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会  議  録（要旨） 

附属機関又は 

会議体の名称 
平成２９年度第２回選択的介護モデル事業に関する有識者会議 

事務局（担当課） 
保健福祉部介護保険課 

（東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課と共同事務局） 

開   催   日   時 平成 29 年 8 月 2 日（水）9時 56 分 ～11 時 53 分 

開  催  場  所 豊島区役所本庁舎８階 ８０７・８０８会議室 

議   題 (1)RFI（民間事業者向け情報提供依頼）の結果及び今後の検討の

方向性について 

・RFI の実施結果の共有 

・RFI の実施結果を踏まえた今後詳細検討していくテーマの設定 

(2)ワーキンググループの設置について  

公開の 

可否 

会  議 公開 

会 議 録 公開  

出席者 

委 員 

八代 尚宏、大渕 修一、駒村 康平、知脇 希、栃本 一三郎、 

宮崎 牧子、大久保 孝彦、小島 操、外山 克己、粉川 貴司、 

水島 正彦 

理事者 

【東京都】介護保険課長、計画課長 

【豊島区】保健福祉部長、介護保険特命担当課長、介護保険課長、 

高齢者福祉課長 

事 務 局 
【東京都】介護保険課 

【豊島区】介護保険課 特命グループ 
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（午前９時５６分開会） 

○介護保険特命担当課長 それでは、定刻前ではございますが、委員の皆様がおそろいで

ございますので、第２回選択的介護モデル事業に関する有識者会議を開催させていただ

きます。 

  【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】 

○会長 おはようございます。 

  最初に本日は傍聴の方は、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。本日の傍聴は１３名いらっしゃいます。 

○会長 傍聴を認めてもよろしゅうございましょうか。 

（はい） 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、認められましたので、よろしくお願いいたします。 

（傍聴人入室） 

○会長 それでは、まず事務局から豊島区の高齢者の現状についての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 ありがとうございました。 

  それでは、引き続き議事に入りたいと思いますが、初めに本日議論する論点について、

事務局からご説明をお願いします。 

【豊島区介護保険特命担当課長より資料４について説明】 

○会長 はい。今、事務局から今日議論をお願いする大まかなアウトラインをご紹介いた

だきましたが、特にご異議ありませんようでしたら、最初のＲＦＩ、事業者からの情報

提供依頼の結果、これは、委員の方も何人か参加していただきましたが、これについて、

事務局からご説明をお願いいたします。 

【東京都介護保険課長より資料５・６について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  たくさんの資料を一挙に説明していただきましたので、ご理解が十分でないところは

どんどんご質問していただければと思います。 

今、ご説明いただきましたＲＦＩの結果の概要と評価の考え方が一番大事でありまし

て、先ほどもご説明がありました、資料６の最後のページ、このあたり、事務局がある程

度、初めてのことでありますので、やや大胆に評価づけをしているわけでありますが、こ

れはあくまで検討の資料でありますので、これにこだわらずに、どんどん委員の方からご

意見をいただければありがたいと思います。 

それで、あと、提案内容についてお話しになるときは、事業者名は伏せてお話しいた

だければありがたいと思います。 

なかなか口火を切るのも難しいと思いますので、この意見交換にご出席いただいた委
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員の方が何人かおられるのですが、何かコメント、感想、事務局のまとめ方について、何

でも結構ですが、口火を切っていただければ、いかがでしょうか。 

○委員 私は、やっぱりケアマネジャーがケアプランをつくるという意味でも、いろんな

事業者さんがどのような提案をされるか、非常に興味がございました。それは今までやっ

ていることだよねというようなイメージもたくさんありましたし、それから、それを同一

時間内に、同一場所で一緒にやったときに、どのようにケアプランに記していったらいい

のだろうとか、その効果もどうやってはかっていったらいいのだろうというところが、非

常に迷ったところでもございます。 

  それでも、やっぱり、ああそういうことを一緒にやれたらいいなと思いながら、いろ

んな規制の枠があって、やれないという現実がもったいないなというふうに思うこともあ

りました。 

ここにまとめていただきました３０年度着手というところの案は、意外と現状でも自

費でやっているよねというようなところではありますが、そこを生活の中にくるめてやっ

てみたら、どうなのかなという期待は少し持っております。 

以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  ほかにもいかがでございましょうか。 

どうぞお願いいたします。 

○委員 今日の資料の事務局のまとめ方については特に意見はございませんが、私も６月

２６日、時間が余りなくて二つの事業者でしたが、ヒアリングに同席をさせていただきま

して、事業者の方々からの提案を直接お聞きすることができました。大変勉強になりまし

た。 

それで幾つか感じたことがございまして、ちょっとメモしてまいりましたので、お話

をさせていただきたいと思います。 

まず、提案の内容については、調理・洗濯といった身近な生活支援の充実から、ＩＣ

Ｔを活用して利用者の生活リズムを把握して効率的に人材を配置することなど、将来に向

けての可能性を感じさせるものまで大変多岐にわたっておりました。示唆に富む内容も幾

つかございまして、保険外サービスについては開拓する余地がまだまだあるなと感じた、

これが全体的な印象でございます。 

一方で、実際に区民が利用するとした場合に、今回の提案をそのまま事業化すること

には課題があるのではないかという点もございました。 

例えば、本区は先ほどの資料でもご説明いただきましたけれども、１人暮らしの高齢

者が非常に多いという地域特性がございまして、そうした１人暮らしの高齢者が望む保険

外サービスとはどのような内容なのか、日常生活で何か不足しているものがあるとすれば

どのようなものか、そうした区民の皆さんの生の声を聞いて、その要望に基づいて改めて

事業内容を見直す必要があるのではないかと思いました。 
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また、ＩＣＴの活用に関しましても、ＩＣＴを活用することでどのような課題を解決

しようとしているのか、その課題を明確にいたしまして、さらに費用対効果等も検証しな

がら慎重に導入する必要があるのではないかと感じました。 

最後に、ヘルパーの専門性をどこに生かしていくのか、介護サービスは基本的に人が

提供するものでありますから、その専門性を正しく評価して活用していかなければ、ヘル

パーという職に対する社会的な評価が下がってしまうのではないかと危惧するところです。 

せっかくのモデル事業でございますので、社会的なインパクトのあるものにもチャレ

ンジしていきたいと考えておりますけれども、先ほど申しましたように、現場の声に耳を

傾けまして、利用者の思いをくみ取っていく必要があるのではないかということを改めて

思った次第です。 

大変短い時間でございましたが、事業者のヒアリングを見て、そのように感じました。 

○会長 どうもありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

  今、委員がおっしゃった点について、私もちょっと印象に残ったのは、ヘルパーさん

が要介護者の御飯を作るときに、多めに作ってねと言われるというか、それはもちろん自

分だけじゃなくて家族の分もということで、そういう点でヘルパーさんによって対応が異

なったり、迷ったりしているというのは、非常に印象的でして、今は作ってはいけないわ

けですよね、事実上。だけど、実際にそういうニーズがあると。だけど本当は、それはま

さに選択的介護のような形で家族の分も同時につくって、それに見合った料金をいただく

という仕組みをつくれば、ヘルパーさんもご家族の方も、そういう曖昧なことがなくて、

非常にすっきりするのではないかなということで、それがないから、逆に今の制度がやや

悪用とまで言いませんが、本来の想定とは違う形で使われているというようなことがある

のだなというふうに思いました。 

○委員 資料５の５ページ目のところで、これは質問なんですけれど、選択的介護モデル

事業のメニューとしていくためには、さらに検討を要すると見込まれるものというので

（２）で、介護報酬では充当し切れない追加費用の上乗せ料金の設定ということで、年末年

始、大型連休などの介護スタッフの確保が困難となる時期に割増料金を設定というふうに、

※印で（２）の部分についての説明というか、関連して説明が書かれているんだけれど、

果たして（２）の介護報酬では充当し切れない追加費用の上乗せ料金の設定という項目で、

連休などで介護スタッフの確保が困難となる時期に割増料金を設定というのは、この例示

というか、それでいいのかなという疑問を私は感じますね。つまり、ミスリードするとい

うかね。だって、介護スタッフの確保が困難となる時期だから割増料金という形になっち

ゃっているでしょう。だけど、もともとは（２）というのは、介護報酬では充当し切れな

い追加費用の上乗せなんだから、果たして、これは平仄が合っているのかどうかというの

が、僕が理解不足なのかもしれないけれど、外に出る資料だろうから、これはちゃんと見

ておいたほうがいいと思うんですね。小さいことなんですけれども。 
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○会長 いいえ。 

○委員 それと、すごくいい資料をつくってくださったと思うんですけど、ヒアリング等

もそういうのもしてくださったので、僕も、ちょっと出席できませんでしたけど、すごく

興味深いものがあると思いました。 

その上でなんですけれど、資料６の、これは、組み立てはいろいろ相談しながらされ

たと思うんですが、評価項目で、特区で取り組むべきというので、もともと困難性のない

もののほうがやりやすいからというのはわかるんだけど、困難性のあるものにチャレンジ

するのが特区だから、だから、これ比率はならないけど、もちろん現場とか都では実現可

能性というのはどうしても重要だから、非常に難しいかもしれないけど、この部分が評価

の重み付けと書いてありますけど、このままでいいのかどうかというのが、本当に検討し

なくちゃいけないことなんだけれども、もっと本質的なことで言うと、２番目の特区で取

り組む意義で、その次が実現可能性になっているでしょう。実現可能性については、サー

ビスの提供事業者の理解・意向というのがありますよね。つまり、プロバイダーのほうだ

から。通常はそれに対してマーケットがあるとしても、コンシューマ側が、つまりそんな

意識はないよということが重要なのであって、プロバイダー側とコンシューマ側で、コン

シューマ側というのは、その下のほうに想定需要量（利用者視点）と書いてあるけれども、

本来であれば、利用者はその家族ですよ。ちなみに、この会議資料では利用者と書いてあ

るんだけれど、果たして利用者というのは、被保険者なのか、同居している家族なのかと

いうものをきちっと踏まえておかないといけないと思うんですね。 

あと介護保険はケアマネジャーが重要ですけれど、実現可能性についてはプロバイダ

ー側のことと、その次にケアマネジャー来ちゃっているんだよね。これが、旧来的なケー

スマネジメントとか、日本ではそうなっていませんけれど、比較的公的なサービスに準ず

るようなものについての統制を加えるというか、あと、公的側面が強いという感覚でケア

マネジメントをする、十分じゃない部分があるんだけど、そういうのがあるとするでしょ

う。そうすると、逆に選択的介護とか、そういうものの阻害要因になるわけですよ。だか

ら、ここではケアマネジャーの理解と納得を得ないと進まないからみたいなことが書いて

あるけど、もともとはプロバイダー側とコンシューマ側、そして、それに補足的にという

か、主人公は利用者だから、ケアマネジャーじゃありませんので、だから、そういう意味

では、ここに本来であれば、実現可能性ということで言うと、ケアマネジャーの次に来る

んじゃなくて、消費者というか、その部分が来ないと組み立てとしてはおかしいんじゃな

いというふうに思いました。 

あと、次のページから評価（案）という形で評価が○とか△とか、仮にされたという

ことなんだけれど、この○とか△というのは、２ページ目のところのそれぞれの評価項目

を合算してというか、総合的な判断をして○とか×とか△をつけたという形になっている

ということですね。それと、先ほどの特区で行うんだから困難なものというものは、結構、

高いポイント掴んでいかなきゃいけないんじゃないかとお話もしたけれど、その一方で、
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やはり実際には、今の現行制度でも使えるものというのはあるんだけど、消費者マインド

というか、利用者のビヘイビアというのは、そういう感覚がないから使っていないという

部分があると思うんだけれども、その部分の掘り起こしというか、それは重要なので、乗

せる必要はあると思うんだけど、それと同時に、前に審議会でお話ししたんですけれども、

従来の生活支援と身体介護一辺倒のホームヘルプサービスというのは、ちょっとおかしい

んだよね、もともとが。つまり、例えば、認知症の症状がある在宅で生活している人たち

にとって、家族介護者とか、あと夫婦で介護している場合に、間を取り持つというか、通

常認知症に対する、専門的ではなくていいんだけれど、いろんな形での対応をしてくれる

人というのは、とても大事なんですね。ところが現行ではホームヘルプサービスの中でで

きない。いろいろそういう対応をしていますよということを言いますけど、それに特化し

たものというのは、在宅限界を上げるためには重要なんですよ。そういうものというのも

議論されたのかもわからないけれども、ぜひ入れると、かなり需要が見込まれるかなとい

うふうに思いました。 

  ちょっと幾つも質問して申しわけないんですが、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  質問に対するところ、まず、事務局からお願いいたします 

○東京都介護保険課長 （２）の介護報酬では充当し切れない追加費用の上乗せ料金の設

定のところなんですけれども、制度上、介護報酬上は標準的な平準された費用について、

介護報酬されているんだけれども、事業者のほうからは、大型連休とか年始に関しては、

なかなか職員を確保することが難しいと。例えば、派遣等を活用したり、あと、ヘルパー

さんに時給の割り増しというものを出して対応しているというようなところで、少しはみ

出る部分については、利用者からいただけないかというようなご意見をいただいたという

ようなところでございます。 

○委員 それはおもしろい発想だねというか、何というか、原則をきちっと踏まえないと

……。それは率直なご意見だというふうには承知しておりますけれど、やはり厳密にロジ

ックというか、そういうものをきちっと組み立てておかないと、後でほころびが出るから。

利用者のご意見であればわかるんだけど、介護保険サービスにおける給付としてやってい

るにもかかわらず、その部分をはみ出して、どうこう組み立てるというのは、ちょっと考

えにくいんだよね。じゃないですか。 

○会長 ただ、考えにくいんですけど、じゃあ、どうしたらいいのか、事業者としてはで

すね。つまり、幾つかのロジックから言うと、ふだんから追加的なコスト部分をある程度

とっておいて、それを配分するというか、それが一つと、あるいは、ちょっと申しわけあ

りませんが、その日には提供できませんと言ってお断りするか、行列方式ですよね。とか、

何らかの対応をしないといけない。だから、もちろん、公的保険なんだから、ニーズがあ

れば全部やらなきゃいけない。 

○委員 いやいや、そうではない。 
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○会長 ということではないんですか。だから、あるいは、緊急対応ですよね、一種の供

給制約ができるわけですから。それに対して公的保険ではそういう弾力的なことが今でき

ないので、結果的に行列になってしまうと思うんですよね、先着順とか。だから、そのと

きに混雑料金的な発想でやるという考え方なのかなと思うんですけれども、どうなんでし

ょうか。 

○委員 現場におけるそういう意見もある一方で、客観的に見ると、本来はユニバーサル

な部分の費用を、お金のある人に価格転嫁をしているということが、いいのかどうなのか

という悩ましいところですよね。事業者としては、当然、多忙な時も踏まえて人員確保を

する責務があるんだろうと思いますし、労務管理をやる必要があると思うので、確かに現

実においてはきついんだろうと思いますけども、果たしてそのコストを利用者に転嫁して

いいのかどうかは、ちょっと大きな議論かなと思います。 

○委員 そういう場合は、保険外サービスとして、それをやってもらうと。その場合は実

費とかそういうのはかかりますよと。そういう形だと割り切り方はしやすいんですけれど、

保険内サービスとしてあくまでやるので、先生がおっしゃるように、過分なというか、費

用がかかってしまうから、その部分を転嫁するとなると、なかなか組み立てが大変だなと

いう感じがしまして、その場合、むしろ、それは本当に無理ですよと。つまりデイサービ

スでも集中するときには、それを確保するというのは現実問題として難しいから、部屋数

をふやすわけにはいかないんだから。その場合は保険外サービスという割り切りというの

か、そういうのも一つ考えるべきだと思うんですね。 

  今、僕が話したのは、全面的に否定するというものじゃないんだけど、ただ組み立て

というのは、十分慎重にやらないと、全部がこける話になっちゃうので。以上です。 

○会長 かなり本質的な問題で、ほかの委員の方、あるいは事務局はいかがでしょうか、 

○東京都介護保険課長 今の組み立てが難しいというところで、今後検討を要するという

ところに分類させていただいているというところでございます。 

○会長 私が別の機会で聞いたのは、年末のケースじゃなくて、平日の中で、夕食時にニ

ーズが集中するわけですよね。だから、どうしても夕食時に来てほしい人と、３時か４時

でもいいやと。後でそれを温めればいいという人がいたときに、どうしても夕食時じゃな

きゃいけないという人に、それを保険外にするというかわりに、少し追加的な料金をいた

だく。それはもちろん、さっき言った排せつとか、そんなことができないのは、もちろん

問題外ですけど、食事をつくるとか、ある程度、時間をずらすことも可能なサービスにつ

いては。だから、例えば大型連休をちょっと外してもいいという人と、いや、どうしても

困るという人で、ある程度、差をつける。それは事業者が儲けるとか、そういうことでは

なくて、利用者間のまさに配分なんですよね。混雑料金というのは、鉄道会社が儲けるた

めにつくるんじゃなくて、まさにラッシュのピークに乗る人と乗らない人との配分という

話で、それを保険外にすると、逆に金持ち優遇になってしまうんじゃないかなという懸念

はあるんですけども、どうなんでしょうか。 
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○委員 いや、お金がある人が保険外サービスを使って、利便性を高めるというのは、必

ずしも金持ち優遇というのではなくて、むしろ、経済的に余力のある人が保険外サービス

を使うというのは、特段問題でもないし、多分、規制緩和とか、混合介護、そういう議論

の一番中核的な幾つかの要素の中で議論されているものの一つであることは承知していま

すので、つらいというのもよくわかるんですね。その上で、今回、特区で行うということ

と、現場で、そういう地域で行うという試行というか、社会実験というか、行うわけだか

ら、その議論も、今日、全部する必要はないけども、もう一度、再整理というのではない

けれども、議論を深める機会というか、また報告書をつくる際に議論して、否定するとか

そういうことじゃなくて、それはそれで議論ですね。 

○会長 要は、もうちょっと理論武装するということですよね。はい、わかりました。じ

ゃあ、先生のお助けも得て、もうちょっと理論を考えてみたいと思います。 

○委員 大変重要なテーマです。本体サービス部分の需給調整を価格で行うかどうかとい

う話のかなりの重要なステージの議論になる。本当に先生が言うように、制度外に出した

ほうが話としては楽なんだろうと。かなりの本体部分に関するトライになるかもしれない

なと思います。 

  今日のご報告を聞いて、非常に刺激的な新しいサービスがたくさんあって、参考にな

りました。ヒアリングには参加できなかったんですけれども、大変重要な議論があったん

だろうと思います。一方で、関連規制がいかに多いとかということも理解しました。 

  その上で事務局の用意していただいた資料の評価ですかね、資料６なんですけれども、

先ほどの委員のお話の中のケアマネジャーの理解と納得というところなんですけれども、

高齢者向けに新しいサービスを理解・利用していただく。どういうサービスなのかという

ことも含めて、サービス内容を説明してもらうということで、これはご本人のみならず、

家族がいらっしゃれば家族にも説明すると。さらには、このときのケアマネジャーという

のはどういう役割を果たすのかというのは、さっき委員がおっしゃったような性格なのか、

それとも、ちょっと性格が変わってきて、より広範に、こういうのも含めて何か高齢者の

意思決定をケアプランの中から整合性という意味で支えるような役割を果たすのかという

ことで、新しい役割が付加してくると思うんですけれども。 

私は、今、別の分野で高齢者の意思決定の研究をいろいろ見ているんですけれども、

やっぱり、なかなか老年学の蓄積なんかを聞いていると、同じ説明を聞いても、家族とご

本人では聞いている部分が全然違うというような問題もあるようでございます。 

それで、こういう新しいサービスを利用する際の苦情処理の仕組みなんかも改めて当

然制度の下支えとしては想定しておくということが前提だと思いますけれども、この評価

案というのは、想定、想定と書いてあるんですけれども、ケアマネジャー自身の何かヒア

リングを行った結果、こういう○、×、△がついているのか、あくまでも事務局のまさに

想定なのか、そういうところを明らかにしてもらいたいなと思います。 

全体的に資料に想定、想定と書いてあるところが十分なファクトがないから想定と書
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いているということであれば、今後の実証的な取り組みの中でこの想定が本当にそのとお

りになっているか、なっていないかは検証する必要があるんではないかなと思います。 

それから、先ほどの想定需要の話なんですけれども、もちろん、事業者側が需要があ

ると見込まれるとともに、これは需要というわけですから、お金、要するに経済力と価格

によって決まってしまうんだろうと思いますので、この辺もこの需要が事業者側の需要だ

けではなくて、それにふさわしい経済要件みたいなものもあるか。前提としては、もちろ

ん、これらのサービスは選択的になる以上、お金がある人は使うし、ない人は使えないと

いうのに、地域社会として、ある種の合意ができるだろうということは前提だと思います

けれども、そこは単に事業者側の見込みだけじゃなくて、本当に需要が実現するかどうか

は、地域における経済力、あるいは価格づけによって変わるのかなと思いました。 

すみません。最初のところですが、感想程度になりますけども、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  それから、先ほどの委員も資料６の２ページ目のこれが総合的な評価なのかというご

質問もありましたので、事務局、あわせてお答えいただけますか。 

○東京都介護保険課長 まず、モデル事業テーマの評価方法の２ページのところの評価方

法の特区で取り組む意義というところなんですけども、現行法制で実現はなかなか難しい

ものが、点数が高くなるという評価をしていて、特区で取り組むということで規制の壁が

高いものを高い点にしているというような評価づけをしてございます。 

  また、ケアマネジャーの理解・納得というところですけども、これは過去にケアマネ

ジャーに対して保険外サービスの利用についてのアンケート等をとっています。そういっ

た内容から事務局が想定して評価したものというものでございます。 

今後、次の資料でご説明する予定でございますけれども、ケアマネジャーに２０人ほ

ど参加していただいて、ワーキンググループをつくって、今言ったこの部分のケアマネジ

ャーの今持っているケースで、例えば、選択的介護を使う場合、どういう場面が想定され

るのかというのを個別ケース検討をしながら、評価について、これで正しいかというとこ

ろを詰めていくということをやっていこうかなということを考えているところでございま

す。 

需要の部分についても、ケアマネジャーが利用者と一番接触を持っているということ

でございますので、そこでも把握できるのかなと。 

あと、全体の事業者ヒアリングをしている中で、経済的な格差が選択的介護を使う、

使わないの差というのではないみたいな、サービスメニューによっては使う場合もあるだ

ろうということを、いろんな事業者さんからお聞きしていますので、メニューの立て方に

よっては大分需要も違ってくるのかなと。そこはやはりケアマネジャーとの議論の中で詰

めていく必要があるかなというふうに考えてございます。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 まず、今の議論は評価をどうするかということだと思うんですけれども、事務局
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で提案された技術的な評価については納得するものでありまして、これはこれでありかな

と思うんですが、私の立場としては、豊島区の区民のことを考えた場合に、利用される方々

の評価軸が足りないような気がしまして、このサービスは何のためにやるかというと、基

本的にＱＯＬが上がるとか、そういうためにやるわけですけれども、このサービス導入に

よって、ご本人様、また、ご家族様に対するＱＯＬの向上が見込まれるかどうかと、少し

概念的になりますので、申し訳ないところがありますけれども、やはり、それが必要かな

と思います。 

それから、例なんですけれど、同じような例で、例えばこれが入ることによって、画

期的に便利になるのかというような軸ですとか、それから、忘れてはいけないのは、自立

支援というのが介護保険の基本的な考え方になりますので、サービスだけになりますとか

というだけでは、やはり、いけない部分があると思いますので、これは自立支援に資する

かどうかという軸もいるかなと。 

そして、最後に、先ほどのお話もそうなんですけれども、日常的に行うものに対して

お金が上がったり下がったりということについて言うと、例えば、買える人と買えない人

で差別といいますか、そういう格差を感じやすいというようなものと、これは、やはりオ

プショナルだよねという、みんなの納得があって、買える人は買えばいいじゃんと思われ

るようなものであると思いますので、サービス導入が買える人、買えない人で格差を感じ

るか感じないかというような軸みたいな方向は、ざっくりと考えただけなんですけども、

こういった基本的な利用者にとってのインパクトに対する評価軸を入れたらいいのではな

いかというふうに感じました。 

○会長 ありがとうございます。非常に大きな視点だと思います。 

○委員 私も今、先生がお話しされた意見に賛同するところがあるんですが、豊島区の高

齢者、利用者の立場での評価というか、意見をもうちょっと取り込むような内容がないと

いけないんじゃないかなと。というのは、今回のＲＦＩの内容というのは、どちらかとい

うと、サービスを提供する側の意見であって、こういうことが必要なんじゃないかという、

そんなことでお話がありますけど、実際に、じゃあ、高齢者が自分でできないことをほか

の人にお願いする、それが家族であったり、あるいは、介護サービスであったりするわけ

ですから、それが、自分ができないことを、ある程度生活レベルということで保険でカバ

ーされる。それがさらにもうちょっと楽しもうということに対しては、お金を払ってもい

いという、そういうレベルはあるかもしれませんけども、先ほど、選択的な部分が金持ち

優遇的なことになっちゃいけないと思うし、平均的な高齢者のニーズをもうちょっと評価

してもらえるような部分を考えていただきたいなと思います。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、お願いいたします。 

○委員 ケアマネジャーの関与について、豊島区さんと同じく共同事務局の都としての、

この件にかかわった委員として加えてご説明させていただきますが、委員からのご指摘を
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お聞きしながら、こういった文書、ちょっと簡略化した文書を改めて見ますと、ケアマネ

ジャーの理解がなければモデル事業が成立しないとか、実現可能性が乏しいということで、

言い回しをもうちょっと補足をすればよかったなというふうに感じておりますが、一方で、

先ほど、豊島区の高齢者の状況というのが一人暮らしの方が多いと。都内の平均よりもか

なりポイントが上ということで、今後の都内の将来像ということの一つの大きな参考にな

るのかなというふうに思いつつ、一方で、現在、都内にはケアマネジャーが約１万１，０

００人おります。したがいまして、このモデル事業を拡大ということになりますと、どう

してもケアマネジャーの理解というか、関与というのが必要になってくるわけなんですけ

れども、現在、やはり混合介護、選択的介護に関して、ケアマネジャーさんの不安とか、

疑問も多い状況もございます。先ほど、事務局からも、今後、豊島区さんでワーキンググ

ループをつくってということの中で、委員のご発言などを踏まえれば、ケアマネジャーが

従来どおりの発想や手法でこれに取り組むということではなく、新しい課題に対して、問

題提起も含めて議論していただくような形に提案したいなというふうに思っております。 

加えまして、規制改革会議の意見書におきましても、先ほども意見がございましたが、

ケアマネジャーが自立支援、重度化防止の観点を踏まえたケアプランへの位置づけが必要

という意見書も出されておりますので、また、先ほどの利用者の意見ということを踏まえ

れば、やはり改めてケアマネジャーの役割とか、関与というのが必要なのかなというふう

に思っておりますので、この点につきましては、後ほどまた詳しく説明があろうかと思い

ますけれども、ワーキンググループの中で、さらに検討を加えていきたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○会長 どうもありがとうございました。 

  まさに後で議論しますが、ワーキンググループが重要な役割を果たすと思います。 

○委員 今のお話、細かい説明で非常によくわかりました。 

  おっしゃるとおり、今までの十数年間の実績というか、経験の中でケアマネジャーは

今日まで仕事をされていますので、慣性の法則というか、そういう中でしているという部

分はすごくあると思うんですね。 

  あと、もう一つ、なるほど、先生が話されていたように、介護保険は自立支援という

ことなんですけれど、自立支援って一体本当は何なのかなという根本的なことがあると思

うんですね。例えば、お寿司屋さんに行って、一つ一つ選んで、「これ食べたい、あれ食

べたい、次はこれだ」、そうじゃなくて、お任せサービスというのがありますよね。お任

せサービスをする人が自立ができないのかといったら、そんなことはありませんので、つ

まり、自立というものの意味というのも、どのくらい幅広く捉えるかということがあると

思うんですね。 

仮に介護保険制度はなるほど自立支援、その場合、自立って本当は何なのかというこ

とがあると思うんだよね、障害者を含めてね。だけど、過度に、保険外サービスですから、
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選択的介護ですので、その場合、例えば、私も前にお話ししましたけど、墓参りのときに

家族８人ぐらいでやっても大変だったと。そのときに、もし、プロの人が墓参りに来てく

れたら、本当によかったのかなみたいなこと。これは自立支援かといったら、必ずしもそ

うじゃないんだよね。だから、自立支援は重要だというのはわかるんだけど、保険外給付

の場合は、自立支援というのは余り強調すると、あれだけど、そこら辺をうまくいい形で

バランスをとっていただかないと、やっぱり介護保険は自立支援だという形でケアマネジ

ャーの方に説明して、なおかつ、選択的介護の場合に、うまく、ぜひいい形でアドバイス

なりして、せっかくワーキングをつくられるわけですから、新しい試みですので、してい

ただきたい。 

  それと、もう一つ、先ほど、先生からこういう視点がまだ足りないなというご指摘だ

ったので、それは本当に十分踏まえなきゃいけないけど。それと、もう一つ、先ほど、先

生から、いい形になるために、いろんな細かいことを注文をつけて、また、事業者の中に

は不適切なことを行う方がいらっしゃるので、したがって、それを防止するために設けて

いるような部分もあるわけですよね。ところが、それが余りはしの上げおろしまでやると、

本来、準市場であるんだけど、創意工夫でもって、いい形で効率的で効果的にサービスを

提供するというのが非常に重要だったにもかかわらず、それがほとんどできなくて、事業

者側のイノベーション、サービスイノベーションとか、ビジネスイノベーションができな

いわけですよ。そういう意味では、規制緩和というか、その部分の、いきなり難しいかも

しれないけれども、効果というか、そういう視点というものも……。つまり、現行の介護

保険制度でやっているものについても、実は効果的にできているかといったら、必ずしも

そうじゃない。なぜかというと、国も自治体もよかれと思ってやっているんだけど、とこ

ろがそれによって、手とり足とり、言われるままにしろということでは、全く民間性とい

うか、普通の企業だったら考えられるようなイノベーティブな部分ができないというのは

あるわけですよ。それもすごく重要なことだと思うので、これは案外難しいかもしれない

ですけど、そこら辺も要素としては、これから入れていくべきだと今思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

  ほかの委員の方はいかがでしょうか。 

○委員 何点か申し上げたいと思います。 

  先ほど、先生が指摘された件、基本的に私もおっしゃるとおりだなというふうには考

えておりますが、私自身は、事業者という立場でございます。そういう点から申し上げま

すと、まずは議論のその前の段階からかもしれませんが、本体報酬の適切な設定が、まず

第一だろうと思います。あとは事業者としてのマネジメントの問題だろうと。当然ながら、

さっきもお話がありましたけれども、年末年始とか、できればその日は職員だって休みた

いわけですが、しかし、大事なこととして勤務をしていただく。そういうときには、他は

どうかわかりませんが、ごく一般的でしょうけれども、事業者は年末年始にかかわる別途

手当を支給すると。その支給ができるために、きちんとマネジメントをしなければいけま
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せんが、ないそでは振れないというところもありますので、先ほど申し上げたように、本

体報酬の適切な設定ということが前提だろうと思います。 

  それから、ご提案のあった評価の枠組みについては、私自身も技術的な部分はいろい

ろご苦労されて組んでいただいたと思います。おおむね良とするところですけれども、た

だ、複数の委員の方からご意見がありましたように、利用者の方の視点といいますか、そ

の点についてはウエートのつけ方が、やや薄いかなという感がいたします。 

  それから、３点目で、今回、選択的介護ということがテーマで、非常にハードルが高

い、だからこそ検討する意義もまた大きいということもあると思うんですが、これまで出

ていなかった視点といいますか、あえて違う視点、あるいは、私の申し上げることが少し

見当違いかもしれませんが、前段で豊島区の担当の方から高齢者の現状についての資料説

明を頂戴しました。その中で豊島区では独居者が非常に多いというご指摘がありましたし、

また、一方で、日中独居も多いと。日中独居が多いということは、少なくともご家族の方

はいらっしゃる。その方々は、大概は仕事をされて昼間はいないと。 

ここでちょっと別段の視点としては、介護離職の問題、全国的には年間で１０万人ほ

どが介護離職をされているという案内があったと思いますけれども、これは、実は非常に

大きい問題で、離職をすると、職を失いますから、多分、介護保険料も納めなくなるわけ

ですよね。一人、二人なら別ですけれども、毎年１０万人ぐらいが介護離職をして、その

方々の保険料が減る、これはしいては大きく言えば、介護財政の枠組みにも影響が少なか

らずあるだろうと思います。 

そういう意味で、今回の選択的介護と介護離職のことをどこかで接点ができないだろ

うか。今回のさまざまな提案の中には、これと直結するものというのは、私は全部を見て

いないので、あるいは、見当違いのことを申し上げているのかもしれませんが、せっかく

モデル事業を行うのであれば、この介護離職の予防にも資する、そういうような選択的介

護というものはないんだろうか。 

一方で、最初の会合の際に頂戴した資料に、東京都のほうで取りまとめていただいた

基本的な考え方というのがありますが、今後、選択的介護を考えるときには、やはり低所

得者への配慮と、これは大事なこととして取り上げられています。もし、介護離職の予防

に資するような選択的介護がなされる場合には、なかなか十分にペイが、支払いが難しい

方に対しても一定の公的な配慮がなされていると、これは社会的に見ても、十分にバラン

スのとれたことにならないかなと、そんなふうに皆さんのご議論を伺いながら考えました。

もし見当違いな点があったら失礼いたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  おっしゃったように、本来は本体報酬で年末年始のものも全部カバーするのが当然な

わけですが、ただ、一方で、介護保険財政は非常に苦しくて、豊島区だけの資料を見ても

給付費が急速に増えているわけですね。だから、そういう厳しい制約条件の中で何をする

かというのが、まさにこの会議の役割であろうかと思います。 
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  それから、おっしゃったように、介護離職の予防というのは、すごく大事なことで、

今、きちっとした公的保険があるのに、なぜ介護離職をするのか。それは今の公的介護保

険だけでは対応できないから、やむを得ず介護離職をされるわけですね。だから、どうす

れば働きながら所得を得て、その所得を、介護離職を防ぐために使うことができるかとい

うのを考えるのが、まさにこの会議の基本的な目的であって、そこを指摘していただきま

して、ありがとうございました。まさにそういう視点がちょっと欠けたかもしれません。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ヒアリングに参加させていただいて、既にいろいろやられているようなサービス

が多いという話もありましたが、やはり利用者の身近な場所にそういったサービスがまだ

不足しているのかなという印象がございました。こちらのほうをぜひ増えていくように、

こちらの選択的介護のほうでやっていければなと感じました。 

  資料６のほうで１点、ちょっとご検討いただきたいなと思ったのは、５ページ目、ケ

アマネジャーの理解・納得の部分なんですが、ヒアリングをしたときに、通所介護の中で

空き時間に学童保育等をできないかというような話を聞いたので、こちらは７番目のとこ

ろの下の段がそれに当たるのかなと思ったんですけれども、この右脇に、私の理解がちょ

っと違うのかもしれませんが、ケアマネジャーの対象から外れており、理解を得ることは

困難とあるんですけれども、介護保険外のことについても、恐らくケアマネジャーの方々

が考えてケアプラン等考えておりますし、また、今、共生型のサービスを進めていくとい

うような話もありますので、理解を得ることは困難ということはないのではないかなと思

いましたので、こちらをご検討いただければと思います。 

○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 私は、ヒアリングに参加したときの提案の中で、認知症の方で一人暮らしとか、

家族がいるが同居をしていないというような場合に、買い物とか何かお金の管理で、いろ

いろトラブルが多いので、電子マネーを使って、その電子マネーの中にもお金は一定額以

上入れないというようなことをすると、認知症の高齢者ご自身も、それから家族の方にと

っても金銭的なトラブル回避になり、一方事業所やヘルパーさんご自身も、そういった被

害を受けるリスクが減る、そんなことが取り入れていけるといいと思いました。そのとき

に私も初めて知ったわけですが、貸金に関わる規制があって、そことの関係が非常に難し

いと。要するに、私も参加してわかったけれども、この選択的介護について取り組むとい

ったときに、一般の人たちは株式会社がやりやすいような規制を緩和するというように受

けとめる方たちが多いようなので、もっと介護保険のサービスにはそれだけではなくて、

いろんな規制に伴ってサービスが限定されているから、もう少しその規制を緩和すること

によって、利用者やそのご家族が利用しやすくなるようなことを検討するということも、

もっとＰＲしたほうが、一般の人たちからの誤解を避けることにもなるというようなこと

で、ヒアリングに参加した中で、強く感じました。 
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それから、今日の提案のあった内容の中で、デイサービスでコインランドリーを利用

する、これは認知症の比較的初期の段階で、一人暮らしの場合、とても有効的だなと思い

ました。自宅に乾燥機つきの最新のものを買ったとしても、認知症の方は何回やり方を、

ここのボタンを押せばいいということの説明を受けても、いざ自分が使うときに使えなく

なってしまう。そういうことであれば、デイサービスに行ったときに、乾燥までできるよ

うにということだと、職員の人から指導を受けて、自分でそこに入れて、帰る頃にはでき

上がって、それを持って帰ると、こういうようなことで、日常的に着る衣類については自

分で自己管理ができるというような満足というか、そんなことにつながるので、ぜひ検討

できるといいなと思いました。やはり、認知症の軽度な方が地域の中で一人暮らしをして

いるというようなところで、もっと介護保険のサービスが利用しやすいようになっていく

といいのではないかなというようなことを思っております。 

○会長 ありがとうございました。 

  私もヒアリングにおりましたけれども、やっぱり自分で自分の掃除とか洗濯とかをす

るというのは、本当に自立支援にもなると思うんですが、そうすると、コインランドリー

をデイケアセンターが設置しても、儲けるという批判が出てきてしまうという、非常にそ

こは残念なことで、企業が利益を上げるということがいけないという考え方が日本では多

いんですが、お客に買ってもらって初めて利益が上がるわけで、企業というのは。だから、

それを間接的に利用者の視点がないとビジネスというのは成り立たないと思います。だか

ら、この事業者のヒアリングをしたのは、決して事業者の都合だけを聞いたわけじゃなく

て、事業者の人が普段接している利用者の声も間接的に聞いていると、そういうふうに私

は理解しておりますので、現に事業者の方からも利用者がこんなニーズがあるんだけど、

それに対応できていないというご意見もたくさんいただきましたので、もちろん、それに

加えて利用者の意見を直接聞くことも大事であろうかと思います。 

ほかにいかがでしょうか。 

○委員 先ほど来、個別の事例的な部分が何件か出た中で、私が、多少違和感を覚えるの

は、まず年末年始の事業者サービスで何とか考えたほうがいいんじゃないかというお話が

ありましたけど、一般企業において、年末年始に従業員どうこうという、もちろん、時間

外のサービス等はあるかもしれませんけれども、それぞれの企業の中でこなしているので

あって、それは通常の給料で雇用しているのであれば、その中でカバーされるべきで、そ

れを選択的介護とか、そういう中で議論されるものとは、ちょっと違うような違和感を覚

えたことと。それから、あとは家族の余分な御飯をつくるとか、あるいは洗濯もやってく

れとか、掃除もやってくれとかというようなことを家族から言われるということは、利用

者というか、自分ができないことをやってもらうということに対しての部分と、面倒を見

ている家族に対するサービスを給付でやるとか、そういうことは、ちょっと違和感を。実

際には、そういう事例を私もいろいろ地域で話は聞きますけど、ちょっとそれは余計な利

用方法じゃないかなという部分も感じておりましたので、選択的介護のテーマからは、私
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は外すような項目ではないかなと。そういうサービスを必要だというのは、もちろんわか

りますけれども。 

○会長 いや、今のご意見はとても大事で、まさに今のご意見がなぜ選択的介護が必要か

ということだと思うんですよね。それはなぜかと申しますと、スーパーマーケットなんか

は、年末年始はちゃんと開いていると。それは、当然、従業員に割増手当を払っているじ

ゃないかと。それは自分で価格を決められるからなんですよね。だけど、公的介護の場合

は政府が決めるわけで、政府はそういう年末年始の余分な手当まで考慮してやってくれて

いるかというと、実はそうじゃなくて、普通の平日のコストしか見てくれていないという

現実があって、だから、そこが一般の市場サービスと公的保険の公的価格の世界のサービ

スとの違いじゃないだろうかという点なわけです。 

だから、それをカバーするために、だからこそ採算が合わなくて、事業者がどんどん

撤退してしまうと。そうすると、結局困るのは利用者になるわけで、行列とか待ち時間が

できるとか。だから、そこの問題を解決するためにどうしたらいいかということを考える

わけで、もちろん、このやり方がいいかどうかはわかりませんが、何らかの形で市場サー

ビスとの併用を考えないと、今の介護保険自体が成り立たないんじゃないかという問題意

識がまず第一。 

それから、要介護者に対してサービスするのは介護保険の当たり前なんですけど、家

族のニーズまでというのは、よくわかるわけで、だからこそ、そこを保険外でやるわけで。

今は、それは認められているんですが、同時にやってはいけないと。それは法律で言えば

当たり前のことで、この時間は保険サービスでやる、それ以外は保険外サービスでやると。

だけど、それを別々にやったら、余りにも非効率ではないかと。だから、家族の分のサー

ビスを保険外でもちろんやってもらうんですが、それを同時一体的にやることによって、

非常にコストは安くなるわけですね。つまり、２回料理する間に１回で済むわけですから。

だから、それは要介護者を介護している家族のためにもなるし、現にそういうニーズがあ

るんだから、一種の要介護者のための介護サービスと純粋に家族の御飯をつくるという市

場サービスを一緒にやることで、より効率化ができるから、それを何とかしたら、要介護

者を助けている家族にもプラスになるんじゃないかという発想なので、従来の介護保険の

考え方からは、とても出てこない発想なので、しかし、それをしないと、やはり介護保険

事業自体が成り立たないんじゃないかという、そういう問題意識ではないかと思いますが、

いかがでしょうか。 

○委員 先生がおっしゃるとおりかなと思いました。先ほど、委員がおっしゃったように、

どうしてもネガティブな部分が一方ではあるし、割り増しを払える人と払えない人で、利

用するかしないかで、明らかに差を感じてしまうようなことがあったら、地域コミュニテ

ィとしてどうなのかという部分も本当に考えておかなきゃいけない。 

一方で、これは確かに今の規制の中では使えなかったけれども、使えることによって、

より生活が充実すると。あるいは、介護のサービスのイノベーションにつながると。さっ
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き委員がおっしゃった電子マネーの話なんかは、今、フィンテックという新しい言葉が出

ていますけれども、電子マネーで決済すると。これは世界的にも広がっていて、日本みた

いに高額紙幣で１万だ５，０００円だという紙幣を使うというのが、いろいろトラブルが

起きている。日本の場合は特に高齢化社会になるわけでして、買い物支援のところで高額

紙幣を渡してしまえば、どうなってしまったかわからない部分が起きると。そうなると、

記録ができる電子マネーを使うようにするところは、まさに最新技術を介護の中に入れて、

より安心な社会をつくるようになるのかなと。 

  だけど、ここで、選択的介護で議論していますけれども、これはそんな規制があるな

らば、あると思うんですけれども、これはここから発信して、選択的介護の問題ではなく

て、全国の制度に使えるようにしろというふうに言う部分もあるのかなと。 

○会長 もちろん。 

○委員 あるいは、先ほどの介護離職の問題も、これも本来、選択的介護の問題じゃなく

て、在宅あるいは地域包括支援のほうに、どんどん持っていくなら、家族支援を同時にや

らなきゃいけない。これは選択的介護の問題じゃなくて、ユニバーサルな国の制度のほう

に何とか反映しろというふうに国の政策本体に刺激を与える部分もあると。標榜的な目的

があるのかなというので、こういった部分も発信する必要があるのかなと思いました。以

上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、先ほども議論が出ていましたワーキンググループの設置について伺いたい

と思います。 

事務局から資料８について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８について説明】 

○会長 ありがとうございました。今、事務局からご説明があったワーキンググループの

設置及び内容について、ご意見がありましたら、ぜひお願いいたします。 

○委員 今、豊島区の方からご案内をいただいた件ですけれども、ワーキンググループで

基本的には、ケアマネジメント業務を通してというケアマネジャーの方が中心とされてい

るかと思います。私自身、それについては、全く異存はございませんが、もし可能であれ

ば、若干名でも豊島区の中でも、先ほど資料を拝見しましたら、小規模多機能の事業所が

ございます。小規模多機能の中には計画作成担当者、事実上のケアマネジメントを行う者

が配置されています。この集まりの中では小規模多機能とか定期巡回とか具体的なことで

取り上げて、ああだこうだといった意見交換はありませんが、小規模多機能の計画作成担

当者もまた独自の視点をお持ちかと思いますので、もし可能であれば、若干名お誘いして

はいかがかなという意見でございます。 

○会長 それは非常に建設的なご意見で、事務局はいかがでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 今現在、小規模多機能のケアマネジャーの方にもお声をいただ

いてございますので、ぜひ一緒にと考えております。 
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○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 マストではないんですけれども、ケアマネジャーのみがこれを考えるのかという

ところが違和感があって、それで、もし可能であれば、作業療法をやっているような方々

で、生活行為向上マネジメントというのを進めている方々もいらっしゃるわけですけれど

も、そういうような視点の違う人も、もし、入れていただければ、１人とかでいいと思う

んですけれども、ケアマネジャーさんで、「あるある、そうそう」というだけの話じゃな

くて、それはどういうふうに整理できるのかという面があっていいのではないのかなとい

う気がいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  いかがでしょうか、この点について、事務局。 

○介護保険特命担当課長 メンバーは２０名とは決めているわけではなくて、いろんなお

声も入れていきたいと考えておりますので、作業療法士の方にも、ぜひ、お声がけをした

いと存じます。 

○会長 どうも貴重なご意見、ありがとうございました。 

  ほかにはいかがでございましょうか。 

  できるだけ多様な声をやっぱり入れてヒアリングをしたいと思いますが、ぜひ、この

機会にワーキンググループで、誰を入れるかということと同時に、こういうことをちゃん

と議論すべきだということも含めて、別に今でなくても、後でお気づきになったら事務局、

あるいはメールでいただいても結構ですが。 

○委員 先ほど、委員からもお話が出ていたかと思いますし、皆さんからも出ていたかと

思うんですけど、自立支援ということをどう捉えるかということを、やはりきちんとここ

で正しておきたいというか、単にＡＤＬの向上だけでなく、そのことが生活の中で、その

生きている人にとって、どんな楽しみになるか、生きていることのうれしさになるかとい

うところも捉えながら、そこを支援できるサービスが保険外からも入れたらいいかなと思

います。私どももケアマネジャーの協議会で尊厳の保持に基づく自立支援という意味で、

何かができるだけでなく、できない人にとっての自立支援とは何か。要するに、きちんと

意思を伝えられない人、あるいは、もうターミナル期の人にとっても、私たちが行う自立

支援というものがあるのではないかということで、そういうときにも必要な支援が含めら

れたらいいなというふうに思います。 

ですから、ここでも自立支援という言葉の意味を、やっぱり平たく言えば、人生を楽

しみを持って最後まで楽しく生きるというか、そういう幸せになるという意味で捉えてい

ただけるような議論ができるといいと思っております。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 ワーキングだから、そんなに人数はふやせないのかもしれないんだけど、いろん

な要望というか、意見があったので、ぜひ、それを反映していただきたいと思います。 

  基本的に、ケアマネジャーは、そんな利用者本人、それと家族と日常接していません
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から。一番接しているのは、例えば、ヘルパーとかなんですよ。そんな毎日とか、頻回に

ケアマネジャー関わっていませんよ。例えば、地域包括ケアの中で、高齢者が入院する、

あと手術をする、また出るといった場合に、非常に重要なのはＭＳＷですよ、地域連携室

のそういう人たち。状態像をわかった上でするから。医療関連のこともわかるし、あと、

生活状態も非常に承知しているからということで。だからケアマネジャーがどうこうと言

っているんじゃないんですよ。だから、その中で、その人にとってのニーズというけれど、

ケーススタディによる利用者ニーズの抽出とサービス提供パターンの検討と書いてあるん

だけど、本当に昼間も認知症の人が家にいて、老々介護していたり、そういう生活を見て

いると、日常接している人からすると、こういうものがあったらいいなとか、こういうも

のはどうなのかなという矛盾というとあれなんだけど、そういうものを感じていますから、

ちょっと一段上と言ったらあれだけど、ワンクッション置いちゃってて、接触頻度も何か

あったときはもちろんしますよ、ケアマネジャーだからね。だけど、それ以外の平生のと

きというのは、余りかかわっていないから、わかりやすく言うと。だから、ヘルパーが参

加したら１００人くらいなっちゃったりすると、困るから、それはそうは言わないけど、

何かもっと接している……。先ほど、小規模多機能は三位一体というか、四位一体という

か、要するに泊まりと通いと、それプラスケアマネジャーが内包されているから。だから、

来るときも、泊まるときも、昼間いろんなことをするのも、料理をつくる人も運転手さん

も全部見ているんだよね、その変化を。その上でケアマネジャーが見るので、非常にそう

いういい形になっているから、先ほど、小規模多機能のケアマネジャーに入ってもらうと

いうのも、検討されているということなので、それはすごく身近に状態像を、ほぼ毎日と

か見ている人たちだから、それはいいと思うんだけど、状態をごらんになっている方にも

多少は入っていただいたほうがいいと思います。 

あと最後に、先ほど、評価とか、そういうのを誰が評価したのとか、どうなのか。あ

と、○×とか△とか、いろいろありましたけど、これはこれですごくおもしろくて、つま

り、×だからだめだとか、×だからできないとか、△だからどうというのではなくて、こ

れは正直ベースで現状の認識をあらわしているものなわけですよ。だから、先ほどのダブ

ルケアであるとか、働き方が何とかで、そういうものからしたら、保育とか、そういうの

も関係あるじゃないかとか、介護離職について、どうこうというのもありましたよね。そ

ういう視点からすると、実は△と×になっているやつというのは、結構、現状では無理だ

なと思っているところがあるかもしれないけど、相当重要なものが入っていますから、こ

れは×だから△だからだめとか、そういうのじゃなくて、非常に丁寧につくっていただい

ていますので、これは非常に重要なポイントだと思うから、それらについても丁寧に説明

して、△だからだめだとか、そういうのじゃなくて、もう少し広がりをもった形でやって

いただけるようにしたほうがいいと思います。 

○会長 それはもっともなことだと思います。 

  先ほど、説明していただいた資料のどこかに、一番相談しているのはケアマネだとい
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うのもあったように思うので。 

○委員 それは質問表のつくり方です。 

○会長 そうですか。 

○委員 結論が出ているんです、あれは。本当にそうですから。 

○会長 事務局、今の先生のご質問に対して、どうでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 ただ今のご意見を踏まえまして、メンバー構成等について再度

考えたいと思います。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。非常に貴重なご意見をいただきました。 

それでは、ワーキンググループを設置して、利用者の視点からさらに事業内容を深め

ていただくということで、よろしゅうございましょうか。 

（はい） 

○会長 ありがとうございます。 

それでは、ワーキンググループのリーダーは会長の指名ということでございますので、

僭越ながら私のほうからお願いさせていただきたいと思います。 

リーダーとしては、ご見識の非常に深い知脇委員と小島委員のお二人にお願いしたい

と思いますが、いかがでございましょうか。 

（異議なし） 

○会長 非常に大変でございますが、よろしくお願いいたします。 

それで、恐縮ですが、一言ずつご挨拶というか、それをお願いできればありがたいと

思いますが、委員、いかがでございましょうか。 

○委員 ありがとうございます。今回、リーダーを拝命いたしました。 

  今回のモデル事業実施前のワーキンググループにおいて、豊島区の特徴でもある軽度

要介護者に対する支援、お一人暮らしの方も含めてそういった支援、活動性を高めていく

ということも考えながらやっていきたいと思っております。また、介護離職の問題等に資

するような、追加メニューもありましたよね。新しい案の提供等がありましたので、こち

らも含めて、さまざまな方と話していきたいと思っています。 

  別のウエブ調査を見たんですけれども、ケアマネジャー４１０名の方に対するアンケ

ートで、介護保険外サービスをどの程度ケアプランに盛り込んでいるかというのを聞いた

ところ、ご利用者やご家族から希望があれば盛り込んでいるとする人が５９．３％だった

けれども、積極的に盛り込んでいるとする答えは１４．４％にとどまっていたそうです。 

  このワーキンググループを通して、ぜひ、ケアマネジャーの方々が積極的に取り組め

る形に、また利用者の方々の声も聞いていけるような形で取り組んでいければと思ってお

ります。 

  よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、委員、よろしくお願いいたします。 
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○委員 ワーキンググループ、お引き受けさせていただきまして、委員とともに一緒に進

めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

先ほど、委員がケアマネジャーのありようをいろいろおっしゃってくださっておりま

したが、ケアマネジャーは本当にいろいろな人がおりまして、ここにも相談をしているの

はケアマネジャーであるというふうに出ておりましたが、確かにこれは介護保険サービス

ではできないんだよということを、今までみんなケアマネジャーが拾って行ってきた部分

もございました。いろんなことを、そこまであなたがやるのというほど走り回っていたケ

アマネジャーもおります。だから、そういうところが少しでも、それがたくさんあればあ

るほど、できるだけこういう選択的なサービスというところで入れていけたらいいなと思

います。 

そして、私としましては、本当に利用者の方たちの姿をその場で見ていなくても、私

たちはかかわるデイサービスやヘルパーさんや、いろんな人からの話を聞いたりしながら、

プランを考えていっておりますし、また、本当に困ったときに、やっぱり私たちが呼ばれ

るというふうに思います。あるいは、本当に家族が困ったときにも呼ばれるということも

思います。家族が離職をしなくちゃいけないというのは、そこまでサービスが届かないと

いうことなんです。それだけ介護保険が家族に対してのサービスは行えない形でやってき

ている。あるいは、本当に困ったときには家族介護がなければ生活ができないという現状

に、今なってきているということだと思います。 

そういう現状を踏まえた上で、また、私たちの利用者の多くの方に、今、認知症の方

がふえてきている。それも軽度の方も含めて、いろんな生活の支援が早くから必要になっ

ていて、それができれば、もっともっと在宅で過ごす時間が長くできるのではないかとい

うことも踏まえながら、今回のワーキンググループの選択的介護の作業に当たらせていた

だきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

○会長 委員、ありがとうございました。 

  それでは、ワーキンググループの今後の招集とか運営につきましては、事務局によろ

しくお願いいたします。 

  それで、本日のご意見を踏まえまして、事務局にはまた次回以降の論点を整理して議

論を進めていきたいと思いますが、スケジュール等について、事務連絡をお願いいたしま

す。 

ごめんなさい、委員、どうぞ。 

○委員 今日の議論で一言。ずっと考えていたのですが、先ほど、介護サービスの中にお

ける価格による中の調整をどう考えるかという話だったんですけれども、やっぱり介護サ

ービスの本質を踏まえて、ちゃんと整理したほうがよくて、社会保険だからいいとかいけ

ないとかという原理主義的な判断はいけないと思います。 

社会保険の中でも医療保険の中で部分的にはフリーアクセスを制限するような、部分
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的には制限するような価格づけというのは実際あるわけですね、休日とか、深夜とか、あ

るいは大病院のアクセスは診療報酬や自己負担で一部調整をしているというところがある

と思います。ただ一方で、医師の指名割り増しとか、診療時間、混雑時間に行くと、自己

負担が上がるなんてことは医療の中ではないということだと思います。 

一方、介護の場合は、介護サービスの一部、緊急性があるのかどうなのかというとこ

ろもあるだろうと思いますし、サービスの標準化が進んでいるかどうかというところ、あ

るいはサービスの利用者と提供者、ヘルパーさんとの相性自体がサービスの品質に差を与

えるという特性もあると。ただ、介護保険のほうは一方では利用者の判断能力、認知機能

が落ちているというところも留意しなきゃいけないと。 

こういうものを踏まえて、先ほどのどのくらい介護保険の中に価格調整の仕組みを入

れていいかということを考えたほうがいいんじゃないかと。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

確かに医療保険との類比も大事で、医療保険でも予約料というような形で一種の割り

増しもありますし、深夜割増みたいなものもありますから、もうちょっと医療保険との対

比という観点からも整理する必要があるかなと思います。ありがとうございました。 

それでは、事務局のほうからよろしくお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 ありがとうございました。 

  第１回の有識者会議では１０月の初旬までにモデル事業参加事業者の仮選定を終える

というスケジュールを考えてございましたが、本日もいろいろなご意見を賜りましたし、

また、今後、ワーキンググループを運営しながら、事業内容を深めてまいりたいと考えて

ございます。よって、スケジュールにつきましては二、三カ月程度後倒しになる見込みと

いうことで、じっくり検討してまいりたいと考えてございます。 

また、第３回の会議でございますが、１０月中旬以降で予定をしたいと考えておりま

して、詳細が決まりましたら、委員の皆様にはご連絡をさせていただきます。 

また、一般傍聴者の皆様には、広報としまと区のホームページで周知をさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

スケジュール及びそれらについては何か、もしコメント、ご質問がありましたら。 

よろしゅうございましょうか。また、後でいろいろお考えがありましたら、メール等

で、ぜひ事務局にご連絡いただければありがたいと思います。 

では、よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

それでは、これをもちまして、第２回の選択的介護モデル事業に関する有識者会議を

閉会といたしたいと思います。委員の皆様、お忙しい中、ありがとうございました。 

（午前１１時５３分閉会） 


