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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４回） 

日       時 平成３０年１月２３日（火）１４時００分～１６時０５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、藤林副会長、阿部委員、喜多委員、小林（英）委員、山崎委員、

山田委員、奥田委員、甲田委員、田嶋委員、小林（義）委員、北垣委員、尾

崎委員、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、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、保健福祉部管理課長、

地域保健・医療連携担当課長、障害者施策課長、介護保険課資格保険料係長 

事務局 高齢者施策課 貴山、白川 

傍聴者 ０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） 

１関係 杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）に対す

る区民等の意見提出手続きの実施結果 

１関係 区民意見の概要と区の考え方 

１関係 区民意見によらない修正一覧 

１関係 第７期介護保険料の段階及び料率の設定について 

２ 杉並区介護保険条例改正の概要について 

３ （仮称）杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関す

る条例の制定について 

４ 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に

関する条例等の一部改正について 

４関係 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律のポイント 

５ 地域密着型サービス事業所の開設について 

６ 地域包括支援センター事業評価部会の設置について 

７ 地域密着型サービス事業所の新規指定（区内）について 

８ 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 

９ 地域密着型サービス事業所の指定（区外）について 

参考資料 生活支援体制整備通信「杉並ぐるる」 第６号 

参考資料 在宅医療地域ケア通信 第 12号 

参考資料 平成 29年度在宅医療推進フォーラムのお知らせ 

参考資料 平成 29年度生活支援体制整備講演会のお知らせ  

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３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）杉並区介護保険関係条例改正の概要について 

 （３）（仮称）杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に
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 関する条例の制定について 

 （４）杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基

準に関する条例等の一部改正について 

 （５）地域密着型サービス事業所の開設について 

 （６）地域包括支援センター事業評価部会の設置について 

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て 

 （２） 区外の地域密着型サービス事業所の指定等について 

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） 

２ 杉並区介護保険関係条例改正の概要について （了承） 

３ （仮称）杉並区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準に関す

る条例の制定について （了承） 

４ 杉並区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に

関する条例等の一部改正について （了承） 

５ 地域密着型サービス事業所の開設について （了承） 

６ 地域包括支援センター事業評価部会の設置について （了承） 

７ 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） 

８ 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） 

高齢者施策課

長 

 皆様、こんにちは。定刻を少し過ぎてしまいましたが、平成 29 年度第４

回介護保険運営協議会を始めさせていただきます。 

 本日は雪で足元がお悪い中、ご出席いただきましてありがとうございま

す。 

 本日でございますが、成瀬委員、吉藤委員、堀向委員、林委員の４名の方

から事前に欠席のご連絡をいただいております。 

 区の幹事の職員ですが、保健サービス課長が別の会議出席のため欠席とさ

せていただきます。また、委員の皆様からのご質問の内容によりましては、

介護保険課資格保険料係長の上野からもお答えをさせていただく場合がご

ざいますので、ご了承よろしくお願いいたします。 

 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。高齢者施策課長からもお話しありましたとおり、大

雪が降った翌日で、まだ大変ぬかるんでいるようなところもたくさんある

中、本当にありがとうございます。今日は１月 23 日ということで、少し遅

いご挨拶になりますけれども、本年も是非よろしくお願いいたします。 

 区は１月というと予算の編成時期でありまして、今月の末ぐらいに予算の

プレス発表ということになります。それを踏まえて、今後、２月９日から予

算を審議する議会が始まります。 

 そんなことであっという間にもう一月過ぎてしまいますが、これから年度

末に向けて、今年度ということであると第４コーナーを、あと２カ月ぐらい

しっかり締めくくっていきたいと思ってございます。 

 きょうは第７期の介護保険事業計画の案ということで、大きな議題がござ

います。 

 ちょっと振り返ると、第６期の計画をつくった３年前は、新しい総合事業

が始まる等々いろいろなテーマがあったわけですけれども、今回も地域包括

ケアシステムの深化・推進、それから制度の持続可能性ということで、大き
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なテーマがございます。今日は案をお示ししていろいろ忌憚のないご意見を

いただきたいと思ってございます。 

 １年前を思い出していたのですが、古谷野先生も参画されている日本老年

学会から、昨年の今ごろ日本の高齢者の定義を見直すべきではないかとした

提言が出ておりました。そういった動きも出てきたのかなと思っていました

けれども、先日、新聞報道でも皆さんのお目にとまったかもしれませんが、

政府の高齢社会対策大綱の見直し案というのが５年ぶりに出て、「65歳を一

律に高齢者と見るような一般的な傾向は現実なものではなくなりつつある」

というような記載が明確に書かれたようでございます。また、「エイジレス

社会」といった概念も出てきたようでございます。 

 いろいろそうしたことを考えると、高齢者を取り巻く施策というのは姿が

変わってくるのかもしれませんけれども、大事なのは私ども杉並区として、

あるいは保険者としても、区民に一番近い基礎自治体として、生活実態とか、

地域の実情とか、そういったものを見極め、見据えて施策を展開していくこ

とが必要ではないかと思いながら、その記事を読んでおりました。 

 今日は議題がたくさんありますので、話が長くなって申しわけありませ

ん。いつも会長にはさまざまな議題・報告がある中、時間配分を適切に会議

の運営をしていただいております。恐縮ですけれども、本日もまたよろしく

お願いいたします。 

 皆さん、本日は大事な議案ですので、忌憚のないご意見をよろしくお願い

いたします。 

 以上で挨拶とさせていただきます。 

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。よろし

くお願いします。 

会長  改めまして、こんにちは。今お話にありましたように、きょうは議題がた

くさんありますので、進行にご協力いただきますようお願いいたします。最

初に事務局から資料の確認お願いいたします。 

高齢者施策課

長 

 資料は先週２回に分けて郵送で送らせていただきましたが、本日資料１と

して「杉並区高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画（案）」の本体

そのものを机上に配付させていただきました。事前にお送りすることがかな

わず大変申しわけございません。 

 そのほかに机上に置かせていただいた資料のご確認をお願いいたします。 

 まず、事前にお送りしました資料の差し替えが３点ございます。 

 １点目は本日の次第となります。この次第の中で、先週お送りしました資

料４関係「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正

する法律のポイント」という資料を既に送らせていただいているのですが、

次第の配布資料一覧の中にその記載が抜けておりました。その記載を含めた

次第を本日、差し替えさせていただきます。 

 ２点目でございます。先週末にお送りしました資料１関係の「区民意見の

概要と区の考え方」の一部の差し替えでございます。ナンバー３２区の考え

方に記載が違うものが入っておりました。正しいものを入れて、差し替え資

料として１枚置かせていただいております。 

 ３点目でございます。資料１関係、計画の修正一覧を丸ごと差し替えをお

願いいたします。差し替えの理由でございますが、ページが本日配付いたし

ましたこちらの計画案のページに合わせた形で記載しておりますので、中身

そのものが変わっているわけではございません。中身につきましては、この

後の議事の中でご説明申し上げます。 

 資料の確認については以上でございますが、お礼が１つございます。前回
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の運営協議会でご提案申し上げました、事前資料に関するご質問を事前にい

ただくということをお願いしておりまして、今回早速ご質問をいただきまし

た。議題の（５）、報告の（２）に関して、質問を事前にいただいておりま

す。これにつきましては、後ほどの説明の中でご回答申し上げたいと存じま

す。 

 以上でございます。 

会長  よろしいでしょうか。それでは、次第に従って進めさせていただきます。 

 初めに、次第２、第３回運営協議会の会議録の内容確認についてです。既

にお目通し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。よろしいですか。 

 それでは、承認ということにいたします。ありがとうございました。 

 続いて、次第３の議題に入ってまいります。議題の１、これが一番大きい

のですが、高齢者保健福祉計画と第７期介護保険事業計画案についてです。 

 まず、高齢者施策課長から説明お願いします。 

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＞ 

 「介護保険事業費の見込み及び保険料」の内容につきましては、介護保険

課長からご説明申し上げます。 

介護保険課長  ＜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＞ 

 保険料についての説明は以上でございます。 

会長  大変たくさんの説明を大急ぎでやっていただきましたので、わかりにくい

ところもあったかと思いますが、何かご質問あるいはご意見おありでしたら

お願いしたいと思います。いかがでしょう。 

委員  83ページの介護保険の財源内容のところですごく単純な質問なのですが、

第１号被保険者、第２号被保険者の施設分の給付、居宅分の給付費が、１号

のほうが１％ずつ上がり、２号被保のほうが１％ずつ下がっているのです

が、この理由はなぜでしょうか。 

介護保険課長  こちらの１号被保険者と２号被保険者の負担の割合につきましては、人口

比によって定めるとされておりまして、65歳以上の方が割合的に増えたとい

うことでございます。 

委員  わかりました。 

会長  よろしいですね。 

 ほかいかがでしょう。 

 では、どうぞ。 

委員  中身については議会のほうでお伺いしますが、前提としてこのパブリック

コメントの件数が 13 件というのは決して多くないように感じるのですね。

これについて区としてはどのように認識しているのでしょうか。 

 あと、本来であれば関係団体とか、事業者の皆さんとか、利用者の皆さん

から広く意見を寄せてもらうことが、この計画そのものへの理解を深める上

でも大変重要なことだと思うのですけれども、その点について区としてはど

のような問題意識を持っているのか、確認したいと思います。 

会長  高齢者施策課長、どうぞ。 

高齢者施策課

長 

 重要な計画案でございますので、本当に幅広く区民の方からご意見をいた

だきたかったのはやまやまでございます。私どもも、12月から１カ月間ほど
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の期間でございましたので、計画案を区民の方々などへ説明する機会を何度

か持たせていただき、また、計画案のパブリックコメント期間中であるとい

うことの周知に努めてまいりました。結果として思ったより少なかったとい

うのは、私も感じております。 

 ３年前のパブリックコメントの際は、今回よりも多くのご意見をいただい

たのですが、当時は総合事業が始まるとか、特別養護老人ホームに入るのに

要介護３以上になるとか、サービス利用料の本人負担が２割になるといった

大きな改正がございました。そういった影響もあったのではないかと感じて

おります。 

委員  私もいろいろな方から意見を聞いたのですけれども、とにかく 12 月の年

の瀬から新年にかけては非常に忙しいということも聞いておりまして、これ

は議会でもいろいろな人たちから同じような質問が出ていたと思うのです

けれども、人々が大変忙しい中でこの重要な計画をしっかりと読んで意見を

挙げるというのは、区民にとってはすごく難しいのかなというのを感じてい

ます。 

 そもそもこの計画の改定時期というのを少し前倒しするとか、変更したり

するというようなことは今後検討できないのかなと。やはり国の介護報酬に

ついての検討などが非常に遅れているという根本の問題があったりするの

ですけれども、そうしたことも含めて、もうちょっと区民の皆さんが意見を

寄せやすいタイミングというのをもう少し検討していただきたいと思うの

ですけれども、その点はどうなのかという点。 

 あともう１点なのですが、このパブコメに寄せられた意見に対する区の考

え方というのが、あまり丁寧ではないというか親切ではないということを感

じるのですね。「既にやっている」というような回答が非常に多いと思うの

です。区としては実際に既にやっているという言い分があるのかもしれない

のですけれども、例えば１つの事例として意見の 23 でいうと、住民から地

域の高齢者の状況や地域包括ケアシステムについて意見などを伝え得るよ

うな仕組みづくりというようなことを求めているのですね。それに対して、

ケア 24 で住民懇談を開催している、また通信で広く周知しているというよ

うなことが書かれているのですけれども、私が地元でいろいろな活動をして

いますと、決してそれらの周知が進んでいるというふうにも言えないのでは

ないかというのもあるのです。そういった意見については、この人なりの問

題意識を持ってこういった意見を寄せていると思うのですけれども、そうし

た意見に対してもう少し寄り添ったり、そういう課題を共有するような姿勢

が必要なのではないかというふうに思うのですね。 

 自分がこの意見を寄せたのに、区がこういう認識だから問題ありませんと

いう答えが返ってきたら、それこそ区に意見を寄せてもまともな回答は期待

できないのだなというふうになってしまいかねないと思うのです。この数少

ない意見でもせっかく寄せられてきた意見に対して、もうちょっと問題意識

を共有するような姿勢になってほしいと思うのです。 

高齢者施策課

長 

 この計画の策定作業自体をもう少し早めに計画的にできないかというの

は、私どもも本当に痛感しております。パブリックコメントの時期につきま

しても、計画策定を順調に進めながら可能な限り検討してまいりたいと思い

ます。 

 ２つ目でございますが、区の考え方の表現が非常に冷たい感じがするとい

うことは申しわけなく感じております。貴重なご意見に対して誠実に答えて

いないつもりは決してないのですけれども、表現の仕方がそういった誤解を

与えるようでしたら、我々の書き方の問題かと思いますので、以後気をつけ
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たいと思います。 

 当然区民の方といろいろ話し合いをしながらつくり上げてきている経緯

がございますので、そういった姿勢でこれからも臨んでまいりたいと思いま

す。 

会長  とりあえずよろしいですか。 

委員  いいです。 

会長  ほかいかがでしょう。 

 では、部長どうぞ。 

高齢者担当部

長 

 若干、説明を補足させていただきます。 

 今回、実は子育ての計画とか保健福祉計画とか、いろいろな計画に関する

パブリックコメントを一遍に行ったということとか、あるいは委員からご指

摘のありましたように、年の瀬は人々は忙しいということもありました。私

どももやはりより多くの方に関心を持って、少しでも読んでいただきたいと

いうことで、庁内はもちろん、出先施設でのパブコメを受ける体制を整えま

したし、介護保険はやはりご興味をお持ちの方が非常に多いだろうというこ

とで、住民向けの説明会も２度行いました。 

 そういった努力はしたつもりなのですけれども、やはりいろいろな要因が

あって、結果的には前回の総合事業の始まりとか、大きなトピックがあった

ところより少し少なかったのかなと思ってございますので、いただいたご意

見は真摯に受けとめて、またさまざまな工夫をしていきたいと思います。 

会長  ほかいかがでしょう。 

 いいですか。このまま進んでしまいますよ。この際だから言っておかない

といけないことがあるのではないですか。 

 何かありませんか。 

委員  すごく些細なことですけれども、この計画の策定年月日というか表紙に日

付が入っていないのですね。これはぜひお願いなのですが、計画案を修正さ

れるその都度入れていただけると、私どもは同じようなものを何度もいただ

きますので、どれが最新なのかというのがわからなくなることがあります。

最終的には恐らく載るのかと思いますけれども、後々見たときに、これはい

つ策定したものかとかいうのが結構気になることが多いので、実は今回パブ

コメが行われたかの計画にも言えることなのですが、その点は全部合わせて

いただけるとありがたいなと思います。 

高齢者施設課

長 

 はい。作成した段階で日付を入れますので、よろしくお願いします。 

会長 では、先生。 

委員  これも中身に入らないのですけれども、今回「資料１－関係」というので

全部同じなのも非常にわかりづらいのですよね。例えば資料の１－１とか１

－①とか、そういう形にしていただけるとありがたいかなと思います。 

 あと、保険料について１点だけお聞きしたいのですけれども、保険料が毎

回の改定で引き上げられる状況になっていまして、その引き上げを抑えるた

めに区としてもいろいろな取組をしていると思うのですね。準備基金の取り

崩しなども毎回行っていますけれども、ただ、どうしても抑え切れないとい

うことで毎回上がっているのが現状です。厚労省は 2025 年には月 8,200 円

まで引き上がるというような試算まで出している状況で、このまま行くとひ

たすら保険料が上がり続ける状況になっていくと思うのですね。 
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 この間の区の調査でも、この保険料負担に対する皆さんの切実な声という

のが非常に多く寄せられていると思うのですが、こうしたものについて区と

してはどのような問題意識を持っているのかお聞きしたいと思います。 

会長  これはどなたでしょう。介護保険課長ですか。 

介護保険課長  保険料が2025年に8,000円を超えるというような国の試算は存じており、

このまま行くと上がる一方だという課題意識はもちろん持っております。現

在の介護保険の制度として、サービスの給付が増えれば保険料が上がってい

くという仕組みであることは確かでございます。また、人口との関係もあり

まして、高齢者人口が増えていけば給付費が増えていき、一方で、負担する

方も増えますが、それよりも多い割合で給付費が増えているということは事

実でございます。国としても給付費の抑制が主眼ではないですが、自立支

援・重度化防止ということで、高齢者の方の自立支援・重度化防止に力を入

れて適正な給付をしていこうということで、給付の適正化とあわせて力を入

れているところでございます。区としても具体的にそのような視点で取り組

んでいきたいと考えております。 

会長  いいですか。 

委員  では最後に１点だけ。 

 今言われた区の苦しい考えがあると思うのですけれども、例えば意見とし

て寄せられた中に、自立の認定によってデイサービスや訪問介護がなくなっ

て、身体能力が落ちたという事例報告が増えているといった意見が寄せられ

ていたかと思うのですね。これに対して、区としては明確にそういうことは

ありませんというふうにも答えていないので、実態としてはそういったもの

も区としては認識しているのではないかと、ちょっとうがった見方で感じて

います。 

 例えば自立認定というのが、確かにちゃんとした自立をしてもらうためだ

ったらいいのですけれども、どうしても給付抑制みたいなことでプレッシャ

ーがかかっていくとか力が働いていくというふうになっていくと、本来求め

られている自立というのと少し離れていってしまうのではないかなと思う

のですね。そういったことが、給付費抑制というところで区としてはどうい

うふうに考えているのかなと。あんまり自立、自立ということによってその

抑制効果みたいなものを前面に出していくと、本来求められている自立では

なくなっていくのではないかということも少し心配しているのですけれど

も、その点どうでしょうか。 

介護保険課長  給付の抑制は、自立の支援・重度化防止の主眼ではありません。結果的な

ところかと思っておりまして、必要な人に必要なサービスが提供されるよう

に、今後も適正な認定、そして適正な給付をしていきたいと考えております。 

会長  件数としてどれくらい自立認定が起こっていますか。 

 つまりどういうことかというと、初回の認定申請の中で、要介護認定ある

いは要支援認定にならなかったケースが年々増えているのか減っているの

か。あるいは既に更新時に要介護度が低下するケースがどれくらいあるのか

ということなのですね。それがある一定の時期に急に増えるというようなこ

とがあると、いわゆる利用抑制が働いたというふうにも読めてしまう。でも、

そうではないということがはっきり言えれば、それはそれでいいのだろうと

思うのですが。 

介護保険課長  介護認定については今後の３年間の見通しでもそうですし、要支援の方あ

るいは要介護の方は今後も認定は増えていくという見込みが出ておりまし
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て、要支援だった方が実際に自立できればそれは喜ばしいことですけれど

も、そうしたケースがどのぐらい増えているのかというところ、あるいは急

に増えているのかということ。急に増えていることはないと思いますけれど

も、申し訳ありませんがそのようなところは細かいデータがございません。 

会長  苦しい回答をしていらっしゃるのはよくわかります。数値的に難しくて

も、基本的にそういう数値で答えられる部分というのがあると思うので、そ

ういうのはやはり用意しておいていただければ、例えば給付抑制を働かせて

いるのではないかという疑念に対する答えができますよね。 

介護保険課長  １つの参考というところでは、今回の計画の本体の 67 ページに「要介護

度別認定者の推計」というところがありますが、この中でそれぞれの要支

援・要介護の方の割合が載っております。また今後の見込みも載っておりま

すけれども、これまでの実績とそれから集計、推移というところでございま

すが、割合としては大きな変化はないというところでございます。 

会長  ということでよろしいですか。 

 どうぞ。 

委員  先ほどの説明が保険料の話だったのですけれども、ほかのところで伺って

も良いでしょうか。 

会長  もちろん。どうぞ。 

委員  60ページのところで、かなり研修というか人材確保から育成・定着の支援

等についてこれだけのページを割いているのですけれども、最近テレビを見

ていましたら、こういった介護施設はさまざまな介護技術があって、なかな

か他の介護施設との間ではあまり交流はないと。各施設、各法人がそれぞれ

の研修をやっているのはそれでいいのかということで、例えば市などが基本

的な研修を一括でやるということをテレビでやっていまして、「ああ、そう

いう手もあるのかな」と思いました。ここにある初任者研修受講というのが

どこでやっているのか知らないのですけれども、こういったことをやるほか

に、やはり区としてこのぐらいは各施設でやってくださいというのがあるの

ではないかと思いますので、その辺のところで少し手を出していくというこ

とは考えられないのかなというのが１点です。 

 それからもう１つ、今さら聞くのも非常に恥ずかしいのですけれども、86

ページのところで保険料は全て住民税から割り出しているのですよね。その

住民税なのですが、これは税務署に申告する人はそこから資料をもらってき

て把握できるのでしょうが、最近は年金があまりない場合は申告しなくて良

いというのがあるんですよね。そういった場合はどうやって把握していくの

かなとちょっと疑問に思いましたので教えていただけますか。 

介護保険課長  １つ目の研修について初任者研修のお話が出ましたが、これは昔のヘルパ

ー２級の研修でございますが、こちらはそれぞれの事業所ですとか、その機

関で行っております。その研修以外に区として行っている研修があります。

介護サービス従事者研修といった研修ですとか、ケアマネジャーの支援研修

です。区がケアマネ協議会等に委託をして行っている研修もございまして、

一定程度区で行っている部分もございます。 

介護保険課資

格保険料係長 

 介護保険課資格保険料係の上野です。 

 ２点目の年金収入に関してですけれども、こちらについては、年金をもら

っていらっしゃる方ですと、源泉徴収票といって年金の額の通知が日本年金

機構から届くかと思います。その収入額については全て税情報として区が取

得してございまして、それに基づいた保険料算出をしているという状況にな

っております。 
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委員  わかりました。 

会長  しっかり把握できていますよという話です。 

 今の区の統一研修のようなものも含めて保険者機能が強化されたところ

で、区として区内の事業者に対してどういうサービスや、場合によっては規

制をしていくのかというのが、これから問われてくるところだと思うのです

ね。前回、あるいは前々回から続いているのは通所介護ですね。デイサービ

スの設置はどんどん出てくるのだけれども、国の基準を満たしていればそれ

で認可して良いのかどうかと考えたら、これを杉並のスタンダードにします

よ、あるいは区内の事業所の職員研修にしても、区としてはこういう標準で

進めていきますよというのが、これからはつくられていって良いのではない

かと期待しています。 

 よろしいでしょうか。 

 よろしければこの１番目の議題、介護保険事業計画並びに高齢者保健福祉

計画については了承した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。 

 それでは２番目の議題に移ってまいります。条例の改正です。これは介護

保険課長ですね。お願いします。 

介護保険課長  ＜資料２に沿って議題（２）「杉並区介護保険関係条例改正の概要につい

て」について説明＞ 

 簡単ですが、説明は以上でございます。 

会長  これは基本的には法の改正に伴い条例を改正するということでよろしい

でしょうか。 

介護保険課長  はい。そのとおりでございます。 

会長  ご質問はよろしいでしょうか。 

 それではご了承いただいたということにさせていただきます。ありがとう

ございます。 

 続きまして、議題の３です。指定居宅介護支援等の事業の基準に関する条

例の制定についてです。同じくこれも介護保険課長ですね。お願いします。 

介護保険課長  ＜資料３に沿って議題（３）「（仮称）杉並区指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営の基準に関する条例の制定について」について説明＞ 

 説明は以上でございます。 

会長  正しいご説明ですけれども、これで理解してくださいというほうがなかな

か難しいと思いますね。国のほうで用意されているものがあって、それに従

って区が条例にそれを盛り込んでいくということになるわけですが、この一

番右の列、「区の考え方」というところに「省令と同じ」と書いてあるのは、

厚生労働省令に書いてある内容と同じものを条例化しますよと、そういう意

味でよろしいですか。 

介護保険課長  おっしゃるとおりでございます。 

会長  何かご意見ありますか。 

委員  今度の改正でまた内容も変わると思います。わかりやすいところでは管理

者の主任介護支援専門員といったところも変わると思いますので、そのとお

りになるのですよね。 
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介護保険課長  国の法改正を反映した内容で 30 年度の４月から施行されますので、その

ようになります。 

会長  よろしいでしょうか。国のとおりということです。 

 ありがとうございました。では、この案も承認されたということにいたし

ます。 

 続いて４番目の議題です。同じような条例の一部改正ですね。ではこれも

介護保険課長、お願いします。 

介護保険課長  ＜資料４に沿って議題（４）「杉並区指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営等の基準に関する条例等の一部改正について」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。 

 また先ほどと同じで、区の考え方は省令と同じという内容になっておりま

すが。 

 では、どうぞ。 

委員  先ほどの第７期介護保険事業計画が本日手元に届いたところです。そちら

のほうに含まれるのか、事前にこの資料４の関連の、今、課長がご説明され

た一部改定のところの共生型サービス事業所という部分について、確認をさ

せていただきたいと思います。 

 共生型サービス事業所の位置づけというのは、こちらの図に書かれている

ように、障害者の方たちのプランをつくる事業所が増えたということで、障

害者の福祉サービス事業所、そして高齢者の居宅介護支援事業所、プラス共

生型サービス事業所が増えたという、そういう理解でよろしいと思うのです

けれども、前回、第３回の会議のときに、委員のご質問の中に「65歳になっ

たら今までのサービス量が減るのでは障害者の生活等々が大変困難になる」

といったご意見もありまして、その中で課長は「介護保険の利用は原則であ

っても、やはり併用して障害者の方たちには利用していただく」というお答

えをいただいたと思います。 

 それで、今回もう一度確認したいことは、この新たな障害者の方たちを含

めた共生型社会を目指すためのこの事業所については、従来の障害者の方た

ちが使っているサービスが不利にならないようにプランをつくる事業所と、

そういう理解でよろしいのでしょうか。 

障害者施設課

長 

 まず１つ整理をさせていただきたいのですけれども、障害の福祉サービス

も高齢者のサービスも、まずサービスを利用される場合、計画を立てなけれ

ばいけません。そうすると、私ども障害関係は相談支援事業所、それから高

齢者だとケアマネジャーという形、ケアプランになるのですけれども、そこ

の事業所の利用がまず１つあります。そこでの計画をもとにして、次に実際

にサービスを提供するほう、例えば介護をする人を派遣するとか、いろいろ

なサービスを提供する事業所というのがあって、それは障害福祉サービス事

業所と、介護保険は介護保険事業所というのがあります。サービスを提供す

る事業所が２つあって、共生型サービスというのは、どちらかというとこの

サービスを提供するほうの事業所が一体となっていくと。そういうイメージ

になるかと思います。 

 計画を立てるほうは今までどおり、障害と高齢と別々にあって、それを同

じ事業所で２つの看板を持つこともできるようにしていこうとしているの

ですけれども、何を言いたいかと言いますと、今までサービスの提供を受け

ている人、例えば障害のほうは 65 歳になる前に介護する人が派遣されてき

ます。その人がその後 65 歳になって介護保険を利用するとなると、事業所
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が変わってしまって、サービスを提供する人が変わるということがありまし

た。障害者のサービスを提供している事業所に所属している人が、同じよう

に介護保険には入っていなかったので、65歳までは障害者のサービスを提供

してくださる方々が派遣されていろいろやってきたけれども、65 歳になる

と、その人たちは介護保険のサービスの提供者ではないので、人が変わって

しまうという可能性があちます。そうすると、障害のある方々というのは人

との関係性を結ぶのに時間がかかったりしますので、なるべく同じ人から介

護を受けたいとか、ケアをしてほしいという要望がありますた。それで、そ

こを円滑に、65歳になって障害のサービスから介護保険のサービスに変わっ

たとしても、同じ介護のことをやるのであれば、これまでと同じ人が提供で

きるようにというのが共生型のサービスという形ですので、サービスの提供

側の問題がまず１つあるということで、その整理とさせていただきたいと思

います。 

 イメージとしては大体おわかりでしょうか。 

会長  資料の４ページのところに、「現行」と「新」とあって、そこに「＋（プ

ラス）」と書いてありますよね。この「＋」の意味は、３つ目のタイプがで

きるということになるのでしょうか。それとも、現行の２つのものを一緒に

していくということになるのでしょうか。 

障害者施設課

長 

 今の私どもの理解としては、まず障害と介護、それに加えて共生型のサー

ビス、両方を備えられるサービス事業所ができるということで、第３の事業

所形態ができるということになります。 

会長  第３の事業所形態として、共生型サービス事業所というのができるという

ことと、そこに吹き出しで書いてあって、障害福祉サービス事業所でも介護

保険事業所の指定を受けやすくする、あるいはその逆も受けやすくするとい

うことがあって、従来の障害福祉サービス事業所が、介護保険サービスも提

供できるようにする施策も並行して進めるという理解でよろしいですか。 

障害者施設課

長 

 そのとおりです。 

会長  よろしいですか。何かどうぞ。 

委員  ちょっと私も理解ができないので、１つ事例を申し上げて、それについて

のお答えということで。 

 例えば 64 歳の利用者がいまして、障害を持っていながら今まで障害者の

就労支援、要するに作業所に通っていて、その後 65 歳を迎えました。そう

したら「あなたは 65 歳になったから、高齢のデイサービスのほうに移って

ください」と。「では、共生型サービスのプランを事業所で立てますから」

と。そういうことになると、要するに今まで障害者の方が積み重ねてきたそ

の生活サービスを、65歳になりましたということで今までのサービスから新

たに介護保険のサービスに移らねばならないのか。そうではなくて、併用す

るということは、今までの就労をしてお小遣いを得ていた生活プラス、高齢

者の、例えばそこで歩行器とか何かを借りる介護保険のサービスを使えると

ういう解釈でいいのか。 

 何を言いたいかというと、今までの障害者の方の生活がそのまま継続さ

れ、さらにそこに介護保険のサービスを使えると、そういうプラスの方向に

サービスが進んでいく。その方の生活をそのまま継続するために、共生型の

サービス事業所でその計画を立てる。そういう理解でいいのでしょうか。 

 要するに、サービスを全部介護保険のほうに移するのではなくて、今まで

のサービスプラスその介護保険サービスというそういう考えでいいのでし
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ょうかということです。 

会長  では、出保さんどうぞ。 

障害者施設課

長 

 １つの法的な方法として、65歳になったときに介護保険を適用するのが優

先していくという原則は、「ただし」なのですよね。だから 65歳になったか

ら、介護保険に全部変えなければいけないというわけではなくて、介護保険

に優先で使うのだけれども、さらに足りない部分で、今まで障害のある方が

生活してきた中で上乗せしたり、それから横に加えたりする必要があるの

は、障害サービスで対応していきましょうという話になります。65歳になっ

たからこっちにかわりなさいということで、例えば、今のように就労のＢ型

に通っていた方が、65歳になったのを機会にデイサービスに行きなさいとい

うようなことではない。そういう使い方はしないという形。やはりあくまで

もその方が、65歳以降で自分で通えるかどうかという課題はありますけれど

も、そういう中で行けるのであれば、そのままＢ型に通っていくという形は

あると思うのですね。 

 ただ、移行する中でもうＢ型に通いにくくなってきて、それでデイサービ

スに、ということも中にはあるとは思いますので、その辺は計画の中で検討

していくわけですけれども、先ほど申し上げましたように担い手が変わっ

て、それで関係性がそこで断ち切れることがないようにということのこの事

業所になります。 

会長  考え方としては、「介護保険事業にそれまで利用していた障害福祉サービ

スと同じ事業があった場合には、介護保険サービスのほうを優先的に利用す

る」です。ですから、介護保険のほうにないサービスを利用していたらば、

それはそのまんまということになるはずです。そして、その介護保険サービ

スのほうを優先利用というふうになったときに、強制的にかわってしまった

りすることがないようにしようということで、新しい第３のタイプの事業所

をつくったり、あるいは相互の指定が受けやすくなるようにこれからしてい

きますという、そういう制度だと思います。それでよろしいでしょうか。 

委員  なるほど。わかりました。 

障害者施設課

長 

 まさにかみ砕いてお話しいただいたとおりです。ありがとうございます。 

 基本的には 65 歳になっていても、障害のある方が円滑に移行というか、

そのまま住み続けていけるようにしていくというのが原則になってきます

ので、そこのところをどうやったらその方がそのまま円滑に住み続けていけ

るかということを踏まえて、より相互乗り入れをしていくという、そんなイ

メージになります。 

委員  確認できましたので、結構でございます。 

会長  ありがとうございました。 

 それでちょっと話がずれましたけれども、条例等の一部改正のほうに戻る

ことにいたしまして、いかがでしょう。区の考え方は省令と同じということ

ですが。 

 先ほど申し上げたような、保険者としての区の理念とかアイディアとか考

え方というのを、こういうところに盛り込んでいくことというのは難しいの

ですか。 

介護保険課長  今回の改正につきましては、法改正による趣旨を確実に区の条例にも盛り

込もうということでございます。共生型サービスですとか、あるいはその他
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のサービスでも、さまざま細かな部分で改正がございますので、そちらを区

の条例にもしっかりと盛り込んでいこうということが、まず第一の趣旨だと

考えてございます。 

会長  今回はそれでいいかと思うのですが、例えば区としてこういう基準を設け

ていきますよということになったとしたら、それは条例になるのか、あるい

は要綱になるのかよくわかりませんけれども、区としては高齢者に対する介

護サービスとしてこういう基準を、あるいはこういう内容であってほしいと

考えますみたいなものというのは、どこかで明記できるのでしょうか。 

介護保険課長  そうですね。これは地域密着型サービスですので、区で独自に定められる

部分もございますけれども、法によるところももちろん上限はございますの

で、条例で定められるかというところはございますが、条例ではないところ

で宣言していくというようなことは可能かと思います。 

会長  何か寺井課長をいじめているようで申しわけないのだけれども、国の基準

どおりやっていれば杉並区はいいのですというのでは、まずいと思うのです

よね。国の基準はこう、だけど、杉並区としてはもうちょっと厳しく、ある

いは高い水準のものを求めていきますというのが、今回ではなくてもいいか

ら、いずれ打ち出せるようになるといいなというふうに思って申し上げてい

ます。 

 部長、どうぞ。 

高齢者担当部

長 

 これは従うべきもの、参酌すべきものという、「参酌」というのは読んで

字のごとくですが基本的にその意を酌みなさいということだと思います。会

長がおっしゃるとおり、特にこれは地域密着型サービスですので、杉並区民

の生活をしっかり守り、杉並区が保険者として住民に一番身近なサービスを

しっかり提供していくもので、これからの大きなテーマである、先ほど給付

の適正化というのがありましたように、保険者機能をしっかり強化して、制

度自体も持続可能性をしっかり担っていかなければならないと思っており

ます。そういう意味で、今回は基本的には省令に準じてやっていくわけです

けれども、実際に地域密着型サービスのさまざまな基準等に基づいて日々運

営する中で、会長がおっしゃられたような視点で、例えば、杉並区の地域に

はこういうことが付加されるべきだろうということがあれば、そういった適

切な時期をとらまえて見直しをしていくということは、しっかり考えていき

たいと思ってございます。 

会長  ありがとうございました。 

 よろしいでしょうか。 

 では、先生どうぞ。 

委員  共生型サービスについてこの間も取り上げてきたのですけれども、どうな

るのかなというのがよく見えないなと思うのは、障害福祉サービスとしてや

ってきた基準だったり、体制だったり、報酬だったりというものが、この共

生型サービスになってもしっかりとその水準が維持されて、引き継がれるの

かどうか。その点をお聞きしたいと思います。 

障害者施設課

長 

 基本的にはその基準というものも、先ほど申し上げましたように円滑に移

行していくということが必要だと思っておりますが、実際にはどういうとこ

ろまでこの共生型サービスに国が盛り込んでくるかというのがまだ見えて

いない部分があります。そこを見据えながら、基本的には先ほど申し上げま

したように、障害のある方が高齢になっても同じような生活ができるように

ということを原則にやっていきたいと考えているところでございます。 

委員  いつ見えてくるのでしょうか。 
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障害者施設課

長 

 基準については、現在パブリックコメントを国のほうで実施していたかと

思いますので、そちらを取りまとめているものがありますし、それをもとに

してまた国のほうから通知が出てくると思いますので、遅くとも今年度中で

はないかと考えているところでございます。 

介護保険課長  今回の条例にも盛り込んであります共生型サービスにつきましては、例え

ば共生型の訪問介護であれば、障害福祉制度における居宅介護、重度訪問介

護の指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型訪問介護の指定を受けら

れるものとして基準を設定するということですので、障害の指定を受けてい

れば共生型の訪問介護の指定が受けられるというようなことでございます。

また報酬等についても、基本的には障害サービスの報酬等の基準を引き継ぐ

と、大きく変わらないものとするということは、国のほうから言われてござ

います。 

会長  ほかよろしいでしょうか。よろしければ、この４番目の議題を了承してい

ただいたということにいたします。 

 ありがとうございました。 

 それでは、先ほど来お話の出ている「地域密着型サービス事業所の開設に

ついて」５番目の議題です。これも介護保険課長からご説明お願いします。 

介護保険課長  ＜資料５に沿って議題（５）「地域密着型サービス事業所の開設について」

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。 

 定期巡回・随時対応、区内何カ所目になりますか。 

介護保険課長  今回で５カ所目になります。 

 会長、申し訳ありません。事前に委員からご質問をいただいておりました

ので、そちらについてもお答えをしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

会長  お願いします。 

介護保険課長  事前にいただいていたご質問は、「ナースケアの協力医療機関はあります

か」というところでございますが、基本的にはこちらは主治医の方の意見に

て定期巡回を利用するということですので、提携医療機関ではなく、主治医

の意見を聞きながらということでございます。また、提携の訪問看護ステー

ション等は既にあるといったことは聞いてございます。 

 また、「実施区域が杉並区全域とありますが、随時訪問 30分以内に駆けつ

けることは可能か」というところでございますが、原則として 30 分以内に

駆けつけるということでございます。 

 以上でございます。 

会長  ということですが、ご質問、ご意見はありますか。 

 どうぞ。 

委員  定期巡回・随時対応の平成 28 年度の計画に対する実績、比率が、今日い

ただいた資料で 90.8％でした。この数字は巡回の訪問介護・看護の詳細では

なく全体のものなので、その中で今、課長から区内には５カ所あるというお

答えでしたけれども、ハートページを見ましたら、看護・介護一体型の事業

所は西荻のほうに１カ所だった気がしました。それで、そこの稼働率、どの

くらい看護・介護一体型が稼働しているかということをお伺いします。 

 それから、そのほかに訪問看護ステーションが区内に 38 カ所あると思う

のですが、そこでも緊急時の訪問看護加算対応をすると 24 時間対応のサー

ビスもしていると聞いておりますのと、平成 33 年には天沼に訪問看護ステ

ーションも含めた「ウェルファーム杉並」ができると思うのですが、そこら
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辺も訪問看護ステーションができるということで、かなりこのサービス等々

充足していると思われます。ここで新たにこの１カ所の定期巡回・訪問看

護・訪問介護の必要性について確認をしておきたいのと同時に、先生がおら

れますので、医療的なサービスが増えていくことについてのお考え等々をお

聞きしたいのと、それからこれは法人が高知県なのですけれども、そこと地

域性はどうかというあたりも医療的な先生の立場からお聞きしたいと思い

ます。あともう１点、定期巡回ということで正吉苑の委員のほうに、実際こ

の定期巡回の現状、正吉苑は訪問介護だと思うのですけれども、そこら辺は

どうであるのか。訪問看護との体制をどのように組んでらっしゃるのかと

か、複数回で訪問でスタッフの確保はどうであるかとか、これをきっかけに

少しそこら辺の現状もお聞きして、このサービスは皆さん承認の方向に向い

ていると思うのですが、２月１日開設なので、そこら辺のところを質問と確

認をしたいと思いますのでお願いいたします。 

会長  それでは、寺井課長からでしょうね。 

介護保険課長  先ほど区内には４カ所ありまして、今回で５カ所目になると申し上げまし

た。そのうち一体型というのは、委員がご指摘のとおり１カ所だけでござい

ます。稼働率がどうかというところにつきましては、今、手元にはないので

すが、ニーズがどうかというところにつきましては、従来の訪問看護よりは

柔軟な対応が可能なサービスであるということで、例えば日中の独居の高齢

者の見守りのみでの訪問ですとか、薬の服用の確認ですとか、区分の支給の

限度額の範囲内で、１日例えば３回以上の排泄の介助ですとか、なかなか従

来の対応では難しかったものにも対応できるというようなことで、利用者に

とっては介護の負担の軽減や安心感にもつながるということではあります

が、需要という意味ではまだまだ周知が十分ではないところはあるかと思い

ますので、今後も説明や周知等は図っていきたいと考えてございます。 

会長  ２番目は医療関係のご意見を、ということでしたね。 

委員  基本的に先ほど課長から説明があったように、こういう定期巡回・随時対

応型訪問介護看護の場合には、主治医がいてということになりますので、別

に外の医療機関と提携してという形ではないので、私がよく問題にしている

地域にいる先生との関係というのは、もともと主治医と患者さんとの関係と

いうことがあるので、全く問題ないと思います。 

 それから医療的にというか、本来はもっともっと増えてもいいのかなとい

う感じはするのですけれども、ただ、やはり一体型というのは１カ所しかな

くて、実際に連携型というか、訪問看護ステーションとの連携をとってやる

というのは、本当は一体型でやりたいのだけれども、看護師の確保が難しい

ということで断念した事業所もよく知っています。そういうのがあるのかな

と。 

 むしろ聞きたいのですけれども、これは介護単位が全部かなり高くとられ

てしまいますよね。だから、ほかのところが恐らくあまり利用できなくなる

のですよね。 

委員  そうですね。介護のほうは定期巡回に全部切り替えになるのと、あと福祉

用具とかデイサービスを週に１回、２回、３回以上通うとちょっと出てしま

うといったところ、介護度によってですけれども、組み合わせが結構大変か

もしれないですが、どこに重きを置くかといったところで、利用者さんとか

ケアマネジャーさんに決定してもらうということをしています。 
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委員  そういう意味では、中でうまく調整でやりやすいという面は多分あるのだ

と思います。これは医療はもう全く別の話になってくるので、全く問題ない

と思います。 

会長  利用者さんの立場からすると、そこ１カ所に限定していなければ、実質的

には頼むと１カ所以外には行けなくなってしまう、利用できなくなってしま

うということがあるので、意外と利用が伸びないというのがひょっとすると

現状なのかもしれません。 

委員  あと、ケアマネジャーも変わってしまいますよね。 

委員  ケアマネジャーは変わらないです。 

委員  変わらなくて大丈夫なのですか。 

委員  はい。変わらないでやっています。 

委員  前、そこの事業所に変わってしまうから利用が伸びないのだという話を聞

いたことあるのですが。 

委員  小規模多機能は変わりますけれども、定期巡回の場合は変わらないです。 

委員  そうなのですか。私ちょっと混乱していました。済みません。 

会長  それから今度は、ご意見をという話でしたね。 

委員  うちの事業所は、確かに定期巡回・随時対応型をやっています。うちは連

携型になりますので一体型ではなくというところなのですが、今、そちらの

利用者数はお恥ずかしながら、今年１件、２件ぐらいで推移していて、今は

残念ながら０件です。うちの場合、夜間対応型訪問介護をやっていますので、

定期巡回と同じように自宅にコールシステムを置いて、必要なときに出向く

というサービスをやっています。介護報酬の観点から言うと、定期巡回と夜

間対応はやはりかなり違うのですよね。定期巡回はかなり負担額が、介護度

によって違いますけれども、何万という、２万とか３万とかという負担にな

ってしまうので、入り口とすると、やはりコールをしたときに来ていただけ

るという安心からすると、ケアマネジャーも夜間対応のほうが入り口として

は入りやすい。実際にこちらもどれくらいの新規相談があって、見込みがあ

るかということを考えると、最初から定額制でいくよりも、コールの頻度と

かその辺を鑑みて、では最初に夜間対応型訪問介護を導入しましょうという

形でやっていますので、そちらのほうの利用者は現在 160件ぐらいいらっし

ゃいます。 

 その中でコールが頻繁にあるのはやはり４割ぐらい。６割ぐらいの方はコ

ールが安心材料として置いてあって、４割ぐらいの方がコールがある。そん

な中でうちは介護を主体にやっているので、数字に大きな差がある。そんな

実態です。なので、訪問看護の方が実際に身近にいれば、医療的な入り口か

ら介護と連動するというのは、非常にそれはそれでそういう切り口があって

もいいのかなと思います。 

会長  あと、30分で杉並区の隅々まで行けますか。 

介護保険会長  これは 30分で原則行けるということですけれども、30分で行くことはで

きるだろうということと、それから訪問看護ステーション２カ所と連携をし
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てやっていくといったことも聞いてございます。可能だというふうに考えて

ございます。 

会長  隣の定期巡回の事業所はやっぱり区内全域を対象にしていましたか。 

介護保険課長  隣と言いますと、連携型でサテライトがございますので、区内全域。 

委員  懸念というか、素人なりに心配事は主治医ですよね。地方の場合は大体地

域の主治医が決まっているのですけれども、杉並の場合は主治医がもう大学

の先生からいろいろな形で違って、地域のすぐ駆けつけられる先生が近くに

いるということは限らない。そういう中で、重い人も対応するということに

どうなのかなというのが１つ。 

 それからもう１つ。これは訪問されるときに、介護・看護の方が一緒に行

くわけではない中で、利用者側から見たときにその区別がわからないのです

よね。ナースの領域とそれから介護の領域、どこまでいいかという。これは

ちゃんと法律も決められていることで、できることとできないことがあるわ

けですから、その辺がこの一体型の中で、結局介護のところにしわ寄せがい

くのではないかなという懸念をちょっとしています。 

会長  どうでしょう。これはやはり寺井課長ですか。 

介護保険課長  医療のところについてご懸念がということでございますが、基本的にはそ

の主治医がということではありますけれども。 

委員  基本的には今、例えば大学病院、杉並は新宿に行きやすいですから、新宿

あたりの大学病院とか大きな病院に主治医がいてというパターンが多いの

ですけれども、最近の考え方としては、病院のほうも２人主治医という考え

方、これがもう今メーンになってきていて、例えば神経難病で年に１回、も

しくは２回はうちに来てねと。その間はもう地域の先生との連携でもってや

っていく。何かあったらすぐその先生から連絡があれば受け入れるからねみ

たいな、そういう形でもってやっているところが多いのですね。それを結構、

病院のほうから患者さんがその話をされてしまうと、大学病院から見放され

たという誤解をしてしまって、それは嫌です、どうしても私はここに来たい

のですみたいな形になっている方は、だから実際には、主治医が大学病院し

かないので、行き場が困ってしまう。だけど、実際に何かあったときに、近

くの２人主治医制みたいな形をとっていれば、いろいろな細かい小回りがき

くというか、対応ができるので、例えば何か訪問介護・看護でもって連絡い

ただければ、そこでもって対応することは、地元のかかりつけ医としては可

能というふうに考えていただいたらいいと思います。 

会長  ありがとうございました。よろしいですか。 

 どうぞ。 

介護保険課長  介護と看護のお話がございましたけれども、介護と看護の利用の割合につ

いては特に制限はございませんので、適切なアセスメントに基づきまして、

必要な訪問回数が設定をされるということで、訪問介護の必要な回数は訪問

看護の指示書によるというようなところでございます。 

 また、今回のナースケアでございますけれども、訪問看護が主体の事業所

でありまして、訪問看護ステーションが定期巡回を始めるときに笑生訪問看

護ステーションをモデルとしたというところです。 

 西荻窪にある笑生訪問看護ステーションが、今回のナースケアをモデルと

して始めたというような情報がありました。 
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会長  どれを見ていらっしゃいますか？ 

委員  代わりにお答えしてもいいでしょうか。 

 定期巡回で連携契約を結んでいただいたときに、この和田さんとお話をす

る機会があって、和田さんは高知で定期巡回の事業所をたくさんやっていら

して、笑生訪問看護ステーションが定期巡回をやるときに、立ち上げのお手

伝いをしたというふうにお伺いしています。なので、笑生さんがここのナー

スケアさんをモデルにしたというのは、支援を受けたというところではそう

なのかもしれないです。 

会長  １つ質問なのですが、この有限会社はどれくらいの規模なのですか。 

介護保険課長  高知県高知市のほうで、今は訪看ステーションですとか定期巡回等を行っ

ているといった規模であるということです。 

 事業の規模と法人の規模とどちらでしょうか。 

会長  法人の規模です。 

介護保険課長  法人としましては、売上高ということでいいますと、４億 3,000万円とい

う規模で、決算の資料をいただいています。 

会長  有限会社としては非常に大きな規模と考えていいでしょうね。 

 何かほかにご意見、ご質問。よろしいですか。 

副会長  これは普通の施設をつくったりするときは別に委員会をつくって、そこで

今の収支の法人本体の経営状況とかも全部チェックするというのがあって、

多分そういうご質問があったと思うのですけれども、やはり杉並区で定期巡

回の補助金 1,000万もこの会社に行くのですよね。16ページに「杉並区定期

巡回補助金」1,000万という収入が資金計画の中に入っているのですけれど

も、それだけのお金を杉並区が有限会社に出すということなのですよね。そ

ういう意味ではないのですか、これは。 

高齢者施設整

備担当課長 

 地域密着型の施設ということで、杉並区が補助金を交付しておりまして、

開設準備経費といたしまして、基準にのっとって約 1,000万円をこちらの法

人に補助するということでございます。 

副会長  そうですよね。それで先ほどから多分皆さんが「全域なのですか」と質問

されてらっしゃるのが、これだけの補助金を出して、区民のためにどういう

ふうに展開なさるのかということがもうちょっと詳しくわからないといけ

ないのではないかと、今までのやりとりを伺っていて思いました。意見です。 

会長  という副会長のご意見もあって、何か援護射撃してくださることあります

か。 

委員  先ほど定期巡回の事業計画で 90％を達成しているというふうにお伺いし

たのですけれども、平成 24 年に定期巡回が始まってから、ジャパンケアが

主だったので、ほぼこの数字がうちの数字だけだったのですが、この１年で

事業者が増えたことによって、利用者数がすごく伸びているなと感じていま

す。私たちも拠点、サテライトを幾つかつくろうと今取り組んでいるのです

けれども、拠点が増えれば増えただけニーズに応えられるといったところで

は、事業者が増えるのはすごく喜ばしいことだと思っています。ここの事業

者とも今、ナースステーションさんと連携を組んで、一次でサービス開始し

ようとしているところです。 

会長  ありがとうございました。 

 そうですね。区内はジャパンケアが最初に始めたのですよね。 

 本件、ご了承いただくということでよろしいでしょうか。ありがとうござ
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いました。 

 それでは、今度はグループホームのほうですね。引き続きご説明をお願い

します。 

介護保険課長  引き続き＜資料５に沿って議題（５）「地域密着型サービス事業所の開設

について」について説明。 

会長  いかがでございましょう。何かご質問、ご意見。 

 今度は長崎県だそうです。 

 どうぞ。 

委員  把握されていたら聞きたいのですけれども、こちらの介護職員 11 名とい

うのはみんな長崎県から来られているのですか。 

介護保険課長  全部が全部ではないということですけれども、法人からはまたこれから現

地で採用する方もいるというようなことでございます。 

高齢者施設整

備担当課長 

 この法人につきましては板橋区で特養を運営してございますので、人材を

相互に活用するということも考えているようでございます。 

会長  よろしいですか。 

委員  なぜ聞いたかというと、公募されて手を挙げられたと思うのですけれど

も、長崎がどうだとか、鹿児島がどうだとか、高知がどうだと言うつもりは

全くないのですが、なぜ全国展開しているところも含めて、東京のいろいろ

な業者が杉並区に手を挙げないのかということをあるときに聞いてみたら、

杉並区では介護職員が採用できないということが一番大きな理由だったの

で、ここでこういう形で 11 名も採用できているということは、板橋とかも

ありますけれども、どういうふうにされたのかなと思います。 

 せっかくいい計画を出しても、今はとにかく事業所が手を挙げないという

のがどこも現実なので、基準の見直しとかいろいろあると思うのですけれど

も、やはり一番その中で事業所がネックなのが、人が集まらないというとこ

ろ、計画書の中にもいろいろ書いてありましたけれども、このように高知県

からというところの中で、杉並区の保険ですので、杉並区から勤めている人

が多くなるような形がベターかなと思います。 

会長  ありがとうございました。 

 これはプロポーザルですか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 プロポーザルで事業者は決定いたしました。 

会長  それは先に言っていただくといいですよね。 

副会長  資料についてのお願いなのですけれども、別にそれで落とすとか何とかと

いうわけではないのですが、事業所によって保険外負担の金額がとても違う

のですね。特にグループホームの場合は家賃も食費もばらばらなので、一応

参考資料として、ここはこれだけのものをつくっていて、こんなに高いのだ

と。高くても行く人は行くわけですけれども、区内の全体の状況というのが

わかるためには、いわゆる利用者負担部分のものも資料としてつけていただ

けるとわかりやすいと思います。 

高齢者施設整

備担当課長 

 グループホームにつきましては区のほうから補助金も出しておりますの

で、できるだけ低廉な家賃、食費で設定していただくようにお願いしている

ところです。また、区の補助金を出したところについては、１ユニット当た

り生活保護受給者の方も入居できるように法人に求めているところでござ

います。 
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副会長  それでも家賃は違うのですよね。 

高齢者施設整

備担当課長 

 ご指摘のとおりでございますので、次回からは家賃等につきましても記載

するように努めてまいりたいと思います。 

会長  プロポーザルですから、多分事業者選定委員会の中で本人負担額とか、あ

るいは法人の財政状況だとか、細かく審査されてここへ出てきているのだろ

うと思いますが、そう理解してよろしいですか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 はい。財務状況などにつきましても公認会計士に委託して詳細に分析して

いるところでございますので、継続して事業運営が可能かというところも判

断していただいているところでございます。 

会長  ということで、安心して承認してよろしいかと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

委員  ここは国家公務員宿舎の杉並高井戸寮だった場所でしょうか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 国家公務員宿舎でございました。 

委員  当初、認知症高齢者グループホームというのは計画に入っていたと思うの

ですけれども、小規模多機能型居宅介護も検討するみたいなことが議会で言

われていたかと思いますので、そのあたりはどうなのかということと、保育

園の併設というのはどのように行われているのか。完全に分離はしているの

でしょうけれども、どんな規模の保育園が併設されるのか、そのあたりのこ

とをお聞きしたいです。 

高齢者施設整

備担当課長 

 小規模多機能型居宅介護につきましては、現在、高井戸東三丁目で特養と

の併設で整備を進めております。 

 保育園につきましては、認知症高齢者グループホームと併設するのが３カ

所目でございまして、１階が保育園で２階が認知症高齢者グループホームで

す。保育園の定員は１０２名でございます。 

会長  よろしいでしょうか。 

 ではこの件、ご了承いただくということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

 では、もう１件のグループホームのほうをお願いいたします。 

介護保険課長  引き続き＜資料５に沿って議題（５）「地域密着型サービス事業所の開設

について」について説明。 

 説明は以上でございます。 

高齢者施設整

備担当課長 

 先ほどの案件と同様にこちらも公募型で提案のあったもので、土地の所有

者が建物を建て、メディカル・ケア・サービスに一括でお貸しして都市型軽

費老人ホームと認知症高齢者グループホームを運営していくものでござい

ます。都市型軽費老人ホームにつきましては区内で２カ所目の開設というこ

とでございます。 

会長  何かご質問、ご意見おありの方いらっしゃいますか。 

 事業計画の中身、あるいは資金繰りなどに関しては、もう既に選定委員会

のほうでご審議されているのでしょうか。 

高齢者施設整

備担当課長 

 はい。先ほどの案件と同様に、公認会計士並びに選定委員会の委員の皆さ

んで審議いただいた内容でございます。 

会長  サービスの内容に関しても、基本的にはご審議いただいていると考えてい

いですね。 

高齢者施設整  ご指摘のとおりでございます。 
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備担当課長 

会長  他にいかがでしょうか。 

委員  高井戸地域は最近いろいろできていますよね。ニーズもあるということで

すし、できるのもとてもいいことだし、先ほど委員が言われたみたいに、社

会資源が多いというのはとても利用者の方のためになっていて、私は自分の

ところでも、訪問看護や訪問介護、保育の事業所とかもやっているのですけ

れども、何せ問題は人なのですよ。人がいない。だから、建物を作って事業

所を作ってニーズもある。だけど、それをやる人がいない。 

 先ほど杉並区のビジョンみたいなものをもっと出せないかというような

話も出たと思うのですが、やはりここで暮らしている人たちももちろんそう

なのだけれども、働く人たちがここで働きたいとか思えるような何かビジョ

ンみたいなものが、杉並として、ちょっと理想論になってしまうのですが出

していただけないと、働く人がどこにいるの？というぐらい、例えば人件費

率をすごく上げたところで集まらないというのがあったりするので、やはり

付加価値として、お金だけではなくてここで働いている意義とか、杉並区と

しての特徴とかがあってくださるとすごくうれしいなと思ってしまいます。 

会長  ありがとうございます。人件費を幾ら上げてもやりがいにつながらないと

いう難しさ。絶対ここで働きたいと介護職の方たちが思ってくださるような

施設づくりというのをつくっていかないといけないというご指摘だったと

思います。ありがとうございました。 

 さて、時間が非常に押してきているのですが、いかがでしょう。ご了承い

ただいたということでよろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それではこの３件、ご了承いただいたというこ

とで、30年度の第１回の介護保険運営協議会に報告がなされる予定というこ

とでございます。ありがとうございました。 

 それでは最後の議題ということになりますが、「地域包括支援センター事

業評価部会の設置について」、これは地域包括ケア推進担当課長ですね。 

地域包括ケア

推進担当課長 

 ＜資料６に沿って議題（６）「地域包括支援センター事業評価部会の設置

について」について説明＞ 

会長  説明の途中ですが時間がありませんのでここまでとしてください。 

 要するに、今まで杉並区では介護保険運営協議会が地域包括ケアセンター

の評価部会を兼ねるということになっていて、この介護保険運営協議会とは

別に事業評価委員会というのを立てて、実際には藤林先生にその委員長をや

っていただいて、事業評価を介護保険運営協議会に出すという形にしていた

のを、介護保険運営協議会の中に部会という形でそれを組み込んでしまいた

いという、そういう提案です。 

 今年の４月からスタートできるように、介護保険運営協議会の規則を改正

し、今回示されたような内規もあわせて制定するというご提案です。やるこ

と自体はこれまでとほとんど変わらない。ただ、機構上位置づけが変わると

いうことだと思います。よろしいですね。 

 では、ご承認いただいたということにいたしましょう。ありがとうござい

ました。 

 さて、時間がほとんどなくなってしまいましたが報告事項が残っていま

す。大急ぎでお願いします。 

介護保険課長  ＜資料７、８、９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
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業所の指定等について」について説明＞ 

 説明は以上でございます。 

会長  区内の施設に関して言えば、法人変更のみ。あるいは施設の規模が縮小し

たことによって、都の指定から地域密着型となって区の指定に変わったとい

うことなので、報告のみにとどめたということかと思います。 

 それから、区外に関してはいつものように、区民の方が利用を開始された

ということで指定をしたという報告だろうと思います。 

 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。 

 続いてその他の報告についてお願いいたします。 

高齢者在宅支

援課長 

 「杉並ぐるる」の６号を発行いたしました。善福寺地域の取組で移動スー

パーが入って活躍しているという記事を掲載いたしましたので、ぜひご覧い

ただければと思います。 

地域保健・医療

連携担当課長 

 引き続きまして、「在宅医療地域ケア通信」の 12号が発行されましたので、

そのご案内でございます。 

 今回のテーマは「介護現場の人材確保を考える」ということで、本日お越

しいただいております委員にも大変ご協力いただきました。ありがとうござ

いました。後ほどお読み取りいただければと思います。 

 もう１点でございますけれども、今週末、１月 28 日の日曜日にセシオン

杉並を会場といたしまして、「40代から始める明るい終活」在宅医療推進フ

ォーラムのご案内でございます。２部構成となっております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

高齢者在宅支

援課長 

 もう１つ、生活支援体制整備につきまして黄色いチラシを入れさせていた

だきました。２月 19 日の月曜日に、西荻地域区民センターで「助け上手？ 

助けられ上手？」というタイトルで、木原講師を迎えまして地域で暮らすた

めの支援についての講演会を開催いたします。もしご興味がおありでしたら

おいでいただければと思います。 

 以上です。 

会長  ありがとうございました。 

介護保険課長  １件追加でご報告いたします。 

 先ほど計画の中でご質問がありました、認定の申請をして自立と判定され

た方、非該当と判定された方の割合についてデータがありました。認定の申

請をしたけれども自立と判定された方の割合は、平成 28年度は 1.91％、平

成 29年度は 1.92％でございます。 

 申しわけございません。以上でございます。 

会長  ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

 それでは、事務局から報告をお願いいたします。 

高齢者施設課

長 

 平成 29 年分の介護保険運営協議会の委員報酬に関する源泉徴収票を席上

に置かせていただきました。お持ち帰りくださいますようお願いいたしま

す。 

 次回の介護保険運営協議会でございますが、３月中旬頃、３月 19 日の週

あたりで調整をさせていただきたいと思います。２月の上旬頃までには改め

てご連絡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  ありがとうございました。 

 ご協力いただきまして、たくさんの議題にもかかわらず、そしてしっかり

議論しながら、わずか６分超過で終わることができました。ご協力ありがと

うございました。閉会いたします。 
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