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会  議  録（要旨） 

附属機関又は

会議体の名称
平成２８年度第３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 28年 9月 5日（月）18時 30分 ～20時 01分

開 催 場  所 豊島区役所本庁舎５階 ５０７～５０９会議室

議   題 (1)介護保険事業計画推進会議
①第６期介護保険事業計画の進捗状況について

②介護予防・日常生活支援総合事業について

③特定入所者介護（予防）サービス費の費用負担の見直しについて

④第７期介護保険事業計画のためのアンケート調査の実施について

⑤地域包括ケア「見える化」システムからみる豊島区

(2)地域密着型サービス運営委員会
①指定地域密着型サービス事業者の指定に関する事業の適正な

運営を確保するために必要と認める条件について

公開の

可否

会  議 公開

会 議 録 公開 

出席者

委 員
宮崎牧子、小野祥子、瀧井達子、溝口元、山根明子、髙田靖、横田勇、

石塚知久、吉田英昭、宮長定男、根本昌廣、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、介護保険課長、

健康担当部長、障害福祉課長、西部生活福祉課長、健康推進課長、

住宅課長

事 務 局 介護保険課 管理グループ
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（午後６時３０分開会）

○会長 定刻になったので、第３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。

  本日は、今年度第１回目の会議となるが、委員の交代があったので、事務局より新任委員

の紹介をお願いする

【介護保険課長より新任委員の紹介】

【新任委員より挨拶】

○会長 続いて、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】

○会長 傍聴の希望はいかがか。

○介護保険課長 本日は傍聴の希望はございません。

○会長 それでは、議事に入らせていただく。

  本日最初の議事は、第６期介護保険事業計画の進捗状況についてである。事務局より説明

をお願いする。

【高齢者福祉課長、地域保健課がん対策・健康計画グループ係長より資料３について説明】

○会長 委員の皆様からご質問があれば、お願いする。いかがか。

○委員 この地域包括ケアの実現に向けてということで、各地域で地域包括センターの圏域

ごとに、例えばいけよん地区とか東部地区とかは結構活発に活動しているが、そういう会

議の席に、夜だということもあるがなかなか行政が参加していない。そういった各包括が

行っている地域包括多職種連携の会のような活動状況について、行政はどのくらい把握し

ているのか。

○高齢者福祉課長 高齢者福祉課基幹型センターグループ係長からお答えする。

○高齢者福祉課基幹型センターグループ係長 ８つの地域包括支援センターで、事業計画と

自己評価のヒアリングの際に、医療介護連携の医師会主催の集まりについてヒアリングを

している。こちらで把握しているところでは、８圏域のすべてで連携がなされており、そ

のうち２カ所では、まだ今年度は集まりを行っていないが、連絡は常時取り合いながら、

まず顔の見える関係づくりというところから始めている。

○委員 結構進んでいる圏域では、自主的に研修会を行っていたり、研修会の内容について

の検討を行ったりしているが、行政と離れて行っている感じがするので、ぜひそこのとこ

ろ。この資料にも、行政が今後、ＭＣＳ（医療系完全非公開型ＳＮＳ）に加わってもらえ

るということになっているので、そこから情報をとってもらえればと思う。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 ２点お伺いしたい。一つは、認知症サポーターについてだが、豊島区では２６年７

月までで３，７００人。国においても当初の数から予想以上に増えていると。そういう中

で、当初はこのサポーターの人達に、何の特定の役割も求めないという趣旨でスタートし

たのだけれど、先日、厚労省の認知症対策推進室の方と会ったら、やはり何らかの役割を

与えたいと言っており、今日の説明資料の中でも、事業内容について「地域の中で活動拠
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点を位置づけられるように支援していく」というふうにある。豊島区では、社協のサポー

ターの色々な支援事業等で、こういう皆さんが活躍されていることを実感しているところ

ではあるが、区としては認知症サポーターの役割をどういうふうに強化していこうと考え

ているのか。国の動きで何か具体的な方向性が出ているかどうかもあわせてお答えいただ

きたい。

  二つ目は、医療介護の連携の部分で、ＩＣＴ部会を設置してＭＣＳによる情報共有を行

うというものだが、私の事業所でも早い時期にグループホームや小規模多機能で入らせて

もらっており、非常に助かっている。実感としては、リアルタイムで医師の先生からいろ

んな指示が出たりして、介護関係者としても喜んでいるのだが、どのくらい、豊島区内で

このＭＣＳへの加入が進行しているのかというのか教えていただきたい。

○高齢者福祉課長 まず１点目の認知症サポーターの地域の中での活動拠点というところの

話だが、認知症サポーター養成講座については、非常に多くの方に受講をしていただいて

おり、計画上では３１年度までに１万人のサポーターを増やしていこうということで今年

度も取り組みを行っている。また、区民ひろばでもいろいろとサポーターの養成を実施し

てもらっているが、職員がまず知らないといけないだろうということで、今年度について

は、区民ひろばの職員全員がサポーター養成講座を受講するという話も聞いている。

  そういう中で、これからどのような活動の拠点を位置づけていくかというのは非常に重

要な問題であると考えている。具体的に一つ挙げるとすれば、資料の説明の中で申し上げ

た認知症カフェが、現在区内で１０か所立ち上がっている。認知症カフェについてはマッ

プをつくって周知をしており、この中でそれぞれの事業者の活動内容もあわせて掲載をし

ている。今後はこのサポーターが、そのようなカフェにも入ってもらって、一緒になって

こちらの取り組み、支援をしていっていただければありがたいなと思っている。また、こ

ちらからもこれから何らかの仕掛けを考えて、また事業者にも協力をお願いできないかと

考えている。

○介護保険課長 １点目の補足だが、国の動向について。一つは、新オレンジプランが出さ

れたのが今期の計画策定から時間があったため、新オレンジプランの中身については計画

に反映し切れていないところがある。経過等を見ると、今後は社会保障審議会等でも改め

て認知症についてはテーマに上がってくるということなので、次期の改訂を視野に、さら

に認知症施策は充実をされていくものだろうと考えている。もう一つは、最近国から出さ

れた、２７年度の報酬改定に関する評価のまとめを見ると、今後さらに重点的に取り組む

べき課題として、認知症対応であるとかそういったところをきちんとやっているところへ

加算等をすべきではないかということが意見の中にも入っているので、そういったところ

の動向を見守っていきたいと考えている。

○健康担当部長 ２点目のＭＣＳの件について、お使いいただいているということで、どう

もありがとうございます。こちらは豊島区の医師会の地域医療部の先生方を中心に進めて

いただいているが、行政のほうが最近になってようやくモデルで入らせてもらっていると
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ころで、詳細な情報まで把握できていないのが現状である。患者さん個人のタイムライン

の他にもグループでの活用ができるので、地域包括支援センターであったり、いろいろな

介護事業者の方もグループで入っていただいていると思うが、会議の検討であったり、研

修等の情報につきましてもどんどん立ち上がっていっているようなところがあるで、いつ

の時点で正確な数値が出てくるかわからないが、調べさせていただきたいと思っている。

○会長 そのほか、いかがか。

認知症サポーターとか介護予防リーダー、サポーター、あるいはリーダー養成なども行

っているということなので、そういった区民の方が活躍できる場や、学んだことを生かせ

る場をどんどん区内に増やしていき、学んだけれど何もやるところがないというようなこ

とにならないようにしていく必要があると思う。

  それから、区民ひろばの職員が認知症のサポーター講座を受けるということだが、区民

ひろばも各小学校区に全部できて、そういう点では区民にとって身近なところになってい

る。区民ひろばの職員がより一層認知症を正しく理解するというようなことになって、そ

れぞれ地域の中のいろいろな専門職につながっていくようなことがあると、早期発見であ

るとか、あるいは安心して地域の中で、認知症になっても生活が継続できるというような

ことにもつながっていくのではないかと思うので、そのあたりについても一層よろしくお

願いしたい。

それでは、二つ目の議事に移る。介護予防・日常生活支援総合事業について、事務局よ

りご説明をお願いする。

【高齢者福祉課長より資料４－１、４－２について説明】

○会長 ただいまの説明に対してご質問があれば、お願いする。

○委員 ２点あって、資料４－１の基本チェックリストの実績のところで、チェックリスト

を実施してサービスを受けてない人が多分半分くらいいると思うが、そういった方の属性

というか、どういう感じの方かということを教えていただきたい。それから、裏面の参考

資料では、訪問介護・通所介護の１件当たりの給付費が下がってきているということであ

るが、総合事業について、豊島区はこれまでと同じような内容のサービスしかなかったよ

うな気がするのだが、それでも給付費が下がったというのは、同じサービスで単価が下が

ったということなのか、それとも、新しい何か廉価のサービスが出てきたということなの

か、そのあたりを教えていただきたい。

○高齢者福祉課長 まず１点目のチェックリストの実施件数の、受けた方がいるにもかかわ

らず全ての方がサービスを受けていないというところだが、チェックリストを実施して、

非該当になった方も当然いる。また、事業対象になったが、まだサービスを受けたくない

というような方がいらっしゃるために、ここの数字の差が出ているところである。

  そして２点目の、この１件当たりの単価が下がっているというところについては、委員

がおっしゃるとおり、今回はスライドをしていて、昨年度と同じ内容の事業の実施という

ことになっているが、報酬について、昨年度までは包括的な形で、月謝のように１カ月何
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回使ってもいいですよという形で実施をしていたのを、今年度から単価制、回数にいたし

ました関係で少し単価が下がっているということである。来年度以降は、現行の相当サー

ビス以外に、総合事業で使えるサービスのメニューを複数用意するように、今、準備を進

めており、緩和型サービスという比較的安価な形での事業の提供ができるようになれば、

さらにこの１件あたりの給付費単価が下がるものと考えている。

○委員 新しい廉価のサービスというのは、出てきそうな感じはあるか。

○高齢者福祉課長 まだ具体的なところまでは申し上げられないが、今現在、そのような形

で詳細を詰めているところなので、来年度はメニューが増えると思っているし、当然３０

年度に向けてもいろいろとまた考えていかなくてはいけないので、鋭意努力をしていきた

いと思っている。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 今の委員の発言とも関連するが、このチェックリストも、当初の国の説明では、担

当するのは一般事務職員でいいと言われて、果たして大丈夫なのかなと。介護保険が始ま

ったときに、コンピューターで受ける第一次チェックでさえもいろいろ問題になったし、

その後の調査員の調査でも、本当に専門性がどこまで確保されているのかということで問

題になることも多くあった。そういう経過からすると、いわゆる基本チェックリストを担

当する職員は、豊島区では国の言うような形で一般事務職員がやっているのか、それとも

介護保険、介護事業、あるいは介護について見識のある職員を充てているのか、そのこと

が第一の質問である。

  二つ目に、私の認識では３割を超えたくらいの自治体しか総合事業をやっていないとい

うことだが、今、２３区内で先行している区で、このいわゆるサービスの利用だとか実施

数なんというのは、大体同じレベルなのかどうかということについて、ちょっと概略を伺

いたい。

  それから三つ目の質問だが、今、委員のほうから廉価なサービスという話があったが、

私が心配しているのは、通所系のサービスが今は２４年、２７年の介護報酬の引き下げ改

定で一番ダメージを受けているところで、倒産件数も一番多く、撤退していく事業者が非

常に多い。私もこの周辺を見ているが、コンビニじゃないけど、あるとき行ってみたらも

う通所がないというようなことも見かけられる。しかも、この制度に移行するということ

になった時に、通所をやっている介護保険事業が、要支援者を受けないというふうになっ

て、比較的受けている私のところなんかは、受けてくれないかとどっと来るみたいな傾向

になったのだけれど、そういう意味で、やっぱり通所事業が一層疲弊すると言うか、そう

いう必要な人たちから遠ざけられるという傾向にならないかというところを懸念している

のだが、いかがなのかと。

  それから最後は要望だが、資料４－２の中で介護人材の確保を定着させるための支援と

いうのが２番目に出てくるが、このところ介護離職ゼロとか、一億総活躍とか、華々しい

キャッチフレーズだけは飛び交っているのだけれど、１点だけお願いしたいことがある。
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この間、東京都のほうから、介護職員のアパートなどを借り上げたときの住宅費の補助を

する借り上げ制度をスタートするというふうになったのだが、通知を見たところ、地域密

着型事業を除くとなっており、認知症グループホームなどは対象から除かれている。私は

すぐ東京都に行って、どういうことなのかと苦情を言ったのだが、回答は、所管は区市町

村であると、この一言だった。介護人材を確保するのに、東京都は地域密着型事業の所管

は区だからそんなものはやらないよという、この態度は、区長会としてもちょっと黙って

いてはいけないのではないかと思う。住宅対策なんかは広域的にやる必要があって、東京

都が広域的に職員を確保するから住宅補助になるわけなので。だから、これはちょっと至

急、私は区市町村としても反応していただきたいなという要望である。

○高齢者福祉課長 それでは、四つ質問が、要望も含めてあったが、先の二つをご説明、回

答させていただく。

  まず、チェックリスト担当している職員ということだが、まず、私ども高齢者福祉課の

窓口でも、チェックリストを受けたいという方はいらっしゃるが、基本的には各高齢者総

合相談センターのほうに行っていただいて、そちらの職員が一緒になってチェックリスト

をやるという体制をとっている。高齢者福祉課の窓口でも受けられることは受けられるが

、やはりその後、いろいろな生活の話やサービスの話というのにもつながっていくので、

基本的には近くの高齢者総合相談センターのほうに行って実施をしていただきたいとお願

いしており、センターのほうでも丁寧な対応をさせていただいている。

  そして、２点目の先進的な自治体と、この件数というところだが、件数については細か

いところまで把握はできていないが、私どもも、この４月から総合事業をどういうふうに

展開していこうかということで、他の先進の自治体、例えば世田谷区や練馬区などに電話

での問い合わせをしたり、直接訪問したりして話を伺っている状況である。チェックリス

トに限らず、この総合事業全般については、やはりまだ積み重ねが少なく、やってみてわ

かったことがいろいろあるとか、まだまだこの部分が全然追いついていないというところ

で、一緒に勉強しながらやりましょうということで私たちの悩みを聞いてもらいながら課

題を解決しているような状況である。まだスタートしたばかりで、課題も多くあるが、一

つ一つ解決して、区民の皆様になるべく迷惑がかからないように努力していきたいと思っ

ている。

○介護保険課長 それでは３点目、通所サービスの課題等についてである。委員ご指摘があ

ったように、通所に関しては、先ほどの補足にもなるが、これまでは包括報酬ということ

で、おおむね要支援１だと月４回程度の回数、要支援２であると月８回程度ということで

あった。一方では、いろいろな事情で月に１回しかサービスを利用しなくても包括報酬分

ということで同じ自己負担が生じるということもあったので、今回、運営基準等について

はすべてそのまま、それから、ならした報酬としてはもとの包括報酬にほぼ同じ金額で、

今回、回数制に踏み切ったところである。

また、予防の方の通所の課題については私どもも認識している。一つは地域密着型に１
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８人以下の通所の事業所がすべて地域密着の事業数になったということで、よりそういう

意味で言うと、区の責任が増したというふうに認識している。８月３１日の社会保障審議

会の介護保険部会でも、通所のあり方ということで、かなり踏み込んだ国からの提案が出

ているところなので、当然、こちらも次期改正に向けてかなり大きな動きがあるのかなと

思っている。報酬については、やはり国が定めるものなので、なかなか難しいところもあ

るが、きちんと見守っていかなければならない、区民の方が通うところがないというよう

なことが起きないようにということには、十分留意していきたいと思っている。

  ４点目の人材確保についてだが、同様に国のほうから出た東京都の案は、特別養護老人

ホーム等ということで、まさしく認知症グループホーム等は対象外であるということを私

どもも承っている。やはり人材確保とともに、確保のためにハード面をどのように考えて

いくかということも、介護の計画でもそうであるし、先日の保健福祉等の大きな会議体の

中でも話題になってきているところなので、３０年に向けてのこれから計画については、

今日がある意味スタートなので、そういったところの視点も持ちながら、皆さんのご意見

を伺っていければと思っているので、よろしくお願いしたい。

○委員 結構です。よろしくお願いする。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 資料４－２のこれからめざす方向という中で、目標が３本柱で提示されていいて、

３０年４月には３本柱を実現するということが書いてあるが、あと２年ほどである。その

２年の間に実行に移すための工程表とみたいなものがこの先出てくるとは思うが、それは

どんなときにどのように出てくるかについてお話しいただきたい。

○高齢者福祉課長 当然この３０年の４月に向けてということで、この柱をつくったので、

工程表というか実施内容というのは今後作成をしていく。どのような形でそれをお出しす

るかというところについては、今後検討させていただきたいと思うが、なるべくできると

ころから手をつけて、この３０年の４月まで、本当に時間はもうないので、どんどん手を

つけて着実に進めていけるように、努力をしていきたいと思っている。

○委員 頑張ってください。

○会長 そのほか、いかがか。

委員からの要望などは、ぜひともお願いしたい。それから、介護予防とか高齢者の多く

なった社会の中で、やはり、高齢者の居場所とか地域活動の拠点の整備といった場合に、

区としても縦割りではなくて、横の連携をとりながら、どうやって地域の中で活動拠点を

つくるかとか、高齢者の居場所をつくっていくかというような、横のつながりをさらに強

化して、ぜひ整備を進めていっていただきたい。そのあたりをよろしくお願いする。

それでは、三つ目の議事に移る。特定入所者介護（予防）サービス費の費用負担の見直

しについて、事務局より説明をお願いする。

【介護保険課長より資料５について説明】

○会長 何かご質問等があったらお願いしたい。
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（なし）

○会長 それでは、四つ目の議事に移る。第７期介護保険事業計画のためのアンケート

調査の実施について、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６について説明】

○会長 ただいまの説明に対し、何か質問があったらお願いする。

○委員 言うべきことだと思うのだが、大体どのくらいの数を送って、どのくらいの回

答があって、どういう分析をしていこうかという、そのイメージは教えていただきた

い。

  それから、調査によっては、アンケートよりも実際に調査員の方が見てきたほうが

よりわかるような内容も含まれているので、そこも含めて教えていただきたい。

○介護保険課管理グループ係長 申し訳ございませんでした。①の居宅サービス等利用

者調査と②のサービス未利用者調査については、それぞれ３，０００件程度を予定し

ているが、こちらは日常生活圏域ニーズ調査について、今後厚労省から簡略版が提示

されることになっており、そちらを入れる場合には、居宅サービス利用と未利用者を

３，０００件と、日常生活圏域を３，０００件というふうな方法を考えている。

  それから③のケアマネジャー調査だが、こちらは１００事業所を想定している。

  また、④の介護サービス事業者調査については、区内の居宅サービス提供事業所は

２７５ぐらいあるのだが、ここ全体をやるか２００くらいを抜粋するか、今検討中で

ある。

  ⑤の主介護者の介護の実態と介護支援者のあり方に関する調査ついては、認定調査

員が実際にお伺いをして、就労の状況であるとか今のサービス提供等をお聞きすると

いうことになるので、件数についても、今後どのようにするかはまだ検討の途中であ

り、今の段階ではまだちょっと申し上げられない状況である。特にこの主介護者の実

態把握につきましては、クロス集計が必要ということで、年齢、性別、要介護度、認

知症自立度、あと介護サービスの利用状況に、介護されているご家族の就労形態であ

るとか、勤め先からの支援があるのかないのかというところをかけ合わせた状態にな

ってくるというふうに考えている。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 これは項目に上手に入れてもらえればという希望なのだが、医療とか口腔ケア等は

本当は必要でも実際はやられていない、途中で終わってしまっているみたいな人がいると

いつも実感するので、そういうのが実際にどれぐらいあるのかというのを、こういうのは

ケアマネ調査とかで聞けばいいのか、それもよくわからないが、そういうところが把握で

きるような形を何か考えていただければと思う。

○介護保険課管理グループ係長 ありがとうございます。その項目も入れて、コンサルと

も相談をして調査項目に反映したい。

○会長 そのほか、いかがか。
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（質問なし）

○会長 では、五つ目の議事に入る。地域包括ケア「見える化」システムからみる豊島区に

ついて事務局より説明をお願いする。

【介護保険課長より資料７について説明】

○会長 何かご質問があればお願いする。いかがか。

○委員 多分この内容についてはこれから検討されると思うのだが、豊島区は在宅介護が多

く、また、要介護５の第１号被保険者数の１人あたり給付費がすごく高く、突出している

ように見える。ということは、要介護５の方を在宅で看るので費用が高くて、豊島区は頑

張っているからお金を使ってしまっている、というような現状が数字から読み取れるとい

うことか。

○介護保険課長 もちろんこれだけではなく、これから何十種類も数字を出して、クロス集

計や検討を行い、コンサルと一緒に計画を策定していくうえで必要な数字だと思う。確か

に委員がおっしゃるように、私どももこの数字を見て、これほどの差が出るものなのか、

というのが初見での正直な感想であって、豊島区の在宅、要介護５についての一人当たり

の給付額は高く出ている。

  これは中身が何なのかということの分析をこれからしていく必要があって、３ページ目

のサービス種類別グラフを見るとわかるように、やはり施設の給付でも、全国、東京都、

豊島区を比べると、豊島区が非常に高く出ているものあれば、豊島区が低く出ているもの

もある。また、例えば訪問介護だと、明らかに東京都の平均をはるかに上回って豊島区の

給付月額が出てきているというような実情が見てとれる。これがなぜなのか、単身の率が

高い等、さまざまな要素があるので、高いからいい、低いからいいというようなものでも

ないと思う。ただ、やはり見える化ができるようになったというのは、今後、保険料をお

支払いいただいている保険者の方々へご説明であるとか、そういうものを私どもが客観的

にしていく上でも、非常に具体性のある数字になっていくので、また幾つか必要な数字を

出して、この会議の中でもお示しをして、委員の方々のご意見を伺う場面も出てくるかと

思うので、その時はよろしくお願いしたい。

○委員 豊島区は単身世帯も多いし、それから住居環境も近隣や郊外よりも厳しく、若い世

代も少ない。そういう事情もぜひ勘案して検討していただければと思う。

○会長 そのほか、いかがか。

このようなデータなどから豊島区の高齢者の実態、そしてその実態と、提供されている

サービスが本当に必要なサービスなのかというようなことも検討しなくてはいけないだろ

うし、あるいは、もっと違うサービスが必要だけれども、それが不十分だということもあ

るのかもしれないので、そういったことをまた検討していくというような機会になってい

けばと思う。

では続いて、地域密着型サービスの運営委員会に移る。指定地域密着型サービス事業者

の指定に関する事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件について、事務局よ
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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８について説明】

○会長 今の説明について、何かご意見やご質問があったらお願いする。

○委員 １点お願いしておきたいのが、いわゆるお泊まりデイの問題についてである。東京

を初め、全国的にかなり厳しい指針を設けたりして対応するようになってきたが、私が非

常に懸念するのは、区の定めた宿泊サービス提供に関する指針の遵守という中に、労働基

準法との関係をかなり厳しく見ておく必要があるのではないかということである。

  実際、私が具体的に職員から過去聞いた話でも、ある大手フランチャイズのやるお泊ま

りデイでは、職員は夜ほとんど泊まっていて、１カ月に４日か５日しか帰れないという。

どういう勤務なのかといったら、ほとんどが夜のお泊まりデイのための宿直であると。と

ころが、労働基準法では宿直というのは週１回しか認められないはずで、しかも、当該事

業所の平均従業員の賃金の３分の１を上回る形で手当を支給しなければならないとなって

いる。ところが実際には、本給が幾らで、手当が幾らかなんという説明も受けておらず、

それで１カ月のうち２０日くらい泊まっているような生活をしているという。実際にそう

いうお話を直接本人から聞いたのは、一人二人からだけではない。

  確か２４年の改定から、介護事業者で役員の中に労働基準法で違反して罰金刑を受けて

いるようなものは、事業者としてだめだよというふうになったのだけれども、そこまでい

くというのは、相当ひどいことをやっている事業者だけである。なので、そういったやや

見逃されているようなお泊まりデイの実態が、今、介護労働者がこれだけ不足していると

いう状態の中で本当に改善しているのかどうか、そこのところを含めてチェックする機能

を区のほうの指定要件としても、あるいは指導要件としても持っていってもらいたいとい

うのがお願いである。

○介護保険課事業者指定グループ係長 指定業務であるとか、事業者の指導業務というとこ

ろの話の実務というところの中でいただいた貴重なお話なので、参考とさせていただきた

いと思う。ありがとうございます。

○会長 そのほか、いかがか。

 利用する高齢者のことを守っていくということと、やっぱりそこで働く人たちのことも踏

まえていくという、この両面があって、その関係の中で高齢者の人権が尊重されるという

ことだと思うので、ぜひその介護に従事している人たちの労働についてもお願いしたい。

【介護保険課事業者指定グループ係長より、資料９、参考資料について説明】

○会長 今の説明について、いかがか。

○委員 新聞の片隅で見たが、豊島区が秩父に高齢者の特養か何かそういうのを建てる計画

があるような話を聞いたのだが、現在はどのようになっているのか。

○福祉総務課長 委員ご指摘のとおり、秩父に特養という話、一部マスコミ報道等でも出て

いるが、区内での整備がなかなか適地もないということから、区外への整備も今後は検討

の選択肢として入れていくということで検討を始めたところである。ただ、あくまでも区
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外の可能性についても検討するということで、秩父という具体名が出ているけれども、秩

父にやることを決めて進み出したということではなく、あくまで現時点では選択肢の一つ

というふうに考えていただければと思う。

○委員 では、まだその段階なのか。

○福祉総務課長 はい。まだあくまでも、秩父に限らず、区外の可能性を追求していくとい

う、そういう段階である

○会長 そのほか、いかがか。

（質問なし）

○会長 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があればお願いする。

○介護保険課長 申し訳ありません。初めにご紹介すべきだったのだが、区の理事者にも交

代があり、本日初めてこちらの会議に参加させていただいている理事がいるのでご紹介す

る。

【交替した理事者の紹介】

○介護保険課長 連絡事項であるが、机上に、前回１２月４日開催しました第２回の会議録

を配布させていただいている。修正等があれば、９月２０日までに事務局までご連絡をい

ただくようよろしくお願いする。

  次回の会議開催については、日程が決まり次第ご連絡をさせていただく。次回は、先ほ

ども委員からご指摘のあったアンケートについて、調査項目までお示しできればと考えて

いる。できるだけ資料を事前に送付して、目を通していただけるようにしたいと思ってい

るので、よろしくお願いする。

○会長 それでは、これをもって第３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８時０１分閉会）
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