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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４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
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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地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりについて

 ・いけよんプロジェクトの取り組み

 ・地域ケア会議（地区懇談会）の取り組み

②第７期介護保険事業計画のためのアンケート調査実施について

(2)地域密着型サービス運営委員会

公開の

可否

会  議 公開

会 議 録 公開 
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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、根本昌廣、黒田雅枝、

志村裕子

理 事 者
高齢者福祉課長、介護保険課長、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３１分開会）

○会長 定刻になったので、第４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。

【介護保険課長より配布資料の確認】

○会長 傍聴の希望者はいかがか。

○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、介護保険事業計画推進会議の議事に入らせていただく。

  本日最初の議事は、地域包括ケアシステムの構築を進める地域づくりについてであ

る。

  事務局より説明をお願いする。

○介護保険課長 それでは、説明させていただく。

  本日は、豊島区で既に地域で様々な取り組みをされており、また、当会議でも何名か

の委員のかたからこちらの取り組みについてのお話が出ていた、いけよんプロジェクト

の取り組みについて、こちらのコアメンバーとして活躍されている、社会福祉法人フロ

ンティア特別養護老人ホーム養浩荘の施設長の山内雅代氏からご講義、それから今の活

動の状況についてお話をしていただく。

  地域包括ケアということで、この会議の中でもいろいろ取り組んでいるが、豊島区内

で、行政主導でなく、まさしく地域のかたが活動されている状況を具体的に伺い、私ど

も、ぜひここの会議の場で紹介させていただきたいと思い、本日、ご多忙の中おいでい

ただいた。

  それでは、山内様、よろしくお願いします。

○山内氏 ご紹介いただきました社会福祉法人フロンティア、特別養護老人ホームの施設

長をいたしております山内雅代と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

  それでは、今回、私どものいけよんの郷高齢者総合相談センターの日常生活圏域内で

実践している、いけよんプロジェクトについてご報告させていただく。

【山内氏より資料１について説明】

○介護保険課長 ありがとうございました。

引き続いて、他の地域はどういうふうにやっているだろうということで、区がこれま

で進めてきた地域ケア会議の取り組みについて、高齢者福祉課長よりご説明をさせてい

ただく。

【高齢者福祉課長より資料２の説明】

○会長 それでは、ただいまの山内氏ならびに高齢者福祉課長の説明で、何かご質問、ご

意見、ご感想などがあればよろしくお願いする。いかがか。

○委員 各包括の地域包括ケアシステムと、地域ケア会議については、当初構想された頃

に比べると、より具体的に展開されてきており、各地域でのみなさんの取り組みという

ところが結果を伴って見えてきたというところは、とてもすばらしいことだと思う。
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  介護保険の中では、高齢者を対象にした地域包括ケアというところなので、この方向

の中で今回いけよんがこのような立派なプレゼンをしてくださったが、ぜひ同じレベル

の成果をまた各地域から出していただけると、より地域包括ケアシステムについてもわ

かりやすくなるかと思う。

  既にいけよんのかたからもご提案があったが、実際その包括ケアシステムとして入っ

ていくと、やはり、高齢者だけでいいのだろうかということが当然出てくる。

  では、そこまで介護保険の中でできるのか、やるのかというのは、また別の議論があ

るが、厚労省の政策としても、全世代全対象型包括ケアとか、あるいは、共生社会実現

という検討チームが立ち上がってきている。なので、どこかの時点で多分、高齢者とそ

れ以外の対象者も含めた包括ケアの構築というところが、何年か後にはまた生じてくる

かと思う。

  その前の段階として、まず高齢分野で、ぜひこの実績を踏まえて取り組んでいただけ

ると、より見えるようになるということと、あと、それ以外の部分については今後どう

していくのかというようなところをお聞きしたい。どなたにお聞きするのがいいかわか

らないが、介護保険としてはこれで十分なのだが、今課題に上がってきている、その高

齢者だけではないつながりだとか、多世代に働きかける方法、これについては、区とし

てはどう取り組んでいくのかというようなところをお聞きしたい。

○会長 事務局よりお願いする。

○介護保険課長 本来であれば、地域保健福祉計画を担当している福祉総務課長からお答

えするべきものだが、本日公務により欠席のため、私から僭越ながらお答えさせていた

だく。

  区全体の福祉計画である地域保健福祉計画については、委員と会長も審議会の委員に

入っていただいており、委員からご指摘のあった内容について、検討が始まったところ

である。

  豊島区が先駆的に取り組んでいるＣＳＷなどについては、世代、対象を限定しない全

方位的なもので、特に多問題世帯であるとか、多問題への取り組みということでは、豊

島区の課題意識は、非常に先駆的で高いものであると考えている。

  もちろん、その基本になるのは区の基本計画と地域保健福祉計画であって、それぞれ

の計画の中に介護はぶら下がる形になるのだが、このプロジェクトについて、ここの介

護保険の会議でまずご紹介したのは、そういう全方位的な視点をこちらから逆に発信を

していきたいということでもあるので、また、大きな会議体の中でも話題にしていただ

き、話を広めていければというふうに考えている。

○委員 もう１点、新総合事業の中で生活支援コーディネーターというのが配置されてお

り、その包括が２層ということも伺っているのだが、その生活支援コーディネーターの

働きと、あと各層の働きというところが、どのようになっているのかお聞きしたい。

○高齢者福祉課長 生活支援コーディネーターについては、昨年度から取り組みを始めて
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いる。まずは話し合いからスタートをして、協議体として立ち上がったのは正式には年

末というか、少し遅くなってからなのだが、社会福祉協議会に委託をして、コーディネ

ーターをお願いして実施をしているところである。

  今、１層の中では、各民生委員や高齢者クラブのかた、または商店街のかた等、ある

程度コアなメンバーで、現在は２か月に１回の形で、社会資源の掘り起こしという形で

の議論をしていただいている。

  今は第２層のところを各包括支援センターに充てているので、コーディネーターのか

たには、各包括のいろいろなかたと連携をとりながら、情報収集をしてもらい、１層と

２層との橋渡しもしてもらっているところである。

  実際のところ、まだ情報の収集の段階で、これからそれをどのように使っていくか、

サービスの創出まで持っていくかというところは、今後の課題になっているのだが、順

次、できるところから手をつけているというような状況である。

○委員 包括ごとに、このようにとてもすばらしい地域に根づいた活動が立ち上がってく

る中で、１層が飾り物というか、形骸化しないように、このような各包括の実績を大事

にしながら、またそれを１層につなげていくという仕組みづくりのほうも、ぜひお願い

したい。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 先ほどの委員の高齢者だけではないという話について、今回のいけよんプロジェ

クトは、包括のいけよんの郷が仕切ってやってくれているのだが、実動しているのは、

地域の、地域生まれの地域育ちの訪問看護師さんとかが本当に一生懸命やってくれてい

る。その看護師さんの子供が行っている中学のＰＴＡに働きかけて、いろいろなことを

やっているような形なので、本当に地元が好きな人たちが地元のために何かをしようと

いうのが、この原動力になっているのかなというふうに思っている。

  そういうことをすると、子供たちが高齢者のこともよくわかるし、その町なかで声を

かけたりするようなことも自然に生まれるのではないかというふうに思っているので、

そこは地元の人たちが頑張ってやってくれればいいかなと思っている。

  以前のこの会議でも話が出た、インフォーマルとフォーマルのサービスをうまく結び

つけるというところで、この地元の人は、そういうインフォーマルなサービスをよく知

っていたりするので、そういうのを結びつけられる情報を、このような活動を通して

我々も得られるので非常にありがたいと思っている。

  このような活動は、去年からいろいろ始まっているのだが、大分この顔が見えるよう

になってきたので、もう、いわゆる顔の見える集まりはもう卒業の段階で、今はそれぞ

れ自分たちの職種の持っている、私たちにはこれがでるよというようなことを、ほかの

職種に伝えるような研修会であったり、アトリエ地区ではお見合いみたいな形もしたり

しており、そういうことが我々にとっても非常に有益である。

  結局、自分たちが抱えている利用者さんとか患者さんが、この人にここの部分はお任
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せしたいとか、そういうことができると、利用者さん、患者さんにとって一番いいサー

ビスが受けられると思うので、それを目指していきたいと思っている。

  今は医療者、介護事業所との情報交換が主になっているが、いずれ、そこに地域住民

のかたも加わってもらえれば、本当に理想的な地域包括ケアシステムができるのではな

いか。

  もう一つ、課題としては、今は医師会さんが結構資金を提供してくれており、その中

でいろいろ活動ができているのだが、これも今年までの時限的なものなので、これが尽

きてしまったらどうしようかなというところである。

今回はこのいけよん地区で、このお祭りを通じて少し収益が出た部分があるので、今

後はこのお金をどうしようか、どういうことに使おうかということを考える必要があ

る。今まではそれぞれがボランティア的な感覚で集まっていたのだが、お金が入ってく

るということは、その管理もしなければならないし、使い道も考えなければならない。

そうなると、サークル化なりをして、いずれは法人化というようなことになってくる

と、区も予算をつけやすくなるのかなと思っているので、少しずつそういうような形で

成熟した組織づくりができていくのかなとは思っている。

  なので、今後は、現在医師会さんが頑張ってくれている資金を、どこかから調達しな

きければならないと考えている。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 今、委員からお金の話が出たところで、少し小さい話なのだが、資料２の菊かお

る園のところに書いてある介護予防リーダーについて、健康長寿医療センターのほうで

育成したということなのだが、結構多くのかたがいる。みなさん勉強してきて、その

後、リーダーになって、地域でいろいろなことをやりたいと思っているのだが、その財

源というか、先立つものがなくて、いろいろと困っているという話をよく聞く。この介

護予防リーダーの活動の支援というのはどうなっているのか。これは、もう、どうぞ自

力でやってくださいということなのか。それが一つ。

  ２点目は、先程、委員からもあったが、第１層のところの、特にその協議体がある

が、そこに行政は何を求めているかを確認しておきたい。どういうことをその協議体は

考えて、何をつくっていくのか、要するに、何を検討していくのかということを、行政

のほうはどのように考えているのかなと。

  今、第２層のほうは包括のほうを考えているというのを、私も初めて聞いたのだが、

それはそれとして、とりあえず第１層ができている。その第１層の協議体に何を期待し

ているのかというところを、お聞かせいただきたい。

○高齢者福祉課長 まず、介護予防リーダーのご質問からお答えする。

  こちらの介護予防リーダーにつきましては、健康長寿医療センターの調査研究の一環

として３年間に渡って行っている中で、昨年度リーダーの養成をしたものであり、今年

度までがその期間内ということで、センターの方から支援をしてもらっており、毎回来
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ていただいたときの謝礼等はないので現状である。

  確かに、お金の面のことと、あとは、活動の場所の確保について、リーダーのかたか

ら多くの要望をいただいている。今後はこの西巣鴨地区だけではなく、来年度に向けて

高田に開設する予定の介護予防センターなどで、なるべくそういう活動の場を広げられ

るような形で考えていきたいと思っている。当然、これから活動していく上で、資金的

なことや運営の仕方等に困っているグループというのもあるので、そういうところへの

支援というのは課題であると認識している。いろいろと話し合いをしながら、今後は決

めていきたいと思っているところである。

  続いて、協議体の生活支援体制整備事業についてだが、現在は支え合い協議会という

名称で運営をさせていただいている。第１層の役割ということだが、実はこれについて

は、取り組んでいる自治体はどこもいろいろと試行錯誤しながら進めているということ

で、先行のモデルがなかなかないというところも非常に難しいところではある。

豊島区としては、まず、その会議体に来ていただいている様々な団体や、当然、地域

の住民のかたもいる中で、その１層と、また２層から上げてもらった情報等を、どうい

うふうに結びつければ、効果的なサービスができるのだろうというような話をそこでし

てもらいながら、その場合に、なかなか個人では結びつきができないものを、例えば来

ていただいている団体同志でこんなことができるのではないかというところで、結びつ

きの度合いを早められるだろうということで考えている。

  実際問題、まだそこのところまで議論が進んでいないが、何かそのサービスを創出す

るときに、早くこの１層のところで話がついて、そこから徐々にその下の実動のかた達

に話が伝わって、うまく活動ができるような支援をしていきたいと考えており、今年度

はそれを目指して２か月に１回の会議で取り組みをしているという状況である。

○会長 ほかにはいかがか。

  この資料２などを見てもわかるとおり、豊島区でもその圏域によって、やはり地域の

特性があり、いろいろな取り組みが出てきている。その中で、居場所づくりや認知症カ

フェなどをやりたいというようなことが出てくることが多いと思うが、そういう拠点と

かを地域につくるとき、その場所をなかなか住民のかただけでは探し切れないというよ

うなところもあると思う。そういうところは、行政からのいろいろ側面への支援が、ま

すます必要になってくるのではないか。

  それから、菊かおる圏域では、私どもの学生がこの介護予防リーダーの活動にかかわ

っており、そこでは、高齢者のかたがやる気を持って取り組んでいるのだが、チラシづ

くりや会を運営するときの受付等、そういったところではやはり若い人の力を非常に必

要としている。大学とかがある地域は、そういった資源を生かしてもらえればいいと思

うのだが、やはり住民の中の若い年齢のかたにどうやってかかわってもらえるかという

ようなところを考えていく必要がある。先ほどのいけよんプロジェクトの話にあったよ

うに、小学校や中学生にも働きかけていくなんていうようなことや、また、別のいいア
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イデアができたら、そういうことを区内に広げていくとか、そんなことができればいい

のかなと思う。

  それで、この介護予防リーダーの活動が、菊かおる圏域で四つできたのだが、ここで

やりたいことが、実は高齢者クラブで今までやっている活動でもあったりするので、そ

ういったところで地域の中でつながりをつくって、高齢者クラブの活動も活発になるよ

うなことをまた考えていけると、地域の中が非常に活性化していくのではないかなと思

う。

  なので、そういう点では、この高齢者クラブ、老人クラブもここのいけよんプロジェ

クトのマップの中に一つ入れていただけると、地域のかたたちも、その高齢者クラブの

存在というものに気がつくのではないかなと思うので、よろしくお願いしたい。

  それでは、次の議題に移る。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３について説明】

○会長 ただいまの説明に対して、ご質問、ご意見などがあったらお願いする。

○委員 まず一つは、単純な言葉の問題なのだが、日常生活圏域ニーズ調査の２ページ目

に「がん（悪性新生物）」と書いてあるが、めくっていくと７ページには、「がん（新

生物）」と書いてある。さらに、最後の在宅介護実態調査票では何て書いてあるかとい

うと、これには「がん」でなくて、これには「悪性新生物（がん）」と書いてある。そ

れぞれ表記が異なり整合性がとれていない。

  それから、もう一つ、日常生活圏域ニーズ調査の２ページに、「視覚・聴覚障害」と

あるが、７ページには「目の病気」「耳の病気」と分けて記載されている。在宅介護実

態調査では、「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」というようにまた一

緒にしているが、私自身は、視覚障害と聴覚障害はかなり違うかなと思うので、目が見

えない、目が見えにくい、耳が聞こえない、耳が聞こえにくいかたというのは、一緒に

くくってしまっていいものだろうかと思う。それぞれ状態によってサービスの仕方がか

なり違うような気がしなくもないのだが、これを把握しなくてもいいように思えてしま

う。

  やはり、目が見えにくい、見えないかたと、耳が聞こえない、聞こえにくいかたのそ

れぞれでサービスの仕方が違うのではないか。例えばバリアフリーとか、ユニバーサル

デザインを考える上でも違ってくると思うので、そういうところまで考慮した設問をし

た方が配慮しているという感じがするのではないかと思う。

  それから、あともう一つ言葉の問題で、家族構成について「夫婦２人暮らし」という

言葉を使っているが、ジェンダー等の絡みの問題で、夫婦という言葉を使うことが果た

して適切なのだろうかと思う。今はいろんな暮らし方があり、例えば団塊の世代でもそ

ういう生活じゃないかたもいっぱいいるような中で、こういうふうに書いてしまうと、

民法上の夫婦みたいなイメージでとられてしまい、夫婦の助け合いとか何とか非常にス
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テレオタイプな感じの夫婦と言っているようになってくるので、そういうところで豊島

区は配慮がないのではないかと、不快感を持たれるかたもいる可能性があるかなと思

う。

  あと、ケアマネジャー調査の９ページのＱ２９と３０、ケアマネの質に関する設問に

ついて、内容的に重なっている部分があるとは思うのだが、選択肢の内容を変えてしま

っている。

  例えばＱ２９の選択肢３「ベテランのケアマネジャーによる指導」というのは、Ｑ３

０にあってもおかしくないだろうなと思うし、職場内研修は当然として、職場外研修に

どれだけ行けるかというのも問題だと思う。実は、私は保育所で同様の調査をやったこ

とがあるのだが、求められているのは職場の人間関係をどうするかということである。

離職理由でも、給料とかよりもむしろ人間関係のほうで、人間関係が崩れたときのバッ

クアップがどうあるか、それがやっぱり質につながるというようなことを、保育士のか

たは多く言っていた。保育士への調査ではそんなのが指摘されたことがあったというこ

とで、ひょっとしたら参考になるかなと思って発言させていただいた。

○介護保険課管理グループ係長 日常生活圏域ニーズ調査には、必須項目が３３項目あ

り、こちらは国が設問から選択肢まで全て設計しているため、設計どおり文言を変えず

に使用するようガイドラインが出ているところである。

それ以外のオプション部分の設問については自由に変えられる。ご指摘のあった「夫

婦２人暮らし」という項目は必須項目のため変更できないので、このままとさせていた

だきたい。

先ほどご指摘いただいた、がんと視覚・聴覚障害の表記については、それぞれ「がん

（悪性新生物）」「目の病気」「耳の病気」の表記に統一させていただく。

  また、ケアマネジャー調査の人間関係のバックアップに等の設問については、非常に

参考になったので、こちらはぜひ入れさせていただきたいと考えている。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 今の回答に対する質問なのだが、この夫婦２人暮らしというところの表現に関し

て、変える、変えられないではなくて、私もどういうふうに認識を持ってこういう言葉

を読んでいったらいいのかなという部分で、今は一般的にはどういう表現がいいとか、

こういう表現があまりふさわしくないとかということはあるのか。

○介護保険課管理グループ係長 確かに民法上の夫婦という言葉では限定できないところ

が、今はかなりあるかと思う。なので、２人暮らしという形の設問にしていくとか。

○会長 よろしいか。この調査においては、厚労省の指示に従わなくてはいけない設問が

あるということである。そのほかいかがか。

○委員 ケアマネジャー調査票のＱ８だが、経験年数についての選択肢が６か月未満、６

か月以上１年未満とあり、まだなったばかりの人がどのぐらいいるのかなという目的で

調査しているのかなと思うのだが、逆に、経験年数豊かなケアマネジャーについて、選
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択肢で５年以上とくくられてしまうと、長くケアマネが続けられる人がどのぐらいいる

かということが把握できないのではないかと思う。事業者調査のほうでは、５ページの

設問に、１年未満、１年以上３年未満、３年以上５年未満、５年以上１０年未満、１０

年以上というような勤続年数が書かれているので、これを参考にして、もう少し詳しい

実態調査ができればいいのではないか。

○介護保険課管理グループ係長 ご指摘いただいたとおり、前回のケアマネジャー調査で

は、５年以上と回答しているのが約７割であった。それ以外のところは、数が少なかっ

たので、こちらの区切りに変更したい。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 介護サービス事業所調査について、事業所は小規模なところが多いと思うが、そ

この離職率の高いところがこの業界の問題点である。こうした小規模な事業所が、給与

規定や服務規程等の労働規定をしっかりと整備しているのかどうかというのも、やはり

聞いておくべきではないか。

○介護保険課管理グループ係長 ご指摘いただいた労働規定のところについては、今は調

査項目として入れていない。事業者指定グループが実地指導で行う際には１件１件労働

規定について確認をしているが、この調査への項目追加について検討させていただきた

い。

○会長 時間の関係もあるので、もし、またご意見があった場合、いつごろまでに事務局

のほうに連絡したらよいか。

○介護保険課管理グループ係長 １１月２４日には発送したいと考えているので、できた

ら１１月７日までにご意見をいただければ、内容に反映をさせたいと思う。

○会長 幾つもの調査があるので、持ち帰ってからもう一度確認いただき、ご意見があれ

ば７日までに事務局までお願いしたい。

  なお、皆様からお出しいただいたご意見については、事務局で再度検討をお願いする

ということだが、今月下旬には調査を実施していくというスケジュールになっている。

スケジュールがかなり厳しいということで、７日までのご意見の反映も含めて、アンケ

ート内容については事務局に一任するということでよろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 それでは、事務局に一任するということで進めさせていただく。

  続いて、地域密着型サービス運営委員会に入る。事務局より資料４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４について説明】

○会長 資料４の内容について、何かご質問があればお願いする。いかがか。

○委員 このルールは全国的に行われるものなのか、豊島区オンリーのものなのか教えて

いただきたい。

○介護保険課事業者指定グループ係長 豊島区だけのルールになる。
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○委員 そうすると、豊島区の事業所に対してか、それとも区民に対してのルールなのか。

○介護保険課事業者指定グループ係長 今回は豊島区の被保険者なので、豊島区の区民に

対してという形の対処、対応になる。

○会長 そのほか、いかがか。それでは、続いて資料５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５について説明】

○会長 ただいまの内容について、承認いただけるか。よろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 ご承認いただけたということで、よろしくお願いする。

  では、本日予定していた議事はこれで終了となる。事務局より連絡をお願いする。

○介護保険課長 先ほどの資料の説明のときに申し上げたが、今回、９月５日の分の会議

録を置かせていただいている。もし修正等があれば、１１月１６日の水曜日までに事務

局まで連絡いただけるようお願いする。

  また、次回の会議については、先ほどアンケート調査のところでご説明したように、

２月には調査についての中間報告をいたしたいと思っている。また、国の予定が通常ど

おりであれば、年末には３０年４月の介護保険制度改正の概要について、おそらくおお

まかなものが出ているかと思うので、できるだけ早目に委員のみなさまにお届けしたい

と思っている。２月下旬を開催時期としているが、日程については、また後日に調整を

させていただきたい。

○会長 本日は、ご説明に養浩荘の山内雅代施設長においでいただいた。ご説明ありがと

うございました。

  それから、委員の皆様、今日は活発なご意見をいただき、どうもありがとうございま

した。

 これをもって、第４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１２分閉会）

【配布資料】

資料１ いけよんプロジェクト

誰もが暮らし続けられる街にしよう～ＴＳＵＮＡＧＡＲＩ～

資料２ 地域ケア会議（地区懇談会）の取り組みについて

資料３ 第 7期介護保険事業計画のためのアンケート調査実施について
資料４ 豊島区地域密着型サービスの利用指針の改正について 

資料５ 地域密着型サービス事業所の指定について

第３回豊島区介護保険事業計画推進会議 会議録（要旨）（案）


