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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 2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 12月 8日（火）18時 00分 ～19時 15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介護保険分野における個人番号の利用開始について

②介護予防・日常生活支援総合事業の実施について

③介護予防・日常生活支援総合事業の予防相当サービス事業所及び

基準緩和サービス事業所に関する運営基準について

(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関する

豊島区が定める独自基準について

 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、溝口元、山根明子、髙田

靖、佐野雅昭、横田勇、石塚知久、吉田英昭、魚津亮太、黒田雅枝、志

村裕子

理事者
保健福祉部長、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、障害福祉課長、西部生活福祉課長、住宅課長

事 務 局 介護保険課 管理グループ
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（午後５時５９分開会）

○会長 定刻となったので、第２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 それでは、本日の資料の確認からさせていただく。

【介護保険課長より配布資料の確認】

○会長 傍聴については、いかがか。

○介護保険課長 本日は傍聴希望の方はいらっしゃいません。

○会長 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、介護保険分野における個人番号の利用開始についてである。

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 委員の皆様から何かご質問があれば、お願いする。いかがか。

（ 質問なし ）

○会長 このマイナンバーが定着するには時間を要することだと思う。また、いろいろ詐

欺などのことも報道などでもあるので、高齢者の方たちも、かなり慎重でいらっしゃる

と思う。事業者の方などはご説明などにも大変時間がかかって、大変なところだと思う

が、よろしくお願いする。

  それでは、２番目の議事に入る。

  介護予防・日常生活支援総合事業実施についてである。事務局より説明をお願いする。

【地域包括ケア推進担当課長より資料２について説明】

○会長 委員の皆様から、ご質問があればお願いする。

○委員 経緯のところにあるように、住民等の多様な主体が参画し多様なサービスをとい

うのは国が言っていることで、介護保険の財政の厳しさであるとか、今後大量に１都３

県などは後期高齢者が増えるというような実情を考えると、そういうような流れが出て

くるのだろうとは思うが、やはり懸念されるのは、実際に誰がそれを担うのかというと

ころが具体的になっているのかどうかというところだと思う。それで、２ページのとこ

ろに、今ご説明が一部あり、今後また、次回以降お示しするとおっしゃったところもあ

ったし、配食サービスだと一般会計で実施するようなご説明があったが、例えば、①の

訪問型サービスの介護予防訪問事業［現行相当サービス］とあるが、これは現行相当と

いうのは、介護保険事業者のほうで提供すると考えてよいのかどうかというのが１点目。

それから、２番目が、今わかっている範囲で構わないので、誰が担うのかというよう

な、その地域の社会資源の洗い出しと、どういうふうに組み合わせるかとかなければ開

発するということが必要になってくるわけだが、その辺りの見通しについて、教えてい

ただきたいというのが２点目である。
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○地域包括ケア推進担当課長 まず１点目の事業者が提供するのかというところであるが、

そちらにつきましてはそのように考えており、現在サービスを提供している事業者が指

定を受けて、サービスを提供していくというふうに考えている。

２点目の多様な主体の部分であるが、私どもしましても、多様な主体の方がいきなり

要支援の方を看るようなことは、なかなか難しいだろうというふうに考えている。多様

な主体がサービスの担い手となるには、相当の期間が必要になってくるのではないかと

いうふうには考えている。ただ自然発生的に待っていても、それは生まれてこないだろ

うというところがあるので、地域の人材の育成であったりとか、仲間づくりをしかけて

いくなどの取り組みをする中で、多様な主体に成長してきていただき、将来的に担い手

となっていただけたらうれしいなというふうに考えているところである。

○委員 その辺りのところを、また次回以降でも、お示ししていただいたら、アイデアな

どもご提示できるかなと思うので、よろしくお願いする。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 総合予防事業のところの、まだ検討中というところで、例えば、介護予防・日常

生活支援総合事業のところだが、②の通所型サービスの機能訓練型サービス、サロン型

サービスというところに括弧がついていて、検討中というところであるが、私どもの所

在する地域のところであるが、今非常に問題になっているのが独居の高齢者というのが

増えていて、結構おうちのほうに閉じこもりがちな方もたくさんいらっしゃる。それで、

例えば、なかなか年を重ねてから新しい仲間づくりというのも難しい方もいらっしゃる

し、お一人で食事を食べられている方も結構少なくない実情の中で、こういったサロン

型の予防事業だとか、これは要支援の方もそうですし、一般の方もそうなのだが、そう

いった多様な食事、一緒になって食事をしたりとか、新しい仲間づくりができるような

サロンというようなものを、今後検討していっていただきたいというふうに、利用者の

立場からお願いしているところである。

もう１点は、同じ内容であるが、入浴というところも、独居の高齢者が非常に心配す

るところであり、一人で入るのは非常に不安だということもあり、入浴に関しては、私

どもの宣伝をするわけではないが、施設サービスのほうには入浴の設備がバリアフリー

で完備されているので、そういったところを地域の方に使っていただけるような、そん

な柔軟な予防事業などに、ぜひ検討していただくとありがたいなというふうに思ってい

る。

○介護保険課長 検討中については、仮に名前を今、機能訓練型、サロン型というふうに

付けさせていただいているが、来年度、総合事業に移行する中で、早期の実施を目指し

て検討をしているところである。

入浴については、この間、高齢者福祉課を部署にして、相当入浴の問題は検討してき

た内容であるが、介護保険の制度改正の中で、特別養護老人ホームの施設の中での入浴

は、これまでは外に開放される部分はなかったが、施設運営に支障がなければというこ
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とで、そういったところで利用するということも認められたりしているので、そういっ

たことも含めて独居の方の、豊島区では銭湯もだんだん廃業しているというところもあ

るが、そういったことも取り組んでいく重要な点だというふうに考えているので、検討

課題としてつくり込んでいきたいと思っている。

○委員 ケアマネジメントのことについてだが、人数として介護予防ケアマネジメントの

数が増えるのではないかと予想するが、今までの包括で全部当たるというのとは、また

変わるのか。

○地域包括ケア推進担当課長 これまで、要支援１、２の方のケアマネジメントについて

は、包括支援センターが設置する指定介護予防支援事業所がケアプランを立てるという

ような流れになっていた。今回、新総合事業を実施するに当たり、総合事業を利用され

る方については、指定介護予防支援事業所ではなく、包括のほうでケアマネジメントを

立てるというような形になってくるので、指定介護予防支援事業所のケアプランが、少

しずつ減り、包括が立てるケアプランが少しずつ増えていくのかなというふうに考えて

いるところである。

○委員 具体的な数の見込みとかは、逆に多過ぎて包括がやりきれるのかということをち

ょっと思ったりするので、教えていただきたい。

○地域包括ケア推進担当課長 まだ、あくまでも推計値でしかないが、総合事業をご利用

される方は、今年度は１，３００人程度ご利用されるかなというふうに思っているので、

高齢者総合相談センターのケアプランは、そのくらいの件数が出てくる可能性はあるが、

要支援から総合事業への切りかえが一度に行われるわけではないので、順を追って、要

支援の方の切りかえが更新のタイミングで総合事業に切りかえを行われるというふうな

形になるので、一時にすぐ増えるということではないというふうになっていくと思う。

○委員 わかりました。月１００人ちょっと、８包括あるから、２０人はいかないぐらい、

だからできるはずという一応の試算という考えでよいか。

○高齢者福祉課長 基本的に、総合事業が実施され、これまでの要支援１、２の方以外に

新たな対象者というのは出てくるということはあるが、そこを除けば、これまでの要支

援１、２の方が、これまでの予防プランから新たな、この総合事業のプランに切りかわ

っていくという、その部分は人数同じなので、移行に当たって急に人数が増えていくと

いうことはないだろうと、そういうふうに想定しているところである。

○委員 包括のほうの話も、実際うまくいくかは、よく聞いてあげてもらいたいと思う。

よろしくお願いする。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 具体的なことになってしまうが、区民等の周知というところだが、１２月から１

月にかけて、ケアマネ説明会があって、１月から３月まで随時ケアマネジャーが予防プ

ランを作成時に、訪問時に説明するということで、それで３月に高齢者向けパンフレッ

トができるということだと、説明するときには具体的なパンフレットというものはない
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のか。

○地域包括ケア推進担当課長 高齢者向けのパンフレットだが、こちらは介護予防・生活

支援サービス事業の説明だけでなく、一般介護予防事業の説明も含めた形のパンフレッ

トを考えており、ケアマネジャーが訪問してご説明されるときには、総合事業の説明を

きちんとしたものを別途おつくりしてお渡しするというふうに考えている。

○会長 そのほか、いかがか。

○高齢者福祉課長 先ほどの委員の質問に対してであるが、包括で少しずつであるが、業

務量が増えてくるかと思う。その分、当然人員体制というのは強化していかなければい

けないというふうに思っており、とりあえず来年度においては、急激に増えるわけでは

ないので、臨時職員を一人振る程度、増やす必要があろうかというふうに思っているが、

その後についても、当然必要な体制を把握していく、包括の充実は大変重要だなという

ふうに思っているところである。

○委員 ありがとうございます。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 一般介護予防事業の中で、（新）と書いてあるのが二つあるが、これは既存の何

かをベースにしてやっていくのか、それとも全く新しく立ち上げていくのかというとこ

ろで少し、この説明をお願いする。

○地域包括ケア推進担当課長 こちら（新）と書いている事業であるが、現在、予算要望

中の事業なので、あくまでも現時点で予定という形にはなってしまうが、ご説明させて

いただく。

③の介護予防リーダー養成講座であるが、こちらが地域の中で介護予防のリーダーと

なってくださる方を、しっかりと養成をしていこうという事業であり、半年間かけて健

康長寿医療センターのほうに委託をする形でリーダーの養成をしていくということを考

えている。現在、健康長寿医療センターが厚生労働省の受託事業としてモデル的に菊か

おる園圏域でリーダー養成を行っており、既に２０人のリーダーが卒業されているとい

うような状況になっている。

もう一つ目の、⑤の地域リハビリテーション活動支援事業であるが、こちらも昨年の

１２月から地域のリハビリテーション職の方と一緒になって検討を進めてきており、地

域のリハビリテーション職の方が地域の介護予防活動にどのような形で関与していくこ

とができるのかというのを視野に検討してきたところである。まだ、きちんとした形に

はなっていないところもあるが、例えば、介護予防サポーターがご協力をいただけるリ

ハビリテーション職のいる病院に行き、そこでリハビリテーションについての勉強をす

るというような形の研修会であったりとか、地域で介護予防活動をされている方に病院

のリハビリテーション職が、なかなか地域活動をしているところに入ってくるっていう、

これまでの経験がないので、そういった病院などのリハビリテーション職に対しての研

修を実施するといった形の事業を今、検討しているところである。
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○委員 もう１点、質問だが、生活支援サービスのところでは、生活支援コーディネータ

ーも豊島区のほうで配置されていると思うが、その方の活動の様子、あと今後の方向性

について、少しお願いする。

○地域包括ケア推進担当課長 生活支援コーディネーターの位置付けは、介護保険制度の

中では、こちらの新総合事業の中ではなく、包括的支援事業の中で生活支援体制整備事

業という枠組みの中で実施をしていくというものになっている。現在、豊島区では社会

福祉協議会に生活支援コーディネーターの事業を委託し、この４月から高齢者福祉課と

一緒になって検討を進めてきたところである。８月に地域の方を交えて、今後どういっ

た協議体をつくっていこうかというような検討をする研究会のほうも立ち上がったとこ

ろである。計４回検討しており、これから協議体を立ち上げていけるというような見込

みができてきたので、これから協議体をつくって参加される団体も募っていこうかとい

うふうに考えているところである。

○委員 ありがとうございます。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 配食サービスについて、これまでどおり一般会計で実施するというお話だったが、

その考え方だけお聞かせください。

○地域包括ケア推進担当課長 既に一般施策等で実施している事業を介護会計に移すこと

ができないといったものが、国のほうから示されているので、そのために今回は位置付

けは、そのまま一般会計で実施していくということである。

○委員 一般会計でやっている事業で、今回この新総合事業の中にうたわれている事業み

たいなのは、他にはないのか。

○地域包括ケア推進担当課長 あともう一つは、高齢者の見守りのネットワーク事業があ

るが、そちらにつきましては、まだ検討しているところであり、ここには明示をしてい

ない状況になっている。

○委員 検討というのは、やるとしても一般会計でやるということか。

○地域包括ケア推進担当課長 一般会計でやっているので、引き続き一般会計で続けてい

く事業になる。

○会長 そのほか、いかがか。

 この新総合事業については、その地域ごとの高齢者の生活の実態を踏まえて検討してい

くということも大変必要なのではないかと思う。先ほど事務局から説明があったが、こ

の介護予防リーダー養成講座を、菊かおる圏域で今行っており、今日ちょうど午後、初

めて介護予防を担った人たちが打ち合わせということで、これからどうやって活動を菊

かおる圏域でやっていくかというようなところの話し合いに少し参加させていただいた

が、非常にやる気のある方たちの、そのやる気がとまらないように、どううまく出発で

きるかというようなところがすごく重要で、そのときに地域包括の方のサポートもとて

も重要で、やっぱり地域のことをよく見ており、その力が大きいと思っている。だから、
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こういう介護予防リーダーなどが養成されていったら、そこをどうやって地域包括とつ

なげていったらいいかっていうようなことが、それぞれの圏域の中でできるように、そ

れはまた行政のサポートも大変必要になってくるのかと思う。

それから、その菊かおる圏域の中でも、また何か丁目、例えば西巣鴨一丁目、二丁目、

この丁目ごとでも随分違いがあって、ちょっと驚いたところで、比較的大塚駅に近いと

ころの丁目の方たちというのは高齢者の方でも、割合前期高齢者の方が多いようで、仕

事をしたいとか、していますとか、そういうようなパーセンテージが高かったりして、

逆に言うと西巣鴨の二、三丁目ぐらいの方は、もうそういうことが必要なくという割合

の方が多かったりするので、そういった地域の中で活動していただくということを考え

るにしても、なかなか全部無料で、ボランティアでということもいかずに、やっぱりそ

この活動したいと思う人の気持ちに少し添って、全く無料ということになると、ほかの

仕事をして、給料のもらえるところにいってしまわれる可能性もあるなと思って、地域

の活動の中でも少し、全くの無料じゃない形も考えていかないと、なかなか高齢者の方

でも、やろうと思っていても違うところに活力がいってしまうこともあるということも

非常に感じたところである。そんなところも含めて、ぜひそれぞれ地域の中で、またご

検討いただくような機会をつくっていかないといけないのではと思ったところである。

ほかによろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 では、続いて、三つ目の議事に入る。介護予防・日常生活支援総合事業の予防相

当サービス事業所及び基準緩和サービス事業所に関する運営基準について、事務局より

ご説明をお願いする。

【介護保険課長より資料３－１、３－２について説明】

○会長 ただいまの説明に対して、何か質問があればお願いする。

○委員 今の説明について、事業所に説明をされてきたということだが、それはもう既に

訪問介護とかデイサービスなどで事業を行っている事業者中心ということでよいか。

○介護保険課長 あくまで今の介護保険法の中の指定の事業者様のところにアンケートを

させていただく。

○委員 今後、そういう営利企業だけではなくて、ＮＰＯとか、そういう市民団体だとか

等の参入も求められることがあるかと思うが、そういう団体への説明とか、あるいは勧

誘というのは今後、考えているのか。

○地域包括ケア推進担当課長 まずスタート地点については、指定事業者によるサービス

の提供ということで、あまり大きく変わらない、安定的なサービスの提供を考えている。

今後だが、総合事業はサービスを創出するということではないと言われているが、そう

は言ってもＮＰＯであったり緩和型のサービスであったりとか、そういったサービスが

できてこないといけないと思っているので、状況を見ながら来年度以降、適宜説明会な

どを開きながら、事業を進めていきたいというふうに思っている。
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○会長 そのほか、いかがか。

（ 質問なし ）

○会長 それでは、続いて、地域密着型サービス運営委員会に入る。

一つ目の議題、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関する豊島区

が定める独自基準について、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から資料４について説明】

○会長 ただいまの説明に対して、何か質問などがあれば、お願いする。

○委員 今、東京都から移管されるというのは、届出のある通所介護という、これは先日

のＮＨＫでもあったが、豊島区内に無届というのはあるのではないか。そういうのは、

豊島区は把握しているのか。この少人数のやつを、今、年金だけではそういうところに

入れない人たちを受け入れているようなところ、あると思うが、そういったところの把

握というのは、豊島区はしているのか。ちょっと教えていただきたい。

○介護保険課事業者指定グループ係長 平成２４年来、東京都の場合は、東京都のほうに

独自の条例を作成している経緯があり、宿泊サービスを提供している事業者は東京都の

ほうに届け出るようにということが基本的にある。その上で、東京都と区市町村が連携

して、そういったような宿泊サービス等に対して、高齢者の皆様に適切なサービスが提

供できるような体制を整備しようという方針があり、ともに協働しながら、そういった

ような事業所の訪問活動等を行っている。豊島区もそうだが、東京都のほうでも、ここ

ら辺の事業者が宿泊の届出をしていそうだという話があると、一緒に調査にいかないか

というような働きかけがあり、訪問調査等も実際行っている。そういったようなところ

の話の中で、東京都、豊島区で連携して対処しているのが現状である。実数としては、

現在、約８の事業者様が東京都のほうに届け出ているというような現状である。

○委員 それで、例えば特殊な豊島区の独自基準というところで、そういったことを勘案

して、防災とかは何かあったときには、後で責任を問われることもあるが、もう少し何

か緩和するようなことも考えているのか。そこもちょっと教えていただきたい。

○介護保険課長 宿泊小規模事業所が豊島区の地域密着型のサービスになって、その後の

責任が増すという点は、もちろんある。ただ、あくまで通所サービスとして地域密着の

部分があるので、やはり宿泊の部分というのは自主事業ということで、事業所が介護保

険の契約内容とは別に、そこの部分の契約を結んで利用をしているというのが、いわゆ

るお泊まりデイといわれるところの実態であり、一番保険者が立ち入りにくいところで

ある。今後、運営基準の中ではなかなか、そこはやってはだめというところは、自主事

業について全ての網をかけるところはできない。ただ、ほかの受託関連の部署もそうで

あるし、高齢者福祉課と連携をいたしまして、虐待につながるような事実であるとか、

あるいは高齢者の方の権利の侵害に当たるような事実が起こるようなことのないように、

そういったものについては、地域にいらっしゃる見守りをやっていただいている方たち

から聞き取りをしながら進めていくことになっている。その次の段階として地域密着に
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なるので、新たな参入等につきましても区で独自の網をかけることは可能になっていく

と思うので、委員からご指摘のあった内容については、少しずつ実態をきちんとつかめ

るようにということで、先日のテレビでやっていたような建物まるごと買い取って、も

ともとの建物を使いながら、低額な、基準を満たさない有料老人ホームのようなことが

区内にはないようにということは心がけていきたいと思っている。

○会長 そのほか、いかがか。

（ なし ）

○会長 地域密着型に位置付けられたところで、その通所の部分だけでも地域の方が、ど

んな方がご利用されているかとか、あるいは時々ボランティアでお邪魔するとかしなが

ら、少し地域の方々が入っていって、ちょっとどんな様子なのか、何ていうことも見て

いただいて、何かちょっと心配だなというようなことがあったら、また行政とか、ある

いは包括とかの職員の方とかと相談をしながら、地域の住民の方たちでも見守っていく

ようなことが、やっぱり必要なのかと思う。なかなか豊島区なども空き家も多くなって

きたり、いろいろ古いビルをどう活用するか何ていうようなこともあるようなので、そ

ういったことを活用しようと思っている方たちも、今後いろいろ検討することもあるの

で、地域の方たちの力も借りながら、高齢者の方が人権侵害に合わないようにというよ

うなことをやっていかなくてはいけないと思うが、地域密着型に位置付けられたという

ことを、やっぱりうまく活用していくということが、問題ないかと思った。

それでは、次の二つ目の議題、地域密着型事業所の指定について、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から資料５について説明】

○会長 何かご質問があればお願いする。

○委員 先ほどの高田委員の話から続くわけだが、こういった施設の指定更新について、

どの辺の程度まで区はチェックされているのか、教えていただきたい。

○介護保険課事業者指定グループ係長 事業所の指定更新というところについては、まず

書類審査という形の話がある。今回の事業所の場合には、区外の事業所という形の指定

更新になっているので、江戸川区のほうが、まず指定を行ってくれているというところ

が前提になる。なので、立地自治体が指定を適切に行っているという事業所様に対して、

我々のほうから江戸川区に対して、ご利用者様１名、受け入れてもらいたいが構わない

かというような問いかけが、専門的には協議同意というような話になるが、その返答を

もらった上での受け入れというような手続をもって、今回指定更新というような段取り

になっている。

○委員 施設が適当かどうか、防災についてどうかみたいなことは、区外はその該当の区

が認めていれば問題ない、逆に、豊島区とかだと現地調査をしてとか、そういうことが

あるという意味か。

○介護保険課事業者指定グループ係長 ご指摘のとおりで、区外事業所については立地自
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治体の指定というところが基本になる。豊島区内で開設される事業所については、指定

前、指定後あわせて、我々介護保険課の事業者指定グループ、もしくは事業者指導グル

ープというところで、立入調査、定期的な実地指導というような話を通じて、適切な事

業所の運営、設備等の基準を確認するというようなことを行っている。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 前の推進会議でも、どなたかの委員が言われたと思うが、この区外の施設のとき

は、区内の人が何人利用されているのかを出してほしいという意見が、確かあったと思

う。ここは１名か。

○介護保険課事業者指定グループ係長 委員おっしゃるとおり、１名の方である。

○会長 そのほか、いかがか。

それでは、質問がないということで、この件については指定更新をご承認いただける

ということでよろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 では、承認とする。

○介護保険課長 委員長、すみません。

○会長 事務局、どうぞ。

○介護保険課長 今この流れでご協議いただきたい件があって、発言させていただく。

この会議の中で、常に地域密着の施設の更新については、実際に内容を見ることもで

きない、それから、どうしても紙面の上での判断で、こちらでご協議をいただいて判断

といっても、なかなかこの内容について判断するのが難しいということを、さまざまご

意見を頂戴している。ただ、先ほどのご説明のとおり、豊島区が保険者であって、その

地域で地域密着型のサービスである、例えば認知症のグループホームをお使いになりた

いであるとか、定期巡回をお使いになりたいといった場合には、そこの自治体が認めて

いれば、豊島区がそれを拒否するということはできない。事実として、そういう利用者

の方の利用を妨げることはできないので、このように区域外、あるいはもう少し遠方の

地域の密着型サービスでも、こちらの会議にお諮りをして、全てご審議をというか、ご

了解をいただいてきたところである。

今回、先ほど申し上げた小規模の通所のサービスの事業所が、３９降りて来ることに

なる。そうなると、非常に煩雑にこの更新の数が多くつき、それから煩雑な行き来があ

ると思う。既に近接の区の通所サービスを使っていらっしゃる方、豊島区であれば北区

であるとか新宿区であるとか、隣接区の通所サービスを既にお使いで、その事業所が来

年の４月から地域密着ということで、そこの区の地域密着事業になったときに、豊島区

だから北区の通所は使えない、新宿区は隣接だけど使えないということが、なかなか一

度にそれを行うのは、サービスの提供をしていただいているケアマネジャーにとっても、

実質なかなか困難だと思うので、今後協議のいるところである。この地域密着型のご承

認をいただくものについても、新規のものについては、委員の方々に、新たにお知らせ
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する事業所であるので、こちらに全てお諮りするということで、これまでどおり行いた

いと思うが、今回のように利用者の方が１名いらっしゃる、事業所自体は設置区でなん

ら問題なく運営等、それから指定を続けているという更新案件については、もしここで

お諮りしてご承認がいただければ、特段の支障がないことについては、紙面のみの配付、

あるいはご了解で今後進めさせていただければと思いまして、ご協議いただきたい。

○会長 今、事務局から説明があったが、いかがか。

○委員 一覧をいただけるという感じになるのか。全く知らないというのも、何かなと思

う。更新について、それがいいかどうかをしないという意味でよいか。

○介護保険課長 はい。

○会長 では、その指定する事業内容に。

○委員 今デイサービスで小規模で隣接区に行っている方はたくさんいらっしゃる。そう

いう方も、今回地域密着型の指定をとって、豊島区から通うことができるということか。

そのときも、同じく、その数もかなりの数だと思うで、今、課長が言われた意見には賛

成である。

○会長 では、基本情報などは紙面でお配りをしてということでお願いする。

○介護保険課長 基本情報はきちんと出させていただく。

○会長 では、そういうことで今後は進めさせていただくということになるので、よろし

くお願いする。

○介護保険課事業者指定グループ係長 実務担当から、一つ補足させていただく。総合事

業と類するところがあって、言葉にちょっと難しいところがあるが、小規模通所介護事

業所にも実はみなし指定という考え方があり、今現在、豊島区の方が利用している区外

の事業所は、自動的にみなし指定という形で、今ご利用中の皆様は継続して使うことが

できるというような話、ここまでは確定している。ここから先の話が、実はまだ厚生労

働省のほうから示しがなく、今ご利用者様、どのぐらいの期間であるとか、どういうよ

うな範囲で、そういったようなみなし指定を行うというところについての詳細が示され

ていないところがあり、判明次第ご連絡差し上げられればとも考えている。

参考だが、平成１８年にグループホームと認知症対応型通所介護が、東京都指定から

豊島区指定に引っ越してきたときには、引っ越してきた日付から６年間はみなし指定の

有効期間とすると。そこから６年ごとに更新をしてくださいというものが、約９年前の

話であり、そのようなところが今後省令として示されてくるのかというようなところな

ので、まず既存のご利用者様というところについては今までどおりというような形で受

けとめていただきたい。

○会長 その他、いかがか。

○委員 私も基本的には賛成だが、さまざまな事業所がある中で、今いろいろ報道とかも

あるところがあるし、どこまで線引きするかは難しいと思うが、重大な違反があったと

か、何か明らかにちょっとおかしいというようなこと、その辺の線引きが難しいが、そ
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ういった場合には、ぜひともお諮りいただければというふうに思っている。

○会長 では、今の魚津委員のご意見のほうも、よろしくお願いする。そのほかにいかが

か。よろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 それでは、本日予定していた議事はこれで終了となる。

事務局より連絡事項をお願いする。

○介護保険課長 先ほど、初めの資料のご説明のときに申し上げたが、机上に９月４日に

開催した第１回の会議録を置かせていただいている。修正等があれば、恐れ入りますが、

１２月２２日火曜日までに介護保険課の事務局までご連絡いただきますように、よろし

くお願いする。

また、次回の会議予定については、日程が決まり次第、またご連絡をさせていただく。

○会長 それでは、これをもって、第２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１５分閉会）
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