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○介護保険特命担当課長 それでは、定刻になりましたので、第１２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。委員の皆様方におかれましては、お

忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

 最初に欠席委員のご報告をさせていただきます。駒村委員、大久保委員から欠席のご連

絡を頂いております。

 続きまして、資料の確認をお願いいたします。

【豊島区介護保険特命担当課長より配布資料の確認】

 次に、Ｗｅｂ会議における発言方法の確認ですけれども、ご発言される場合は通常の会

議と同様、挙手をお願いいたします。画面で会長にご確認いただき、指名していただきま

すので、指名に基づきご発言いただくようお願いいたします。挙手しているにも関わらず

発言希望のご意思が伝わっていないと思われる場合は、Ｗｅｂ会議システムのチャット機

能等で事務局にご意思をお伝えいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、会長、進行をよろしくお願いいたします。

○会長 どうもありがとうございました。

 それでは、本日の傍聴につきまして事務局からご説明をお願いしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 本日の有識者会議につきまして、傍聴の希望があった場合は原

則公開としておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から本日も会場での

傍聴はお控えいただくようにお願いしております。

 また、前回同様、オンラインの動画配信等による公開につきましても、まだ区の通信環

境等の関係で対応が難しいため、非公開で開催させていただければと存じます。

 会議の資料と議事録につきましては、後日豊島区のホームページで公開いたします。

 よろしくお願いいたします。

○会長 それでは、今、事務局からご説明がありました点につきまして、皆様、ご承諾い

ただけますでしょうか。

（異議なし）

○会長 どうもありがとうございました。それでは、そのようにさせていただきます。

本日の議事ですが、選択的介護モデル事業報告書について、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１，２について説明】
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○会長 どうも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、これが最後の機会ですので、ご質問、

ご意見を頂ければありがたいと思います。いかがでしょうか。

○委員 概要版について確認させていただければと思います。

 ６ページ、モデル事業により得られた成果というのが端的にまとめられているかと思い

ます。この中で４つ目、「多職種連携の促進に資する可能性があること」、これはもちろ

んそのとおりだと思うのですけれども、「センサーデータに基づいた医療職への情報提供

が処方の見直しにつながるなど、具体的な連携事例が確認できました」とこちらに書いて

ありまして、報告書のどこに書いてあるかというのを確認したところ、報告書ですと７２

ページですか、【多職種連携の促進に資すること】、ここにあるのですけれども、こちら

は「医師にもデータを提供して睡眠導入剤の処方の見直しについての提案を実施した」と

書かれていて、見直しにつながったとは書かれていなかったので、これはどちらが正しい

のかなということで、確認したいと思いました。もし実施したということだけで、実際の

見直しまでは確認できていないのであれば、概要版の記載を、例えば「医師に情報提供を

行い、処方の再検討につなげた」とか、あとは看護師への情報提供のことも書かれており

ましたので、「医療職への情報提供を行い、支援を再検討することにつながった」などの

記載に変えていただくといいかなと思いましたので、こちらのご検討を一つお願いします。

○会長 ありがとうございました。極めて重要なご指摘だったと思います。

 事務局は今の点についてはいかがでしょうか。

○介護保険特命担当課長 この事例については、事業者へのヒアリングの時点では提案ま

ででございまして、その後見直しまでつながったかどうかは未確認でございます。

○委員 ありがとうございます。確認いただいたうえで、概要版の記載の変更をぜひお願

いできればと思います。

○介護保険特命担当課長 分かりました。ありがとうございます。

○会長 ほかにも概要版はもう一度、今の委員のご指摘のようにちゃんと対応するところ

があるかどうか、できれば報告書の何ページに対応みたいなこともあればすごく分かりや

すいと思いますが、それは後で検討していただければと思います。ありがとうございまし

た。やはり読む方は主として概要版を読みますので、本文との整合性に注意する必要があ

るかと思います。ほかにいかがでしょうか。

 今日欠席の駒村先生からは、報告について特にコメントは頂いておりませんか。それは
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後で読み上げるのでしたっけ。

○介護保険担当係長 駒村委員からはご挨拶ということでメッセージは頂いておりますが、

報告書の内容に関しましては特にご意見等はないということでございます。

○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 令和元年度モデルはとても前進したと思うのです。それは前回も申しあげたとお

りです。あとは、今、会長からお話があったように概要版を中心に見るでしょうから、細

心の注意を払って文章化したほうがいいと思うのです。

 例えば、事務局からしたらそう書かなければいけないのですけれども、概要版の１ペー

ジ目のところで「「選択的介護」とは」というので、これについては本編の前文にも定義

が書いてあります。「介護保険サービス」とか「保険外サービス」とか書いてあるのだけ

れども、概要版にイメージの図として載っているのがあったのです。それはどういうこと

かというと、概要版の１ページの括弧で書いてある、「選択的介護＝介護保険サービス＋

保険外サービス」だと。それを明確に区分するということで、連続提供のイメージと合間

の提供のイメージで、介護保険サービスを提供した後に保険外サービスが入るというよう

な図式になっています。その次が合間のサービスということになっているわけなので、そ

れはそれでいいのですけれども、その下のところに※印で注記されていて、「利用者本人

分の食事と同居家族分の食事を同時に調理するといった、訪問介護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」というのは現在の厚生労働省の考えなの

です。これはあくまで現在の厚生労働省の考え方なのです。このこと自体についてはいろ

いろな議論があるところでして、したがって、わざわざこのような報告書の中で訪問介護

についての検討をしている際に、このような形で、現行においては同時一体的に提供する

ことは認められていません、これは事実関係として厚生労働省がそういう形で言っている

だけのことなので、何で選択的介護モデル事業について議論する際にこんなものを入れる

のかということです。こんなのは、分かりやすく言うと、必要ないわけですよ。もちろん

限界とかいろいろあるでしょうけれども、同時一体的に提供するということの意味という

のも実はいろいろあるのです。

 というので、現実問題としては、介護保険給付を行いつつ、同時一体的という言い方で

はない形で提供されるということは、厳密に言えば幾らでもあるのです。それはなぜかと

いいますと、東京都と豊島区のこの事業をサポートしているシンクタンクが厚生労働省と

行ったものでもあるのですが、厚生労働省の老人保健健康増進事業では過去に幾つも保険
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外サービスについての調査研究を行っています。去年は数が少なかったのですが、その前

はかなり行っているのです。例えば、従来だと考えられないようなことなのですが、特別

養護老人ホームといえば、介護保険法上は介護老人福祉施設という形になっていますけれ

ども、老人福祉法上は、当たり前ですが特別養護老人ホームでして、それまでは措置で行

われてきたところです。そういう意味では、介護保険法が施行されてから介護老人福祉施

設という介護保険法上の位置付けになり、かつ老人福祉法としては残っているわけです。

その上で、もともとの出自から言って、特別養護老人ホームでは、かつての費用徴収ない

しは今の自己負担というのはありますが、まさに一体的にいろいろなサービスが行われて

いまして、これが厳密に介護保険のサービスなのかどうなのかという区分けは実は非常に

難しいのです。しかも、数年前に私が委員長をした老健事業で、特別養護老人ホームの保

険外サービスについて調査をしたところ、社会福祉法人が主導的にやったり、施設の職員

さんが自主的にやったり、入所サービスを受けている高齢者の方々及び家族の方々の希望

によって、介護保険を適用される施設としてのサービスとは違うことが現実には行われて

いるのです。例えば、３月だったら３１日間特別養護老人ホームに入って介護保険給付に

よるサービスを受ける。それは介護保険法上の保険給付として提供されると同時に、一部

自分たちの負担でも行う。その上で、例えばお墓参りに連れていってあげましょうとなっ

た場合、介護保険施設とすれば介護保険給付のサービスを受けている時間帯なのです。当

たり前だけれども。だけど、実際には、墓参りでなくても外へ出かけていってどこへ行く

とか、そういうことはありますよね。これは厚労省が言う同時一体的というのとは違うこ

とではありますが、介護保険給付を行っている中で厳密に言えば保険外サービスを行うと

いうことは現実問題として実際に多くあるのです。それは、特別養護老人ホームのように

かつての措置施設でそこで全てやるということであったとしても、実は利用者や家族の方

に対して保険外サービスを行っています。あの特別養護老人ホームでさえね。さえという

のは別に悪い意味ではないんですよ。要するに措置のところから出発したところでさえそ

うなので、いわんや、例えばサービス付き高齢者住宅とか特定施設とか、いろいろなもの

がありますよね。そういった場合に、現実問題としては、ここまでは介護保険の時間です、

その後の３分は違いますというようなこともあるでしょうけれども、それに限られないの

です。また、少しは重なる部分もあります。

 ということなので、話が長くなりましたけれども、わざわざこの図柄の下のところにこ

の文言を入れる必要はないと私は思います。もちろん、このサービスの中に今申し上げた
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ようなもの、つまり同時に行われているようなものの例を入れるというのは、役所的には

立場上いろいろあるのかもしれないから、この中に僕が今言ったようなことを入れろとは

言いません。でも、この下に書いてある※印のところを概要版で説明したら、この数年間

一体何のために議論したのかと言うと変だけれども、これからは本当に規制改革というの

がすごく重要なものであって。実は介護保険制度を持続させるために必要なのです。これ

は非常に重要なポイントだから、シフトチェンジするという意味では、少なくともこの※

印は外したほうがいいと思います。

 全体的にはまとまっているし、令和元年度モデルの取組はすごくいいと思っていまして、

報告書としてはいいものだと思っていますけれども、細かいことを言うとそのようなこと

が気になりました。以上です。

○会長 ありがとうございました。非常に大事なご指摘です。

 これに対応する本編は１ページのところですよね。

○委員 概要版ではないほうの本編の中に用語集があったと思うのです。

○会長 事務局、何ページがこれに相当するのですか。選択的介護の定義です。

○介護保険担当係長 １ページの１つ前の「定義」のところに記載しております。

○会長 ここには今の※印に相当するものはないですよね。

○介護保険担当係長 こちらの「定義」のほうには記載しておりません。

○会長 本編にないものをわざわざ概要版で載せる必要は確かにないですよね。それは誤

解を防ぐためにということだと思うのですが、それだったらむしろ、ただ駄目ですと言う

のではなくて、これは規制改革会議でも検討課題になっていることを書くのだったら本編

のほうであって、概要版ではやはり外したほうがいいのではないですか。

○委員 やはり社会のイノベーション、会長なんか一番のご専門ですけれども、私も国の

役人をしたことがありまして、国としてはそのような形で説明しなければいけない思想だ

というのがあることは確かなのだけれども、それにとらわれてばかりいたら本当にこの介

護保険制度がいい形に発展していかないということは国の役人自身分かっている人もいる

わけです。

 もう一つ、こういう会議とかそういうのは、現実をよく認識した上で、なおかつ可能性

をみんなで、実務家や現場にいる人、いろいろな立場の人たちが入って議論するというこ

となので。あと、思考実験みたいなのが大事ですよね。これは頭を使う部分なのだけれど

も、思考実験というのはとても大事なことなので。
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 それともう一つ、さっきもお話ししましたように、私は介護保険制度はとても大事なも

のだと思っているので、介護保険制度が本当にいい形で発展していくということは守旧派

になるということではないのです。僕の立場はね。そういう意味では、日本の介護保険と

いうのはフルスペックになってしまっているのです。例えば、今、地域支援事業みたいな

形で、非常に軽微な人たちに対しても介護保険から給付を行うことになっていて、これに

ついては社会福祉法人の人たちからすれば絶対死守だ、絶対に守らなければいけないとい

うことなのだけれども、要支援だけどお金があって、スポーツセンターに来ても平気だと

いう方に対して貴重な財源を使うということについては、きちんとした議論をすべきなの

です。そういう危機感ですね。僕は要介護何以上でなければ駄目だとか、そんなつまらな

い議論はしません。そういうのではないのだけれども、今のようにフルスペックでやって

いたら、これもあったらいい、あれもあったらいい、レクリエーションもしたほうがいい

となってしまう。しかも保険給付の自己負担率が現在の状態でやっていたら、本当に現役

で仕事をしている人たち、子育てとかいろいろお金が必要な人たちが保険料もかなり払っ

ているわけですから。

 もう一つは、６５歳以上でも介護保険を使っている人ばかりではないですよね。７５歳

以上、つまりこれからは第１号被保険者よりも第２号被保険者で言うと、現時点では第２

号被保険者の介護サービス給付費の負担比率は人口比率によって変わってきますよね。２

０４０何年になれば、６５歳以上の人たちが半分以上負担するのです。つまり６５歳以上

の人が負担する制度になるのです。うまく自動メカニズムが働いて、介護保険が始まった

ときは３３％とか、その次は３１％とか、その後は２９％、そしていつか第２号被保険者

と第１号被保険者の市町村における介護サービス給付費の責任を持って払わなければいけ

ない比率は逆転します。つまり高齢者が支える制度になるのです。そういう確実な未来が

あるわけでして、そういう意味で、民間企業がもうけるからとかそんな話ではなくて、Ｎ

ＰＯだって、極端に言えば家族がやっているのも保険外サービスですよ。僕はそういうこ

とを主張したことがあるけれども、そういうのがあって初めて生活が成り立っているんで

すよ。だから、保険外サービスというのは企業がやることというイメージが貧弱なので、

家族がやっている、子供がやっていることも実は保険外サービスなんですよ。インフォー

マルなね。

 ということで、長くなりましたけれども、せっかくの機会で、会長の下、今日出席の先

生方が入られているのだから、そういう意味で工夫されたほうがいいと思うのです。
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○介護保険特命担当課長 貴重なご意見をありがとうございました。特にこの記載がなけ

ればいけないということは全くございません。どうもありがとうございます。

○会長 参考文献というのはないのだけれども、今言われた委員が書いたものを参考文献

に入れておくというのはどうですか。既存のものはないですか。

○委員 昔の老健事業の中でも書いたものがあるのではないかと思います。

○会長 今の点について、ほかの委員の方はご異議ないでしょうか。なければ、ぜひ私も。

本当は私が言うべきなのでしょうけれども、いろいろ事務局の立場もありますので。

○委員 シンクタンクの日本総研はすごく知恵のあるところですから、この報告書の中で

も書いてあるのですけれども、保険外サービスは上乗せ・横出しみたいな発想が強かった

のを、実はそうではなくて上乗せ・横出しがないという図柄を初めて報告書の中でつくっ

たのです。それは平成 26 年度に経済産業省の商務情報政策局ヘルスケア産業課で議論を

進める際に、今までの保険外サービスの上乗せとか横出しというのはやめようということ

を私が提案しまして、むしろ介護保険サービスがより機能化するための保険外サービスと

かシナジー効果でもってより両方がうまくいくという形で考えなければいけないので、上

乗せ・横出しの業務なんかしていては駄目ですと。介護保険でできないから保険外サービ

スで買わせるのだとか、保険外サービスを認めると介護保険サービスが縮小するからけし

からんという保険外サービス反対論者というのは、介護保険でやるものを削るんだろうみ

たいな発想しかできないのです。そういう誤解とかそういうおそれがないようにつくって

双方にとってプラスになるというものでなければいけないですよね。そのような組立を議

論しました。しかも厚生労働省の補助金で行う老人保健健康推進事業で行ったものですか

ら、それは使ってもいいと思いますし、また、今回の報告書の中でも雲がかかったような

図があるのです。

○会長 何ページですか。

○介護保険担当係長 報告書本編の３１ページに記載させていただいております。

○委員 日本総研の人が工夫して、先生のはこういうことですか、ああいうことですかと

いうので、すごく工夫したものなのです。これはなかなか重要なのです。だから、この上

のほうの組合せ、上乗せ・横出しということ以外ではないというものを示す図なのです。

図表４３というのは古い時代の話です。その下の図表４４が利用者が持つニーズはすごく

多いのだというのが、介護保険給付サービスの利用、自らの取組、インフォーマルな保険

外サービス、それで実際の基盤があるというような図柄なのです。そして、報告書の中で
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は、私がさっき申し上げたように、シナジー効果が期待できるのだと。つまり、保険給付

で行うサービスと、より集中的にサービスを行えるようにするためにも保険外サービスや

インフォーマルサービスが必要なのだという書き方で書いている文章があります。だから、

それを探せばいいんじゃないかな。

○会長 これは経産省ではなくて、下に東京都の資料だと書いてあるのですが。

○委員 経産省の資料というか、経産省と厚労省が協力しながら行った老人保健健康推進

事業で行ったものなのです。

○会長 それを引用しているのですか。

○東京都委託事業者 先生のおっしゃるとおりで、原典は老健事業、厚生労働省補助事業

でつくった調査研究であり、その中に経済産業省のヘルスケア産業課の方も一緒に入って、

厚労・経産が一緒になって検討したという経緯ですので、そういう意味では、この図表に

注釈をつけて、そうすれば原典も分かることですので、会長がおっしゃる原典の参考文献

というのもそこでご紹介できるかと思います。

○会長 そうですね。ぜひそれは引用していただければありがたいと思います。建設的な

ご意見を頂きまして、どうもありがとうございました。

 委員の方、ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

 では、またご意見がありましたら、後でも速やかに頂ければ、メールで回覧させていた

だきます。そうしましたら、今の栃本委員の意見も含め、頂きましたご意見を踏まえて、

報告書の最終調整については会長預かりとさせていただいてよろしいでしょうか。

（異議なし）

○会長 ありがとうございます。

 本日予定していた議事はこれで終わりなのですが、長い間やってきましたこの選択的介

護の会議も本日が最終回になりますので、皆様から一言ずつお話を頂きたいと思います。

 最初に私からご挨拶させていただきたいと思います。

 平成２９年度から５年間にわたって続いてきた本会議が今回で最終回になるわけですけ

れども、今、委員もおっしゃいましたが、これから本当に高齢者の数が増えてくる。しか

も後期高齢者、７５歳以上がこれからの２０年で約２割増になるわけです。しかもそのか

なり大きな部分が東京圏で発生する。昔、若い人がどんどん首都圏に入ってきて、そうい

う人たちが高齢化する結果なので、ある意味でこれは日本の問題であると同時に東京圏の

問題でもあるわけで、膨大な介護需要が発生すると見られているわけです。しかし、その
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介護需要の拡大に見合った介護人材というのは今でも不足しているわけで、これが２割も

増えたときに、それに見合った介護人材をどうやって調達するかというのはどこの事業者

も当てがないわけです。他方で、政府はコロナ対策で非常に深刻な財政状況になっていて、

介護報酬もそれほど大幅に上がることは期待できないので、まさに栃本委員がおっしゃっ

たように、これからは介護保険を守るためにも選択的介護を活用せざるを得ない状況にな

っていると思います。そういう中で東京都と豊島区がこういう先駆的なモデルを進めて、

事務局、委員の先生方の活発な議論によって今回この画期的な報告書をまとめていただい

たわけです。しかも、この事業につきましては、この報告書の後に書いてありますように、

利用者の方々からも高い評価を頂いているわけで、これをぜひほかの区と、それからそれ

以外のところにも積極的に活用していただけるように願いたいと思います。

 事務局にお聞きしたいのですが、この報告書ができたら、これは豊島区のホームページ

では誰でも見られるようになるわけですね。

○介護保険特命担当課長 はい、そのように準備させていただきます。

○会長 よろしくお願いします。

 それから、ぜひそのリンクは皆さんのほうでも活用していただければと思います。

 ちょっと長くなりましたが、それでは各委員の皆様からもぜひご挨拶いただければと思

います。先ほどありましたように、駒村委員からも、欠席ですが、事前に書面で頂いてお

りますので、事務局のほうで代読していただきます。

 名簿順ということで、恐縮ですが、大渕委員からお願いしたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○大渕委員 よろしくお願いします。

 今回この議論に参加させていただきまして、現状でできるサービスと現状ではできない

サービスの区分けみたいなものが少しよく理解できたような気がしています。その中で、

ＩＣＴを中心としたサービスとかそういうところが利用者のニーズも高かったということ

で理解できたところです。

 今後の議論として私が若干心配しているのは、介護保険財政が厳しくなってきたときに

選択と集中ということになってくると思うのですけれども、介護保険ができたときには、

リハビリテーション前置主義といいますか、そういう介護予防的な部分が車の両輪として

置かれていたわけですけれども、介護保険の中重度化とかいうことも受けて、そういう部

分が介護保険給付の中から小さくなっていくようになったときに改めて選択的介護という
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ことも議論になるかなと思っています。実際、今回の介護報酬の改定のところでは訪問の

リハビリテーションの制限というようなことが議題に上がっておりまして、もしそうなっ

たときにでも、ＩＣＴを使ってカバーする部分とか、あるいは自費のサービスと組み合わ

せるというようなことをこれから少し勉強を続けていって、そういう分野で、悪くなって

からのケアではなくて、悪くならないようにＱＯＬを高めるという理念みたいなものを今

回の議論の中で皆さんに理解でしていただければいいなと。私自身もこれからそういう形

で見ていきたいと思っております。議論に参加させていただきまして、ありがとうござい

ます。

○会長 どうもありがとうございました。

 それでは、駒村委員の代読をお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 それでは、代読させていただきます。

 八代会長、委員の皆様、事務局、本日は先に決まっている別会合があり、最終回の有識

者会議を欠席させていただきます。大変恐縮です。

 在宅介護が広がる中で、医療や介護だけでは自宅での生活ができなくなります。様々な

生活支援サービスが必要となり、加えてその中には介護保険サービスと連続的に提供され

るものもあります。こうした中、本研究会は保険外のサービスの位置付け、活用の仕組み

を明確にしたことは大変意義のあった会議だったと思います。この報告書は、単純な規制

緩和・規制改革ではなく、高齢社会にふさわしい社会経済デザインの設計ということにつ

ながると思います。現在、同様の視点で、東京都とも「高齢者の特性を踏まえたサービス

提供のあり方検討会」でさらなる検討を行っており、本有識者会議からも有益な視点・ア

イデアを頂きました。

 今後保険外サービスを整備するに当たって、１つ目として、本人のみならず、家族の介

護を支えるという視点。

 そして、２つ目として、認知機能が低下した高齢者に適切なサービスを保証する仕組み

が必要だと思います。必ずしも認知症まで至らなくても、ＭＣＩなど認知機能の低下した

人との契約はどのようにあるべきかという点です。この点は、さらに脳神経科学の知見や

各国の行動インサイトの取組などを参考にして工夫していく必要があると思います。この

部分が今後の東京型認知症フレンドリー都市を確立する手掛かりになると思います。

 また、３つ目として、企業・ＮＰＯなどの事業体には、必要なサービスを適切な料金に

よって提供すること、同時に利用者側もそのような利用負担が発生することを理解するこ
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と。

 加えて、４つ目として、政府には経済的に保険外サービスを利用できない場合の支援な

ども重要になると思います。

 こうした点からも、本有識者会議の議論は、高齢者が住みやすいまちづくりに向けた重

要な一歩だったと思います。最後に、八代会長、各委員、事務局の皆様には大変お世話に

なりました。ありがとうございます。

 以上でございます。

○会長 ありがとうございました。

 それでは、知脇委員、その後に宮崎委員の順でお願いいたします。

○知脇委員 皆様、大変お世話になり、ありがとうございました。

 今回、新しいサービスを選択的介護の中で提供していく検討の場に参加させていただき、

やはり変えていくべきところは変えていく必要があるのかなということを強く思いました。

 また、モデル事業により得られた効果、概要版に５つのことが挙がっているのですけれ

ども、これはやはり利用者・家族に対して効果がある事業であったということを示してい

るのかなと思います。

 一方、３０年度モデル事業の検証の際に、従業員の満足度向上、人材確保・定着への貢

献なども検討に挙がったのですけれども、モチベーションの向上については一部あったも

のの、人材確保や定着といったところについては明らかな効果が見られませんでした。こ

れは、今回の事業ではそうであったというところで、別の事業であれば変わるかもしれま

せんし、そうではなくて、そもそも介護保険事業自体より変えていかなければ人材確保が

難しいということを示しているのではないかなと思いました。

 豊島区において様々なサービス提供などが行われているところではありますけれども、

今後も新たな挑戦をしていっていただければなと思います。

皆様、ありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。

 それでは、宮崎委員、その後に小島委員の順でお願いします。

○宮崎委員 今回のこの会議の中で、本当に規制がいろいろあるのだということで、そう

いう規制を緩和していかないとなかなか新たなサービスをつくるというようなことは難し

いのだなということを感じました。そういう点では規制緩和ということはある意味必要な

ことなんだなということです。
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 モデル事業のところを通じては、利用している高齢者の方たちの精神的な部分をこの選

択的介護モデル事業では支えていたということが私にとっては非常にいい点だったと思わ

れました。こういう介護のモデル事業をやる前には想像があまりできなかった部分なので

すけれども、利用者の精神的な側面を支えるということは非常に大切なことで、そういう

ことがこの選択的介護モデル事業の中で示せたということは大変重要なことだったと思い

ます。また、利用者の方で１割の自己負担で利用されていた方が多かったということも多

くの方たちに知ってほしいと思います。選択的介護モデルというとお金のある人にという

ことが非常に強調されてしまっているのですけれども、そうでなくても、きちんと自分の

意思とかをケアマネジャーの方とよく話し合って伝えていくということを通じていけば、

利用できる選択的介護モデル事業が提案できたということも意味があることだと思います。

 今回の豊島区と東京都での取組が全国の自治体の中でも広がっていけばいいなと思って、

今後を楽しみにしております。いろいろお世話になりました。ありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。小島委員、いかがでしょうか。

○小島委員 私も今回の会議に参加させていただきましたことは大変ありがたく感じ、自

分の学びにもなりましたし、また、ケアマネジャーの仕事を考える上でもたくさんのこと

を学ばせていただきました。

 介護保険のサービスだけでは満足がいかない生活があるのは事実だと思いますし、介護

保険のサービスだけではもうちょっとこんなことをということがなかなかできていない現

状もあります。でも、今回の事業でモデル事業をどのようにつくっていこうかという検討

をさせていただき、付け加えたちょっとしたサービスがとても大きな喜びになるとか、そ

の人の自立をもう一歩支えることができるということがとてもよく分かりまして、これか

らもっと発展的にサービスのあり方や内容というものを考えていく必要を感じました。

 やはり選択的というところがとてもいいなと思います。選ぶのは利用者本人であるわけ

です。利用者のためには、介護保険サービスであれ、このような自費も併せたサービスな

ど、メニューがより多いほうがいいということも感じました。今後は本人だけでなく家族

への支援についても非常に重要になっていくと思いますので、そんな中でサービスのあり

方を考えていくという多面的な話し合いの場の継続は必要だと感じております。とても先

駆的な事業に参加させていただいたことをうれしく思います。ありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。それでは、外山委員、お願いいたします。

○外山委員 今回、私はどちらかというと利用者の立場で参加させていただいて、先ほど
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の宮崎委員のお話の中で１割負担の方もある意味では利用者がいて満足できるという結果

になったことに対しては非常によかったかなと考えています。

 私ども、実は高齢者クラブの中で昨年１１月に会員の現状調査をして、年金生活者が 

５４．３％ということで、３，４００人の方の５４％が年金生活者という結果が出ており

まして、そういう人たちが満足できる選択的な介護を受けられるということに対しては非

常にいいモデルが提案されたのではないかなと考えています。

 もう一点、利用者の人たちの自分の満足度という意味では、平均的な満足度ももちろん

あるでしょうけれども、ある人にとっては外出することが楽しいとか、ある人は食べ物を

食べることが楽しいとか、いろいろなニーズがあるわけです。そのニーズをうまくケアマ

ネの方が拾って利用者に合った提案ができるのが非常に利用者にとっての満足度を上げる

ことになると思いますので、利用者に合ったケアマネの方がついていただいて提案してい

ただける、そういうつながりのほうがもっと大事かなという点と、もう一つ、ＩＣＴを使

ったいろいろな形でのプランのモデルがありましたけれども、それをぜひ進めていただき

たいと感じました。長い間ありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。それでは、村田委員、お願いいたします。

○村田委員 東京都の高齢社会対策部長の村田でございます。

 委員の皆様方におかれましては、平成２９年度から約４年間にわたりまして、大変お忙

しい中ご参集いただき、また大変熱心にご議論いただきましたことにこの場を借りまして

感謝いたします。

 皆様方にご協力を頂きながらこの選択的介護モデル事業の効果などの検証を行ってまい

りましたけれども、この度、最終報告書という形で取りまとめをすることができました。

 私ども東京都におきましては、最終報告書を東京都、それから豊島区のホームページで

公表するとともに、都内の全ての区市町村に配付しまして、今回のモデル事業の成果を広

く紹介することにより、豊島区以外の地域への普及を図っていきたいと考えております。

 また、これも大事なことだと思うのですけれども、区市町村だけではなくて、事業者の

方に対してもこの選択的介護というものについての理解を促進しまして、事業者に対して

も選択的介護の提供を働きかけてまいりたいと考えております。

 以上で挨拶とさせていただきます。本当にどうもありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。それでは、高際委員、お願いいたします。

○高際委員 高際でございます。今年度から参加させていただきました。
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 東京都と連携しまして、数年にわたり先駆的な取組ということでやらせていただいてお

りまして、今日取りまとめに至りまして、改めまして委員の皆様、それから東京都の関係

者の皆様に心から感謝を申し上げたいと思っております。

 昨日区議会が閉会したのですけれども、区議会の先生方にもご関心を頂いておりまして、

この選択的介護サービスのモデル事業に関する成果などについて質疑が幾つかあったとこ

ろでございます。私も取りまとめいただいたものを拝見しておりまして、成果としては、

会長からもご発言いただきましたけれども、利用者全員の満足度が高かったこと、それか

ら利用継続のご意向が非常に高かったこと、特に安心感が得られたというお声については、

非常にこの選択的介護サービスの有効性みたいなものを実感したところでございます。

 一方、こちらも事務局ともよく話をしておりますけれども、利用者の方のお声の中では、

そうはいっても選択的介護サービスがどういうものか分からないとか、事業者の方、ケア

マネさんからは、どのような利用者の方にサービスが有効なのか分かりにくいというよう

なお声もあったところでして、区としましても、来年度からまた新たな展開ということで

実施するに当たりましては、まずは区民の皆様への分かりやすい説明、周知を一生懸命や

っていきたいと思っております。また、選択的介護サービスの提供を意識いただけるケア

マネさんを一人でも多く増やしていただけるような取組についても工夫してやっていかな

ければいけないと思っております。

来年度からは、ご議論いただきました登録制度の導入や情報発信の工夫などを含めま

して、今回の大切な成果を踏まえながらしっかり取り組んでいきたいと思っております。

 貴重なご議論のお取りまとめ、どうもありがとうございました。

○会長 ありがとうございました。それでは、最後に栃本委員から一言お願いいたします。

○栃本委員 本当に今回５年間、毎回検討会議に出席しまして、尊敬する八代会長のご指

導の下で議論に参加できました。また、私の友人の駒村委員と一緒に参加することで、池

袋はあまりよく知らないのですけれども、会議が終わった後、コロナの起きる前ですよ、

二人で喉を潤したりして、非常に楽しい５年間でした。駒村委員とはすごく親友で、いろ

いろな会議で一緒になるのですけれどね。ということで、まずは八代会長への感謝、それ

と、それぞれの委員の皆様方のご意見というのは、一つ一つ記憶に残っていて、大切なこ

とがいっぱいありました。私は全部そういうのを自分では学習するようにしています。

 冒頭、リハビリテーションについての話がありました。これからリハビリテーションと

認知症に対してどう向かうかというのは本当にすごく重要だと思うのです。そういう意味
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で、リハビリ前置主義というお話がありましたけれども、どういう形になろうとも介護保

険制度の中でリハビリテーションというのは極めて重要な柱であると思いますし、そうい

うお話が大渕先生からありました。

 最後に３点だけ挙げますけれども、１つは、これから重要なのは消費者保護です。私は

消費者委員会とか消費者庁の関係のことをやっているのですが、今週の週刊朝日にそのこ

とが出ています。生活支援サービスとか、一番最後の時期にどう暮らすかというときに、

私なんかもそうですけれども、今まで頼りになった人たちが寝たきりになったり認知症に

なったりして、本当に頼れる人が少なくなる時代ですよね。あと、子供がいたとしても海

外で暮らしていたりする。いろいろなことで、これも保険外サービスなのですけれども、

生活支援、介護保険ではできないことなんだよね。そういうのがあって初めて介護保険は

うまくいくということがありますので、その中で、弱者としての消費者保護ではなくて、

サービス利用者としての消費者をきちんと守る、これは今後市町村の責務になると思いま

す。それについてあまりにも意識が少な過ぎる。豊島区はそういうことはないですけれど

も、全国的に言えば、行政が行うことは、介護保険サービスは保険者としてあるけれども、

それ以外のことはいろいろな事業者がやっているわけです。そうすると、自治体にとって

非常に重要な責務というのは、高齢者とか障がい者とか子供たちに対するいろいろなサー

ビスとか契約、そういうものについてきちんと保護するということなのです。選択的介護

などの場合でもそういうものがあって初めていい形になるということを書かせていただい

ています。先ほど金融ジェロントロジーの話がありました。認知症が増えているというこ

とで、先々週、金融ジェロントロジーの会議に出たのですけれども、私は唯一、銀行の執

行役員とかそういう人たちとは別に、消費者保護の観点からお話ししました。弁護士会の

ことも含めて。ということで、消費者保護。

 もう一つはハイブリッド化です。ＩＣＴとかそういうものを組み合わせた形で、エッセ

ンシャルワークとしての介護と機械というかＩＣＴとかそういうものとの組み合わせとい

う意味でのハイブリッド化、それと専門職と非専門職の組合せと、２つの意味でハイブリ

ッド化が重要になると思います。

 もう一つ、先ほどお話がありましたけれども、私自身も高齢者ですので、本当に自分が

こういう年になってというか、高齢者になって、本当に自分自身も社会や地域に貢献しな

ければいけないと思っています。そして、これから高齢期を支えるのは若い人たちだけで

はなくて、高齢者自身が社会を支える時代になると思うのです。そのような未来像を私は
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持ちます。本当に高齢者が増えますし、現役で仕事をする人たちに支えてもらうだけでは

なくて、その人たちを支えるような存在であるということがこれからの高齢者が行うべき

こと、もちろん自分が要介護状態になったら支えていただく立場になるかもしれないけれ

ども、そういう社会になっていくと思います。

 もう一つは、昔から僕は申し上げているのですけれども、現金給付の選択について、現

金給付になるとサービスしないで貯金してしまうという非常にお粗末な議論が日本ではあ

るのですけれども、そうではなくて、介護保険というのはもともと現金給付法なのです。

それをサービスに転換しているだけなので、そういう意味で、そういう議論も、実際に介

護を行っている人たちに対する社会的評価ということで、必要になろうかと思います。そ

のようなものが相まって日本の介護保険制度が未来に発展的に成長していく。そして、多

くの人たちにとって介護保険というのは、本当に数少ない我が国における社会政策の中で

の成功例というか、いい制度なのです。だから、それをみんなでいろいろ議論しながら発

展していくという場に今回もなりましたし、そういう意味では私自身も大変勉強になった

し、ぜひともこれからこういう議論を進めていただきたい。

 最後に、前回の会議で会長から宿題として頂戴したことなのですけれども、規制改革会

議とか政府税調とか財政審とか行政改革推進会議の委員であるとか、そういうのをされて

いる慶應大学の土居丈朗さんと話をしまして、八代会長と何人かで対談して、今回の議論

も含めてこれからの展望を世に知っていただくという機会、それをできるようにいたしま

したので、いい形で皆さんに議論していただき、そういう可能性もあるんだよということ

を知っていただくように、私自身も微力ながらお手伝いしていきたいと思います。

 以上です。大変長くなりました。どうもありがとうございました。

○会長 どうもありがとうございました。

 栃本委員がおられないとこの会議はなかなか議論が活性化しなかったと思いますので、

本当にありがとうございました。大久保委員は、今日は急遽欠席でよろしかったのですね。

これで皆さんに発言していただいたと思います。

 それでは、最後に事務局から連絡事項をお願いいたします。

○介護保険特命担当課長 それでは、モデル事業の報告書と概要版につきましては、本日

のご意見を踏まえまして、会長と最終調整をいたしまして、最終版を委員の皆様に送付さ

せていただきます。あとホームページにも記載させていただきます。

 また、本日の会議録につきましては、出来上がり次第メールにて送付いたしますので、
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ご確認いただければと存じます。

 ありがとうございました。事務局からは以上でございます。

○会長 それでは、これをもちまして第１２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。

 本当に皆様、長い間ありがとうございました。


