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（午後６時３０分開会） 

○介護保険特命担当課長 それでは、第５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、誠に有難うございます。 

【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 皆様、よろしくお願いいたします。 

  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、１７名の傍聴の方がいらっしゃいます。 

○会長 それでは、傍聴を認めてよろしいかお諮りしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

（異議なし） 

○会長 承認をいただきましたので、事務局は傍聴の方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、議事に先立ちまして、新しい委員の紹介がございますので、事務局よ

りお願いいたします。 

【豊島区介護保険特命担当課長より新委員の紹介】 

○介護保険特命担当課長 なお、新委員の就任に伴いまして、資料１の有識者会議設置要

綱第３条の委員数、及び資料２の委員名簿を改定しておりますので、ご確認いただけれ

ばと存じます。 

○会長 それでは、引き続き議事に入りたいと思います。 

  １つ目の議事、平成 30年度選択的介護モデルについて、及び２つ目の選択的介護実

務者研修の実施について、この二つについて、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・４・５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きまして、どちらの資料のほうでも結

構ですので、ご質問やコメントをいただければ幸いです。いかがでしょうか。 

○委員 ご説明ありがとうございました。 

  資料４の５ページ、見守り等のサービスのサービス内容についてご質問いたします。

ｄ者とｆ者、それぞれサービス内容が幾分か違うようなのですけれども、ｄ者のほう

は、こちらに記載してあるものですと、「カメラ・センサーで利用者の状況等を把握す

るほか、映像を確認しながらの会話や、センサーで検知した情報を医療と連携」と書い

てあるのですけれども、こちらは、例えばこれは見守りプランの中に入っているものに

なるのでしょうか。 

  選択的介護モデル事業提案内容詳細の資料で、ｄ者を見ますと、センサーによるサー
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ビスの提供のほうに、１、見守りプラン、２、見守りプランプラス、３、お薬プラン、

４、お部屋快適プラン、５、家族も安心プランと、幾つかのプランとなっているのです

けれども、この映像を確認しながらの会話というものがどこに当たるのか。また、これ

が何か、先方が連絡してきたときのみの会話なのか、その点について、ご説明いただけ

ればと思います。 

○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。 

  今の映像を確認しての会話でございますが、これは基本的なプランとお考えいただけ

ればと存じます。カメラを設置いたしまして、定期的に状態確認をして、異変等があっ

た場合にご本人がボタンを押す。もしくは事業者側から呼びかけることもできると聞い

てございます。それ以外に、センサー等を活用するものはプラスアルファのプランとい

うことでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

  もう一点、こちらの見守り等のサービスについて、ご質問させてください。ｄ者のほ

うは別の保険外のサービスで訪問をするというようなことも検討されているようです

が、ｆ者のほうは、こちらは、訪問はしないような形でしょうか。資料をいろいろ見ま

すと、必要に応じて家族等への連絡というのは書いてあるのですけれども、こちらにつ

いて、お願いします。 

○介護保険特命担当課長 基本的には、スマートフォンにアラート通知が来た場合に、ま

ず、電話で確認をするということでございます。ただ、そのときの状態によりまして

は、やはり駆けつけるということはあると考えているとのことでございますので、ここ

につきましては、ご利用者の方との契約内容によるものと考えております。 

○委員 ありがとうございました。 

○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 基本的な内容ですけれども、２点ほどお聞きしたいと思います。一つは、資料４

で、先ほどご説明の中で、今回、選択的介護モデル事業の公募を行って、１０者の申し

込みがあった。そして、その全てが選定されたというふうに聞きましたが、それはそれ

でよろしいのでしょうか。 

  関連しまして、この１０者というのは、豊島区さんの事務局の方からすれば、大体こ

のぐらいの数というのは想定内だったでしょうか、ということが１点です。 

  それから、もう一点は、資料５ですけれども、ここで選択的介護の実務者研修の概要

について、ご説明をいただきました。その際、対象となる方が区内指定居宅介護支援事

業所のケアマネジャーの方や、あるいは区内指定訪問介護事業所のサービス提供責任者

の方ということでした。そして、これは研修が開始されているかと思いますが、選択的

介護への理解を促すという目的がある中で、この参加状況というのはいかがでしょう

か。この２点、お教えいただければと思います。 

○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。 
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  まず、今回の公募では１０事業者全て選定させていただきました。１０というのは、

私どもが想定した数よりも多く、本当にありがたいと思っております。 

  それから研修の参加状況でございますが、こちらもケアマネジャー、サービス提供責

任者ともに、これまでにない人数のご参加をいただいてございまして、ケアマネジャー

は、毎回１００名を超えるような参加状況でございます。また、区は、これまでサービ

ス提供責任者を対象とした研修は実施してこなかったのですが、選択的介護の導入をき

っかけに行いましたところ、「今後も積極的に参加したい」というお声をいただいてい

る状況でございます。 

○会長 ありがとうございました。よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 ほかの方はいかがでしょうか。 

○委員 ちょっとまだ理解できないというか、把握できていないところもあるかもしれな

いので、お聞きしたいのですが、まず、資料４の６ページ、サービスの提供を受ける場

合に、月額のパッケージ時間について、あらかじめ、予定した形でのケアプランなりを

つくってもらって、初めて、このサービスが受けられるという理解でよろしいのでしょ

うか。 

 そうすると、例えば、３ページで自宅内でのサービスの事例が載っておりますけど

も、物によっては、そのときに単発で発生するものと継続的に発生するものがあるかと

思います。例えば、家族の洗濯を一緒にやってほしいとか、それはある程度、継続的に

発生しているからいいのですが、電球のつけかえであるとか、そういったものはあらか

じめプランに入れておけば、発生時にだけ費用が発生するという意味合いでよろしいの

ですか。その場合は、例えば、電球を１個取りかえてもらうのに、１カ月分は少なくと

も、３，０００円なり払うとか、そういう料金が発生するということでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 選択的介護は、プランに位置づけて提供するものでございまし

て、そういった意味では、提供するサービスは継続性があるものと考えております。で

すので、例えば電球交換だけ、突発でお願いする場合には、これは単発の保険外サービ

スもございますので、選択的介護でなければならないといったことはございません。 

  ただ、例えば電球交換以外にも、継続的に受けたいサービスがあって、そこをプラン

に位置づけてくだされば、電球交換がプラン上に記載されていなかったとしても、居宅

内のサービスとして、例えば毎月１時間必要という方であれば、その時間内で電球の交

換とそれ以外の継続的なサービスを組み合わせて提供するという形になります。 

○委員 そうすると、例えば、ここに１０個ぐらいのサービス内容が書いてありますね。

そこで全部丸をつけておいて、発生時にだけじゃあ１５分なら、１５分の料金を払う

と。それでトータル１カ月で、２時間だったら２時間分の料金を払うというような、そ

ういう精算方法になるという理解でよろしいのですか。 

○介護保険特命担当課長 パッケージ料金はあらかじめ、ご利用者、ケアマネジャー、ご
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家族、サービス提供責任者等も含めて、１カ月にこれぐらいの時間が必要だろうと話し

合った上でプランをつくっていきますので、１回に１０分行ったから、１０分分のお金

を払うというものではございません。 

○委員 ええ、それは、精算は１カ月に１回ということで、特定の１個のサービス云々で

はなく、あくまでも時間でのサービスを受けたら、それが保険適用されないものについ

ては有料になるという、単純なそういう考え方でいいかということです。 

○介護保険特命担当課長 例えば、居宅内でしたら、メニュー一覧の中から必要とされる

サービスをプランニングしておきますが、電球交換のような突発なものというのは、発

生したときにその時間内で対応するというものですので、委員のおっしゃるとおりでご

ざいます。 

○会長 よろしいですか。よほど非常識でない限りは、その時間内でやってもらうという

理解でよろしいわけですよね。 

○委員 資料４の２ページのところで、それぞれの手を挙げていただきました事業者さん

が、利用者数の見込みを出していらっしゃるのですけれども、この選択的介護の事業に

ついて、３１年、３２年と見込み数がふえている。多分たくさんの人が利用するだろう

という意味ですよね。これというのはどういう背景があって、そう言えるのかなという

ことなのですが、その辺は何か理解をされていたら教えてください。 

○介護保険特命担当課長 事業者の皆さんからヒアリングをする中で、「保険内外を区分

すれば、今も保険外サービスを提供できるが、区分が不明瞭だったため、これまでは積

極的にお勧めしづらかった」というお話を伺いました。選択的介護は保険内外の区分に

ついてきちんとルールを定めてまいりますので、「保険外についても、それが自立支援

に必要であれば積極的にお勧めできるようになる、それによってご利用者の理解も進ん

でいくと見込んだ」ことから、人数を増加したと伺っております。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○会長 何でも結構です。いかがでしょうか。 

○委員 利用者の立場で考えると、できるだけ少ない費用で自分の生活、ある程度、普段

の生活ができるようなサポートをお願いできれば、一番いいわけですけれども、例えば

いろいろなケアマネジャーとご相談して、あなたは介護３で動ける、動けないとか、こ

ういうサービスがあると、普段ほかの人と同じような生活ができるということで、サー

ビスを位置付けた場合に、実際にはその人が使わなかった時には、単純にそれは費用が

発生しないというような考え方でいいのでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 サービスをキャンセルした場合の費用発生につきましては、事

業者各々の考えがございまして、次の月に繰り越しをする事業者もあれば、繰り越しは

しないと考える事業者もございます。こちらにつきましては、それも含めて利用者が事

業者を選択するということになりますが、一方、選択肢が増えすぎると利用者にわかり
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づらく、誤解を招いてしまう部分がございます。そのバランスを考えながら、これから

事業者と詳細をつめてまいりたいと考えております。 

○会長 よろしいでしょうか。 

○委員 今、このお値段については、事業者さんからのご提案ということで、理解しまし

たけれども、これらの提案を実施するに当たって、もう少しわかりやすくしたほうがい

いとか、ほかに比べて料金が高いのではないかとか、そのようなことはこれから調整し

ていただけるということなのでしょうか。 

  細かいところで少し気になりましたのは、ｄ者の見守り等のサービスに関して、ホー

ムネットワークサービスということで、新しい取り組みだと思うのですけれども、この

ままだと料金が、ほかに比べてわかりにくいのではないかなと思いまして。というの

は、見守りプランでハード費用（機器リース料）がかかるというのは、どういうサービ

スに対するものかというのがちょっとわからないですよね。さらにホームネットワーク

システムには、別途、インターネットサービスプロバイダーとの契約が必要ですとかと

いうことになると、そこについても新たな費用が発生するわけですよね。その辺のとこ

ろの説明がうまくいくのかどうか。全体的に、ちょっとサービスに対して費用が高いの

かなという気がして。払える人はたくさんいるのでしょうけれども、利用者に対して、

これのお金もかかって、このお金もかかるけど、それで大丈夫ですかという説明を間違

いなくやらないと、混乱してしまうのではないかなと感じたところです。 

○介護保険特命担当課長 ありがとうございます。 

  見守りサービスは、特にＩＣＴの部分が、ご高齢の方からするとご理解いただくこと

が困難と考えておりまして、ＩＣＴ会社の担当者とご利用者の１対１での契約は難しい

と考えております。ケアマネジャーさんやサービス提供責任者さん等にもご協力いただ

き、どこに費用がかかって、その費用を払うことでどういったサービスが受けられるの

かについて、きちんとご説明していく必要があると考えています。契約書や重要事項説

明書につきましても、ご高齢の方にわかりづらい文言等があった場合には、私どもから

修正していただきたい旨を伝え、事業者と協議をしていきたいと考えております。 

○会長 このインターネットを利用したサービスについては、もう既に家族がインターネ

ットを使っておられたら、簡単に導入できるのだけれど、見守りサービスのためだけに

入れるとなると、ちょっと大変なわけで、それは個々の家庭の事情に応じて、ちゃんと

説明していく必要があるかと思います。 

  後から、またこちらに戻っていただいても結構でございますので、３つ目の議題に入

らせていただいてよろしいでしょうか。 

平成３１年度から開始するモデル事業の検討についてということで、資料のご説明を

お願いいたします。 

【東京都介護保険課長より資料６について説明】 

○会長 ありがとうございました。 
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  いかがでございましょうか。 

○委員 今、事務局の説明にちょっと補足というか、加えさせていただきます。改めてで

すけれども、説明にありましたように、厚労省は、訪問介護や通所介護、保険外サービ

ス等を組み合わせた提供の新たなルールについて、夏前に一貫性や明確性を持たせた通

知書を発出するということを言っております。 

  私どもも内部で検討をしまして、資料６の１７ページで論点をお示して、委員の皆様

からご意見をいただきたいということなのですけれども、例えば、論点１の①、「デイ

サービスの場での保険外サービスの提供」ですが、これにつきましては、今、事務局の

説明にありましたように、厚労省が出す通知によって、今年度から全国展開ができてし

まうということから、来年度のモデル事業にする必要があるのかどうか。 

  それから、また「送迎経路上の立ち寄り、あるいは途中乗車・下車」ですが、これに

ついては、国交省から相当な抵抗というか、説明にありましたように、道路運送法、あ

るいは貨物自動車運送の許可、あるいは登録といったことは、ちょっと壁があるのかな

ということ。 

  次に、②の記載の二つ「付加価値に応じた上乗せ料金」と「繁忙期や経費上昇時の上

乗せ料金」でございますけれども、これについては、先ほど説明にありましたように、

厚労省が出す通知で、明確に否定するという方向になっておりますので、モデル事業に

参加する事業者の側からどういった要望があるのかどうかということも、ちょっと不確

定かなと考えております。 

  従いまして、私ども内部で話し合ったのは、現実的に実現可能で、かつある程度イン

パクトがあるものということを、１年後の実施を見据えまして、検討する期間が限られ

ておりますので、そういったことを考慮しながら、委員の皆様のご意見をいただきたい

ということを、繰り返しになって恐縮ですけれども補足させていただきます。 

  それから、もう一つ、今回、委員どまりとしております、選択的介護モデル事業提案

内容（詳細）の１０ページ、１１ページを見ますと、サービス提供責任者に関する要件

緩和に関しての提案が複数の事業者から出ております。これにつきましては、まさに現

場からの声なのかなというふうに考えておりまして、今後、厚労省が通知を出すという

ことから、このような要件緩和についてどうなのかという議論が活発になるのではない

かということも想定しておりますので、これにつきましても、委員の皆様からご意見を

頂戴できればと考えております。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 ちょっと遅れまして申しわけありませんでした。最後の１０ページのところのサ

ービス提供責任者に関する要件緩和の部分は、もう一度説明していただきたいと思うの

ですけど、今、事務局からの説明の中で、厚労省の考え方、厚労省が示したとおっしゃ

っていますけれど、これはあくまで厚労省の老健事業の研究事業なので、厚労省が示し
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たものではありません。全然違うから。あくまでこれは老健事業として、調査研究を行

ったものです。 

  それと「マイナスな意見があった。」「ネガティブな意見があった。」というのは、

その委員会の構成の人たちにいろいろなメンバーが入っているわけでして、非常にあり

体に言えば、従来から言われていることを繰り返し言ったというようなものが入ってい

るわけで、それを一つ一つ真に受けて、こうだああだということをする必要は全くな

い。 

  この会議は、それぞれのメンバーでどうあるべきかと考えるものだから。 

もちろん東京都がすごく心配をされて、とにかくモデル事業を円滑にやらなければい

けないというのと、実際、豊島区できちっと実行できなければいけないということはす

ごくよくわかるのですよ。ただ、その上で、やっぱりこういう会議で説明するときに、

資料をいろいろ細かく読んでいただいて、一つ一つ、こういう意見があった、こういう

意見があったということはあると思います。 

  ただ、審議会等の委員をやられている先生方はご存じかとは思うのですが、これはあ

くまで老人保健推進事業に手を挙げた民間の団体が行ったものであって、厚老省の出席

もあったのだと思いますけれど、それは、意見を聞きながらつくったもので、民間の研

究者であるとか、そういう人たちから広く話を聞いたということですので、その際、広

く意見を聞いたというのは、まさに従来の発想というとあれだけど、それはいいことで

すよ。そういう意見を聞きながらやるのは大事だから。ましてや厚生労働省で、保険外

サービスについても、きちんと今の通知を出すということも迫られているわけだし、そ

れは求められていることであって、多分、基礎資料ということで、たたき台として出し

ているもので、そういった場合、いろいろな意見を聞かなければいけないというのがあ

るので。ただ、一つ一つこういう意見があるので、というのは、あまり気にしなくてい

いと思います。 

  あともう一つ、読み方で、本事業では、以下のような意見があったというふうにこの

報告書では書いてあるわけかな。「以下のような意見があった」という審議会の書き方

というのは、非常にわかりやすく言うと、聞かなくてもいいよといっているようなこと

がありまして、つまり、意見があったということを書いておかなきゃまずいというので

このような書き方をするというのはよくあるのですよ。これを入れなければいけない

と。 

そういうことがあるので、だから、意見があったことは、意見があったから書かなけ

ればいけないけれど、意見があったのにそれを触れないのは公平さを欠くから、こうい

う賛成意見に対して、反対意見もあったという書き方になる。そうじゃない場合は、明

確にこうすべきだとか、こういう方針でやらなければいけないという書き方をしますの

で、ちょっと読み方というのは、大変恐縮なのですけれど気を付ける必要がある。 

  だから、それぞれ一つ一つの発言はとても大事な発言ですので、それを事務方とか、
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シンクタンクは、すごく丁寧に拾って、それで書くというのは非常に公平なことなの

で、非常に重要ですよね。そのことを前提としながらも、意見があったというのは、ち

ょっと言い方があれだったのかもしれないけど、審議会でもよく、ある意見があったと

いうのは羅列して書きますよね。そういうものもあります。 

  最後に、今、委員からお話があったように、やはり、この会議では、円滑に実際に試

行をやらなければいけないから、その上で、今、重要な資料を列挙していただいて、ど

れを採択すべきかどうかということは、やっぱり重要なことなのだけど、一つ一つ、仕

方がないとはいえ、余りセンシティブになり過ぎてしまうと、せっかくの重要な会議な

のに、発想力というか、そういうのが非常に矮小化されてしまう。 

それと、今はフルスペックの介護保険制度なので、これは５年、１０年、１５年後、

いずれは本当に保険財政からいっても保険料からいっても、もしかしたら、なかなか難

しい局面になるかもしれない。だから、あるとき決断しなければいけないときがある。 

そのためにも、最初の出発点はこれなので、だからこそ、短期的だけではなく中期的

なことも踏まえて皆さんやられていると思います。そういう意味で、非常に直近のこと

とかそういうのは大事だと思うし、実務的なことからいっても一番気になることではあ

るのだけど、それも必ず実際にやるわけだから、念頭に置きながらも、もう少し広いと

いうか、もうちょっと大きな、日本のあり方と言ったらあれだけど、そのぐらいの観点

で見ながら、実際に３０年度、どうしようかなというのを議論するべきだと思うし、そ

ういうことを委員はお諮りというか、そういうつもりで発言されているというふうに私

は理解していますので、だからそういう議論をしたいと思います。 

○委員 きょう、この議論が出るとは思っていなかったので、実は報告書を手元に持って

こなかったのですけども、この厚労省の報告書をまとめる研究会の座長を務めています

ので、知らないふりはできないのであります。 

  それで、まずは、これは一体何をやったのかという話なのですけれども、準市場とい

うか、疑似市場的な介護サービスの仕組みと、それから、分権化されたさまざまなロー

カルルールがある。自治体によって、さまざまなローカルルールがあるが、どういうル

ールがあるかそもそも厚労省は把握していないと。どこにどういうルールがあるかわか

らないし、場合によっては、自治体の中では、それを明示していないところなんて幾ら

でもあると。そこで、まずどういうルールがどういう考え方のもとによって、全国にあ

るのか、これを８００の保険者がどういうルールを果たして持っているのですかという

のを、一つ一つの保険外、選択的な部分で、アンケート調査をやって集めてみたと。 

  もう一つは、それに対して、厚労省は、これまでどういう考え方に基づいて、賛成、

反対をしてきたのかというのもきちんと１回整理しましょうと、そのための研究会であ

るということなのですね。その中の議論の中に、今委員がおっしゃった中には、少し過

激な部分がありますけども、長期的には、やはり保険外の部分が育たなければいけない

なというのは、私もそのとおりだと思います。 
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  ただ、委員の中には、おおむねデイサービスについては、かなり対応する余地がある

のではないかということで、厚労省としても、そこについては、しっかりとしたメッセ

ージを行政的に出しましょうねと。 

  一方で、保険外が自立を損なうのではないかとか、あるいは保険外を使いたいがため

に保険サービスを使うような、誘発的な部分によって、財政本体に影響を与えるのでは

ないかという意見があったということなのですね。そのように一体的とか、そちらのほ

うは、この資料６の５ページに書いてあるように、引き続き検討していくという形にな

っているのだと思います。 

  さっき事務局からあった、それぞれ積極的な通達や、消極的な通達が出るか出ないか

というのは、我々の研究会で議論する内容でもないので、私はあずかり知りませんの

で、厚労省がそういう対応をするという情報は、私は持っていませんので、行政のほう

で、厚労省からそういう通知が出るということが何か情報が入っているのかどうか、私

はわかりませんけれども、という研究会が、この研究会で行われたのだと。研究会は通

達なので関係ないですから、そういうことを明らかにしたというだけです。以上です。 

○委員 今のまさにいろいろなローカルルールとか、そういうのがあって、例えば、民間

の事業者であるとか、民間でなくてもＮＰＯでも、また、利用者からしても、それで

一々お伺いを立てて、この地域ではだめだ、この地域はいいみたいなことで、しかも理

由も示してくれないということがあって、まさに今まで、厚労省は一生懸命情報とかを

集める努力はもちろんしているのだけど、本格的に保険外サービスというものを、いい

形で組み合わせていかなければいけないと。それは何よりも利用者にとってプラスにな

るという観点から、しなければいけないことだと思う。そのときにいろんな障壁があっ

て、本当に、今、委員が話されたように、実態はどうなのかということが余りにもわか

らなかったというのがありますよね。だから、今回、豊島区と東京都で、現在こういう

形で、モデル事業が出発点として行われているのですけれど、それが利用者にとって、

プラスになるということであれば、今後いろいろなところで横展開していく場合に、東

京都では、豊島区と東京都の理解があるからうまくいったけれども、ほかのところで

は、またローカルルールがあってできませんよというのでは本当に困ってしまう。 

また、事業者も一々それのお伺いを立てていったら、例えば、全国展開する事業者にし

ろ、実際には地域をまたいでやろうとしているところにも、この自治体ではいいけど、

この自治体ではだめだとか、それでは事業経営とか、非常に困りますよね。 

  だから、僕はそういう意味では、今回、厚労省が補助事業で行われた研究というの

は、むしろ一歩前進という言い方はおかしいけど、先ほど委員からお話があったよう

に、全体的には、介護保険制度自身がきちんとするためにも、そればかりやると言うの

ではありませんが、そういうものを考えていくということがとても大事なので。 

  あと、ちなみに今回の平成２９年度の介護保険外については、ほかにも全部で２本

か、３本ぐらい研究班が走っているわけでして、決して全く否定的ということではなく
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て、その場合、どういう課題があるかと、役所としては、真剣に考えなければいけない

ことだと思うのですねそれで、ちょっと背景を説明しました。以上です。 

○会長 ちょっと私からも一言。つまり、厚労省は通達を出さないといけないのですよ

ね。これは規制改革推進会議との約束で、これは多分夏前には出さないといけない。し

かし、出したとしても、我々は別にそれに従う必要はない。それはなぜかと言ったら、

こちらは国家戦略特区と連携するわけですから。 

厚労省が出す通達は、あくまでも全国ルールであって、どんな自治体にも適用するよ

うな、幅広いものを出すと。しかし、こちらは国家戦略特区と一緒にやるわけですか

ら、今後、厚労省が出しそうである通達の例外について議論できるわけですよね、特に

３１年度については。だから、そこをまず考える必要があるかと。 

  それから、資料６のＰ１７論点等１の①、デイサービスの途中下車の云々というの

は、厚労省の規制ではなく国交省の規制であって、これは規制改革推進会議でも今、タ

クシーについてかなり議論しています。だから、むしろこれは国交省と交渉して、一種

のタクシー事業ではないということを明確にしていくといえば、別に厚労省に異論はな

いはずなので。 

  それから、先ほどご説明があった中でも、これは極めて基本的な論点なのは、選択的

介護を実施するとしても、事業者の供給は一定であるという前提があるのですね。だか

ら、指名料が導入された場合に、指名料を払える利用者へのサービス提供が優先され

て、そうでない人はかえって困ると言われているが、本当にこれがそうなのかどうか。 

むしろ豊島区で事業者の方にお聞きしたいのは、仮に選択的介護で採算が向上すれば、

どれくらい供給を増やしてもらえるのかと、この供給の弾力性が、実は選択的介護が成

功するかどうかの鍵になるわけです。それは、また分析してもらわなければいけないで

すが、とりあえず、アンケートでもいいのではないかと思うのですよ。だから、そうい

う形で、決して弱者を排除するようなものではないのだということを言うというか、そ

ういう意見をどんどんモデル事業で出しつつ、特区と協力して、できることはやるとい

う方針で考えたらどうかと思いますがどうですか。 

○委員 ありがとうございます。 

  それぞれのご意見、そのとおりだなと思いながらお聞きしたのですけれども、少し実

務に対して近い立場から、少しお話をしたいと思います。 

今回、ここまで厚労省が、割と新聞報道で出ているぐらい、踏み込んで見解を出して

くるとは思っていなかったので、ちょっと想定外なところがあるのですね。特にデイサ

ービスについてここまで書くとは思っていなかったので、非常に難しい局面にきたなと

思っています。 

  結論としましては、今年と同じようなやり方でモデル事業を展開するのは、ちょっと

難しいのではないかと思っています。３０年度の事業をこれから始めるわけですけど

も、これは幾つかの偶然が重なっているというか、重なって、うまくいっているところ
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があるのですね。ここで、非常に平場で、ちゃんとした大義名分のある自由な議論をし

ていただいたということと。それから、特区が間に入ったという偶然、そして、事業者

からの提案があった内容がほとんどその範囲内に入っていたという偶然があって、その

三つの偶然が重なって、非常にうまく事業として、ぴたっと始められるという状況にな

っているのです。 

けれども、厚労省は、今回、通達で全国展開というものを出してくるわけですので、

次の事業展開については、３１年度何月からスタートというのが、なかなか難しくなる

のではないかなと思うのですね。 

  一つ考えなければいけないのは、デイサービスでありまして、今回、豊島区のモデル

事業としてはデイサービスがなかったわけですよね。ところが、もう 30年度上期です

から、夏前には厚労省からの通知が出てしまいますので、資料６に書いてあるように、

今まで一般的にはやれないと思われていた理容とか、そういうものが途中でできるとい

う話になりますので、これをどこまで、どういう形で認めるかということをちょっとこ

こで議論しなければいけないと思いますね。 

  一つの選択肢としては、通知が出たらすぐにモデル事業を公募して、あらかじめ、豊

島区のデイサービスの事業者に、もうこういう内容の通知が出ることはわかっているの

で、どういうことをやりますかというのを聞いておいて、通知が出たら通知の範囲内で

スタートして、モデル事業としてそれを始めること。つまり、３１年度を待たないで年

度内でやるというのが一つの選択肢ですよね。それだといろいろな評価もできますし、

モデル事業の中に入っているからコントロールはしやすいので、それは一つ大きな選択

肢だと思うのです。 

  そうでない場合は、これはこういうモデル事業じゃなくてもできるということになり

ますので、もう始まってしまうわけですよね。始まってしまうものをどこまで認めるか

というのがあるわけですけれども、基本的には通知が出たものを認めざるを得ないと思

いますので、できるものを認めたうえで始めたとして、このケースはどうなのか、この

ケースはというように、実務上のいろいろな限界とか、疑問点とかが出てくるはずで

す。事業の中で出てきたいろいろな疑義とか、提案とかをまとめて、それを３１年度の

事業として厚労省とうまく話ができるものを認める。国家戦略特区を使ってでもいいと

思うのですが、特区を使って認めるものを、既に始めてしまったものからいろいろ派生

したものを３１年度の事業として始める。多分このあたりの二つの選択肢をどうするか

ということは、ちょっと議論しておかなければいけないだろうなと思います。 

  あともう一つは、厚労省の通知が出てしまうと、確かにここでの議論は、先ほど委員

がおっしゃったように、もう自由闊達に、そういう忖度とか実現性とかは余り関係なく

議論していいと思うのですけれども、現実的にこれをこなして始められるようにするに

は、特区なりを使って合意ができないと、事業としてスタートすることはできませんの

で、そういう意味では二本立てぐらいなのかなと。 
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  つまり、かなり実現可能性が高いものというのが、この中で見えてきているわけです

ね。それは何かというと、一つは、３０年度の事業としてスタートするわけですけど

も、それに付随して、いろいろな問題点が出てくるわけです。それは先ほど委員が言っ

たように、例えば、さっきのサービス提供責任者の要件の緩和ですね。人員基準の緩和

みたいなのは、それを伴っていないと、この３０年度の訪問介護の選択的介護の事業

が、ちょっと難しくなるというか、実務上ちょっと難しくなるというものに関して、こ

れは、こういう事業を認めてやっているのだけども、実務的にこの規制があるとやりに

くいので、もうちょっと緩和してほしいと。これはかなり交渉しやすい部分ですね。だ

から、それは淡々とやって、特区なり、規制改革推進会議なりで合意ができれば、３１

年度の事業として進めることが、実現可能性が高い部分だと思います。多分デイサービ

スについてもそういう部分が出てくると思うので、デイサービスについても、今年度の

事業としてもう始めてしまっているのだけれども、実際に実務上やるといろいろもっと

緩和しないとできないとか、そういう部分をまとめて、３１年度の事業として実現可能

性の高いものとして始めるということができるかと思うのですね。 

  もう一つは、厚労省の通知がどう出るかわからないのですけども、もし否定的な通知

が出された場合には、ここでの議論は自由闊達にやっていいと思うのですけども、現実

問題として、３１年度のおしりを切って事業を始めるというのは、結構厳しくなること

が予想できます。というのは、否定的な通知を出した後に、それを肯定するようなこと

を特区なり、規制改革推進会議なりで穴を開けるというのは、かなりハードルの高いこ

とをやらなければいけませんから、それは一般論としては少し時間を置かないと、そう

いうことは多分できないということでございますので。だから、３１年度の事業として

は調整が厳しいので、それはここで議論して、これは大義名分も立つというものについ

ては、３１年度の４月から始めるというものじゃなくて、そういう特区なりの調整がう

まくいった時点でまとめてスタートしますということで、議論は議論としてやる。だけ

ど、実務としては、クッションを置いて、まとまった時点でスタートするとか、やすい

部分については先にスタートするとか、スタート時点を何本か置くような、そんなやり

方のほうが、実現可能性は高いのではないかなという気がしています。 

  すみません。まとめますと、提案としては、ちょっと３０年度の始め方とは違うよう

な、３１年度の落とし込み方を実務としては考えるべきで、でも、議論は委員がおっし

ゃったように、そういうものとは関係なく、こうあるべきだという議論をやっていない

と、すごく矮小化した議論になってしまうので、それはせっかく豊島区が全国に先駆け

てやろうという志を矮小化するものになりますので、それは、私もやるべきではないと

思うのですけども、実務と大義名分と両にらみでやらないといかなきゃいけないと思う

のです。 

  あと、もう一点だけ、余分なことを言わせていただきたいのですけども、先ほどの最

初の議題とも重なる部分なのですが、特区の事業として、豊島区と東京都で、選択的介
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護として、明確に区分できるというところについて、いろいろな工夫する事業を今回始

めるわけですね。それはそれでふさわしいのかというような議論があって、その問題

は、その問題として、ここでご議論いただきたいのですけれども、今回、ここで議論に

ならない問題というのも実は生じるという点をちょっとご指摘しておきたいのです。と

いうのは、今回、これは選択的介護として、明確に区分できるものを保険外とまぜてや

りますということなのですが、現実問題として、今までの事業者はグレーゾーンという

か、明確には言えないのだけども、やってしまっているという部分もあるわけですね。

つまり、家族分の食事をつくったりとか、お花に水をあげたりとか、お庭に水をまいた

りとかというのは別途、実務のほうでは議論しなくてはいけないところだと思います。 

  あと、もう一個余分なことを言うと、今回、豊島区でモデル事業をやろうとしていた

わけですけれども、ちょっとはしごを外された部分があるわけですね。つまり、今回モ

デル事業として先取りして、いろいろ提案していたものを厚労省にくみとられてしまっ

た。厚労省としてそれを認めたということでいいことなのだけども、逆に言うと、厚労

省から通知が出されたら全国でできるということになってしまいましたので、豊島区の

アドバンテージがこれから薄れてくるというのは、ちょっと想定しなければいけない。

厚労省の通知の中でやれる部分は、問題ないとおっしゃったのですけども、逆に言う

と、厚労省の通知よりも、ハードルを高めている部分が、豊島区の場合はあって、研修

をやるとか、いろいろなアンケートを要求されるとか、報告をしなければいけないと

か、そういう部分については、例えば、ほかの区がもう少しハードルを下げてやってし

まった場合には、豊島区の魅力がなくなってしまうわけです。今まで厚労省の理解を得

るために、最大限ハードルを上げてきたわけですけど、現実的に事業者さんの負担が余

り重いものは、もっと別なやり方がないかとか、あるいはパンフレットとか、そういう

ものをつくるという部分については、事業者にやらせなくてもできることなので、そう

いう共有部分みたいなものは、豊島区のほうでやるみたいなことをして、豊島区がハー

ドル上げている部分について、事業者への負担を考えないと、豊島区じゃないところで

やってしまうという可能性もあるので、そこはちょっと注意しなければいけないなと思

いました。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

○委員 今委員がおっしゃった点についてですが、厚労省が豊島区より先取りして、先に

先行してやっちゃっているということはないと思うのですね。全く関係ないと思うんで

すよ。そんなことしませんよ。だから、アドバンテージは、現在もあると思うし、だか

ら別に僕も少し役所のお仕事をしたことがあるので、知らないわけはないんだけど、そ

れは全然気にする必要がないというのが１点。 

 それともう一つは、日本の介護保険は、措置制度よりも措置っぽくなっちゃって、お

花に水をあげちゃいけない。本当に、会長が今笑われていたけど、笑っちゃいますよ
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ね。もともとはもっと自由であって、そんな組み立てをつくったのではないのですよ。 

事業者は、よかれと思って、いろいろな自治体にこれやっていいのですかと確認す

る。利用者から頼まれた場合に、やるかやらないかは、役所がだめだと言ったからでき

ませんと言えるからというので、事業者は、全て役所にやっていいのですかと聞いて、

だめだと言われたことは、できないんですと。そういうような体制になってしまってい

ること自身がおかしくて、もともとは、もっと自由にサービス・イノベーションとか、

ビジネス・イノベーションとか、マネジメント・イノベーションをするために、介護保

険制度はあるのに、それなのに、よかれと思って、それぞれ悪質事例があるとか、そう

いうのがあるのだから、一々言わなきゃいけない。 

  それともう一つ、本当は提供者とか、ケアマネとか、事業者やヘルパーが、利用者に

対して説明できなければいけないんですよね。そのかわりに、役所の通知でだめだと言

われているからということで逃げるというようなことをやっているわけだよ。だから、

そのおかけで、細かいことまで、本当に事業者本位で、何が重要なのかということを忘

れてそういうことをやっているので、今後、選択的介護とか、保険外サービスをやるこ

とで、事業者が本来やるべきことをやるようになればいいということがあります。長く

なってしまいましたが。 

○会長 ちょっと時間の制約があるのですが、ほかの委員の方で、ぜひこれは言いたいと

いうことがありましたら。どちらにしても、３１年度開始モデルの検討というのは、別

に、今後とも機会はあるわけですよね。それで、またいろいろ思いつかれた点があれ

ば、また、メール等で事務局にいただいて、次の機会にもっと徹底的にやりたいと思い

ます。よろしいですか。 

○委員 本当に、あと１点だけ。 

○会長 どうぞ、結構です。 

○委員 １点じゃない２点だけ。先ほど、委員が、平成３０年度開始の事業で、６月に厚

労省がどんな通知を出してくるだろうか、それも現実的には見なければいけないとわか

るのですけれど、だから、そういう意味では、３１年度は、スタートは４月に限らず、

実務的なところでいろいろあるかもしれないけど、秋からとか、追加とか、そういうよ

うな柔軟性があったほうがいいのではないか。仮に通知のことを気にされているという

ことであれば、それを踏まえてということもあり得るべきだから、１年で行う豊島区の

特区の事業ではないと思うので、そういう意味で、後半からというか、そういうのもあ

り得るべきだと思うのですね。 

  あと、デイサービスについては、我が国のデイサービスは、２００５年か６年の改正

に基づいて、ホームヘルプサービスが使いづらくなっているということがありますよ

ね。それでデイサービスがこれだけの数になったという実態があるわけだよね。だけ

ど、この数をいい形で使わなければいけないから、機能的にとか、そういう形でやって

いるわけですよ。ただ、その一方で、健康延伸産業であるとか、いろいろな地域の活性
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化とか、いろいろなものを踏まえたら、やはり従来型のデイサービスを介護保険だけで

やるということが本当にいいのかどうか。まさに利用者にとって、あとは世代間のこと

とか、そういう意味でやれば、路線上はある意味では、当然のことでもあると思うので

すね。 

  ただ、問題は、デイサービス事業者がそれをやるだけの気力と創意工夫力があるかど

うかということなの。経産省とのチームでやったものでは、そういうことに取り組んで

いる事業者はもちろんあるのですけれども、それは比較的少ないので、今、デイサービ

ス事業者はどこも介護報酬等の関係でかつかつということがあるので、実際に全国展開

をみんながやり始めるかといったら、余りないと思うのですね。むしろ、それができる

ようになったといっても、それがいい形で行われる、ないしはいい形で行った場合に、

それをどういう形で行政がバックアップするなり、規制とかそういうのがないやりやす

い環境を整えるなりすれば、それは民間活力にもつながるし、豊島区の皆さん方にとっ

ても、健康を維持できるようになって、そういう形の理想形というとあれなのだけど、

それで取り組むということはあっていいと思うのですね。現在のデイサービス事業者

が、全国でこういう通知が出たから、じゃあやりましょうというような状況には、僕は

実態としてはないと思うので、だから、むしろ逆にやるということも手だと思います。 

  あと１点だけ、こういうようなときに、やはり前から申し上げている、いろいろなサ

ービスを組み合わせているとか、そういうのが、ケアマネも頑張られていると思うので

すけれど、それだけではもたない時代ですよ。 

  あともう一つ、私は消費者庁、消費者委員会の建議に基づいて、消費者庁と厚労省の

関係で、調査を１年間やりまして、この間、発表したのですけど、やはり死後のことも

そうだし、一人でも近所に子供がいたらいいのだけど、海外でお仕事をしているとか、

身近にいない場合には保証人ですよね。その他、病院に行くときに一人で行くのは心細

いものですよ。だけど、もう一人いてくれるといいのだけれど、それは介護保険ではで

きないとか、あとは急に病院へ行って、連絡する人が手術室に入った後は連絡できない

ので、誰かにしてもらうとか、あとケアマネのプランを一緒に聞いてほしいとか、そう

いうものというのは、すごくあるので、そういう事業というのは、既に日本で行われ始

めているわけですよ。これは必要性なのだよね。だから、そういうものも、実は保険外

サービスなのね。ということも、実は検討していまして、そういうことからいって、や

はり、成年後見制度はもちろんありますけど、それは先生方もすごく研究されていると

思うのだけど、意思決定支援というのはすごく重要なの。だから、意思決定支援という

のは、半年で検討したら、それで済むというものじゃないけれど、やはりこういうもの

をきちんと健全に進めるために、意思決定支援、先生もご関心あると思うんだけど、そ

ういうものも頭の中に入れておくというのは、絶対に重要だと思いますよ。 

○会長 活発な意見、ありがとうございました。ちょっと時間が過ぎてしまったので、本

日のご意見を踏まえまして、事務局には、３０年度の開始するモデル事業の実施に向け
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て準備を進めていたとともに、次回以降の論点を整理していただき、さらに活発な議論

をしていただきたいと思います。 

  それで、最後に今後のスケジュール等について、事務局、お願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 本日も活発なご意見をいただきまして、ありがとうございま

す。 

  次第の下にも記載をさせていただいておりますが、第６回の会議、８月ごろの開催を

予定しております。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。一般の傍聴者の皆様には、広報としまと区のホームページで

周知させていただきます。 

○会長 ありがとうございました。 

  これをもちまして、第５回の選択的介護モデル事業に関する有識者会議は閉会といた

します。ありがとうございました。 

（午後８時０４分閉会） 

 


