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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１１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。 

【介護保険課管理グループ係長より配布資料の確認】 

○会長 傍聴の希望についてはいかがか。いないか。 

  それでは、介護保険事業計画推進会議、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。 

【介護保険課管理グループ係長より資料１、２について説明】 

○会長 それでは、委員の皆様から質問があったらお願いする。いかがか。 

○委員 今度の計画に対する考え方の問題としても少し伺っておきたいが、冊子の８４ペ

ージ以降、特に８５ページで、在宅医療介護連携の状況に始まり、その次のページでは

具体的にどういう取り組みをやるかということが紹介されている。特に介護保険制度に

かかわる部分というか、今までは、例えば施設系のサービスであれば、当然のように口

腔衛生や栄養スクリーニングなど、色々なものが実際あり、医療スタッフとの連携を日

常的にしていくというのは報酬制度上も組み込まれていた。今回３０改定で、地域密着

型の我々の事業もほぼ全面的に、同じように、口腔衛生から栄養スクリーニングから、

もう全てのものが入ってくる。そうすると、正直言って我々のような小さな事業所は、

どちらかといえば、ふだんから医療機関との連携は極めて苦手なほうであり、特に介護

関係者から言わせると、医師に連絡をとっていろいろ連携をしようと思ってもハードル

が高いと一般的に言われることだが、この計画の中でそういった介護保険制度の改正を

踏まえた具体的な方向性は、どういう形で盛り込まれたかを一つ伺いたい。 

○会長 事務局、いかがか。 

○介護保険課管理グループ係長 医療・介護連携の話である。なかなか、この報酬改定の

状況等については、計画のパブリックコメント等も終わった後、ようやく内容が見えて

きたところであり、計画の中での反映という部分では、もしかすると十分な部分はない

かもしれない。ただ、ここについては今後、実際に４月１日から新しい報酬の基準等、

いろいろなものに基づいて対応をしていくことになるので、そこについては適宜、事業

者の関係の連絡会や指導の場を活用しつつ、事業所の皆さんや区民の皆様に周知を図っ

ていきたいと考えている。 

○委員 例えば８６ページの（エ）のところに、医療・介護関係者の情報共有の支援が書

かれ、「在宅医療連携推進会議にＩＣＴ部会を設置して、地域医療機関・介護機関のＩ

ＣＴ活用状況の把握と課題の抽出を行っていきます」とあるが、今答えにあったように、

確かに１月２６日頃に改定の方向性の具体化が発表され、やっと先日２３日にクエッシ

ョン＆アンサーや、色々な留意事項というのが発表され、我々はもうばたばた対応せざ

るを得ない。しかし地域密着型事業は区市町村が指定・指導権限を持っているので、そ
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の連携の問題も医師会、歯科医師会は当然だが、しかし介護関係者との関係で、どうい

う支援をすれば、行政として援助をすれば、スムーズな連携に本当の意味でなり、加算

が目指した医療との連携項目を、具体的に、スムーズに実現させていくことができるの

か。その点ではやはり、発表が少し遅かったというのは毎回改定のときはこうだが、こ

の辺では具体化を急いでいくことが必要だと思うが、区のそういう考え方は、まだ検討

されていないのか。 

○会長 事務局、いかがか。 

○介護保険課管理グループ係長 実は、そこについては、今何も考えていないということ

ではない。確かに、取り組み、考えるというところは、もしかすると委員の目から見た

ときに進捗が余り思わしくないのではないかという部分もあるかと認識するところでは

ある。内容も細かい部分まで今回改定があり、今担当のほうで読み込み等を行いながら、

どうその支援をしていくかという部分についても検討しているところであるので、その

辺を少し理解いただければと思う。また、指摘にあった情報連携の関係で、例えば８６

ページの（ア）の項目についてだが、この件については、３０年度から、今まで介護事

業者の検索システムがあったが、ここに医療も検索できるものを加えるというのが４月

１日からオープンになる予定で、今作業を進めているところである。ウエブでこういう

ものを見られるような形も、準備が整っているところである。 

○委員 加えて１点、具体的に聞いておきたいが、例えば以前、私もこの会で発言をした

ことがあるが、私のところの介護施設がいわゆる医師会の協力医の先生と、ＳＮＳとい

うのか、完全非公開型のＳＮＳで連携していることで、非常に施設長や介護スタッフは、

もう先生と忌憚なく連絡を普段からとってやれる。これは大変助かっていて、私なんか

は呼び出されて相談されることは少なくなって助かっている。例えば、恐らくこのＩＣ

Ｔ部会か何かがこれを指しているが、こういうところで、この豊島区でおこなって研究

し、普及させるものにするという話を伺っていた気がするが、その辺の実現の見通しは

どうなのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 今おっしゃったＳＮＳの関係については、実は事業者の

検索システムと一緒にやる医療のシステムのほうで、ＳＮＳを使っている事業所や病院

が、記号のようなものが出るような様式になり、それをクリックしたりすることにより、

いわゆるＩＣＴ部会で考えているＳＮＳとのつながりができるようになると、医療の担

当から今聞いているところである。 

○委員 私は在宅医療連携推進会議にも出ているが、委員が言った、医療と介護の情報共

有という点では、豊島区は実はすごく進んでいる。行政にお願いをするというよりは、

もう既に８包括のエリアごとに自主的に多職種の人たちが集まり、研修会なり顔の見え

る関係づくりを始めており、この介護保険とは別の予算枠のほうで、地域保健課なのか、

そういった地域ごとの多職種連携の会に対する予算立てもしてもらっている。区として
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は、医療・介護の連携にすごく力を入れていると私は思っている。ＩＣＴについてだが、

ＭＣＳ、メディカルケアステーションという、医療・介護の完全閉鎖型のＳＮＳを使っ

て情報共有をしている。これはもう区と一緒に今進めており、区内の６００カ所以上の

事業所、医療機関が既に加わっている。これは、実は非常に今、豊島区としては全国で

最初に手がけた部分もあるので、うまく機能していると思う。ただ、区役所もそうだが、

事業所としてそこに加われるかどうかというのは、事業所の方針などもあるので、なか

なか加われない事業所もあるのは事実である。そういうときは、個人的に加わっていた

だいてもいいとは思うが、なかなか事業所の方針などで加われないところもある。ただ、

これに入っていないと、だんだん仲間外れになっていくような感じになりつつあるので、

ぜひこういうところに加わっていただくといいかと思っている。とにかく、この８６ペ

ージに掲げてある部分については、豊島区はやはり結構進んでいると私は思っている。 

○委員 少しつけ加えになるが、実はそういうところで患者様の個人情報が行き来する可

能性がある。そうなった場合に、なかなか区としてつらいのは、公開するかもしれない

ことを区が率先して推進するわけにはいかない行政の体制になっていると思われる。で

すから、これはやはり医師会などで自主的に進めていくような形を、一応とらざるを得

なのではないかと私は思っている。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 ただいまの委員の指摘のように、ＭＣＳの使い方については、多職種

連携の中でも高齢者総合相談センターはいろいろと勉強させていただいているところが

ある。ＭＣＳでも、これまで参加をしてほしいという意見もあった。ただ、今委員の指

摘のように、個人情報の問題、セキュリティーをどうしていくかの内部の調整というか、

まだ最終的なところもできてないので、そこが一番の課題かと思っている。ただ、顔の

見える関係の中で、常日ごろから高齢者総合相談センターと地域の医師会を中心とした

関係の方々とは、いろいろな情報交換をさせていただいているので、現状はそこの部分

で、医療と介護の連携はしっかりやれているという認識でいる。 

○委員 今の話で、高齢者が利用する場合に、今相談センターが４７カ所であったか、な

んでも相談的な場所が事業者のところにできている。そこに行けば、ある意味では高齢

者が私はこうだといったときに、今の医療情報のつながりの中で利用できるようなネッ

トワークができれば、もっとスピーディーに高齢者に対応できるような形になるような

気が少しするが、その辺、今後の予定の中でどうなるかということと、今、相談センタ

ーが余り利用されてないのではないかという気もするが、その辺の実態は。 

○会長 事務局、お願いする。 

○高齢者福祉課長 福祉なんでも相談ということで、社会福祉法人のほうで連携をして、

窓口として色々な相談に乗っていただいている。その中で、今のネットワークをつなげ

ばというところではあるが、まず、区の情報をその社会福祉法人にどういう目的で出す

のかというところでは、個人情報の審議会の中で検討しなくてはならないということが、
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まず１点ある。よってなかなか、この趣旨、目的、また使う方の同意という問題もあり、

今現在のところでは非常に難しいと思っている。ただ、窓口で相談をいただいたときに、

適切な箇所にその後つなぐというところでは、例えば高齢者総合相談センターへつない

でいただく、またほかの機関につないでいただく等、なかなか件数はないかもしれない

が、社会福祉法人とも協力をしながらやっていくというところでは、今後強化を進めて

まいりたいと思っている。 

○会長 よろしいか。そのほか、いかがか。 

○委員 ９２ページ以降の見込み数など、いろいろあると思うが、実際この第６期の実績

は載っているが、３年前に第６期の計画を立てたときも同じように、見込み数を考えて

第６期の計画を立てたと思う。３年間の第６期の実績が、第６期で立てた見込み数に対

してどれぐらいの達成率というか、オーバーしているのか。それとも見込み数を上回っ

たのか、下回ったのか、それをどこで見ればわかるのか。第７期も、もし６期でその見

込みよりも少なかった場合、余ったではないが、残ったお金はどうなるのか興味があり、

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 第６期の見込み数については、サービスごとに数字が出

ており、そちらについて分析等をした上で、第７期の見込み値は策定をしている。物に

よって、１００％を少し上回るものもあれば、９０％台ぐらいまで下がっているもの等、

その年によって変動というものは多々ある。今、国のほうで進めている見える化システ

ムというもの等もあり、そちらで比較等しながらつくっているところである。 

第６期の計画で見込んでいた給付費が余った場合の扱いだが、こちらについては、介

護給付費の準備基金というものがあり、こちらにまずは積み立てるような形になる。そ

ちらを次の、今回で言うと第７期の保険料を策定する際に皆様からお預かりしていた保

険料の一部を取り崩して、保険料を、本来上がってしまう金額を引き下げるための原資

として使わせていただいている。 

○委員 わかった。無駄なく使われているのであれば、全然問題ない。ただ、やはりこの

表だけではよくわからないので、できれば全体としてどれぐらいの見込み数に対して実

績はどうだったかがあるといいと思った。 

○介護保険課管理グループ係長 第７期はそういった進捗管理もすごく重要だと求められ

ているので、今後、計画等でもわかりやすい形で示せるよう、準備を進めてまいりたい。 

○会長 そのほか、あるか。 

○委員 地域包括ケアシステムの構築が、介護保険事業計画と高齢者福祉計画では大事な

部分になってくる。この部分の推進について、本文の中では少し触れられているが、具

体的にこの実施と評価、そして再計画のサイクル、どのような仕組みの中で進めていこ

うとしているのか、少し説明いただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 
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○介護保険課管理グループ係長 計画の進捗管理についてである。今回、計画本体の部分

では、評価指標等も、目標等立てているので、こちらについて数字を追っていくのがま

ず一つと思っている。 

また、もう一点。国のほうから、いわゆる財政的インセンティブ等、一時的に世間を

騒がせていたものについて、２月の末から３月の頭にかけて指標の評価の考え方等が国

のほうから示されたので、そちらのほうも踏まえながら、計画の進捗管理を考えて進め

ていきたいと今は考えている。 

○委員 さきほど委員からも質問があったが、やはり見込み推定値に対して、その結果が

予想よりも、もし下回っていたとしたら、それは要介護者の減少に、この豊島区の施策

が役に立っていたという評価にもつながると思う。その点が少し今回の計画でははっき

りしていないのが、残念なところである。現場レベルでは医療関係、福祉関係、そして

高齢者総合相談センターなど、介護予防やネットワークづくり、あるいは治療や介護に

ついても、いろいろな取り組みをされているから推定値よりも低くなった、あるいは予

想以上に、この点が高くなったというところがあったと思う。そこが見えないと、豊島

区がこの地域包括ケアシステムにどう組織的に取り組んでいるのかという実績が見えな

いような気がする。ただ、介護保険の保険料は、総合的にはそこの上下によって、その

後、地域包括ケアシステムがきちんと地域で機能し、そして各専門分野の方々が努力さ

れた結果として、予想した保険料よりは低くなった、高くなったというような評価基準

もあると思うが、そういったところの評価については、今後はどのように取り組んでい

くのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 ごもっともな指摘だと思う。そこについても、今後いわ

ゆる数値を追っていくところはすごく重要だと認識しており、いわゆる給付の部分、要

介護の認定率などを、年で追っていく。その結果認定率でどうなった、要介護から要支

援に移った人など、細かい指標をいろいろと追っていくことが財政的インセンティブで

は求められており、そういった部分をより、やはり区の計画の評価とうまく合わせなが

ら、やれるものは必要だと思っている。その中で実績を示しながら、上がった、下がっ

たとわかるような形で評価を、次期の推進会議の中では示していけるようにしていきた

い。 

○委員 ３章、特に４章の部分に、いろいろな施策と包括支援センターの取り組みが行わ

れているわけだが、やはりこのあたりが医療・介護連携のかけ橋になっていたり、ある

いは在宅医療の方々が、より地域で活躍しやすくなるためのつなぎ目になっていたりと

いうことが、実際にあったのではないかと思う。ただ、その働きが余り、何かこの計画

だけでは評価されていないのが残念である。地域ケア会議の体系をつくったというとこ

ろはすごくいいと思うが、この体系の中で、ではどんな結果が出てきたのかというとこ

ろは、ぜひ今後の評価の中で生かしていただければと思う。 
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○会長 そのほか、よろしいか。 

○委員 ９９ページの施設サービスのところだが、介護療養型医療施設は、将来的に、た

しか廃止されるのではなかったか。介護医療院となっているが、するとこの見込みの数

値というのは、どういうふうに解釈したらよいのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 介護療養型施設が介護医療院に転換をしていくには、６

年間経過の期間が設けられている。この中で、豊島区は１カ所、介護療養型の医療施設

があり、東京都からの情報では、今のところ第７期中の転換の予定はなさそうだという

ことで、第７期の見込みとしては何も入れていない状態になっている。最終的に、６年

後までにはこれを転換する必要があるので、今回の計画の中で、６年後にあたる９期の

部分の見込み値という形で載せている。よって、療養型の医療施設について、第７期は

そのまま３年間残るという想定で、この見込みを立てている。 

○会長 そのほか、よろしいか。 

○委員 介護保険事業計画の中で、住宅のことをきちんと保険者のほうもやりなさいと、

入れることになっているが、高齢者の住まいの確保が４０ページ、４１ページのところ

に書いてある。これからどんどん地域の中で生活ができるようにと、先ほど保健・医療

・福祉の連携など、そういうソフトの部分でかなり豊島区は進んできている。確かにそ

うだということで、介護システム、医療のシステムのほうも、私も少し勉強したが、実

際に住まいの問題が、要するに、地域の中、地域移行をするときに、どうしても日本の

場合には個人の財産権の問題が非常に強いので、住まいのところをなかなか行政が手を

つけるというところが難しいと理解をしているが、やはりここの２ページだけで語れる

ような状況ではないと思う。特に、介護療養型医療施設が廃止になっていき、どんどん

地域に戻ってくるといったときに、これで足りているのかという問題になると、もちろ

ん介護保険課だけで対応できることではなくて、区全体で都市計画であったり、住宅の

ところであったりなど、ほかの部署とも連携をとりながらやっていかなければいけない

ところだと思うので、ここの書きぶりが、どうしても実際に地域で暮らすといったとき

に、まだ書き足りないというか、状況的にはここは足りてないと思ったが、いかがか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○保健福祉部長 おっしゃるとおりだと思う。セーフティネット法等を受けて、今、住宅

マスタープランのほうが改定作業を行っており、それが来年度末にできる。そこで、か

なりこの部分は書き込まれてくると思っている。それを受けて、この中にはもう、１年

ずれている関係で入れられなかったが、そこのところはきちんと書いていく。あるいは、

これは、場合によってはこちらだけではなく住宅マスタープランを見ていただくという

ような併用という形に、今期についてはならざるを得ないかと思っている。 

○委員 すごく大事なところなので、ぜひこの辺もわかるように入れ込んでいくというこ

とをやっていただければと思う。お願いする。 
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○委員 関連して、４１ページのあたりとの関連だが、一つは後で出てくる具体的なサー

ビスごとの計画との関係で、いわゆる軽費での老人ホームの計画が全然豊島はないが、

このあたりの検討はどうなっていたか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 軽費の老人ホームについては確かに、大変申しわけない

が、こちらのほうに今記載はしていない状況で、私のほうで把握している限りでは、そ

ういったものができるとは特に聞いてはいない。 

○委員 恐らく、現実難しいから豊島区は計画にも上がっていないということなのかと。

ただ、東京都が毎年２月や６月にやる高齢者の住まいと介護関係の地域密着型の説明会

をやるときは、必ず軽費老人ホームをふやしてほしい、協力してほしい、補助金はこう

だという説明をやり、冊子の中には必ず入っている。そういう意味では介護のほうの世

界に限りなく近いほうだが、住まい対策である面もあるので、この辺は今回の計画に、

にわかに急に入れるようにという話ではなく、視点としては他の区市町村の流れとの関

係を見ながら、豊島区としてこの施策についてどう対応していくのか。現実に、ほかの

施策でやっているからもう十分だというのであればいいと思うが、その辺のところは、

私はやはり再検討を視野に入れてしておくべきではないかと思う。 

また、４１ページの居住支援協議会との関係で、一つだけお願いをしておきたいこと

がある。今、グループホームや小規模多機能などの地域密着型事業所を東京都がふやす

ために、正直なところ、私ども日本認知症グループホーム協会に、東京都が３，２００

万の予算を組んで、オーナー型整備のマッチング事業というのを委託事業で今年度から

やっている。来年度も再来年度もやる。その事業を進める私どもは、いわゆる仲人役を

やっており、弁護士から、建築の専門家から、税理士から、全部入ったプロジェクトチ

ームがもう既にでき、色々な物件が出てくると、調べに歩くということもやっている。 

  先日、この地域居住支援協議会にかかわる空き家担当の住宅課に紹介いただき、福祉

総務課の係長と話に行った。やはり、豊島区の場合はいろいろな問題があり、調査する

となかなか難しいというのは私もよくわかっているが、私も調べてみたら、２年ほど前

の国の通達、通知で、障害者も含めたグループホームなどに空き家対策を積極的に活用

するよう通知が出ている。それを見るとどうも、例えば認知症グループホームの事業者

型であれ、オーナー型であれ、出てくる補助金等とは全く別に、空き家対策で８００万

ぐらい補助金が出る。そうすると、空き家対策と地域密着型の事業整備の補助金とを合

わせると、ぽんと８００万上乗せになってくるということで、やはり空き家対策と福祉

総務課の担当する地域密着型の整備事業と、もっとリンクを有機的にする必要があるの

ではないかと考える。私の具体的な提案は最後に言うが、豊島区の空き家の状態など見

ていると、空き家は空き家であるが、空き家の隣も、もう全く老々世帯とか、ひとり暮

らしの老人世帯というので、本当にそういうのを一緒にして何か開発できないのかと。

今のオーナー型整備事業で言うと、上にオーナーの住宅をつくることも認めて、豊島区
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の場合はもう現実に、東京都の補助を受けてやっている。そうすると、そのＵＲ型の大

規模な再開発というイメージではなく、空き家対策の、隣のおじいちゃん一緒にやらな

いか、おばあちゃん一緒にやらないかと言って、地域密着型の施設整備と、それからそ

の土地を持っているお年寄りの小さな住宅を上に乗っけるような、そういった小規模再

開発のような事業をもっとできないのかという意味で、私はぜひ、この居住支援協議会

もそうだが、区の中も縦割り行政ではなくて、やはり連携をして、どう整備事業を進め

るのかと。これは、空き家対策の面からも、地域密着型の小さな事業所をふやすという

面からも、相互に効果のあることだと思うので、ぜひ進めていただきたいと思うが、こ

の間、私お願いをして住宅課の方に一緒に行ってきたが、部長は何か聞いているか。 

○保健福祉部長 何も聞いていない。豊島区は空き家がかなりあるということだが、実態

的にはいわゆる集合住宅の空き家が結構多く、今おっしゃったような形でいくと、おそ

らく戸建て住宅でないとなかなか厳しいかと思うというところが一つ。 

  もう一つは、今おっしゃったスキームでいくと、事業者主導にならざるを得ないかと

思っている。ただ、こういうことをやりたいのだが、その隣に住んでいるご高齢の夫婦

の了承も得ているという話のところで、区に持ってきていただく段階になるかと。区の

ほうがその方たちを説得して隣とあわせてどうかというのは、やはりさすがにできない

ので、そういうスキームになるかと思う。今、少し話を聞いた限りの、私の個人的な感

想である。 

○委員 そこがみそである。ですから、そのマッチング事業は行政ができない仕事を私ど

もの民間の公益社団にやらせて、そこがそういう専門化をプロジェクトチームでつくっ

てやっているわけですから、まさに部長が言われるように、その部分は空き家の情報だ

とか何かでいろいろ可能な範囲で委ねていただけるのであれば、民間の立場からプロジ

ェクトチームが動いて、そういう話を進めていくということをまさにやらせていただく

のがマッチング事業だと私は考えている。ぜひそういうことも含めて検討していただけ

ればと思うので、よろしくお願いする。 

○会長 それでは、委員の皆様から大変活発な意見をいただき、次の期でまた検討する課

題などについても見えてきたと思う。また、次のこういった計画を立てるときにも参考

になる意見もあった。どうもありがとうございます。 

  続きまして、２番目、選択的介護モデル事業の検討状況に移る。事務局より、資料３

の説明をお願いする。 

【介護保険特命担当課長より資料３について説明】 

○会長 こちらの資料３について、質問があったらお願いする。いかがか。よろしいか。 

○委員 実際に、この選択的サービスを受ける方は、どういうふうに選ばれるというか、

対象になるというか、どういう形で、例えば区も関与するのかどうか、そこら辺を教え

ていただきたい。 

○会長 事務局、お願いする。 



- 10 - 

○介護保険特命担当課長 最初は、１０事業者が現在保険外サービス等を利用されている

方にモデルの説明をするところからのスタートになると思うが、区としても、この選択

的介護を広めていきたいと考えているので、広く周知を図っていきたいと思っている。

例えば、広報としまで特集号を組んだり、認定結果がおりた方にモデル事業のご案内用

パンフレットを同封する等考えている。 

○会長 よろしいか。そのほか。 

○委員 保険外サービスの、家族分の調理や掃除の、家族分という定義だが、どんな家族

を想定しているのか。例えば老々介護で、一人は認定を受けているが、一人は認定を受

けることができない方のところであると、ケアマネジャーとしては理論が立つ。または

多忙で家に帰ることができる時間が深夜しかないなど、そういうことならわかる。この

辺の家族分の定義が曖昧だとケアプランのつくりようがないと思ったのだが、どのよう

に考えか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 現在、事業者の方々とヒアリングをしているが、家族の範囲に

ついては本当に悩ましい。もちろん、ヘルパーさんを家政婦がわりに使ってしまうよう

なことはあってはならないと考えている。介護離職が社会的問題になっており、例えば

こういった問題をモデル事業で解決できないかと思う。また、ご高齢者同士のご夫婦で、

ご主人が要介護、奥様は自立されているがお年を召していて、家事がうまくいかない場

合に「お二人とも認定を持っているとサービスが提供できるから、奥様も介護保険を申

請してください」という案内をされていると聞くと、介護保険は本当に介護が必要な方

に認定申請をしていただくものであるので、そういった際に、この選択的介護をうまく

ご活用いただければというところが、私どもの願いである。 

○委員 ２ページの、先ほどの（５）の保険者ルールの案の中の囲みの２番目に、保険外

サービスもケアプランに位置づけ、ケアマネジャーに保険内外を一体とした適切なケア

マネジメントと書いてある。これは技術的な問題として伺いたいのだが、通常であれば、

アセスメントがあって課題を抽出し、プランに落とし込んでいき、きちんと書式があり

やっている。そういうものとの関係は、これは別のものを新たにつくることになるのか、

それとも全く従前のプランに至る書式をそのまま使ってやるのかどうか、もしそうなれ

ば、非常に技術的には、ケアマネジャーもきちんとした理解をしないとできないわけで

あるから、その辺の整理はどうなっているのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 プランの書式については、これから事業者の方と相談をしてい

きたいと考えている。というのは、事業者の方に過重な負担がかかってしまっては意味

のないことであり、また一方、利用者の方にとってわかりやすいプランというのはどう

いうものなのか、保険内外一体のほうがわかりやすいのか、別々のほうがいいのか。別

々にすれば、それぞれの説明、それぞれに利用者の確認・同意の署名といったこともあ
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るので、利用者にとっても負担である。そういったいろいろな要素について事業者の方

と相談していきながら、一番望ましい形を目指していきたいと思っている。事業者が使

用しているシステムもそれぞれ異なっており、標準的なひな形は用意したいと思うが、

それを強制することは考えておらず、そちらを活用いただく事業者もあれば、自身のシ

ステムを少し改良されるといったところもあろうかと考えている。 

○委員 技術的な、具体的な問題として、もう一点伺いたい。要するに、居宅支援事業所

のケアマネジャーが、自分が今まで出していたケアプランに基づいてのサービス提供事

業者、こういう関係になる。そこに、その利用者の側から、ここで言う家族も含めて選

択的なサービスを受けたいと言われたときに、居宅支援事業所のケアマネジャーが、今、

私が前段で述べたケアプランをつくっていくという作業をやる。そうすると、これは相

当数のケアマネジャーが総じてこのことについての正しい理解を持たなければいけない

のか、それとも、これは東京都との関係で笑ったのだが、「東京の制度的研修はすばら

しいのだから、東京都が指定している制度的介護職員の制度的研修しか認めない」と言

ったときに、ある議員が、「ああそうか。じゃあ運転免許証は、東京はすばらしいレベ

ルのものをやっているから、奈良県で免許をとった人は東京で運転させないってことだ

ね」と私の前で言った議員がいて、思わず吹き出したのだが、そうやって、ケアマネジ

ャーもよそからどんどん流入してくる中で、豊島区がやる選択的介護のための、そうい

う技術的な指導というか、あるいは理解を求めるというのは可能なのか。 

○会長 事務局、お願いする。 

○介護保険特命担当課長 保険外サービスについては、現在も努力義務とはなっているが、

ケアマネジャーはケアプランに位置づけるということになっている。そういった意味で

は、保険内外をプランに位置づけるというところは何も変わらない。ただ、委員が懸念

されるとおり、ケアマネジャーさんがきちんと選択的介護を理解しないと、これは事業

としてうまくいかないわけであり、今、私どもはケアマネジャーのガイドラインという

のを作成している。こちらのガイドラインを見ることによって、皆様が均一に、こちら

の選択的介護について理解、また事業を推進していただけるようなものにしていきたい

と考えている。また、３月２８日に研修を行うが、それを皮切りとして、４月から７月

まで連続の講座を予定している。これはケアマネジャーだけでなく、サービス提供責任

者やヘルパーにも、ぜひ受講いただきたいと考えている。基礎的な知識の整理から、最

後は実例を通してイメージを高めていただくような、そういった研修を予定しているの

で、地道な歩みかもしれないが、一つ一つケアマネジャーの皆さんの理解を深めていき

たいと考えている。 

○委員 最後に１点だけ。１ページ目の資料で、先ほど家族というのが大変難しいという

話があったが、国のほうが今、介護施設を利用するときに、身元引受人がいないからと

いって拒否してはいけないという通達まで出して大騒ぎになっている。しかし、例えば、

家族とよく言うが、民法で家族というのはない。法体系を語るときの家族法体系という
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概念はあるが、家族というのは法律上の規定にはない。親族、姻族とはあるが。だから

何をもって家族とするのかということも含めて、相当きちんと概念的な整理をしていな

いと、やはりトラブルが起きる。先ほど、特命課長が言ったように、ヘルパーを家政婦

がわりみたいな話にリンクしていく可能性は十二分にあると思うので、当然検討はされ

ていると思うが、そこのところを含めて、きちんと説明がつくようにしていただきたい。 

○会長 このあたりで、時間との関係があるが、貴重な委員からの発言があったので、こ

の選択的介護のモデル事業については、また進捗を報告いただきたいということで、よ

ろしくお願いする。 

  それでは続いて、地域密着型サービス運営委員会に入る。事務局より、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 何か、委員の皆様から質問はあるか。 

○委員 これだけの情報で何を議論したらいいのか、何を承認したらいいのかということ

が、正直わからない。これだけ見れば、いいも悪いもわからない。 

○会長 事務局、お願いする。 

○委員 前に説明をつけたことがあったのでは。 

○介護保険課事業者指定グループ係長 今、委員からもお話をいただいたが、従前来のと

おり、この資料の話の中での議論が難しいという話があり、昨年度の４月、今から言う

と一昨年です。平成２８年度から事業所の指定について、介護保険法の規定で、事業所

の指定に際して意見を付することができるとあり、こちらを委員の皆様に議論いただき

たいという話で、こういったような形での申請、届け出に基づく話については、私ども

から報告という形で説明を差し上げるという形の話であった。こちらの中身については

本当に委員がおっしゃるとおり、どこを議論したらいいのかという話なので、こういう

ような事業所が更新手続を踏まれました、という事後報告という形で受けとめていただ

ければと思う。 

○委員 既に実績のある施設のようなので、そういった利用の様子など、少し加えていた

だけると、「よい事業者なので継続」ということも判断しやすくなるかと思うが、利用

者の方にも評価が高く、公平に事業をやっている実績のある事業者だということか。 

○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 先ほどの話にまた戻ってしまうが、２８年度の段

階で条件を付するという話の中で、実は宿泊サービス、お泊まり日を行っている事業所

については、豊島区が定める指針に従った提供を行うことと、実は皆様に承認いただき、

条件を付して指定をしている。先ほど話がありましたが、インセンティブに関連する話

だが、こういった地域密着型の事業所が行う運営推進会議が、実は定期的に行う必要が

あり、こういった事柄についても皆様のほうに報告という形の話を条件に付するという

事柄に足していくことで、皆様に、このような会議がされているという事業所の中身を



- 13 - 

説明することができればと考えている。 

○会長 それでは、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 では、この件については承認とする。 

本日予定した議事についてはこれで終了となる。 

ここで、今回この会議で最後になるので、各委員より一言ずつ挨拶をいただきたい。 

【委員より一言ずつ挨拶】 

○会長 ありがとうございます。委員の皆様には、それぞれの立場から活発に意見をいた

だいた。そういった結果により第７期の計画書になった。事務局の方々には、委員の意

見などを短時間でまとめていただくという苦労があったと思う。この７期の計画をまた

さらに進めていくということで、ぜひ皆さんにはいろいろな意見をいただいたり、活発

な地域での活動などへの取り組みにつながるような報告書になっていくことを願ってい

る。 

  それから、保健福祉部長からも挨拶をお願いしたい。 

○保健福祉部長 もうすぐ８時になってしまうが、一言挨拶させていただく。今、こちら

の会議は今日が１１回目で、期間としては約２年半にわたって議論いただいている。本

当にありがとうございました。実はもう、ほぼ固まり、今日の段階でもいろいろ意見が

出るというものである。この次は第８期ということで、また半年ぐらいたつと検討を始

めるが、そうやってつくりあげていく事業計画という性格もあるので、細かいところも

含めてこれからつくっていかなければならないと思っている。 

また、今回特に、今日不在だが前回やった介護保険課長に聞くと、非常に国からの情

報提供が遅いと。正直、取りこぼしたところも結構ある。もう骨格が固まってから言わ

れても手を入れられないというのもあったので、そういうことも含めて、今後、８期、

９期とブラッシュアップをしていきたいと思っている。本当に長いことありがとうござ

いました。 

○会長 ありがとうございます。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、ほかに連絡があったら、お願いする。 

○介護保険課管理グループ係長 本日は議論をありがとうございました。本来であれば、

介護保険課長も出席させていただき、ここで感謝の言葉等言いたいところだが、所用の

ため欠席となってしまった。大変申しわけございません。改めまして、介護保険課とし

ても、今回の計画に皆様から大変貴重な意見をいただけたことを大変うれしく思ってい

る。また、第８期の計画に向けて、今後７期の計画を進捗、進めていく中では進捗管理

というのが、今後すごく重要な課題となってくると思うので、そのあたりも次の会議の

中では報告をさせていただきたいと考えている。 

  私のほうからは、３点連絡をさせていただく。１点目である。前回１月３０日の第１

０回開催分の会議録につきましては、修正等ございましたら４月４日（水）までに、事



- 14 - 

務局まで連絡をいただければと思う。 

  ２点目である。本日の会議録について、でき上がり次第、委員の皆様へ送付をさせて

いただくので、確認をお願いする。 

  最後、３点目。今回は手刷りの資料になったが、最終的に冊子となった計画について

は、会議録等合わせて、でき上がり次第、委員の皆様へ、郵送するので、またそのとき

に手にとってごらんいただければと考えている。 

○会長 ありがとうございます。 

それでは、これをもちまして、第１１回介護保険事業計画推進会議を終了させていた

だく。年度末のお忙しい中、今日は活発な意見をいただき、本当にありがとうございま

した。以上で終わりになる。 

（午後７時５８分閉会） 
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