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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１０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、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 本日の傍聴者は。 

○介護保険課長 傍聴はおりません。 

○会長   では、ただいまから議事に入らせていただく。 

  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（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１-１、１-２について説明】 

○会長 それでは、ただいまの資料１－１について、委員の皆様から質問があればお願い

する。いかがか。 

○委員 ３ページの３段落目３行目から４行目にかけて、地域包括ケアシステムのことを

簡単に説明してある。要約すると「医療・介護、介護予防、自立した日常生活の支援等

を包括的に」とあるが、住まいのことが入っていないことが気になった。 

  ３５ページには、地域包括ケアについて、きちんと「住まいを基本として」というこ

とが書いてあるので、文言をそろえたほうがわかりやすく、より正確ではないか。 

  今回加えた中に住まいの部分、４０ページの住まいの確保という取り組みもきちんと

書いてあり、地域包括ケアには住まいの問題がとても重要であるので、３ページの最初

のところも住まいを含めて記述したほうが、よりわかりやすくなるのではないか。いか

がか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 そのように記載をそろえさせていただく。 

○委員 引き続き、介護サービスの数値のところである。今回、新たにサービス別のとこ

ろをいろいろ書き加えているが、８８ページからサービス種類別に実績と見込値が積算

されている。平成２９年度については見込値ということで、まだ３月に向けて数値は増

えてくるのかどうかを教えていただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長   こちらの見込みについては、平成２９年度の４月か

ら９月までの実績で、前半分の実績で推計をすることになっているが、実際の値は、当

然まだ１０月、１１月と伸びてきている部分等もあるので、変わってくる部分もあるか

と思う。最終的な給付費全体の推計等の関係では、保険料の設定等もあり、２９年度の

実績に反映させられる限度等もある。ここの中では、前半のもので推計という形にはな

るが、実際の推計値等はこちらで追っているという状況である。 

○委員 この実績を拝見すると、２８年度に比べて、やや減少傾向のものがいくつかあり、
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増加しているものもある。ただ、２９年度減少しているものも減少している原因もわか

らないが、３０年度の見込値については、全部増加という方向で積算されている。これ

はきっと国が決めた計算式があって、それに合わせたものかと思うが、実際の実績の中

で、２９年度の数値が２８年度より減っているものについては、３０年度も同じ傾向に

なるのか、あるいは２９年度は一時的に減ったが、また増加するかはわからないが、こ

のあたりのことについて、どのように処理しているのかを教えていただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 委員が言うように、一つは国の求める計算式にのっとって、一定のルー

ルの中で記載をしていき、出てきた数字を入れている。 

  一方で、今年度減少傾向にあるサービスが今後どうなるのかだが、豊島区はこの間ず

っと人口増で、人口自体は増えている。一方で、高齢者人口も増えているが、高齢化率

は２０％からほとんど動いていない。ここ１年以上、２０％台で推移をしており、だん

だん分母としては増えているということと、当然、少しずつ平均年齢が上がっていって

いると利用率も増えるということで、３０年度以降も全て増になるという見込値で入れ

ている。 

  ただ、先ほどのように２７年から２８年、２８年から２９年に向けて、減というよう

な結果が出ているところもあるので、比較的、正確に見積もらなければならないという

ことで、実際には第６期と比べると、かなり低い伸び率で推計を出しているが、やはり

全体としては、全て増ということで、これからまた逆に予防等の取り組みで実績が下が

っていく部分もあるかと考えている。 

○委員 介護サービスの認定率、あるいはサービス利用の量が、必要なところで増加はあ

るが、ただ、色々な区の施策が効果的に働き、かつ住民の方々の介護予防の意識が、あ

るいは身体状況が維持されると、当然これが減ってくるということが出てきている。実

際介護保険料に反映されて保険料が増加してこない、あるいは減少傾向にあるという自

治体もあり、区の施策、介護保険と高齢者施策全体の評価につながってきていることも

現に見えてくる。この推計値で増加してきて、必要な方々にサービスが行き渡ることは

必要だが、この計画をつくった後の話になってしまうが、ぜひ区の施策の効果も、この

数値を参考にしながら、また生かしていただければと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 今、推計値の話が出たので、若干認知症の推計値等の関連で伺いたい。 

  浅野先生が、たしか４６２万と認知症の生活自立度２以上の人を推計した時期に、東

京は３８万と認知症の人の現状を報告していたはずだが、２８年あたりでは、東京都の

パンフレットを見ると、４１万人となっている。その辺で、一つは豊島区のこの計画の

ベースになる認知症の発生率、推計値はどうなっているか。 

  それから、その辺について、第７期の計画をつくるための国や東京都から何か推計値

の上での認知症に関する指示はあったのかどうか、伺いたい。 
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○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 高齢者福祉課長でございます。 

  認知症の推計値としては、もともと豊島区は５，７００人ほど。そして平成３７年に

は、これが７，０００人ほどになるのではないかと推計で、今のところいろいろな施策

を実施しているというところである。 

○委員 たしか国の研究事業では、６５歳以上の人口で１５％くらいが認知症ではないか

と、何か推定値を出していなかったか。その辺との関連はどうなっているのか。 

○高齢者福祉課長 おおむねそうだと思うが、細かい計算式は、今日は持ち合わせていな

いが、計算式はあるのでまた改めて計算をし、どこかのところで出したいと思っている。 

○委員 今回、字体が明朝からゴシックに変わり、いろいろと見やすくなった。それから

表もいろいろ入り、これまでの議論を踏まえてやったという体裁の問題もあるが、それ

以上にいろいろなところで、一つ一つは触れないが、委員から出た意見を非常に積極的

に計画に具体化したという点で、感謝を申し上げたい。 

  そういう意味では、最後のところにまた詰めるところが出てくれば、より区民にとっ

てもわかりやすい計画ができるのではないかと期待をしている。 

  認知症の発生率との関係で、グループホームの関係について私も気になる。１－１の

９７ページで地域密着型サービスの基盤整備状況の現状はこうであり、９８ページに第

７期で３カ所整備し、グループホームは１６カ所、１６事業所になるとなっている。こ

の辺では、東京都との関係でどういう計画策定の指示があったのか。 

  というのは現状で、東京都はおおむね１万人くらいの入所者を２万人にするという計

画で、わずか８年の間に２万人にするという計画を持っており、たしか重点整備地区と

一般の整備地区で、補助金が大幅に違う。重点整備地区については、６５歳人口対比で

０．３３％以下が重点整備地区となっていたと理解しているが、この０．３３％につい

ては、実際に今度の第７期では、全ての豊島区の生活圏域で達成できるのかどうか。こ

の計画の結果、１６カ所になると何％になる推計であるのか聞きたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○委員 今、持ち合わせていなければ、持ち合わせていないで結構である。 

○福祉総務課長   グループホームに関して、この間、ほとんど整備が進んでおらず、

大変心苦しいと思っている。東京都で確かに１万人と、さらに目標を上乗せしてとある

が、本区において現状を考えると、都のことを言っている場合ではなく、まずとにかく

豊島区として不足しているので、その分を何とか取り返さなければいけないと考え、今

後の整備計画は立てているところである。 

  正直言うと、東京オリンピックが決まって以来整備費の高騰等で、ぱたっととまって

しまっている状況である。そのため、このあと二、三年も厳しいと思っており、来年、

再来年というところを考えると弱気ではあるが、長期的に考えると、少なくとも東京都

が目指しているところもそうだが、２３区の平均以上の数値は出していかなければいけ
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ないと思っている。そこを視野に今回の計画について、数値目標を立てているところで

ある。 

○委員 今日、手元に用意していないということだが、数値的な目標の根拠なども、ぜひ

今後教授いただければうれしい。 

  今課長から話があった、東京オリンピックとの関係で、建築費が高騰して、相当大変

になっているというのは一つの大きな原因だが、もう一つは、それとの関係を含め、人

材が圧倒的に不足し、本当に異常事態である。私も医療から５０年近くこの世界にいる

が、こんなひどい状況というのは、ちょっとない。どこも本当に悲鳴を上げている。 

  そういう意味で、私もこの会議でも発言したが、ざっと読んでみて、人材対策を私も

求めたが、その辺がどうなっているのかが、ざっと読んだだけではわからなかったので、

教授いただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 先ほども申し上げたが、第７章の推進と普及啓発で、改めて記載をして

いるところではあるが、委員がおっしゃるように、人材の確保・育成支援については、

まだまだ足りていないと思っている。おっしゃるとおり、非常に人材の確保が厳しいと

いうことは、どの施設、どの事業所からもお声は伺っているところである。国の施策任

せというわけではないが、例えば認知症の研修について、東京都の場合だと参加を希望

してもなかなか各区に割り振られている枠が年に数えるほどしかないということで、今

年度から区が独自の認知症の事業者の研修も始めている。それから、先ほど申し上げた

ように、一般財源と介護保険料だけで人材育成の事業を全て行うということは、やはり

保険料にはね返るという大きな宿命を持っているということもあり、東京都がどのよう

な人材育成・確保支援事業に特定財源をつけてくるのかを見ていたところもある。それ

が明らかになったところで、当初予算には間に合わなくても、できれば早い時期に区と

してできる限りの方法は打っていきたい。委員ご存じのように、報酬単価が出て全ての

サービスに改めて認知症加算がつけ直されているということで、非常に重要なところで

ある。 

  もう一つ、追加になるが、国から介護離職ゼロを目指すということで、その部分のサ

ービス量も本来の自然統計値から出てくる数値に上乗せをして、介護離職を起こさない

ためのサービス量の増ということで盛り込んだ給付費案になっている。これを具体に生

かしていくのはこれからだということは、私のほうも課題意識としては重々承知してお

り、できるだけ見える形で第７期に取り組んでいけたらと考えている。 

○委員 １１７ページに、先ほど課長が答えたところで、福祉・介護人材の確保・育成支

援とあるが、私の聞いているところでは、東京都は地域密着型を除く介護職員の住宅借

り上げの補助制度をやっていたのを、今回は予算化して地域密着型もやるようになった

と聞いている。 

  東京都としてもそういうものもやろうと動いてきているが、区独自でいくつかの区が、
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それで全て解決するというわけではないが、しかし区として独自にどうやって介護人材

確保・定着を図るかということをやっているのを見ているので、その辺は具体的にこの

計画の中では何か出てくるのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課長 次年度に向けての事業計画であるので、なかなか具体的な計画の事業名

まで、まだ正直なところ書き込めないところもある。先ほど申し上げたように、少し財

源措置等も見ながら、やらないということは絶対ないということで、今内部でも具体に

何が必要か、あるいはなかなか区が直営でやるというのは、実際に例えば建設スケール

の問題一つとっても、困難なところもある。 

  一方で、高齢者福祉課できちんと区の研修も行っていて、新たな介護の担い手の育成

は図っている。具体に介護給付の範囲の中の人材確保、いわゆる専門職の確保も含めて

何ができるかということは、年度当初から取り組むということで、具体的にはこれから

議会のほうを通じて、明らかになる新規拡充事業の中にもいろいろな施策も考えている

ところである。ここに具体的にこういう事業をと書くところにはまだ至っていないが、

取り組みは強めていきたいと、その旨も少し記載を充実させたいと思う。 

○委員 この点の最後でお願いをしておきたいが、これからそうやって前向きに具体化し

ていくということを期待しつつも、余りお金がかからない点で、区の独自の姿勢を示す

という点で言えば、例えば、今介護人材の確保施策もようやく少し違う団体や、行政の

セクションが協力し合うということが横でおきている。ただ、私たちの目から見ている

と、人材確保のための助成金だとか何の給付にしろ、ほとんどばらばらにやっていると

いう印象がある。 

  ぜひ私がお願いしたいのは、例えば豊島区も介護労働安定センター、社協、労働局関

係などとタッグを組んで、区として介護人材の募集のためのイベントなど、実際にフェ

アのようなものもやるようさらに強めていけないか。整理も含めて、ぜひ働きかけても

らいたいが、いかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 ただいまの質問の中に区の取り組みという話もあったが、現在、区、

社協、そして区の特養ホーム等と連携をして、年に１回、就職の相談会、面接等を実施

している。これはハローワークがかかわったり、東京都の福祉人材センターがかかわっ

たりということを実施している。今回も、この面接に来られた方の中から数名がもうし

っかりと区内の施設のほうに就職をされているという実績もある。非常にこれからの人

材確保という部分では、重要な視点である。関係機関とも連携をし、今までは年に１回

という形での実施を行っていたが、これを複数回実施するなど、またやり方をどうすれ

ばいいのかというところも協議をしながら、拡大に向けて検討を進めていきたい。 

○委員 よろしくお願いする。 

○会長 そのほか、いかがか。 
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○委員 教えていただきたいことが二つある。さきほどから出ている８８ページ以降の介

護サービスの利用量だが、介護給付で、回数で小数点以下がある。例えば８８ページの

介護給付の平成２７年度が６２，２２９．１、次が５９，９２５．７。小数点以下の回

数はどう理解をすればいいか。回数で、１回は１回だと。ましてや絶対的に小数点以下

の見込みは合うわけがないと、私は前から思っているが、小数点以下の見込みというの

は計算式で、実態的な意味としてはどういうことを指すのか。回数で、小数点以下で記

載する意味は、どんなところにあるのかを具体的に教えてほしい。回数というのは１回、

２回だと私は思う。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 回数の数値については、国のほうから示されているもの

を使い、委員がご指摘のとおり、推計、また実績もそういう形で出ることになっている。

この詳しい数式は、今手元に資料がないのでわからない。 

○委員 数式は知らなくても、回数で小数点が出てくるのはどういうことか。つまり国が

やっていることは、式も何も吟味せず、回数で小数点はほとんど意味がないが、やはり

大事だということで、使っていることの意味も考えずにこの数字を出しているという理

解でいいか。 

○介護保険課管理グループ係長 そうではなく、給付費を最終的に計算して足していく中

で、ならした結果として、ずれが生じてしまうというところをなるべくないようにする

ために、こういった記載をさせていただいている。０．いくつという回数の指摘につい

てはごもっともな部分があるので、そこについては改めて資料等を確認して最終的に見

せる段階で、回数の記載については検討させていただきたい。 

○委員 わかりやすくするというのはそういうことであり、小数点以下というと、わかり

にくいと普通は理解する。そのことは、ぜひ考えてほしい。 

  それからもう一つ、住宅改修について。これは９２ページだが、住宅改修・介護予防、

ここには人数と書いてある。例えば、ご夫妻でいるところは１戸や２戸などのうちで、

この人数というのは、ひとり暮らしの高齢者の方もいれば、ご家族の方や介護人もいる

方もいるが、住宅改修、これは戸数よりも人数が大事という理解でいいのか。私は１戸

のうちに対して手すりをつける、段差をなくす云々のことのほうが、意味があるかと思

うが、人数になるのか。ご夫妻の場合もひとり暮らしの場合も。 

  そうすると、実態はわからない。数字だけで見ると。つまり、例えば、２７年度で５

０人というのは、ひとり暮らしの方もいれば、ご夫妻の方もいて、実際、何戸のうちに

対して住宅改修をやったかという数字は意味がない、出す必要がない、人数だけが大事

になってくる、そういう理解でいいのか。 

○介護保険課管理グループ係長 ご指摘のとおりである。 

○委員 それでいいのか。実際、どのくらいのうちに対してとしたほうが具体的にわかっ

ていい気がするが、そうではないのか。 
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○委員 それに対しては、介護保険は２人いらっしゃる場合、一人一人に予算がついてい

るので、おそらくこういうことになるのだと思う。 

○委員 参考のために何戸くらいやっているのか。例えば、これは最大で５０戸で、最低

だと２５戸になってくるが、２５戸と５０戸で、大分違う。これは、わかりにくいと私

は思う。括弧して、例えば備考で何戸ぐらいと記載したらものすごくわかりやすいと思

う。 

  前から思うが、数字の扱い方がすごくラフで、言われたままで、数字はわかりやすい

ように書けることはいくらでもある。数字を表記するということは、どういう意味をも

ち、数字をやっているのかを吟味してやっていくと、とてもいい。やはりこれもわかり

にくいなという感じがある。言われたままにやるのではなく、豊島区独自で意味を考え

て、区民にわかりやすい形で示していくととても助かるので、よろしくお願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 こちらについては考えさせていただく。 

  また、先ほどの小数点の出る根拠のところで、平均として出しているもので小数点が

出ているのをそのまま記載がされている状態だと思う。そちらについても、後ほど、考

えさせていただく。 

○委員 回数で小数が出てきて、変だと思わないこと自体が、私は変だと思っている。や

はり回数というのは、１回、２回、何回ということが大事で、小数点以下の数字はほと

んど意味がないと理解したほうが、私はわかりやすいと思う。 

○会長 では、数値については、またご検討いただくということでお願いする。 

  そのほかいかがか。 

○委員 ４９ページ、４８ページで、基本的に高齢者クラブの活動について、紹介いただ

き、ありがとうございます。 

  ただ、参加状況の４９ページのところで、もしある程度数字、活動内容、こんなもの

をやっていると表示できるのであれば、健康教室や体力測定などもやっているので、高

齢者も参加していると少し表示していただけたらありがたい。 

  実は、区の施設を基本的に使い、健康教室あるいは体力測定をやっているが、場所、

地域によっては、なかなか全区の高齢者クラブの会員が１カ所に集まるというのは難し

い。今回高田ができたことによって、ある意味では高齢者の拠点が一つ増え、非常にい

いということと、それらがこれからどういう展開になっていくのか、ある意味では区民

ひろばとの兼ね合いはどうなるのか、もし考えがわかれば教授願いたい。 

○会長 では事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 ４９ページの行事の参加状況については、ただいま委員からご指摘い

ただいたとおり、追加をしていく方向で、これから作成したい。 

  もう一つ、介護予防センターの件だが、今年度４月に高田の介護予防センターを初め

てオープンした。今現在の計画であるが、今後、現在デイサービスを行っている豊寿園

が区に返還されるタイミングで、順次介護予防センターに切りかえをしていこうという



- 9 - 

計画はある。ただ、介護予防センターの高田も、まだ１年しかたっておらず、いろいろ

な課題もある。そういうものを整理しながら検討していくということになっており、区

民ひろばとの関係においても、区民ひろばは子供から高齢者までが使える施設という形

で皆様に利用いただいているが、介護予防センターについては、高齢者に特化した施設

ということで、あくまでも介護予防に資すること、そして、区民ひろばではできないが、

介護予防センターではできるもの、そういうものをしっかりとすみ分けをしながら、活

用していただくように努めていきたい。 

○会長 よろしいか。 

  そのほか、いかがか。 

○委員 ６９ページの地域ケア会議の体系図について、先回の案よりもずっとわかりやす

く整理されて、とてもいい図表になったと思う。 

  高齢者の地域包括ケアを具体的にどう動かすかというところの高齢者総合相談センタ

ーと、それから介護保険の関係、この重層的な会議体が政策提案にまで結びついていく。

図表について、今やっていることだと伺っているので、それがとてもわかりやすい形で

整理されたと思う。 

  特にいいと思うのが、計画をつくったから終わりではなく、個別施策を実施すること

によって、また評価の循環につながっていくところだと思う。今やっているこの表が、

包括の方だけではなく、包括ケアにかかわるほかの医療や看護などの関係機関の方、社

会福祉協議会、介護保険事業所などの方々とも、ぜひこの表を共有していただきながら、

介護保険計画の中にまた施策を反映させ、そしてまた評価しながらいいものにしていく

という循環を、ぜひこの計画以降も続けていただきたい。 

  実はこういう循環は、ケースマネジメントが１９８０年代に最初に提案されたときの

原型図である。介護保険になってケアマネジメントにかわり、個別サービスを調整する

ことだけに特化されてしまったが、実は個別サービスの集積の中からサービスを改善す

る、あるいは提案するという構想がケースマネジメントの中には入っていた。ですから、

ようやく介護保険から今２０年くらいたち、このシステムをつくるというところまで豊

島区でたどり着いて、そして実際やっているというところで、大変いい図表なのでぜひ

これを実施していただければと思う。 

  もう１点、用語のところで１２３ページでアウトリーチの説明があり、ここのところ

にいろいろなアウトリーチの捉え方があるが、３行目の「潜在的な利用希望者に手を差

しのべ」というところに「訪問等により」という言葉を入れたほうが、よりわかりやす

いと思う。手を差しのべるといっても、いろんな差し伸べ方があるので、むしろ訪問し

たり、地域に出たりというところがやはりアウトリーチの一番の持ち味だと思うので、

その言葉を加えていただけると、よりわかりやすくなるかと思う。 

○会長   そのほかはいかがか。 

（なし） 
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○会長 よろしいか。 

  では、本日示されたこの案について、この議論のほかに意見などがある場合には、本

日、机上配付しているこちらの質問票を活用いただき、ファクスや電話で、直接、事務

局までお寄せいただきたい。 

  このほか計画（案）の作成については、事務局に任せてよろしいか。いかがか。 

（異議なし） 

○会長 では、本日この場でなかなか質問をできなかった方は、どうぞ意見をお寄せいた

だきたい。 

○介護保険課長 追加させていただく。質問票の締め切りが２月２日と、大変短くなり申

しわけないが、必ず次回の会議までに示せるよう反映させたいと思うので、ぜひ至らな

い点について、さらに記載ができるように意見をいただきたい。よろしくお願いする。 

○会長 委員の皆様から本日ご意見をいただき、確かに数字もできるだけ区民の方が見て

わかりやすい書き方にすること。ついついよくわかっている者が作成すると、そういっ

た点が不十分な場合もあるということも意見をいただき、改めて検討する機会ができた。 

  また、地域包括ケアシステムの推進をさらに進めていかなくてはいけないというとこ

ろで、住宅、住まいが、とても重要である。特にこういう大都市の中では住まいが自宅、

持ち家だけでなく、どう住まいを確保していくかというところも、この地域包括ケアシ

ステムを進めていく上で重要なことだと思う。そんな点も少し盛り込むことができ、ま

た豊島区の次期の課題にもなってくる。 

  また、委員が人材の確保ということを毎回言ってくださり、本当に年月が進めば進む

ほど、人材確保がかなり厳しい状況になってきている。これは、一事業者だけの努力で

はいかないということがあるので、地域、自治体の行政、もちろん私などがかかわって

いる大学や専門学校など専門職養成の機関などとも連携をしながら進めていかなくては

ならない。計画ができても、実際に進めるにはやはり人材という、人がいなければ進め

られないというところがある。 

  せっかく特養などを建設したが、働き手がいないために一部しか開設できない。ショ

ートステイの受け入れも、職員がいないためにできないということがあるようなので、

非常に福祉人材の確保というところは重要だと思う。 

  そんな点も、また引き続き課題になる。どうぞ委員の皆様、よろしくお願いする。 

  では、続いて平成３０年度の選択的介護モデル事業について。 

  事務局より資料２の説明をお願いする。 

【介護保険特命担当課長より資料２について説明】 

○会長 それでは、ただいまの資料２について、質問があればお願いする。いかがか。 

○委員 ２点ある。まず事業者公募概要の中で十分な管理能力がありとあるが、これはど

ういう管理能力の基準を考えているのかが１点目である。 

  ２点目は、このモデル事業を行う上では、当然、利用者の方の参加というか、協力も
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必要になるが、そのときの利用者というか消費者保護の仕組みについて、区は何か仕組

みを考えているのかの２点について、教えてほしい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長  １点目の管理能力についてであるが、前提として、保険外サ

ービスを提供することによって介護保険サービスに悪影響が及んでしまっては、元も子

もないことになると考えている。介護保険サービスを提供した上で、なお人材や管理体

制上も余力のある事業者と協定を結んで実施していく。人員体制、財政面、事業所内で

の協力体制等いくつかポイントはあるが、それらを全て含めて管理能力と考えている。 

  また、２点目の利用者保護について、現在、保険外サービスは各事業者の判断で実施

しており、例えば、保険外サービスは口頭で約束をして提供するといったこともあると

伺っている。保険外サービスも書面による契約を徹底するとか、ケアマネジャーにきち

んと関与していただいた上で、プランに保険外も掲載する。そのプランをご利用者の方

に理解・同意していただいた上で、サービス提供に入るといったことを考えている。 

○委員 選択的介護サービスを利用する消費者も、やはり契約判断能力、あるいは自己決

定能力がかなり高度な方でないと参加できないと思う。逆に、企業側からすると、そう

いう能力の低い人には提供がしやすく、あるいは協力を進めやすいということがあるの

で、どういう利用者がこの事業に協力してくださるのかは、ぜひ行政からも監査をして

いただきたいと思う。 

  その際、ケアマネジャーがきちんとその説明と合意をとることを丁寧にされているか

は重要なポイントとなるので、管理能力の中に、ケアマネジャーでなく、主任ケアマネ

ジャーのレベルの方の関与、あるいはその方の指導監査があるような法人も、この人員

の中に含めていただければと思う。 

○会長 そのほか、質問があれば、お願いする。 

○委員 ４ページ、５ページの提供タイミングと、そして右に提供時間、提供料金のイメ

ージとあるが、基本的なことがよくわからないので聞きたいのだが、この料金設定は事

業者が自由料金で設定するのか。 

  それから、もう一つはそれに関連して、サービスのメニューでいろいろ出てくるが、

私はこの人がいいと指名をすることになったときの料金設定や何かはまた違うのかどう

か。 

  それらの料金設定の仕組みというか、検討団体がこれからモデル実施をやる上でどう

検討されているのかを伺いたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 ３ページ表の提供時間、提供料金をご覧いただきたい。事業者

が複数の提供時間を設定し、その中から利用者が必要に応じて選択するものである。保

険外サービスは行政が一律に枠をはめるものではないため、事業者が個性を生かしたメ

ニューを提案し、そのサービスを提供する方が資格等を有していれば料金は上がり、そ
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うではない場合もあるかと思う。単価は事業者で決めていただくものと考えているので、

Ａ、Ｂ、Ｃの３者あれば、それぞれのメニュー、それぞれの料金になると考えている。 

  また当初、指名料という話が東京都の提案事項の中にあったが、事業者とのヒアリン

グでは指名料を取り入れるのは時期としては早いかと、もう少し慎重な検討が必要かと

考えているので、指名料については、今回のモデルの中で実施することは考えていない。 

○委員 先ほど、先生のほうから少し指摘があった、例えば典型的に言えば、お一人の方、

あるいは特に老老世帯なんかの場合で、本当に判断能力が適確なのかどうかの歯止め、

この辺は具体化の経過の中で何か基準や仕組みなどはつくっているのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 民対民の契約になるので、判断能力の基準を考えていくことは、

重要なことだと考えている。具体的なことはこれからの検討になるが、例えばケアマネ

ジャーは現在、保険外については余り積極的に関与されていないが、関与を必須とする、

もしくは重要事項説明書の内容について必須項目が全て入っているか、それをどういう

方法で説明していくかを参加事業者とともに一つ一つ検討し、豊島区のルールをつくっ

ていく形になる。何よりも大事なことが利用者の保護だと私どもは考えている。 

○委員 正直なところを申し上げて、我々事業者の立場から言うと、一般に介護保険の要

介護度認定を受けているからといって、例えば認知症の場面について言えば、鑑別診断

をどれだけ受けているかというのは、相当低いレベルである。先生がいるのに申しわけ

ないが、一般の開業医の先生が本当に認知症の簡易スケールの長谷川式をとってやって

いるのか、ＭＭＳＥをとってやっているのかというと、ほとんどやっておらず、ちょっ

とした家族の聞き取りで認知症の判定をかけているという例が少なくない。 

  そうすると、国の消費者保護の考え方で言えば、当然判断能力があるかないかについ

ても含めて、クーリングオフの制度適用などいろいろな問題が出てくる。もし仮に、判

断能力に非常に問題があると、全くないわけではないが後見人の状態で言えばレベルが

２番目に入るという場合であれば、果たして正当な契約だったのかということになって

くる。 

  我々事業者がよく契約を結ぶが、基本的に家族などを一般的な呼び方でキーパーソン

と事業者は言うが、結ぶ契約も、認知症できちんと判断が下がり、判断能力に問題があ

るとなれば、これは民法上も無効となる。ただ、後でサービスを提供して、対価を支払

う行為が行われた場合に、実行行為の伴うものとして民法の八百何条だったか、忘れた

が、そういったことの契約の成立となるだけであり、一般的にいえば最初のところはそ

ういう問題も出る。 

  だから、ある意味介護保険の枠だったら枠の中で、また法令上守られるが、枠外に行

ったときの自由契約みたいな、もっと自由な契約のような話になっていったときの歯止

め策というのは、私はかなり慎重にやらないといけないのではないかと思う。 

  一般の成人の方々の物を買う契約で、判断能力はあったのか、なかったのかだけでも
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問題になり、ましてや高齢者となれば、そういうところは出てくると思うので、これは

相当詰めた議論をしていただく必要があると思うが、その辺はいかがか。 

○介護保険特命担当課長 今も保険外サービスは民民契約に基づいて提供されている。選

択的介護は、保険内外を一体的にケアマネジメントするということで、現行の保険外サ

ービスに比べ、行政やケアマネジャーなどの関係者が関与する点で、安全性という面で

は増すと考えている。ただ委員がおっしゃるとおり、具体的な豊島区ルールをきちんと

議論した上で決めていかなくてはいけないということは心に固くとどめておきたい。 

○委員 よろしくお願いする。 

○会長 そのほかあるか。 

○委員 お願いにも近いが、さきほどＩＣＴの機器でセンサーのことを言ったが、今はＩ

ＣというよりもＩｏＴの時代に入ってきているので、例えば、鍵をかけ忘れたかどうか、

ライトを消し忘れたかどうか、トイレが長い、お風呂が長いなど、とても大事なことだ

が、むしろ総合的な生活の機器を使ってやる時代に入ってきているので、ＩＣＴからＩ

ｏＴを念頭に置いて、せっかくモデル事業であるので、やるととてもいいかなと思う。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 少し伺いたいが、実施期間が３３年３月３１日までになっているが、その時点で、

大変いいサービスで継続したいと考えていた方は、４月１日からはどのようになってし

まうのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 モデル事業ではあるが、先ほど二つの形態があると申し上げた。

連続提供については、現在もできる制度である。こちらについては全く問題なく継続可

能と考えるが、同時一体の場合についは、これは戦略特区としての認定を受けて実施す

るものであるので、特区の判断等もきちんと見た上での次の判断になってくるかと思う。 

○委員 そうすると、サービスが継続できなくなってしまうことも予想される。まだ先の

話になるので、その時点で、それに継続する何か代替のものを考案いただければと思う。 

○委員 モデル事業の事業者数はどのくらいを見込んでいるのか。３年間のうちで増やし

ていくのかどうか、また今現在自費のサービスと介護保険のサービスを提供している事

業者もいるので、モデル事業が公開されたときに、区民の方が不安に思われないかどう

かをお聞きしたい。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 指定訪問介護事業所は、区内に７５事業所あり、なるべく多く

の事業所に参加していただきたいと考えているが、先ほども申し上げたとおり、介護保

険サービスの提供に影響がない安定した人員体制等を確保している等の要件を考えると、

全ての事業所に参加して頂くことは難しい。ただ、私どもは昨年５０回以上、事業者の

方々と意見交換した。モデル事業の趣旨をご理解いただいて、なるべく多く参加いただ

きたいと考えている。初回の公募で、あまり数がそろわない場合には、次の追加募集も
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視野に入れ、なるべく参加いただける形にしていきたい。 

  最後の質問、区民の方が不安に感じるというところですが、これは選択的介護の事業

所とそうでない事業所があることによって、不安を感じられるというところでよろしい

か。 

○委員 はい。 

○介護保険特命担当課長 選択的介護は、保険内外を組み合わせて実施するものである。

それ以外に保険外サービスという選択肢、介護保険サービスという選択肢、三つの選択

肢があると考えており、そこの周知をきちんとしていく。選択的介護だから安心という

ものではなく、三つの選択肢の中から利用者にとって一番必要と考えられる利用形態を

きちんと選んでいただくことを周知していきたいと考えている。 

○会長 よろしいか。そのほか、どうぞ。 

○委員 実は高齢者クラブの活動の一つに見守り活動がある。これは、一人住まいの人や、

少し買い物に行くのに不便だという人の手伝いをするなど、そういう活動と、要するに

有償のサービスとの接点というか。趣味等の同行支援、散歩、お部屋の電気の球の取り

かえ、あるいは本人と一緒に食事をするというのは、ある意味では、見守り活動の中で

やっている内容でもある。 

  そうすると、介護認定を受けた人が、ある意味では有償でこのサービスを受けられ、

介護認定を受けていなければ、ある意味では逆に受けられないというようなことになる

のか。そこが１点。 

  もう一つ。今、区の助成を受けて、ある程度見守り活動をやっている部分がある。助

成といっても年間４万８，０００円など。それで、「元気ですか」と訪ねるときに、ち

ょっとしたお菓子を持っていき一緒に食べながら話をするなどもやっているが、そうい

う部分との違いというか、我々の活動の部分をどちらに軸足を置いてやっていくのか。

そうすると、ある程度ボランティアのポイントではないが、自分が今度見守られる立場

になったときに、多少ポイントを使ってサービスを受けられるような形の何かそういう

方向もあってもいいのかなと。 

  たまたま選択的介護の中に有償のサービスの項目が、ある意味では高齢者クラブで行

っているサービス、サービスという言い方がいいのかどうかはあるが、項目とほぼ似て

いるようなところもあるので、お尋ねする。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 選択的介護は、地域包括ケアシステムの自助・共助・互助とい

う区分でいくと、自助の部分になる。今、委員がおっしゃった地域の助け合いは互助の

部分かと思う。互助の助け合いやつながりは、私は地域の中で一番大事なものと考えて

いる。 

  ただ、自助である選択的介護は、互助を否定するものではなく、新しい選択肢として、

「互助のサービスは受けられないが、ご自宅の中で引きこもりがちな方が、なじみのヘル
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パーさんであれば、外に行ける。」もし、そういったことがあるのであれば、その可能

性を広げていきたいというものである。メニューについても、選択的介護が周知され、

また互助の取り組みも周知されていくと、これは互助の部分で十分対応ができる、これ

はヘルパーさんがやったほうが効果的ではないかと、だんだん洗練されていくと考えて

いる。今は互助と自助のサービスの部分がかなり近くなっているので、なかなか区分が

つかないところかと思うが、だんだんとすみ分けができていけるように私どもも目指し

たいと考えている。地域のつながりは一番大事なもの、さらにそこに民間事業者が加わ

り、よりＱＯＬを上げていける部分があれば、そこを開発していきたいという、そうい

ったものである。 

○会長 よろしいか。そのほかいかがか。 

（なし） 

○会長 よろしいか。それでは、続いて、地域密着型サービス運営委員会に移る。 

  事務局より資料３の説明をお願いする。 

【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 今の説明で何かご質問があれば、お願いする。いかがか。 

（なし） 

○会長 質問がないようであれば、この件については承認ということでよろしいか。 

（異議なし） 

○会長 この件については承認とする。 

  本日、予定していた議事は、これで終了となる。 

  事務局から連絡をお願いする。 

○介護保険課長 ご審議ありがとうございました。 

  先ほどの繰り返しになるが、意見等よろしくお願いする。また、本日配付した前回の

議事録だが、修正があれば２月１３日ごろまでに事務局に連絡いただくよう、よろしく

お願いする。 

  次回、会議開催について、先ほど述べさせていただいたように、既に３月２７日火曜

日、１８時３０分からを予定しているので、よろしくお願いする。 

○会長 本日も各委員の皆様には活発な発言をいただき、ありがとうございます。 

  大変寒くなってきているので、お帰りはどうぞ気をつけて。 

  これをもちまして、第１０回介護保険事業計画推進会議を終了させていただく。 

（午後７時５８分閉会） 
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【配布資料】 

資料１-１ 豊島区高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画<案>について 

資料１-２ 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 

出された意見 

資料２   平成３０年度選択的介護モデル事業について 

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 

 

豊島区高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画<案> ４章…机上配付 

第９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 

第１１回豊島区介護保険事業計画推進会議開催通知…机上配付 

 


