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会  議  録（要旨）

附属機関又は

会議体の名称
平成 27年度第 1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 27年 9月 4日（金）18時 00分 ～19時 40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会長の選任、副会長の氏名

②会議の運営について

③第 7期介護保険事業計画策定に向けた国の動向について
④介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについて

⑤認知症ケアパスの配布開始について

(2)地域密着型サービス運営委員会
 ①小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行について

 ②地域密着型サービス事業所の指定について

公開の

可否

会  議 公開

会 議 録 公開 

出席者

委 員

宮崎牧子、神山裕美、長倉真寿美、小野祥子、瀧井達子、溝口元、山根

明子、髙田靖、佐野雅昭、横田勇、吉田英昭、宮長定男、魚津亮太、志

村裕子

理事者
保健福祉部長、健康担当部長、福祉総務課長、高齢者福祉課長、地域包

括ケア推進担当課長、介護保険課長、西部生活福祉課長、

事 務 局 介護保険課 管理グループ
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（午後６時００分開会）

○介護保険課長 開催時間となったので、ただいまから始めさせていただく。

  今回、第７期介護保険事業計画推進会議の初回であるので、初めに委員のご紹介をさ

せていただく。

【介護保険課長より委員１６名の紹介】

○介護保険課長 任期については、本日、平成２７年９月４日から平成３０年３月３１日

までとしている。

  開催にあたり、保健福祉部長よりご挨拶をさせていただく。

【保健福祉部長より挨拶】

○介護保険課長 続いて、区側の職員を紹介させていただく。

【介護保険課長より区出席職員の紹介】

○介護保険課長 それでは、ただいまから本日の会議に入らせていただく。

  まず、本日の資料について確認をさせていただく。

【介護保険課長より配布資料の確認】

○介護保険課長 では、初めの議事に入らせていただく。

  本推進会議の運営を行っていただく会長の選任である。会長の選任については、要綱

において委員の互選によって定めるとなっているため、委員の皆様にお選びいただき

たい。

○委員 前期の第６期から会長を務めていただいた宮崎委員にお願いしたらと思うがいか

がか。

（ 異議なし ）

○介護保険課長 ご意見がないので、ぜひ宮崎委員に会長をお願いする。

  それでは、会長席にお移りいただきたい。

【宮崎委員、会長席へ移動】

○介護保険課長 会長就任といたしまして、一言ご挨拶をいただきたい。

○会長 大正大学の宮崎と申します。

  前期に引き続き、会長ということで３年間担当させていただく。この推進会議の中で

は、ぜひ委員の皆様に活発なご意見をいただき、今期は特に地域包括ケアシステムと

いうようなシステムを構築していくという重要な時期でもある。特に豊島区は大都会

の中で、人口が大変多い中で、どうやって地域包括ケアシステムを進めていくかとい

うようなことは、頭の痛い部分もあると思うが、豊島区の自治体の広さ、面積という

ようなことからいくと、２３区の中でも比較的狭いので、そういう地域包括ケアシス

テムがうまくいく可能性も非常にあるのかなと思っているので、ぜひ委員の皆様に活

発なご意見をいただき、そして、今期の中でそういった方向性ができるようにという

ことで、私も会長として取り組ませていただく。

○介護保険課長 続いての議事であるが、要綱の中で副会長を置くこととなっている。副
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会長は会長の指名により、会長に事故があるとき、その職務を代行するということで

定められているので、会長より副会長のご指名をいただきたい

○会長 副会長については、会長からの指名ということである。第６期の介護保険事業計

画推進会議の会長代理を務められた、大正大学の神山委員に引き続きお願いしたいと

思っている。また、今期、立教大学の長倉委員にもぜひ副会長をお願いしたいという

ことで、２名の副会長を推薦したいと思っているが、いかがか。

（ 異議なし ）

○会長 それでは、委員の皆様から異議なしということで、神山委員、長倉委員、副会長

としてよろしくお願いする。

○介護保険課長 ここからは会長の進行により議事を進めていただく。

○会長 本日は第１回目ということで、会議の運営について、皆様にお諮りする。事務局

より説明をお願いする。

○介護保険課長 豊島区では、審議会等の会議の公開に関する要綱というのを定めており、

区の計画に関わる会議体については、原則公開ということになっている。また、傍聴

者がいる場合には、皆さんにお諮りをその都度させていただいた上で傍聴を認めるこ

とになっている。

  議事録については、会長だけは責任上明らかにするために会長ということで出すが、

ほかは各委員の名前を出さずに、発言の要旨をまとめる形として、後日ご確認をいた

だいた上で議事内容をホームページに載せるようにしている。

  こういった内容で進めさせていただく。

○会長 ただいまの事務局からのご説明に対して、何かご質問があればお願いする。いか

がか。

（異議なし）

  では、会議の公開と傍聴、議事録については説明のとおりに実施していく。

  それでは、本日の傍聴の方はいるか。

○介護保険課長 傍聴は、本日はいらっしゃいません。

○会長 それでは、次の議題に移る。三つ目の議題である。第７期介護保険事業計画策定

に向けた国の動向についてである。

  事務局より説明をお願いする。

【介護保険課長より資料３について説明】

○会長 それでは、ただいまの資料について、何かご質問あるいはご意見などがあればお

願いする。いかがか。

○委員 豊島区は大分割高になっているというようなことが数字で示されているのかとい

うふうに感じたが、これを例えば全国平均に持っていくべきとお考えなのか、それと

も豊島区は豊島区の方向性をあるというふうに考えるのか、その辺は区としてはどの

ようにお考えか教えていただきたい。
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○介護保険課長 前回、この６期計画の策定の中でもこういった話が幾つかされてきたが、

当然、割高であるというのが今の事実である。ただ、それを平均値に落とすというこ

とが、やはり介護保険の目的ではないというふうに考えている。資料の中でも出てい

たが、あくまで中身の分析をこれからもう少し進め、数字で保険者が説明をできるよ

うにということが私どもに問われているところだと思っているので、下げるための指

標というよりは、数字をきちんと数字で見ることによって、きちんと区民の方たちに、

かかっている費用の説明も含めて説明ができるようにということだと思う。これまで

は、給付費を見込むのでこういう保険料にさせていただいたという説明が介護保険の

保険料の場合、どうしても保険料の説明もそこで終わっているというところがあった

が、今後は、なぜそういう結果が出ているのかということも含めて、きちんと説明を

していかなければならないということの指標だと思っているので、今、会議の中で、

そういった方向を目指すべきだというご意見が多数を占めるというようなことであれ

ば、そういったことも計画の中に盛り込んでいくべきだというふうには考えているが、

議論の一つの指標ということで今回はお示しをさせていただいたものである。

○委員 印象だが、何か豊島区の人は大変な人が多いような気がするのは、住居の問題な

のか、下の世代が近くにいないせいなのか、その辺のところを、私たちが感じている

ところを区側のほうで数字とかに、もししていただければありがたいと感じる。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 スライドの４のところにあった、金融ストックも勘案した負担能力判定の仕組み

の導入というのは、国が言っていることではあるが、豊島区だけではなくて、高齢者

の中での格差が大きい中で、本当に判定することが可能なのかどうかというと、非常

に厳しいところだと思う。都市計画の審議会のほうもお手伝いをさせていただいたが、

やっぱり住まいも相当格差がある。そうなると、居宅でという方向にいくとしても、

そこは非常に厳しいところであるし、そういうところで金融ストックも勘案したとい

うのだけが先走ってしまうのは、私は非常に不安を感じていて、今、特に老後破産と

いうのが出ているぐらいであるから、中間所得層だった人たちも何かの拍子で、非常

に病気をされたりとか、負担を今までしていたものができなくなるとかというところ

が非常に怖い、リスキーなところなので、そういうところに関して、やはり国が言う

からということではなく、安心して最後まで暮らせるという区にするのであれば、そ

の辺りは余りシビアに進めていくのはどうかと思っているので、その辺りのご意見聞

かせていただければと思う。

○介護保険課長 では、私の範囲でお答えさせていただく。

  計画の中にも述べたが、今後の大きなテーマは、やはり住まいの問題だと思う。例え

ば圏域外の特養の問題であるとか、ＣＣＲＣの問題であるとか、高齢者の住まいの問

題、多様になっているし、サービス付き高齢者住宅がこの４月から住所地特例という

ことで、豊島区民の方たちが、今までであるサービス付きに移った場合には、そのま
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まもう豊島区が保険者ではなくなったということがあったが、今後はもともと豊島区

にお住まいだった方は、もし住まいが移られても、豊島区が介護保険の中では責任を

持つことになる。ただ、それを豊島区外に出ていっていいのかということは非常に重

要な課題だということを考えている。

  住宅の問題はかなりこれからの大きなテーマになるということは私どもも考えておる

ところであり、アンケート等でもそういうご意見をいただいているので、これから取

り組んでいくべき課題だと思っている。

 金融ストックについてだが、今回、８月にいろいろな調査をさせていただいたりは

している。当然ながら厳しいご意見もいただいている。その中で、国が示した基準が

どういったものであるのかというのは、これからだんだんとわかってくるところであ

るが、国は概ね２割の方が金融ストックによって保険給付、補足給付がなくなるとい

うことだったが、２割には届かないにせよ、やはり１０％を超える方たちが、今回、

いわゆる金融ストックによって補足給付の部分でない状況である。相談も増えている

ので、そこの部分についても今後、ただ、区が独自でどういったことを行っていくか

ということは、やはり区民の方たちの生活状況を見ながら取り組んだり、調査をして

いかなければならない部分かと考えている。

○委員 その辺りのところを丁寧に、もちろん私もお手伝いしたいと思うが丁寧にやって

いかないと、ここだけ進んでしまうのは本当に、もともと介護保険ってどうしてでき

たのかというところが崩れてしまうので、そこは気をつけていただきたいのと、住宅

のところを、都市計画のほうでも申し上げているが、ぜひ高齢者のところが私は一番

すごく気になっているので、介護保険のほうも高齢のほうもみんな思っているので、

連携してくださいと申し上げているので、ぜひ連携をお願いしたいと思う。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 この豊島区の「見える化」システムの中でいろいろ予測値があるが、今後、高齢

者の破産ということで生活保護が増えていくと思うが、そうすると、さらに徴収率と

いうか、そういうのも悪くなるし、それで、生活保護の部分の負担というのも、反映

させた現実に近いようなものを出していただくともっといいのかと思うし、困窮状態

がわかれば、いろいろと施策の方向も変わってくるのではないかと思う。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 事業者の立場で、今回のご説明の率直な感想だが、皆さんもおっしゃっていると

おり、やはり給付額からサービスを制約していくというか、そういう国の指針という

か方向に、やっぱりそれに沿うというのはちょっと寂しいというか、非常につらいと

いうふうに、事業者側からはそういう印象である。

  それから、給付額もそうだが、私どもは特別養護老人ホームを経営しているが、今し

っかりとした数字は持っていないが、この３年間で施設サービスの増大、増えた額は、

そんなに増えてない。それに比べて、例えば通所介護だとか、そういったものが多分
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１．５倍ぐらいになっているのではないかということで、サービスの中でもかなり増

えているサービスもあれば、増加はそんなに横ばいというところもあるので、そんな

バランスも、ぜひ今年も見ていただきたいということが一つ。

  あと、もう一つは、私たち事業者側としては、今、人材確保というのが非常にもう深

刻であり、特にヘルパーの確保というのが今、非常に厳しいというふうに聞いている。

私どものケアマネジャーからも意見を聞くと、もうヘルパーが本当にいないというよ

うなことで、本来なら選べるサービスなのに、ヘルパーも今撤退しているような、こ

の時間にはもう行けないとかという形で、今、本当に現場ではそういうようなことも

聞いているので、ぜひ介護従事者の確保というところも、ぜひお忘れなくお考えいた

だければというふうに思う。

○会長 ほかにいかがか。

数名の委員の方から出てきているように、高齢者の所得の格差がますます広がって

いくであろうし、その住まいということ、特に高齢期にあっては、安心して住み続け

られるという住まいについても、やはり格差があると、出てきているということが、

特に大都市部などでは大変顕著な問題になってきていると思う。また、人生８０年か

ら９０年になって、９０年から１００年ということで、１０年長生きできるようにな

ってきている中で、特に働いている間に一生懸命貯金をしても、高齢期が長くなって

きたら、もうその３０年から４０年間の高齢期にお金がもう２０年ぐらいのところで

使い果たしてしまうというようなことも聞いている。有料老人ホームに入って、ここ

で最後を迎えようと思っていたが、もう払えなくなって出ざるを得ないというような

高齢者も多くなってきていると、有料老人ホーム関係者の方もおっしゃっていたりす

るので、なかなか高齢者の方たちが準備をするといっても、全然計画を立てることが

難しいようなのが高齢期であるので、その辺りで豊島区の高齢者の生活の状況がどう

あるのかというようなことを、やはり十分に調査とか聞き取りとかしていただく中で、

どういうあり方がいいのかというようなことを考えなくてはならない。国からいろい

ろ示されてくることが厳しい条件ではあるが、やはり国からそのままというわけにも

いかない部分も多くあると思う。委員の皆様もお気づきの点がありましたら、またこ

の会議の中でもご発言いただきたい。

四つ目の議題、介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインについて、事務局よ

りご説明をお願いいたします。

【介護保険課長より資料４について説明】

○会長 ただいまのことについて何かご質問とかご意見とかあればお願いする。

○委員 この生活支援・介護予防サービスの充実というところは、この説明にもあったよ

うに、全体的な介護費用の抑制というところでは、とても重要なサービスになってく

る。これをどう組み立てるのかというところが、また次回もご説明があるということ

だったが、ただ、豊島区の場合は、この点について、既に地域包括支援センターとか、
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あるいは社会福祉協議会でも取り組んでいる部分もあるかと思う。むしろ国の施策の

ほうがそれを後追いしているような印象も受けているが、そういった既存の豊島区と

しての地域包括や、あるいは社会福祉協議会の取り組みを踏まえて、この生活支援・

介護予防サービスの充実というところで、豊島区としてはどのような組み立てという

か構造を考えているのか、その方向性とかを少し教えていただきたい。

○地域包括ケア推進担当課長 今、ご説明をさせていた中には説明がなかったが、この介

護予防・日常生活支援総合事業を下支えするような事業として、生活支援サービスの

体制整備事業という事業がある。これは生活支援サービスの担い手の不足や、サービ

スそのものの創出などをやる事業である。こちらについては社会福祉協議会のほうに

事業の委託をいたしまして、生活支援コーディネーターの設置、また、生活支援コー

ディネーターを組織的に補完するというような協議体について今検討をしているとこ

ろである。

○福祉総務課長 多分、今、委員がおっしゃった中で、リボンサービスであるとか、そう

いったものとの関係性みたいなものを今後整理する必要があるというふうに思ってい

る。この総合事業のサービスの特性と、そのリボンサービスのほうで、これまで担っ

てきたものとどのような形で整理するかというところも非常に重要で、私どものほう

もそこが一番悩みどころというふうに思っている。そういうことも踏まえ、次回ぐら

いにアウトラインのようなものを出させていただければなと思っているので、次回ま

で少しお時間頂戴できればなと思う。

○委員 今いろいろご説明もあったように、既に豊島区として取り組んでいる地域支援の

サービスとか、あるいは住民参加型の事業もあるので、ぜひそういうものを生かした

上で、むしろこの国の施策をリードするような、あるいは模範として示せるようなモ

デルがたくさんあるので、生かしてまとめていただければと思う。

  また、少し今もご指摘があった生活支援コーディネーターについても、この生活支援

・介護予防サービスの中ではとても重要なキーパーソンとなってくるわけだが、この

設置は豊島区としては１名ぐらいで今のところ考えてらっしゃるのか、あるいはもう

ちょっと充実されることもあるのかというようなところはいかがか。

○地域包括ケア推進担当課長 生活支援コーディネーターについては、平成２７年４月か

ら社会福祉協議会のほうに委託をいたしまして、現在、１名のコーディネーターが活

動をしているが、これはあくまでも当初案ということなので、今後検討を進めていく

中で、国のほうが示している第２層のコーディネーターについてもきちんと検討をし

ていきたいというふうには考えているところである。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 先ほど言えなくてどうしようかと思っていたが、介護保険制度を準備してスター

トをさせてきた人間からすると、当時と本当に様変わりして、非常にわけがわからな

くなっているのかというふうに気がするが、それを言ってもしようがない。
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  現実こういうものが示されて進めていこうという中で、私ども社会福祉協議会では、

先ほども話があったが、住民の皆さんの主体的な活動によって地域福祉をやってきた。

それが介護保険制度に取り込まれるというか、のみ込まれるのかわからないが、そう

なったときに、住民の皆さんの主体性の確保、これが非常に重要な課題だと思ってい

る。この介護保険制度に入ったために、住民の皆さんのそういった自主的な、主体的

な地域の課題として自分たちでやってきたことの意識が薄れてしまうのは避けなくて

はいけないし、かといって介護保険制度、一つの仕組みにのみ込まれると、逆に今度、

一方では権利意識があって、サービスをいろいろ要求してくるので、そうすると、そ

れとサービスの提供をする、いろいろと支え合いをしている人たちとのバランスとい

うか、非常にこういうものに国が考えて書くのは簡単だが、現場としては、これは日

本全国そうですけども、非常にそれぞれの関係者が悩んでいるではと思っている。た

だ、そう言っていても進まないので、可能な限り一生懸命頑張ろうかなというふうに

思っている。

○会長 そのほか、いかがか。

  この新総合事業については、かなり地域の中で住民も担っていくような活動もつくっ

ていかなくてはならない部分があるが、こういう都市の中では、そういう住民が参画し

た活動を組織化していくということも大変難しいところではある。ただ、事業者とか行

政がやればいいということだけにもいかないところがあるので、こういうことを地域の

中でそれぞれが役割を分担しながらでもそこがつながっていくようなあり方をどうやっ

てつくっていくかというようなところがこれからますます求められてくるのではないか

と思っている。

  では、五つ目の議題に移る。認知症ケアパスの配布開始について、事務局より説明を

お願いする。

【高齢者福祉課長より資料５について説明】

○会長 何かご質問とかご意見があればお願いする。

○委員 この認知症ケアパスは、豊島区のほうの医師会と包括の方々とがつくっていらし

て、今回初めて見せていただいたが、在宅から重度の入所入院が必要な方々までの状況

がとてもわかりやすく、かつ、不安なく利用可能なサービスにつながるなど、とてもわ

かりやすくできていると思う。

  昨日、川崎市のほうの研修にも行ったが、川崎市の認知症ケアパスは、在宅の軽度者

を対象とせず、重度者だけを対象にしているようなまだケアパスしかできていないとい

うことだった。包括の方がとても扱いづらいし、全然医療とつながっていないというふ

うなことをおっしゃっていたが、豊島区では、そういった意味では、軽度の方から地域

での早期発見、早期対応から始まるケアパスができているので、とてもいいものになっ

ていると思う。

  それで、今後これを配布していくということだが、どのように配布していくのか。あ
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るいは、これを渡されても、高齢者の方々は読んだり見てもわからない部分もあるかと

思うが、そういった説明の仕方などはどのようにされていくのかというところを教えて

いただきたい。

○高齢者福祉課長 このケアパスをつくるに当たりましても、どういった内容まで載せて

いくのかということは、各委員さんからもさまざまご意見をいただいたところである。

本当に、より専門的なことを載せていくというのもあるし、反面、余り詳しくなり過ぎ

ると区民の方にわかりにくいということもあり、さまざま意見をいただいた中で、入り

口のところをまず押さえることが大事だなということで、初期の認知症の方の周囲にい

る方々にわかりやすいようにといった点は、かなり重視させていただいたところである。

  今後の活用だが、先ほど申しましたような高齢者総合相談センター、医療機関、介護

事業者等にまずお配りを思っているが、もちろん、直接区民の方に手にとって見ていた

だこうというものではあるが、なかなか、これだけいきなり手にとって、何の説明もな

ければ、わかりにくいと思うので、まずは、包括支援センターで相談に来られたりした

ような際に、包括支援センターの職員が、これを見ながら説明する。あるいは、医療機

関、介護事業所等でも同様の使い方ができないのかなという、その辺につきましては、

さらに検討を進めていこうというふうに考えているところである。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 大変わかりいいものをつくっていただいて、ありがとうございます。特に認知症

の考えなども再掲で載っておりまして、大変よかったなと思っている。

  それで、どういうふうに普及するかという話でお話があったが、これは、第一刷目は

どのぐらいの規模でつくられたのか。

  それともう一つは、例えば、高齢者クラブ連合会の指導者研修というものを毎年やら

れていて、認知症も大変熱心に取り上げて、私もお話ししたが、２００人からの人が集

まっておられるので、そういうところでもお配りするとか、積極的な普及を図る必要が

あるのではと思っているが、いかがか。

○高齢者福祉課長 まさしくそのとおりというふうに思っており、最初は７，０００部刷

ってございまして、これを本当に積極的に、さまざまな、ただいま高齢者クラブの例を

出されましたが、そういった区民の方が集まるような場で積極的に出していきたいとい

うふうに思っている。７，０００部、もしはけましたら、またさらに刷りたいというふ

うに思っているので、可能な限り出していきたいと思っている。

 ホームページにもアップしており、こちらは結構、他の自治体からも問い合わせ等も

あり、ホームページからもご覧いただけたりというふうにもしている。

○委員 我々の事業者関係にはどのぐらい配られているのか。

○高齢者福祉課長 今度の事業者連絡会において、５部ずつ配布する予定ではあるが、た

だ、部数があるので、ご希望があれば、それ以上のお配りはできるのかなというふうに

思っている。
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○委員 認知症ケアパスを見ていても、事例で、７６とか、８５とか、８２歳とか、割と

高齢者を念頭に置かれているが、若年性の認知症もあるわけで、介護保険では２号申請

もあるわけで、そちらとのバランスを真面目に考えないと暮らしやすくならないわけだ

が、多分既に相当深まった議論もあるだろうが、若年性、６５歳以下の場合はどんなイ

メージでこれから議論の念頭に置けばいいのか、教えていただければと思う。

○高齢者福祉課長 確かに若年性のところは今後非常に重要だというふうに思っていると

ころである。こちらのとりあえず事例で挙げたものは、件数の多そうなところで挙げさ

せていただいているところであるが、若年性については、本当にこれまでのところは、

主に東京都のほうでされていたということで、区のほうで具体的な対策が進んでいない

のが実態である。今後、区のほうでどういった対応をしていったらいいのかということ

を改めて、今後、認知症の決定と施策を検討するための会議体を、今後またつくってい

こうとしているが、その中でも検討をしていきたいというふうに考えているところであ

る。

○委員 私も認知症の施策にちょっと関わらせてもらっているので、追加で説明させてい

ただくが、若年性認知症は、今まで人数がそんなに多くなかったということもあって、

豊島区内での専門のという感じではなかったが、これから豊島区は認知症のグループが

少し大きくなって、担当者も増えたので、若年性にもこれから対応していけるところに

なると思うし、それから、でも確かにこれには若年性のことは全く何にも書かれていな

い。若年性のことを詳しく書いても、該当者が少ないのでというのはあるとは思うが、

入り口はご指摘のとおりつくったほうがいいと思うので、その辺は会議のほうでぜひ参

考にさせていただきたいと思う。

○会長 そのほか、いかがか。

  わかりやすいパンフレットができて、ぜひ、また改訂していくというようなこともあ

ると思うが、区民ひろばとかにも少し置いておくとか、そんなこともぜひご検討いただ

きたいと思っている。元気で、それで外出していらっしゃる方でも、こういったものを

見ながら、少し自分自身をチェックしてみるというような機会もいいし、やはり元気な

ときから自分の住んでいる地域の社会資源を、高齢者ご自身の認識していく機会にもな

ると、認知症になる、ならないということにかかわらず、自分の住んでいる地域がどん

な社会資源があるかということを知る手がかりとか、どんな人に聞いたらそれがわかる

のかみたいな手だてにもなるかと思いました。

  それでは、続いて、地域密着型サービス運営委員会のほうに移る。

  一つ目の議題だが、小規模な通所介護事業所の地域密着型サービスへの移行について

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６について説明】

○会長 何か、ご質問とかご意見があればお願いする。

○委員 先ほどの支援事業のところも関連するが、支援事業でいろいろなサービスの提供
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の組織が、いろいろできてくる。それに合わせて、小規模な地域密着型に移行という、

通所の移行というようなことが出てきたときに、これは、指定とか、それから監督、指

導等は、今までと同じ介護保険課が担当することになるのか。

○福祉総務課長 実は、そこがすごく悩みどころである。しかもそこに、今、委員のほう

からご指摘がありました新しい総合事業といったようなものは、指導の対象なのか、ボ

ランティア活動の延長というか、自主的な地域住民の方々の取り組みなのかといったよ

うなところもある。これを、これまで介護保険課のほうでやっておりまして、どのよう

な形で整理していくかというのは非常に難しい問題で、今、ちょっと頭を痛めていると

ころである。

○委員 実は、今、お答えいただいたところを私も注目していまして、実際に指定事業者

でも、今、質の問題が、全国的には大変問題になっているわけでして、今の４月の介護

保険報酬の改定というのも、明らかに質の確保という点で、加算で誘導すると。何か物

差しを持たないと質を高めることができないという、国の考え方の表れではないかと思

うが、例えばお泊まりデイについても、従前から、都議会で暴露された事例だが、北区

か何かのお泊まりデイで、熱発で通院したら、何のことはない、肋骨の骨が露出する怪

我をしていると。これは都議会で大問題になったものである。どんな場面でどう起きた

か、全然記録もないと。それが東京都の先んじた独自の基準制定つながったわけです。

  ですから、質の問題をどう確保するのかというのは、先ほど委員がご指摘になったよ

うに、新事業のところでは住民パワーを本当に生かして、自主性を生かしてやるという

側面と、ひとたび介護保険ということでの給付に関わると、あるいは、そういう費用が

かかってくるということになると、やっぱり税金も、利用者の負担もあってやっている

ことなので、その辺の質の担保をどうしていくのかというのは非常に大きな課題だと、

私は、事業者としても思っており、そこら辺のところをもう少し突き詰めた議論をやっ

ていき、また、なおかつ、走り出してからも課題として残ってくると思うので、私ども、

一生懸命知恵は出したいと思うが、よく議論を前に進めてほしいなというふうに思って

いる。

○福祉総務課長 今後、この問題、課題の定着の度合い等を見合わせながら、柔軟に対応

していくのかなというふうに思っている。

○会長 そのほか、いかがか。

  では、続いて、二つ目の議題である。地域密着型サービス事業所の指定についてであ

る。事務局よりご説明をお願いする。

【介護保険課事業者指定グループ係長より資料７について説明】

○介護保険課長 引き続きであるが、今、説明させていただきました資料１番目、新規指

定である。先ほど説明させていただきましたように、委員が代表者で務められておりま

す。本来ですと、この指定に当たりましては、これまでご退席をいただくということを

とっていた。今回も同様で、そのようにしたほうがよろしいかどうか、あるいは、ご意
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見は述べていただくことはできないということでよろしいかどうか、お諮りしたいと思

う。

○会長 いかがか。

○委員 それはきちんとやったほうがいいのではないか。当事者の方がここに委員でいる

ということは、ちょっとどうかというふうに思うので、申し訳ありません。

（ 委員 退室 ）

○会長 それでは、地域密着型事業所の新規指定について、何かご意見などがございまし

たら、お願いする。いかがか。

○委員 意見というか、事業者側の意見ということで申し訳ないが、本当に小規模多機能

のサービスは非常に、私どもからすると経営しづらいというか、プラスになるまでが非

常に時間がかかると言われておりまして、私どもの法人のほうでも別の区のほうで行っ

てはいるが、非常に厳しい経営をさせていただいているということで、ぜひ、新たなサ

ービスができるということで、うまくいってほしいなというふうな、応援の意見である。

○会長 大変この小規模多機能というのは、特にこの大都市部で経営していくのが厳しい

ということで、なかなか手を挙げる事業者もいないということで、ほかの自治体でも、

介護保険の計画の中で目標の数値に達しないというふうなところも多く聞いているので、

そういった点では、今回、豊島区でまたサテライトという形で一つ増えたので、事業運

営がうまくいくように、いろいろ考えていってほしいということですね。

○委員 非常にいいサービスなので、ぜひ軌道に乗って、区民の福祉が向上できればいい

なというふうに思っている。

○会長 そのほか。いかがか。

○委員 平面図とかがないが、この事業所自体は、新しくつくった建物なのか。それとも、

既存の何かを利用して使ったのか、それがよくわからないが、どのような感じなのか。

○介護保険課事業者指定グループ係長 添付させていただいている資料だが、各事業所の

ほうが、法人のほうが出しているホームページ等の資料から、皆様に提示させていただ

いているところがあり、まだ、ホームページ等で載っていなかったところがあり、掲示

させていただいておりません。今回の小規模多機能こまごめであるが、新築の事業所で

ある。建物としては、４フロアあり、うち３フロアを事業所として活用しているという

形のものになる。

○会長 よろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 新規指定をご了解いただいた。

（ 委員 入室 ）

○会長 指定更新のほうでは何かご意見はあるか。いかがか。

（ なし ）

○会長 こちらのほうも、ご了承いただいた。
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  本日予定していた議事はこれで終了である。

  第１回目ということですので、まだ時間も若干あるので、委員の皆様から、自己紹介

も兼ねてご挨拶をいただきたいと思う。

  第７期計画の策定に向けて、豊島区の地域特性なども考えながら、今日のこの会議の

中で説明がありました新総合事業のことでもよいし、地域包括ケアシステムのことでも

よろしいと思う。ご意見などもいただければと思う。また、そういったことではなくて、

例えば地域の中でお感じになっているようなことでも構わないし、介護保険制度全体を

見据えたところで何か普段お感じになっているようなことでも構わない。ただし、１分

ほどということで、大変短い時間でお一言、自己紹介も兼ねてご挨拶をいただきたいと

存じます。

【各委員よりあいさつ】

○会長 委員の皆様、自己紹介も兼ねて、いろいろな思いを語ってくださいましてありが

とうございます。

  では、事務局より連絡事項をお願いする。

○介護保険課長 次回の開催であるが、１２月上旬、あるいは中旬、年内の開催を予定し

ている。期日については、また後日ご連絡をさせていただく。

  本日は、大まかな制度内容、概要、法改正等が中心であったが、次回、もう少し具体

的な内容に入らせていただきたいと考えている。本日の議事について、何かご質問等が

あれば、事務局の介護保険課のほうまでお問い合わせをいただきたいと思う。

○会長 では、これをもちまして、第１回介護保険事業計画推進会議を終了させていただ

く。長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。

（午後７時４０分閉会）
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