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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６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 平成 29 年 3 月 24 日（金）18 時 30 分 ～20 時 07 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介護予防センターについて 

②介護予防・日常生活支援総合事業について 

③「選択的介護」に係る実証実験（モデル事業）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報告につい

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、滝井達子、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、根本昌寛

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、健康推進課長、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６時３０分開会） 

○会長 それでは、定刻となったので、第６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１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、ただいまから、介護保険事業計画推進会議の議題に入らせていただく。 

  本日最初の議事は、介護予防センターについてである。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 1について説明】 

○会長 では、ただいまの説明でご質問等があったらお受けしたい。いかがか。 

○委員 こういう介護予防拠点をつくるというのは、大変すばらしいことだと思って説明

をうかがっていたが、一番気になるのが、これが定着して効果が上がっていくのかどう

かというところ。高田に一カ所ということになると、本来であれば自分が歩いて行ける

範囲にあると利用は推進すると思う。 

  それから、やっぱりスポーツクラブなどもそうだが、最初は頑張ろうと思って行って

も、だんだん続かなくなるみたいなことがあるが、最初に個人とか団体とかの方たちに

ご利用いただくために、どういうことを考えているのかということが質問の１点。 

  あと今後この拠点で、例えば何か効果が上がったことがあれば、他の拠点をふやして

いくとか、拠点を探していくというような計画があるのか、２点お伺いしたい。 

○高齢者福祉課長 この施設は、区の施設を無償で貸し付けていたが、今回返還されたも

のを転換したため、高田という地区になっている。今後、各高齢者総合相談センターの

圏域ごとにつくっていきたいという計画はあるが、区有施設の中で、そういうところが

全て今適切にあるかというと、実際のところ全ての所にはないため、今後広げていくと

きには、そこが課題かと思っている。 

 また、効果の部分は、２ページ目の概略のところでお示しした健康長寿医療センターに

アドバイザーとして入っていただく形になっている。いろいろな効果測定を行ったり講

座を行う中で、どれだけ状況が変わったかということを見える化をして、効果測定をで

きるような形を考えている。 

  今回初めて実施をするということで、いろいろなことを試行錯誤、取り組みながら、
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また参加をしていただく方にアンケートをとりながら、住民の方が望むものは何なのか

ということをしっかりとこちらのほうで把握をし、この予防センターの機能、また運営

を考えていきたい。 

  このセンターの周知方法については、当然区の広報、ホームページ等でもお知らせを

していくが、リーフレットを区内の区民ひろばや、高齢者の方が多く集まるようなとこ

ろにも配置し、周知をしていきたい。 

  区内約 70 の高齢者クラブや、元気に活動されている方に、まず見学に来ていただき、

その方たちからまだ高齢者クラブに入っていない高齢者の区民の方に、広げていただく

ようなことも考えていこうと、今計画を練っている。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 委員の冒頭のことと重なるが、この構想自体は、これはこれでいいと思うが、高

田１カ所であると、例えば駒込や巣鴨のほうの人とかは送迎もないのでなかなか来れな

い。そうすると、来れる人しか来なくなることもあると思う。だからここはここでやり、

あとは地域にこちらから出ていっていただき、先ほど８圏域の中で新しく増やしていき

たいというお話だが、新たにそういう場所を確保するのは非常に難しいと思うので、地

域のすばらしい資源である、区民ひろばというのは２３カ所もある。そこを、それは所

管が違うとか、そんなことを言っている場合ではないから、そういうところを使える検

討も、これからしていただきたい。 

  もう一つ、先ほどの説明で、３番の交流活動の場の提供で、自主グループ活動の支援

に料理とか会食とある。高齢者の皆さんは、いろんな集まりをするときに、会食がある、

一緒に食事しましょうと言うとすごく集まる。お茶程度だと、なかなか集まりが悪いと

いうか、食べながら皆さんと情報交換や、いろんなお話をするのがやっぱり楽しみなの

だと。残念ながら区民ひろばは、調理ができない。そこで物をつくって食べようとする

と、保健所からだめと言われる。 

  例えば８圏域の中の一つの区民ひろばを、調理ができるようにも改修し会食ができる

ようになると、高齢者の皆さんも集まるし、そちらにスタッフの人が出ていって、この

事業をやっていけば、非常に効果もあると思うので、ぜひ検討してほしい。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 認識不足だが、この山吹の里の向かいというのは、最寄りの駅はどこか。 

○高齢者福祉課長 都電の学習院下が最寄りの駅になる。バス停も同じ名称。都電沿線の

方であると来やすいが、特に西部地区の方などは電車とバスの乗りつぎで、不便な場所

になるかと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 中ば感想的なところであるが、介護保険との絡みだったら、これはなかなかいい

と思うが、もっと先を見ていくと、目的で「高齢者がいつまでも元気でいきいき」とい

っても、必ず死というのは迎えるわけだ。リアリティに、連れ合いが亡くなるとか、生
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活習慣病とか、疾患とか、やっぱり向き合わなきゃいけないものというのはある。これ

を一応フィジカルな感じで、非常に体を鍛えて、なるべく要介護認定にされないように

というのはよくわかるが。実際に高齢者の方と話してみても、結構シビアな、別に死へ

の準備教育がどうか云々というよりも、医療とか疾患とか、やがて自分の人生とか、死

とか、そんなような、だから講座か何かで取り込んでいって、両方でやっていったほう

がより豊かになっていく気がする。余りにも体を鍛えたら何とかなるみたいな、そうい

う表面的なことよりも、もうちょっと自分の人生なり、何か命というものの香りがある

ような、何かプログラムだと、場面によっては、もっとそれで人が集まる可能性もあり

得るのかなという気がしたという、ちょっと言っておく。 

○会長  そのほか、いかがか。 

○委員 こちらの機能を見ると、とても重要な役割がいろいろ入っているが、質問の１点

目として、ここのセンターの職員は何人くらいで、どういう職種の方が担当されるのか。 

  もう１点は、今、元気な高齢者だと、介護予防という名前のついたところは避ける傾

向があり、むしろ若い人たちと一緒にスポーツクラブで運動したほうがいいとうニーズ

もある。それはそれでいいと思うが。予防センターが対象とする方々は、どういう方を

想定していくのか。先ほど住民のニーズに基づいてと言っていたが、一般の民間の資源

が利用できなくなった、あるいは利用したくない方々をターゲットにどういう事業をこ

こで行っていくのかは、今後いろいろ企画が必要な部分かと思う。そうしないと重複し

てしまったりとか、あるいは不要なものにお金をかけてしまったりという傾向もあると

思うので、ここに勤務する職員の方の属性と、今後のこの機能を実現していくための計

画とか、企画について、今の時点で何か検討されていることがあれば、教えてほしい。 

○高齢者福祉課長 まず職員体制だが、運営を社会福祉法人フロンティアに委託し、１人

の常駐という形になる。私ども職員は常駐するわけでないので、介護予防サポーターと

いう区で養成をしたサポーター、ボランティアが常に常駐をして、先ほどの測定や、情

報発信のアドバイスなどに臨むということになる。人数はこれからいろいろカリキュラ

ムの中で変わってくるかとは思うが、１名から２名はいるので、常時３名とか、そうい

う体制で行っていく。 

  特にこういう職種ということはないが、いろいろな形で講座の実施をするときには専

門の、例えば理学療法士の方がいらっしゃるときもある。先ほどの健康長寿の先生が来

て、講座をやられることもある。講座内容によって、また人数も変わってくると思って

いる。 

  今後の講座も、先ほど委員のほうからもお話があったように体操だけが全ての講座で

はないと私どもも思っている。特に体を動かすだけではなく、例えば認知症のいろいろ

な予防になるような文化的な講座もやったほうがいいということもある。 

  取りかかりとして運動のほうだけになっているが、今後は先ほどのご意見も踏まえな

がら増やしていきたいし、またいろいろな形でアドバイスをいただければと思っている。 
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○委員 そうすると介護予防サポーターの方々が、ここの企画運営の中心となりながら、

さまざまなことを行っていき、職員の方は事務担当のような形になるのか。 

○高齢者福祉課長 企画については、フロンティアの職員が立て、そこの中の補助的なと

ころでサポーターが活躍をしていくということを最初考えている。当然、軌道に乗るま

では、私ども区の職員も一緒にかかわりながら、プログラムも考えていくが、最終的に

は、そのフロンティアのほうで講座等をまとめてやっていくようになるし、フロンティ

アとサポーター、また住民の方たちがこういうことをやりたいというところで、話にな

れば一緒に企画を考えていくと思っている。 

○委員 本当に住民主体活動の核としての介護サポーターの方々がいきいきと自主的に活

動できるのかどうかも、とても重要かと思う。あとは健康長寿医療センターの科学的な

視点とか、あるいはリハビリテーションの専門家の方々の機能訓練の視点だとか、いろ

いろな専門機関の視点が入ってくるので、そのコーディネートもなかなか難しいような

気がするが、この目的が実現できるように、また、引き続き様子を教えていただきたい。 

○会長 そのほかいかがか。 

       （なし） 

○会長 よろしいか。ぜひ、この介護予防センターができたことを、まず元気な高齢者の

方たちに情報が十分に伝わるようにお願いしたい。大正大学で、東京都の健康長寿医療

センター研究所の方がこういった体力測定を実施したときがあって、西巣鴨の住民の方

たち、結構元気な方が、やっぱり測定してもらうというのを楽しみにして、その結果が

フィードバックされる、それで自分がどうなのかということを結構関心をもっていたの

で、ぜひ元気な方には計測や、チェックができるというような情報などを流していただ

きたい。 

  先ほど委員が言っていたように、やはり高齢期が充実していく、あるいは元気なうち

から、人生最後までどうするかということを考えなければいけない。そういう講座とか

情報提供もあわせて、この介護予防センターの中でいろいろ提供できると、さらにいい

のではないかと委員の皆さんの意見を伺って感じた。よろしくお願いたい。 

  それでは、次の議題に移る。二つ目の議事は、介護予防・日常生活支援総合事業につ

いて、事務局よりご説明お願いする。 

【高齢者福祉課長より資料２について説明】 

○会長 では、資料２について、何かご質問があったらお願いする。いかがか。 

○委員 サービス提供事業者がシルバー人材センターということで、ちょっと伺いたい。

このＢ型のほうは、もうどこまでもシルバー人材センターの人員でサービスを提供して

いくという方針か。 

○高齢者福祉課長 今回住民主体でのサービス提供を、シルバー人材センターがぜひやり

たいということでお話をいただいた。今回、初めてのことなので、どれだけ、どこまで

できるかというところは、やりながらということになる。ほかの事業者も、例えばＮＰ
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Ｏだとか、住民主体でやってみたいという事業者がいれば、それはご相談させていただ

きながら、サービスメニューの中に加えていきたいと考えている。 

○委員 そうすると、お支払いは、ほかのＮＰＯさんでも３０分５００円というところで、

そういう料金体系は変わらずに、ということか。 

○高齢者福祉課長 今回、この料金体系については、シルバー人材センターがこのような

形でということになっている。例えば、ほかのところが参入を希望した場合は、そちら

のほうの希望の額となるので、このシルバー人材センターの金額がベースということで

はない。任意で設定をしていただき、あとは紹介をしたときに、利用者がどこを選ぶか

というような形になると思う。 

○委員 わかった。 

○会長 よろしいか。そのほかいかがか。 

○委員 このシルバーサービス人材センターの方がサービスを提供しているときに、サー

ビス内容は書いてあるが、実際お宅に伺って、こういったことをやっているときに、ご

家庭内でトラブルがあったり、困ったことが発生したりしたとき、サービスの提供者と

しては、総合相談センターのほうにつなぐというような仕組みがあるか、何か困ったこ

とがあったときには、実施者はどこにつなぐのか。 

  また先ほど訪問ヘルパーの初任者研修と同程度ということだったが、２回の、１月２

５日、２７日の、実施したもの以外に継続して行うというようなことはお考か、２点を

質問したい。 

○高齢者福祉課長 まず研修のほうだが、丸２日間で実施をして、修了証を出したので、

今回受けた方は、それで修了という形になる。新たにシルバー人材センターの中で、こ

のサービスを行いたいという方がいた場合は、また新たに研修をしていただくという形

になる。 

○会長 困ったことがあったときは。 

○高齢者福祉介護予防Ｇ係長 事故があった場合、会員が現場でトラブルとかあった場合

は、まずはシルバー人材センターに連絡をして、そこから各包括に必要であれば連絡す

る。あとはもちろん緊急の場合は１１９番という、形の流れになっている。 

○委員 実際にヘルパーや介護福祉士の方が現行で行っている訪問介護のサービスであれ

ば、例えば家庭の中のいろんなトラブル、事情を、いろんなことのご相談を受けたりす

る。住民主体であると幾ら言ったとしても、困っていることの相談を受けたが、自分で

解決できないというようなことがあったときに、どのようにつなぐような仕組みになっ

ているかというところをお聞きしたい。 

○高齢者福祉課長 その場合には、お話を聞いた内容をそのまま高齢者総合相談センター

のほうに返せば、そちらのほうで対応するという流れになっている。 

○会長 よろしいか。そのほかいかがか。 

○委員 このサービスの対象者が要支援１・２になっているが、その人たちは介護保険の
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サービスは既に受けられる資格があって、その時の負担は１割とか２割でいいような話

だと思うが。この場合はそれを超えたのを頼みたいときだけ利用するということか。 

  それとも要支援１・２の人は今までどおりの、何か月に６万とか８万とかサービスを

受けられる額があるときは、介護保険を使って、それで足りない場合にこれを使うよう

になるのか。 

○高齢者福祉課長 今回のこのサービスについては、要支援１・２、またチェックリスト

の対象者の、比較的身体状況が、ちょっとした手助けがあれば、ご自身でいろいろなこ

とができるような方を対象にしている。当然、いろいろな形で支援が必要な方がいるの

で、今回のこのサービスの内容については身体介護を伴わないようなもの、例えば、衣

類の整理やちょっと重いものを動かす、または衣がえをするようなときに、ご自身では

できない方たちに対して、訪問型サービスのＢを使っていただく。また買い物の場合に

は、定期的な買い物はできるが、お米を買ったりとか、お水を買ったりとか、重い物を

持って買い物をするのは難しいという方がいた場合に、このようなサービスを使ってい

ただくことを想定している。当然、要支援１・２の方でも身体介護が必要な場合には、

こちらのサービスは受けられない。高齢者総合相談センターのほうで、ご自身の状況、

どのような生活をしたいかを丁寧な聞き取り、話し合いをしながら、こういうサービス

があるというのを紹介した中で、このサービスを利用したいという方がいればサービス

につなげていくというような形で考えている。 

○委員 そうすると区別がすごくわかりにくい。要支援１・２というのは利用できる人は

そっちがメインで使っているほうが便利ではないか。 

○高齢者福祉課長 今回、この総合事業というものは新しい制度になるので、まだまだ周

知が進んでいない、皆さんに理解いただけていない部分もある。こういうところについ

ては、高齢者総合相談センターのほうで丁寧な説明と、重ねて話をしていくようになる

が、当然、それは選択をしていただくという形になるので、全部シルバー人材センター

のサービスＢを使ってくださいというような話ではないので、そこは丁寧に説明をした

いと思っている。 

○会長 よろしいか。 

○委員 少しわかりにくいが、よいとする。 

○委員 これのサービスの利用に当たっては、計画として、高齢者総合相談センターの方

が携わって、この選択を、サービスの種類を説明し、選択をしてもらうということの手

順でよろしいか。 

○高齢者福祉課長 おっしゃるとおりである。 

○会長 そのほかいかがか。 

○委員 現在、訪問型サービスＣが既に始まっているが、何件程度やっているのかという

ことと、介護予防・生活支援サービス事業全体からみると、訪問型サービス 4 種類と通

所型サービス 3 種類はどれくらいの割合で、今後、利用されると考えているかというこ
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とを教えてほしい。 

○高齢者福祉課長 まず訪問型サービスＣ、短期集中の支援のサービスだが、３種類あっ

て、リハビリテーション、口腔ケア、そして低栄養の改善を実施している。１月末現在

リハビリテーションは２件、口腔ケアは４件、低栄養の改善が３件という状況である。 

  割合について、まだ、今後どのくらいというところまでは出してはいないが新たなサ

ービスも加わるので、総合事業をこれから一層周知しながら、要支援１・２の方等に、

こういうようなサービスがあるというのをしっかりと周知し、より軽度な方には、せっ

かくある制度なので、紹介をしっかりして利用していただけるよう努力をしていきたい。 

○委員 例えば①のもともとの現行相当サービスよりも下の②-④のサービスほうが区の

負担も区民の負担も少ないという意味で、区としてもできれば、少ない負担のほうにも

っていきたいという考えか。 

○介護保険課長 現行相当サービスについても、地域支援事業に移行したので既に予防給

付ではない。豊島区は総合事業に移行するに当たって、これを、激変をさせずに、国相

当の基準のまま横引きという形で地域支援事業に移行したというのが、この①と⑤の事

業である。今後この①と⑤についても、どのような内容が適切なのかということも含め

て、みなしをどうしていくかということともに検討する時期が来ると思う。 

  今委員がおっしゃった、区にとって、どういう負担になるかということも、介護会計

としては非常に重要な要素だが、これまで予防給付を受けてこられた方たちが厳然とし

て存在するので、ここで生活に支障が出ないというとは、まず大原則だと思うので、そ

こを踏まえた中で、再度見直しについては、みなし指定を更新する時期が来るので、そ

こで検討をしていくということになるかと思う。 

○会長 そのほか、いかがか。よろしいか。 

  利用しようと考える方にとっては、ちょっと複雑なので、ぜひ住民の方たちには、区

民の方たちにわかりやすく説明ができるように、取り組んでいただきたい。 

  続いて、次の議題に移る。 

  三つ目の議事は、選択介護に係る実証実験モデル事業について、事務局より説明を、

お願いする。 

【介護保険課管理Ｇ係長より資料３について説明】 

○会長 それでは、資料３についてご質問のある方。いかがか。 

○委員 この選択的介護というのか、発想としてはいろいろとあるだろうが、３月の上旬

ごろの情報だと、こういった混合介護についての厚労省の態度は、非常に慎重というか、

消極的というか。最後に留意事項で言っていた、厚労省もいろいろと懸念をしていると

いうことだが、一方で、規制改革会議のほうは、６月ごろ答申を出し、進めているよう

す。国が慎重で消極的なところに、こういうモデル事業をやってもと思うが、今現在国

はどんな状況なのか。 

○介護保険課管理Ｇ係長 厚労省とはこれから検討を重ねていくところなので、まだ具体
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の話はしていない。モデル事業を実施する時点では主管庁である厚労省の承認なくして

できるものではないので、一つ一つの案について厚労省と検討を積み重ねながら、３０

年は確実なところから実施したいと考えている。 

○委員 １年間、検討の時間があるようだが、今の介護保険制度すら高齢者の皆さんにと

っては非常にわかりにくい仕組みだ。ご家族がいれば別なのだろうが、ひとり暮らしと

か高齢者世帯の皆さんには、なかなかわかりにくい仕組みになっているところに、こう

いう制度が入ってきたら、本当にこの留意事項の１番目に書いてあるようなことがきち

んと担保できるのかどうか。非常に大変なので、じっくり検討して、本当に高齢者の皆

さんが利用されるようなことのないよう、きちっと充実できて、理解ができて、お金が

ないからそのサービスが受けられなくなるような形にだけは、上乗せ横出しが利用でき

ないとその事業者からは介護保険のサービスも届かなくなるような形にだけはしないよ

うにしないといけないと思う。意見だけ。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 これはケアマネジャーの方がとても重要な役割を担うと思うが、ケアマネジャー

の方の研修とか、あと利用者もこのモデル事業をやる場合、やはり、ある程度、選択し

ていかないと、不特定で、誰でもニーズがあったからできるというものでもないと思う

が、そのあたりはどのようなことを今考えているのか教えてほしい。 

○介護保険課管理Ｇ係長 選択的介護は適切なケアマネジメントが根幹となるので、先進

自治体へも視察も含めて、ケアマネジメントのあり方についても同時に検討していきた

いと考えている。今後の研修をどのようにしていくかについても厚労省等と協議をしな

がら進めていきたいと考えている。 

 また、ご利用者の方へのわかりやすさという点は、今、ご利用者の方の身体状況に応じ

たケアプランは、ケアマネジャーが一つ一つ説明をしながら組み立てている。今の形に

するか、もしくは一つ一つのサービスを時間で細かく区切るのではなく、パッケージに

してトータルの時間内でニーズを支えるというような、そんなプランのあり方について

も検討できればと思っている。 

○委員 わかった。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 今のお答えとの関係で聞きたいが、例えばこういう保険内サービスについても、

担当のケアマネジャーがケアプランを立てて、かかわっていくということになるのか。 

  それから、そのことの報酬はどういうふうになるのか。これはイメージとしてはっき

り押さえておきたいので、いかがか。 

○介護保険課管理Ｇ係長  今現在もケアプランの中で、保険サービス以外の保険外サー

ビスについても必要なものはプランに掲載するというのが原則となっている。 

  ただ、選択的介護となった場合に、保険外の部分についてケアマネジャーにどこまで

責任を負わせるのかというところは大きな課題と受け止めている。基本的には保険外
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サービスは自由契約となるので、利用者と事業者間の約束事となる。 

  その保険外と保険内とをどのように一体化させて、かつケアマネジャーの方に大きな

負担がいかないように、さらには認知機能の衰えた高齢の方にもご理解いただけるよう

な契約にしていくのか、課題は山積しているがなるべくわかりやすい形で解決できるよ

うにしていきたい。 

○委員 非常に難しいところだと思う。私もあちこちで話を聞くときに、介護保険と「家

政婦は見た」の世界は基本的に違う。「家政婦は見た」のほうは、自分の金で雇ったの

だから、俺の好きなようにやってくれよと。しかし、介護保険のほうは先ほど説明があ

ったように、公費と皆さんの負担で成り立っているわけだから、もともと自立というこ

とを前提にして、組み立てているサービスだ。 

  結局いわゆる保険外サービスのところまでケアマネジャーがかかわった場合に、安き

に流れるというか、高きに流れるというか、そういう傾向になりはしないのかと。 

  つまり介護保険制度の枠の中だと、それぞれ法の精神に基づいた、人員、設備、運営

の基準というのがあって、それで全部やるが、そこから離れたときに、いや、この人は

お金があるから四の五の言うよりも、この人の希望するように「家政婦は見た」に近い

ことをやったほうがいいんじゃないかというふうに流れないかという、その辺の歯どめ

は大丈夫なのか。 

○介護保険課管理Ｇ係長 利用者保護の仕組みは本当に大きな課題で、例えば一つ一つの

ケアプランを行政職員が確認し、承認をした上でのサービス提供といった方法もある

かと思う。そのほかパッケージプランということで、そのパッケージでしか認めない

ような類型をつくっていくということもあるかと思う。 

  いずれにしても、提供サービスをどうしていくかというところで、まずニーズの把握

から進めていきたいと思っているので、その上で、どのようにわかりやすく、また利用

者の方を守るようなプランにできるかというところを考えていきたい。 

○委員 今、最後に出たニーズというところ、初めから私も聞きたいと思っていたが、こ

ういう保険外サービスを組み合わせてやるべきだという事業者からの要望があったのか

どうか。あったとしたら、いつごろからあったのか。 

  それから、もしあったとしたら、どういう規模の事業者がそういうことを望んできた

のかと。それから、一方では区民の方からそういう要望があったのかどうか。その辺を

教えていただきたい。 

○介護保険課管理Ｇ係長 ２月１０日の東京都の特区の申請を受けてこの検討を開始した。

具体的な声として一つ一つを聞くというよりは、団体の方等からのヒアリングでお伺い

しているが、事業所の中にも賛否両論がある。 

  区民の方については、新聞報道があり、これは区が取材を受けない中での新聞報道で

はあったが、それをごらんになった区民の方から期待するご意見もあった。 

  一からのスタートなので、区内事業所や区民の方の要望等について２９年早々にヒア
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リングを開始したいと考えているが、具体の形はまだ何一つ決まっていないという状況

である。 

○委員 今のお話にもあったが、私もちらっと聞いたときには、日本の介護業界では、相

当大手の介護事業会社の取締役なんかは、こういうことをかつて社内で検討していたと

いうようなことを聞いたことはある。 

  この公正取引委員会、最近、全然介護や福祉に関係ないところから、いろいろなこう

いう意見が出てくるのが今の日本の特徴だと思うが、介護人材の不足の解決策みたいな

こともこの資料で書いてあるが、例えば、今訪問看護をやっている事業者というのは、

訪問看護のヘルパーがいなくて、集まらなくて、もうサービスを提供できないと、もう

店じまいしなきゃとか、そういうところが全国的に広がっている。 

  そうすると、じゃあこれで本当に低賃金を解決するようなものにつながるのかといっ

たら、もともとの介護保険サービスすらも提供し切れないような現実にある中で、もし

仮に先ほど私が例に挙げたような大手さんで、職員を吸収する力があるところがどんど

んこういうことはやる。一方では、介護人材が今もう絶対数育てられてきてないわけだ

から、そういう意味では、明らかに介護人材の不足と矛盾する事態が起きないのか、私

なんかは逆に心配して、この選択的介護、検討の背景というのとは、ほとんど何か結論

というか、ここに来る結論とは合わないような気がしてならないが、それは違うのか。 

○介護保険課長 まず基本的に７期の介護保険の事業計画は粛々と国の規定に基づき、法

改正に基づいてプランを練り、そして保険料を決めていくということが、まず大前提に

なると思う。 

  今、委員ご懸念をされていた件については、もちろん先ほど申し上げたように、これ

からきちんと１年かけて徐々に詰めていくところであるが、一方で、やはりこのまま報

酬に頼っている中で、保険料がやはり３，０００円からスタートして、このままでいく

と非課税の世帯の方でも月８，０００円を超えるといわれている現状を何とか打破をし

なければいけないという課題の視点があるのも事実である。私どもは、一応モデル事業

ということで東京都とタッグを組んでやっていくわけだが、そこではいろいろな条件づ

けをして、質の担保をするということは、可能な範囲でハンドルを握っていきたいと思

っている。 

  実際に、委員がご懸念なさっているような大手が囲い込むような、本来保険であり、

どなたにも平等に提供されるべき社会保障としての介護保険の側面が損なわれるような

ことが、豊島区内で起こるというようなことがあっては、これはもう大変なことなので、

モデル事業を３年間とらせてくれといったところは、まさしくそこである。短いスパン

で、短いところで短絡的な結論を出してしまえば、それがもし全国に波及したときに、

これは豊島区の名誉でもあるかもしれないが、終生、社会保障の本に名前が残るという

ことになるのはとても大変なことなので、３年をかけて丁寧にまずつくり込みたいとい

うことである。 
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  ７期の計画はここでご審議をいただいたものできちんと組んで、その７期を展開して

いく中で出てくるさまざまな課題をこのモデル事業を組み合わせながら、何がいいもの

なのか、あるいは基本計画の中で新たにやっていくものとどうやってリンクさせていく

のかということを、少し丁寧に時間をかけてやっていきたいと思っているので、計画の

推進とともに報告をさせていただきながらご意見をいただいていきたい。委員ご懸念の

点については、私どもも非常に感じていないわけではない。 

  また、本来なかなか時間をとれないケアマネジャーとのヒアリングの時間であるとか

は、これから丁寧にとっていきたいと思っているので、そこで少しずつ進ませていただ

ければありがたいと思っている。 

○委員 最後にお願いしたい。今、ご説明いただいて、豊島区は変な意味での先進区にな

らないようにという気持ちもあり、今日いただいてこれから議題になる、このアンケー

ト調査の冊子の１３６ページを見ると、上限まで介護保険の制度を利用しないというの

が出ており、３番目の理由が、利用料が高くなるためといっている、かなりの率でこれ

は出ているわけだ。 

  やっぱり利用料負担が相当介護保険サービスの利用の負荷になっているということは、

いろいろな世論調査でもはっきり出ているので、間違っても、やっぱり金の切れ目が介

護の切れ目にならないように、ぜひ慎重に検討していただきたいということを要望して

終わる。 

○委員 私も店じまいをしなくてはいけないような、小規模事業所の訪問介護の社長をや

っている。今回のこのモデル事業を進めていく上で、豊島区に訪問介護事業所の連絡会

というのがないので、ぜひ連絡会をつくっていただき、その中で、いろいろな事業所さ

んのご意見、状況、ヘルパー不足の状況の把握とか、そういうこともあわせてしていた

だければいいかと思う。 

○健康担当部長 今、まさにそのあたり必要かと思っている。訪問介護事業所、訪問看護

ステーション、そういったところとの連絡会などをきちんとつくらないと、今それぞれ

ご議論があったようなこともできない。今後、新しいサービスを構築していくときに、

それぞれの事業所のお考えはもちろん尊重しなければいけないと思っている。業態ごと

と申すか、分野ごとのやっぱり意見の方向性みたいなものをきちんと理解させていただ

かないと、在宅医療連携のほうも進まない。こういった新しい取り組みは一層進まない

わけで、そのあたりはご指摘のとおりかと思っている。 

○会長 活発なご意見をいただけた。そのことを行政のほうでも検討のときに生かしてい

ただきたいと思う。進行をしていく中で、必ずこちらの会議のほうでも報告をしていた

だき、また委員の皆様からのご意見などを頂戴していくという形で進めていくとしてい

ただきたい。 

  それでは、次の議事に移る。 

 四つ目の議事は、第７期介護保険事業計画のためのアンケート調査報告について。 
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  事務局に説明をお願いする。 

【アンケート調査委託業者より資料４について説明】 

○会長 資料４について何かご質問がありましたら、お願いする。いかがか。 

○委員 ２０６、２０７ページのところは、最後に説明していただいたが、この結果を受

けて、次の介護保険事業計画の中に、どのようなことを反映させていこうと考えている

のか、少し説明いただければと思う。 

○介護保険課長  ケアマネジャー調査が実はもう少し回収率が高ければよかったなとい

うのが、残念だったと思っている。大体１００人以上を想定していたが、分母が６２と

いうことで、際立ち方、でこぼこが大きく見えているが、実数として余り差がないとい

う実情がある。 

  ただ、共通に見えてきたのは、先ほど申し上げたように、一つは従事期間に応じた研

修体制がないということで、特に１人ケアマネジャーがこの制度の変更だとかについて

いけない部分もあって、かなり悩んでいらっしゃるというようなこともある。 

  先ほど委員のほうからも連絡会をというようなお話もあったが、私どもが今、実際に

やっている育成支援の部分だけでは足りないというところもあるし、当然、包括のほう

を中心にしてケアマネジャーへの支援をしていただいているので、そこをさらに強化し

ていくような形で計画の中で書き込んでいくというのは、一つ大きな視点になるかと思

う。既に改正法の案の中でも、さらに包括の強化ということと、それから自治体として

の、保険者としての義務強化ということがはっきりうたわれており、そこは重要なポイ

ントとして、これから、この結果を絞り込んで書き込んでいきたいと考えている。 

○委員 包括もいろいろな役割が期待されていて、片方では地域支援もやらなきゃいけな

いが、こういうケアマネジャー支援というところも非常に重要な役割になってくる。そ

うかといっても、何でもかんでもできるかというと、限られた人員と予算の中では、優

先順位をつけざるを得ないというのもまた現実かと思う。 

  ただ、ケアマネジャー支援に関しては、やはり包括が地域ごとにバックアップしてい

く体制というのは、ほかで担えない部分でもあるので、ぜひ優先順位を高めて、取り組

んでいただければと思う。 

  あとは、先ほど介護特区の話が出てきたが、あの説明とか、あるいは実態把握という

ところでも、介護保険事業所とともにケアマネジャーの組織化と、ケアマネジャーから

の意見聴取とかいうのも、また大事になってくるので、ぜひ介護支援専門員の方々の団

体を支援しながら、この研修企画とか、自分たちでやりたいことなどがお任せできるよ

うな形も一つかと思う。 

○高齢者福祉課基幹型センターＧ係長 こちらの包括支援センターを担当する課としても、

係としても、ケアマネジャーの育成支援については、とても重要な課題だと思っており、

実は来年度に向けて、民間のケアマネジャーを委員としたケアマネジャー向けの研修企

画委員会というのを立ち上げ、今日ちょうど第１回目を開催したところだ。 



- 14 -

  地域のケアマネジャーの意見によって、１年間のケアマネジャー向け研修を模索して、

それでケアマネジャーの育成に役立てたい。同時に、包括支援センターの主任ケアマネ

ジャーを委員とした、こちらはケアマネジャーの育成委員会というものを同時に立ち上

げ、こちらも実際のケアマネジャー向け研修についての企画をしていく予定でいる。 

○会長 そのほか、いかがか。 

○委員 この資料の見方として教えてほしいが、何とどう比較して豊島区、例えば、まず

アンケートの回答者の年齢とか。年齢分布、例えば８ページにあるが、この年齢の回答

者というのは、実際の年齢分布と何か反映しているのかどうか、特定の年齢層が高いの

か低いのか。 

  つまりアンケートが、全体のどこが代表しているかということを知っておきたい。例

えば８ページの年齢でいけば、実際、豊島区の６５歳から６９歳とか、９５歳以上の実

際の年齢分布と回答者の年齢分布と、利用があれば、偏りがないみたいなことがはっき

りわかって、より豊かな情報が得られたかなということ。 

  それが、例えば全国とか、特に豊島区はどこが問題なのかとか、だから何をすべきか

とか、項目がばーっと出ただけでいいのか悪いのか、多いのか少ないのか、何だかわか

らない。要するに、結果自体はわかるのだが、どうやって見て、豊島区をより豊かな区

にしていこうかということのヒントは、ちょっときついところがある。その辺はどうか。 

  これと同等な調査をやった、どこかほかのデータの比較対象があって、それと見て、

豊島区はどうなのかということがこれからはわかるのか。その辺教えてほしい。 

○介護保険課管理Ｇ係長 比較というのを言えるかどうか、実は迷ったところではある。

あくまでもこのアンケートにお答えいただいた方の、その内容についての分析を今回し

ている。実際のところ、このご回答をいただいているのは、かなりご高齢の方が多い。

８ページのところで、ご協力いただいているのは、割合としてはご高齢の方がかなり多

く実際の年齢のずれがどうしても生じてくるが、ただこのアンケートにご協力いただい

た方の中で、どういった像が見えてくるのかというところについては、私どももなるべ

くクロスの中で浮かび上がらせるような形にしたいというふうにかけたところではある。 

  次期計画を策定していく中で、実際の今度は、区の目指すべき方向性を出していく中

で、もう少し今回のこのアンケートのデータを活用しながら、次のクロスもちょっと考

えているので、今回の、このアンケートについては、あくまでもお答えいただいた方の

中から浮かび上がってきた像をわかりやすくお伝えするというところでとどめている。 

○委員 やっぱり、そういうことですよね。つまり、これが実際の豊島区の実情を反映し

たもので、あくまでも一つの参考資料としては使えるが、これで何かを進めていくと、

このアンケートの回答者に対してはできるが、実際の実態には沿うとは限らないという

ことで、その辺は十分注意して、お願いしたい。 

○会長 そのほか、いかがか。 

  この報告書の納品のスケジュールがあるので、本日、皆様からお出しいただいたご意
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見については、事務局で再度検討した上、報告書の内容については、事務局に一任とい

うことでもよろしいか。 

（異議なし） 

○会長 それでは、事務局に一任ということで進めさせていただく。 

  なお、今回のアンケート調査について、そのほかご意見、ご要望などがあったら、本

日机上に配付している、この介護保険アンケート調査についてのご意見、ご要望などに

ついて事務局までご送付をいただきたい。いただいたご意見については、今後の計画案

策定の際に検討することとさせていただく。よろしくお願いする。 

  では、本日は地域密着型サービス事業所の指定はないので、予定していた議事は、こ

れで終了となる。 

  事務局より、ほかに連絡事項などは。 

○介護保険課長 最後に、保健福祉部長より一言ご挨拶を申し上げる。 

     【保健福祉部長より挨拶】 

○介護保険課長  机上に前回第５回の事業計画推進会議の会議録の要旨案を置かせてい

ただいた。修正があれば４月７日までに事務局までご連絡をいただきたい。 

  また、先ほどのアンケート調査についてのご意見、ご要望についても、同様に４月７

日までにお願いいたしたい。 

  次回の開催は、日程が決まり次第、ご連絡をさせていただく。来年度の会議に当たり、

団体等々委員のご交代がある場合には、事務局までご連絡をいただければ幸いだ。 

○会長 ありがとうございました。 

  大変活発なご意見をいただいたので、また、とても有意義な年度末最後の会議を終了

できる。また、今事務局のほうからご説明があったように、来年度会議の日程が決まっ

たら、ご連絡をする。 

  これをもって、第６回介護保険事業計画推進会議を終了させていただく。 

  ご協力ありがとうございました。 

（午後８時０７分閉会） 
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