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（午後１時５８分開会） 

○介護保険特命担当課長 それでは、皆様おそろいでございますので、第１回選択的介護

モデル事業に関する有識者会議を開会させていただきます。 

  本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。会

長が互選されるまでの進行を務めさせていただきます、豊島区介護保険特命担当課長の

佐藤でございます。よろしくお願いいたします。 

【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】 

【豊島区介護保険特命担当課長より資料 1について説明】 

【豊島区介護保険特命担当課長より資料２に基づき各委員の紹介】 

続きまして、事務局でございますが、豊島区と東京都の共同で運営させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、設置要綱第５条の規定により、会長を委員の互選により決定いただきた

いと思います。どなたかご推薦ありますでしょうか。 

○委員 この会議のテーマに関するこれまでのご経験やご知見を踏まえまして、八代委員

が会長に適任だと思いますが、いかがでしょうか。 

（異議なし） 

○介護保険特命担当課長 ただいま異議なしというお声をいただきました。それでは、八

代委員には会長席へのご移動をお願いし、以降の議事進行をお願いしたいと存じます。

お席に着かれましたら、会長のご就任に当たり一言ご挨拶をお願いいたします。 

○会長 それでは、一言挨拶させていただきます。 

  私のほうの専門は経済学でございますが、高齢者介護に関しましては、旧厚生省の中

央社会福祉審議会というところで１９９７年から３年間にわたりまして社会福祉基礎構

造改革というプロジェクトがありまして、そこのコア委員を務めた経緯がございます。 

  この社会福祉基礎構造改革というのは、介護保険の創設と一体的にそれまでの行政に

よる措置制度を介護サービス利用者の主体的な選択に委ねる仕組みへと改革したわけで

す。このときにもたくさんの法律を一斉に変えるということで、こういう作業が必要に

なったわけです。 

  当時の厚生省は急速な高齢化のもとで介護サービスの利用者となる高齢者が増えてく

ると、従来のような措置制度ではもうとても持たない。やはり利用者の主体的な選択に

よって賄う仕組みに変えないといけないという大きな危機感があったわけです。その意

味でも従来のようにその一部の高齢者だけを暗黙の対象とした福祉行政ではなくて健全

なサービス産業としての介護を育成する。利用者が選択できるためにはやはり多様なサ

ービスがそもそも提供されないといけないわけで、そのためにも医療保険と違って、民

間の事業者に全面的に入っていただき、公立とか社会福祉法人と対等な立場で競争して

いただくという考え方がこの福祉の基礎構造改革であったと思います。 

  民間事業者が自由に入るということは、当然ながら民間事業者を安上がりの公務員に
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して考えるわけではありませんで、その創意と工夫を生かしてやらないといけない。そ

のためには、介護保険の保険サービスと保険外サービスを自由に組み合わせるという考

え方が当然ながら当時はあったわけです。しかし、私の考えでは、その後１７年を経て

国による非常に細部の規制というのが復活している。いわば先祖返りのような状況が生

じているじゃないだろうか。介護保険の運営というのは言うまでもなく基礎自治体が保

険者として責任を持ってやるわけで、それにもかかわらず、法律には明記されていない

のにさまざまな規制が国から振ってきているのが現状ではないかと思います。 

  そうした中で、やはりこの公的介護保険を支える基礎自治体が本来の保険者機能を発

揮できるように、介護サービスの事業者の方々や福祉の専門家の方のお力をかりて、高

齢者とその家族にとって有効な選択的介護のモデル事業を構築する。この考え方が豊島

区の高野区長と東京都の小池知事のリーダーシップでできたということは非常に有意義

なことだと思います。こういう大決断によって、介護保険創設時の本来の精神を取り戻

すことができるのではないかというふうに考えております。 

  ただ、そういう選択的介護の考え方をどのように具体的な仕組みにつくり上げていく

かということについて、多様なご意見をいただき、そこで出された問題点を一つ一つ解

決していくというのがこの会議の目的ではないかと思います。 

  何といっても活力ある高齢化社会を実現するためには、細かい規制の改革と地方分権

というのが車の両輪であるということは昔から言われているわけです。そういう意味で、

この豊島区という基礎自治体を中心として、選択的介護をきちっと考えていくというこ

とは極めて大事なことです。この豊島区モデルが東京都を変えて、この東京都が日本を

変えるという、そのための大きな契機になるということを願っているわけです。よろし

くお願いいたします。 

  それで、会議及び議事録の承認ということですが、本日は第１回目の会議でございま

すので、会議の運営について皆様にお諮りしたいと思います。その点について、事務局

からご説明をお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 １点目に会議の公開についてです。豊島区自治の推進に関する

基本条例第１８条の規定により、会議は原則公開とすることを考えております。したが

いまして、傍聴希望があった場合には、議事の前に委員の皆様にお諮りし、入場の許可

を行ってまいりたいと存じます。 

  また、今後の議事内容によりましては、豊島区審議会等の会議の公開に関する要綱第

４条により、一部を非公開とさせていただくこともございますが、その際には理由を明

らかにした上で皆様にお諮りさせていただきたいと存じます。 

  ２点目は、会議録の公開についてです。会議録はご発言者の個人名を伏せた形で要約

形式としてまとめたものを公表していくことを考えております。 

○会長 それでは、これらの点について皆さんのご承諾をいただけますでしょうか。 

（異議なし） 
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○会長 ありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。 

  本日は傍聴の方はいらっしゃいますでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 はい。１８名いらっしゃいます。 

○会長 じゃあ、よろしくお願いいたします。 

（傍聴人入室） 

○会長 それでは、傍聴に関する留意事項について事務局からお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 傍聴者の皆様にご連絡させていただきます。会議中の撮影はお

手元の議事次第の区長によるご挨拶までとさせていただきます。議事に入りましたら、

録音、撮影等はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。 

○会長 では、本日は第１回目でございますので、高野区長にご挨拶をいただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○高野区長 それではご指名でございますので、一言ご挨拶を述べさせていただきます。 

  このたび、東京都と連携いたしまして、選択的介護モデル事業を実施いたします、豊

島区長の高野之夫でございます。 

  本日は、新しい介護保険サービスの取り組みについて、介護保険制度の創設から関わ

り、その運用においても多大なご貢献をなされ、まさに介護保険制度の中心的な役割を

果たし、第一線でご活躍されております皆さんにお越しいただき、このように第１回目

の選択的介護モデル事業に関する有識者会議を開催できますことを心から感謝申し上げ

る次第でございます。 

  平成２７年の国勢調査によりますと、高齢者人口に占めるひとり暮らし高齢者の割合

は全国で約１８％、東京都でも約２５％でありますが、本区の場合には約３４％、これ

は２３区の中でも渋谷区に次いで第２位でございまして、非常に高い割合になっていま

す。また、豊島区人口ビジョンでは、２０２５年、これから８年後でありますけれど、

豊島区民の５人に１人が６５歳以上、８．５人に１人が７５歳以上という、まさに超高

齢社会の到来を予測しているわけであります。 

  私は、このように増え続ける介護需要に適切に対応しつつ、持続可能な介護保険制度

にしていくためには新たな活路を見出さなければならないとの認識を、かねてより強く

持っていました。国家戦略特区に手を挙げた東京都とも連携をいたしまして、区民にと

っても事業者にとっても望ましいモデル事業を行うことで、高齢者の皆さんが安心して

豊島区に住み続けられるように制度を充実してまいりたいと考えています。 

  ご存じのとおり、介護保険制度は平成１２年にスタートいたしまして、今年で１８年

目を迎えるわけであります。私も大変長く区長をやらせていただきまして、ちょうど、

この介護保険がスタートのときに区長になりました。１８年前を思い起こしますと、介

護保険制度がスタートして、当時の小渕恵三首相が本区の第１号の特別養護老人ホーム

「山吹の里」に視察におみえになりました。本当にあのときは劇的でありまして、大変長

い時間いろいろご視察をいただいて、その晩に倒れてしまったというような、小渕首相
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としての最後の公的な仕事だったということをいまだに忘れられません。あの当時から

比べますと社会のあり方もすっかり変わり、地域に求められるものもまた変わってきて

おりますが、介護保険制度は介護が必要になった方が安心して地域で暮らし続けられる

制度として定着してきております。しかしながら、昨年、区で介護保険アンケート調査

を行いましたところ、その回答した事業者のうち半数以上が介護人材の確保が困難と答

えております。区内には約８０カ所の介護事業所がありますけれど、中でも訪問介護員

いわゆるヘルパーさんの不足が深刻な問題になっているわけであります。こうした人材

不足のほか、介護従事者の処遇改善あるいは介護離職の問題等々、介護保険制度にかか

わる課題はさまざまでございますけれど、介護事業者による支援の充実を求める区民の

切実な思いに応えて、介護保険制度をより一層充実していかなければならないと強く感

じているわけであります。 

  確かに、選択的介護の導入には賛否両論があろうと思いますし、その道のりが決して

平たんでないことは承知をしております。しかし、全国初のトライアルとして、本区に

おいて地域に根差した選択的介護を真摯に研究いたしまして、果敢にチャレンジしてい

く意義は大変大きなものであると考えるわけであります。この選択的介護モデル事業が、

介護保険制度の課題を解決する手法の一つとして、文字どおり全国のモデルとなるよう

に、委員の皆様におかれましては大所高所から忌憚ないご議論をいただきまして、皆様

の声を豊島区のモデル事業の構築に生かしてまいりたいと、そのように考える次第でご

ざいます。 

  大変簡単ではございますけれど、選択的介護モデル事業に関する有識者会議の開催の

ご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 

○会長 どうも、区長、ありがとうございました。 

  それでは、区長は公務が大変重なっていらっしゃいますので、これにて退席されます。 

○高野区長 どうも皆さん、よろしくお願いをいたします。ありがとうございます。 

（区長退室） 

○会長 それでは、議事に入らせていただいてよろしいですか。 

  それでは、最初に本有識者会議の位置づけ・目的につきまして、議論させていただき

たいと思います。 

  一つ目の議事である本有識者会議の位置づけ・目的について事務局からご説明をお願

いいたします。 

【豊島区介護保険特命担当課長より資料３について説明】 

○会長 どうもありがとうございました。 

  それでは、今のご説明に基づきまして、このモデル事業実施に向けた基本的な考え方

及び論点について、ご審議をお願いしたいと思いますが、その前に今のご説明について、

ご質問等がありましたら、ぜひお願いしたいと思います。 
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○委員 今、概略を教えていただいたのですけれど、前後するかもしれませんが、３ペー

ジ目のところで、事業者からの情報収集・意見募集ということで、先ほどのスケジュー

ル感で意見を聴取するということなのですけれど、これは豊島区の区内の事業者に限定

されるのか、東京都で事業展開しているような事業者に限定されるのか、東京都以外の

事業者でもよいのか、それはどうなのですか。 

○介護保険特命担当課長 こちらは東京都のホームページで募集をかけてございまして、

豊島区内に限らず都下の事業者の方にお声をかけております。また、介護保険事業者に

限らず、いろいろな事業者の方のアイデアをいただきながら実施内容を固めていきたい

と考えておりますので、広く募集しております。 

○会長 それでよろしいですか。 

○委員 今の話ですけどね。冒頭、会長からお話ありましたように、イノベーションを起

こすための議論を行うわけでして、現在、既存の中で、要するに既定路線の中で事業者

は行っていますから、新しいイノベーションを起こそうと思ったら、ないしはその準備

をするとしたら、かなり幅広く意見を聴取するということが必須だと思うのでね。です

から、それをぜひお願いしたい。それと、もう１点だけ。 

○会長 はい。どうぞ。 

○委員 これは、後で中身の議論になるかもしれませんけれど、４ページ目のところで、

第３回モデル事業実施事業者の検討・選定及びモデル事業における検証事項、第４回モ

デル事業実施に係る実施可能性検証結果の報告というふうになっていますが、この関係

ですよね。つまり、実施可能性検証結果の報告とは一体いかなるものを指すのか。また、

事業ベースでいくかどうかということについて検討する場合に、どのくらいの価格で、

どういう形でということがないと難しい。その意味で、参考までに申し上げますと、現

在は厚生省の介護保険給付の項目になっていますけれど、定期巡回というのがあったん

ですね。定期巡回についてはどのくらい定着するかどうかといろいろ議論があった。今

まで出来高という感覚でしか発想してないのだけれど、定期巡回というのは出来高とい

う発想じゃないのですよ。ところが、それがわかる事業者が少ないものだからね。だか

ら、定期巡回の検討を、数年間にわたって国の調査研究費を使って、なおかつシンクタ

ンクに事務局をお願いしてやったのだけど、結局、在来型発想でやっていた。それぞれ

の地域で夜間もやっているからということで、モデル事業に取り組むと言ったのだけど、

現実には都内の世田谷区のみなのです。つまり、世田谷区は、実際に介護保険給付と同

じようなスタイルでお金を出すという形でしたので、本当の意味での新しい定期巡回に

ついての、知見とかビジネスモデルとかそういうものに参考になるものができた。世田

谷区はかなり持ち出しをして行えたから本当に重要なデータがとれたし、実際、その後

も世田谷区で取り組んだ民間の事業者二つが、その経験を踏まえて、先生の先ほどのお

話じゃないですけど、ビジネスイノベーションというか、そのサービスイノベーション

を含めて、それができたということがある。そこら辺、２回目のときに議論があるかも
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しれないが、在来型の発想でやったら、せっかくモデル事業をしても、ほとんど意味な

くなりますよ。 

  それともう一つは、その後、来年以降、先ほど事務局の説明で、来年から実施して検

証するということをおっしゃったけれど、厚生省でも介護保険事業について、介護報酬

の改定のために、ないしはそれ以外でも検証作業していますよね。だけど、やはり検証

というのは相当前の段階でしっかり組み立てをしておかないと本当の意味では検証なん

かできません。そこら辺の議論をするのに果たして、この４回で足りるのか。 

以上です。 

○会長 そういうことも踏まえて、きちっとやっていかなきゃいけないと思います。 

  ほかにご質問はございますか。 

  これも走りながら考えるという面もあるわけでして、１００％なかなかうまくいくか

どうかわかりませんがとにかくやってみるということで、民間事業者にお願いするとい

うことはやっぱり発注者も予想してないような新しいことが出てくる、そういうことを

決して殺してはいけないので、かなり柔軟に対応しなきゃいけないかなと思いますけど、

とりあえずはこの段階ではよろしいですか。 

  それでは、モデル事業に向けた基本的な考え方ということで、この論点について事務

局からご説明をお願いしたいと思います。 

【東京都介護保険課長より資料４～６について説明】 

○会長 はい。ありがとうございました。それでは、ようやく議論に入っていきたいと思

います。事務局から論点案が示されておりますので、これに関してご発言をお願いした

いと思います。初めに、皆様から一通りご発言をいただきたいと思いますので、１人３

分程度でお願いいただければと思います。それでは、順番に発言をお願いできますでし

ょうか。 

○委員 ただいまのご説明などを聞いておりまして、なかなか難しいところであるなと思

いますが、一番はやっぱり高齢者のニーズがどこにあるのかというところから考える必

要があるのではないかと。ただ、最近のこの現状を考えますと、家族の状態、特に高齢

者夫婦のみの世帯が非常に増えている。それから子供と住んでいても老々、ご夫婦同士

も老々なんだけれども世代でも老々ということも考えないとならないので、今の高齢者

の置かれている生活というのは、高齢者のニーズプラス介護保険のときには家族の状況

とか住宅とかその環境を考えないといけないのではというようなことを感じております。 

  それから、説明の中にも不要な過剰なサービスにならないように、ここが大変難しい

ところで、逆に言うと、それが不要であったり過剰であったりして自立支援につながら

ないというようなことにならないためには、そこが専門性というところになるのですけ

れども、そのあたりの専門性をどのようにつくっていくというか、枠組みをつくるかと

いうようなことが大変重要なんじゃないかなと思います。以前のホームへルパーの生活

援助のところでも、かなり細かい、やってはいけないことというような形になってしま
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ったのですけれども、そうではなく、その人の自立を考えたときにこういうことは不要

だとか、もっと違う方法で関わることとか、サービスを利用することによってその人が

自立に向かっていくという点をどう考えられるかというようなところを議論できたらい

いかなと思っています。 

  以上です。 

○委員 私は、去年まで９５歳の母親を介護しておりまして、９月に亡くなったのですけ

どね。認知症で要介護５だったのですが、小規模多機能を活用しながら、非常によかっ

たと思うのです。ケアマネジャーが何とかされていましたが、やはり実際に家で支える

というのは、非常に難しいことなのです。その上で、墓参りとかをさせたかったのだけ

ど、最初家族、孫とか９人ぐらいの体制で組んでやったのですけど、なかなか難しい。

何を言いたいかというと、医療と違って、介護というのはかなり幅広くて、一定の部分

は介護保険給付という形で枠組みしていますけれど、何でもかんでも保険給付というの

は、無理。そして、それプラス実際には必要だなというサービスがあるのね。だから利

用者側からすると、本人もそうだけど、家族とかから見たときにやっぱりそういうもの

も必要だなというスタンスってとても大事だと思うのだよね。これが１点です。 

  それともう一つ、先ほどイノベーションということでいうと、まさに会長がおっしゃ

られたことなのだけど、結局、分権化の中で基本的に市町村保険者が条例でやるという

のも、国の意に沿った形なので難しいですよね。現在の仕組みはなかなか創意工夫が活

かせるような形になっていないから、できる限り創意工夫を行うことによって介護サー

ビスの本体、つまり介護保険給付にもいい影響を与えるような、つまり経営にしろ、サ

ービスマネジメントにしろ、ビジネスマネジメント、その経営革新というのが今の介護

保険給付、その事業者から起きにくいのだよね。だからその部分が起きて本体の介護保

険給付にもプラスになるような発想でやるということが私は大切だと思います。 

  最後に、資料４の２ページ目だけど、保険者の観点から組み立てしているのか、利用

者の観点から組み立てしているのかというので全然見方が違ってくるからよく考えなき

ゃいけない。 

  なぜかというと、現行ルールでも可能だと言っていて、上乗せサービス、介護保険サ

ービス、横出しサービスになっているでしょう。この発想自身が保険者や制度の側から

見たときの組み立てになっちゃっているのよ。利用者からすれば、多分上乗せとか横出

しという発想じゃないから。だから、利用者の観点からつくった図、いろんな図があっ

ていいと思うのだけど、もう少し実際のものをつくったほうが利用者にとってもわかり

やすい。 

それともう一つは、先ほど資料４の５ページ目のところで、モデル事業の実施に向け

た基本的な考え方で給付の公平性の確保っておっしゃったでしょう。このモデル事業っ

て、介護保険の保険給付となったらいいなと思うような、いわゆる介護保険上定められ

た市町村特別給付についてやるということじゃないでしょう。ということであるならば、
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その５ページ目の給付の公平性の確保の中で、「社会保険としての性格上」という書き

出し、これは一体いかなることなのかなということになりますね。 

  つまり選択的介護というものは市町村の特別給付とかそういうのではないのに、社会

保険としての性格上、給付が公正なものとなるような体制を整える必要があるという書

きぶりというのは選択的介護を社会保険制度の枠の中で考えているように見えてしまい

ますよね。 

  だから、そこら辺も慎重にやらないと、こういう発想でいろんな議論が進んでいった

り、関係者とか傍聴されている方々も認識しちゃったりするとよくないのではないかな。

もう少し、毎回毎回、１回目に出した資料もバージョンアップして、それを補正してい

くという作業がとても重要なので、記録としては、一番初めの資料はこれでいいんだけ

ど、書きぶりとか、そういうのを直されないと、新しいものと言っている割には介護保

険制度という枠の中で公平性は担保させなきゃいけないという発想になっているので、

そこら辺は注意しなきゃいけない。 

  最後に、幾つかの視点・論点があるということだったのですけれど、利用者や契約者

に不利益になるとの懸念が示されているなか、契約者の判断能力等に応じた支援・保護

についてどう考えるべきかという書きぶりというのは従来的な発想からでも書けるのだ

けど、それとは前提が違って、自治体行政とかそういう観点からの消費者保護。規制が

緩和されると、社会福祉法上の中途半端な権利擁護ではなくて、きちっとした消費者保

護というものが自治体の行政の中に位置づけられてないと難しくなるから、それはぜひ

議論として、つけ加えていただきたい。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。後ろの意見はよくわかったのですが、一番初めに言わ

れた、この上乗せ、横出しサービスは保険者の観点で、利用者から見たら違うというと

ころをもうちょっと説明していただけますか。これは厚労省がもともと出している資料

ですので。 

○委員 従来から上乗せ、横出し論というのがあって、先生はよくご存じだと思う。それ

に対して、どう対応するかというので、先ほどの市町村特別給付という形で保険給付内

でもできますよと。また、市町村特別給付とは違って、例えば現金を渡すとかいうよう

な事業を説明する場合に、上乗せとか横出しという形で使えるという説明にどうしても

なっちゃうんですけれど。 

○会長 それは違いますよね。 

○委員 まさにそうじゃないということで、これから選択の幅を広げ、それでもって在宅

制度を支えようという発想でこれから広めていく。豊島区から東京都、東京都から全国

へということを考えた場合に、こういう組み立ても必要なのだけど、もう一つは利用者

の観点からつくった図柄みたいのをつくったほうがいいよねということ。 

○会長 よくわかりました。この上乗せ、横出しというのは、あくまで利用者が自分で負
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担する部分でということを明確にするようにというご注意で、それはそのとおりで、あ

りがとうございました。 

○東京都介護保険課長 多分、今委員がおっしゃっているのは資料５の３９ページのほう

で、利用者側から見たら多様なサービスがあるという中で、それに対しては保険外サー

ビスであれば、全て対応できるわけ。保険給付で対応できる部分と利用者家族の自助の

ところで対応できる部分があると。この保険外サービスと保険給付サービスのこの重な

った部分のところで二つを組み合わせてサービス提供するところで何かシナジー効果を

出せるような部分があれば提供体制を柔軟に変えてサービス提供していくことを考えて

いけばいいのではないかと。いわゆる利用者起点としてサービス内容を考えるというの

は重要ではないかといったところを今おっしゃったのかなというところです。 

○委員 そのとおりです。要するに、今までの横出し、上乗せ議論だと必ず出てくるのは

保険給付本体を何か軽くするのか、質を悪くするのかという議論になってしまう。そう

じゃなくて、双方にとってプラスになるとか、シナジー効果があるとか、そういう観点

からの議論が一つは必要ですよということから、利用者の観点からの図柄というのもあ

ったほうがいいよねと。資料５の３９ページの指摘してくださった部分を見たら、なる

ほどこうなのだなと。じゃあ、自費払いでも利用者が必要ならやった方がいいんだなと

いうのがわかるから、利用者の観点からの図も必要だねということです。 

○委員 私、関係団体というところの一員として今回参加させていただいております。必

ずしも関係団体あるいは事業者を代表してということではございませんので、その点を

初めにお断りをしたほうがよいかなと思っております。 

  初めての参加ですので、このテーマに関しての基本的な考え方といいますか、スタン

スを３点ほど整理してお伝えをしたいと思います。 

  １点目は、先ほど資料のご説明の中にもありましたけれども、この地域包括ケアを推

進するための介護サービスの基盤が急務で、その一つとして、今回この選択的介護が取

り上げられていると。ご案内のとおり医療保険では混合診療は原則だめですよと。しか

し、介護保険では選択的介護は良しとされていると。ならば、いかにこれが適正に運用

されるか。そうしたものを検証するには十分に値するというふうに思っています。ただ、

一方で公表された資料にもあるとおり、現在の介護保険の支給限度額、この中でどうい

うふうに利用されているか。そうすると、要介護１の人で４割程度、要介護５の人でも

６割程度という状況でございます。こういうものを踏まえますと、いわゆる保険外サー

ビス、これについての広がりというのは限定的かなという感はしております。 

  それから２点目は、事業者として、一つ懸念がございます。それが昨年、これも報道

されているとおりですが、介護事業者というのは昨年が過去最高の倒産件数、２年連続

という状況にあるのですが、要因として介護報酬のマイナス改定が挙げられております。

介護の事業者というのは、非常に制度リスクが大きいと、余りうれしくない特徴がござ

います。したがって、いわゆる保険外サービスの事業展開といったことについては当然
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ながら一定の関心を持つかと思いますが、しかしながら、購買力のある、例えば都市部

で購買力のある方々を対象とした一部の事業者は別として、多くの介護事業者はこのテ

ーマに関してはやや限定的かなという気がいたします。むしろ私、とても気になるのは、

あえて混合介護と申しますが、これが今後、規制を緩和していく進展次第によっては本

体の介護報酬といったものが、ただでさえ社会保障は抑制的な進みぐあいですので、こ

の本体のほうに抑制的に働くことにつながっていくことがないかなという懸念がござい

ます。 

  ３点目は、今回具体的なテーマの一つとして取り上げられている同時・一体的なサー

ビスの提供についてなんですけれども、これは包括ケアの中の要素、自助、互助、共助、

公助の、いわゆる自助に相当するところかと思いますけれども、一方で互助の仕組みを

育むような新しい総合事業が進められています。こうしたものはやはり複眼的に捉えて

いく必要があるのかなという気がいたします。いずれにしましても、高齢者のひとり暮

らしあるいは高齢者夫婦世帯がどんどん増えていくと。豊島区は高齢化率３４％という、

先ほど区長さんのほうからお話がありましたけれども、そういう中でこういう方々の暮

らしを支えていく上で、この同時・一体的サービスの提供が検討されるということは、

これはこれで極めて合理的な部分があろうかと思います。ただ、一方でローカルルール

があってというような問題点を指摘されていますが、このモデル事業を通して、それが

何らか整理されればと、そうした期待感を持っております。 

  以上でございます。 

○委員 私は、ケアマネジャーの協議会からこの会議に参加させていただいておりますが、

私個人は２３区内の地域で独立型の居宅介護支援事業所でケアマネジャーをしておりま

す。そういう意味でも今回この話題が新聞紙上に出ましたときからケアマネジャーの間

では、あれだけ保険内、保険外を厳しく言ってきたのに今さら何なのみたいなことがご

ざいました。ということは、今でさえ、もうちょっとこれがこうだったらとってもいい

のにねというような現場のいろんな声がございます。でも、それが今までできてこなか

ったのは厳しく給付について時間的な管理をされたこととか、あるいはそれができない

という理由が、ほかの制度との関係できちんと説明されたこともあります。それでも、

そのことが必要だった場合、やはり今まででしたら、自費扱いの対応で入ってきていた

こともございますから、私としては、時間や場所が一緒ということが今後考えていくと

き大変な課題ではあるかと思います。それでも新しい発想をしないといけないというこ

とをすごく思います。やっぱり今困っている人がいるということは事実なのです。 

  それから、やはり自立支援に資するサービスを行うということは、私としては、ヘル

パーさんたちの専門職としての権限の保護といったら変ですけども、専門性を守るとい

う意味でもケアマネジャーとしてのプランの中にきちんと位置づけたいと思っておりま

す。ヘルパーさんたちは家事援助というすばらしい仕事もいたしますが、決してお手伝

いさん的に使われてはいけないというふうに思っております。 



12 

 

  後は、先ほどご説明にありました資料４の５ページの（４）契約者の判断能力等に応

じた支援・保護がよくわからなかったのですが、契約者である高齢者が安定した契約関

係を築くための環境整備ということは、具体的にどういうことをおっしゃりたかったか

ご説明いただけますか。 

○東京都介護保険課長 今、介護保険制度上はケアマネがいわゆる契約の合意と契約のい

わゆるサービスの契約の支援をしているというところがあるのですけども、それをさら

に一歩進めていくと、判断能力衰えた高齢者に対しては成年後見制度という仕組みがあ

ると。ただ、それに頼っていると、その制度が不足している等があるので、それだけで

はいけないのではないかと。これが選択的介護というものを広げていく上では、それだ

けでは足りないのではないかということを考えれば、契約についても自立支援という考

え方に立って、契約に至るそのプロセスを丁寧に支援していく、実施する。そういった

仕組み、そういった環境をつくっておくことが必要ですよねということを言っているつ

もりが、なかなかちょっとわかりづらい説明です。すみません。 

○委員 わかりました。今の具体的なご説明ありがとうございました。ここのところに私

がひっかかりを覚えましたのは、現在、私がおおよそ３０ケースほどを担当しておりま

すが、認知症のある方というのは６割ぐらいを占めております。その方たちに全て成年

後見を適用しているわけではございませんし、何らかの自己決定ができる場合もござい

ます。そういう認知症の方及び認知症を抱えた老々のご夫婦とか、いろんなところにも

この混合介護ということがすごく必要になってくるのではないかと思っているのですね。

だから今後はやっぱり認知症の人に対応するサービスの内容というのも、これを考えて

いく中でうまく使えたらいいかなと思っておりました。ですから、症状が出ながらもま

だ在宅を続けていらっしゃる認知症の方もいらっしゃいますし、そのまま在宅で生活し

たいという方もいらっしゃるので、その方たちにも何らかのこのサービスの使い道がで

きるといいなと思っております。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。認知症の人だから、もう最初から使わないというので

はなくて、どうやったら使えるかという工夫というのは大変だと思います。 

○委員 私が会長をやっておりますクラブというか組織は約５，５００名の会員がいるわ

けですけども、そのうち平均年齢は残念ながら高齢化が進んで約８０歳。それで一番多

い人数が８３歳です。ですから、モデルづくりの中で、利用者になり得るメンバーがそ

れだけいるという、その人たちからいろんな話を聞けるという立場にあります。 

ですから、これからどんなモデルが構築されるか楽しみにしているのですけども、その

モデルが利用者、私たちにとって利用しやすいのか、利用できないのか、あるいは有償

でもいいのか、そういう立場からこれから発言させていただきますけれど、残念ながら、

大変申し訳ないところもあるのですが、ベースの基礎知識部分がちょっとまだ皆さん専

門家の方々には追いついてないところもあるんですけども、ただ、利用者の立場でこう
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いうものがいいかどうかは発言させていただけるかなと、そういう意味で楽しみにして

います。 

  課題の中で一つ、低所得者に対する検討課題がございますけども、もう少し平均的に

年金生活者にとって選択的介護を選択できるかどうか、それがある意味では一番多い人

的構成ではないかなと思います。それに合致するようなモデルづくりが私はあっていい

のかなと思います。 

  それともう一つ、ケアマネによって差が出る、公平性が保たれないようなモデルづく

りにならないように考えていただけたら非常にうれしいなと思います。 

○委員 私は、在宅療養支援の研究を専門としておりますので、豊島区様とは、さきの介

護保険法の改定で創設された介護予防日常生活支援総合事業のあり方について、地域の

調査データを基にして、議論させていただいた経験があります。その中でやっぱり介護

に携わる皆さんが予後予測とか、それからそれに基づくプランニング、モニタリングと

して再評価、このプロセスをすごく大事にされているという大きな思いが伝わってきて

います。先ほど委員もおっしゃっていましたけど、平たい言葉でいえば、介護はお手伝

いさんじゃないよということが非常に大事だと、誇りを持ってその専門性の向上に研鑚

されているということについて、私としては理解をしています。それでこの選択的介護

になって、その選択権といいますか、割合の問題ですけど、本人のニーズベースだけで

行ってしまうことと、例えば医者であれば、患者は見た目何も気がついてなくてどこも

悪くないと思っているけど、検査したら悪いから、あなたこうしたほうがいいよという、

今の介護はそういうことを目指して、本人は気づいてないかもしれないけれどもこうい

うことも必要だねというような介護を向けてきたと思うのですけれども、その方向がも

しかして今回の議論によって崩れてしまうのであれば、それは怖いなと思っている方々

がいらっしゃるのではないかなというふうに感じているところです。 

  一方で、医療とは違って介護は暮らしの問題なので、多様性というのは非常に大きな

テーマであると考えています。フォーマルとインフォーマルというかプロの介護でいう

と、御飯を食べられて寝て安全ならいいだろうと。ＡＤＬとかＩＡＤＬというようなこ

とが主体となるのですけれども、暮らしを考えると、観劇に出かけたりとか、お墓参り

に行ったりとか、友達と交流したりとか、そういうところも実は介護の範疇なのですけ

れども、今そこがやりにくい。税金使ってはなかなか難しいけれども、自分らしく生き

るために必要なものについて自己負担を使いながら暮らしの介護というものを新しく定

義してやっていくというようなことも等しく大事だと思っています。ですから、こうい

うふうにこっちもいいね、こっちも大事だよねというような議論になると思うので、な

るべく具体的にいろいろ考えて、どれがいいというのに時間を費やすよりは、ある程度

よさそうなものについてやってみて、その中で具体的な議論ができていくといいのでは

ないかなと。申し上げたいのは、どこで線引きを行うかという議論ではなくて、一人一

人の状況に応じて、そういうものを柔軟に使えるようにどうするかについて我々のこの
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会議で話していければいいなと思っております。 

  選択介護については、答えの出にくい問題でありますので、形式的なものにならない

ようにと考えておりますので、モデル事業について理解しながら進めていきたいと思っ

ています。 

  別の視点で１点、今日の資料の中にはない視点なのですけれども、私、リハビリの専

門でもありまして、リハビリ難民の問題というのも皆さんお聞きになったことあると思

うのですけれども、その問題についてはまだ解決してないというのが私の認識でありま

す。病院におきましては診断別の日数制限というのがあって、１８０日たったらもう病

院では診られませんよと、後は介護で看てくださいというのが理屈なのですけれども。

介護といっても病院のリハビリの対象者は６５歳以上には限らないので、そういう人は

診られないとか、医療保険や介護保険で診るまではないけど、やっぱり自分の体のメン

テナンスとして、どうしても同じリハビリの先生に診てもらいたいという希望もあると

思うのですね。そういうところを実現する場が今この日本の中になくなってしまってい

るので、介護難民になって、家に閉じこもりになっちゃうという方々がいらっしゃると

いうふうに思っています。リハビリのそういうサービスを受けられるような柔軟な、言

ってみればリハビリサービスが一つの事業所として、ちゃんと成り立つような一般の方

も受け入れられて、そして時によっては介護保険も使えて、そういう柔軟な発想も必要

なサービスについてもちょっと検討いただけないかなというのが私の提案です。 

  繰り返しになりますけれども、介護は暮らしから考えるといろんなことを抱えており

ますので、介護保険による介護、役所的な感じになりますとそこが中心になって議論す

る感じになりますけど、やっぱり暮らしのほうが、介護保険よりずっと大きいわけであ

りまして、私のこれからこの会議に立たせていただくスタンスとしては、区民の暮らし

を優先して区民の方々がどういうふうに暮らしやすくなるのかという視点で助言をして

いけるように、観念的にならないように気をつけながら進めていきたいと思っています。 

  以上でございます。 

○会長 どうもありがとうございました。やっぱりリハビリというのは、ヘルパー以上に

そのサービスする人の能力の差があるわけですね。だから、例えば指名という考えなん

かでもやはり気の合う方というか、そういう要素はすごく大きいのではないかと思いま

すけど、またいろいろ教えていただければと思います。 

○委員 会長同様、経済学を専門にしておりまして、テーマは社会政策ということになっ

ております。先ほども会長からお話がありましたように、社会福祉基礎構造改革、介護

保険、導入されたときにこのスキームができて、ちょうど同じころに世界中、先進国で

こういう議論は進んでおりまして、準市場とかいわれている学問体系として整理されて

いるということだと思います。購入者は公費で購入する権利を保証しつつ、選択はなる

べく本人に委ねていくという仕組みをやっていったと。これをどうデザインしていくの

か、どういう規制が必要なのかというのは今でも議論は続いているところでございます。
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そのときの状況に合わせて必要なルールの見直しというのは出てくるというものだと思

います。この辺の議論は非常に深い議論もありますので、あまり今日お話しすることは

できないわけですけれども、今までの資料の説明や議論をお聞きして、それは非常に極

端な言い方かもしれませんけれども、ニーズと需要の話を峻別して話さないといけない

のかなと思いました。現行介護保険、先ほど医療の事例も挙げられましたけども、そう

いうニーズといわれているものは、これは呼び方にもよるかもしれませんけれども、専

門家が客観的にこれはあなたにとって必要ですよと言われたものがニーズ、なおかつ介

護保険の場合は少し幅があるわけでありますが、公正にユニバーサルに保証され得るべ

きものというふうに判断されているという部分だと思います。ただ、実際には厳しい財

政状況のもとでこの部分の給付対象もどんどん押さえられているというのが状況だと思

います。 

  一方、資料のほうも、保険外サービスはあくまでも利用者の需要があることという言

葉遣いをしているわけですけれど、需要というのは便利で多様性があって、本人が本人

と本人の家族の都合に合わせて、そして価格と所得に応じて自由に買うものというもの

での性格があるわけですね。この二つが今までは非常に分けられたというか、需要の部

分を押さえられたところを一体化というか、より需要の部分も使いやすいようにしてい

こうという議論は出てくると。これは、これからその介護保険財政が２０２５年までに

は少なくとも２０兆に接近するという中では、さらにその家族機能も落ちていく中で、

お金はあるけれどもそういう部分を補ってもらいたいという人にとってみれば、出てく

るものなのかなとは思います。 

  ただ、一方でこの二つを組み合わせたときに、今までも議論がありましたようにいろ

いろな心配事はあると。一つ目は消費者、需要を選ぶ消費者であるご本人の判断能力が

低下してきている可能性があると。不必要なものを購入したり、必要かどうか判断でき

なくなったりしているのではないかと。私、大学のほうでファイナンシャル・ジェロン

トロジー研究センターのセンター長を務めておりますけども、これはどういう研究所か

というと、加齢に伴う判断力の変化、認知能力の変化が経済行動に与える影響について

勉強しておりますので、そういう視点から見ると認知症にまで至らなくてもさまざま判

断能力が落ちてくることはあるわけでして、ここをどうサポートしていくのかというの

は、これの前提条件になるのではないかと思います。 

  その次に、これまでも議論がありましたけども、いわゆる介護保険本体、公助に与え

る影響はどうなのかと、この組み合わせること自体が公助に、介護保険の持続可能性に

何かよろしくないものが、影響があるのかないのか、これをきちんと厳しく検証してい

かなければいけないと思います。 

  それから先ほども互助の話もありましたけれども、こういう形で自助が入ってくる、

部分的に入ってくる中で、互助との整合性、今、厚生労働省のほうでは「我が事・丸ご

と」とか、地域包括ケアシステムをより住民にも参加してもらうような動きがある中で
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この取り組みが果たしてそれを阻害してしまうのか、しまわないのか、これも検証しな

ければいけない。さらには、便利に使えることによって自分の生活を自分で維持しよう

とする意欲が低下してしまうのではないかという心配もあるかと思います。いずれにし

ましても、先ほど委員が、モデルというのは実証実験ですから実証実験をやるためには

準備が非常に重要であるとおっしゃられたように、どういうデータを入手してどう検証

するのかというのは十分に準備をしなければいけないと思います。 

  それから資料の中で、もし、この需要という面でくっつけている部分に一応フォーカ

スするならば、社会保険との給付の構成上の問題というのをどう扱っていくのかという

のは簡単な問題ではないと思います。同じように、低所得者の対応をどうするのかとい

うのも、これは需要の問題と考えてしまうと、こことは関係ない話になってしまうわけ

ですね。ところが、もしこの制度を入れることによって、介護保険の給付対象が将来的

に狭まるようなことが起きてくれば、これ低所得者に対する支援を一方で考えなきゃい

けなくなるというダイナミックなというか、動態的な話になってくると思いますので、

その辺は少し整理した議論が必要ではないのかなと思います。 

  以上です。 

○会長 はい。いろんな問題提案、ご指摘ありがとうございました。 

○委員 豊島区の皆様とは、家族介護者の支援事業でご一緒させていただいておりました。

また、個人として、ケア労働者の就業意欲や女性の就業継続に興味を持って研究してお

ります。 

  介護保険の中には基本的には家族へのサービス給付といったものがないということが

ございますので、やはり既に取り上げられておりますけれども、家族が利用しやすいも

のをぜひ入れていただきたいと思います。他国であればレスパイトに用いて、自分が外

出するときに訪問介護の方を入れるような給付を入れている国もありますので、そうい

ったところを介護給付の中ではなくて、ぜひこちらの選択的介護の中で利用しやすいも

ので提供していただければと考えております。 

  あと、大学で働いておりますと、学生で、同居している祖母の介護、母親と祖父母の

折り合いが悪いでの私はいないといけないのですよというような話をされる方とか、適

用はしておりますけれども、祖父が徘回しているので探しにいかなくてはいけませんで

したというような話を聞くこともございます。そういった若い世代にもちょっと目を向

けていただけるといいかなという気がします。 

  後は、既に話が出ていますけれども自立支援というところですね。介護保険の中では、

日常生活に介護が必要な方の部分、ＡＤＬ部分の給付がほとんどですけれども、やはり

生活を豊かにする参加レベルのものをぜひ入れていただければと思います。 

  本有識者会議における論点（案）の２の部分ですかね。留意すべき課題ですけれども、

やはり世代によって情報の入手しやすさというのが異なるかと思います。せっかく利用

しやすいサービス、皆様のことを考えて提案していただいても、それこそスマホをお持
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ちでない方、インターネットでアクセスできないような方、もしかしたらケアマネでは

もういらっしゃらないかもしれないですけれども、やはりご家族で、私の母親はそうい

ったものが使えませんので、そういった世代も入手しやすいように、ぜひ情報提供して

いただければと思っております。また、インターネット上で公表していただくことで入

手しやすいということももちろんありますので、そちらもあわせてお願いできればと思

います。 

  以上です。 

○委員 東京都としましての選択的介護あるいは保険外サービスなどに関する基本的な考

え方につきましては、先ほど事務局からの説明のとおりでございます。加えまして、小

池知事はこの混合介護をご自身で選択的介護と呼ばれておりまして、利用者の視点に立

つこととともに、事業者による創意工夫の幅が広がることなどを期待しております。 

  また、知事は、選択的介護にはさまざまな意見があることを踏まえられ、本モデル事

業によりまして実証的な効果や課題の両方を示すことが東京都の役割だとも話されてお

ります。 

  そこで改めてとなりますけれども、モデル事業実施に向けまして想定される利用者ニ

ーズや利用者満足度の向上などが期待されるサービスの新たな提案、創意工夫などにつ

いては、介護サービスを利用する側、提供する側の現場を代表する方々、あるいは介護

保険制度、介護予防などさまざまな研究に携わっておられる皆様のご意見、ご議論をぜ

ひ参考にさせていただきたいというふうに考えております。 

  また、東京都は広域行政を担う立場でございますので、保険者である区市町村を支援

する立場でもございます。このことから、選択的介護によりまして介護サービスを必要

とされる高齢者やそのご家族あるいは都民の皆様の共感を得られること。または、介護

保険事業の主体であります区市町村にも制度事業運営上の支障を来さないこと。基本的

にこの２点の観点から課題を整理し、皆様のご意見をいただきたいというふうに考えて

おります。とりわけ、これまで各委員からもご意見出されておりますけれども、高齢者

の自立支援を阻害しないサービスの提供のあり方、あるいはサービスの主な利用者とな

る高齢者の契約上の支援や保護、また、低所得高齢者への配慮といった課題につきまし

ても、その考え方、捉え方あるいは課題解決の方策などのご意見、ご議論をいただくこ

とが大事かなというふうにも考えております。 

  選択的介護が都民にとって有益で安心して利用することのできるサービスとなり、事

業者の方々にも意欲を持って取り組むことのできるサービスとするためにも、想定され

るさまざまな懸念やリスクを可能な限りなくしまして、対応方法などについても具体的

にわかりやすくすることが必要だと考えております。本検討会を通じまして、豊島区さ

んとも連携して、よりよい選択的介護につなげたいと考えておりますので、今後ともど

うぞよろしくお願いいたします。 

  以上です。 
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○委員 改めまして、どうぞお願い申し上げます。今日は初回でございますので、本区の

ことを少し紹介させていただきまして、その上でどういう方向で議論していきたいと考

えているかということをお話させていただきたいと思います。 

  豊島区は現在人口２８万４，０００人でございまして、人口規模では２３区中、上か

ら１４番目でちょうど中ほどに位置する区でございます。大変若い人が多く住むまちで

ございますけれども、介護保険の第１号被保険者数は総人口の２０．５％を占める５万

８，０００人もいらっしゃいます。また、総給付費でございますけども、これは前年度

より若干落ちまして９，０００万円ほど落ちましたものの、１６８億４，０００万円と

いう額でございまして、居宅サービスの介護事業所は２０３事業所ほどございます。 

  先ほど区長が申し上げましたように、高齢者のうちの３人に１人が単身世帯であると

いう本区におきましては、介護や支援を必要とする方ができる限り、住みなれたこの豊

島区で心豊かに暮らせるまちづくりを推進していかなければならないと思っておりまし

て、こうしたまちづくりを実現するということが私どものアイデンティティではないか

と、実は思っているところでございます。 

  現場を担っております私たちには、平成１２年にスタートして以来、介護保険は幾度

も改正されましたけれども、区民からは介護保険制度が大変難しいとか、あるいは介護

と仕事の両立に疲れ切っているとかいうような声が大変多く寄せられております。また、

介護保険事業者からも利用ニーズに応えたいけれども人手が足りないというような大変

苦しい声も寄せられております。選択的介護モデル事業というのは、介護サービスを利

用する人、また従事する人にとっても望ましい形をつくることで区民の介護離職に歯止

めをかけ、また、区内事業者の介護人材の確保につなげていくために実施するものであ

ると理解をしております。 

  今日の資料にございます基本的考え方を読みましても、選択的介護についてはさまざ

まな考え方があり、これが正解というものはないのでないかなというふうに思っており

ます。いずれにいたしましても、区内事業者が実施しやすく、さらにそれを利用する区

民にとって効果のあるものにしていくために、この有識者会議では現場の声を、それに

基づいた豊島区ならではのモデル事業にするための具体策を決めていければと思ってお

ります。そのためには、まず民間事業者の声を聞きまして、利用者の視点に立ったサー

ビスを提供するのに障壁となっている規制ですとか、あるいはルールがあるならばそれ

を整理する。また、選択的介護モデル事業として、これまでの枠を超えた新たな提案を

受けまして、それを実現するための方策、これを一つ一つ議論をしていきたいなと思っ

ているところでございます。以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

  皆様、非常に時間を守っていただきましたので、若干余裕がありますのでもう少し議

論が続けられると思いますが、その前にこの豊島区で考えられることと、それから、厚

労省本体の問題があるかと思います。例えば、先ほど委員がおっしゃったように、こう
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いう新しい選択的介護をすることによって、介護保険の報酬の抑制につながるようにな

らないかという懸念、これは混合診療でも全く同じ議論がありました。それから、給付

対象が将来狭まるのではないかと、これは何か新しいことをやろうとすると、それを悪

用して厚労省なり財務省が本来やるべき公的部分を減らしてしまうのではないかという

懸念。政治力学的にないとは言いませんが、ただ現状を守っていれば本当にそういうこ

とはなくなるかというとそうではない。やはりそういうことがないように断固お願いし

なきゃいけないのですが、今、非常に財政も厳しいわけですから、それをうまく活用し

てこの民間消費と組み合わせていくという知恵はやっぱり必要ではないか。だから、こ

の議論がなされなくてはいけないのではないかと思います。 

  それから、この介護サービスというときに、普通は消費者視点で考えるのですが、先

ほど言われたように、高齢者というのは、加齢に伴って判断能力が落ちてくる、あるい

は認知症あるいは近い人もいると。そういうときにやっぱり消費者保護の考え方という

のが非常に重要だということです。これはこの介護以外でも住宅のリフォームとか、い

ろんな意味で高齢者に対する保護はどっちにしても必要なわけで、そういう問題と組み

合わせる必要があるのではないかということです。 

  ですから、非常に課題は山積しているわけでありますけども、しかしこの厳しい財政

状況のもとでいかにして高齢化社会で質の高い介護サービスを維持していくか。そのた

めにはやっぱり介護労働者の方にきちっと報いなきゃいけない。その財源をこの民間消

費という形でつくり出すという発想というのは、やっぱり不可欠なものではないか。ど

うやったら、その弊害を少なくして実現していくかということについて今後とも議論い

ただきたいと思いますが、まだ少し時間がありますので、ほかの委員の方の意見も聞い

て言い足りない、これが必要だという点がありましたらどうぞ、ご遠慮なくご発言いた

だければと思います。 

○委員 ２点あるのですけど、今の会長からお話あった部分で、先ほど申し上げたように、

選択的介護というものを導入するないしは選択的介護というものを利用者が活用すると

いう場合に絶対避けては通れない必須のもの、あともう一つは、冒頭に会長から話のあ

った市町村の保険者がしっかりこの介護保険制度を組み立てるためにも選択的介護につ

いての検討は重要だという話、そのこと自体はあっていると考えるのだけれども、やは

り現在のところ、高齢者を初め権利擁護であるとか、消費者保護法というのは非常に不

十分なのですよ。それは措置から契約へといった場合、本来、２０００年の改正という

のは、中二階の改正で踊り場改正みたいなもので、苦情とか契約関係に移行した場合の

権利の保全とかは非常に中途半端になっているんだね。例えば苦情対応をどうするとか

ね。だから、その部分、選択的介護をする条件として、必ずそれを市町村はやらなきゃ

いけないということもあわせて今回のモデル事業というか、そういう検討の際に入れて

おくということがすごく重要だと思いますね。それを強調しておきたいと思います。 

  それと、もう一つ、厚生省性悪説ですね。選択的介護をやるほど保険給付が狭まるじ



20 

 

ゃないとかいろんな議論ありますけれど、僕は選択的介護をちゃんとやらないと介護保

険自身がだめになると思いますよ。これが重要な視点でね。介護保険を安上がりにする

とかそういう発想じゃなくて、むしろ介護保険をきちっとしたものにするためにやる。

日本の介護保険は裾野が広過ぎるのですよ。しかも、それをスキーム的に言うと、全て

介護保険法の枠の中とか、そういうところでやろうとし過ぎているのだよね。自助・共

助・互助もあわせて全部。介護保険の枠で総合事業ってね。今国会で成立しました中に

非常に重要な法律改正が他の関連法でもなされていまして、社会福祉法の改正が行われ

ましたね。非常にいい改正が行われたということで、市町村地域福祉計画に従来の２０

００年の改正とは全く違う意味を持たせたということなんですね。つまりは高齢者とか

児童とか障害の個別計画があったんですけどね。社会福祉法の地域福祉計画はそれとは

無関係の昔流の社会福祉の領域の先生方が教えている地域福祉の部分なんですよ。とこ

ろが今回はそれじゃなくなって上位計画とは言いませんけれど、それらを共通するもの

になっています。介護保険の裾野が広いからと、全部が全部これもやります、自助、共

助までお金出しましょうと、あと、虚弱高齢者をどうしたらいいかと、介護予防につな

がるし、その後の経済的にも非常にプラスになるという議論もあるけれど、それもこれ

も全て介護保険の枠の中でやるという時代じゃないですよ。だからそういう観点からも

見ていく必要があると思いまして、いろいろな議論があることは承知していますけれど、

むしろ介護保険は裾野が広いサービスであるがゆえに、その部分を守るべきものは守っ

て、しかも裾野が広いがゆえに何でもかんでもという議論になりがちですし、行政もそ

れもしなきゃいけないと思いがちだから、その部分をすみ分けるということも僕は重要

な議論だと思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 今ちょっとお話聞いているうちにわからなくなってきたところがあって、保護の

問題って大事だと思うのです。でも、この今日の議論は選択的介護ということで、選択

できる人。つまり、このメンバーの中でどの辺のターゲット層をイメージして、サービ

スをイメージするのかというのって大事だと思っていて、幅広いでしょうけれども、選

択できるような人を想定して、その方々に対してのイメージなのか、あるいはもっと広

く考えるのかというのを教えてほしいのですけど。 

○委員 今の部分なのですけど、いわゆる消費者保護と言った場合、一般的な意味での要

するに虚弱だからとかね。かつて、ケネディ大統領が言った意味での消費者保護、つま

りエンパワーメントする。認知症だから必要だとか、そういうのは健常者でもやっぱり

保護が必要な部分もあるわけですよ。ということで、いわゆる判断能力がなくなっちゃ

った人に対して、権利擁護とかそういう部分からだけの消費者保護じゃなくて、むしろ

少し判断能力が弱いかなとか、そうじゃない人も含めて、その消費者保護というものが

高齢者行政にとって必須化することが必要ですよということを言っているのですね。 
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  それともう一つは、まさにその自己決定というものが非常に難しい場合、幾つもの段

階的なものがあって、介護支援専門員が重要な役割を果たすべきだと思うし、もう一つ

は家族。あと、家族の調整も介護支援専門員でするかもしれないしね。その他もろもろ

地域包括支援センターもそうだし、いろんな形で重層的に自己決定の支援、ないしは自

己決定が難しい方に対して、本人の代行をするという意味じゃなくてね。最近の知見と

いうのはそういうものを単に代行するのではなくて、認知症の方の考えていることの方

向性というのを読み取る。これは知的障害でもそうですね。そういうものも含めた意味

で選択的介護というものが使えるようなものにしなきゃいけないので、自己決定で、全

て健常者でこれもあったらいいなと、これを選びますと、そういう人だけを選択的介護

の対象にするのではなくて、もっと要介護度の高い方でもケアマネジャーのアドバイス

があれば、あと、働き方改革における仕事と介護の両立、そういうものにも考えを及ん

だ上での幅の広さというふうに私は思いますけども。 

○会長 どうですか。よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 その場合、やっぱりケアマネジャーの役割がすごく大事だと思うのです。つまり、

混合診療でこういう議論がありました。自由診療に対しては、保険者は情報がないから

過大な需要を容易にされる。それに対して混合診療というのは、公的保険も使うのだか

ら全て保険者に自由診療部分も報告させればいいのではないか。同じようにこの選択的

介護であっても本来の公的保険は使うわけですから、やはりケアマネに事業者が公的介

護保険と組み合わせる保険外サービスを使うときは、きちっと報告する。それをケアマ

ネの方がチェックして、こんなのは要らないのではないか。そういう役割があると、今

言われた、やや認知症的な人の問題にも対応できるのではないかと思うのですけど、い

かがでしょうか。 

○委員 多分、そのようになると思いまして、なぜかと言いますと、やはり現在もケアプ

ランの中にはフォーマルなサービスだけが位置づいているわけじゃなく、先ほどから言

われている互助とか共助とかボランティアとかいろんなものも含め、インフォーマルサ

ービスも含めながら、その人の生活を表したものがケアプランになっているわけなので、

もし、今回この選択的介護というものをどなたかが使うということであれば、その選択

的いわゆる自費部分というのは何なのだとか、それを行うことの目的は何なのだという

ことはやっぱりケアプラン上に記さなければならないだろうと思いますし、そこらに記

されると評価もしなくちゃいけないかなとは思います。 

  どういう目的で入れるのだということをご本人と私どもケアマネジャーと事業者さん

ときちんと合意しなければ本来利用のシステムにならないということはあるのですけれ

ども、それは、先ほどおっしゃったようにケアマネさんによってこれはいいけど、これ

はだめだと言われちゃうと、何かとても苦しいところです。でも、先ほど委員がおっし

ゃったのは本当だなと思いました。需要ということになると、本人とご家族が望んだら、



22 

 

それが需要かということにもなってしまいまして、非常に個別性が高くかつ環境もその

本人のパーソナリティもいろんなものを考えながら、この人にとっては、これはやっぱ

り必要なんだというところまで煮詰めなきゃいけないということが本当はニーズなんだ

と思います。しかし、それを紙の上にちゃんと書かなきゃいけないので、そんなところ

に時間をとって、この制度が何かスピード感なくて使いにくいものだったら本当に意味

ないなというふうに思っていたところではあります。だから一方では、ご家族とサービ

ス事業者が何となく話して、じゃあ、そうしようかと決まってもいけないかなとは思っ

ております。自費でもあるので。 

○会長 ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○委員 今後の動きの中で、次回に向けていろいろ資料も用意していただきたいなと思っ

て、先ほど要介護度別の利用状況のお話があって、確かにおっしゃるとおりで、要介護

度の低い人は使い残しがあって、高い人は割と使っている。それでも使い残しがある。

オーバーしている人も要介護度別に違うわけですけれども、ちょっと豊島区の事例とか

東京都の事例でいいますと、それどういう状況になっているのか、まずその客観事実で

すね。それから、ターゲットというのは、どういう人たちをイメージしているのか。私

もこのさっきのファイナンシャル・ジェロントロジーの話なんかをやっているときには、

個人金融資産１，８００兆円のうち、その六十数％が６０歳、６５歳以上の方が持って

いるわけですけれども、ものすごく偏っているんですよね。購買力のある人はどういう

状況になっているのか、これをどう考えるかと、お客さんはどう見ているのかというこ

と。 

  それからその資料６、これ、私聞きそびれたのかもしれません。情報を集める際に、

３の（１）の別紙様式情報提供シートというのは、今日は配付いただいているのかちょ

っとわかりませんけれども、これは先ほども委員がおっしゃったように、今後どういう

情報を集めていくのかというのが極めて重要で、今、我々、議論したような危惧する部

分をちゃんと検証できるような情報が集まるかどうかはちょっと確認したいなと思いま

して、以上です。 

○会長 ありがとうございました。それでは、ほかには。簡単にお願いします。 

 

○委員 僕もちょっとニーズのことなのだけどね。例えばニーズから見て、これは必要だ

というのがあるとするじゃない。だけど、それウォンツをどのくらいつけ加えるか、ウ

ォンツがどれだけ大きいのかというときに、具体的なイメージで考えるといいのですよ。

例えば料理。これとこれは必要だけど、このチョイスに、一つ追加でこれを頼むと料理

的にいうとほかのものが輝くと。そういうものって案外重要なのだよね、生活にとって。

だから、メニュー以外のチョイス、セレクトするほうが８割を占める。つまりウォンツ。

具体的にその量とか、そういうイメージで考えるとある程度妥当な線に落ちつくという
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ことが一つ。 

  それともう一つ、介護保険について使ってない理由というのは、使いづらいよ。家族

と同居していたら使いづらいもの。そんなんだったら私がやりますよみたいなことでし

たよ。これ本当の話。訪問介護サービス中心の介護保険制度に今はなってないから。訪

問サービスのかわりにデイサービスという形に変えちゃっていました。変えたというの

が確実にありますよね。それによって、非常にそういう意味ではホームヘルプサービス

が使いづらくなっちゃっているのは、確かなんだよね。それ１点。 

  それともう一つは、介護給付に全くかかわらないで、要介護２とか３の人で全て自費

でやっている人たちもいるわけだ。それは民間の事業者がやっていますね。それについ

ては事務局の方もそういうデータをお持ちだと思いますけれど、経済産業省が成長戦略

の中でいわゆるその関連するいろんなサービスというものは、どういう形で使われてい

るのかというのがあって、その中のデータの中に全て自費でやっていると。しかも要介

護２とか３ぐらいの人のデータがあるのね。そういうのも出してもらえるとイメージ的

にわかりやすいというふうに思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  ちょっとそろそろ時間もありますので、よろしくお願いいたします。 

○委員 すみません。モデルづくりと利用者の立場という中で、今いろいろお話を聞いて、

利用者の満足度をどのように織り込むかというのが必要かなという感じを受ける。人に

よってはこのサービスを受けて満足する、それがこの人にとってはちょっと足りないよ

というのは当然あると思うのですね。その違いが、これからつくられるモデルの中で何

か織り込まれるのかちょっと気になりまして、お話しさせていただきましたけど。どう

も説明不足かもしれませんけど。 

○会長 それは例えば同じサービスであっても事業者が違うことで満足度が違うケースが

あるとか、サービスによってということですか。 

○委員 事業者というよりは本人、利用者本人の満足度で、例えば先ほど料理の話を聞い

てふと思ったのですけども、常にイタリアンを食べていて満足する人と、いや、ぶっか

け御飯で満足する人、ある意味ではちょっと極端な話ですけど、そういう中で、私はこ

れだけ払えるからこれで満足よという人の違いというのは、当然あると思うのですね。

そういう部分がモデルの中に織り込まれるのか。もう、それとも平均的にモデルをつく

るのか、何か、ちょっと気になりまして。 

○会長 そこは後で、また事務局にお伺いしますが、それはできるだけ多様性がないと意

味がないわけです。画一的なら従来の公的保険で十分なわけですから、まさに多様性の

あるニーズを吸い上げるのが、この選択的介護の一番メリットだと思います。 

  それでそろそろ時間になりましたので、何か次回に備えて事務局にこういうのが欲し

いというようなことがあれば、後でも事務局のほうに注文していただければできる範囲
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でお答えできると思います。 

  それでは、本日は本当に多様なご意見ありがとうございました。今回は、まず第１回

ということですので、今日出た意見を踏まえて、事務局には次回以降の論点を整理して

いただき、より新たな議論を進めていくようにしたいと思います。 

  それでは、最後に事務局から今後のスケジュールなどご連絡をお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 第２回の会議でございますが、７月下旬から８月上旬を予定し

ております。詳細決まりましたら委員の皆様にはご連絡を差し上げまして、一般傍聴の

皆様には広報としま、ホームページ等で周知をしてまいります。よろしくお願いいたし

ます。 

○会長 それでは、本当に、今日は活発な議論、第１回からありがとうございました。今

後ともどんどん活発な議論いただくと同時に、もし必要があれば書面等でも言い足りな

かったことを、事務局あるいは委員のほうにメールベースでも観覧していただければ大

変助かります。 

  これをもちまして、第１回の選択的介護モデル事業に関する有識者会議を閉会したい

と思います。ありがとうございました。 

（午後３時５４分閉会） 


