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会  議  記  録 

会 議 名 称 杉並区介護保険運営協議会（平成２９年度第３回） 

日       時 平成２９年１０月３１日（火）１４時００分～１６時０３分 

場       所 杉並区役所中棟５階 第３・４委員会室 

出   

席   

者 

委員名 

古谷野会長、阿部委員、喜多委員、林委員、山崎委員、吉藤委員、小林（英）

委員、山田委員、奥田委員、成瀬委員、甲田委員、田嶋委員、小林（義）委

員、堀向委員、森安委員、根本委員、本郷委員、稲場委員 

区  側 

高齢者担当部長、保健福祉部管理課長、障害者施策課長、高齢者施策課長、

高齢者施設整備担当課長、高齢者在宅支援課長、地域包括ケア推進担当課長、

介護保険課長、地域保健・医療連携担当課長、保健サービス課長 

事務局 高齢者施策課 貴山、白川、芳賀 

傍 聴 者 数 ８名 

配  

付  

資  

料  

等 

 １ 杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案） 

２ 地域密着型サービス事業所の開設について 

３ 地域密着型サービス事業所の新規指定（区内）について 

４ 地域密着型サービス事業所の法人変更に伴う指定（区内）について 

５ 地域密着型サービス事業所の廃止（区内）について 

６ 地域密着型サービス事業所の指定（区外）について 

７ 平成 29年度在宅医療地域ケア会議 実施結果（第１回目）、開催一覧（第

２回目、第３回目） 

８ 机上配布 刑事施設等に収容されている者に対する介護保険料の減免

について 

参考資料 生活支援体制整備通信「杉並ぐるる」 第５号 

参考資料 在宅医療地域ケア会議通信 第 11号 

参考資料 机上配布 平成 29年度版すぎなみの介護保険 

参考資料 机上配布 委員・幹事名簿 

会議次第 

 

 

 

 

 

１ 高齢者担当部長あいさつ 

２ 平成 29年度第２回運営協議会会議録の内容確認について 

３ 議題 

 （１）杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）につい

て 

 （２）地域密着型サービス事業所の開設について 

４ 報告事項 

 （１） 区内の地域密着型サービス事業所の指定等につい 

 （２） 区外の地域密着型サービス事業所の指定等について 

 （３） 平成 29 年度在宅医療地域ケア会議実施結果（第１回目）と開催

予定（第２回目、第３回目）について 

 （４） 刑事施設等に収容されている者に対する介護保険料の減免につい

て 

５ その他 

会議の結果 １ 杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）について 

（了承） 
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２ 地域密着型サービス事業所の開設について （了承） 

３ 地域密着型サービス事業所の開設について （了承） 

４ 区内の地域密着型サービス事業所の指定等について （報告） 

５ 区外の地域密着型サービス事業所の指定等について （報告） 

６ 平成 29年度在宅医療地域ケア会議実施結果（第１回目）と開催予定（第

２回目、第３回目）について （報告） 

７ 刑事施設等に収容されている者に対する介護保険料の減免について 

（了承） 

高齢者施策課

長 

 皆様、こんにちは。定刻になりましたので、平成 29 年度第３回介護保険

運営協議会を始めさせていただきます。 

 本日は、藤林委員、北垣委員の２名の方からご欠席のご連絡をいただいて

おります。区の職員ですが、障害者施策課長が所用のため途中で退席させて

いただきます。 

 初めに、高齢者担当部長よりご挨拶申し上げます。 

高齢者担当部

長 

 皆さん、こんにちは。 

 今日は 10月の最終日で、今日までがクールビズの期間ということですが、

10 月に入って寒い日が続いていましたので何となくクールビズというのも

ピンとこないような季節であります。風邪やインフルエンザがはやりだした

というお話もありますので、皆さんもぜひ十分ご注意をいただければと思い

ます。 

 10月も終わるところですけれども、先月は敬老の日を含めた敬老月間とい

うことでした。杉並区でも毎年恒例となっております敬老会を杉並公会堂で

開催しまして、高齢者の方にも好評の日フィルをお呼びして楽しんでいただ

きました。 

 また、出張で同行させていただいたのですが、先週末には杉並区のいきい

きクラブ連合会のグラウンドゴルフ大会がありまして、友好交流を結んでい

る東吾妻町と毎年行ったり来たりして開催しているのですが、今年は東吾妻

町での開催ということで同行してまいりました。皆さん 80 代の会員の方が

中心でしたけれども、非常にお元気で楽しく交流ができたと思います。 

 先日、新聞を見ていましたら、「百寿の秘訣は『食べること』」、というこ

とで、副題が「きっちり３食おやつも楽しむ」という大きな記事が載ってい

ました。百寿というのは 100歳以上の方ですね。 

 私は今回のグラウンドゴルフ大会で１泊同行しましたけれども、老人クラ

ブの方々は、お昼も夜もその次の日も非常にたくさんお召し上がりになって

適度に体を動かしていらっしゃいました。これがやはり介護予防の１番の秘

訣ではないかと感じました。 

 本日は、実は重たい議題が結構ありまして、第７期の介護保険事業計画の

案をようやくお示しできるところでございます。あとでお話があると思いま

すけれども、今回の計画の方向性は「地域包括ケアシステムの深化・推進」

というものが１つ。それからもう１つとして「持続可能な介護保険事業運営

を目指して」という大きな２本柱を骨格としております。まだ時期的に不十

分な部分もあって一部お示しできないところもありますけれども、さまざま

な意見をいただければと思ってございます。 

 このほかにいくつか報告もございます。前回からの持ち越しのものもござ

いますので、皆さんからさまざまなご意見をいただいて、議論していただけ

ればと思います。会長には毎回進行でご苦労をおかけしますけれども、どう

ぞよろしくお願いいたします。 
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高齢者施策課

長 

 それでは、これ以降は会長に議事進行をお願いしたいと思います。会長、

よろしくお願いします。 

会長  皆さん、こんにちは。今日は副会長が不在のため１人で孤独なのですがど

うぞよろしくお願いいたします。それでは最初に事務局から資料の確認など

お願いいたします。 

高齢者施策課

長 

 本日の資料は先日郵送でお送りいたしましたが、追加資料３点を席上に置

かせていただきましたので、ご確認をお願いいたします。 

 １点目は資料１、計画案の別紙として「杉並区高齢者保健福祉計画・第７

期杉並区介護保険事業計画案の概要」でございます。計画案には資料１とい

う文言をつけておらず申し訳ありませんでした。 

 ２点目は、資料７－３として「平成 29 年 在宅医療地域ケア会議 開催

一覧（第３回目）」でございます。 

 ３点目は、資料８として「刑事施設等に収容されている者に対する介護保

険料の減免について」でございます。 

 また、以上に伴いまして本日の会議次第の一部を修正いたしましたので併

せて差しかえをお願いいたします。 

 最後に、青い表紙の「すぎなみの介護保険」は後ほど参考にご覧いただけ

ればと思います。以上でございます。 

会長  ちょっと混乱しそうなのですけれどもよろしいでしょうか。 

 それでは、最初に前回記録の内容確認についてです。議事録はすでにご確

認いただいているかと思いますが、何かお気づきのことがおありの方はいら

っしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、前回議事録は承認されたことといたします。 

 それでは、先に進ませていただいて、３の議題（１）介護保険事業計画案

についてです。高齢者施策課長から説明をお願いします。 

高齢者施策課

長 

 ＜資料１に沿って議題（１）「杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保

険事業計画（案）について」について説明＞ 

 以上、概要案で簡単に計画案を説明させていただきました。ご質問、また

ご審議をよろしくお願いいたします。 

会長  膨大な計画を一気に概要版で説明していただいたのですが、ご質問、ご意

見のある方はいらっしゃいますか。 

委員  右下の表の「介護予防・生活支援サービス事業見込み」なのですけれども、

自立支援訪問事業などはサービス見込みが意外と少ないのではないかと思

ったのですけれども、介護予防と自立支援の関係というか方向づけがよくわ

からないのですが、その辺の見通しをどのように考えたのか教えていただき

たいのですが。 

介護保険課長  介護予防訪問事業、介護予防通所事業は、現在行っている現行相当の事業

をそのまま移行したものでございますけれども、第７期におきましては自立

支援の事業である緩和型サービスが大きく増えていくということは見込ん

でございません。そのあたりは、第７期の３年間の中で次期に向けてどのよ

うな方向を得ようか考えていきたいということでございます。 

委員  あまり見込みはないということですね。 

介護保険課長  推計の根拠としましては、平成 28 年度から総合事業が始まってまだ１年

でございますので、要支援によく似た要介護１の方の状況等を考慮いたしま

して、伸び率を見たところでございます。昨年度と今年度途中までの実績の

伸び率で見たところで、このような推計となってございます。 
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委員  わかりました。 

会長  新しく始まった事業なので今後伸びていくことは期待できるけれども、た

だ急に伸びるということは当面考えにくいという、そういうことでよろしい

ですか。 

高齢者施策課

長 

 補足させていただきます。計画案本体の 52 ページをご覧ください。先ほ

ど介護保険課長が申し上げましたように平成28年度から開始いたしまして、

まだ１年間の実績のみの状況でございます。 

 それから、下の真ん中のところに「事業所数及び利用実績」とありますけ

れども、介護予防訪問事業、介護予防通所事業は現行相当、今では従前相当

と言いますが、そちらの事業者数が多いです。緩和された基準による、自立

支援訪問事業と自立支援通所事業については、提供してくださる事業所数が

少ないというところもございまして、利用実績があまり伸びておりません。 

 そういったこともございまして、平成 30 年度以降も緩和された基準によ

る自立支援、訪問事業、自立支援通所事業については伸びていくということ

は想定していない、見込みは少ないという状況でございます。 

会長  よろしいでしょうか。 

 ほかにどうぞ。 

委員  その点に関連してなのですけれども、私は現行相当サービスというのはし

っかり充実することが重要だと議会でも質問しているのですけれども、事業

者の移行の状況というのはどういうふうになっているのですか。国の制度設

計でいうと、この基準緩和サービスというのをかなり推進するような動きが

見られるのですけれども、区としてはそういうものではなくて、現行相当の

ほうがいいというふうに事業者としてもそういう方向で動いていると理解

していいのかどうか。 

介護保険課長  現行相当のほうがいいということではなくて、今回、平成 28 年度から総

合事業を導入したときに利用者、事業者の混乱等がないように、サービスの

質を落とさないように、円滑な移行をまず心がけたというところで、今は現

行相当が中心になっているというところでございます。 

 今後、その緩和されたサービスにどのように移行させていくかというとこ

ろは、第７期の中で考えていきたいというところでございます。事業者の移

行というのは、現実に移行しているところはこの実績のとおりでございま

す。 

会長  いかがでしょうか。 

委員  早い話が、人件費と比べて国のほうでは処遇改善ということで、職員の報

酬を上げるというように進んでいますが、介護報酬自体は下げられていて相

反する動きがありますので、その中で杉並区の独自のサービスですから、そ

れはそれで区の予算のほうが大変かなというところで、なかなか事業として

やりたいという気持ちとそのものが合致しないというのが現実です。 

会長  ずいぶん苦しい答え方をされたようにも思うのですが。 

委員  実際苦しいのです。 

会長  ケアマネジャーのほうとしてはどうですか。 

委員  ケアマネジャーとしては、特に利用者の方があまり変わらないのです。利

用状況などは大変だろうなというぐらいでしょうか。 
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会長  ほかにありましたらどうぞ。 

委員  介護予防の事業所というのは、予防と自立支援というのは全く分かれてい

るわけですか。この間、介護予防を利用していたのだけれども、同じ事業所

で自立支援になったということで、どこが違うのと言ったら介護予防であれ

ば何回行っても同じ金額で、自立支援だったら１回行ったら１回支払うとい

うことを同じ事業所でやっているので、この介護予防通所事業所の事業所数

ははっきり分かれているのか、自立支援通所事業も一緒に含まれてやってい

るのか、その辺がよくわからないのですが。 

会長  介護保険課長お願いします。 

介護保険課長  介護予防の事業を行っていたところが、自立支援の指定も受けて行うよう

になったということで、同じ事業所と考えていただければいいかと思います

が。 

会長  ほかにどうぞ。 

委員  私の事業所の場合は、お客様にたまたま軽度の方がいらっしゃるので申請

はしていますけれども、介護予防相当だけをやっているというころも結構あ

るかなと思います。 

 最近ですと介護予防も撤退するというところもありますので、先ほど言い

ましたとおり軽度のほうは１回いくらという感じになるのですけれども、か

といって介護予防のほうが報酬はいいので、そうすると１回キャンセルにな

ると報酬が低いところに１回キャンセルになので、運営する側としては実際

大変なわけです。 

会長  よろしいですか。同じ事業者が両方をやっていたりするので、利用してい

る側からするとすごくわかりにくい、ということはあるだろうということで

すね。その辺うまく整理して、あるいは説明したりする必要があるかもしれ

ませんね。 

委員  この中に報酬を比べたものがあるともっとわかりやすいと思います。 

会長  確かにそうですね。 

介護保険課長  整理というのは、この計画の中で整理をしたほうが良いということでしょ

うか。 

会長  というよりも、そもそもこの制度が今のような形で並行して進んでいるこ

とが、区民にとってわかりにくいということがあるので、この計画とは離れ

たところで今後、説明、広報ということをやっていったほうが良いのではな

いでしょうかということを申し上げました。 

介護保険課長  区民や利用者向けに、わかりやすくご説明してまいります。ガイドブック

等には掲載しておりますけれども、もう少し目につくところにわかりやすく

周知を図っていきます。 

会長  ほかにいかがでしょうか。 

委員  計画本体の 33ページのところに保険者機能の強化というところで、「指定

権限の委譲・拡大」と書いてありまして、今回は居宅介護支援事業者の指定

権限がおりてくる。そしてずっと読んでいくと、かなりいろいろできますと

いうことが書いてあるのですが、実際にどの程度できることになるのか。ま

た、その指定権限というのは都道府県に留保されている部分が他にもあるの
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かどうか。それと指定権限がおりてくるのはいいけれども、金目のほうは一

体どうなってくるのかというところも少し聞かせていただきたいというの

が１点です。 

 それから細かくなりますけれども、77ページの下の表でにある３つの事業

で、特に「足腰げんき教室」というのは非常に人気があると聞いているので

すけれども、申し込みをしてもなかなか当たらないというようなことがある

ので、これがずっとこのまま現状維持でいくのかなと。ご要望があるのなら

ばこういったところで生かしていければ先ほど健康寿命のお話もありまし

たけれども、そういうところも伸びていくだろうし、今のとおりにやろうと

思うから現状維持なのであって、もう少しいろいろな工夫、例えば、スポー

ツ振興財団と連携してみたり、場所の問題もあるでしょうけれども、できれ

ばもうちょっと増やしたほうが良いのではないかと個人的に思っています

が、ひとつ教えていただければと思います。 

保健サービス

課長 

 足腰げんき教室は大変好評いただいて、おっしゃるとおり一部定員オーバ

ーの状況でございます。現在、事業拡大の方法をいろいろ検討しているとこ

ろでございますが、一番ネックになっているのが会場の確保でございまし

て、やはり狭いところでたくさんでやりますと事故につながるということ

で、また、事故につながらないようにスタッフのほうもサポートに入ってお

りますので、なかなか一遍に事業拡大することはできないのですが、例えば、

１つの会場を２回制にできないかとか、あるいはもうちょっと大きなところ

を使えないかとか、いろいろと工夫をしているところでございます。 

介護保険課長  33ページの指定権限の話でございますが、区市町村におりてきている部分

というのが地域密着型サービスの部分でございまして、いわゆる地域に密着

した小規模な事業所のサービスが中心でございます。例えば、デイサービス

ですと 19人以上は東京都、18人だと地域密着で区というところでございま

す。 

 金目のほうのお話ですが、指定権限が委譲されているというところで、来

年度の居宅介護支援事業所の件につきましては金目のところは算定されて

いるはずでございますけれども、そこはよく確認しまして次回に報告したい

と思います。 

会長  よろしいですか。地域密着のデイサービスに関しては前回、積み残しがで

きるというようなことで、かなり指定権限があるところで質の確保をしつつ

あるというふうに考えたら良いと思うのですが、デイサービスなどは供給が

かなり進んでしまって市場が飽和しかかっているところですから、区として

保険者機能を強化して、質の確保に向けていろいろな口出しをしていけるよ

うなことを今後、考えていったほうが良いのだろうというそういう頃合いな

のだろうと思うのですね。 

 ですから今、指定権限の移譲拡大とだけ書いてあるけれども、その意図す

るところは、杉並区としては今後こういうサービスを提供していくのだ、と

いう決意表明のようになってくれるといいなというふうに個人的には思っ

ております。 

 ほかいかがでしょう。 

委員  かなり時間が限られていますので、全体については区議会のほうで伺いた

いのですけれども、まずこの全体のスケジュールがどうなってくるのか。パ

ブコメのタイミングとか、それによってどれほどこれが修正されていくのか

という点です。 

 あと、障害者施策課長が途中で退席するということなので先に聞きたいの

ですけれども、この間、介護保険制度と障害福祉サービスの課題については
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さまざまな形で取り上げられてきたのですが、共生型サービスの取組内容に

ついては、この記載でおしまいなのでしょうか。もう少し具体的にこうなっ

てきますということが加筆されていくのかとか、国の方向性がまだ明確化し

ていないので少し難しい点もあるかと思うのですけれども、その点について

お聞きしたいと思います。 

 もう１点、第６期の介護保険事業計画でもこの障害者施策についてのケア

マナジメントの体制については記載をされていたと思います。第６期におい

てもさまざまな形でこの問題についても改善してほしいという要望が寄せ

られていたと思うのですが、それが第７期になったらどのように改善されて

いくのか。区でできることは限られていると思うのですが、そうしたケアマ

ネジメント体制というものについて、どう体制拡充などをしていくのか、そ

の点をお聞きしたいと思います。 

会長  では障害者施策課長からお願いします。 

障害者施策課

長 

 ２点ございまして、１点が共生型サービスのところになりますけれども、

今、委員がおっしゃたとおり国からの示しがまだ完全ではないので、ここで

書けるのが精いっぱいというところがあります。 

 ただ、それでも来年へ向けた施策と言いますか、国の考え方が出てきまし

たら、それに基づいてもう少し具体化を図れればと思っているところでござ

います。 

 それとマネジメントのところでケアマネジャーについてですけれども、33

ページに少し記載をさせていただきましたが、やはりケアマネジャーの方々

が障害特性を理解するとか、制度理解をしていただくということが１番大事

ですので、その辺りをさらに充実させていくということを記載してございま

す。 

 現状につきましては、障害者の相談支援事業所が 11月現在で 37所になる

のですけれども、その中で既に 24 所が障害者とケアマネジャーの両方の看

板を持っておりますので、さらに他の全ての事業所が持てるようにできたら

という思いはありますが、障害特性として子どものほうを重視している事業

所もありますので、それに近づいて行きたいというのが私どもの考えでござ

います。 

会長  何か関連のご意見はありますか。 

委員  高齢障害者の問題で、障害者の立場から言うと、今、課長がおっしゃった

ような努力ができるかなと思うのですが、そうではなくて介護保険の立場か

ら何か高齢障害者に対してこういうものができるとか、そういう積極的なも

のがいつも聞けないので、それをすごく期待しているのです。片方がすごく

努力していても、介護保険のほうがそれはできないと言ったらそれでおしま

いということでは全然だめなので、そういった両方からの努力の部分でいつ

も聞きたいなと強く願っています。 

会長  いかがでしょうか。 

委員  ケアマネジメントに関しては、障害の方が介護保険の看板を持っていると

いうのもあるのですけれども、ケアマネジャーのほうも、総合支援、障害の

ほうのプランが立てられるように研修を開いたりとかはするのですが、やは

り障害特性と言われると大半のケアマネジャーが「そこがよくわからない」

とか、「障害と高齢者は違う」という意見があります。先日、障害のほうと

介護のほうと事例を通したグループワークのようなものを開いたときに、障
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害の方から「特性、特性と言うけれども同じ人間なのだから高齢者も障害の

人も一緒なんですよね」という一言を聞いたときに、ケアマネジャーから、

そういうふうに思えば障害特性は特別ではなくて高齢者も、高齢者特性では

ないですけれども、そういうものと一緒なのだなという意見が出たのです

ね。そのときには、何か１歩近づいたのかなというのがケアマネジャーたち

の意見ではありました。 

 そういう会を繰り返していくことで、別々でなくて一緒なんですよという

意見が広がっていくと良いのかなと思います。 

 サービスのことに関しては私たちが何かできることではないので、ある資

源をどう使っていくかといったところも、現場レベルで考えていけたらと思

っています。 

会長  いかがですか。 

委員  障害特性に関しては、まさに今おっしゃったように高齢者も障害者も違わ

ないというか、同じ人間なのだからという考え方で良いと思うのですけれど

も、障害者に関してはやはり今まで障害特性に関して障害があるがためにで

きないところの支援をたくさん受けてきていて、それが高齢になってさらに

できなくなってくるとか、困り感が強くなっているというところに対して介

護保険のほうのサービスがどういうふうに見るかということです。 

 だから、65歳になって介護保険に移行したがために、もう今までのサービ

ス量からぐっと減ってしまって困っているという障害者が山のようにいる

わけです。そういうところに対して、杉並区はどういうふうに考えていくか

というところとか、同じ高齢者だから障害者も同じというふうに区切ってし

まうのか、そうなると今までその人たちが暮らしていた生活が維持できなく

なるので、暮らしはさらに厳しくなる。障害者に関しては支える家族が本当

に少ないので、１人になってしまったり身寄りがなかったり、そういう人た

ちが普通の高齢者に比べるといませんので、そういうところの支援もさらに

必要になってくるという現状がたくさんありますので、やはり特別な配慮と

か支援は必要かなというふうには思います。 

会長  そうするとこれは、区にお答えいただくのが良さそうですね。 

障害者施策課

長 

 介護保険に移行したときに、介護保険の利用の原則がありますけれども、

そうは言っても今まで障害サービスを利用してきた方々が、介護保険の利用

はどこまでできるのか。そしてこの部分は横出しとか上乗せして補足してほ

しいというところは、障害者分野のほうで補填というか併用していく形にな

りますので、そこをどういう形で併用できるかというのは、ケアマネジャー

の方々にも理解していただければと思います。ケアマネジャーの方と障害者

の相談支援専門員が連携を図り、情報提供や研修などによって、どちらかが

プッシュするというわけではなくて、お互いが一緒になって、よりよいサー

ビスはどういうものなのかということを常日ごろから検討していただく機

会をつくっていくというのが大事と思っております。 

介護保険課長  介護保険のほうですが、ケアマネ協議会に委託をしてケアマネジャーの研

修を行っておりますけれども、その中で障害についての研修も行っておりま

して、これからも障害者の分野と連携をして取り組んでまいります。 

会長  いかがでしょうか。 

委員  実はこの高齢障害者問題について、私のほうで一昨日ぐらいから調査をさ

せていただいていて、区のほうにもお示しさせていただいたのですが、高齢
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者になっていく障害者、当事者とかその家族の意向というところも調査させ

ていただいたり、介護事業者側の意識調査というのも含めて調査させていた

だいたりしたときに、やはりそこに温度差のようなものをすごく感じていた

ところなのですね。 

 何を求めているかというと、もちろん、お互いを知るというところはとて

も大事だと思うのだけれども、制度で考えてしまうと介護保険事業所と障害

の事業所がお互いを知ることは大事だけれども、そこに当事者や家族がどれ

ぐらい入ってきているのか、というところがどうしても欠けてきてしまうと

ころだと思っていまして、そのニーズ調査の中で一緒に話し合える場所がも

っと欲しいということがあったので、そういう機会を杉並区として設けてい

ただけると良いのではないかなと思っているところです。 

会長  どうぞ。 

障害者施策課

長 

 当事者抜きにして何も語ってはいけないという原理原則がありますので、

やはりそういうサービスをどのように利用するのかというのは、必ず当事者

やご家族の方々を交えることが大原則になると思います。その辺りは今後ま

たしっかりとやっていきたいと思っております。 

会長  この関係で他に何かありますか。 

委員  私どもの事業所では、障害と介護保険の訪問介護と両方、居宅と障害と両

方やっているのですけれども、障害の方は若くから使っている方もいらっし

ゃいますけれども、その方々が年をとってきて介護保険を使うようになった

方も実際にいらっしゃいます。 

 ただ、併用されている方もいらっしゃるのですね。その辺の基準というか、

その辺は使えるから使えるというふうに私どももやっているので、基準はど

こら辺で使えるかというのははっきり言って事業所のほうではわからない

部分があって、お伺いを立てて使っているというところが現状です。 

 逆に言えば、40歳以前に脳卒中になってしまえば障害のほうで使えると思

うのですけれども、40歳を過ぎて発症した場合、それは最初から介護保険に

なりますので、今まで使っていたサービスを知っている方と高齢になって同

じ病気になって障害を持ったときには介護保険しか使えないので、それしか

知らないということです。 

 そう考えると差別ではないのですけれど温度差がというような、後になっ

た方と先になっている方とで違ってくるという部分はありますので、制度的

に介護保険と医療保険とは、出るところも違ってきていますので、その辺で

同じように考えるというのは、なかなか難しいのかなと思います。もっとそ

れを一緒に話し合う場ができないと、この問題がなかなか解決しないかなと

いうのが実際私の意見です。 

会長  ありがとうございました。制度としては別のものとしてあって、それぞれ

の制度でつくられてきた、例えば、給付の水準に差がある場合に、そこを利

用するのは１人の利用者なので、その利用者のところにいかに近づけて、両

方の制度をうまく取り入れて組み立てていくかということで、ケアマネジャ

ーの方や当事者の方を交えたカンファレンスが必要になってくるというこ

とですし、それがうまく回るように区としてプッシュしていくことは必要だ

ということなのでしょう。言うのは簡単ですけれども回すのはすごく大変だ

と思います。 

委員  １点だけ、人数というのがこの間も出されていたと思います。潜在的なも

のかもしれないのですけれども、高齢の障害者がどのくらいいて、規模とし
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てどのくらい必要になっているのかというようなことが、なかなか見えてこ

ないので、そういうものぐらいは、せめて何か資料で出せないのかなという

ふうに思うのですけれども。 

障害者施策課

長 

 それについては、どういう資料をつくっていったらいいか、どういうとこ

ろを抽出していけばいいかというのを含めて、この間もいろいろとお話しい

ただいておりますので、どこまでできるのかということを検討しております

ので、また示すことができしだい、またお示ししたいと思っています。 

会長  １番簡単なのは、三障害それぞれの 65 歳以上の人は何人いるかというの

が最初の出発点ですよね。そのうち、介護が必要なケースがどれくらいいる

のかというのがその次の段階になってきて、次の段階になるとちょっと手間

がかかってくるかもしれないということではないかと思います。ぜひ、正確

な数が本当は必要なところですので、よろしくお願いしたいと思います。他

によろしいでしょうか。 

 それでは先ほどご質問にあった、このあとの計画の話、これは高齢者施策

課長からこの件の審議が終わったら行ってもらう約束になっていたのです

が、ここでお願いします。 

高齢者施策課

長 

 ありがとうございます。この計画案についてでございますが、本日皆様か

らたくさんご意見・ご提案いただきました。可能な限り修正いたしまして、

11月に庁内の意思決定を済ませた後、議会に報告いたします。議会には、こ

の内容でパブリックコメントをしたいという報告になります。 

 パブリックコメント自体は、12月から１カ月間かけて行う予定でございま

す。パブリックコメントのあと、またさらに修正を行いまして、次の介護保

険運営協議会でご審議いただくという流れになります。 

会長  ということだそうです。ですから、１月中旬に次の介護保険運営協議会が

予定されるという段取りになるはずだということです。 

 他にいかがでしょうか。 

委員  私の勉強不足で、今日伺って驚いたのですが、いわゆる健康寿命というの

は、私の知識では男性が 73歳ぐらいだったかと思ったのですけれども、84、

5歳になってとても伸びているなと思ってびっくりしたのですが、何が言い

たいのかというと基本的な考え方の１番先に書いてあるように、2025年には

団塊の世代がこのような状況になるというふうに出ています。ただ、具体的

な数字が全然わかりません。その先の、少なくとも 2025 年ぐらいまでのい

わゆるサービス事業、事業費の見通しを数字で出してもらうと、これから考

える３年間の計画がよりクリアになってくるのかなというふうに思います

ので、なかなか予想は難しいと思うのですけれども、医学の進歩も含めてい

ろいろなふうに世の中が変わってきているので、そこを１つ検討願えればあ

りがたいと思います。 

 それから、ここで１番大事なのは、世間では介護保険制度は本当に今後も

やって行けるのかというふうに言われている中で、２番目の「持続可能な介

護保険事業運営を目指す」というところで、私は運営協議会のメンバーなの

ですけれども、運営協議会の役割という形でこれはどのように捉えていくの

か、というのを教えていただければと思いました。以上です。 

会長  ありがとうございました。それではこれは高齢者施策課長にお願いしま

す。 

高齢者施策課

長 

 2025年の人口推移で、第６期ではある程度こういう形になるだろうという

ものを出しておりましたが、そのあと、いろんな人口推計の出し方がありま

して、厚生労働省が出している「見える化システム」でどこまでできるかと

いうことを、今、調べているところでございますので、今後お出しできるよ
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うでしたらお示ししたいと思っております。 

 もう１つ、持続可能な介護保険の事業運営でございますけれども、こちら

についてはおっしゃるように持続可能かどうかということを、またそれに対

して介護保険運営協議会の役割、そういったところも少し検討させていただ

きたいと思っています。 

会長  67 ページ、68 ページにある数字というのは「未確定」と書いてあります

よね。 

介護保険課長  人口推計で平成３２年までのものは載っておりまして、これに基づいて見

込み量を出しておりますけれども、「未確定」と書いてあるのは実は厚生労

働省の「見える化システム」というシステムを使って推計をしておりまして、

システムがまだ最新のバージョンではないということを聞いております。11

月の中旬に最新のバージョン 4.5というものがダウンロードされる予定で、

それを使った最新情報でこの辺は変わってくる可能性もあるということで

「未確定」とさせていただいております。 

会長  第７期に対してはあるけれども、本当はもう少し先まで知っていたいとい

う希望は当然あるわけですよね。ご質問の中にはそういう意味もあります

か。 

委員  そうです。計画を立てるのに直前までの数字だけではなくてもうちょっと

先を見て直前の３年間の計画を立てるというふうにしたほうが差異が少な

いかなというふうに思って、考え方の１番に 2025 年には団塊の世代はこれ

だけなるのだというふうに謳っているのであればもっとその辺のところを

丁寧にやらないと、ちょっと違ってくるのではないかと思ったのです。 

介護保険課長  さまざまな推計を行っていますので、そこが出せるように、あるいは、人

口の推計だけでよろしいのかというところもありますけれども、そこは検討

させていただいて、しかるべきものを出さなければいけないと思いますの

で、検討させていただければと思います。 

会長  もう１つ、持続可能な介護保険制度を維持する上でという話で、そのため

の介護保険運営協議会のあり方についてということは、これ実は我々委員に

とってはとても重い課題ということなのですよね。 

 部長の方で何か今の時点でお考えはおありでいらっしゃいますか。 

高齢者担当部

長 

 先ほど委員のご指摘をいただきまして、実はこの概要版でも（５）のとこ

ろは、主な取組が書いてございません。これは、それこそこの会自体の問題

なので、さまざまな学識経験者の委員や、区民の代表の委員、そして事業者

団体の委員がいますので、ストレートにお答えにならないかもしれませんけ

れども、平成 12 年にこの介護保険の仕組みができて、いろんな経緯をたど

ってここまできていますけれども、この先は本当に委員がおっしゃるとお

り、維持できるのかどうか、みんなでつくった保険ですからこれをどうやっ

て保険者として維持継続・発展させていくのか、大変大きな課題と思ってい

ます。 

 当然、保険料の問題とかいろいろな課題が出てくると思いますが、保険者

として区が責任を持ってその持続性を検討しなければいけないのですが、運

営協議会の役割とすると、本日も実際のお立場お立場でいろいろなご意見を

いただいていますけれども、やはり忌憚のないご意見をいただいて、その運

営協議会のあり方自体も、あまり重荷にしてしまうと申しわけありませんけ

れども、例えばケア 24 の評価のあり方とか、多角的にご意見をいただき、

役割を果たしていただいて、みんなで考えていきながらしっかり仕組みをつ

くっていかなければいけないと考えております。 

 これから「案」が取れて、計画として公表する年度末までいろいろありま
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すので、これからパブコメの中で、もしかしたら区民の方からも同趣旨の意

見もいただくかもしれませんけれども、我々もそこをしっかり考えていきた

いと思ってございます。 

会長  済みません。突然、振ってしまいまして。先ほど、お話の中に少しあった

かと思うのですが、「持続可能な」という形容がつくと大抵が、いかに安上

がりにするかという議論なのですよね。ところが一方で働いている方の待遇

改善を含めてサービスの質の向上ということも求め続けられていて、この両

者は普通は両立しないところだと思うのですよね。そこを、どう切り抜けて

いくのかというのが、杉並区だけではなくて日本中の介護保険、あるいは高

齢社会への課題ということなのだと思います。 

 なかなか大変ですけれども、ただ、先ほど部長も言われたように、いろい

ろな立場の方が出てこられる機会はあまりないですから、そこを大事にして

いくのがこの協議会の１つの役割なのではないだろうかと思います。 

 ほかにいかがでしょう。 

委員  住まいのことで、28ページに「杉並区居住支援協議会」というのが書いて

あるのですけれども、これはどのような機能をもっているのかということ

と、下の表の「ケア付き住まい（定員）」というのはサ高住と都市型軽費老

人ホームを合わせた数字になっているのですか。それと「都市型経費」の「経」

はこの「経」に変わったのですか。昔は「軽」という字を書いていたような

気がするのですけれども。その２つお願いします。 

高齢者施設整

備担当課長 

 まず、「都市型経費老人ホーム」は私どものミスでございまして、「軽い」

ほうの「軽費」でございますので、修正させていただきます。失礼いたしま

した。 

 居住支援協議会でございますけれども、住宅の確保に配慮が必要な高齢者

や障害者、ひとり暮らしの方など方を対象にして、住まいを確保しようとい

うことで、不動産の団体や、区、有識者などで構成してございます。杉並区

では平成 28 年度に発足いたしまして、居住支援協議会の協力を得ながら、

高齢者等の住まいを確保してまいりたいと考えてございます。 

会長  よろしいですか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 失礼しました。それからもう１点、ケア付き住まいの確保の関係ですけれ

ども、ケア付き住まいについてはサービス付き高齢者向け住宅と都市型軽費

老人ホームを合わせた定員でございまして、現在のところ 101名でございま

す。今後、平成 30年度、31年度、32年度と計画的に増やしていきたいと考

えております。サービス付き高齢者向け住宅につきましては、和田のみどり

の里の住宅を転換するほかに民間事業者の方の協力を得まして整備を進め

ておりますが、なかなか民間事業者の方の整備が進まないというのが実情で

ございます。 

 また、都市型軽費老人ホームは現在、１ヵ所定員 20 名を確保しておりま

すけれども、来年度にもう１ヵ所整備ができるということで、これについて

は事業者が決まっているところでございます。 

会長  よろしいでしょうか。サ高住はたくさんできているようですけれども、例

えば、この 23区内ではなかなかできないというのが実情で、この国道 16号

沿いのあたりですよね。ずっと西のほうへ行くとどんどんできている……。 

委員  杉並区はすごく少ないような気がするのですね。 

会長  要するに地価の問題でしょうか。 
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高齢者施設整

備担当課長 

 おっしゃるとおり杉並区内では整備が進んでいないのが実情でございま

して、認知症の高齢者グループホームについては計画どおり整備が進んでい

る状況がありますけれども、サービス付き高齢者向け住宅は、会長からお話

がありましたように、23区の中でも周辺区、例えば足立区などでは整備が進

んでいるのですけれども、都心区、杉並区もご多分に漏れず土地の確保が非

常に難しいという状況がございまして、進んでいない状況がございます。 

 ただ、特養に入るほどではないけれども生活に不安のある方々を支えてい

くために、ケア付き住まいの確保については今後も整備を進めてまいりたい

と考えております。 

会長  ほかにどうぞ。 

委員  不勉強なのですが、みどりの里にはケアはついていないけれども相談には

乗ってくれるという形だったのですけれども、それはそれであって、さらに

特養の予備住まいということで、ケア付き高齢者向け住宅、都市型軽費老人

ホームというのをつくっていくということなのですが、その２つの違い、具

体的にはどのように違うのでしょうか。教えていただけますか。 

会長  では、高齢者施設整備担当課長からお願いします。 

高齢者施設整

備担当課長 

 都市型軽費老人ホームは、生活に不安のある主に低所得者の方が対象にな

る住宅で、23区と武蔵野市、三鷹市のみで設置が可能です。前橋市で生活保

護受給者の方が多く入居しておりました老人ホームの「たまゆら」というと

ころで火災がありまして多くの方が亡くなりました。 

 そのたまゆらには 23 区から多くの方が入居して犠牲者となられておりま

して、23区の中で低所得者向けの住宅を確保しなくてはいけないということ

で発足した制度でございます。先ほど申し上げましたとおり杉並区では２カ

所目が整備されますが、今後も民間の事業者の手を借りながら整備を進めて

いきたいと考えております。 

 みどりの里については、現在約 370室ございます。生活相談員の方がいら

っしゃいまして、日常の安否確認や困りごとなどの相談が受けられます。介

護が必要な場合については、事業者と介護保険の契約を結んでケアを受ける

という状況でございます。 

 ただ、日中は生活相談員の方がいらっしゃるということで、安心して生活

を営めるという状況があると思います。 

会長  よろしいですか。ほかにどうぞ。 

委員  関連した質問で整理をしていただきたいと思うのですが、みどりの里とい

うのは、管理人の方がいらっしゃって 370人の方がご利用されている。そし

て今、ご説明の都市型軽費老人ホームは２カ所あって 20 名の方が利用され

ておられる。そうしますと、「ケア付き住まい（定員）」は平成 29 年度では

101名の方がいらっしゃるわけですけれども、この 101名から都市型軽費老

人ホームにお住まいの方 20 名を引いた方がこのサービス付き高齢者向け住

宅という住まいのすみ分けでよろしいでしょうか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 今、委員がおっしゃったとおりで、サービス付き高齢者向け住宅は、和田

のみどりの里の住宅を転換している分と、民間の整備が今、２カ所あります

のでそれを合わせた定員が 81 名。それから、都市型軽費老人ホームについ

ては１カ所 20 名で、平成 30 年度にもう１カ所 20 人の定員を確保する予定

でございます。 
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会長  よろしいですか。 

委員  私は結構です。 

委員  それでは、今あるみどりの里も全てサ高住にしていくということですよ

ね。そうとは限らないのですか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 みどりの里については、当面、和田以外は、みどりの里として運営してま

いります。和田の住宅だけ転換していくという考え方でございます。 

委員  わかりました。 

会長  いかがでしょうか。 

委員  たくさんありますので、大体は議会のほうに回したいのですけれども、以

前、介護保険運営協議会で特養の入所希望者についての話をさせてもらいま

して、29ページにその推移というのが出ているのですけれども、できれば待

機者の経年変化みたいなものも見えたほうがよかったのかなと思っていま

して、この点はいかがでしょうか。 

 あと、28ページの今後の整備計画というところで平成 32年度についての

整備計画が出ているのですけれども、これについては実行計画では平成 31

年度までいろいろな整備計画が出ているので、その実行計画との兼ね合いと

いうか整合性というのはどのようになっているのか。特養ホームが平成 32

年度ゼロということになっているのですが、総合計画ではたしか 10 年で

1,000床という目標だったと思うのですが、その進捗はどうなっているのか

そのあたりについてお聞きしたいです。 

会長  これは、やはり高齢者施設整備担当課長ですか。 

高齢者在宅支

援課長 

 待機者という表現をよく使っておられますけれども、入所希望者をいわゆ

る待機者という形で毎回ご説明させていただいております。 

委員  では、これは全部待機者ということでしょうか。 

高齢者在宅支

援課長 

 そうですね。こちらは待機者の推移というふうに考えていただいて結構で

す。 

委員  ランクとかは入れないのですか。 

高齢者在宅支

援課長 

 ＡＢＣのランクについてはまた細かい説明を入れていかないとわかりに

くいかというところがありますので、また検討させていただければと思いま

す。 

施設整備担当

課長 

 施設整備計画の観点からご説明いたしますけれども、まず、特別養護老人

ホームが平成 32年度にゼロとなっておりましたのは、平成 32年度に開設す

る予定の特養がないという意味でございます。平成 24年度から平成 33年度

までに 1,000 床増やすという計画については、平成 33 年度に達成できる見

込みがありまして、計画期間中の最後の公募を本日ホームページ上で掲載さ

せていただきました。平成 33 年度までには確実に 1,000 床増やせる見込み

でございます。 

 平成 30年度から平成 32年度につきましては、実行計画との整合性を図っ

ているところでございますので、計画数値に変更はないということでござい

ます。 
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委員  今後のその実行計画の改定のときに、これも一緒にセットでということで

すね。 

施設整備担当

課長 

 その中で考えていきたいというふうに思っております。 

委員  わかりました。 

会長  よろしいでしょうか。このゼロというのは少し驚きますよね。 

委員  やはりそのゼロはびっくりするのですよね。せっかく途中まで努力してい

るのに平成 32年度はゼロという話なので。 

 今後の見通しみたいなものを、もう少し書いたほうがいいのかなという気

がします。計画期間としてはこのままなので、平成 32 年度はゼロでそのと

おりなのかもしれないですけれども、今後も増やしていくんだというような

ものが、どこかの文章内に入っているとか、そういうのがあったほうが良い

のかなと。 

 あと、率直な疑問なのですけれども希望者というと、入所を希望する人は

みんな入所希望者だから、実際は入れる人もここに入るのではないでしょう

か。入所希望となると。希望したけれども入れないという人が待機という話

だと思うので、そのあたりはどうなっているのかなと思って。 

高齢者在宅支

援課長 

 おっしゃるとおりのところもあるのですけれども、この入所希望はいわゆ

る特養に入りたいという希望されていて、まだ入所が決まっていない方の数

字になってございます。 

会長  ですから、ある意味一般に言われる「待機者」というのとイコールでは。

ただ、その「待機者」あるいは「入所希望者」の中にもいろいろなタイプ、

あるいはランクの方がおられるので、実際に特養に優先的に入りそうな方ば

かりではないと、そういう理解でしょうかね。 

高齢者在宅支

援課長 

 入所申し込みをしている方の人数ですので、そういった言い方をさせてい

ただいているという状況です。 

会長  入所の申し込みは出されているけれども、まだ入所できていないというこ

とですよね。 

高齢者在宅支

援課長 

 そのとおりでございます。 

会長  ですから、一般にいう「待機者」というのと同じ意味になるだろうという

ことだったと思います。 

 あと、28ページの表のところには何か注をつけていただいたほうがいいか

もしれませんね。 

高齢者担当部

長 

 今、委員からご意見がありましたので、高齢者在宅支援課長が言ったとお

り、よくマスコミなどでは「特養待機者」と言いますけれども、厚生労働省

では、制度的には入所の申し込みの意思を示している希望者ということで、

こういう言葉を使っていると思いますので、意味は同じと捉えていただいて

結構だと思います。 

 それから、28ページの平成 32年度の特養ゼロということについては、先

ほど申し上げましたように、たまたま本日公募を始めたところですけれど

も、天沼三丁目の 200 床規模のものが出てきておりまして、それが最後の

1,000床の道筋の計画になってきますので、そのあたりは先ほどの表なのか、

あるいは本文中に書くとか、要はこれで終わるのではないということは、何

か工夫をしたいと思います。 
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会長  ありがとうございました。そろそろ、予定の時間を超過しておりますので、

この議案については今日の時点では了承としていただいて、先ほど高齢者施

策課長が説明されたようなスケジュールで進めていきたいと思うのですが、

いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

高齢者施策課

長 

 追加で計画案の取り扱いについて説明させてください。 

 段取りは先ほど申し上げたところでございますが、12月のパブリックコメ

ント用につくりました計画案を、委員の皆様にもお送りいたしますので、ま

たその中でもご意見をいただければと思います。よろしくお願いします。 

会長  ありがとうございました。それでは、議題１はご承認いただいたというこ

とで、議題２へ進んでいきたいと思います。 

 「地域密着型サービス事業所の開設について」、これは介護保険課長です

ね。 

介護保険課長  ＜資料２‐１、２‐２に沿って議題（２）「地域密着型サービス事業所の

開設について」のうち認知症対応型共同生活介護について説明＞ 

 グループホームにつきましては、ご説明は以上でございます。 

会長  グループホーム２件と言いながら実質１件ですよね。１つの法人が壱番

館、弐番館という２ユニットのホームを同時に開設するという提案だと思い

ます。それでよろしいですね。 

 何かご意見・ご質問はおありでいらっしゃいますか。 

委員  研修のところで「エルダー社員研修」というのがありますが、それはどう

いったものでしょうか。 

介護保険課長  「エルダー社員」ということですが、スキルアップをして、例えば主任級

ですとかそうしたところで研修したということで、エルダー社員というもの

の中身については存じてございません。 

委員  高齢者を採用してスタッフにするという意味ではないのですよね。 

介護保険課長  中身は存じませんが、恐らく違うかなというところで、確認はいたします。 

会長  エルダーと呼んでもシニアと言っても、年齢が上という意味と、それから

スキル的に上だという意味と両方指しますから、どちらなのかがわからない

ですねというそういうご質問だったと思います。 

 これは、管理者は別の人になるのですか。 

介護保険課長  同じ敷地にはございますが、職員の方は全く別でございます。 

会長  何かご意見はありますか。 

委員  最近、区内のグループホームも結構空きが出ているところもあるらしく、

グループホームの質でもって選別されてきているのかなというのがあって、

これから経営するのも大変なのではないかと思うことも少し感じました。２

つ同時につくるのは大変かなと思いました。 

会長  これは医療面は特に書いてないけれども、どうなのですか。 

介護保険課長  協力医療機関につきましては、現在、区内と区外と２つ考えているところ

で、まだ決定はしていないようでございます。 

会長  いかがでしょうか。どうぞ。 
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委員  素朴な質問なのですが、この２つの全く同じような壱番館、弐番館という

のが別々にこのように出てきた理由を教えていただけますか。 

会長  高齢者施設整備担当課長でよいでしょうか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 東京都の基準におきまして、認知症の高齢者グループホームが１カ所で運

営できる定員の上限は 27人になってございまして、こちらは合わせると 36

人ということになりますので、１期、２期というふうに分けたと考えており

ます。 

会長  グループホームを２カ所にしないと４ユニットを吸収できないからとい

うことだと思います。 

 いかがでしょうか。 

 この法人は区内での実績はありますか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 宮前四丁目で、認知症の高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護

事業所を運営している事業者でございます。 

会長  比較的近いので、シナジー効果を期待できるような配置なのでしょうね。 

高齢者施設整

備担当課長 

 地理的には近いところにありますので、連携は可能かと思います。この事

業者は、非常に多くのグループホーム等を都内で運営している事業者でござ

います。 

会長  いかがでしょうか。よろしければ、ご承認いただいて次へ進みたいと思い

ますが。よろしいですか。 

 ありがとうございました。それでは、次をお願いいたします。 

介護保険課長  ＜資料２‐３に沿って議題（２）「地域密着型サービス事業所の開設につ

いて」のうち地域密着型通所介護について説明＞ 

 説明は以上でございます。 

会長  いかがでしょうか。 

 一般型のデイサービスで、１号店のほうが定員超過になったから２号店を

新しくつくるという、そういう提案です。 

 ご質問、よろしいですか。 

 それでは、これはご承認いただいたということにして、もう１件。前回か

らの積み残しのケースです。 

介護保険課長  ＜資料２‐４に沿って議題（２）「地域密着型サービス事業所の開設につ

いて」のうち地域密着型通所介護について説明＞ 

 説明は以上でございます。 

会長  前回、ご指摘をいただいたところについては今、ご説明いただいたような

形で確認をして、あるいは改善をしていただいたということで再度ご提案を

いただいているわけです。何かご質問、ご意見はおありでしょうか。 

委員  本当に素朴な疑問なのですけれども、前回の運営協議会で出された資料だ

とトイレが左側が 83センチで、右側が 74センチとなっていたのが今回は左

が 70センチで右が 60センチということで、前回の図面から見ると狭くなっ

ているのですよね。前回の協議会ではその点について狭いのではないかとい

う指摘の声があったのですけれども、これはどういうことなのでしょうか。 

介護保険課長  今回、70 センチ、60 センチと実測をしております。前回の図では、間口

としてトイレの横幅といったところで記載がありましたけれども、入り口の

間口の広さということで、記載を改めたものでございます。 

会長  今回のは、ドア幅ですね。ですから中の部屋の幅ではないと。 

 では、他に質問がありましたらどうぞ。 
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委員  幾つか関連した質問なのですが、まず今のトイレの間口の件で、前回協議

したときに車椅子の話が出たと思うのです。前回でも２つ入り口があって、

１メートル 57 センチでは車椅子対応には狭いのではないかというお話が出

たと思うのですが、その点についてご説明願いたいのと、アイランドキッチ

ンを機能訓練のほうで使用するので、取り除くのではなく利用するというこ

とですけれども、19ページのサービス提供計画を読ませていただくと、その

提供時間のみで提供内容が書かれておりませんので、それではこのアイラン

ドキッチンをどういうふうに利用して作業療法をするのか、どうするのかと

いうあたりに疑問が残るのと、半日のデイでこの手先の訓練をするのかとい

うことにも疑問が残ります。 

 それから、前回この配置図で浴室を無くしてトイレにするというお話も出

ていたと思うのですが、順不同で申しわけないのですが、その３点お答えの

ほうをお願いできますでしょうか。 

介護保険課長  １点目のトイレの件で車椅子の使用についてというところでございます

けれども、車椅子が入るかどうかといいますと、左側の 70 センチのほうは

実際、入っているところを確認をしておりますので、また奥行きもございま

すので、自分でトイレに移れる方については問題ないのではないかというと

ころでございますが、やはり広さ等の面はございますので、事業者のほうで

は、その分は人の手を使って対応したいということでございます。 

 また、機能回復訓練等の内容につきましては、実際には、機械を設置して

訓練をしたいということと、食事の提供はしないのですが、このアイランド

キッチンを使いまして果物の皮をむくといったこともしていくという話は

ございました。 

 また、階段の模型のようなものを使いまして、そこを上がったり下りたり

という訓練もしていくということは聞いてございます。 

 それから浴室ですけれども、前回、浴室を潰してという話も出ましたが、

その後に訂正をしておりまして、浴室は潰さずにこのまま残しておくという

ことで、入浴はないのですけれども、トイレで何かあった時に洗い流すシャ

ワーとして使っていくというところでございます。 

会長  どうぞ、続けてください。 

委員  この法人にもう１回確認をお願いしたいのですけれども、例えば私の家族

がこちらを利用することを想定をした場合、まずトイレについては人の手を

借りて車椅子からおりて便座に座る等々の介護をしていただけるのかもし

れないのですが、やはりこの幅では家族としては非常に心配です。 

 それから、この浴室を残されるというお話について、半日の提供計画です

ので入浴サービスはないと思うのですが、何か違った活用をしていただけた

らと思うのとこのサービス提供に関しては、今お話をお聞きしますと、マシ

ンを入れるとか、カウンターの皮むき等々の調理療法があって、作業療法の

ようなことを行うというようなお話だったのですが、この法人の目的や狙い

が何なのかをもっと明確にしていただいて、具体的にそこら辺をやっていた

だけたらなと思っております。 

 本当に自分の親とか身内を預けることを考えた場合の不安というのがあ

りますので、前回いろんなご意見が出て、本当によりよいものになって今回

この資料が出てくることをすごく期待していたので残念です。 

会長  何かお答えになることありますか。 
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高齢者担当部

長 

 前回いろいろなご意見もありましたので、10月 25日に介護保険課長が見

に行く際に私も同行して現地を見てきました。社長は女性の方で 80 代半ば

でしたけれども、いろいろなお考えもよく聞いてきました。確かにこの資料

では運営方針のところの具体性は少し欠けていると思いますけれども、要介

護状態等の心身の特性を踏まえて、そのご利用者が可能な限り、ご自宅に戻

っても、その有する能力に応じて、自立した生活を営めるように支援したい

というのが経営者のモットーにあるようで、他のデイサービスでも既にそれ

でやっているということです。 

 少し長くなるのですが、この方ご自身が車椅子生活をされていたことがあ

るようで、ご自身が頑張って階段を登ったり、いろいろな訓練をした結果、

歩けるようになっているということで、そういったご自身の経験からも、な

るべく体を動かすことによって少しでも長く自立した生活を続けてほしい

という思いがあるようです。恐らくそういったことが少し極端に表現されて

外階段を使うのも訓練だというようなことを事業者側が言ったようですけ

れども、そこは考えを改めて、雨の日もあるし、具合の悪い日もあるし、そ

ういった場合は当然エレベーターは使って構いません。それから内階段も雨

の日は危ないでしょうから使ってくださいということです。例えば、今日は

天気がいいから外階段で上がって訓練したいという人は上がっていただけ

ればいいというような、そういうバリエーションは考えていきたいというこ

とでした。 

 資料には書いてありませんけれども、アイランドキッチンはガス、火は使

えないということで、例えば、ようかんを切ったりりんごをむいたり、ご自

宅で昔やっていたようなことが少しずつできるような訓練を絡めていきた

いというようなことをおっしゃっていました。 

 それから浴室については、例えば、倉庫にしてしまうのであれば、ここを

広いトイレにできないかというご意見もありましたけれども、どうしても汚

してしまうような方がまれに出てくるということなので、家に帰る前にきれ

いにして差し上げたいということもあって、いざというときに浴室シャワー

の機能が使えるような状態として残しておきたいということでした。 

 それから入口が 70 センチ幅の方のトイレは私も何回も出たり入ったりし

ましたけれども、確かに中で車椅子の回転はできないですけれども、まっす

ぐ入って少しご自身でバックできる方とか、あるいはちょっと介助いただく

かですけれども、十分に車椅子で入って目的が達成できるのではないかと思

います。60センチ幅のほうは、この図が少し見づらいのですが、中に入ると

幅が広くて、それで意外と奥行きがあるので、こちらは車椅子は入りません

けれども、18人の定員ですので、同時にトイレに行きたいという方のために

２つつくったということです。 

 また、機能訓練室について前回の説明ではアイランドキッチンを撤去とあ

りましたけれども、これを残しますので、測ったわけではありませんけれど

も、この南側のスペースでもかなりの広さがありますので、機材をどこに置

くかという工夫もあるでしょうけれども、18人の地域密着のデイとするとこ

れまで開設してきたところよりも少し余裕があるのかなということです。ま

た、３階で、内装が白で非常に明るく、かなり日当たりが良い物件かと思い

ましたので、そういう意味ではリハビリを中心としたデイで生活機能を維持

向上させていきたい、ふだんの生活をなるべく自分でできるようにしていき

たいという思いは、十分かなうのではないかということを実感してまいりま

した。 

 ただ、今、委員からおっしゃられたような懸念材料は、今後も引き続き伝
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えて、さらに運営の中でよりよいものにしていくように努力をしてもらう責

任を事業者のほうに感じていただきたいと思います。 

会長  ほかにいかがでしょう。 

 正直に言うと、２つ今回上がっているデイサービスの事業者ですが、今議

論しているところは 18名に対して 96平米の賃貸。前の事業者は 10名で 98

平米の賃貸。しかも、今回ここで上がっているのは非常に扁平したスペース

であるのに対して前のほうは真四角のより使いやすい空間。トイレも２つあ

ってかなり十分なスペースを持っていると。あるいは、静養室の大きさも全

然違うということで、同じデイサービスといってもこのように差のあるもの

が出てくる状況にあって、そして、せせこましいような感じのするところで

あってもだめとは言えない仕組みになっているわけですよね。そこがむしろ

問題かもしれません。 

 淘汰されれば良いのだという考え方もあるわけだけれども、しかし区とし

て指定していくに当たっては、よりよい基準のものだけが申請をし、そして

指定を受けるというように、先ほどの事業計画でいうと保険者機能としてそ

ういうことが今後できるようにしていくという宿題を抱えて、それを認めた

上で現行制度ではこの案件も指定するというふうにしていかないと、ちょっ

とまずいのではないかと思います。いかがでございましょう。 

委員  ここを擁護するわけではないのですが、何を目的にそこに行くのかという

ことによって利用の仕方は違うと思うのですね。例えば、お風呂場は汚れて

しまったときのためというふうにおっしゃられますけれども、私は理学療法

士でもあるので気になるところなのですが、ここでまたぎ動作の練習をする

とか、その方のレベルによった使い方があると思っています。そのアイラン

ドキッチンも先ほど言ったみたいに、作業療法的な使い方をされるというこ

とですよね。 

 何か、デイサービスイコール広くてフラットだったら良いというのも少し

違うと思っていまして、利用者が何を目的に使うかによって、だからこそこ

の法人の運営方針とかをもう少し明確に出していただけると、それを目的に

こちらを使う、これを目的に他に行くというふうに選択できるのではないか

と思うのです。狭いからだめとか使いにくいからだめと言うことではないと

思うのです。 

 ご自宅で狭いトイレを使っていらっしゃる方が、ご自宅で使いやすくする

ための練習をこういうふうにするといいですよみたいなものとか、そういう

ものがもう少しわかると、選択する側もやりやすいのではないかなと思うの

で、その辺をこの申請をするときにわかるように書いていただけるといいの

ではないかと思ったのですけれどもいかがでしょうか。 

会長  ありがとうございました。 

 ほかにいかがですか。 

委員  私もデイサービスをやっているのですけれども、トイレの１つは浴室に隣

接させて広くとっていて、そこですぐに浴室に入れるように動線をつくって

います。男性の利用者が結構いらっしゃるので、もう１つは男性も使いやす

いように、どちらかというとむだがあるのですけれども、早い話が自立度の

ある方が高齢者になると、三畳一間ではないのですけれどもそういうほうが

意外と動きやすいというところで、自立度のある方は狭いほうがいいという

部分はあると思います。そう考えると高齢者イコール車椅子ではなくて、デ

イサービスは車椅子から脱却するために来ていただくというのが目的です

ので、デイサービスから歩けるようになる方も結構いらっしゃいます。 

 ですから、そういう意味では、今、言われたとおり何を目的に来るかとい
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うことでデイサービスを選んでいただくので、うちの場合はビックエコーと

全く一緒の通信カラオケを入れているのですけれども、最新曲も入ります

し、逆に最新曲を覚えるというところを目的にしていただくので、意欲的に

自分からやるというのが非常に機能的に上がるのですね。与えてやっていた

だくというメニューはなかなか向上していかないので、そこをどうやってや

る気を起こさせてやっていただくかなというところを目的にやっています

ので、機能訓練の椅子も、和歌山から木製の椅子を取り寄せて、一見見た目

には金属製ではないので違和感がないところで座っていただいて、自分で自

立的にそれを使っていただくという、そういういろいろな細かいことを考え

て、デイサービスは運営しています。あとは基準がありますので、人員から

全部整えて一生懸命基準を満たして基準を満たしてしまえば区としては断

りにくいと思うので、あとはそういう目的とかその辺をもう少しリサーチし

ていただければ良いのかなと思います。 

会長  ありがとうございました。 

高齢者担当部

長 

 先ほど会長から保険者機能の強化にも絡むというお話がありました。今、

委員から実際上のお話を聞いて、特に、後段のほうの基準を満たしている場

合という区としてのつらい立場というのもよくご理解いただいて、本当にあ

りがたいと思うのですけれども、確かに基準上は当然クリアをしています。

ただ、会長からもこの間いろいろご意見いただきましたとおり、では基準を

満たしていれば右から左で全部通過すればいいかというともちろんそうで

はなくて、運営協議会の意義というのは、まさしく区民代表の委員の方も含

めて、本当にこれでいいのだろうかという議論を行なって、よりよいものに

していくということです。今の課題としては、会長から先ほど少しお話しい

ただきましたけれども、今後、第７期の計画の中で保険者機能をどう強化す

るか、これは言い替えれば質を上げていくという、そういったご指摘があり

ましたけれども、粗製乱立は当然いけませんので、いろいろな根拠を考えな

がら行政指導として、よりよいものをつくっていただく。それから、特質が

あるのであればそれをしっかり出して、いろいろな特色あるデイサービスを

やっていってバラエティを広げていただくとか、そういった努力は保険者と

してしっかりやるべきだろうということを行政としても考えておりますの

で、そういったところをご説明させていただきました。 

会長  ありがとうございました。ご説明をいただいたことでこの件は承認という

ことにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 そうしましたら、終わりの時間がだいぶ迫ってきてしまいましたので、大

急ぎで報告事項のほうへ入ってまいろうと思います。 

 区内、区外合わせて、介護保険課長お願いします。 

介護保険課長  ＜資料３、４、５及び６に沿って報告事項（１）「区内の地域密着型サー

ビス事業所の指定等について」及び報告事項（２）「区外の地域密着型サー

ビス事業所の指定等について」について説明＞ 

 事業所関係は以上でございます。 

会長  指定の変更その他をしたというご報告をいただきました。 

 事業者変更、法人の変更があった場合に、利用している方へのサービスの

継続性がどう確保されたかということが１つポイントになるだろうと思い

ますが、その点は確認をしていらっしゃいますか。 

介護保険課長  事業所の廃止や法人の変更という場合には必ず利用者の状況を確認して

おりまして、今回は、全て新しいところへ移行しております。 
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会長  よろしいでしょうか、次へ進んで。 

 それでは、この次の報告事項をお願いいたします。 

地域保健・医療

連携担当課長 

 ＜資料７に沿って報告事項（３）「平成 29年度在宅医療地域ケア会議実施

結果（第１回目）と開催予定（第２回目、第３回目）について」について説

明＞ 

 以上でございます。 

会長  この件で何かおありですか。 

委員  今回は、介護者に障害のある方、例えば、精神障害であったりということ

で、精神科の先生などにもご出席いただいて、いろいろとご意見をいただい

たというところでございます。 

会長  ありがとうございます。何かご質問おありの方いらっしゃいますか。 

 よろしいですか。 

 それでは４番目の報告事項、これは介護保険課長からお願いします。 

介護保険課長  ＜資料８に沿って報告事項（４）「刑事施設等に収容されている者に対す

る介護保険料の減免について」について説明＞ 

 以上でございます。 

会長  この件は、これでよろしいですね。 

 続いて在宅医療地域ケア通信については地域保健・医療連携担当課長でよ

ろしいですか。 

地域保健・医療

連携担当課長 

 在宅医療地域ケア通信の 11 号ができあがりましたので、お時間のあると

きにご覧いただければと思います。内容については、ちょうど今年度の在宅

医療地域ケア会議のテーマに合わせるような形で、地域で精神疾患とどう向

き合うかということで野崎医師のインタビューなども掲載させていただき

ました。 

 また、裏面には杉並区で開始いたしましたフレイル予防につきましてのご

報告もございます。あわせてご覧いただければと思います。 

会長  野崎クリニックの若先生の写真が出ていますね。 

 続いてこちらは高齢者在宅支援課長でしょうか。 

高齢者在宅支

援課長 

 生活支援体制整備通信「杉並ぐるる」の５号が出ましたのでご紹介させて

いただきました。地域で活躍する上荻の元気プロジェクトを中心に掲載して

おります。 

 また、地域包括ケア推進員についての説明がなかなかお分かりいただけな

いようなお話を伺いましたので、３ページ目のところで地域包括ケア推進員

の説明などを入れさせていただきました。この生活支援体制整備を広く周知

していくというところでご覧いただければと思います。 

会長  それと先ほどから出ている天沼３丁目のウェルファームについての資料

ですね。 

保健福祉部管

理課長 

 天沼三丁目複合施設ですが、今回、財産交換に基づきまして、荻窪税務署

と国家公務員宿舎跡地に建設しておりました複合施設の愛称を広報等で募

集いたしましたところ、76点のご応募をいただきました。 

 その中から選定委員会で選定を行いまして、複合施設と特養施設と合わせ

ての名称でございますが、「ウェルファーム杉並」に決定しましたというこ

とで報告させていただきます。区民の方からご応募いただいた愛称を選定さ

せていただいたところでございます。以上でございます。 

会長  そして、その 200床の特養の利用者募集が今日公開されたということで、

高齢者施設整備担当課長から繰り返しお話があったところですね。 
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高齢者施設整

備担当課長 

 はい。天沼三丁目の特養整備につきまして、本日事業者公募をさせていた

だきました。来年の２月には事業者が決まりまして、平成 33年度 12月に特

養を開設する予定でございまして、特養の定員はショートステイ合わせまし

て 200名以上になります。通常、ショートステイの割合は１割以上なのです

けれども、在宅の介護を支援するということで、２割程度のショートステイ

を整備していただくということになります。ショートステイにつきまして

は、軽度障害者の方もご利用いただける体制を組みたいと考えております。 

 また、特養には診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、障

害者相談支援事業所、それから看護小規模多機能型居宅介護事業所を併設し

まして、入所する方だけではなく、在宅の介護を支援していくということで、

複合施設等と連携しまして今後も地域の障害者、高齢者の方を支援してまい

りたいと考えております。 

会長  ありがとうございました。 

 その他、事務局から連絡事項はありますか 

高齢者施策課

長 

 最後に介護保険運営協議会における事前資料に関してご相談申し上げま

す。 

 最近の運営協議会の傾向として、特に議題についてのご質問に対して、事

務局からの説明が煩雑になってしまうことが続きました。そのため、会議全

体の進行にも影響が出てしまう場合が増えてきている状況と考えておりま

す。 

 そこで、事務局からお送りしました事前資料をご覧になられて、不明な点

やご質問などおありになりました場合には、運営協議会の開催前に事務局宛

てにファクスやメールなどでご一報いただけないかと存じます。 

 このことで、ご質問等に対する回答を事務局が前もって準備することが可

能になりますので、少しでもスムーズな会議の進行につなげることができる

のではないかと考えております。いかがでしょうか。 

会長  絶対にということではないけれども、できればそのように事前にお知らせ

してくださいという、お願いということで良いですよね。 

委員  議会であればそういうことにはならないと思いますので、本来は、いろん

な意見が出されたとしても即答できる体制が行政には求められていると思

います。私も当然協力はしますけれども、本来はしっかり対応できるように

してもらうというのが筋だと思います。 

会長  厳しくくぎが刺さったところで、他にはよろしいですか。次回の予定です

が、今日は会場の都合で火曜日になりましたけれども、できれば１月中旬の

金曜日の午後ということでしょうか。 

高齢者施策課

長 

 先ほどの事前連絡につきましてのご意見はごもっともでございますので、

こちらも十分準備してまいります。可能な範囲でということでご協力いただ

ければと思います。事前連絡方法については手順等をまた改めて提示させて

いただければと思います。 

 それから、次回の協議会の日程は１月を予定しておりまして、パブリック

コメントが終了した後、修正案を含めてさらにご修正を重ねたものを出させ

ていただきたいと思っています。日時は、来年 1月 9日の金曜日あたりの午

後２時からを考えております。 

 会議室がまだ確保できておりませんので、12月上旬ごろまでには、改めて

ご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

会長  予定を３分ほど超過をしてしまいましたが、これで本日の介護保険運営協

議会を閉じたいと思います。ご協力ありがとうございました。 
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