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（午後６時２９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、皆様おそろいでございま

すので、第３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。 

 本日もお忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】 

  それでは、会長、進行をお願いいたします。 

○会長 それでは、最初に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、傍聴の方が６名いらっしゃいます。 

○会長 それでは、傍聴を認めていいかどうかお諮りさせていただきますが、よろしいで

しょうか。 

（異議なし） 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、傍聴をよろしくお願いいたします。 

（傍聴人入室） 

○会長 それでは、引き続き、議事に入りたいと思います。 

  本日、議論する論点につきまして、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１について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、１つ目の議題のワーキンググループの検討状況等の報告について、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２について説明】 

○会長 ありがとうございました。それでは、今ご説明いただきました内容について、ご

質問、ご意見ありますでしょうか。 

○委員 ３ページの真ん中で、「現在関わっている事例においてケアマネジャーが提供し

ている支援内容」と書いてありますけど、これについては、法や規定上で行うものとそ

れ以外の区分けをした上で議論しているのですか。これは、区別をわかった上でここに

書いてあるのか。それと３ページ目の下の３「現在関わっている事例において「あった

ら良い」と思う支援内容」というのは、２の続きということからいうと、ケアマネジャ

ーともとれるんだけど、ケアマネジャーが行う支援内容として書いてあるのか。 

○介護保険特命担当課長 ケアマネジャーが提供している支援内容については区分けをし

ているものではなく、ケアマネジャーが実際に提供しているものを自由に出していただ

いた内容でございます。 

  また、３番目の選択的介護が「あったら良い」と思う支援内容でございますが、こち

らはケアマネジャーが行うということではなくて、今回、訪問介護事業所がメニューに

入れる内容として「あったら良い」と思う支援内容を入れたものです。 

○委員 わかりました。ありがとうございます。 
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○委員 次の４ページ目、見守りやカメラの設置等については本人が望まない場合が多い

というのが書いてありますけれど、福祉関係の方々は、カメラの設置について非常に柔

軟に考えられているようですけれど、例えば病院とか医師の方々が身体介護の関係でど

ういう対応するかといったときに議論する際に、一番避けなきゃいけないこととして挙

げられているのはカメラの設置です。だから、福祉の領域とか、いわゆる居住系サービ

スの方々はそれがあったほうが便利だということで、そのほうが、安全管理がいいとい

うふうに考えがちですけれど、医師の方々は、ちょっと違うなと、それは注意しなきゃ

いけない。あと、その次の４ページ目の真ん中で、老々介護については、家族の家事、

これはご承知のように、夫婦ともに要支援ないしは要介護だといった場合は、ホームヘ

ルプサービスというのは使いやすいんだけれど、奥さんかご主人のほうだけが要支援な

いし要介護状態だと非常に使いにくいということありますよね。 

  その次に、同居家族が若い世代の場合という場合、若い世代というのもいろいろあり

まして、先日、要介護認定したとき、８０代以上の夫婦が１０７歳の人を介護して、こ

れも若い世代になるのかもしれませんけれど、この若い世代の場合、家族支援入れるこ

とについて抵抗がある人も多いというのも、これもうちょっとちゃんと子細に分析しな

いとまずいなということです。 

  あと、４ページ目の一番下から２番目、若い有資格のヘルパーのモチベーションがと

いうのがありますけど、これ何か誤解があると思うんですね。ヘルパーって、有資格っ

てどういう意味で使われているのかわからないですけど、２級とかそういう意味で使っ

ているのかもしれませんけどね。ヘルパーはあくまでヘルパーですので、そこら辺の認

識をごっちゃにして答えられるヘルパーの方もいらっしゃるし、介護士の方もいらっし

ゃるのね。だから、そこら辺もう少し丁寧な形で尋ねたり、聞き出したりしないと、非

常に誤解を生みますよね。 

  次、あと４番目の一番下のケアプランに選択的介護についてもケアプランに位置づけ

てはどうかということ以降、その次のページ以降ずっと書いてありますけど。選択的介

護の良さを生かすために余りコントロールすべきじゃないのですね。あんまりグリップ

したら何のためにやるのか、さっぱりわからんということになりかねません。 

  次の５ページ、パッケージについては、最初やるときにはこれのほうがわかりやすい

というのがありますので、非常によく理解できます。通常、ドイツでも州ごとにパッケ

ージとかコンプレックスと呼んでいるのですけど、あとモジュールという言い方をしま

すけれど、そういう形で組み立てるというのは非常にいいことで、その中で組み合わせ

ということ考えるというのはとてもいいことなのですね。 

  次の６ページですけれど、提供のタイミングとして８時から１８時になっていますよ

ね。これがよくわかんない。夜だって要介護状態でサービスが必要ですよ。それをなん

で８時から１８時に限っているのかわからない。それと、もう一つ、もちろん土日も入

っているのでしょうね。 
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  あと１１ページのところで、一般的にはこの区分けはよくわかるのですけど、一番右

側の利用者介護度とあるでしょ。どうしても通常こうなっちゃうのだけど、要支援１と

２でくくって２８％でしょ。その次が、要介護１が１９％で、要介護２が２４％で、要

介護３が１６％という組み立てですよね。それで要介護２についてはちょっと別だけど

ね。要支援２については、状態不安定と認知の場合、要介護１になるわけだから比較的

一緒にしたほうがいい場合があるのですよ。それと、要介護２と３のあたりというのは、

一番選択的介護が必要になる、アキュートで必要になる場合があるのだよね。通常のパ

ターンで使う場合と、アキュートというか、特にそれを入れなきゃいけないという二刀

流の使い方があるのですね。そういう場合ですと、実は要介護２とか３というのは結構

あるのですよ。したがって、通常法制上的にいうと、どうしても要介護１、２でくくっ

て、３、４、５とか、正確じゃない定義でやりますけどもね。実際にこのサービス利用

のパターンとか、そういうのを考えたときに、この区分というのは、これはこれで、今

日のところはいいんですよ。今後考えるときに、もう少し２と３というのは、かなり利

用のボリュームゾーンとしては大きいというのをご検討いただきたい。 

  そして、次の１４ページですけど、これはかなり本質的なことなんだけど、先ほど来、

事務局のほうで、１回目、２回目の中で利用者本位というか、利用者のための選択的介

護ということが一番の重要なポイントであったと思うんです。したがって、営利企業の

ためでもない。そういうことを考えると利用者本位で考えた場合に、これはもちろん意

味はよくわかるんだけど、網かけの部分というのは、時間単価が最低賃金を下回るから

これは除外だと。これ営利企業からいったらそうだよね。もともとオーストリアでもド

イツでもそうだけど、本当は日本でもそうなんだけど、現金給付法なのね。それをサー

ビス化しているだけなんで、現金給付ということだったら、本当はもっと柔軟にできる

んですよ。ドイツだったら、介護報酬の８掛けとか７掛けで、サービス事業者がやらな

くても使えるという形になっているわけですから。したがって、この場合、しようがな

いと言ってはしようがないんだけど、企業を前提にしているということで。混合介護と

いうのは利用者本人のためだから、必ずしも営利企業のためだけじゃないんですね。そ

ういうことをきっちりと考えるならば、例えばサービス協同組合であるとか、その他い

ろんな形があるのね。これはこれでいいんですよ。この図を否定しているんじゃありま

せんので。ただ、この部分を除外するということをしちゃうと、多様な、みんなで支え

合う社会をつくろうといったときに、サービス事業者が絡まないとできないということ

ではないはずなんですね。そこら辺きちっと考えないと人材の有効活用にもならないと

いうことなんで、これはこれでいいと思いますけれど、この網かけの部分を全て除外す

るということはいかがなものか。 

  そして最後に１７ページ、選択的介護をトータルで支援するのであれば、サービス提

供責任者の保険外サービスも含めて関与できるようにしてほしいということなんですけ

ど。これについては、後ほどのディスカッションになると思うんだけど、この発想がよ



- 5 -

くわからない。 

  以上、長くなりましたけど。 

○会長 ありがとうございました。質問が多かったので、ほかの方に入る前に、まず、こ

れについて、答えていただければと思います。 

○介護保険特命担当課長 質問としては、提供時間が８時から１８時に区切っているとい

うところがあったかと思いますが、こちらは利用者にアンケート調査をとるに際し、時

間外ですと追加料金が発生する等もあるということで、決してサービスメニューをこの

時間で区切るというわけではないのですが、アンケートをとる際の時間単価の考え方と

してわかりやすく提供時間を入れさせていただいたところでございます。実際のサービ

スとしては、この時間で区切ることを考えているものではございません。 

○委員 説明はわかりましたけど、それは誤ったメッセージを出すことになりますね。例

えばデイサービスでも、従来は何時から何時まで合計で何時間とやった。それはかなり

ずらして遅めにすることもできるし、これは法定内ではありますけれど、なぜデイサー

ビスなのに泊まりがあるのかということはもちろんあるんだけどね。そういうような、

かなり遅い時間までやるとか、これはやっぱりニーズがあるんですね。そして、実際そ

れは不適切な形じゃなくて行うことも結構多いんですね。だから、事情はよくわかりま

したけれど、やはりこういう形でなっちゃうと、そういうふうなイメージを持つじゃな

いですか。今のデイサービスのことでお話しましたように、やっぱり柔軟にということ、

そういうのが実態としてあります。仕事をしながら、ダブルケアとか、そういう議論も

あるでしょ。だから、そういう意味では、家族のためだけではないんですよ。本人も１

人で帰るとか、あまり早く帰ると困るとか、いろいろあるんですね。そういうためにデ

イサービスはかなり柔軟にしているわけで、事業者が儲けるためにというんじゃないん

ですよ。そういう意味で時間のアッパーは結構重要だから、ご検討いただきたいという

ことです。 

○会長 わかりました。それでは、ほかの委員の方、いかがでございましょうか。 

  このワーキンググループにご参加いただいた、特に委員の方、何か補足とかあれば、

ありましたらよろしくお願いいたします。 

○委員 確認させていただきたいことが２点ございまして、提供時間が８時から１８時と

いうのは、介護保険の利用者の方にケアマネジャーさんがアンケートするときにも、こ

の時間が提示されていたということと、あともう一つ確認したい点は、利用者アンケー

トをケアマネジャーさんにとっていただいた約２週間の期間ありましたけれども、この

期間はできるだけとってくださいという形でお願いしていたかということ。あと、これ

はお願いしていなかったことなんですけれども、今後、例えばその事業所のケアマネジ

ャーさんが担当している中で何％の方を見たとか、その総数に対する割合というのは、

今後教えてもらえる可能性があるかというのを。そうすると、このデータがどれぐらい

偏っているのかというのがわかったなと、今更なんですが思いましたもので、その点に
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ついて、まずお願いします。 

○介護保険特命担当課長 １８７件となってございますのは、ケアマネジャーお一人につ

き１０名程度のご協力をお願いできないかということで、この期間内に説明頂き、ご意

見としていただいた数が１８７ということでございます。また総数に関しましては、そ

れぞれのケアマネジャーさんに確認して、またお答えさせていただきたいと存じます。 

○委員 ありがとうございます。 

  あと、最後もう一点なんですが、７ページのパッケージメニュー案（居宅外での選択

的介護）は確か理由があってなくなったということだったかと思うんですけれども、一

番初めの、例えば現在関わっている事例において、ケアマネジャーが提供している支援

内容に急病時の対応であるとか入退院時の付き添いが入っていたり、利用されている保

険外サービスに院内介助があったりしたわけですけれども、アンケートのときには、そ

ういった院内介助もこちらのほうはつけていったでしょうか。そのときは外していたで

しょうか。こういったメニューですよというのをお見せしながら、ケアマネジャーさん

が説明してアンケートに答えていただいたかと思うんですけれども。 

○介護保険特命担当課長 そうです。サービスメニュー案をお見せして説明という方法で

ございます。 

○委員 じゃあ、そのときには院内介助は抜けていましたかね。 

○介護保険特命担当課長 アンケートのときには、院内介助等もメニューの中に入れさせ

ていただいていましたが、例えば、院内介助は条件に該当すれば給付でも対応できると

いうところもございまして、そこについてはもう少しきちんと議論をしてからメニュー

の中に入れたいと考えてございます。 

○委員 一応、アンケートのときにはその項目は入っていて、今のような理由がありまし

て、区の中で提示のほうでは除外したということになっていたかと思います。医療保険

との関係や、サービス提供責任者の介護保険との兼ね合いと理由があるかと思いますけ

ども、ぜひ積極的にご議論いただければと思います。ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございました。ほかにはいかがでしょうか。 

○委員 ワーキンググループの皆さんが非常に苦労されてつくられたものなので、いろい

ろと参考になるんですけれども、ちょっと教えていただきたいところがあるんですけれ

ども、ケアマネの方に１０名ぐらいずつ聞き取りしてもらってと、そのとき、どういう

基準でその１０名の世帯を選んだのかというのが書いていないんで、そのところははっ

きりさせていただかないと、これが果たして代表制があるというのかな、利用者全体を

代表しているのかどうなのかよくわからないと。負担能力について、経済的ゆとりは意

外に少ないなと思いましたけれども、このケアマネのほうでアンケート対象者について

の、いきなり収入は聞けることはないと思いますけれども、暮らし向きに余裕があるの

かないのかくらいは調べることはしなかったのかを教えてください。 

○介護保険特命担当課長 このアンケート調査につきましては、時間も非常に限られてい
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る中でお願いをしたところでございます。現在、保険外サービスをお使いになっている

方は、選択的介護というイメージがつけやすいんですけれども、全く使っていらっしゃ

らない方は、ケアマネジャーが説明してご理解いただいた上での回答となりますので、

選択的介護についてご理解いただけるとケアマネジャーさんがお考えになった方を対象

として選んで頂いたものでございます。ただ、ご回答いただいた方は、全ての方が保険

外サービスを使っているわけでもなく、保険外サービスを使っている方と使っていない

方とのバランスはとれております。また経済状況につきまして、確かにケアマネジャー

さんたちは把握をしていらっしゃるとは思うんですが、このアンケートではまずは利用

意向を確認したいというところで、経済状況等までは求めていないところでございます。 

○会長 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。 

○委員 確認したい点を二つお願いしたいんですけど、一つは上限時間というのを設定さ

れていて、説明が少しあったと思うんですけれども、上限というのは自費なので、やっ

ぱりなじまないなと思うんです。どうしてこの上限というのが出てきたのかなという議

論をもう一度教えていただきたい。二つ目は、このワーキングでご議論いただくのに当

たって、前回までの事業者提案のサービスメニューありましたよね。あれと今回のもの

は、どういうふうにマッチしているのかなという。３０年度着手という案みたいなもの

がございましたけど、それなんかを中心に議論するということになったのかどうかとい

うことについて教えていただけますか。 

○介護保険特命担当課長 上限額を設けましたのは、時間と価格とメニューを組み合わせ

て見やすくすることで、ご利用者の方に理解しやすくなるのではないかということでご

ざいます。上限額の幅については、これから決めていくところですが、パッケージとし

て提示するのに、時間と価格とメニューのセットがわかりやすいということで行いまし

た。また、今回訪問介護を中心に検討しましたのは、ワーキンググループの中で出てき

たニーズに訪問介護が多かったということと、ＲＦＩ結果の中でもメニューの絞り込み

時点で訪問介護が中心でしたので、そちらを選択したものでございます。 

  資料１の７ページでございますが、短時間で提供できる付加的な生活支援サービスや

保険外での介護の提供というところを３０年度着手候補といたしましたので、訪問介護

を中心に検討しております。 

○会長 よろしいですか、それで。何かほかに。どうぞ。 

○委員 今、先生のご質問の関係で、私もそう思うところがあるんだけれど、一つはパッ

ケージに最初見えるようにしたというのは、例えば、寿司屋でお任せというと、大体、

７，０００円、１５，０００円、３０，０００円ぐらいのものがありまして、ある種の、

そういう感覚がないと、なかなかわかりにくいというのがあります。それともう一つは、

お任せの場合、中での組み合わせ、あんじょうよくやっている、非常にポイントはあん

じょうよくやるということなんで、その日の素材と何とかでというようなことで、それ

でいわゆる出来高感覚でやらないで、その中での組み合わせとか、そういうことを含ま
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せるとなると、最初の取っかかりとしては、パッケージという形で提示するというのが

非常にわかりやすい。ただ、先生のお話のように、さっき触れられたように、本来は非

常に自由にやりとりするものだから、もう少し消費者、利用者がもう熟達してくると、

お任せでもこれは抜いてほしいという形の組み合わせになると思うんですね。 

  あと、もう一つは、我が国は２００５年、２００６年以降、ホームヘルプサービス中

心主義じゃなくなっちゃったから。つまりは、デイサービス中心になっているから、デ

イサービスとの組み合わせでどういうことになるかというのが、本当は重要なのね。ホ

ームヘルプサービス一本やりで行う、つまり介護給付をヘルパーだけを活用してという

のは、比較的少ないし、一定の条件の下でしか無理なんですよ。通常は老々介護であれ、

同居していてもご家族が日中は外でお仕事されているとか、そういうパターンの場合は、

デイサービスを使って、デイサービスと訪問看護を入れるとか、そういうパターンです

ので、デイサービスパターンでやったほうが他のサービスとの組み合わせというのが複

合化する可能性が多いんだよね。最初の取っかかりだから、まずホームヘルプサービス

でもいいんだけど、介護サービス給付上、老人保健施設の年間の費用よりもデイサービ

スで使っている費用が多いんだから、大変な額なんですよ。２００５、２００６年以降

で、我が国のホームヘルプサービスというのは、ヨーロッパと違った形で、ゆがんだと

いうか使いづらいという、そういう形になっちゃったのね。だから、デイサービスとい

うものは、引き続き２０２５年まではどういう形かどうかはわかんないけど、軸として

動いていくから。そして、今お話したようにデイサービスプラス何とかというパターン

がありますので、それを今度さらに子細なことされるでしょうから、そのときはそこも

視野に入れられたほうがとてもいい。今回もすばらしい報告なんですよ。その上でデイ

サービスを見るともう少し本当の複合体でのサービスというのはよくわかってくると思

います。 

○委員 自費サービスの部分の上限について、私が期待した答えというのは、ケアマネジ

ャーの方々がいろいろお話しする中で、やっぱりプロとしてのケアプランというのがあ

って、前も医者のアナロジーで話しましたけど、本人が病気だと思ってなくても、これ

が大事だよという見立てに基づいて、つくっている部分があって、今度、これ自費でや

りますというと、本人のニーズだけで決まってしまうものがあると。そうすると、その

割合が悪くって自費のところばっかり伸びていっちゃうと、とにかくやりたいというも

のをどんどんやるということで、ある意味、自立支援を阻害するのではないかというよ

うな話があって、それである程度、自費とは言ってもこのぐらいの部分ぐらいのイメー

ジがいいねという話になったのかなと思って、実はお聞きしたんですけれども、もしそ

ういう議論がないのであれば、これはわかりやすいという意味では、先生の話も聞いて

少しわかりましたけれども、そんなにこだわるべきものでもないような気もいたしまし

た。 

  あとやっぱり事業所のほうで平成３０年着手とかという以外のものについても提案さ
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れているところがございますので、もし機会があって、時間がありましたら、そういう

ものも聞いていただきたくて、特に前、暮らしという話をしましたけど、介護を受ける

とか、生きていくための支援だけじゃなくて、介護保険になってから暮らしの部分が捨

てられている感じがする部分もあるので、例えばそういう部分で利用できるような発想

が豊かなものございましたよね。そういうものも、とりあえず質問するときには、等価

としてお聞きいただいたほうが参考になるかなと思いました。 

○介護保険特命担当課長 先ほどは私の理解が至りませんで、申し訳ございませんでした。

ワークの中でも、自立支援という考え方は何度も出ておりまして、現在も給付と保険外

サービスは明確に区分すれば利用できる。けれども、なぜ今ここで選択的介護なのかと

いう議論は繰り返し行ったところでございます。ニーズとウォンツというお話が、第１

回のときにも出ていたかと思うんですけれども、どこまで保険外として入れていくべき

か。これまでは給付を中心に考えていたが、給付に保険外を柔軟に組み合わせることで

生活の質の向上をめざした目標設定ができるのではという期待が高まり、このパッケー

ジという案に至ったというところでございます。 

○委員 質問ではないんですけど、来年度から選択的介護モデル事業を実施する豊島区と

して、今日の報告を聞いておりまして、感想を申し上げたいと思います。ワーキンググ

ループの報告の中で利用者のアンケート結果について説明を受けたわけですけども、選

択的介護について、回答者の約半数の方が利用意向を示されておりまして、サービスの

ニーズが大変高い、必要性が高いということを率直なところ感じました。また、サービ

スメニューの中にも本人の話し相手になりたいとか、あるいは本人と一緒に食事がした

いとか、それから他人との関わりですね、コミュニケーションを求める声ですとか、あ

るいは趣味のサークルにも参加したいんだと。 

  ですから、介護が必要な状態になっても今までの日常生活を求めるというご要望も強

いと感じまして、介護保険に加えまして、保険外のサービスを柔軟に組み合わせていく

必要性があるんじゃないかと感じました。 

  一方、利用者のほうのニーズが高いんですけども、区内事業者のほうは、はっきり言

って、わかんないところもあるんですけども、積極的に取り組むことについては、手続

の問題でしたり、人材難だとか、サービス提供責任者等の問題なども、さまざまあって、

慎重な声も聞こえてきているような報告に、私は受けとめさせていただきました。 

  したがって、利用者と区内事業者のうまいマッチングをつくるかということもこれか

ら大事じゃないかと思います。それで、いずれにしましても、区内の全事業者が参加し

ていただければ、一番いいんですけども、あんまり少なく１事業者とかというようなこ

とはどうかと思いますので、２つ、あるいは３つの事業者に参加していただいて、いろ

んな事業者に参加していただいて、そしていろんな方面から、その課題を覆い込んでい

って、問題を解決する、結果をいいものを出すということについて、私たちも努力をし

たいと思います。ただ、実施時期等については、特区の進捗状況にもよりますんで、順
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次始めていくしかないとしか申し上げられないんですが、一生懸命やっていきたいと思

います。 

  それから、全く別のお話なんですが、この１３ページの下のほうにその他として、家

族が対応できるからというものが多く、それからリボンサービスを利用しているからと

いう意見も幾つか見受けられましたと書いてありますね。このリボンサービスについて、

ちょっとご説明をさせていただいたほうがいいかなと思って、勝手なんですが、今日は

黄色いパンフレットをお配りいたしました。 

  リボンサービスは２６年前からやっている事業でして、類似のものはほかの自治体さ

んでもやっておられると思います。豊島区では、社会福祉協議会がこの事業をやってお

ります。在宅福祉サービス事業、通称リボンサービスと言っておるんですけども、日常

生活における援助を必要とする方への家事援助を中心としたサービスを提供しています。

会員制でございまして、協力するボランティアの会員の方が登録していただく、これは

現在２２０名ぐらいいらっしゃる。それから利用したいという方も登録をしていただく。

こちらのほうが多いものですから、十分にご要望にお応えできないんですが、利用した

いという方々が６５１名、どんどん増えています。高齢者がふえているわけですから当

然ですね。それで、１時間７００円でご要望にお応えをするというふうにやっています。 

  また、リボンサービスとは別に、ハンディキャブ運行事業というのもありまして、リ

フトつきの自動車なんかも含めて車５台を持っています。これも１時間７００円で運転

をして、病院へ送り迎えをするようなサービスをやっております。 

  それで、実はこの事業が介護保険との絡みでどうなのかと見たことないんですよ。し

かも、これから選択的介護も始まりますね。それで、今後、何か変化あるのかどうかと

いうことを、豊島区独自に調べてみたいと思います。機会があれば、後日またお話をさ

せていただきたい。そんなこともございましたので、お時間を頂戴して、お話をさせて

いただきました。 

○会長 どうもありがとうございました。 

  これについては、先ほど、委員がおっしゃった１４ページの事業ベースでやると最低

賃金を割り込むからなかなかできないというところのニーズ、まさにこれがマッチする

わけです。 

  ですから、本格的に選択的介護が動き出したら、このリボンサービスはやはり低所得

者層の人を重点的にやっていただくということで、今はニーズがあれば、誰でもやって

おられるわけですよね。だから、それはやっぱり営利と非営利、官と民の役割分担とい

うところで、お金のある方はできるだけ、きちんとした最低賃金以上のものでやってい

ただいて、それができない人はというようなことをやってみないとちょっとうまくいか

ない面があるのではないか。 

  それから、先ほどおっしゃったニーズはあるんだけど、事業者のほうがということは、

私はあんまり心配する必要はないんじゃないか。ニーズがあれば、それはできる事業者
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が対応すればいいわけで、できない事業者は今のままやっていただければいいわけで、

区内にいなければ、形式上区内に事業所をどこかで置くことによって、区外の事業者が

対応するということも可能ですし、あるいは区内の零細事業者が、ある程度集まって対

応するとか、それは事業者であればいろんな工夫があるはずだと思いますので、前にや

ったヒアリングの中でも、うちはそんなのとても対応できないという事業者も何人もお

られたのですが、私は、それは別に対応できる事業者が対応をやればいいんであって、

お客のほうも利用したい人が利用する、事業者のほうもできるところがやるというのが、

一つの考え方かなというふうには思っております。これはもちろんやってみなければわ

からないと思いますが。 

○委員 今の会長と委員のお話なんですけど、モデル的に取り組むということなんで、や

はり複数の事業者がモデルのほうに取り組んでもらうという工夫をかなり入念に行って

いただくということが、このモデル事業を成功させるというか、今、豊島区でこういう

形でしていただいているわけですけれど、これは特区という形であるわけで、やっぱり

規制改革とか、そういう関係、それと先ほど来、また、先ほど会長もおっしゃったし、

やっぱり人間らしい生活を送るために豊かな、豊かなというのは金持ちという意味じゃ

なくて、豊かな人間らしい生活を高齢期において送る場合にいろいろなものを組み合わ

せるとか、保険外サービスとか、あと人と人との情けというか、そういうのも必要だし、

そういいものを実現するためだから。全国に広がっていく、最初の取っかかりですよね。

したがって、モデル事業として、ぜひ事務局はそういう過程で努力されているとは思う

んだけれど、いろんな形で事業者がモデル事業に参加できるようなやり方。また、現在

はなかなか区内で行われていないところも最初の半年とか、１年は無理かもしれないけ

ど、仕込みをよくしておいて、変わっていただけるようなこともぜひ考えていただきた

いということ。 

  あと、もう一つは、営利企業はもちろんそうなんですけど、あともう一つは、やっぱ

りシェアードバリュー。要するにローインカムマーケットでも、シェアードバリューと

いうような社会的企業みたいなものがこれから重要なので。その議論は余り今日するべ

きじゃないかもしれないけど。いろんな事業者というのがあり得るからね。そこら辺、

地域の持続可能性とか、地域がしっかりした形で持つということのためのことにも、多

分プラスになると思うんですね。ぜひそういうことを考えながらやっていただきたいな

と思います。 

○委員 委員の意見を伺いながら、思ったんですけれども、先ほど事務局の方から利用者

アンケートのことについて、少しご説明がありました。対象には要支援１、２の方が２

８％入っているということで、前にいただいた東京都のほうでまとめられた、このモデ

ル事業実施に向けた基本的考え方の中では、基本的には要支援の方は一応対象外という

ことが書かれていますけども、しかし、そこは細かなことですから、よろしいかなと思

うんですが、いよいよ選択的介護のモデル事業をしっかり枠組みを組んで進めていくと
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いう上で近接領域との区分けは一度整理をされておいたほうがいいというような気がい

たしました。 

  というのは、選択的介護というのは、介護保険を一つコアにして、上出しだ、横出し

だというところがあろうかと思うんですが、それだけではなくって、例えばパッケージ

が幾つか出されていますけども、ここにあるサービスメニューのイメージと、この辺の

ことは、例えば、近接の小規模多機能型居宅介護の利用者だと、こういう内容なんてい

うのはあんまり問題にならないんですね。この程度は大体やっちゃうというところがご

ざいます。小規模多機能はご承知だと思いますけども、通い、訪問、それから泊まり、

これが文字どおりパッケージになっているわけですけれども。 

  それから一方で資料の中にありましたけど、定期的に訪問して、服薬管理をするよう

なことも書かれていましたけども、この辺は定期巡回随時対応サービスのほうで対応し

ているところがございます。という場合に、小規模多機能、定期巡回随時対応サービス

と選択的介護との整理をしておく必要があろうかと思います。 

  一方で、先ほど委員もお話されていましたけれども、このリボンサービスですか。既

に皆さんもご案内のとおり、日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業が全国の

自治体で、今年の春から、マストの事項として、実施しなければならないと。この中で

いわゆる住民主体の訪問型のサービス、あるいは通所型のサービスといったものも、連

携としてございます。豊島区の場合にそれがどうかというところがありますが、このリ

ボンサービスはあくまでも会員制、メンバーシップの集まりだと思いますけれども言っ

てみれば、これをメンバーシップでなくって、さらに広げると、今度は多分訪問型の住

民主体の訪問型のサービスの類型に乗っかってくるのではないかなと思います。 

  かようにして、選択的介護のことをモデル事業として、一定の整理をして取り組んで

いく際に、その近接領域にある現行介護保険制度の地域密着型サービスに位置づけられ

ている小規模多機能とか、定期巡回サービスとの整理。それから一方で、今年からスタ

ートしなければいけない、新しい総合事業、基本的には要支援の方が主たる対象になる

んですけれども、こういったものとの整理をしつつ、進めていくということが大事にな

ってくるんではないかなという感じをもちましたので、意見として述べさせていただき

ました。 

○会長 ありがとうございました。 

  その点については、また事務局のほうも検討していきたいと思います。ただ、私見で

は長期的に見たときに、急速に要介護高齢者がふえていく中で、こういう、いわば、半

分ボランタリー的なものの供給余力をどこまで見るかというのが、一つのポイントでは

ないかと思いますが、それも含めて、また検討していただければと思います。 

  ２つ目の議事、事業者公募についてというところについて、資料の説明をよろしくお

願いいたします。 

【東京都介護保険課長より資料３，４について説明】 
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○会長 ありがとうございました。 

  今の点について、何かご質問はございますか。 

○委員 資料３は、諮問会議で説明した内容ですよね。それで、去年、厚労省のほうがこ

うだよと言ったのが資料４ですよね。 

  それで、平成３０年度、早期にモデル事業に着手できるように国に対して、都及び豊

島区での整理等に対して、法令上の解釈を明確にしていただきたいというんだけど、そ

もそも特区でしょう。全国的に、オールジャパンで選択的介護を行うというのではなく

て、あくまで、豊島区という特区において、特区の持つ意味というのは、通常の国とか、

そういうところのルールで行われることだけでは難しいから、それをある程度取っ払っ

てやってみようというのが趣旨だよね。だから、オールジャパンのことじゃないわけで

すよね。 

  にもかかわらず、モデル事業に着手できるように法令上の解釈を明確にしろというの

は、これどういう意味なのか、もう一回、説明してもらいたいということが１点。 

  それともう一つは、先ほど、資料４について説明する際に、以下のような点に留意し

つつ、保険外サービスとの併用に係るルールのあり方について検討ということは、厚労

省がこの５点挙げているということですよね。それに対する答えぶりというのは、豊島

区のほうでも考えないといけないということですよね。その際にやっぱり、そのロジッ

クというのを厚労省と同じというか、厚労省がどういうふうに考えるのかよく知らない

けど、やはり、例えば、利用者の負担が不当に拡大するおそれはないかということに対

して、答えるときに誰でもが思いつくのはケアマネジャーとか、ケアプランということ

になるんだけど、そういう通り一遍の形での答え方ではだめなんだよね。もう少し考え

なきゃいけないと思いますよ。 

  それと、もう一つは、こういうようなサービスが拡大していくと、何しろ選択的介護

というものが加わっていくと、先ほどのサービス提供責任者の関係とか、ケアマネジャ

ーの議論もありましたけれど、行政のほうの負担がふえると。それで利用者保護、消費

者保護というものが、負担がふえるので、それをどう考えるかという議論はありました

けど、第 1 回のときに言いましたけれど、ヨーロッパだったら、高齢者サービス課・消

費者保護課なんですよ。消費者保護・利用者保護というのは行政の責務なんですよ。だ

から違う意味でおっしゃったんだと思うけど、そもそも基礎自治体たるところは、その

高齢者や障害者に対して、利用者保護を行うというのは責務なんだよね。だから、それ

は対応しなきゃいけないということだと思いますよ。 

○東京都介護保険課長 １点目の特区での枠組みという中で、豊島区限定の事業として実

施していくというところで、なぜこういった法令上の解釈を明確にしていっていただき

たいということなのかというところですけれども、そもそも、明確な区分について、求

めている内容が課長通知の中で出ていて、それが不明確なために、なかなか、混合とい

うか、選択的介護を実施していくことができない部分があると。その部分については明
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確な解釈を出してほしいということで、豊島区で実施していく選択的介護の内容につい

て、課長通知に対して、それがルール上、問題なのか、問題じゃないのか。それをはっ

きりさせてくださいと。その上で、特区で実施していくというものと、オールジャパン

でも認められる部分というのが出てくるのかなと思います。 

  我々は、その特区で、豊島区限定でやっていく部分もございますし、その解釈が明確

になることによって、オールジャパンでもできることも出てくるのかなと考えてござい

ます。 

○委員 だけど、ホームヘルプサービスとデイサービスについて、２０１８年度中に、厚

生労働省は対応関係を示すということになっているわけだよね。その上で、豊島区で行

うために、これについて、早急にここで答えを出してくれとやることによって、早まっ

てというか、拙速に、区分というものを生煮えの形で下手に出されると、せっかくの選

択的介護というものをさっきからお話しているように、利用者本位で考えるとどうなの

か。 

  それと、第１回目の資料５の３９ページに利用者の持つ多様なニーズという図がある

でしょう。検討に当たっての前提となる考え方というようなところから、雲がいっぱい

あるやつね。これに基づいてやるということなんだから、非常に重要なことなのね。だ

から、あんまり早急にこれについて、さっさと出してくれということをやると、心構え

がない感じでぱぱっと出されると、あと担当者レベルとか、そういう形で出されると、

せっかくのことが、それでフィックスされるというか、規制が逆にかかっちゃうという

ことがあるのも十分よく考えながらやってくれないと。東京都はとにかく出してくださ

いと、できないのみたいなこと言うんでしょう。だけど、それのもたらすリアクション

もちゃんと考えて、ぜひ、そういうのは丁寧にやっていただきたい。 

○会長 その点については、私のほうから。先生のご懸念はあるんですが、むしろ、私は、

それは逆だと思うのは、この規制改革側は厚労省に対して、明確な区分を示してくれと

いう投げかけをしているのですよね。だけど、厚労省がどこまで、明確な区分を全国ベ

ースで出してくれるかというと私は極めて悲観的で、今の課長通知と大差ないものしか

出せないと思うのですね。だから、逆に豊島区から具体的なビジネスモデルをお示しし

て、これでいいか悪いかを厚労省に突きつけるわけです。それは決して限定的なものじ

ゃなくて、規制改革派が要求しているものも踏まえた上で、その一部として、豊島区の

モデルがいいですかと。悪いなら悪いと言ってくださいと。そうしたら、改めて議論し

ましょうという。そういう二段階戦法なんですよね。 

  だから別に豊島区のモデルが全てではないわけで、それ以外に他の区が別のことを考

えれば、それを縛るものではないので、あくまで、具体的な事例をこちらが出すのだ。

そうしないと、厚労省だって一般的なケースでは答えられないのではないか。これは規

制改革の一つの新しい手法だと、私は思っております。 

○委員 わかりました。 
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○会長 それで、この事業者の公募については、特命担当課長のほうからお願いいたしま

す。 

【豊島区特命担当課長より資料５について説明】 

○会長 今いただきました事業者の公募案について、あるいは、これまでのところでも結

構でございますので、ご意見・ご質問いただければと思います。 

○委員 この選択的介護に関するさまざまな議論が、先生が強く主張されていらっしゃる

ように利用者本位というところで、そのスタンスを大事にしていろいろと考えていくこ

とが大切だと承知はしております。私は事業者として、代表ではありませんが参加させ

ていただいていますので、事業者の視点でこのモデル事業に取り組む上での、細かなこ

とですけれども、念のためということで確認をさせていただければと思います。 

  今、課長からお話があり、多分、そういうことも想定されているのかと思うんですが、

先ほどの資料の４の中にも、今後の検討課題で幾つかあるんですが、その２つ目にトラ

ブルが生じた際。このトラブルというのは何が含まれるのかというのがあるんですが、

広く解釈すれば、サービス提供上に生じた事故ということも含まれるかもしれません。

各委員の皆様、ご承知かと思いますが、近年は介護サービスの提供中に事故、多いのは

転倒ですとか誤嚥ですとか、それによって事業者が訴えられるということが非常に多い

と聞いております。そして訴えられた場合は、通常民事で裁かれるわけですが、大体は

注意義務違反ということで、一定の、場合によっては相当の損害賠償責任を負うことに

なります。介護保険のサービスの事業者は言うまでもありませんが、リスクヘッジする

ために損害賠償保険には加入していますけれども、選択的介護モデル事業を実施する際

に、場合によっては同時一体的というところもあるわけですけれども、万が一、事故が

生じた場合に今のままだと保険で担保されない可能性があろうかと思いますので、ここ

は実務的なところですけれども、あらかじめお調べいただいて、適切な対応をする必要

があるのかなという意見でございます。もう既に準備をされているかもしれませんけれ

ども申し上げました。 

○会長 ありがとうございます。 

  選択的介護も保険サービスと保険外サービスの併用であって、今の保険外サービスも

同じことで、ただ、それが明確に区分されているか、同時一体的かの違いだけなので、

保険外サービスをやっているときに、事故が起こったときの損害賠償保険に入っていれ

ば、これは同時一体的でも当然適応されるのではないかと思うんですが、その点いかが

でしょうか。 

○委員 会長ご指摘のとおりだと思います。ただ、通常、介護の事業者は介護保険の事業

のサービス提供中に生じた事故に対しての損害賠償責任保険に加入しているかと承知を

しております。 

  その他、もう少し広い部分でちゃんとそれを事業者のほうでカバーしているかどうか

ということについては、ややあやしいのかなと。 



- 16 -

○会長 わかりました。ありがとうございます。 

  その点は、事務局のほうでお願いします。ほかにいかがでしょうか。 

○委員 先ほど、通所介護についての話題が出たかと思いますけれども、今回、訪問介護

中心になったことの一つに来年度実施のものを提示したほうが、混乱がないのではない

かという議論があったかと思います。そこの代表的な三つのものが挙げられていたわけ

ですけれども、その点はちょっと加えさせていただきます。 

  もう一つ、その通所サービスを、来年度以降、検討するということも、こちらとあわ

せて行われていくわけかと思いますが、そちらの点について、質問させてください。そ

ちらのときも今回のようなグループワークはもう行わず、出てきた案について、利用者

調査等広く行うようなお考えでいらっしゃるのか。もちろん、この中での議論もあるか

と思いますけど、もしお考えがありましたら、教えていただければと思います。 

○介護保険特命担当課長 ３１年度の拡大メニューでございますが、まだ、具体のものを

検討してございません。ただ、今回グループワークを通じて思いましたのは、選択的介

護というイメージ一つとっても、ケーススタディを何回か行う中でメンバーのイメージ

が高まっていくという部分がございますので、利用者本位ということで利用者の視点に

立った検討を深めることは何等かの方法で進めていきたいと考えているところでござい

ます。 

○委員 私は今のお話で三つのモジュールでするというのはよくわかりますし、ただ、私

が話したかったのは、要するにニーズを捉えるときに、最初はそれでいいんだけど、や

はりデイを細かく、次年度以降、やっぱりデイを使っている人たちは、サービスを多様

に使っているから、したがってホームヘルパーのほうから入ると、モジュールじゃない

ですよ、調査のほうでね。次年度以降されるといいなということを申し上げただけです。

○委員 通所については、ケアマネジャーさんもとても期待されているようなご発言があ

りました。 

○委員 資料５、今後の日程に関わるところなんで、教えてもらいたいんですけど、スケ

ジュール上、次の会合が１２月ぐらいで予定されているのかなと思いますけれども、実

施スケジュールを見ると、１月からもう事業公募に入っていくということになると、こ

の資料５に書いてあるのは、次回になるんでしょうかね。米印で書いてある、関連した

サービス等も可能にする方向で、これは、まだ別のものが引き続き出てくるということ

なんでしょうか。 

  それから、要件のところの２番目なんですけれども、利用状況とか、満足度とか、労

働生産性とか書いてありますけれども、これはどういう形で報告することを求めるのか、

この辺は次回までにやるということなんでしょうか。 

  概要案と書いてあるので、詳細案があるのか。その辺がよくわからなかったので、教

えてください。 

○委員 私の質問も同じところで。この部分について、大事なところですので、どういう
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評価項目とかということになるのか。これはいつ議論するのかということについて、お

願いします。 

○介護保険特命担当課長 こちらは概要案ということで、どういった評価指標がいいかと

いうところは、まだ議論の途中でございまして、今ここでお伝えできる内容がなくて申

しわけないんですけれども、次の１２月までに３０年度に実施する三つのテーマにつき

ましての詳細を整理をしてお出ししたいと考えています。ただ本日、本当にいろんなご

意見も頂戴してございますので、こちらでお示ししているスケジュール、最短の見込み

ということではお出ししているんですが、そこにつきましてももう一度検討させていた

だきたいと考えてございます。 

○会長 ありがとうございます。 

  それから、先ほど委員のおっしゃったように、事業者があまり少ないとやはり困るの

で、必ずしも豊島区内にこの事業所を有してなくても、豊島区民にサービスを提供して

いるような事業者も含めるということは可能なんですか。 

○介護保険特命担当課長 こちらは特区ということでございまして、私どもが事業者さん

に対して、アドバイスとか、指導等できる体制をきちんと整えておりませんと特区の認

定が下りないかと存じますので、そういった意味では区内の指定事業所であることが条

件になるかと存じます。 

○会長 それも特区で認めてもらえればいいんじゃないですか。いや、今までの従来の例

では、豊島区内に事業所がないと指導できないと。しかし、せっかくの特区ですから、

もう豊島区民にサービスを提供している事業者は、みんな豊島区が指導できるというよ

うなことはだめでしょうか。 

  いや、今すぐお答えにならなくてもいいと思うんですけど、とにかく仮に事業者数が

あまりにも少ないと、この事業自体ができないので、何とかそこを従来の枠にこだわら

ない方法を考えられるかどうかというのも検討していただければと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。この点かなり重要ですので、今のようなご意見をもっとい

ただければと思います。 

  それから、この事業者は先ほど、先生も言われたみたいに企業だけじゃなくて、ＮＰ

Ｏでも、協同組合でもいいということですよね。 

○委員 資料２の７ページのパッケージ②居宅外での選択的介護というところが、いろい

ろサービスメニューが書かれているわけですけど、高齢者クラブの場合、会員の中で、

一番人数が多いのは８３歳ぐらいの人ですけれども、そういう人たちは自分たちで趣味

の外出もするし、お互いに散歩したりするし、時には、サロンとか、そういうところへ

行って外食もするし、実際に仲間同士でやっているわけですね。そういうことと、要支

援以上の方がこういうサービスを自費であっても受けるということで多少公平性という

か、ちょっとボーダーの人たちとの違いはどこに出てくるのかなというのが、ここまで

の、自立支援を促して、質的向上を挙げるということが目的ですということからいくと、
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じゃあ要支援にもならない人たちの質的向上はどうなるのかとか、高齢者クラブの立場

で考えさせられるところはありますんで、これはいろんなサービスを提供はやり過ぎと

いう表現はよくないかもしれませんけど、本当に必要な人に対しての必要なサービスは

もちろん必要でしょうけど、お金を出せばいい的な部分はちょっと控えていただいたほ

うがいいのかなという感じを受けました 

  それともう一つ、ＩＣＴを使っての見守りという部分なんですが、私たち高齢者の場

合はお互いに会員同士見守り活動はやっています。それは電話であったり、訪問であっ

たり、あるいは、時には一緒にどこか出かけましょうという。毎日数回ということはも

ちろんやっていませんが、もう少し元気なうちにお互いに見守れるような形の部分を何

か別の形で進められたらいいのかなと感じたところです。 

  それともう一つ、昔、電気ポットを高齢者の場合はお茶を飲むのが好きだから１日そ

れを使ったら信号が家族のところに届くとか、あるいは、埼玉県の自治体でテレビを１

日つけると、一人住まいの高齢者の家族の人たちが安心するというような情報を流すよ

うなことを自治体としてやったという話も聞きましたけど、これから、どれぐらいの機

器を入れて、どれぐらいの費用を払えば、こういうサービスが受けられるかどうかはわ

かりませんけども、できるだけ、特に独居老人の場合は、ある意味では介護支援を受け

なくても、ある程度自費であればサービス受けられるような、そういう方向が出たらう

れしいかなと思いました。 

○介護保険特命担当課長 選択的介護は、介護が必要になった方の自立支援をテーマに検

討しているところでございます。おっしゃられますとおり、介護になる前にきちんと介

護予防という形で、地域のつながりの中でお暮らしいただくということが重要なことだ

と思っているんですけれども、今回の選択的介護は要介護になっても自分らしい暮らし

をどうやって保っていくかについて検討しているものでございまして。 

○委員 私の理解を申し上げると、元気な人は自分でそういう会に行ったりすることがで

きるわけだけれども、要介護状態になっていくと押してくれる人もいないし、出られな

かったのが今までなので、しかしそこの趣味の会に保険のお金で出すというのは、ちょ

っとやり過ぎだろうから、今度は自費でそこまで連れていって、皆さんがやっているサ

ークルに今までと同じに入れるようになるということで、決して、要介護になると得を

するというような話じゃなくて、要介護になっても今まで皆さんとお付き合いしていた

関係を続けられるようにする。しかし、今の保険ではだめなんだけど、それを自費でや

れるようにしようというような議論だと理解しています。 

○会長 よろしいでしょうか。 

  それから、お互いに助け合うというのはもちろんいいことなんですが、場合によって

は、常に助けてもらうと負担感ができてしまうという方もおられるわけで、そういう場

合は、ちゃんとお金を払って、ヘルパーさんに来てもらったほうが結果的にいいという

方もおられるので、それは多様なニーズがあるんではないかと思います。 
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  先ほどの事業者公募についてはよろしいですか。これはもちろんやってみないとわか

りませんけども。 

  それでは、本日の意見を踏まえまして、事務局には次回以降の論点を整理していただ

き、議論を進めていただきたいと思います。 

  今後のスケジュールなど、事務連絡をよろしくお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 本日もいろいろと貴重なご意見をいただきまして、まことにあ

りがとうございました。 

  選択的介護のメニュー案についても検討を重ねて精査してまいりたいと存じます。次

回は１２月の中下旬ごろに第４回の有識者会議を開催したいと存じますので、またよろ

しくお願いいたします。 

  日程につきましては、委員の皆様にはメールで、傍聴者の皆様にはホームページ等で

ご案内をいたします。よろしくお願いいたします。 

○会長 ケアマネジャーと何回も検討していただいた委員、それから事務局に非常に感謝

したいと思います。ぜひ、この選択的介護モデル事業というものを成功させるために今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  じゃあ、少し早めですが、これで終わらせていただきます。どうも夜遅くまでありが

とうございました。 

（午後８時１９分閉会） 


