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会  議  録（要旨）
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平成２８年度第５回豊島区介護保険事業計画推進会議
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議   題 (1)介護保険事業計画推進会議
①第７期介護保険事業計画のためのアンケート調査中間報告

について

(2)地域密着型サービス運営委員会
 ①地域密着型サービス事業所の指定について
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会  議 公開
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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、宮長定男、

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、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）

○会長 定刻になったので、第５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３名の希望者がいる。傍聴を認めてよいかお諮りをお願いする。

○会長 傍聴の希望者について、傍聴を認めてよろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 それでは、傍聴を認める。傍聴者の方の入室をお願いする。

（ 傍聴者入室 ）

○会長 それでは、介護保険事業計画推進会議の議題に入らせていただく。

  本日の議事は、第７期介護保険事業計画のためのアンケート調査中間報告についてで

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およびアンケート調査委託業者より

資料１・第１、２章について説明】

○会長 では、ここで一旦、ご質問等があったらお受けしたい。いかがか。

○委員 二点ある。

  まず、１３ページからの地域とのつながりの部分で、一人暮らしなのに、心配事や愚痴

を聞いてくれる人等が配偶者とか同居の子供という回答が出てくるが、どういうことだ

ろうか。一人暮らしなのに回答が配偶者というのは、夫婦なのに別居しているというこ

とか。

  それから、一人暮らしなのに回答が同居の子供というのは、同居の子供がいたら一人

暮らしじゃないと思うのだが、なぜこのような回答が出てくるのか。

○委託業者 回答の詳細については精査する必要があるが、世帯分離というところもある

かもしれない。

○委員 世帯分離で配偶者と別居している場合なら一人暮らしという回答もわかるが、同

居の子供がいるなら一人暮らしにはならないと思うのだが、いかがか。

○介護保険課管理グループ係長 こちらはいただいた回答をそのまま集計しているので、

ご本人が回答を誤ってしまっている可能性はある。

○委員 そうであるなら、説明の際に配慮して言うべきだと思う。

それから、もう一点、これもまた少しわかりにくいのだが、３５ページに「外出頻度」

とある。カッコ書きで「閉じこもり傾向の該当者割合」と補足してはあるが、介護保険を

受けていない方が２３％、要支援１・２の方が６５％、要介護１・２の方が６９％、とい

う回答を見た時に、うっかりすると介護度が重度の方ほど外出頻度が高いように見えて

しまう。「外出頻度」ではなく、「在宅頻度」という表現にした方が正確でわかりやすい

のではないか。今の記載だと、閉じこもり傾向は介護保険を受けていない人のほうが低
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いから外出頻度が高いという、２段階の理解をしなくてはいけない。初めから在宅頻度

とすればわかりやすいのに、わざわざ２段階のロジックをたどって理解しなくてはいけ

ないというのは、表現として工夫をした方がいいのでないかという気がしたので、指摘

させていただいた。

○委託業者 見出しのつけ方については訂正させていただく。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 アンケートの回収率についてだが、介護サービス事業所調査の場合は６０％、一

般区民の方は５０％程度の回収率になっているが、こういうアンケートというのは、大

体このぐらいの回収率が普通なのだろうか。

○介護保険課管理グループ係長 アンケートの種類にもよるが、傾向として若い方のほう

がなかなかご協力いただけず、高齢の方のほうが回答率は高くなる。５０％という回答

率は前回に比べて少し下がっており、今回は前回よりも設問数や内容について工夫はし

たつもりではあるがまだまだご負担があり、回答にご協力いただけなかった部分がある

のかなと考えている。

○委員 今回は５０％の回答で、こういう割合を示しているが、このくらいの回答率でも

かなり正確な結果として出てくるものなのだろうか。

○委託業者 調査数についてはある程度の数をいただいているので、誤差はあるが、統計

上、集計はできると考えている。

○委員 回答しなかった方がどのような人なのかはわからないが、未回答の方たちのほう

が何か悪い傾向が多いというようなことも考えられる。そのあたりはいかがか。

○介護保険課管理グループ係長 設問を一つ一つ読みながら回答していくというところで、

負担があって出せなかったという方は結構多いように思う。私どもの窓口に来られて、

設問についてこちらで読み上げて、内容を確認しつつアンケートに回答された方もいた。

アンケートに答えていただいていない方の中に、潜在的な課題があるのかもと感じると

ころではある。

○委員 そうすると、この結果というのは、パーフェクトまでは行っていないというふう

に考えてよろしいか。

○介護保険課管理グループ係長 回答をいただいた５０％という割合については、全体傾

向としはこれで把握できると思っているが、もう少し寄り添って、課題を解決しなけれ

ばいけない方がいらっしゃるというところはあるので、別途、アンケート以外の形でご

意向等を聞いていきたいと考えている。

○委員 そうすると、この結果は大まかなことだという判断でよろしいか。

○介護保険課管理グループ係長 全体の傾向把握ということでお考えいただければと思う。

○委員 自信を持ってよいのではないか。これはいいアンケートでかなり正確だと思う。

統計的に見た場合、５０％はむしろ高いほうで、郵送アンケートでは普通だったら２割、

３割ぐらいの回答率が当たり前になってくる。何がいけないかというと、設問が多過ぎ
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る。だから、多くの人にとって回答するのが負担になる。むしろ、そちらのほうが大事な

のではないか。

○介護保険課管理グループ係長 今回、日常生活圏域ニーズ調査は、国の指定の質問がか

なりあったので、必須項目の質問をどうしても取り除けなかったということがある。た

だ、今の委員の言葉は非常に心強く感じた。ありがとうございます。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 この資料を見て、私はかなり正確だなという感じがする。我々も、各高齢者クラブ

で年間の統計をとっているのだが、この日常生活圏域ニーズ調査の回答数の２，２８５

名という数字、我々の連合会も今６，０００人を少し切ったくらいだが、大分、ど真ん中

にいて、この数字というのは、かなり近いなという感じはするのだが、いかがか。これだ

けよく調べて、こんなに分厚いものをつくってもらい、我々としては非常にありがたい。

  私が感じるところだが、そういうことで、一つのクラブあたり１８１回ぐらい見てい

るのだが、それかける６０数クラブあるので、総トータルすると、かなりの数字が出てく

る。それをこういうものに当てはめると、かなり正確に出ているなということがうかが

える。これは我々が実際に経験して、年間で統計をとっているものなので、これもまた一

つ、今度は自分たちの高齢者クラブへ戻ったときに、そのあたりのところをよくみんな

に話をして、こういう結果が出ているのだが、実際はどうだろうということは、もう一度

常任理事会等々で確認してみたい。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 中間報告なので、最終的にどういう分析をかけるかというのは、先ほど委員の指

摘のような回答の信憑性というか、そういう問題も含めて検証する必要があると思うが、

これから分析的にこれを見て、どう施策に反映していくかということが、やっぱり重要

な鍵になってくると思う。だから、当然、区のほうは、承知の上のことだと思うのだが、

例えば１５ページで、「看病や世話をしてくれる人」というので、私が驚いたのは、一人

暮らしの人が、別居の子供が見てくれるだろうという回答が４４．７％で、こういう期待

を持っている。これはまさに期待であって、同居の子供、別居の子供が見てくれるだろう

という期待は、私は、恐らくこれは単なる願望なのではないかと思う。例えば、高齢者ク

ラブ連合会で、年１回、認知症の話をもう４回、４年連続でさせていただいたのだが、あ

る時その講座の中で、確か高齢者クラブ連合会の指導者研修会だったと思うが、そうい

うレベルの皆様が２００人集まっているところで、参加者の皆さんに「誰が看護をする

かを話し合っている人がいますか」と質問をしたところ、４～５人しか手は挙がらなか

った。

○委員 みんな奥ゆかしいから、手を挙げられない。

○委員 おそらく、奥ゆかしいというか、そういう問題が起きないと、身につまされて話に

ならない。しかし、指導者研修会なので皆さん元気な方が来ている。そうすると、何とな

く漠然と、元気なうちは、きっと別居の息子が見てくれるに違いないと思っている。も
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し、それがないなら、介護離職がこんなに国を挙げて問題になることはないわけでだか

ら、やっぱりこういう調査の中に出てくる、そういう裏腹な中身を注意深く見る必要が

ある。

  それから、もう一つ、私が非常に驚いたのは、３８ページのこのうつ傾向の該当者割合

について、「１か月間に気分が沈んだり、ゆううつな気分になったりすることがあった」

というのと、その次の「どうしても物事に興味がわかない、あるいは心から楽しめない感

じがよくあった」という回答が、実は介護保険を受けてない人は３０．８％、前期高齢者

で３１．３％というふうに出ている。

  これは、もう単純に高齢期のうつなのか、それとも認知症予備軍としてのかなり認知

症に近いうつなのか、という問題もかなり含まれていて、これは実は大変な数字である

なと感じた。高齢者の方々が、こんなにうつ傾向にあるのかなということで、改めてちょ

っと驚いたところである。実はその後の４１ページには、現在治療中の病気というのが

あるが、うつ病は２％で、アルツハイマー、認知症でも６．６％である。

やはりこういうところに、さらに突っ込んで、このギャップをどうやってふるいにか

けて、今後の施策の中で生かしていくのかというようなことなどが求められてくるので

はないかと思う。

  そういうようなことを、今後、最終報告に向けて、我々も含め、建設的な分析をかけて

いければと思う。そういう点では、区で何か感じているところはあるか。

○介護保険課長 アンケート調査なので、１００％の回答率というのは難しく、５０％を

是とするかどうかということも大変微妙なところではあると思う。

  国が求めている数値というのが、今後、国の介護、高齢者の施策に基礎データとしてど

ういうふうに反映されていくのかということを踏まえた上で、区の計画を策定する必要

があると考えているが、単身の高齢率が実は高いということや、全国一の密集都市であ

る等、区の特性というのは、なかなか、このアンケートの中に、項目として加えることが

できなかったと思う。

  なので、今後、これはまた先ほど申し上げたように、地域の声を聞いて、それを反映し

た適切なプラン、計画を立てていかなければならないと思っている。保険料がそこで決

まっていくというのが介護保険の計画の悲しい性なので、そういったところも勘案しな

がら、まとめさせていただきたいと考えている。

○会長 ここまでのところでご質問はよろしいか。

○委員 今、介護保険課長からあったように豊島区は一人暮らしが多い。この調査の中で

も一番サンプル数が多いのが一人暮らしになっているが、この一人暮らし、夫婦二人暮

らしとか、このサンプル数は区の高齢者世帯の実態を大体表しているのではないだろう

か。であれば、５０％の回収率であってもまあよいのではないかと思っているのだが、こ

の一人暮らしの中で、この前半の１４ページや１５ページ等の設問はみな複数回答可で

当てはまるもの全てに丸をするという設問なので、そのような人はいないという回答の
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場合は、多分一個しか丸をつけないと思われる。

  そうすると、大体この一人暮らしの２割ぐらい、ほかの設問もそうなのだが、大体２割

ぐらいが、世話をやいてくれたり、看病してくれたりするような、つながりのある人がい

ないというような回答をしているなかで、この約２割弱の人を今後どうしていくかとい

うのが、今度計画を立てるときに重要になってくるのではないかと思う。

○会長 そのはか、いかがか。では、引き続き説明をお願いする。

【アンケート調査委託業者より資料１・第３章について説明】

○会長 ここまでのところで何かご質問があればお願いする。

○委員 最終集計に向けてお願いしたいのは、７２ページの性別・年代別・介護状態別の病

気の状況について。認知症については女性が多いという話が先ほどあったが、調査数１

５８の男性が２３．４に対し、女性が調査数２７２で４３．０となっている。女性がどち

らかというと長命だからということもあるので、年齢別に男女もクロスして集計してい

ただいて、その長命と認知症との関係を数値的にも出しておいたほうがいいように思う。

よろしくお願いしたい。

○会長 そのほか、いかが。よろしいか。では、引き続き説明をお願いする。

【アンケート調査委託業者より資料１・第４、５章について説明】

○会長 それでは、第４章と第５章のところで質問があればお願いする。

○委員 まず１点目、この事業所とケアマネジャーの調査は厚労省から指示されて全国的

に行われていることかどうかということをうかがいたい。

○介護保険課管理グループ係長 ケアマネジャー調査、事業所調査は区が任意で行ってい

るものである。

○委員 ということであれば、この２点を今回の調査に入れていただいたことで、とても

貴重な情報、データが得られたと思う。

  このアンケートを次期の計画に生かしていく上で少し気になったのが、ケアマネジャ

ーの研修のところで、回答の中で「レベル別の研修をもっとやってほしい」というような

ところがあったかと思うが、この点についても、多分区のほうでは、かなり力を入れてや

っているかと思うので、その様子をお聞きしたい。

あともう一つ、市町村によっては、ケアマネジャー自身の当事者の連絡協議会とかを

組織しているところがあり、その組織が自分たちで研修を企画して行っているというこ

とも多いと聞いているのだが、そのあたりの豊島区の取り組みとか、あるいはケアマネ

ジャー自身の研修企画とか、連絡協議会の活動状況について教えていただきたい。

○高齢者福祉課長 まず、ケアマネジャーの研修については、こちらの基幹型センターグ

ループから、各事業所のケアマネジャー等にも周知をしながら、ケアマネジメントの強

化研修等さまざまな研修を実施していきたいと考えているが、まだ件数的には、本年度

で３回ほどである。ただ、回数がなかなか確保できないというところもあるので、今回の

調査結果を踏まえて、研修の内容等を詰めていきたいと考えている。
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○介護保険課事業者指定グループ係長 後半の部分についてお答えをさせていただく。

  区内に介護支援専門員の団体が幾つかあり、そちらから、こういったような視点でお

話をしてもらえないかというような形の問い合わせが実際幾つかあり、その中で、例え

ばケアプラン点検というところについての考え方等についてお話をしているところであ

る。

  ちょっと視点が異なるが、国のほうで介護支援専門員の育成のカリキュラムが変更に

なり、更新研修、新規に受講された方と従前来から現場で仕事している方で実はカリキ

ュラムの違いが大きくなってきており、そのあたりの話が、介護支援専門員同士の話の

中で、話している内容やレベルが全然違うというところの中から、そういった連絡協議

会や、区のほうに何らかの研修を開いてもらえないだろうかという話につながっている

のかと思う。

○委員 今ご指摘があったように、主任ケアマネジャーの更新研修の条件が新たに加わり、

地域支援にかかわっているとか、あるいはそういう研修を企画するようなことをしない

と更新研修ができなくなってきているので、主任ケアマネの方には、そういったことを

やっていきたいという意見がもう既にかなり把握されていると思う。

  なので、ぜひそういう方には、自分たち自身のレベルに合った研修企画というところ

で活躍してもらえる場を設けていくとか、あるいはそういった介護支援専門員協議会の

組織運営を支援していくというようなところで区がかかわっていくと、より主任ケアマ

ネの方々にも励みになり、かつ、この研修については当事者の方が一番よくご存じなの

で、そういったことをやってもらえるようになると、大分このあたりのニーズへの対応

ができてくるのではないかと思う。

○委員 在宅医療連携推進会議で行っているケアマネの上級者編というのがあったと記憶

していて、多分２０人ぐらいの志の高い方はそういうのを受けているというのがあると

思うのだが、それはまた別のところで動いているということか。

○健康担当部長 今、委員からお話があったところは、在宅医療連携に特化した形でやっ

ているが、それ以外に、もちろん医療連携のないところはないだろうと思けれども、当面

の、日々のケアマネジメントの中でどういうようなことをやっていくのかというところ

は、また、もう少し幅の広いジャンルになるのかなと思う。

  両方とも必要であると考えているが、委員からお話があった在宅医療連携のところに

ついては、まずは医療と介護のマッチする部分を中心に、焦点をそこに当てた形でやる

形になるので、そのほかの日々の生活介護も含めたようなところのケアマネジメントの

あり方であるとか、そういったところを他のケアマネジャーさんに伝えていくというよ

うな、そういうふうなところは、また別なカリキュラムになってしまうので、そのあたり

が負担になるかと思うのだが、そういうことを今後さまざま検討していく必要があると

考えている。

○会長 よろしいか。
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○委員 委員のお話のとおり、このケアマネ自身からこういうのを企画しようというのは、

もう既に土壌として育ってきているというふうに感じるので、区が声をかければきっと

先に進むような形であると思うので、そのあたりをよろしくお願いしたい。

○介護保険課長 先ほど健康担当部長からの話でもあったが、６期の計画の中でも既に在

宅医療、介護連携の強化ということで行っている事業を掲載している。３０年４月から

は完全実施ということになり、７期の計画の段階でもうやることになっている中で、豊

島区は既に先進事例にも選ばれて、在宅医療連携推進会議等を行っているので、これを

さらに充実させるにあたって、今委員からいただいた意見等、やはり先ほどのアンケー

ト結果でも、まだまだ介護事業者からすると、医療の先生方とのハードルが少し高く感

じられている方もいる。ケアマネジャーの基礎資格がいろいろあるというところにも起

因すると思うが、そういったところもフォローできるような研修を今後考えていかなけ

ればならないというのは、課題として感じているところである。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 多分この問題のポイントになるのは何かというと、ケアマネジャーのキャリアパ

スがはっきりしてないということなのではないか。個別の研修というのは必要で、確か

に意欲的なケアマネもたくさんいるけども、自身の離職も含めて、何がどうなったら、ど

ういう給料になって、どんなスキルが必要であるとか、全体の自分の将来を見据えた場

合に何どうなのかとか、同じことは保育士にも言えることなのだが、そのあたりのこと。

個別の熱心の方は当然いらっしゃるけれども、全体像としての仕事のキャリアパスがは

っきりしているかどうかで、やはりモチベーションとか、そのあたりで何か差が出てく

ると思う。この調査結果の生データがとてもおもしろくて、例えば、どんな人がレベルや

経験に応じた研修を必要としているかどうかなど、いろいろとクロス集計すると実態が

浮き彫りになって、とても興味深い結果が出ると思うので、ぜひそういうことをやって

ほしいと思う。

  実のところ、この問題というのは、給与の問題とか離職の問題含めて、やっぱり、感情

労働をやっている方というのは、キャリアパスやキャリアデザインとかがはっきり見え

てきて、これから参入しようとする人についても何がどうなったら、どうなっていくの

かという自分の人生が見えてくれば、よりいいサービスが提供できるようになる、とい

うことに尽きるのではないか。

  ということで、このあたりのクロス集計をぜひお願いしたい。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 今話題になったケアマネジャーの質の向上に関して、８６ページの研修内容につ

いての回答の中で、２番目に高い５３．８％は、「支援困難事例の検討に関すること」と

いうふうになっている。関連して「介護保険外のサービスに関すること」が２０．５％と

出ている。

  私どもの職員にたくさんケアマネがいて、私もいろいろと相談を受けてプランを見る
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が、特に小規模をやっていて痛感するのは、非常に困難ケースが多くて、しかも被介護者

を直接どうこうするというよりも、家族ぐるみで何か面倒見なきゃならないというケー

スが多いということである。介護保険の制度発足以来、これだけ介護サービスのメニュ

ーもいろいろと膨らんできて、しかも利用者も多くなっている中で、私が思うのは、この

支援困難事例の検討であるとか、介護保険外のサービスに関することという回答が多い

ということは、往々にして、直接的に介護保険制度をどう使うか使わないかみたいな話

よりも、その方の社会的な環境も含めたケアをどうするかという、介護保険ではなくて、

非常に何か社会福祉士的な、ソーシャルワーク技術のようなものが相当求められている

ということを表しているのだと思う。

  今、日本のケアマネジャーの資質向上に欠かせない要素は、ソーシャルワーク能力を

どう高めるかということだと私は思っている。そのあたり、区はどのように考えている

のかということをちょっと伺っておきたい。

○介護保険課長 非常に重いご質問だと思う。昨日の夜の専門会議でも、「我が事・丸ご

と」、全部の全共生世代ということで、地域包括に関しても高齢者だけを見るのではなく

て、全方位でやるということを国は明確に打ち出しているので、今日のアンケート結果

の詳しい内容までは書けないが、７期の計画の中で包括のあり方というのは、保健福祉

審議会においてもそうでだが、かなり踏み込んだ検討をしていくものだと考えている。

  社会福祉士、いわゆるソーシャルワーカー、ＣＳＷさんも含め、豊島区は非常に充実し

ていて、見守り担当が包括に配置されており、そういう意味では、きちんと資源の配置を

先進的に行っている区だと思っているので、介護保険事業計画に書くのがふさわしいの

か、保健福祉計画に書くのがふさわしいのかは、これからまた委員の方々にご審議いた

だくとしても、介護保険事業計画がそういった視点を持ったものになっていくという認

識は、事務局としては持っているところである。

○委員 包括や何かで手厚くというようなことについて、豊島区はもうコミュニティソー

シャルワーカーを配置しており、先進的な区として、私もまちで大変お世話になってい

るが、そういうところを生かすと同時に、やはり一般ケアマネの資質向上が不可欠であ

る。先ほど溝口委員のほうから指摘があったように、ケアマネジャーのもともとの職種

がこれも非常に多岐にわたっている。だから、極端な例を言えば、全くソーシャルワーク

的なことは知らない医療系の方もいれば、またヘルパーだけをやってケアマネになった

方もいる。しかし、やっぱり事例的に言うと、本当にもうソーシャルワーク能力が高くな

いと、もうこれからのケアマネジャーはできないというぐらいの実態になっているので

はないかと私は思うので、このあたりは、ぜひ区としても先進を切れるような政策的な

提起をしていただきたいと思う。

  その次に、事業所調査のほうで、この９１ページの人材確保・定着・育成であるが、人

材が「確保できている」、「おおむね確保できている」というのが４９．７で、「あまり

確保できない」、「確保できてない」というのが、５２．５と逆転している。私は事業者
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代表の委員なので、切実なお話をさせていただくと、もう本当に実態を表していると思

う。特に東京は、もう東京オリンピックが決まった後から、ハローワークのハートフルコ

ーナーには人が少なくなったと池袋のハローワークの所長が嘆いていたぐらい、やっぱ

りひどい状況で、よく言われるように、居酒屋なんかでも、私も本当にこの池袋でも、界

隈でも感じるが、オーナーのおじいちゃんとおばあちゃん以外はみんな外国人であると

か、コンビニエンスストアでも、もうほとんどそういう状況になってきている。

  介護労働者は、そういう中でビラやチラシなんかを織り込んだって何の反応もないみ

たいな、そういう事態になっていて、実は私の知っているところでも、もう事業所を売ろ

うかとか、閉鎖しようかという話がどんどん出てきているのが実態である。

  やっぱり介護人材をどう確保するかという点で、これは主には大きく都道府県行政と

の関係が大きいと思うのだが、区としては、保険者として被保険者に対するサービスの

提供の義務があるわけなので、もちろん一義的には我々事業者が何とか頑張って確保し

なきゃという自覚の上で、行政としてどういう支援をしようとしているのか、そのあた

りの考えを聞いておきたい。

○介護保険課長 私がお答えするのに分不相応だとは思うが、やはり実情については私た

ちの耳に入ってきており、そういったことも含めたいろいろ取り組みを検討するにあた

り、限られた介護会計の中で何に保険料を充てるのかということを考えていくところで

ある。

  なかなか、一事業所の事業形態のところへ支援をするということについて、保険料を

納めていただいている被保険者すべてから理解を得ることは難しい。では、区が介護会

計じゃないところからどのように直接的な支援するかというと、それもなかなか難しい

ところがある。今、保育士に対しては、かなりの区でアパートの借り上げの提供などを行

っているところがり、東京都でもその事業もやっているが、必ずしも使い勝手のいい仕

組みではない、建てつけでないということで、なかなか、東京都が提案してきても手を挙

げる事業者がないというような実情である。

そんな中で、来年度、私どもが考えているのは、東京都が主催していた認知症の研修に

ついて、枠が厳しくて豊島区のほうで参加はしたくても参加に漏れてしまってなかなか

研修が受けられない、ところがその研修を受けると、そこの各事業所でとれる加算があ

るということがあり、来年度２９年度は、区の予算として区独自の研修を設定したとこ

ろである。

  それに加えて、２９年度の臨時的な処遇改善加算ということで、また再度、おおむね１

万円ということであるが、報酬改定も２９年度は定時的に行われるということもあるの

で、あとはできるだけ事業者の声を聞き、働きやすい職場にしていくために、私ども介護

保険課の事業者指導・指定のグループが中心になって取り組んでいくところなので、忌

憚のないご意見をこれからも聞かせていただきたいと思う。

○委員 では、１点だけ簡単にお願いをしておきたいのだが、今いわゆる認知症介護の実
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践者研修、基礎研修について、それを区のほうで努力してやりたいということで、喜んで

お受けしたいと思う。実際のところ、私も東京都に随分言っているのだが、東京、大阪、

名古屋などの殆どの大都市は、もう特定の財団に委託して、それ以外は認めないという

立場をとっている。全国的にみると、市なんかは、例えばケアマネ協会とかいろんなとこ

ろに委託をして、この養成をやっている。

  やはり、東京、大阪あたりの大都市がもう全く閉鎖的で、養成が叶わないという実態が

あるので、これはもう区に大いにやっていただきたい。

もう一つ、保育士については、私も保育園を始めたのでアパートの借り上げが前から

あるというのを聞き、びっくりして、介護はなぜないのかと東京都に随分と要請に行っ

た経緯がある。そうしたら、１０月から東京都は介護職にもアパートを雇用者が借りた

場合には補助を行うことになり、限度額が確か８万２，０００円で、そのうち７万円を補

助すると。

  それはいいと喜んでいたのだが、東京都の発表したコメントを見たら、地域密着型事

業は除くと書いてあって、これはどういうことかと。就業者確保というのは都道府県行

政なのだから、それは全くおかしいじゃないかというので、私も要求してきたのだが、ぜ

ひ区としても、そのあたりは敏感に、やっぱり雇用者がよりよい人材を確保できるよう

に、東京都のほうにも要請をしていただきたいということをお願いしておきたい。

○会長 そのほかいかがか。

○委員 今のところと関連しているのだが、９１ページの人材の確保について、「確保でき

ている」と「確保できていない」が、「確保できていない」ほうが逆転をしているという

話があり、９２ページのほうには、例えば「採用時に給与（賞与・手当等を含む）を他社

より好条件に設定している」という記載、９３ページには「定着・育成の取り組みとして、

管理職への登用の機会を設けている」や指導体制等についての記載がある。

実際に、私の大学の卒業生をみてみると、長く続いている子というのは、職場で休みを

とりやすいとか、いわゆるブラック企業みたいに長時間労働をしないでよくて、体力的

にも続くという子が結構多い。残念なことに９３ページのこの選択肢の中に労働時間の

話が入っていないが、精神的にもやっぱり疲れると続かないというところもあるので、

そういう意味では、労働時間というのは人材確保に関して大きな要素なのではないか思

う。

  それから、８１ページのほうの高齢者総合相談センターのところに戻るのだが、「連携

のとれる内容ととれない内容がある」という回答が約２０％あるということで、先ほど、

ＣＳＷを包括に配置しているという話もあったが、介護保険課長の話にあったような全

方位で高齢者だけじゃないということになったときに、センターごとに職員のレベルや

対応に違いがあるというのは、やはり、大きな問題に今後なるのではないかと思う。

  そういう意味で言うと、やはり高齢者総合相談センターのほうで、センターごとに違

いがあるということにならないように、区のほうで、評価をしたりとか、そういう研修で
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あったりとかいうことをしっかりやっていただけるとありがたいなと思う。

○高齢者福祉課長 高齢者総合相談センターの職員のレベルや対応に違いがあるというと

ころでのご指摘をいただいたが、今回のこのデータというのが客観的なデータというこ

とで、非常に重く受けとめている。私たちの中でも、このレベルの差というものについて

は、センターごとにやっぱりサービスの平準化をしないといけないというところは、非

常に大きな課題だと思っていて、各センターとは、毎月、実務者の連絡会を実施してお

り、今年度については、その中でそれぞれ事例を持ち寄って、その四つの総合相談センタ

ーの職員の中で事例検討を行いながら研修を重ねているところである。まだまだ、今年

度スタートしてやっているということで、十分でないところもあるが、このようなアン

ケート結果を受け、この結果も伝えながら、より研修の精度を上げて、しっかりとした認

識を持ちながら、区民へのサービス提供というものにしっかりと取り組んでいきたいと

考えている。

○会長 そのほか、いかがか。

○委員 この８１ページの表については、今のご指摘のように、確かに総合相談センター

のレベルの差というのもあるとは思うが、先ほど宮長委員からもご指摘があったように、

相談内容そのものが高齢者だけでは完結しないようなケースが実際に入ってきていて、

総合相談センターだけでは、やはり対応できない事例が増えているのではないかという

部分も考えられるかと思う。

  先ほど、介護保険課長のほうから全世代全対応型の包括ケアへの移行というところも

踏まえるというご指摘があったが、実際、例えば介護者がメンタルヘルスの問題がある

とか、あるいはその子供が不登校だとか、発達障害だとか、あるいは外国人の配偶者が介

護しているとか、というような複合的な問題が大分増えてきているので、高齢者総合相

談センターだけでは、そもそも連携が完結しないというところが、このデータが示して

いるもう一つの部分ではないかと思う。

  そういった点についても、次の介護保険事業計画の中で、じゃあその複合的な問題を

抱えた事例の対応を介護保険制度の中ではどうやっていくのかというところで、当然、

他機関との連携とか、役割分担の話なども出てくるかと思うのだが、実際、やはりそうい

う面を入れていかないと、包括だけでは対応できないというのが、実際示されているの

で、そのあたりについても次の計画の中で、またご検討いただければと思う。

○会長 そのほかいかがか。よろしいか。

  今回のアンケート結果で、全体的な傾向を捉えて生かしていくということが目的だと

思うのだが、一方で、この数字だけでは判断がいかないところ、見えない部分の状況につ

いても検討して、それを施策に反映させていく必要があるということを皆さんの意見か

ら感じた。

  また、豊島区は一人暮らしの高齢者が多いということで、やはり一人暮らしであって

も、できるだけ長く地域の中で生活できるようにするためには、どんな施策が必要なの
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かというようなことを、十分に検討していく必要があるのではないかと思う。

  特に１７ページのところで、一人暮らしの高齢者の人は、相談相手としてケアマネジ

ャーと回答している人が多いので、実際にケアマネジャーに相談している人もいるだろ

うし、きっとそうしなくてはならないだろうなというように思っている方もいると思う

ので、まずは窓口になるケアマネジャーの質の問題もやはり大きいのではないか。

  また、医療と介護の連携という意味でも、主任ケアマネに求められる役割が大変難し

い時代になってきているので、それに対応できるような主任ケアマネも育てていく必要

がある。そのあたりについても、行政のほうでバックアップしていかなくてはならない

のではないかということも、皆さんの意見の中で出されたので、そのあたりを、また、ぜ

ひこの会議の中でも検討していけたらというふうに思っている。

  長くなったが、この議事についてはここまでにして、地域密着型サービス運営委員会

のほうに移らせていただく。資料２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より資料２について説明】

○会長 ただいまの内容について、ご承認いただけるか。いかがか。

○委員 １点だけ質問がある。以前、この会議で指定の話が出たときに、委員の中から、全

くこういう名前だけ出ても何もわからないというご意見が出たこともあったが、今回、

この指定更新の中には、例えば千葉であるとか、そういうのも入っている。こういう更新

をするときに、豊島区としては、その事業者がどういう質であるのかというのを何か客

観的に見るような努力はしているのか。

○介護保険課事業者指定グループ係長 質の確保というところについて、地域密着型の事

業所の指定は、各自治体、保険者のほうが行うということになっており、各保険者の取り

組みが主になる。

  その中で豊島区のレベルは、どうかというところについては、来年度からだが、地域密

着型サービス事業所、通所介護というところの中で、運営推進会議に区の職員が一通り

参加しているというような段階である。やはり事業所の数というところの中で、保険者

の職員が参加するというのは、実は当たり前ではない。この間、厚生労働省が介在する研

修があり、そこには町村部、村の方も参加していて、中には事業所が１個しかないという

ようなところもあり、やはり別の意味、村の方々は事業所とのつながりが非常に強いと

いうようなことも確認することができた。

  なので、やはり今の話として、豊島区は２８万人の住民がいる、かなり大き目の自治体

になるので、豊島区としては質の確保というところで、実地指導を２年もしくは３年に

１回立ち入るという形で行っている。

  他県については、それぞれの違いがあり、今回、ご質問いただいたのは千葉県というこ

とで、一義的には県庁になるのだが、県の出先の部署がそういったような指導検査を定

期的に取り組み、地域密着の事業所については、市町村の職員が行っているというとこ

ろをこの間の話の中で情報を仕入れることができた。
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○委員 １点検討しておいていただきたいと思う。例えば、福祉サービスの第三者評価の

評価制度で言えば、東京都の第三者評価の実施数というのは、全国の７割を占めている。

他の都道府県は、もう第三者評価の実施数が少なく、比較する余地もない程度の数しか

ないというのが全国的な実態である。

  やはり、第三者評価についても外部評価のレベルの問題も随分指摘される面もあるが、

ただ、やっぱりそういう意味で言うと、やはり他県のサービス事業所を指定する、あるい

は更新するときに、そういう第三者評価をやっているのなら第三者評価を参考にする。

自己評価は必ずやっているはずですから、自己評価を取り寄せて、それをきちっと見る

とか、そういうことは最低限やっておく必要があると思う。だから、そのあたりは、今後

の課題としては検討していただいたほうがいいと思う。その点はいかがか。

○介護保険課長 地域密着サービスについて、確認という意味で皆さんに申し上げると、

昨年この１８名以下の通所事業所が、全部地域密着になるということで、これまでは豊

島区民の方がそこに行かれて、いろいろな事情で遠くに行かれていても、そこを使いた

いという希望があれば、全てどうぞということしかできなかった。

  地域密着型のサービスに通所が移ってきたということで、現在、豊島区民の方がお使

いになっているこういった千葉であるとか、そういったところの事業所については、そ

こをお使い続けている限りは、区民の方のサービスを別のところでとはなかなかできな

いので、こうした形で更新ということで、ちょっと見にいけるような範囲でないところ

も指定をせざるを得ないところもあるが、今後は新規に豊島区外の地域密着のサービス

を指定するというのは、かなり慎重にやるというか、まだ国保連とかの仕切りの中で全

てできない、全てやらないで済むということはないが、これからは少しそこのところで、

豊島区としてやれることを、やれる相手方と地域密着でということは考えている。

  現在、区民の方がお使いになっているところについては、今委員がおっしゃったよう

な客観的な資料、委員の方に示せるようなところまで、きちんとそろえるような方向で

検討したいと思う。

○委員 よろしくお願いする。

○会長 そのほかいかがか。よろしいか。

では今回、事業所指定として出されている内容についてご承認いただけたということ

でよろしいか。

（ 異議なし ）

○会長 ご承認いただいた。

  委員からのご意見にもあったように、今後は第三者評価の情報などもぜひ準備してい

ただき、この地域密着型サービスの承認を得るようにお願いする。

  では本日、予定していた議事はこれで終了となる。事務局より連絡事項があればお願

いいする。

○介護保険課長 今回、机上に配付させていただいた、前回１１月２日の第４回の推進会
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議の会議録については、修正等があれば今月２８日までに事務局にご連絡をいただきた

い。

  次回の会議については、年度末の忙しい時期で恐縮だが、３月２４日（金）の午後６時

３０分からを既に予定させていただいている。場所等正式な通知につきましては、後日

送付をさせていただく。

○委員 １点だけよろしいか。今のところ新聞報道しか我々は知るすべがない混合介護に

ついて、区の見解やコメントはないのか。新聞等では、どんどんと情報が出てきていると

思うのだが。

○介護保険課長 本来であれば、この会議で真っ先にご報告すべきところだが、現在、これ

から事業を開始するにあたっての予算を部局として２９年度予算に要求をしている段階

で、まだ正式には議会等で承認を得ていない状況なので、本日の議題には上げさせてい

ただかなかった。

  これまでは混合介護と報道されていたが、先週金曜日、２月１０日に内閣府の国家戦

略特区東京圏区域会議において、小池都知事から、利用者目線でということで、正式に選

択的介護という表現で、東京都が正式に特区申請ということを内閣府に対して行ったと

ころである。

  東京都は保険者ではないので、直接的にモデル事業をやる保険者のパートナーが必要

だということで、トップの判断もあって、豊島区がパートナーになることになり、１０日

の日に、区長も都知事と同席して、正式に申請についてやるというところの意思を表明

したところである。

  ３月の会議では、資料等もお示しできると思うが、事務方としては、課題ばかりが目に

ついて、非常に厳しい道のりを覚悟しているところであるので、ぜひ委員の皆さんには、

来年度以降もご審議をいただき、１年間で事業の実施案をつくり、早い時期に特区申請

の認定がおりれば、３０年度から豊島区でモデル事業としてやりたいというふうに考え

ているところなので、どうぞよろしくお願いしたい。

○委員 ありがとうございました。

○会長 本日は、委員の皆様から大変多くの活発なご意見をいただき、ありがとうござい

ました。

  これをもって、第５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５０分閉会）
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