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（午後６時２２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、委員の皆様おそろいでご

ざいますので、第４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。本日も年末のお忙しい中、お集りいただきまして誠に有難うございます。最初に、

本日の欠席について申し上げます。水島委員が本日は欠席でございます。 

  【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。 

  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、８名の傍聴の方がいらっしゃいます。 

○会長 それでは、傍聴の方を認めてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 承諾いただきましたので、事務局は傍聴者を入れていただければと思います。 

（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。 

  一つ目の「平成３０年度モデル事業実施に向けて」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１について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  続きまして、豊島区介護保険特命担当課長からお願いいたします。 

【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 詳細なご説明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「平成３０年度モデル事業実施に向けて」に関

する二人の事務局の方からの説明に対するご質問あるいはご意見をいただければ幸いで

す。 

○委員 資料２については５項目あるのですけど、それは後にして、最初に説明された資

料１の部分なのですが、２ページ目のところで、平成１２年の老健局７６号の取り扱い

についてということで、不適切な事例への対応ということで、明確に区分し、利用者の

自己負担によってサービスを提供することは当然可能であると。ただし、規制やルール

はないのだと。明確に区分すれば、提供可能とされるというわけですよね。それに対し

て、先ほどやはり不適切だというふうな指摘を受けて、Ｑ＆Ａの中で残っている、今も

生きていると言われるもので、家政婦さんが住み込んでいて、ハウスキーピングをしな

がらかつ介護保険給付としての居宅サービスをしたということね。それが明確に区分で

きないということで、だめだということがＱ＆Ａに出ているというのね。ちなみに、そ

の家政婦さんが住み込んでいて、いろんなことをして、それと家政婦さんがやる訪問介

護の行為というものが区分できないというのは、どういうことなのですか。 
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○東京都介護保険課長 介護保険のサービスは、専門性をもって、その人に必要な、例え

ば、最初にどういう状況かを把握して、事前準備して、その後、身体介護なり、生活援

助なりを実施していくという一連の行為をもって介護保険の訪問介護という中身である

のに対して、家政婦さんとして２４時間、時間の中で提供しているものと明確に区分で

きないじゃないかというような。 

○委員 そもそもそれがおかしな話だよね。だって、ちなみに、今は生活支援と身体介護

になっているけど、もともとは家事援助と身体介護ですね。当時、その生活支援という

名称をつけた人が後になって、やっぱりそれはどうだったのかなということを話された

ぐらいで、そもそも家事援助というのがポイントだということで、それについての専門

性というのは、職能団体であるとかが、それも専門性があるということを言いますけど、

いわゆるハウスキーピングのところがあるわけですよ、本人に対してですよ。 

  というので、高度な専門性とか、そういうものに基礎づけられたものでもないわけで

すね。その上で、この部分を区切って、この１時間とか３５分とか１５分とか、そうい

うものを入れるというものについて明確に、仮に疑義照会をしたかどうかわからないの

だけど、それは説明力を持って確認する作業をすれば通ったはずであって、住み込みで

家政婦さんがやっていて、なおかつ介護保険サービスとしての居宅サービスの給付を１

日２０分とかやるというものは、当たり前だけど、区分けしようと思ったら区分けでき

るわけよ。ということだと思います。 

  その上で、３ページ目のところで、現行の規制・ルールを緩和することに伴って想定

される課題・リスク等ということで、要望を出すということで、平成１２年１１月１６

日の７６号通知の見直しを求めるということで、後述する対応策を実施する事業者に対

して見直しを求めるということで、要するに、明確に区分することが困難な場面が多く

なるから、明確に区分しなくても認めろということをやるということなの。 

○東京都介護保険課長 例えば、委員がおっしゃった、時間で区切って連続提供であれば、

明確に区分ができると判断できるというところで、１ページの上のほうに行くのかなと。

例えば、家族分の食事を本人の分と合わせて調理して提供しましたといったときに、明

確な区分ってなかなかできない。ただ、それは、先ほど資料２でご説明した区のほうで

いろいろ担保策を実施していく中で、これをやるから、明確な区分は、概念的にはでき

ないけれども、できたことにして認めろという、二つに分かれるのかなというふうに考

えています。 

○委員 そうそう。だから、重要なのは、概念上それを区分するという作業と、それが後

で確認行為ができるかどうかというのがあって、確認行為が求められるということで、

いろいろ紛れたりすることがありますよね。 

  あと、もう一つは、実際上、介護保険サービスでも、訪問介護でも介護行為を全部羅

列していって、全部分析していけば、介護保険法上規定されている、通知上書かれてい

るもの以外のものが、多く紛れ込むのですよ。紛れ込んでいるというか、それが必須な
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のだよね。それなしにはできないという一連のまさに行為だからね。 

だから、実は、明記されていないものもやっちゃいけないという意味じゃないですよ。

やっていることによって、初めてサービスというものが関係するということなのだよね。

そういう部分を非常に明晰さでもって説明して、その上で、これとこれは可能なんじゃ

ないかというような形での照会をかけるなりしたほうがいいと思うのですね。 

  それと、今、ご指摘の、要するに概念上のものと、その後、トレースして実際行うか

どうか。それで、さっき介護サービスそのものでも実際はこれとこれを行うといっても、

間に入っているのは書いていないのだよね。それをやらないとうまくいかないのだよ。

ということがあるのね。その部分に、例えば保険外サービスを入れることによって、か

なり劇的に変わると、そういうことがありますよね。あるのね、実際、シナジー効果と

か。実際上、利用者にとって、いい形でするためには、形式上区分けしてありますよと。

介護保険サービスだったとしても、保険外とみなされるようなものが実は入っているか

ら。だから、そういうものを組み合わせて、うまくロジックをきちんとつくってやった

ほうがいいですよということですね。 

  要するに、区分けしなくてもいいということを求めるわけじゃないの。むしろ、区分

けしないでもいいじゃないかという形での求め方をしてもいいのだよ、別に。 

○会長 先生が言うことは正論だと思うのですが、具体的にそれをやると、全面的にだめ

と言われる可能性があるので、あえてこちらからきちんと区分けをしていく形に持って

いくほうが、確実にできるのではないでしょうか。 

○委員 そうそう。その場合、先生が今、おっしゃったところで、先ほど事務局の課長さ

んがおっしゃったように、やっぱり区分けのレベルというのがプラン上のやつと実際の

実行ベースの部分というのがあるのと。先ほどアドバイスしたのは、その部分をきちん

としてやったほうがいいよということを申し上げたのです。 

○会長 ありがとうございました。 

  とりあえず、もう少し意見をまとめてからもう一度。ほかにいかがでしょうか。 

  先ほどのご説明で、細かい点なのですが、ヘルパーさんが一緒に御飯を食べることに

よって、会話も弾むし本人の自立支援に資するというのは、全くそのとおりだと思いま

すが、それをやったときに、ヘルパーさんが食べる分の食事代は誰が負担するのかとい

うような問題はどうなのでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 「一緒に食事」とは、例えばご利用者から「自慢の料理をつく

ったので味見してほしい」といわれても、ヘルパーは「食べられませんので」とお断り

しているので、味見だけでもできるようになれば、孤食というか、一人でお食事されて

いる方も会話が弾むのではないかというイメージです。 

○会長 わかりました。だから、今の介護保険だと、先生も言われたみたいに、非常に硬

直的で、事実上、保険外のサービスも混ぜないとできないけれど、それは認められない

という建前になっているので、そういうことも柔軟にやって、おっしゃったように、孤
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食よりは一緒に食事したほうがずっと会話も弾むし、いいというふうには思うのですけ

ど、このあたり、実際に具体的な事例をご存じの方はいかがでしょう。 

○委員 今、先生のご質問のところの続きのこの明確に区分するというのは、厚生労働省

は事例としてはどういうふうなことが明確、明確というのは、つまり利用者側から見て、

利用者が明確に認識できるような区分を示せと。ここから、保険外に入りますよとかい

うことを、何らかの形でサインを出せと、そういうことを意味して、それを具体的に何

か例示しているのですか。 

○東京都介護保険課長 国は老振７６号以上に明確な区分の具体的な内容についてお示し

したものはなくて、先程申し上げた平成１５年のところの、基準時間で一連のサービス

行為だから家政婦さんとの区分はできませんよということを言っているだけでございま

す。 

○委員 ３ページの後述対応施策というのは、資料２のような一連の対応施策をもって、

明確にご本人が認識できるようなものに変えるということで、これでよろしいでしょう

かという議論だということでいいですね。わかりました。今日は、この資料２からを主

に詰めていくという議論ですね。わかりました。 

○会長 今のＱ＆Ａですけど、家政婦さんのケース以外に具体的な事例はないですか。こ

ういうことはだめだよという事例でもいいのですけれども。 

○東京都介護保険課長 こちらが知る限りでないという。 

○会長 ただ、この家政婦さんと訪問介護は合わせてはいけないというのだけ出てきたと

いうことですね。 

○東京都介護保険課長 はい。平成１５年５月３０日の事務連絡に発見したということで

す。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 このＱ＆Ａというのは、私はそのときケアマネジャーでしたので、よく覚えてお

りますが、まだ家政婦紹介所というところがヘルパーさんを出していたりすると、そう

いうことがよく起きていたというふうに思います。確かにおむつ交換をやるのがここか

らここの３０分だということであれば、そこだけ介護保険でいいじゃないかという話は

したのですが、同じ人がずっとやっているということで、だめだと言われたことがあり

ます。じゃあ、そこは人を替えればいいのかと言ったら、人を替えるならいいと言われ

た覚えもあります。それはそれなのですが。 

  私は、この事業の評価のところで、地域ケア会議を活用するということになっている

のですけれども、わざわざ地域ケア会議にしなくていいのではないかなというか、地域

ケア会議を活用する意義というのはどこにあるのかなというのと、ある程度時間がたっ

てモニタリングしていくときに、タイムリーに地域ケア会議が開かれるわけでもないの

で、そこはどういうふうにお考えかなということを聞きたいと思います。 

○会長 じゃあ、地域ケア会議について、お願いいたします。 
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○介護保険特命担当課長 導入時のプランの段階で地域ケア会議を開催することは難しい

と考えておりまして、サービスをご利用いただいた後の更新時等に、短期目標等に照ら

し、このサービスを利用してどういう効果があったかということについて、多職種の視

点からケアマネジャーを支援できたらという思いです。区内にはお一人でやっているケ

アマネさんが多いので、地域ケア会議を通じて支援につなげたいというものです。 

○会長 ありがとうございました。 

  委員が先ほど言われた、家政婦とヘルパーの関係について言えば、別の事業者から、

同じ人でも服を替えればいいとか、一旦ドアの外に出て、また入ってくればいいとか、

もう少し緩和されているようですが、どっちにしても非常にナンセンスな区分であるこ

とは間違いないと思います。 

○委員 委員がおっしゃったのを、もう一回確認したいのですけれども。この明確に区分

というのは、利用者が、ここからそうですよ、ここからそうじゃないですよというのが

わかればいいということですよね。逆に、請求とか報酬、介護保険制度上で言えば、例

えば、ケアプランに明記されていれば、それでいいという意味で理解してよろしいです

か。その質問が１個。 

  それから、先ほどの地域ケア会議の活用なのですけど、僕はむしろ大事だと思ってい

て、これは規制緩和の委員会で、一方では規制しろという両方の議論があるとします。

そのときに、やはりこういうのを実際にやっている人たちがコミュニティの中でこれは

いいね、これは悪いねということを絶えず議論しながら、流動的に考えていく部分とい

うのはすごく重要で、それが、例えば、この資料でいうと、ケアマネがちゃんとやりな

さいみたいな形で書いているのだけど、やっぱりそれではだめで、そのコミュニティ、

生活圏域の中で、このサービスについてはいいかな、もっと使ったほうがいいじゃない

とか、あるいは、これはやり過ぎだよねという議論が常にある必要があって、そのため

の地域ケア会議だと私は理解しています。現場の人にとっては面倒な話になるかもしれ

ないのだけど、そこで俎上に上げて検討いただくのはいいアイデアだと思って、お聞き

したところです。 

○会長 ありがとうございました。 

  これは言葉の言い方だけなのですが、規制緩和と規制強化は両立し得るのですね。つ

まり、今、ルールがないから行政指導のような形で、実質的な規制が厳しくなっている

ものについて、新しい規制をつくることで、逆に事業者、利用者が安心して使えるよう

になる。だから、新たな規制をつくることと規制を緩和するということは、必ずしも矛

盾しないので、委員がおっしゃったように、その両方をやる場所は地域ケア会議に限ら

ず、こういう場もそうだと思いますが、常に必要なことだと思います。 

○委員 資料２に関して質問ないしは意見ですけれども。３ページ目のところの選択的介

護サービスの利用の流れというので、ＰＤＣＡサイクルで回っていてというのがありま

すよね。これは、いい形でつくられたと思うのですけれども、選択的介護の部分と介護
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保険給付による給付というものとあわせて居宅サービス計画を策定するということなの

ですけれども、その権能って一体どこにあるのですかということが一つ。そもそも権能

なんてあるのですかということ。 

  それと、もう一つは、サービス利用のところで、モニタリングというのは、その下に

ケアマネと事業者と書いてあるけれども、このモニタリングは誰がするのかということ。

これは、下のケアマネと事業者ということなのかしら、わからないけど。これはちょっ

と誰がするかによって全然意味内容が異なるから、説明をしてもらいたいということ。 

  それと、４ページ目のところは、これは利用イメージというので、こういうのがある

と非常にわかりやすいですけれども、書類の確認ってあるのだけど、この書類の確認は、

例えば、マイナンバーをちゃんと送ってくださいよという書類を送っているにもかかわ

らず返してこない老人なんかがいて、そういうような書類というものをきちんと見てく

れるということの意味、その手の書類の確認なのか、この書類の確認ということだけだ

と、ちょっとよくわからないということ。 

  もう一つは、パッケージ化というのは重要だと思うのだけど、選択的介護の場合、非

常に重要なのは、臨機応変なサービスなのですよ。だから、来所をもう一回ふやしてほ

しいとか、そういうのがなかなかできないから、本当に、利用者からすると使いづらい

というか、何か事業者が一生懸命対応してくれるように、例えば、ナイトケアであると

か、お泊まりデイとか、いろんな工夫して、そのために努力されているのをよく知って

いますけどね。その上で、やっぱり選択的介護でかなり臨機応変に提供してくださった

らいいというのがあるので、これはこれでわかるのだけど、何かそういうような工夫が

あったほうが、特約というとあれだけど、そういうのがあったほうがいいじゃないかと

いうことです。 

  それと、７ページ目のところの、選択的介護モデル事業の趣旨等説明の徹底というの

で、介護支援専門員とモデル事業サービス事業者向けのガイドラインを策定すると。そ

の遵守事項等を明確にするということで、これはすごく重要だけど、ただ、あまり規制

的な形で書くと、せっかくの実験というか試行がうまくいかなくなるから、重要なもの

であるからこそ、あまり規制的な形にしちゃうとどうかという感じがしますね、ガイド

ラインについて。それと、ある程度の幅を持たせないと実験にならないからね。 

  あと、８ページ目のところで、最初のレ点の、「介護支援専門員は、介護保険制度の

理念や仕組み、指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針等を踏まえて居宅

サービス計画の策定にあたる」というのは、これは従来の介護保険給付におけるもので

すので、選択的介護が入った場合に、これも適用されるかどうかは別ですよ。そこら辺

をしっかりしていないと、個人の利用契約でするものですからね。それで消費しようと

いうわけでしょう。何のための選択的介護なのかがわからなくなっているでしょう。従

来的というか今までの発想からすると、これは入るのでしょうけれども、未来志向で来

たらどうかという感じがする。 
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  それと、介護支援専門員はサービス担当者会議等を通じて、モデル事業者との情報の

共有を図ると。これはそうだけど、ただ、次のレ点、「介護支援専門員は、モデル事業

サービス事業者から毎月報告を受け、実施状況を把握する」というけれど、これを全部、

今後、選択的介護でこういうことをするとしたら大変ですよ。通常は、例えば、アメリ

カのホームヘルプサービス、民間企業がやっていますよね、在宅の。それらについて、

言ってみれば、介護保険外サービスというものがちゃんと適切に行われているかという

ことをチェックするノウハウとか、そういうのがあるわけですよね。そういうものにつ

いて行うものなのであって、それがあるからこそ効率的にできるのですよ。そのノウハ

ウというのは非常に重要なのね。ソーシャルＨＭＯとか、そういうので普及するときに、

すごく重要な項目になっているのです、ホームヘルプサービスが。これはモデル事業だ

からということかもしれないけど、毎月報告、実施状況を把握するというのは、これは

ケアマネジャーにしてもらうというのは、実際、本格的にやったら大変な負担になりま

すよ。だから、本来、事業者がきちんとやるものなのということ。 

  あとは、９ページ目のこれは質問だけど、介護保険サービス区分と保険外サービスの

会計は区分して、それはそうだよ。料金設定は別々に行うというのは、この料金設定と

いう意味は額のことなのね。 

○介護保険特命担当課長 利用料金のことです。 

○委員 利用料金は別々に行う。それはそうだよね。わかった。 

  それと、最後、１４ページのところで、地域ケア会議というものを活用してというの

はわかりますし、コミュニティベースでちゃんと見るというのは、虐待を含めて全てに

当たってそういう形で行われればいいのだけど、これは試験的にやるから、地域ケア会

議を活用してというのを今度入れてみようという発想なのかな。あと、リハビリテーシ

ョン専門職等って、何でリハビリテーション専門職だけ入っているわけ。 

○会長 等ですから。 

○委員 いやいや、こういうのが重要になってくる。 

○会長 わかりました。 

  じゃあ、９つぐらい質問がありましたが、どうぞ、順番にお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 最初に「明確な区分とは、ケアプランに明記されていればいい

のか」という先ほどの委員からの質問ですが、介護報酬としてお支払いできる内容は決

まっておりまして、そこに保険外が混ざってはいけないですし、また、利用者が保険内

外を理解しないまま自費で払うこともいけない。介護報酬で支払う内容をきちんと確認

できるかどうかが明確な区分というところでございまして、プランに載っているという

だけでなく、サービス提供後はプランと提供記録を合わせる等いろいろな確認項目につ

いて、保険外サービスを連続で提供した場合にどう区分するかというところは具体的な

内容が定められていない状況です。 

○委員 本当に難しいなと思ったのですよ。だから、せいぜいケアプランに書いてあって、
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表の中に、ここは、介護給付でやる部分はこれです、プラスアルファはここですと、も

う紙に書いてあるので、中身はともかく書いてあるので、ここからここまではお金が払

われます、ここからここは自費ですというのは、プラン上に載っていれば、プランの中

身を精査して分けるとかということではなくて。 

  僕は、委員の言っているのは正しいと思うのですよ。要は、だめなことを並べていく

というのは無理だから。だから、どちらかというと、もう本当にだめなのだけ除いて、

あとはどうぞ、現場でやってくださいと。でも、一番公的な記録はケアプランなわけな

ので、ここからここまでは、いわゆる報酬で見ます、ここからは自費で見ますというの

は、そこにきっちり載っていれば、あと中身について、今おっしゃるように、一々こう

やるのは、とても無理なんじゃないかと思って、そう質問したのです。 

  あとは、大事なのは、委員がおっしゃるように、本人がこの金がどの金で、私の金で

払ってやってもらっていることか、これはみんなのお金でやっていることか、ここがご

っちゃになっちゃうと、これはモラル的に問題があるので、そこが本人にわかるのが、

一番大事なことなのですよねというので、確認したということです。 

○介護保険特命担当課長 引き続き、頂きました質問に答えさせていただきます。 

  まず、３ページのところで、選択的介護の居宅サービス計画を作成する権能は誰にあ

るのかというご質問でございます。選択の権能はあくまでも利用者にあると考えており

ますが、利用者の方はどんなサービスが使えるのかということはわからない。そこをケ

アマネジャーさんが保険外も含めて、選択的介護だけではないのですが、地域のいろい

ろなサービスを説明し、選択肢をきちんと整理をしていただいた上で、ご利用者の方が

「選択的介護を選びたい」となった場合に、居宅サービス計画に位置づけていただくとい

うことを考えていますので、権能としてはご利用者にあると思っております。 

  次に、モニタリングのところでございますが、ケアマネジャーのモニタリングとサー

ビス提供責任のモニタリングは性質というか、視点が異なると思っております。よって、

それぞれのモニタリングの情報を共有していただくことがプランの見直しには必要と思

っておりますので、それぞれにやっていただくことを考えています。 

  次に、４ページの書類の確認というところでございますが、こちらは、封書を開ける 

というわけではなくて、届いている郵便物をご利用者の方と一緒に、これは区の関係の

書類とか、これは友人からの手紙とか、大まかな分別をするというイメージです。 

  次に７ページでは、遵守事項はあまり規制する形で記載しないほうがいいというご意

見を承りましたので、留意したいと思います。 

  次に、８ページの実施状況の把握でございます。こちらは、委員のお話では、サービ

ス事業者側がきちんとやるべきことで、介護支援専門員が把握するというものではない

というご意見を伺いましたので、こちらも検討させていただきたいと思います。 

  １４ページのリハビリテーション専門職の方ですけれども、この配置については、生

活の行為という、家の中で普段通りの生活をなされるときに必要な支援は、リハビリの
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知識を持った方のご意見があるのとないとではかなり違うということで、専門職を入れ

ているということでございます。 

○委員 わかりました。じゃあ、一、二点つけ加えますね。 

  やっぱり看護と介護が一体的にこれから在宅での生活を支えなきゃいけないというわ

けで、看護師さんは極めて重要ですね。その上で、日常的に接するのはヘルパーとか介

護福祉士の人たちでしょう。なかなか今のいろんな会議では、そういう選び出せるよう

な人がいないとか何とか、いろんな議論があって、それでなかなか出ないのだけど。こ

の昨年の介護保険部会でもケアマネしか出ていないのね。あと、歯科衛生士はどういう

わけか必ず入るのですよ。背景はあるのだけどね。だけど、介護福祉士とか社会福祉士

とか、社会福祉士は入っているけど。そういうのも入れておいていいわけですよ。常時

見ているのは、何か異変とか変化があるなというのを、専門性はちょっとあれかもしれ

ないけど、それをさっと見て、すぐ看護師さんに連絡すると、ケアマネさんに連絡する

ということがすごく大事なのね。あと、認知症も急に変化があらわれたりするので、最

初に気がつくのはそういう人たちですよ。だから、そういう意味で、リハ職が極めて重

要だというのはよくわかっているのだけれども、その上で申し上げただけです。 

 あと、つけ加えて、仕組みの検討というので利用者満足度というのが書いてあるでし

ょう。このとき、やはり選択的介護の中で非常に重要なのは、ご本人だけじゃなくて家

族ですよ。だから、利用者満足度を本人だけにしないで、ご家族の方、主たる介護者、

従たる介護者、日中はいらっしゃらないのだけど、夕方には戻ってきてみたいな、そう

いうようなご家族の方も入れるべきだということ。 

あと、最後に１点、日本は、在宅については時間設定でしたでしょう。あれが失敗の

もとなのね、非常にわかりやすく言うと。ドイツでもそれはやるなと言われていたのね、

ドイツが先行したときに。だから、パッケージ化しろと言ったのです。点数化しろとい

うことなのだよ。だから、選択的介護の部分というのは、時間設定じゃなくて点数制に

して、パッケージにして、この部分は着脱可能とかという形で設定すると非常にいい形

になるのだけど、今の形みたいに１５分何とかとか、そういうことでやると失敗します

よ、多分。 

だから、むしろ点数制にして、点数制ということは、２倍時間がかかってもいいのよ。

半分の時間でもいいのだよ。これが非常に重要なポイントなの。例えば認知症とか、そ

ういう場合に、１５分やったらいいということじゃないのだから。これは今の介護保険

制度の保険給付では絶対だめなところなのだよ。だから、ヒントとして申し上げると、

そこら辺も考えておいたほうがいいなと思いました。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  最後の点は医療で言えば、出来高払いじゃなくて包括払いにしろということですか。 

○委員 というか、医療の場合、私も去年の今ごろは２時間に及ぶ手術をしたのですけれ

ど、時間が長ければ手術料が高くなるのではなくて、要するに、その行為ですよね。こ
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っちは苦しいだけですからね。だから、そういう意味では、要するに医療は行為ですよ

ね。ある種の、しかもパッケージ化されているわけです、本当のことを言えば。そうい

う意味で、本来そうすべきことだったということだね。 

○委員 選択的介護の保険外サービスの部分というところで、本日の資料４の２ページ目

の利用者や家族が選ぶ自費サービスというところに着目して、私は資料２のところの、

利用の流れのところのモニタリングで、やはり、もし利用者と家族がもう少し柔軟にホ

ームヘルプサービスを利用できたりするということを考えたときには、非常に重要なの

は、利用者家族の状態や環境の変化をやっぱり把握できる。こういうところが家族が選

ぶ自費サービスというところの重要性なのではないかなと思っていて、そういうような

場合に、保険外サービスといったところを、第１号被保険者だけども、非該当になって

いる６５歳以上の家族が、要介護認定を受けている利用者と一緒に自費サービスを柔軟

に使うというようなところに、とても意義があるのではないかなと思っていることと、

あと、今は障害のあるお子さんと高齢になった親の同居も、在宅で生活するところに困

難性があるということだと、特に子供であっても第２号被保険者の年齢であれば、家族

が選ぶ自費ということで、高齢の親と第２号の４０歳以上の子供という家族で、第２号

の人が該当せずというような状況であっても、そういう場合にはやはり柔軟に組み合わ

せてホームヘルプサービスを使えるというようなところがあると、今、現実に地域で面

倒なことになっていて、なかなか利用しづらいなというようなところが解消できるかな

と思うので、ちょっと保険外サービスというところを、介護保険制度の中で、非該当と

いうようなところに着目して考えると、要するに、経済的にも元気である家族が何でも

使えますよというわけにはいかないというところで、少し考えたらどうかなという、皆

さんのご意見を聞きながら思ったところです。 

○会長 ありがとうございました。 

そこはすごく大事な点で、特に障害者でなくても、介護保険の要介護認定をもらった

人ともらっていない人が同居している場合に、二人に御飯をつくるときに、それを一々

分けられるかという。そういうときに、この選択的介護を活用すると非常に合理的であ

る。それは一つの気がつかなかった新しい点だと思います。ありがとうございました。 

○委員 要するに、ご夫婦で要介護認定の申請する幾つかの要素というのは、結局、ご主

人ないしは奥様が要支援とか要介護１だけど、もうお一方のほうが非該当だと、ホーム

ヘルプサービスの使い方が本当に不便というか、したがって、両方とも少なくとも要支

援１くらいはとっておくという形にすると。本当、老夫婦で一生懸命やっている人たち

がいるのね。そういう意味ではやっぱり非常に重要だと思うのです。 

 もう一つ、先ほどの資料２の３ページで、今回の利用の流れで思ったのだけど、今の

先生のお話とも関係あるのですけれど、ちょっと違う発想かもしれないけど、モニタリ

ングのところで、要介護認定と書いてあるでしょう。要介護認定だから、要するに要支

援１か要支援２ないしは要介護１以上ということを想定したわけだよな。だけど、本当
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は非該当でもいいのよ。介護保険だったらだめですよ。 

だけど、その以前の部分、それについては、地域のいろんな市町村におりてきたやつ

で対応するとかあるかもしれないけど、それはいずれどうなるかってもうわかっている

わけじゃない。 

だから、そういう意味では、軽度の人たちに対して、虚弱になる前のいろんなものっ

て非常に重要ですよね。あと、健康延伸産業とか、そういう部分でも非常に重要だし、

そういう意味では、今回、要介護認定に該当している人だけというふうに設定している

のかもしれないけど、本当は非該当の人も入れた形でしたほうが、利便性もよくわかる

というものもあると思いますよ。 

 これ、介護保険該当だと無駄な使い方になるとか、余計な使い方になるとか、そんな

の自分で自立しろという形になるのだけど、要するに保険外のところは自費なのだから、

そういう意味では、非該当の人、いや、４０歳で元気な人はだめよ。非該当にはなった

けれどという人も、本当は入ったほうがいいと私は思いますよ。 

○委員 さっきから聞いていると、この利用者という概念は一体何なのだというのが、資

料３も、今の委員の話を聞くと、要介護認定で、黄色で利用者と書いてあるのですよね。

だから、もう自由サービスで、もう消費者なわけですよね。そうすると、この利用者と

いうのは一体誰を差しているのかなと思って、今の委員の話をくっつけると、よくわか

らなくなってしまっています。 

 この利用者保護の仕組みは、後でまた別途詳しくお聞きしたいのですけれども、ちょ

っとこの利用者という定義が、この図だと、もう既に委員の話と合っていないというこ

とになりますよね。 

○委員 私は議論を活発化するために話しているくらいのところがありますので、あまり

気になさらないでください。 

○会長 いや、それは私も先生と同じ疑問があって、非該当者なら、もう普通のサービス

がいつでも受けられるわけだから、この会議の議論から外れてしまうのではないのか。

だから、要介護認定を受けた人と一緒に同居している非該当者について考えるという意

味で言っておられるのかなと思ったのですけど。 

○委員 いやいや、私、１８年以上、認定審査会の委員をしていまして、毎月９０件以上

見ているのですよね。それで、ぎりぎりのラインで非該当ってあるのですね。申請して

きた理由はさまざまですよね。お医者さんに勧められたとか、いろんな人に勧められた

というのもあるのだけど、やっぱりそれに気づいた時点で、スポーツセンターでもいい

けれど、いろんなことをすると大分違うという人がいるので、元気な人は全く想定外だ

けど。また、全く要介護認定を受けていなくて、実際の要介護２くらいの人が全部自費

サービスで使っているという例があるのですね。それって保険者は把握できない、あま

り把握していないのだけど、実際のサービス利用者からすると、実際そういうのがある

わけですよ。そういうのもあったものだから申し上げたのね。 



- 13 -

○委員 １１ページの事業実施状況に関する報告の部分について、ご質問させていただき

ます。 

  先ほど、利用者満足度以外にも家族満足度というものが選択的介護で重要になってく

るのではないかというお話があったのですが、現在の例えば介護サービスの調査、事業

所の調査や、あとは保険外のサービスを提供している事業者の調査の中で、ここに挙げ

ているような項目を調査しているものや、あとは家族の満足度といったものを調査して

いるものがあるのか、もしご存じでしたら教えてください。 

 そうすると、今度、調査するものと比較したときに、より満足度が高いとか、あまり

変わらないとか見えるかなと思いまして。 

○介護保険特命担当課長 区の調査で保険外サービスについて実施したものはないのです

が、ご家族の意識に関するものとして、介護保険事業計画を策定するときのアンケート

中で、介護の負担感等をお聞きしたものはあります。サービスをご利用になってのご家

族の満足度についてはとっているものはないです。 

○委員 もし、負担感はとられているのでしたら、こちらの中で満足度以外にも負担感も

とっていただいて、比較して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。 

  それでは、もう一つ大きな議題がございますので、またこの問題に戻っていただいて

も結構ですが、選択的介護モデル事業の公募についてということで、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３について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  今の公募要領について、何かコメントはございませんでしょうか。 

  ちょっと気がついたのですが、４ページの参加事業者の要件というところで、（１）

は当然のことだと思うのですが、（２）のところに、単に介護サービスの運営実績が長

くても、豊島区に１年以上いないといけない。つまり、豊島区でこんないいことをやる

から、ぜひやってみたいという隣の区の事業者の方は、１年間入れないということです

ね。それは情報がないからということかもしれませんが、東京都も事務局ですし、隣の

区から事業者についての情報をもらえばいいのかなという気もするのですが。もし応募

者が非常に少ないとき、もうちょっと弾力的に、そういう余地はないかなというのを、

聞いて気がつきました。 

○委員 私も今、会長がおっしゃったとおり、その部分に着目した。（２）のところが、

単に事業所の運営実績が１年以上であればいいのに、なぜ豊島区でなければいけないの

かというのが、本当に疑問ですね。全く先生のおっしゃったとおり。 

それともう一つ、目的のところで、目的のところの書き方って非常に慎重に、かつ正

確に書かなければならないので、６行目「現行制度では、介護保険サービスと保険外サ

ービスを同時・一体的に提供することは認められていません。」という書き方でいいの
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だよな、絶対的だっけ。大丈夫なの、この書き方でいいのだよな、わかった。 

 あとは、５ページ目の共同参加事業者の要件（１）で、「法人格を有する民間事業者

又は団体であり、地方公共団体や医療法人、法人格を有しない任意団体等ではないこと。」

となって、地方公共団体はわかるのだけど、医療法人を入れているというのは、何か理

由があるわけですか。 

○介護保険特命担当課長 医療法人の場合、収益事業については厳しい要件がございまし

たので。 

○委員 そうか、本当。だけど、実際にはやっているよね。 

○委員 今の点ですけれども、差し支えなければですが、医療法人の場合、どういう収益

事業に対しての縛りというのが具体的にあるのでしょうか。教えていただければと思い

ます。 

○介護保険特命担当課長 医療法人は、病院、診療所、老健の業務に支障のない限り、定

款等で定めるところにより、開設する病院等の経営に充てることを目的として収益業務

を行うことができるとあります。収益業務は５つの要件を満たすものに限られており、

１点目が、一定の計画の下に収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為で

あって、社会通念上業務と認められる程度のものであること。２点目が、医療法人の社

会的信用を傷つけるおそれがあるものでないこと。３点目が、経営が投機的に行われる

ものではないこと。４点目が、当該業務を行うことにより、当該医療法人の開設する病

院、診療所又は介護老人保健施設の業務の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと。５点

目が、当該医療法人以外の者に対する名義の貸与、その他不当な方法で経営されるもの

でないこと。この５つの要件の中で、例えば「一定の計画の下に収益を得ることを目的

として反復継続して行われる行為であって」という点等が、今回はモデル事業というこ

ともあり、該当しないのではないかと考えました。 

○委員 意図というとあれだけど、何かあってするのだったらいいけど、例えば、複合経

営というのは、これから非常に重要なのね。医療のほうもそうだし、福祉のほうもそう

だし、それはもう地域包括ケアの中ではもう必然なのです。あと、豊島区内はどうかわ

からないけど、これから中小病院が地域包括ケアにどのくらい理解があるかというのは

極めて重要な、全国一千幾つの地域包括ケアをきちんとやろうと思ったら、大病院でも

重要なものだけど、やっぱり中小の私立の病院が、どのくらい地域包括ケアについて理

解して加わっていくかということなのね。 

 あと、病床転換とか。全国の医療セクターは考えているのね。もともとモデル事業だ

から、事情とかあるのかもしれないけれども、よくわからないから、それで聞いてみた

だけです。あえて外す必要はないのでは。 

 あと、特別区の場合、「暴力団」というのは直接的に表現するのだっけ。「反社会的」

じゃないのね。 

○委員 ９ページの利用者保護については、利用者に対して丁寧な説明を行うということ
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は、より丁寧にというか、厳格にしてほしいと思います。利用者、消費者というのでし

ょうか、その層が高齢であるということで、認知症とは言わなくても、認知機能にかな

りの課題がある人も増えてきていると思います。 

  別の分野ですけれども、金融のほうでは、７５歳以上に金融商品を売るときには適合

性のルールというのがあって、かなり厳格に商品説明についてやることになっています

ので、通り一遍の消費者保護みたいなものでは、ここの部分は済まないだろうと思いま

す。高齢者が消費者であるという特性をかなり厳密に考えていただかないといけないと。 

  それから、相手のほうが多少認知機能の判断にぶれがあって、それを奇貨として、何

か必要じゃないものを売り込むような、これは今後の産業社会、消費者社会、あらゆる

分野でこのことは考えなければいけないと思うのですけれども、やっぱりそういう部分

については、倫理規定をちゃんと守っていただく人でなければ、相手が欲しがったから

売ったみたいな、通り一遍な説明だけしましたでは、私はこの分野は済まないと。この

部分はルールを厳格にしないといけないと思います。 

○会長 おっしゃるとおりですが、それをどうやってやるかというところで。例えば、不

動産を買ったり、アパートを借りたりするときに、延々と契約書を向こうが読み上げて、

それでやったということになるわけです。それだとそういうことでは意味がないので、

丁重に説明するということが、まさにそういう、おっしゃった倫理的なものも含めたも

のを意味するというのが事務局の考え方だと思うのです。それを具体的にどうするかと

いうのは、また今後検討していくということで、今、先生がおっしゃったのはそのとお

りだと思いますが、ケアマネが、逆に言えばそこに関与するということですね。 

○委員 今年、消費者庁が消費者委員会で報告を出しましたよね。それで、これは消費者

庁がやらなければいけないということだけど、消費者庁だけではなく、厚生労働省のほ

うも対応しなければいけないということになっているのですね。 

  それで、やはり今のお話の部分というのは本当に重要で、先ほどの、先生は半分くら

いご理解されるということですが、私は全然理解していないということで、要するに契

約書関係はそうですよね。 

  それで、あと、入院とか入所という場合の保証人であるとか、その他もろもろ現行の

成年後見制度で全然対応できないのだよね、実は。非常に大きな問題があるということ

になっているのですね。 

保険外サービスというか、要するに選択的介護といった場合に、非常に重要な問題に

なるというのは、実はこの部分なのね。だから、先生が話されたのは、今回もそうだけ

ど、今後パイロット事業で非常に重要な国家戦略としての試みなので、そういうような

課題も念頭に置かなければいけないよということを、きちんと当初から理解したという

ことが非常に見識があると。 

  だから、特に前も話したように、ドイツの場合、高齢サービス課・利用者保護課だよ。

つまり、それくらい自治体の責務というのがあるのね。措置が代替的な役割をしていた
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けれど、措置制度が外れてしまったから、それを単に苦情対応窓口とか、都道府県の社

協がするとか、そういうのは非常に踊り場的な、まだ中途半端な形なのです。措置でも

って守っていた部分が、裸の状態にさせられてしまっているのね。だから、それをどう

するかって極めて重要なの。 

  あとは、我が国の成年後見制度はドイツみたいな世話人法ではないから、かなり限定

的だから、大変大きな問題になるのですよ。だから、事業報告書をまとめるときに、こ

ういう視点も持っておかなければいけないというのは、やっぱり書いておかれたほうが

いいと思いますよ。 

○委員 今の利用契約ということで、利用者の立場から考えれば、明日からこのサービス

を受けたい、今日でこのサービスをやめたいという希望をくみ入れられるような形にな

っていれば、今の１カ月間やらなければいけないとか、あるいは１年契約をしていなけ

ればいけないとかという、それに伴うリスクはなくなるのではないかと思いますので、

もうちょっと利用者が希望するタイミングでやる、やらないが選択できれば、今の契約

上の問題点というのはあまりないような気がしました。 

○委員 あと、技術的な問題なのだけど、２０００年の契約のほうに移行する際に、重要

事項説明であるとか、書類を交付して説明していって、そのときに、実は非常に重要な

のは、もちろん口頭で説明するというのもあれなのだけど、アメリカなんかの契約の関

係というのは、州によって大分違うのだけど、双務契約で、なおかつ対等なということ

を言うのだけど、実際にはそういうことはあり得ないから、かなり、比重を消費者に置

いた形での条文というか契約書にするのですよ。それで守るという形が実際的なのね。 

  幾ら自由契約だからといっても、例えば、障害者の施設で、嫌だったら出ていいです

よ、行くとこないじゃないかということがありますよね。あと、裁判を起こしたときに、

どの裁判地でやるかというので、事業者側と消費者側では全然違いますので、その場合

どうこうするとか、かなりきめ細かにつくるものなのね。だから、ある種の打開策とい

うか、やり方として、契約書とかそういうものについて、やっぱり高齢者や障害を持た

れている方々にウエイトを置いたものを、我々、当時、契約書づくりのときに、多くの

弁護士さんであるとか、今、法科大学の先生になられている方々に協力してもらってつ

くったことがあるのね。そういうことも参考にされたほうがいいと思いますよ。 

○会長 ありがとうございました。 

先ほど、委員がおっしゃった点についても、契約を結んだ後でも利用者の理解を反映

して、いつでもキャンセルできるというか、その期間を例えば普通よりも長くするとか、

いろんなやり方はある。あまり長くするとまた不安定になってしまいますけど、いろい

ろこれからそれを考えていくということですね。 

 ほかの点はいかがでしょうか。 

○委員 先ほどお尋ねしたこととまた同じような内容なのですが、共同参加事業者のとこ

ろで、医療法人の場合は一応排除した。強くこだわるわけではないのですけれども、今
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後このモデル事業が順調にいって広がりを見せるというような場合に、どうしても医療

法人だけが除かれるというのは、ちょっと違和感がございます。 

  例えば、４ページ目に参加事業者の要件というのがありますけど、（１）のところで、

「豊島区内に指定訪問介護事業所を有し」とあります。ご承知のように、指定訪問介護事

業所を運営するためには、介護保険で法人格がまず必要ということは言うまでもありま

せんが、医療法人で指定訪問介護事業所を運営しているというところも少なくないので

はないかな。次のページ等を見ると、結局、「豊島区内に指定訪問介護事業所を有し」

とありますが、医療法人の場合は該当いたしませんと、排除されますと、このように理

解をすべきなのでしょうか。お尋ねをしたいと思います。 

○介護保険特命担当課長 区内でも医療法人で指定訪問介護を運営されているところもご

ざいますので、医療法人についてはもう一度確認をさせていただきたいと思います。ま

た、区内での実績を１年以上有するという点についても、再度検討したいと思います。 

○東京都介護保険課長 医療法人のところについては、介護事業を実施している部分はあ

るのですけども、医療法人として、例えば保険外サービスを実施したときに、後で指導

が入って、それはだめですよとなったときに気の毒な部分があるので、安全策として除

いているというようなところで、今回、消極的に除いたというようなところでございま

すので、医療法人を所管している部門と協議して、入れることに問題がないかというと

ころを確認した上で、入れる、入れないというのを検討させていただきたいと思います。 

○会長 どちらにしても、今、委員からご指摘があったように、４ページの（１）で、今、

指定訪問介護事業所を持っていないと参加できないわけですから、持っているというこ

とは、もう既に医療法人であってもそういうことをしてもいいというふうに、医療関係

のほうから承認されているのだから、４ページの（１）があれば、比較的あとの要件は

弾力的でいいのかなというふうには思いますけども、ご検討いただければありがたいと

思います。 

○委員 確認ですけれども、先ほど委員が契約をしてもやめられるということを心配され

ていましたが、今の介護保険制度の中でも、サービス事業所と契約をして、例えばデイ

サービスに行くとかありますが、それはケアプラン上に位置づけられて、例えば３カ月

行ってみましょうかということで開始しますが、おっしゃるように、行ったけどあまり

よくなかったといったら、じゃあ、もう来週から行きたくないのだという人がいるわけ

ですね。そこでプラン変更ということになったら、契約している事業所等であっても、

今回、選択的介護というサービスは利用しないということができるということでよろし

いのですよね。ケアプランに位置づけてサービスが始まり、それは利用者の意向によっ

て変更ができるということですよね。 

○介護保険特命担当課長 そうですね、意向によって変更はできるのですけれども、ただ、

今日行って、明日から行かないというのは、やはり事業所側の経営のこともございます

ので、契約書上できちんと取り決めを行うことになるかと思います。何日前までに事業
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所に申し出た場合は契約解除というような。 

○委員 先ほど私が、今日契約して明日やめるというような、極端な例を話しましたけど、

実際には、利用者にとっては、利用料金の支払いが出てきた際に、こんなにたくさんな

のかとか、これはもうちょっと受けられるな、そういう金銭が伴ったときに、初めてい

いか、悪いかの判断基点が出てくるのではないかなと思います。特に、高齢者の場合は

年金生活でやっている人が多いという想定をした場合に、もう少し利用者に有利な契約

内容をベースにということであれば、確かに先ほど重要事項のいろんな説明、聞かされ

てもなかなか判断には、自分が利用しようというサービスとの結びつきができないと思

いますので、申し上げたのです。 

○会長 ありがとうございました。 

  そのときも、いきなり契約を破棄できるか、破棄できないかだけではなくて、破棄す

るときにどれくらいの手数料を払って破棄できるかとか、いろいろ段階的にあると思い

ますので、それも含めてご検討いただければと思います。 

  ほかにいかがでしょうか。 

それでは、公募につきましては、本日のご意見を踏まえた上で、事務局に選定を進め

ていただくということでよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○会長 それでは、前のほうもいろいろまだ発言し足りないという方がおられると思いま

すので、全部あわせてご意見、ご質問をいただければと思います。 

○委員 資料２のところで、この会議が始まって、当初のほうは、これを買うことによっ

て、買える人と買えない人が出たりとかして、それが社会的な公正に叶うかとかという

議論があったと思うのですけど、このモデル事業の全体の要綱の中に、社会的なインパ

クトについてモニターしますよというところが抜けているような気がするのですね。こ

れをもう一項目つけて、これによって、使っていない人、今これは使っている利用者と

利用者の家族については、かなりいいものがありますので、使っていない人も含めた社

会的インパクトについての記述を一項目足すべきではないかと感じたところです。 

○会長 ただ、そのためには、使っていない人にもアンケートしないといけないわけです

よね。 

○委員 そこが若干難しいのですけれども、本当に豊島区にとっては生命線で、これをや

ることによって、みんなの介護保険に対する信頼感が下がってしまったとかいったら、

やってかえって失敗だったということがあるわけなので、それについてモニタリングし

ながらやったというようなところを、今の委員も含めて、事業所も含めて、項目がない

と、やっぱりいけないと思う、項目を起こしてほしいという。 

○会長 今の委員のご指摘に対して、いかがでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 社会的インパクトについては、委員の皆様方からもいろいろア

イデアを頂戴できたらと思うところでございますが、確かに、まずは身近なところから
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始めるというところで、要綱の目的を考えてしまったところがあったかと思います。 

○会長 ただ、これは全く今、認められていない行為ではなくて、部分的に認められてい

る。現に既に行われていることで、それをより明確化するという点もありますので、ど

う評価するか。 

○委員 先生の指摘は非常に重要だと思うのね。その場合、いきなり住民に対する調査と

か、そういうのは難しいのは確かだよね。ただ、やっぱり目的のところに社会的なイン

パクトというか、つまりいろんな組み合わせとか、いろんなものを活用して、一人一人

に合った生活ができるようにするというようなことというのは、社会的なインパクトで

もあるわけだよね。それを多くの皆さんが、多少なりとも理解が進むということがすご

く重要なことですよ、これからの。今までフルスペックの介護保険だからね。これはど

うなのかというのは非常に微妙、難しい問題があるかと思う。そこまで言わないけどね。 

だけど、やっぱりもともとこれはいろんなところで普及して、いろんな形でいい形の

使い方をしましょうというのが出発点だと思いますから、そういう意味で、利用者本人

にとか、利用者の家族だけというのではない視点からも、このモデル事業をやるのです

よというのは、少なくとも入れておいたほうがいいというのが１点。 

 もう一つは、こういうものって始める前の意識と使ってみてからの意識の変化ってあ

るじゃないですか。先ほどのものは利用者満足度とか、家族の満足度ということなのだ

けど、やっぱりそういうのって、使用前・使用後というか、どれだけ変化したかという

のを、スタートラインとその後をちゃんと見ないと、客観的に見られないから、そうい

うのもやっぱり今回が最初だから、まだサービスをみんな使っていないから、その時点

である程度の意識調査とか、利用者対象層とか、その後、利用した場合こうなったって

いう変化率を見るというのは、やっぱり非常なエビデンスになるから、心がけられたほ

うがいいと思いますよ。 

○委員 ちょっと大きなことを言って敷居が高くなってしまうとあれだなと思うのですけ

れども、例えば、高齢者保健福祉計画等の実態調査の中から使えるものがあるのではな

かろうかということが１点。あと、項目を書いていないと、例えばケアマネさんがあそ

この人はあれ使えていたのに、何でうち使えないのといったようなことが蓄積したとす

るじゃないですか。それを、項目が書いてあればそれを拾い上げて、これはこういうこ

とがあったねということで上がってくるわけですけれども、ここに項目がないと、やは

りそういうのを聞き逃してしまって、それをあっちにはお金があるからやれるのですよ、

なんて話で、そのまま流れてしまうと思うのです。そういう日常的なものがかなり重要

だと思うので、調べなさいとか、この項目を入れてモニタリングしなさいということで

はなくて、そういう行為について、実施するからには我々は興味を持って確認しながら

やっていきますよということを、一項目入ればいいのではないかと思ったということで

す。 

○会長 ありがとうございました。 
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  だから、質問項目の立て方が非常に難しいですね。今、最後におっしゃった、あの人

は使っているのに、なぜ私は使えないかというのは、保険外サービス全てについて言え

ることですよね。これは混合診療についてもさんざん議論したのですが、お金のある人

は今、保険外で何でもできるのですね。この選択的介護というのは、むしろそんなにお

金のない人の選択肢が広がるということであって、その点が十分理解されないと難しい。

おっしゃったように質問項目を、何と何を比較するのかということをやっぱり考えない

と、結果がそれで大きく変わってしまうかと思います。 

  それから、措置制度であれば問題は全くなかったわけで、選択するから問題が出てく

るわけですね、いろんな誤った認識をするとか、誤った選択をするとか。そういうのは

全部措置であれば問題はないかというと、これまたもっと大きな問題が起こるので、比

較が本当に難しいわけです。やっぱり自由ができるとそれに応じた責任、あるいは選択

の誤りができるわけでして、いろんな形で評価するときは、質問項目をかなり徹底的に

議論してから出す必要があろうかと思います。 

○委員 先ほどの利用者満足度があったでしょう。それで、今までにとったアンケートが

ありますかというお尋ねが委員からもありましたけど、ちょっと違うものではあるのだ

けど、例えば、デイサービスというのは、規模が老人保健施設の年間の介護サービス費

より多いのだよね。これは自由になったから、多様なことになっている。その上で、や

っぱり介護保険計画からやる以上は機能化するということで、そういうことで機能に着

目してとあるでしょう。 

それで、利用者満足度と家族満足度って、まずよかったというのではなくて、こうい

うところは改善したとか、デイサービスの去年、今年の老健事業の調査項目を見たらわ

かりますけれど、かなり具体的に、こういう機能が向上したとか、こういうので改善が

見られたとか、もちろん専門家じゃないけれど、家族から見てこういうのがあったとい

うのは、かなり細かい調査を、事業所でサービスを使っている人たちの家族に対して、

６，０００以上集めているのだよね。だから、それなども見ると、なるほどという形に

なるので、満足度という中には、やっぱりこういうものが改善されたように、素人です

よ、見受けられたとか、こういうのがすごく変わったとか、自由時間がふえたとか、そ

ういうものがあるから、質問項目をかなり工夫してつくっていますから、ちょっとそう

いうのを調べてご覧になるといいと思います。 

○委員 先ほど会長がおっしゃったようなことを考えると、お金のある人が非常に有利と

いうか、使えるようになるというようなイメージが、選択的介護が立ち上がったときに、

私の周りのいろいろ福祉の仕事をしている人たちにあったのですね。 

でも、規制を緩和するって、何もそういうことだけではないということを、もっと世

の中に知ってもらうために、例えば、本日の資料の資料１の４ページのところで、繁忙

期はプラスになるけれども、じゃあ、閑散期というか、一日の中でもあまり利用されな

い時間帯とか、１年でもあまり利用されない時期とか、そういったところで割引の料金
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とかを考えれば、そんなにお金がないのだけれども、使えることになったらもう少し使

いたいなという人が使えるし、やっぱり国民の多くの中で、規制緩和といったときに、

誰にとっての規制緩和なのかというようなところの、今までのイメージを少し変えるこ

とにもなるのではないかなと。そうすると、少し社会的インパクトというところにつな

がっていくのではないかなというようなことを感じました。 

○会長 どうもありがとうございました。 

  この繁忙期料金というのも、決して値上げのためではなくて、むしろこれは混雑料金

という考え方の応用なのですが、平均すると前と同じであると。上がったり、下がった

りするという点をやっぱりきちんと明確にする必要があろうかと思います。 

  時間がそろそろ押しておりますので、もしよろしければ、事務局にこういう形で公募

及び今日ご用意されたことについて進めていただくということでよろしいでしょうか。 

○東京都介護保険課長 補足ですが、資料２の１６ページをお開きいただきたいのですけ

ども、ここに規制改革推進会議において、厚生労働省が提出した資料がございます。先

ほど明確な区分のところで、Ｑ＆Ａは平成１５年のもの以外にないというお話をしたの

ですが、これは厚労省が、介護事業所が保険外サービスの料金をとって良い場合の事例

として出しているものでございます。 

  例えば、通常の事業の実施地域以外に居宅する利用者の通所介護の場合ですけども、

送迎とか配食は認められますよと。あと、共益費についてはとれませんよということを

省令や通知でということで、基準条例の解釈通知の中でこういったものを示していると

いうところでございます。また、お金をとるに当たっては、利用者の同意を得るという

ようなことで、こういった基準に示されている内容について、具体的にはこういう内容

ですよというのを示しているところでございます。 

  先ほど、ないと申し上げましたが、通所のケースではこういうのがあるというところ

でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  これも規制改革会議が要求したから厚労省が出したわけで、こちらもどんどん厚労省

に質問をして、こういう場合はいいのか、悪いのかと言えば、答えざるを得ないわけで

す。これは前に申し上げたかもしれませんが、金融庁なんかがやっているノーアクショ

ンレターの考え方に通用するもので、ぜひやっていく必要があるかと思います。 

  それでは、事務局には公募作業を進めていただくとともに、次回以降の論点を整理し

ていただき、議論を進めていくようにしたいと思います。 

  では、今後のスケジュールについてご説明いただきます。 

○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ありがとうご

ざいました。本日いただきましたご意見を踏まえ、年明けから事業者の公募及び選定作

業等を進めてまいりたいと存じます。 

 なお、本日配付資料の中に質問票をご用意しております。本日ご発言いただけなかっ
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たご意見等がございましたら、期日が短くて誠に恐縮ですが、１月４日までに、事務局

に頂戴できればと存じます。 

 また、次回の会議でございますが、国家戦略特区の進捗状況等もございますので、来

年４月ごろの開催を予定してございます。今後、日程を調整させていただきまして、詳

細が決まりましたら、委員の皆様にはご連絡を、一般傍聴者の皆様には区のホームペー

ジ等で周知させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

○会長 そうしますと、先ほど幾つか公募要領についてご質問があった医療法人とか何と

か、それは次の会議では間に合わないので、何らかの形で委員の方にご連絡をいただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

  それでは、本日はどうもありがとうございました。 

これで閉会とさせていただきます。 

（午後８時１９分閉会） 


