政的なものやその兼ね合いで、今後どのように決定をし

ていくかということだが、住まいの確保という点では、さまざまな点で豊島区に住み続

けていただき、要介護になっても住み続けていただくということをこれまで何度も計画

の中に記載している。やはり、ある程度形になる形でそういったことは目指していきた

いと考えているので、いい記載ができればというところに、今は回答をとどめておきた

い。 

○委員 若干、そのことに関連して補足しておくと、例えば、私どものグループホームで

は家賃を８万円と設定している。生活保護の特別住宅料は５万９，８００円と２３区の

場合、認められている。 

  私どもの場合は１万２００円、社会福祉法人であるという社会貢献の意味で自主的に

免除して、生保の方が１ユニットに９人いる。多いときには３人、現在も１ユニット２

人入ってもらうように本当に一生懸命努力している。経理的には相当厳しい内容である。 

  ただ、やはり私どもはそこで厳しいからということだけではなく、逆に生活保護を取

れないボーダー層の皆さんが、実際認知症に入ってもグループホームに入れない。また

一番大きなネックは居室料だということになってくる。 

  したがって、今は本当に都内でも数区の自治体しかないが、やはり豊島区は先駆的な

役割をここでも果たすようにお願いしたい。 

続いて１０７ページ。これから書かれる第７章ですが、前回の会議などでも、私が意
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見した部分で、この１０７ページの２番目に福祉・介護人材の育成支援とあるが、正直

なところ区は、この確保という言葉がない部分については、どういう努力をする考えで

いるのか、その辺のところを聞きたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 人材確保が非常に大事ということは重々認識している。こちらも制度と

して利用できること、あるいは、東京都とタッグを組んでやれること等を、今来年度

の予算に向けて検討しているところもあり、今回詳細な文章の記載はまだ書けない。 

  区内の介護人材の方たちの状況も把握しながら、この人材の確保というところは、豊

島区のいい介護を継続していくために、何らかの方策が必要だと認識しているので、で

きる限りきちんと形として示せるように、もう少し時間をいただきたい。 

○委員 今回、新たに適正な運営の部分が章立てとして入ってきた。全国的に質の悪い業

者が意図的に不正をやっているというのは、毎日のようにネットでも報じられてくる時

代なので、本当に私ども事業者としても心を痛めている。ただ、本当に今の介護報酬の

傾向のように、やはり職員の介護の力量によって加算が変わってくるという報酬体系に

どんどん誘導されてくると、職員を育てようにも育てる研修に出す人手がない。もうは

っきり言って、今はそういう状況である。 

  ２３区、三多摩でも、例えば、エプロンを全介護事業所に配るとか、実務者研修の受

講のための費用を区が出すとか、幾つか独自カラーを出し、確保策を区として何とかし

ようというのもやはり出てきている。項目立ても福祉・介護人材の確保・育成となって、

やはり豊島区としての具体策を出すことを、もう本当にこれは切に、恐らくここに並ん

でいる事業者の皆さんはみんな同じで、悲鳴に似た状況なので、ぜひお願いしたい。 

  実は、私どもの団体も先日、介護の現場を守る署名をやった。１１団体、全国団体が

初めて結集して署名活動をやり、私どもももう必死にやった。１８１万を超える史上最

大規模の署名が集まった。これはやはり介護業界の危機感を示すものだと私どもは思っ

ている。ぜひ、この点も心を砕くようにお願いをして、この部分の私の発言を終わる。 

○会長 では、事務局、お願いする。 

○介護保険課長 今の意見について、やはり中できちんと話し合いをし、文言についてど

のようにということは、最終的にまたパブリックコメントの前に示したいと思うが、特

に、その人材の確保であるとか報酬については、今の段階で区だけではどうにもならな

いところもあるのが実情である。 

  ただ、その中でどういったことができるかということを、きちんと記載していきたい

と思っているので、少し書き込んでいきたいと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 ３５ページの包括ケアシステムの姿で、今この包括ケアシステムという言葉が、

厚労省は最初、その全世代型包括と去年は使っていたが、今はその言葉が姿を消してし

まい、共生社会実現という言葉が専ら使われている。 
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  地域包括ケアシステムという言葉が使われているときは、医療・介護連携と地域医療

の推進というような文脈の中で使われている場合が多いように思う。 

  ですから、この言葉自体が今は、厚労省も何か迷走しているのか、あるいは、他分野

連携、分野を超えた連携が大事と言っていながら、親方がどうも分裂しているのではな

いかという感じもする。しかし豊島区はそれとは関係なく、独自の道を目指していけば

いいが、そのときに、今回出ている統計資料からも豊島区は全国に比べると高齢者人口

の増加はそう激しくはなく、そうは言っても、２０２５年には、やや、やはり認定者数

がふえる、重度化になることは見えているので、その部分は十分、この表の中にも含ま

れていると思う。 

  片方で、できるだけやはり重度化せずに、認定を受けずに元気でいつまでも過ごせた

ら、やはりそれが多くの方の願いなので、その部分をもうちょっと色濃く出していって

もいいのではないか。 

  具体的には、この表で言えば生活支援・介護予防のところに、例えば高齢者の参加や

活動の場をふやすとか、あるいは、今、前期高齢者はもう１０歳若返っていると言われ

ているので、高齢者は支え手になる、担い手になるという可能性も今は言われている。 

  ですから、何かこの表だと高齢者はいつまでも施しを受けたり、支援を受けることば

かりのような捉え方が、もう少し活動参加をふやし、元気な方が地域に貢献したり、あ

るいは、活躍したりということが入るような図になってもいいのではないか。 

  文章で言えば、上のほうの文章の真ん中あたりに、地域包括ケアシステムの深化にあ

たり、高齢者が自身の意思により安心して暮らし続けていくために要介護状態になるこ

とへの予防という、とてもクリニカルな意味合いが書いてあるが、そこにもう一つ、そ

の高齢者の活動や参加の場をふやし、要介護状態になることへの予防の取り組みなど、

そういうヘルシーライフへの部分がもう少し入ってくると豊島区らしい地域包括ケアシ

ステムの取り組みになってくる。 

  何か要介護状態の方だとか、あるいは、その介護医療が在宅医療、患者さんというの

をターゲットにした表になっているように見えるので、もう少し元気な方々が活躍する

場などが入ってくるといい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 この図、どうしても最初のケアのこの五つの図にとらわれがちだが、今

のご意見を反映したもので、さらに地域が反映する図につくり変えて工夫してみたいと

思う。 

○会長 そのほかはいかがか。 

○委員 もう一つ、そのつながりで言えば、４３ページに施策の体系が書いてあり、介護

予防の促進がいいわけだが、その１－２生きがいづくりと読むのだが、生きがいづくり

は別に誰かに言われてやるわけではなく、やはりそういう生きがいが持てるような活動

や参加の場がたくさんふえてくるということが、むしろ、行政としての働きかけとして
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はいいのではないかということで、ここも生きがいづくりよりは社会参加と活動の場の

充実などの文言にすると、豊島区らしい特徴が出てくると思う。 

○会長 いかがか、事務局。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 今、言われたことを含めて検討し、少しこの記述も考

えてみたいと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 今日の４８ページあたりから見ていくと、高齢者クラブはだんだんだんだん組織

率が落ちていっている。元気あとおしのところも微増というか横ばいで、その主な取り

組みが５０ページに出てくるが、私も前期高齢者だが、やはり参加の多様性をどうつく

るかというところに、もう少し心を砕く必要があるのではないか。 

  その参加の多様性を、老人クラブ、元気あとおし事業というだけではなく、多様な参

加の仕方をもう少しうまく表現して新しい施策をやるということと同時に、裏返しだが、

それらをどうやって有機的に結びつけて、今の豊島の元気な高齢者を、どんどんつくっ

ていく施策に結びつけていくかという、その特徴立てがもう一つ必要ではないか。どう

も、このページを見ていると、何かあまり展望は、未来はないみたいな感じしかない。 

  一方では、やはり、福祉サポーターだとか、そういういろいろなところに出てくる人

たちは、それなりに結構あるように私は認識しているが、そういうことも含めて私は、

多様性と一方で有機的に連携する仕組みづくりのようなところを、もう少し書き込んだ

方がいいのではないかという気がするが、いかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 確かに委員の言われたとおり、実は既存にあるものを

書いているようなところがあり、実際の高齢者というのは、区民ひろば、また未来文化

創造館のようなところで、趣味の活動やそういうことを高齢者だけでなく、高齢者では

ない方も含めて活動しているのが実際だと思う。 

  この記述が一部に限っていることと、逆にそういった活動も含めてどうやって広げて

いくかがこれからのテーマになっていくと思うので、うまくそれが表現できるか、また

施策として反映できるかが、なかなか難しいところではあるが工夫して記述したいと思

っている。 

○委員 なかなか書きぶりというのは難しいが、いつごろだったか話したが、いろいろと

世論調査をすると、皆さんいろいろなことをしたい、市民活動だけではなくてボランテ

ィアもしたいなど、すごくたくさんいる。それを今の話のように、どういうふうに仕掛

けをし、やれる仕組みをつくっていくかが一番大事なところで、それは行政だけでなく

我々関係者も知恵を絞ってやっていくことが大事だと思う。ご指摘のとおりだと思う。 

○会長 たまたまですが、私のところの学生が、西巣鴨地域に限定されるが、この高齢者

クラブと活動等にかかわっている。もう一方で、介護予防のリーダーの活動で四つほど

グループが生まれ、その一つが商店街や地域の美化、清掃活動といった活動が一つ生ま
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れている。そういうのを見ると、高齢者クラブでもその地域の美化活動をやっている。

介護予防のリーダーがまた新たな地域で活動し、まさに委員の話されたように、どうつ

なげていくかということができていくと、高齢者クラブのほうでも会員が減ってきてい

るが何とかやっている。また介護予防の活動で、新たな地域でやろうという人たちが生

まれてきており、ここが有機的につながっていくと、また地域の中で活発な活動が生ま

れてくるのではないかということが、西巣鴨の中ではある。 

  それから、高齢者クラブのいろいろ聞き取りを学生がし、何の活動が難しいかという

と、会計が大変とのことである。その会計をどうサポートする、そういう人材や団体の

有機的な連携が地域の中で図られていくと、高齢者クラブも活動が衰退せず、会員が減

らずに活動が継続できるのではないか。だんだんお金のことが活動する上できちんと会

計処理ができなくなり、やめるしかないという声が会員の中から出てきている実態があ

るので、そのあたりをどうやって地域の中でサポートしていくかということもあるので

はないかと、委員の発言につけ加えさせていただいた。 

  そのほか何かあるか。 

  事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 会長のお話のとおり、実は高齢者クラブの中で、その

会計の問題というのは意外に大変で、一方で今東京都は、会計についてさらに厳しくな

っているところもあり、こうしたところをなるべく区のほうで相談会や説明会で、サポ

ートするようなことをやり始めているところである。そういったことを実際やっている

ので、その辺のことも記載していこうと思う。 

○委員 まさに今のところは、区でそういう支援をするというだけでなく、メニューとし

ては、定年になったけど経理をやっていた人が、経理のことだったら世話していいよ。

しかし、ほかのことについて全部かかわるのは俺は嫌だと、そういうタイプもいると思

うので、多様なかかわりの中には、区が支援するだけでなく、そういうボランティアを

求めるというか、援助を求める参加のあり方を、もっと打ち出したほうがいいのではな

いか。 

○会長 事務局、どうか。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 貴重なご意見だと思う。記載の中にうまく書けるかど

うかはわからないが、実際の施策というか、やり方としてはそういったやり方もあると

思うので、十分に考慮する。 

○委員 私も普通の後期高齢者の一員として、筋力アップ教室など介護予防に少し参加し

たりすることがある。そこで感じることは、ほとんどが女性で、例えば、１０人いたら

男性は１人か２人と、そういう状況である。平均寿命が少しは長いかもしれないが、男

の人がもっと外に出ていくチャンスをつくってほしいと思う。区の力の入れ方で違うと

思う。 

  本当に女性、それも、私も結構元気だから筋力アップなど行かなくてもいいのかもし
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れないが、もっと行かなければいけない人が来ないと感じた。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課管理グループ係長   確かに、そういった予防プログラムを担当すると、

７～８割が女性ということが多くなる。これは難しいテーマでうまく効果をあげていな

いのですが、例えば男性向けの教室や、男性が参加しやすいような環境をつくるという

のがあると思う。 

  また、男性はなかなか仕掛けても、普通の仕掛けだと参加しないので、その辺はこれ

から工夫したいと思う。 

○委員 恐らく定年退職した男性は、なかなか地域デビューができないというのが現状だ

と思うので、先ほど委員が言ったように、その経理ができる人をＮＰＯや教室で会計と

いう情報が、結局その定年退職した方に届いていないと思う。 

  ですから、先ほどの情報をもう少し発信するという意味では、情報をこういう人募集

とか、経理ができる人、この体操教室で募集とか、そういうようなことを区で発信して

いけば、男性の方はそういう仕事的なことには、割と積極的に参加されるのではないか

と思うので、そういう情報の公開というか、マッチング、そういうこともやっていった

らと思う。 

  あともう一つ、介護予防と健康寿命で言うと、もう少し健康というところで情報を、

例えば、日々の生活習慣病予防だとか、そういうところにも力を入れていけば、いろい

ろ介護予防運動とか、そういうことも大事だが、日々の健康というところの情報発信も

積極的にしていけば、参加されない方でも、日々こういうことで健康に気をつけような

ど、そういうことが健康寿命につながっていくと思うので、そういうところもぜひ取り

組んでほしいと思う。 

○会長 事務局、いかがか。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 一つ目の、まず普及啓発の発信の仕方ですが、確かに

今年、１１月１日に広報の特集号で高齢者の情報を出したところ、かなり反響があった。

その出し方の工夫によって、先ほど言った男性の参加や、今まで仕事で得意分野だった

部分を生かすなど、そういったものもうまく掘り出せるのではないかと思うので、これ

から工夫していきたいと思う。 

  また健康の情報については、介護予防と同時に、健康保持も介護予防に当然つながっ

ていくので、その辺も考えながら発信していきたいと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 この元気あとおし事業ですが、あまり実績はないが、考え方自体は悪くないと思

う。ただ、うまく広報されているか、今出ていたいろいろな役割というところも、この

メニュー、活動の中身をもっとふやしていけば、この元気あとおし事業も、そういう男

性高齢者も含めた活動や参加の場をふやす一つの事業にはなると思う。 

  ただ、このネーミングが、その前期高齢者の方々に魅力的かどうかというリニューア
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ルも含めて、せっかくこういう事業も立ち上げ、少しだが指定受入機関もふえてきてい

るので、何かもっと宣伝をして、高齢者が活躍できるところを集約し、そして前期高齢

者の方々に魅力のある場を提供していくのも一つのやり方かと思う。 

○会長 事務局、いかがか。 

○高齢者福祉課管理グループ係長 元気あとおし事業について、確かに参加者が伸び悩ん

でいるのは、恐らく普及啓発の仕方というか、皆さんにまだ知られていない部分が多い

のかと思う部分もあるので、先ほどの男性の参加と同じように、普及啓発を頑張ってい

きたいと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

  私のほうから、９１ページの施設サービスで今度介護医療院というものが創設される

が、介護療養型医療施設の今後の動向と、豊島区では介護医療院についてどうなのか。

それから９３ページのところだが、小規模多機能型居宅介護はあるが、この介護小規模

多機能型居宅介護については、第６期ではゼロという状況である。今後の動向に当たっ

て、教えていただきたい。 

○介護保険課長 まず初めに９１ページの④介護医療院について、ここに説明を記載して

いるが、今度、新たに第７期の３０年から創設される介護保険施設、新たな施設である。 

  一番の目的としては、今の介護療養型の医療施設が長年、廃止、廃止と言われてきた

が、まだ廃止するには行き先がないということで、継続的に続いていた。この受け皿と

いうか、その新たな形の施設にということで、新たに設けられるものである。現在、介

護療養型の病棟等を持っているところから受け入れの対象になると考えているが、東京

都から示され、こちらに移行する療養はないということで、当面は豊島区内にはできな

いと認識をしているが、いずれも見込み額としては、利用する方はいらっしゃるので、

その算定はこれからするところである。 

  これについても人員の医療職が何対何とか、そういったものが今の療養型の医療の中

でも、一番医療の基準の、介護と混在するところの基準に大体準じるというところまで

示されているところである。 

  次ページの９３ページ、⑦の看護小規模多機能型居宅介護について、これは私どもも

設立を切望しているところであり、力を入れてぜひ実現をしていきたいと思っている。 

  もちろん、小規模多機能で頑張っておられる宮長委員のところがありますが、看護小

規模ということで、さらに医療と介護の連携が深まるというところが実現できたら、在

宅で医療の体制も受けることが実現可能かと思っているので、こちらについてはぜひ７

期にということで、具体に取り組みをしていきたいと考えている。 

○会長 そのほか、いかがか。よろしいか。 

では本日示した素案について、この議論のほかに意見などがある場合には、今日机上

配付している質問票を活用し、ＦＡＸや電話で直接事務局まで寄せていただくようお願

いする。 
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このほか、パブリックコメントの実施に向け計画案の作成については、事務局にお任

せしてよろしいか。いかがか。 

（異議なし） 

○会長 では、事務局、お願いする。 

○介護保険課長 先ほど、資料２も資料１と続けて説明をしなければならなかったが、資

料２の説明をしていなかった。 

【介護保険課長より資料２について説明】 

○会長 ただいま事務局からの説明があったが、この会議の中で発言をしそびれてしまっ

たなど、もう一度改めて確認をいただき、何かあったら、２４日までに、ぜひこの机

上に配付してある用紙で事務局に連絡をお願いする。 

   では続いて地域密着型サービスの運営委員会に入る。事務局より資料３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３について説明】 

○会長 委員の皆様から何か質問があるか。いかがか。よろしいか。それでは、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 では承認とさせていただく。 

  本日予定していた議事はこれで終了となる。事務局より連絡をお願いする。 

○介護保険課長 できる限りパブリックコメントに向けて、さらに委員の意見を反映した

ものを区民の方に示したいと考えている。 

  重ねてのお願いだが、ぜひ意見をお寄せいただきたい。 

  本日配付の会議録について、もし修正する点等あれば、こちらは１２月４日の月曜日

までに事務局までに連絡をいただければと思う。 

  次回の開催にいては、既に決定しているが、１月３０日、年が明けて１月の末の火曜

日、１８時３０分からを予定している。通知については、また後日郵送をするので、よ

ろしくお願いする。 

  今日はありがとうございました。お車でおいでの委員の方は、後ほど申し出いただけ

ればこちらのほうで押印をさせていただく。事務局からは以上である。 

○会長 次回は年を明けて１月３０日になる。また書類で委員の皆様には通知する。 

  本日は、これで第９回介護保険事業計画推進会議を終了させていただく。 

  急に寒くなってお風邪を召している委員の方もいる。どうぞ気をつけてお過ごしくだ

さい。 

  では、また来年、年を明けましてよろしくお願いする。今日は活発なご意見をありが

とうございました。 

（午後７時３５分閉会） 
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【配布資料】 

資料１ 豊島区高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画<素案>について 

資料２ パブリックコメントの実施について 

  今後のスケジュールについて 

資料３ 地域密着型事業所の指定について 

資料４ 質問票…机上配付 

 

第８回豊島区介護保険事業計画推進会議 会議録（要旨）（案）…机上配付 

 

 

 


