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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、定刻となりましたので、第６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。 

  初めに、第５回有識者会議に委員として、ご出席いただきました鈴木委員ですが、ご

家庭のやむを得ないご事情により委員をご辞退されることとなりました。 

  また、粉川委員と齊藤委員は本日欠席でございます。 

  それでは、次に資料の確認をさせていただきます。資料は４点ございます。次第をお

めくりいただきまして、資料１が本会議の委員名簿、資料２が本年度の実施事項（案）

について、資料３が平成３０年度モデル事業の進捗状況・検証事項について、資料４が

平成３１年度新サービスモデルの検討についてでございます。 

  また、委員のみの配付資料として、参考資料５点をご用意しております。 

  それでは、八代会長、進行をお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  本日は、傍聴の方はおられますでしょうか。 

○介護保険特命担当課長 はい。３名いらっしゃいます。 

○会長 それでは、傍聴を認めても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、入室をお願いいたします。 

（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ので、１つ目の本年度の実施事

項（案）と２つ目の平成３０年度モデル事業の進捗状況・検証事項について、事務局か

ら続けて、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・３について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、今のご説明について、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

○委員 先ほど、事務局のほうで、国家戦略特区に関する会議が行われ、手続を踏んだと

おっしゃっていましたけれど、私は、それが具体的にどういうことになったかというの

を知らない。やはり、もともと規制改革ということからの出発ですから、当然のことな

がら、過去、重要な検討というのが２回行われているはずですから、それについて、ど

うなったのかということについての説明が必要だと思います。 

  要するに、なぜかというと、最初の出発点からして、本当に我が国の規制というのが

非常に強い。よかれと思って規制をしているわけで、これは利用者保護もあるし、いろ

んな意味で、担当の役所からすれば、ある意味では、当然ではあるが、最初の介護保険

を創設した際の出発点からいうと過度に規制がかかってしまっている。よかれと思って
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やっていることだが、そうなっている部分があるし、また、ある程度、介護保険の利用

というのは、成熟化した中で、その利用者のニーズであるとか、その他もろもろで多様

なものが必要であるし、そこの部分が、なかなか担当の役所や、担当者からするとよか

れと思ってしているけど、岩盤を突破するかどうかは別にして、そういうのが出発点だ

から、それがどのぐらいのころ合いになっているかというのは、とても大切な情報だと

思います。もちろん、それについての評価というのはここで行うべきことではなくて、

淡々とその事実というものを説明していただいて、それだったらさらに意欲的にしてい

いのかなということも、それぞれの先生方の専門的な観点からご指摘されると思うので、

それは要望というか、意見。 

  もう一つは質問ですけれど、資料３で、具体的に、この実施状況というのが出ている

が、以下の５件で利用を開始しているということだけど、これは、出発点で５件だけど、

いろいろな候補であるとか、その他もろもろで追加して利用者というか、する人がふえ

るのか、ないしは、最初の調査という意味があるので、もう５人に限定して、それをト

レースする形でするのか。ということは、調査とか、そういうのでは重要。また一方、

５名という限られた数字で固定した場合、その利用者とか家族に対する調査とか、アン

ケートといっても、本当に月並みな調査をしたら、いろんなことは明らかになりません。

これは駒村先生を初め、そういう調査についての専門家、それについてはご見識の高い

先生、それぞれいらっしゃるので、大渕先生もそうだし。だから、そういう意味で、そ

の５名という場合の調査とかの仕方は違う。そういうことについてどうするのかという

こと。 

  あと、もう一つは、２ページ目のところに、平成３０年度のモデルの実施状況という

ことで、現時点では、先ほど５件で利用開始しているということだよね。これはプライ

バシーの保護とか、その他もろもろがあるので、この会議では、出していないのかもし

れない、特定化されたりするといけないからということで出してないのかもしれないが、

要介護度が書かれていますよね。ご案内のように要介護度というのは、要介護認定をす

る際に使うものであって、したがって、そのロジックをつくって、レ点がたくさんつい

たとしても、要介護度は、軽くなったりするんですよ。それは実際のことをやっている

人は、臨床的なデータに接近している人はすごくよく知っていること。だから、要介護

度が高いからサービス量はすごく増やさなきゃいけないということにはなっていないん

ですよ。ビッグデータを使って研究する場合も、要介護度の変更率だけ見てもだめ。つ

まり６群の、７群の各項目のレ点のつき方ということができる、できない、介助という

ことだから。あのデータを使わないと、厚生省を初め、いろんなところで、変更がどう

なったといって。これは、今回は３６カ月パターンができますから。３６カ月パターン、

２４カ月、１２カ月パターン、６カ月パターン、あと重要なのは区分変更申請。これら

を要介護度で、それだけで見て、それで変更率はどうだってやっても、ほとんど本当の

ことを言うと意味をなさないです。したがって、実は要介護度の前の部分というのが大
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切です。 

  それと、もう一つは、またよく言われる動ける認知症でどう過ごすかなどありますよ

ね。認知症はないけど、というのもあるだろうし、あと失語症であるとか。 

  それと、もう一つ重要なのは、ここでは選択的介護のほうのサービス内容として書い

てありますよね。これはイメージするのにわかりやすくていいけれど、非常に重要、そ

れで利用目的も書いて、その他というのは新規だと。あと、実施サービスから切りかえ

る。あと、要介護度５の人もこういう形で使うというパターンで、いろいろ選ばれたの

か、結果的にこうなったのかわからない。いいというか、そういうようなのを出してき

ていただいたと思う。重要なのは、介護保険サービスです。介護保険の法定給付、介護

保険給付というものが何を使っているかという情報は極めて重要です。それなしに選択

的介護のこの部分だけ載せても、利用者像として、こういう人ですよというインフォメ

ーションとしてはわかるけど、僕たちが見るときは、やっぱり介護保険サービスで週３

回デイサービスを使っているとか、４０何回、訪問介護を使っているとか、あと訪問看

護を入れているとか。だから、そういうのは見合いで、それとの関係で選択的介護とい

うのはあるわけだから、やはりこういうのを、冒頭もお話ししましたようにプライバシ

ーのこともあるでしょうし、その場で回収してもいいけど、多少そういったデータがな

いと、なかなか議論が進まないと思います。これは一般的な形でのデータというのなら

いいけど、それぞれご専門の方がいらっしゃるので、やっぱり、そのデータが必要なん

じゃないかということです。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

  ちょっと広範囲にわたりますので、まず、事務局よりお答えをお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 初めに、国家戦略特区のこの間の動きにつきまして、委員の皆

さまにきちんとご説明をしてこなかったことについて、心よりお詫びを申し上げます。 

  29 年 2 月の国家戦略特区では、ご利用者とご家族の調理を一緒に行う同時一体的提

供や、ヘルパーへの指名料等を提案いたしました。その後、事業者やケアマネジャーと

意見交換する中で、介護保険と保険外サービスの区分が明確でないことから保険外サー

ビスが活用されていない実態を知り、まずは保険外サービスを普及することを目指して、

介護保険と保険外サービスの明確な区分のルールについて検討してまいりました。本年

４月に国家戦略特区ワーキンググループにおいて、豊島区で定めたルールを説明させて

いただき、その場で厚生労働省から介護保険サービスと保険外サービスとを明確に区分

する等のルールに照らし支障ない旨の見解を頂いて５月の区域会議にご報告させて頂い

たところでございます。明確な区分のルールとしては、例えばケアマネジャーが関与し

て、保険外サービスもプランに位置付ける、書面で契約をかわす等々でございますが、

自立支援を阻害しない適切なケアマネジメントやプランに沿ったサービスの提供、ご利

用者やご家族の確実な理解を得るという視点で実施することでご了解をいただきました。 
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  また、先ほどのモデルの実施状況でございますが、５名だけかというご質問について

は、これは現時点でまだ５名しかいないという意味でございまして、これから、どんど

ん周知をしていきたいと考えています。本日ご用意させていただきましたパンフレット、

また、各事業者において周知用の案内を作成しているところもございまして、そういっ

たものを活用する。また、何よりもケアマネジャーがきちんと説明できるようにケアマ

ネジャーに対する研修等を実施して、支援しているところでございます。 

  また、もう一つのご質問の、単に要介護度があるだけでは議論できないということの

ご指摘につきましてもお詫び申し上げます。一つ例として挙げさせていただきますと、

見守り等のサービスが１件ございますが、介護保険サービスのご利用状況は週に４回、

１回３０分の夜間の身体介護をしている方がこの見守りサービスを導入されたという事

例でございます。 

  以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

  最初の特区の議論につきましては、特区のほうで議事録が公開されていると思います

ので、その該当するところだけまとめておいていただけないでしょうか。 

○委員 こういう会議なので、そんなボリュームあるわけじゃないからご紹介されたほう

がいいですよ。特に八代先生がいらっしゃるので、そこで、そちらが介在するのもちょ

っと気の毒なのかもしれないけど、ただ一応、事務局としたら、しなきゃいけないので

はないかと。 

○会長 それから、先ほど言われた資料３の２ページの、どういう人が使っているかとい

うのは、確かに大事な点なので、次回以降、こういう資料をつくるときは、この利用者

の属性が、とくにこの要介護５でスマホの操作確認というのは、少し気になったのです

が、そういうのも含めて、どういう人がこういう利用をするのか、サンプルが五つでは

まだだとは思いますが、これからたまっていくといいですね。 

○委員 もう一つよろしいですか。私、１８年ぐらい認定審査会の審査を判定していて、

月に９０件以上ある。厚労省が見学に来るぐらい非常に丁寧にやっているんですね。そ

れで、この１８年間で、すごく実際の介護の現状、居宅、家での家族介護、老夫婦がお

互いに支え合ってとか、色んな事例がありますよね。家族介護者がいるといっても、そ

の家族介護者自身にいろいろ課題がおありだったりする場合もあるし、環境や特記事項

とか、そういうのを見ていると、本当、介護保険だけでは支え切れないとか、介護保険

とは別にこういうのさえあれば、本当に尊厳あるというか、いい形になるなと、介護保

険があることを前提にしてですが。そういうのを本当、常々見るたびに思います。今週

も４１歳の、第２号被保険者なりたて。４１歳というのは、乳がんの方で、末期の女性

の方。だけど、そういう方が介護保険サービスを使えるというのは、とてもいいことだ

し、医療保険も使って、その上で、まだ若い方ですので、介護保険外サービスでもこう

いうのがあればというのがすごくある、本当、一つ一つ事例的にもすごく感じることが
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あります。だから、選択的介護は本当にご本人にとっても、家族にとってもとても大切

な可能性のあるものだからこそ、今、会長がおっしゃったように、その状態であるとか、

どういうサービスを使っているのかということについて、可能な範囲で示してあるとイ

メージしやすいし、また、これから利用したい人も、こういうのが使えるんだなという

教育というか、その啓蒙というか、啓発にもなるから、それで申し上げました。 

○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 ここで、サンプルされている人たちのもう一つ、先ほど属性というお話がありま

したけど、経済状態も知りたいです。特に年金生活者であるのかどうかというような点。

それから家族が近くにいるのか、全く遠くなのかとか、ちょっとその辺も利用者の立場

で。 

○介護保険特命担当課長 恐れ入ります、参考資料の２をお取り出しいただければと存じ

ます。こちらは、事業者から月次で提出いただくものですが、データ（案）についてと

いう表紙をめくっていただきますと、利用者数、ヘルパー数、苦情・相談の件数、その

次Ａ３横長の調査票では、ご利用者から同意を得られた場合に、所得の状況、世帯状況、

また、利用しているサービス内容やＡＤＬ／ＩＡＤＬ等の情報を全て提出していただき

ます。さらにその次のＡ３の調査票ですが、現在受けている介護保険サービスと選択的

介護サービスの情報を整理するもので、もう少し件数が集まった段階でこの内容に沿い

まして、皆様方に情報提供をさせていただきたいと考えております。 

  今後、事業者からのヒアリング等もしてまいりますので、詳細は、次回の有識者会議

で提出させていただきたいと存じます。 

  なお、個人情報の内容がございますので、資料に関して、一部非公開ということをお

許しいただけるかでございますが、お許しいただけますでしょうか。 

○会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○委員 資料３で、先ほどから話題になっている部分ですけれども、幾つかのご質問をさ

せていただきます。一つは、実施状況について、このモデル事業に参加する９事業者に

おいて、８月から周知を開始したと書かれています。その際に活用しているのが、この

パンフレットということです。私なんぞは、むしろ、こういうサービスを受ける年齢に

近づいているので、ちょっと教えていただきたいのですが、私が、利用者の立場でこれ

を拝見したときに、わかる部分とちょっとわかりづらいというか、多分、実際の周知活

動の中で、より正確なというか、細かな説明はされていると思うのですが、もう一つ、

このメニューブックというのがあわせてついていますよね。こういうようなものであれ

ば使ってみたいなと思ったとします。それで、幾つかの区分から選べますよ、例示とし

てはこういうものがあります。居宅内のサービスで、日常生活の支援では、一つのモデ

ルとして訪問介護の洗濯・調理というのがあって、挟むように選択的介護のサービスが
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ある。じゃあ、これをもし利用させてもらおうとすれば、どのくらいの利用者負担が出

るのだろうかと。もう一つのメニューブックを見ると、参加事業者によって、ばらつき

がありますので、これはどういうふうに利用者側は負担を、この資料から説明を受ける

ことになるでしょうか。極めて素朴な質問ですけれども、お教えいただきたいと思いま

す。 

  それから、もう一つは、この資料の中で、先ほどご説明ありましたけれども、このモ

デル事業に参加する事業者との定期的な連絡会をもって進捗状況等を確認している。こ

れは極めて大事なことだというふうに思います。その際、例えばこの連絡会に、月１回

あるということですけれども、傍聴することは可能でしょうか。これもちょっとお教え

願いたいと思います。これは事業者の立場からちょっと関心を持ちましたので、よろし

くお願いいたします。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。よろしくお願いします。 

○介護保険特命担当課長 私どもは、ご利用者がパンフレットを見てサービスを選ぶとい

うのではなく、そもそも選択的介護が必要かというところにつきまして、ご利用者やご

家族と担当のケアマネジャーがお話していただくところからスタートすると考えており

ます。９事業者が提供するサービスや料金は別々でございますが、ご利用者が希望され

るサービスをどこから選ぶのか、それが料金で選ばれるのか、また、９事業者の特徴等

で選んでいただけるのかというところはこのモデル事業の一つの検証項目でございます。

同じ内容を同じように提供するのではなくて、それぞれが独自の強みでサービスを提供

する。それは、例えば居宅内のサービスであれば、先ほどのメニューブックの１ページ

のその他というところにあるメニュー、これは、その事業所だけが提供するサービスで

ございまして、利用者が使いたいサービス内容に応じて事業者を選んでいけるようにな

る。こうした独自のメニューをどんどん今後ふやしていき、さらにケアマネジャーが間

に入ることによって、このパンフレットの足りない部分を補足していくイメージでござ

います。 

  また、９事業者の連絡会でございますが、個人情報に当たる部分につきましては、一

部非公開となりますが、原則傍聴は可能でございます。 

○会長 よろしいでしょうか。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ご説明ありがとうございます。現在、利用されている方についてなんですけれど

も、居宅内は、４名の方が利用されております。こちらは、もともと使われていた訪問

介護事業所が今回こちらのパンフレット等にある居宅内のサービスでも同じように連続

して利用しているということでしょうか。 

  あと、もう一点、例えば「おおきなき豊島」では幾つかのサービスを提供されており

ません。このようなところもサービスを提供していただける事業所にお願いしたいとい
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うことで、例えば訪問介護サービスもそちらのほうに移動するといった事例は、この４

名の中に含まれているかどうか、教えていただけたらと思います。 

○介護保険特命担当課長 こちらの４名の方は、皆さん、今、訪問介護サービスをご利用

になっていらっしゃるところから保険外サービスをご利用になっているケースでございま

す。今の段階では、その選択的介護の保険外サービスを受けたいから訪問介護事業所を変

えるといった、そういった報告は受けてはおりません。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 私もこの今の部分が少し確認したいところがありまして、どのように、どのよう

なプロセスで利用に至っていくのかというのをもうちょっと丁寧にお聞きしたかったな

と思っていて、今のところで、一つでわかったんですけれども、確認ですけれども、こ

の利用に当たっては、各事業者でケアマネ、家族、本人にどのように説明していくのか

という標準化したマニュアルは皆さん、共有しているという理解でよろしいのかという

ことと。 

  それから、これはいずれも居宅内も、この見守りを含めてですけれども、家族が契約

のときには、一緒にいたという理解でいいのかということ。それから、居宅内の同じ事

業所からのサービスを受けていると、保険外を受けているということでありますけれど

も、これは保険外介護の研究会でもちょっと議論になったのですが、保険サービスと保

険外サービスの、特に切りかえるのは連続的なのかどうなのか、ここのところは、現状

どうなのかということです。どこかで、ある自治体の例は、例えばエプロンを裏返しに

するというようなことで工夫をして、保険外は介護に入ってきているというような工夫

をされているということですけれども、これが妙な規制じゃないかというふうに言われ

る意見もあったのですが。私はむしろ判断力、認識力の落ちているご高齢者本人にとっ

てみれば適切なルールだと思っていますけれども、何かそういう工夫をされているのか

ということをちょっと確認させていただきたいなと思いました。 

○介護保険特命担当課長 選択的介護の導入説明の部分でございますが、初めにケアマネ

ジャーがご利用者のご意向、ご家族のご意向を聞く際に、例えばペットの世話という２

行目の方であれば、これまでかわいがっていたペットの世話が、その方の認知機能が衰

えて、維持管理ができなくなってしまったと。もう諦めなくてはいけないのかというと

きに、選択的介護というサービスができて、なじみのヘルパーさんがやってくれるとい

う話をケアマネジャーがし、それであれば、これからもずっと家族同然にかわいがって

いるペットと一緒に生活をしていけるということで契約されたと聞いております。この

利用に至るまでは、ケアマネジャーからご利用者に対し、何が介護保険サービスで、何

が保険外サービスになるのか、また、料金負担は片や１割から３割、片や１０割という

ところを何度も説明した上で、事業所と契約をしたという報告を受けております。 

  まだまだ、件数が本当に少ないので、これからそういったところをもう少し検証して

いきたいとは考えておりますが、常にご家族が一緒にいらっしゃったかというところは、
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例えば書類の確認・分別を利用されている方の場合、海外に居住されているご家族が、

日本帰国の際に契約をされたというお話を伺っております。ご家族は普段海外にいらっ

しゃり、日本でおひとり暮らしの方が、請求書や公共料金の支払いなど、ご家族に転送

できない重要な書類の整理・分別等に困っていたところ、今回、選択的介護ができたと

いう説明をケアマネジャーから受けて、帰国の際に契約されたとのことです。この方は

これまでデイサービスだけをご利用になっていらした方でございます。 

  また、見守りのサービスは、ご本人様というよりもご家族の方が安心のために導入を

したいというところでございまして、今のところ、この選択的介護のご利用に当たって

は、お一人だけではなくて、ご家族の方に可能な限りお話をして、同意をいただいた上

で契約に至っているというケースでございます。 

  また、標準的なマニュアルでございますが、ケアマネジャー用と事業者用のガイドラ

インを作成しており、そのガイドラインの中では、はじめにケアマネジャーが選択的介

護の必要の有無を確認するとし、その上で事業者からご利用者に説明し、さらにサービ

ス担当者会議で選択的介護の利用について検討した上で具体的なサービス計画を策定す

るといった標準的な流れを示してございます。 

  また、多くのケアマネジャーが保険外サービスをケアプランに位置づけることになれ

ていないという実態がございましたので、研修の中で、どういった場合であればこの選

択的介護が有効かということを、模擬事例等で議論しながらイメージを高めているとい

う状況でございまして、この検討内容についても、今後は実践事例集という形でケアマ

ネに情報提供していきたいと考えてございます。 

  また、最後のご質問の切りかえ方法でございますが、今まで訪問介護と保険外サービ

スをプランに位置づけるときに、はっきり二つに分けて位置づけていましたが、このモ

デル事業は、先ほどのパンフレットの概要の中でもお示ししてございますが、保険内外

が連続して組み合わさっていく場合もあろうかと思います。そのため、ヘルパーがサー

ビスを提供する順番通りにサービス計画を作成して、ここは訪問介護で提供します、こ

こは保険外で提供しますというご理解をあらかじめ頂いた上でサービス提供に入るとい

うルールにしております。 

○委員 この選択的介護の問題というのは、非常に挑戦的で重要な取り組みだと思ってお

ります。というのも、これは高齢の消費者、利用者がさまざまなサービスを使っていく

という、もう高齢化社会では避けられない、別に介護だけの問題ではなく、避けられな

い問題にもなってきているわけですね。今、私が研究しているテーマもそれにかかわる

わけですけれども、大体、金融商品の難しいものを売るときには、７５歳以上になった

ら、かなりの金融機関は工夫、もう標準的に手続を全部決めて、恐らく会社によっては、

ガイドラインどころじゃなくて、やることを全部きちんと決めてやっていると思います。

そうしないと後で、実はこのサービス、この商品を理解しなくて買っちゃったというよ

うな問題も起きてくる。まだ、恐らく開発途中で、これから、また議論が進んでいく、
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いろいろさまざまな議論があるのが高齢者に対する医療同意みたいな問題ですね。どう

いう医療サービスを行うかと、これは同意をしていただかなければいけない。ここも高

齢者、判断能力が落ちた方にさまざまないいところ、悪いところを教えて確認しないと

いけないというような、さまざまそういう分野でも工夫が出ています。そういうところ

と少し共有していく、同意と利用状況の本人の確認を契約から至っていくのを、さまざ

ま関連する分野の動向も確認した上で、そういう蓄積を共有した上で見ていったほうが

いいのではないかと思います。 

  この問題、世界中でも問題になってきていまして、高齢消費者や判断力の落ちた消費

者をどう保護していくのかというのは、脆弱なる消費者への保護という議論で、もうヨ

ーロッパでは当たり前に、皆さんと同じルールの中に立ちながらも特別な配慮をどうし

ていくのかというのが大事になってきています。 

  それから、日本の中でも、これは、この間の消費者保護法のほうでも、高齢者に対す

る配慮の部分が新たに加わったわけですし、ほかにも、先日もよくニュースになる、特

殊詐欺に対する高齢者独自の誤認というか、誘導されやすさの部分とか、あるいは、き

のうも報道されましたけれども、携帯電話を契約するときに高齢者特有の間違い、パタ

ーン、誤認というものもあると。ただ、こういった部分でも、かなり研究は進んでいま

すので、そういう研究を生かして、そういう手続を開発していってもらいたいなと思い

ます。従来の、現場ではこうやっていましたら、それを工夫していましたという問題に

とどまらず、ほかの関連分野で研究されているものも、ちゃんと吸収していくような形

でやっていただきたいと。そういう意味では、非常に大事な挑戦だと思っています。 

  アンケートのほうも、このアンケートで本当に狙っていることがわかるのだろうかと

いうのは、ちょっと私も悩ましい。アンケートの設計方法について。こういうアンケー

トの設計、これはあらかじめ高齢者の方にどういうアンケートを行うかという、その先

行調査みたいなもの、先行研究みたいなものをレビューした上でこういうふうにつくっ

たのか。例えば最初の問１は、高齢者によっては非常に高く出る可能性があって、これ

が高く出たからといって、別にこれを利用している人が高く出るのではなくて、高齢者

ほど幸福度が高いとか、そういうパターンが出てきちゃっただけなのかもしれませんか

ら、これを使っている人と使ってない人で比較するつもりなのか、これをどういうふう

にそれぞれを使っていくのか、いろいろ工夫はされていると思います。大きくされたり、

選択肢をふやしてしまうと選択できなくなるだろうということは考えていらっしゃると

は思いますけれども、高齢者に関する心理的な研究の先行調査も参考にしながらつくっ

たものなのかどうか、ちょっとこれを見ただけではわからないので、その辺も工夫され

てほしいなと思います。 

  以上です。 

○委員 今の部分で、第１回目のときから、選択的介護に非常に重要なのは消費者保護だ

と言っている。本当に自治体が取り組むとしたら、最もコアになる部分は、実はそれな
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んです。それと、もう一つは、消費者委員会の建議が去年の１月に出て、それを踏まえ

て、９月に消費者委員会で建議に対する報告がなされることになっているんですね。私

は、それの作業を消費者庁と厚生省の方を加えて、まとめました。やっぱり意思決定支

援というのはもちろん重要だし、今の委員のお話の金融商品とか、そういうもの以外に

も、意思決定支援はすごく重要。 

  あと、もう一つは専門家が教え諭すという意味で同席するというのでなくても、例え

ばケアプランを説明してもらう。そのときに誰でもいい、普通だと家族の人がいたら、

それだけでも心強いんですよ、どういうふうにするかとか。だから、必ずしもその人が

全て決定できるだけの知識というか、そういうものじゃなくても、やっぱり一人で聞く

のは不安だったりする。これは保険外サービスですよ、実は。そういう部分がすごくふ

えている。あと、もう一つは、認知症じゃなくても高齢になってくると事務処理が下手

になる。もともとできない人ももちろんいますが。それともう一つ、企業をリタイアし

て、最初のころは事務的なことができるが、秘書がいて、部長になってということにな

ると、それから、また一人でいろんな書類をつくるのは面倒くさくなって、ほったらか

しにするということはすごく多いのね。というので、必ずしも認知症以外でも、事務処

理能力というのも認知と関係あるかもしれないけど、そういう部分も含めて、実は保険

外サービス。だから、そういうものの中でのこの世界なので、したがって、かなりのり

代というのは広い。そういう意識を持った形で、ずっと眺められたほうが、いい形の、

本当にとても大事な検討だから、ぜひそれをお願いしたいということです。 

○会長 ありがとうございます。 

  ただ、その同席者というのはアドバイザーではないですよね。ちょっと微妙ですよね。 

○委員 違います。 

○会長 ちょっと微妙ですよね。何かもし同席者がいた上で間違った契約をしたときの同

席者の責任問題とか。 

○委員 ただ、具体的に言うと、消費者委員会での建議というのは、保証人制度及び高齢

者支援サービスという領域がありまして、それで都道府県の消費者センターと、あと国

民生活センターに寄せられたいろんな相談事というのを全部分析しています。それとも

う一つは、その事業者に対して明らかになってない、まだ不明な部分がすごく多いので、

それについても徹底的に調べまして、その中でそういったサービスが行われているとい

うことです。 

○会長 なるほど、わかりました。 

  ほかにいかがでしょうか。もう一つ大きなテーマがありますので。 

○委員 こちらのパンフレットなどがありまして、先ほど、この事業についての周知とい

うことをおっしゃっていたのですが、周知は各事業所からされたということで、いわゆ

る保険者から周知をしたという形はあるのでしょうか。要するに、豊島区にいる被保険

者の方たちが「ああ、こういうのができたんだね」と言って、自分から「ケアマネさん、
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それって何」と聞く状況にあるのか、誰も知らなくて、ケアマネジャーが、「実は今回

ね」といって話している状況なのか、非常に情報が行き渡ってきているのか、それとも

ケアマネジャーが訪問する人及びケアマネジャーがこの人にニーズがあるなと思った人

にしか伝わらないのかというところをちょっと教えていただきたい。 

○介護保険特命担当課長 区民の方がよくご相談されます地域の高齢者総合相談センター

や区民事務所、また、私どもが地域の勉強会に行く際には必ずパンフレットをお持ちし

て、なるべく多くの皆さんにお渡しできるようにしております。また、広報としまや区

のホームページ等を活用した周知や、介護保険課窓口にこのパンフレットを置き、広く

ご案内しているところでございます。 

○会長 委員、それでよろしいですか。 

  ほかにいかがですか。よろしいですか。 

  じゃあ、次の議題がありますので、３つ目の平成３１年度新サービスモデルの検討に

ついてということで、資料のご説明をお願いします。また、時間は、現在の問題にまた

戻っていただいても結構ですので、ご質問の場合は、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４について説明】 

○会長 ありがとうございました。 

  非常に多岐にわたる点でございますが、いかがでしょうか。 

○委員 質問をお願いしたいのですが、７ページのところの付加価値創出可能性のところ

で、５番目のところの通所介護における利用者の混在について、これは既存のやつで読

み込めるというようなご判断だというふうに拝聴したのですが、例えば今、通所介護を

やられている方々のところで問題になっているのは、区独自で決められる地域支援事業

ですよね。地域支援事業と一緒にやってもよさそうなものですけど、例えばＡ型はＡ型

でまとめなきゃいけないとか、ということで、多分、事業者さんとか市町村の解釈が間

違えているのかもしれないですが、実際、ここのところが混在化できないということが

大きな問題になっていて、それが区独自のサービスの広がらない一つ原因でもあります。

なので、この辺のところについて、豊島区はそういう指導はしているのか、していない

のかということを１点聞かせていただきたいことと、それをどういうふうに解釈すれば

超えられるのかというのについてお教えいただきたいと思います。 

○東京都介護保険課長 デイサービスの中の利用者さんが、例えば自費サービスの非該当

の方と要支援の方と、要介護の方であっても、同じサービスを、デイサービスの定員の

中で実施するということであれば、現行基準の中で実施できるというものでございます。

ただ、委員がご指摘のとおり、総合事業で基準を緩和した場合は、デイサービスとは違

うサービスというカテゴリーになるので、それはそれで人員を配置してくださいねとい

うことになってしまうので、一緒にはできないというような現行の規制になっています。 

○豊島区介護保険課長 今、東京都の課長からお答えしたとおり、豊島区でも同様で、そ

れはそれぞれの基準を満たすということで、それぞれの面積、運営基準を満たした中で
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認めておりますので、その意味での混在ということは現在では認めていない状態です。 

○委員 わかりました。何か自費サービスよりも地域支援のサービスのほうが、まだもっ

と介護保険になじむかなということで、もっと楽だけど、自費と介護保険サービスの混

在は可能だけど、ですね。でも、今の理屈でいくと、自費サービスは別のサービスです

よね。 

○東京都介護保険課長 デイサービスの通所介護のサービスを、認定を受けてない方であ

ろうと、要支援、総合事業対象者であろうと、要介護の方だろうと、そこのサービスを

受けることは可能で、基準としては、その定員内であれば可能ですと。ただ、自費の方

もいるだろうし、総合事業の方も自費になってしまうんだろうと思います。ただ、総合

事業を別基準で実施するということを同じ建物の中でやっていくとなると、そこはでき

ませんというようなことになります。 

○会長 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 質問をさせてください。新しいメニューの中で、デイサービスにおける薬の受け

渡し、また、栄養指導のことが挙がっていますけれども、この二つを選択された、薬剤

師と管理栄養士の選択されたという理由と、あと、ほかの例えば歯科医師とか歯科衛生

士とか、そういった別の職種の訪問、医師等も、あるかと思いますので、別の職種での

サービス提供というのもご検討かどうか教えてください。 

○東京都介護保険課長 事業者さんへのヒアリングの中で出てきた内容が栄養指導と薬剤

ということで、そういったご希望があったというようなところで、この二つを提案させ

ていただいたというところで、ほかを排除したということではなくて、もしそういうご

提案があるのであれば、検討していかなければいけないのかなというふうに考えていま

す。 

○委員 ありがとうございます。 

  今、実際にこういったサービスができるというようなお話があったということで選択

されたというようなことですかね。ありがとうございます。 

○会長 今の薬の送付先についての規制では、たしか自宅に対しては一定の範囲で認めら

れるけども、デイサービスは自宅じゃないから、幾らそこで一日の大半を過ごしていて

もだめだという解釈なのですね、だから、それはそういうのを自宅並みに認めてもらえ

ばいいという規制緩和を求めるということですね。これは規制改革会議でも同じような

問題があり、例えば学校にいる子供に対して、長い時間を過ごす場所であるにもかかわ

らず、なぜできないのかという問題がありますが、ほかにも共通している規制だと思い

ます。 

  ほかにいかがでしょうか。 

○委員 先ほど、デイサービスの多様なサービスの提供ですけど、ちょっと細かいようで

すけど、この薬の受け渡しを行うのは薬剤師さんが来てくれるということですよね。 

○東京都介護保険課長 そういうことです。 
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○委員 ということは、ここに来ている利用者さんが１０人いたら、どこの薬局か、みん

な違うと思いますが、それはどうやるかという方法論になってしまいますけど、薬剤師

さんがそれぞれの利用者さんの薬を集めてきて渡すというような仕組みをここでおっし

ゃっているのでしょうか。 

○東京都介護保険課長 そういうことではなくて、個別的な対応というふうに考えていて、

例えば居宅療養管理指導の薬剤師の派遣については、居宅には行けるのですが、デイに

は行けないことになっていまして、だけど、独居で、なかなか薬について説明されても

よくわかりません、取りにも行けませんという方がデイサービスに来て、そこで受け渡

しができれば、例えばデイの職員も一緒に話を聞いてもらって、日々のお声かけもして

いただけるだろうし、本人が理解できなくても、うまく薬の管理とか、あと食事の状況

も昼を見ながら、これがどういう影響が出るのかなど、そういったものがわかる、薬剤

師さんとしても、その観察ができるという利点があるのかなというところで、今回、平

成３１年度モデルの候補としてご提示したところです。 

○委員 理解しました。それぞれの利用者さんの薬剤師さんがデイに出張して来てくれて

いる。渡してくれる。場所がそこになったということですよね。先ほど、会長がおっし

ゃっていたように、場所が自宅とみなされたという話。 

○会長 それがみなされるように規制緩和を求めていくということは当然ですが、担当省

が認めないので、まだ実現できていません。 

○委員 わかりました。理解しました。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。 

○委員 ＩＣＴデバイスやロボット活用による柔軟なサービスの提供というのがあって、

もともと選択的介護は利用者やその家族にとって資するものだよね。一体、このＩＣＴ

デバイスやロボットの活用というのは、どういう部分がその利用者や家族に資するのか。

事業者にとってはいいかもしれないけど、それが１点。 

  それともう一つは、そのデイサービスの事業所の場所において、薬の関係というのは、

デイサービス事業者自身からの、本当にそこからの提案というか、希望で出ているので

すか。 

○東京都介護保険課長 １点目のＩＣＴデバイスを活用というところですけども、これは

事業所さんなんかにヒアリングしていく中で、例えば夜間の訪問について、定期的にラ

ウンドすると、別に来なくてもいいタイミングの訪問となってしまい、家族や利用者さ

んにとっては、不要に起こされるなどの負担がかかっていると。それをＩＣＴデバイス

を活用することによって、必要なときに必要なタイミングで訪問することができないか

というようなお話を幾つか聞いたところがございます。そういう意味で、家族の負担、

ご利用者さんのプラスアルファになるのかなというようなところの提案でございます。 

  あと、デイサービスでお薬という部分については、そういったところができればいい

なというお話を聞いたというようなところで、今回、提案させていただいてございます。 
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○委員 はい。今の両方ともについてどうかと思いますが、正直言って。ロボットとか、

そういうのはわかるが、今の例を挙げられたのは、サービスマネジメントができてない

ということですよ、そもそもが。例えば定期巡回なんかでも、その問題が起きるとした

ら、それはサービスマネジメントとかサービスモデルが下手だからそうなっているだけ

で、それをそのＩＣＴとか、こういうものを活用してというのは、はっきり言うと邪道

というか。むしろ介護ロボットと言い方をするから変なので、やっぱり人工知能である

とか、その他もろもろの部分というのは、むしろ本命だと思うが。例えば福祉用具とい

う定義に入るのかは別にして、認知症の方々とか、そういう方に対して対応するような

ロボットって、こういう動くロボットではないけど、いろいろだっこできるやつや、そ

の他もろもろぬいぐるみみたいな物とか、そういったものはすごく意味がある。ただ、

あれを介護保険でサービスとしてやるなんていうことはできない。だから、この説明ぶ

りだと、事業者の不十分な部分というものを、これで補うみたいな形でしかとれないの

ね。だから、そこら辺もう少し工夫しなければいけないと思います。 

○会長 例えば定期的に夜間巡回であっても、おむつが濡れているか濡れていないかとい

う情報は、事業者にとって役に立つけど、本人にとってもそれはより必要なわけですよ

ね。あるときは、定期巡回より先に尿が出る場合もあるし、あるいは出ない場合もある

し、その情報が事業者にわかれば、行くことは行くが、他と順番を入れ変えるなど、そ

ういうのはお互いにとってメリットですよね。 

○委員 ただ、なぜそういうことを言うかというと、やはり定期巡回の実際のものを見て

いると、今までの従来型の積み上げ方式みたいな形でやっていて、昼間のときにどうい

う対応するかとか、せっかく看護師がいて、モニタリングというのはかなりできるのに、

それにもかかわらず、それが下手だから、無用に夜中に心配で高齢者がもう１５分ごと

にかけてくることがしばしばあります。だから、その手前の部分もちゃんとやらないと

いけないよというのは、先生のおっしゃっている部分はもちろんよくわかりますので。 

○会長 はい、ありがとうございました。 

  ほかにいかがでしょうか。 

  この３１年度はかなりハードコアで、なかなか厚労省もうんと言ってくれないものも

あるかと思いますが、特に指名制とか価格弾力化も入っております。 

○委員 繁忙期に高くするというのであれば、暇なときに安くするというのはある。 

○会長 もちろんそれは平均的には値上げではないのです。それは事業者がもうけるため

のものではなく、あくまでもピーク時の利用をならすための混雑料金の制度だというこ

とです。 

○委員 細かいことですけど、４から５、６、それから９ですか。この今使っている資料

ですね。デイサービスのところですけれども、途中まではいろいろな物販を認めていく

というふうに書かれていて、最後のところは、途中まで商品提供とかありますよね。何

をイメージされているのかなと思いながら、この物販とか商品提供を示していたのかな



- 16 - 

といって、具体的な草案になると、先ほどの、これは限定列挙というわけでもないと思

いますけれども、非常にニーズの高い薬とか栄養指導とかを大体イメージしているよと

いうことですけれども、その前にあった商品提案とか物販とかいうのは、これは、別に

今回の３１年のトライの対象とは考えていないという理解でいいのかなということを確

認したいなと思います。あるいは、それをもしイメージしているなら、何の物販であり、

何の商品提供なのかなというのが、何をイメージされているのかを教えてもらいたいと

思います。 

○東京都介護保険課長 ９ページをごらんください。真ん中がデイサービスにおける多様

なサービスの提供でございまして、１ポツ目が物販等の今まで検討してきたものについ

て、多様なデイサービス等を組み合わせて実施するというものを考えているということ

でございます。 

  さらに、３ページをごらんいただきますと、２９年度のときに、この内容については、

事業者からヒアリングを受けて、提案を受けてございます。５番のところでございます。

デイサービスの中で買い物支援を実施したり、健康関連グッズの販売、あと弁当販売、

これはかなり多くの事業者さんからご提案がございました。あと、コインランドリーサ

ービスということで、デイに来て、洗濯物を持ってきて、帰りに洗ったきれいなものを

持って帰ると、そんなことができないかというご提案があったところでございます。 

○委員 何かあんまり心配しなくてもいいと思いますが。何か特殊な購買会を始めてしま

ったり、宝石を売り始めるとか、そういうことはイメージされているわけじゃなくて、

こういう、どう見てもニーズが高いねというものをイメージしているということですね。 

○会長 ただ、これも非常にグレーゾーンで、その業者は、例えばコインランドリーをつ

けたら、それは介護報酬以外の収入源と見なされないだろうかと心配するのです。だか

ら、そういうのは明確にするということが大事だと思います。 

○委員 いずれにしろ、老健健康増進事業でデイサービスの事業所の調査をしている。こ

れは保険外サービスで、デイサービスなのに泊まりというのも変な話だけど、これはお

金もうけとかではなくて、本当に必要に迫られてみたいなのがありまして、それで行っ

ているところもあるし、あと延長というか、おひとり暮らしだと５時ごろに帰ってもし

ようがない。それで自分で楽しみを見つけなさいという人も、考え方もあるかもしれな

いけど、それでお風呂に早く入っちゃって、ご飯食べて、家に帰ったら、お風呂ももう

一回入りたいとか、そういうのがあって、もうちょっと延長してみたいなのもあったり

して、比較的時間帯をすごく可動的には厚生省もされているとは思うが、だけど、やっ

ぱりデイサービスというのは、全体的なボリュームは大きいものですから、この部分は、

非常に重要で、豊島区がこういうふうにされるのはいいことだと思う。ぜひ、その報告

をごらんになると、例えば洗濯とか、あと夜、弁当というか、ご飯を食べたり、自宅で

とか、その他もろもろ、ホームヘルプサービスが中心じゃなくなっているから、デイサ

ービス中心主義に日本はなっている、あと、コンビニより１万カ所少ないぐらいの数に
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なっているから、かなりこれは重要なところなので、まさに介護保険、選択的介護の部

分で取り組むところはかなりあるので、それは少しヒントになると思います、その報告

書。あと、健康寿命の関係のもあるし、だから、ぜひそれをちょっと事務局のほうでご

覧になるといいと思います。 

  以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 先ほどのところに戻ってなんですけど、満足度と対価、自立阻害、ケアの質の向

上、有用性というようなドメインというか、領域が出されていましたけど、これ自身は、

このサービスが有用かどうかというのを調べるための評価ですよね。なので、まず有用

性というのは、リダンダントだと考えます。例えば必要なのは、やっぱりニーズのとこ

ろで、どれぐらいに、そういうのが抜けている理由が多分あると思って、それは、この

評価自体がサービスを受けた人に聞くという前提で考えているからだと思います。例え

ば評価って、そもそも論の評価で考えると、これがいいか悪いかと考えたときには、使

っている人と使っていない人の比較をするか、それは検討してみたのかどうか。これは

検討して、そうじゃなくて、使ってみないとわからないので、使った人から聞きましょ

うね。そういうふうにして、そこのところの検討をまずしたらどうかと思いました。 

  それから、抜けているところのもう一つは、ケアマネさんに聞きます、利用者に聞き

ます、家族に聞きます、その三つありますが、もう一つは、使ってないほかの人に聞く

というところが軸として抜けていますね。僕は前から申し上げているように、いいサー

ビスはあるけど、買えない人がいると、その影響もあるということで、それは調べるべ

きだと言っていたのですが、そのところが抜けているんですよ。だから、何かその前提

が、利用者に聞きます、あるいは利用したケアマネに聞きますという前提でやっている

ので、少し足りないところがあると思うので、そういう整理をなされたらどうかと思い

ました。 

○会長 今おっしゃったのは、利用しなかった人のうち、使いたくないから使わなかった

人と、使いたいけども、いろいろな所得、制約があるから使わなかったということをき

ちっと見るということですか。 

○委員 そうですね。 

○会長 わかりました。それはサンプルセレクションバイアスの問題で、非常に大事な点

だと思います。 

○委員 今の話に少し関連して、念のために、確認したい。このアンケートって、三つに

ばらして匿名でやって、返ってきたときに、どれとどれとどれがマッチングって、同じ

人のグループということができるようにするんですよね。誰と誰が家族だか、誰と誰の

ケアマネがということがわからないような形でまぜちゃうわけじゃなくて、そこはちゃ

んと通して評価できるようにするんですよね。一応、そこだけ確認をお願いします。 

○介護保険特命担当課長 はい、そのようにさせていただきます。 
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○委員 初めにサービスの部分で、先ほど薬剤師と管理栄養士のサービスの提供の案が出

ていたのですが、それ以外のことについても検討するというのはどうかと。今まで意見

が上がったから、それをということだったが、例えば歯科衛生士であるとか、ほかの指

導というようなものがもしかするとニーズがあるのかなと思いましたので、そちらもご

検討いただければと。必要ないかもしれませんけれども、ニーズがあるかもしれません

ので、ご検討いただきたいというのがございます。 

  あとは、調査については既に先生方に言っていただいたのですが、ご家族と、またご

本人が結びついていないとわからないというのと、あと、この調査票を見ますと、調査

票自体には、例えば男性か女性かとか、年代とか、そういったものが入っていなかった

んです。そういった情報を入れていただきたいというのと、あと、以前の調査で経済状

況が入っていなくて、それは入れたほうがよかったというのがあったのですが、そちら

も入っていないので、暮らし向きであるとか、そちらを入れていただけたらと思います。 

  あと、比較するときに、ちょっとこれは困ったなと思ったのが、ちょっと細かいです

けれども、ご本人の問４、満足度の設問は「満足している」「どちらともいえない」

「特に満足はしていない」なんですけれども、ご家族の設問のほうだと、ちょっと違う。

ご家族のアンケートの問２だと、選択肢が「大変満足している」「かなり満足してい

る」「多少は満足している」「余り満足していない」「全く満足していない」というこ

とで、こう三つに分けるときも変わってしまうので、少なくとも３は「どちらともいえ

ない」にしていただいて、ご家族の部分とご本人のものが比較できるような形に、ほか

のところではちょっと気がつかなかったが、満足のところでちょっと気になりましたの

で、こちら比較できるような形にしていただければと思います。お願いします。 

  あと、もう一点、今後、介護労働者が不足するということも言われているので、そう

いった視点も入れて、こういったアンケートをつくってくださったと思うのですが、例

えば新しいサービスを提供することで、労働者のほうが負担に思って満足度が下がると

か、就業意欲が下がるといったことがあるのか、例えば逆にいろいろなサービスが提供

できることでやりがいが上がるというようなこともあるかもしれないので、サンプル数

は少ないかもしれないですけど、そういった視点も少し入れていただけると参考になる

かなと思いますのでお願いします。 

○会長 そうですね。今、委員がおっしゃった点でとても大事なのは、いろんなサービス

を提供すると労働者が負担に思うと。しかし、それは同時に、それによって収入がふえ

る可能性もあるわけですよね。だから、全く収入がふえなくて負担がふえるのだと、そ

れが評価につながって収入がふえるか、その辺の前提条件を明確にしないと何か非常に

混乱してしまうかもしれません。 

  それから、経済状況というのは、アンケートで一番困るので、回答者に拒否されてし

まう可能性があるので、もうちょっと曖昧にいいとか悪いとかというような表現ですか。

先ほど、年金生活者かどうかというのがありますが、厚生年金だと年金生活者もピンか
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らキリまであって、収入が年金かどうかというのもあってもいいと思うのですが、全体

的には、やっぱり年金でたくさんもらっている人、年金は少ないけど、金融資産の収入

が多い人とか、いろいろ高齢者の場合は多様だと思います。何かその収入の聞き方とい

うのは、ちょっとほかの統計と合わせて、なるべく答える人の負担にならないような形

で何か考えるというのが大事かなと思います。いかがでしょうか。 

○委員 資料の４の４ページで、デイサービスの送迎用の車両の有効活用という項目があ

るのですが、これはこれで必要かなとは思っておりますけど、実は、たまたまオレンジ

カフェをやっている関係で、そのお客さんの中で送迎をやっている人がいるのですが、

朝と晩の送迎はやるけど、日中の仕事はないということで、ある意味では、非常に困っ

ているんです。ですから、そのサービスを提供する側のほうの、ある意味では、収入増

加の部分との関係になるかと思いますが、単に送迎だけで規制されるのではなくて、途

中で買い物もできるとか、そういうふうになるのは、いいのではないかなと思っており

ます。 

○会長 ありがとうございました。 

  今の点も、こういうデイケアの送迎というのは、事実上、職員の人がついでにやると

いう形態が多いと聞いているのですが、それだけやるという方もおられるかもしれない

ですが。ただ、この送迎というのは、普通の一種免許でできるわけですが、昼間もそれ

以外のことをやるとなると、どんな仕事なのか、二種免許が要るのではないかというこ

ともあって、その辺の問題もどうなのでしょうか。この車両の有効活用というのは、ど

こかタクシー会社に貸すというイメージですよね。 

○東京都介護保険課長 パターンとしては、例えば今、デイサービスでは、「事業所と居

宅間」の送迎に限っては、道路運送法が適用されない自家用輸送という定義づけがされ

ており、それ以外の送迎を有償で行う場合は道路運送法の許す又は登録が必要となって

いるので、例えばそのデイで、今雇用されている運転手さんが昼間、その方を病院まで

送迎したり、そういった形ができないかということが一つ。もう一つは、会長がおっし

ゃったように福祉車両をタクシー会社さんに貸し出しして、地域交通事業に活用しても

らい、そのレンタル料みたいなものをデイがもらうというような仕組みも考えられない

かなど。いろいろ福祉車両があるので、活用する方法はあるのかなという。どれを実施

するかによって、その規制が変わってくるというようなところだと思います。 

○会長 ただ、後者の場合、ナンバーの色は問題になりませんか。タクシーのナンバーと

また違うのではないか、自家用とは。 

○東京都介護保険課長 そこも含めて、道路交通法を乗り越えていくということになる。 

○会長 それを含めて、そうですね。わかりました。 

ほかにいかがでしょうか。 

○委員 今の部分で教えていただきたいのですが、デイサービスの送迎における途中下

車・立ち寄りの部分です。これで想定しているのは、一人の送迎の場合を想定されてい
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るでしょうか。一般にデイサービスの送迎って、利用される方のお宅を何人か回って、

そして迎えにいって、事業所のほうにお連れする。帰りも、またしかりですけれども、

この点はいかがでしょうか。 

○東京都介護保険課長 一人ということではなくて、通常のルートの中で、途中でおりて

もらうというようなことを考えています。 

○委員 下車の場合はそれでよろしいんですが、立ち寄りといったこともございます。そ

うすると、ほかに利用者も乗っていらっしゃる。立ち寄りといった場合、その方、ちょ

っと待っていてねということで、この立ち寄りということは考えられるんでしょうか。 

○東京都介護保険課長 例えば途中で、スーパーでおりてもらって、ほかの人を送迎して、

さらに買い物が終わったころに寄って、またピックアップするということもできるのか

なと。その辺の運用の部分については、これから詳細を提案してきた事業所さんと、も

し実施するということであれば、考えていかなきゃいけない部分かなというふうに思っ

ています。今、何か懸念点があれば、ぜひ言っていただけると、今後の検討に役に立つ

かなと思っています。 

○委員 非常に悩ましいところだと思いますけれども、どうぞよろしくご検討いただけれ

ばと思いますが、現実問題として、まれに見かけるのですが、私、恥ずかしながら運転

免許を持ってないので、車のことが全然わからないですけど、小さい車がありますよね。

軽自動車ですか。そこにデイの名前が入っていて、一人の職員が一人の利用者をという

のを見かけたことがまれにございます。ああいうものでもない限り、これは成り立たな

いのかなというふうに思いました。 

  一方で、ご承知だと思いますけれども、例えばこれとはまた別な事業ですけれども、

小規模多機能なんかは比較的、この手のことは自由にやっているのが現状かなというふ

うな気がいたします。 

  以上でございます。 

○会長 おっしゃるように、大規模なところと小規模多機能では、全然ニーズがまた違う

と思いますし、またいろんな可能性を考えてみたいと思います。 

  あるいは今おっしゃった点ですが、１台がぐるぐる回ってくるのではなくて、複数の

デイサービス事業者が協調して、バスみたいに時間割りをつくって、一旦スーパーでお

りて、別のデイサービスの車で帰れるようなことがあると、ますますバスに近づくので

すが。そうなると、また問題が起こるかもしれませんが、何も共同利用みたいなことも

当然あり得ますよね。特に小さなデイサービスだと一つの車両を効率的に使うような、

２カ所のデイサービスを回って、それぞれの自宅に行けば、２台というところが、一つ

で済むわけですし、そういう多様な使い方が可能かどうかも含めて、この問題を考える

ということだと思います。 

○委員 全然違うことだが、選択的介護のご案内のパンフレットの中で、介護保険ででき

ないことと、介護保険でできることで、わかりやすくていいとは思うが、介護保険でで
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きないこととして書いてあるところで、例えば電球の交換とあるじゃない。電球の交換

は、自治体によって違うかもしれないけど、可能な範囲と可能じゃない範囲があります

よね。だから、パンフレットを直さなきゃいけないということではないが、丁寧に説明

されるなり、ケアマネジャーにかかわっている人は平気だと思いますが、それは考えら

れたほうがいいと思う。 

○会長 はい。 

  さっき聞こうと思ったのですが、ペットの世話というときに、猫なら簡単ですが、犬

だと散歩に行かなきゃいけないですね。それも含むという考え方ですか。 

○介護保険特命担当課長 それは、事業者と利用者の方でどういった種類のペットをどこ

まで面倒を見るのかというお話し合いをしていただいて、事業者側もできること、でき

ないことがありますので、その話し合いで決めるということになります。 

○会長 わかりました。だから、必ずしも屋内だけではなくて、ちょっと広い範囲の考え

方ということですね。 

  ほかに、もうございませんか。 

○委員 ヘルパーがそこらあたりまで、利用者さんと１周してきましょうと。家にわんち

ゃんを一人置いておくと寂しがるから一緒についてきましたみたいなのはいいのか。 

○会長 要介護者と一緒に散歩させるとなるとヘルパーの手間がかなりかかりそうですね。 

○委員 高齢者は、わんちゃんとか、猫が好きだから、その人工のロボットみたいなのも

いいけど、例えば本当に高齢者の方、要介護度が３とか、そういうのは無理だけど、結

構、犬の散歩には出かけるんですよ。それでつまずいたら困るんですけどね。 

それで、ヘルパーの人たちが一緒についてくる。だけど、そのとき、「いや、犬と一緒

はだめです」というのはかわいそうだよということだよね。やっぱり、いろいろ細かい

ことを決められているけれど、利用者本位で、ある種の本来、良識観とか、そういうも

ので本来やるべきだけど、これで細かくいろんなことをしちゃったのが、そもそもは問

題ではある。 

○会長 ありがとうございました。 

  それでは、本日の意見を踏まえて、事務局には新たなモデル事業候補について、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議論を進めていくようにしたい

と存じます。 

  じゃあ、スケジュール等について、事務局からお願いいたします。 

○介護保険特命担当課長 本日も活発にご議論いただきまして、ありがとうございます。 

  本日いただきましたご意見を踏まえまして、３１年度モデル事業の整理を進めてまい

りたいと存じます。 

  また、次第にも記載をさせていただいているんですが、第７回の会議を１１月下旬か

ら１２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、一般傍聴者の皆様には、広報としまと区の
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ホームページで周知をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

  これで第６回の選択的介護モデルに関する有識者会議を閉会したいと思います。あり

がとうございました。 

（午後８時１６分閉会） 

 


