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要　　旨

　大都市地域の自治体では、一人暮らし高齢者の増加などを背景にして、孤独死問題など介護保険制
度だけでは対応できない福祉の課題がますます顕在化している。地域包括ケアの仕組みづくりが目下
の課題とされており、高齢者の見守りなどに住民の力が求められている。しかし、互助の仕組みを構
築しコミュニティの力に頼るだけでは地域の困難なニーズに応えられない。介護保険制度を発展させ
つつ、地域福祉や生活援護の公的仕組みもあらためて強化される必要がある。介護保険の保険者であ
り、地域包括支援センターの設置者である基礎的自治体の行政責任が問われているのである。
　本稿では、地域包括ケア及び地域包括支援センターの導入目的を整理しながら、既存の介護保険制
度やケアマネジメントの抱える課題を検討したい（２節、３節、４節）。続いて、地域包括支援セン
ターの役割を提示する（５節）。東京都新宿区の事例研究（６節、７節）によって、基幹型と位置づ
ける行政直営の地域包括支援センターの役割は何か、委託型地域包括支援センターの機能強化はどの
ようにして可能となったのかを分析していく。委託型地域包括支援センターの業務特徴から、行政管
理や行政側が考える方向へと業務を導くことには難しさがあるが、パートナーシップ関係を形成する
ことで、地域包括支援センターの業務改善につなげようとしていることを明らかにしたい。
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英文要旨
The local governments in metropolitan areas are facing with the issue that the Long-Term Care 

Insurance System is not enough to solve the welfare problem due to an increasing number of seniors 
who die alone and living alone. Currently the method of establishing a comprehensive community 
care system is our challenge and it is necessary to involve citizen power to take care of elderly people. 
However, it is difficult to satisfy these complicated needs by having community and mutual aid only. 
It is necessary to further develop Long-Term Care Insurance System, while strengthening both 
community welfare and living support systems. The insurer of the Long-Term Care Insurance and 
the establisher of Area Comprehensive Support Center are responsible for the municipalities of self‐ 
government.

査読付き論文



１　はじめに

高齢者の増加や世帯構成の大きな変化を背景に

地域包括ケアが新たに必要とされている。介護

保険制度が発足して10年以上が経過したものの、

「家族主義」的な介護構造は根強く残存しており

介護の社会化は道半ばである。地域包括ケアの登

場によって、介護の社会化はさらなる進展が図ら

れるのであろうか。

地域包括ケアでは互助の役割への期待が高まっ

ている。しかし、大都市地域では、居住者の流動

性が高いこともあり住民間の関係性が弱く、町会

自治会などの既存地縁組織の活動も低調な傾向に

ある。地域包括ケアは、「それぞれの地域が持つ

『自助、互助、共助、公助』の役割分担を踏まえ

ながら、有機的に連動して提供されるようなシス

テム構築が検討されなければならない」（地域包

括ケア研究会 2010：３）とされる。自治体住民
としての意識が必ずしも高くなく、地縁組織が脆

弱な大都市地域では、果たしてどのように地域包

括ケアを実現させることができるのであろうか。

早稲田大学地域社会と危機管理研究所は2009年

度より、東京都新宿区、新宿区の地域包括支援セ

ンター、社会福祉協議会、民生委員、及び地区協

議会などを対象に、地域包括支援センターの業務

実態、高齢者の孤独死対策、福祉コミュニティ形

成のあり方などについて調査研究を実施してき

た。

新宿区は人口31万７千人（2010年１月１日現

在）であり、約３万人が居住する区域ごとに一つ

の地域包括支援センターが設置されている。地域

包括支援センターは10箇所あり、基幹型とされる

直営センターと９箇所の委託型センター（社会福

祉法人５、株式会社４）がある。なお、全国的に

見ると約７割が委託型である。また、新宿区の高

齢化率は18.6％であり、全国平均23.1％よりもや
や低い（2010年10月現在）。しかし、高齢者がい

る世帯のうち、一人暮らし高齢者の占める割合は

24.7％で、全国の24.2％を若干上回り、町丁目レ

ベルで見ると、高齢化率が高く、一人暮らしや高

齢者のみ世帯が多いとされる地域もある１。他方

で、地域包括ケアの互助の仕組みづくりとの関連

では、新宿区の町会・自治会の加入率は51.17％
（2010年度）である。住民の半数近くが地縁組織

に加入すらしていない。　

新宿区はこのような大都市特有の課題を抱えて

おり、そうした東京大都市地域において、地域包

括ケアシステムをいかに構築しようとしているの

かを探ることが研究対象とした理由の一つであ

る。地域包括ケアシステムの論点は多岐にわた

る２。地域包括ケアの中核機関として、サービス

コーディネートを担う地域包括支援センターに焦

点を当てて議論をしていきたい。

本稿は、地域包括ケアの構想が「家族主義」的

な介護構造の持続という介護保険制度に積み残さ

れた課題に対して、介護保険制度の充実を図りつ

つも互助の仕組みを加えて対応しようとしている

こと、同様にケアマネジメントの問題点を地域包

括支援センターの制度化によって部分的に解決し

ようとしていることを示したい。これは、地域包

括ケア及び地域包括支援センターの導入目的を整

理するとともに、既存の介護保険制度やケアマネ

ジメントの抱える課題を検討する議論となる。

そのうえで、新宿区は地域包括支援センターの

機能強化規定を含んだ2012年介護保険法改正に

先んじて、2010年度から委託型地域包括支援セン

ターの機能強化に取り組んでおり、事例研究に

よって、委託型地域包括支援センターの機能強化

はどのようにして可能となったのか、また、基幹

型と位置づける行政直営の地域包括支援センター

の役割は何かを分析していく。地域包括支援セン

ターは裁量性の高い業務を専門職が担うというス

トリート・レベル官僚制の特徴を持っているた

め、委託型地域包括支援センターの業務を行政管

理し、行政側が考える方向へと業務を導くことに

は難しさがある。行政の役割強化に言及する先行

研究はあるものの、本稿では「委託」関係という

より「パートナーシップ」関係を形成することを
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目指して、業務の現状を共同で振り返り、「対話」

をすることによって業務改善につなげようとして

いることを明らかにしたい。さらに、地域包括ケ

アの実現のため、保険者・設置者としていかに行

政責任を果たすべきなのかを考察し、そこでの課

題や問題解決の方向を議論することは、他自治体

の地域包括ケアの構築にとっても有益であろう。

２　地域包括ケアと介護保険制度の課題

地域包括ケアとは、地域包括ケア研究会の報告

書では、ニーズに応じた住宅提供を基本に、「医

療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々

な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏

域）で適切に提供できるような地域の体制」と定

義され、「おおむね30分以内」に必要なサービス

が提供される圏域として具体的に中学校区が基本

とされている（地域包括ケア研究会 2012）。また、
新宿区では、第５期介護保健事業計画と一体的に

「新宿区高齢者保健福祉計画（平成24年２月）」を

策定したが、地域包括ケアについて、「可能な限

り住み慣れた地域において継続して住み続けるこ

とができるよう、『医療』、『介護』、『介護予防』、

『すまい』、『見守り・配食・買い物などの多様な

生活支援サービス』、『権利擁護（成年後見制度

等）』のための事業などを、高齢者の日常生活の

場において有機的一体的に提供していく考え方」

とした。

地域包括ケアでは、医療との連携強化、高齢期

になっても住み続けられる高齢者住まいの整備な

ど、これまでの介護保険制度では必ずしも重視さ

れてこなかった施策分野にも力点が置かれる。し

かし、介護保険制度は地域包括ケアにおける中核

的な制度であり、今後も高齢者福祉政策の中心的

な役割を占めることに変わりはない。というの

も、地域包括ケアの考え方には、一人暮らしや高

齢者のみ世帯の増加、認知症を患う高齢者の増

加、医療と介護の双方を必要とする者の増大な

ど、要介護高齢者の状態像の変化に対応できるよ

う、サービスシステムを機能強化するという問題

意識とともに、介護保険等のサービス全体の量的

拡充を図るとのねらいもあり、地域包括ケアシス

テムの構築には、介護保険制度が「持続可能な

制度としてその役割を発揮し続けることが前提」

（地域包括ケア研究会 2012：３）とされているか
らである。

介護保険制度が導入され10年以上が経つ。「介

護保険制度の創設とは、「『介護の社会化』が最大

の目標」（岡本 2009：７）であったが、この目標
が達成困難だから、地域包括ケアが必要とされて

いるのだろうか。また、在宅ケアを重視するのも

介護保険制度の特徴である。介護保険が目指した

介護の社会化、在宅ケアの充実がなされないため

に、地域包括ケアが求められているのだろうか。

地域包括ケアに期待されることを理解するため

に、現時点での介護保険制度の成果や評価を簡単

に振り返っておきたい。

介護保険制度は、従前の措置制度を廃止し利用

者とサービス事業者との「契約」関係を締結する

手法を導入し、株式会社などの多様な供給主体の

参入を認めることで、サービス提供量の拡大を図

り、利用者のサービス選択の幅を広げることを目

的とした３。開設されている事業所の経営主体別

構成割合からも、準市場の導入、民間活力の活用

に一定の成果があったことがわかる。営利法人の

占める割合は、ケアマネジメントを行う居宅介護

支援事業所２万7,705のうち40.6％、訪問介護事業
所２万1,315のうち58.6％、通所介護事業所２万
4,381のうち46.4％である４。実際に要介護認定者

数は、2000年度の256万人から2011年度には531万

人へと約２倍になり、サービス受給者数も2000年

度の184万人から2011年度は434万人へと2.35倍に
増えた（厚生労働省老健局「平成23年度介護保険

事業状況報告（年報）」）。在宅サービス（地域密

着型サービス含む）の方が施設サービスよりも

伸び率が高い。在宅サービスが2000年度の124万

人から2011年度は348万人へと2.8倍であるのに対
し、施設サービスは1.43倍である。
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しかし、地域によってサービスの基盤整備に違

いが生まれている。高齢者１人あたりの月額給

付費は全国平均では在宅サービスが11,620円、施
設サービスが7,549円（2010年４月現在）である。
地域格差を都道府県別で見ると、高齢者１人あた

りの在宅サービス及び施設サービス給付費の比較

では千葉県や埼玉県が低く、基盤整備が遅れてい

るとの分析もある。東京都や大阪府は施設サービ

ス給付費が低いものの、在宅サービス給付費は全

国平均をやや上回る。施設整備は大都市部の課題

である。施設サービス給付が高いのは富山県や徳

島県、高知県などであり、高齢化の早かった西日

本の各県は在宅、施設サービスとも高齢者１人

あたりの給付費が総じて高い傾向にある５（池田

2011）。

在宅ケアの重視が介護保険制度の根本である。

介護保険制度創設の起点となった高齢者介護・自

立支援システム研究会報告書では、家庭が生活の

基盤であり、高齢者の多くはできる限り住み慣れ

た家庭や地域で老後生活を送ることを願っている

とし、「まず第一に、高齢者が無理なく在宅ケア

を選択できるような環境整備を進めることが不可

欠である」（高齢者介護・自立支援システム研究

会 1994：23）と強調していた。立ち後れている
在宅サービスを大幅に拡充し、一人暮らしや高齢

者のみ世帯であっても、希望に応じ可能な限り在

宅生活ができるよう支援していくべきであるとし

ており、これが介護保険制度の創設の一つのねら

いであった６。

しかし、介護保険制度が家族の介護負担を軽減

しているかというと必ずしもそのような評価ばか

りではない。統計分析による研究では、要介護度

の高い高齢者を介護している女性家族員にとって

は負担が軽減されたが、高齢化が急激なこともあ

り、家族への介護の負担は全体として増大し、男

性や同居していない家族・親族も介護にかかわる

傾向にあるとの結論が出されている。経済的な理

由から施設介護ではなく、在宅介護という選択を

余儀なくされる人もおり、低所得者層には１割の

自己負担は過重であり、制度の利用可能性を狭め

ているとされる（落合・阿部・埋橋・田宮・四方

2010）。

また、寝たきりになった高齢者が施設などに入

所せず、家族が在宅介護をした場合、介護保険制

度がどの程度機能するかという考察もある（結城

2008a：21）。要介護度１の夫が要介護度５で認知
症がひどく寝たきりの妻を介護するケースでは、

妻は痰がからみ自力で出すことができず吸引が必

要なため、夫は常時寄り添わなければならない。

ヘルパーが毎日午前と午後に来ておむつ交換や食

事の世話をし、週２回訪問看護師が来て理学療法

士によるリハビリも受けるという。だが、介護保

険制度には利用限度が設定されており本人にとっ

て必要な在宅サービスのすべてを賄えるわけでは

ないことから、家族にとっては厳しい介護負担と

なる。そのため、「現在の在宅介護サービスは、

あまりにも家族に依存している」（結城 2008a：
29）と批判される。

10年を迎えた介護保険制度について、日本の高

齢者に提供されるケアの総量は増加し、介護を担

う家族にかかる重い負担はいくらか軽減された

が、根強い「家族主義」的な介護構造を根本か

ら変革することはできなかったとの評価がある７ 

（落合・阿部・埋橋・田宮・四方 2010）。また、要
介護の高齢者が在宅生活をあきらめる状態は「在

宅限界」と呼ばれるが、「日本での在宅限界はま

だ低い」（田中 2011：25）と指摘される。在宅生
活を続けることへの不安から住み慣れた家や地域

での生活をあきらめてしまう人も多いのである８。

「在宅サービス利用は伸びているが、重度者を支

えきれていないため、要介護状態の重度化や病気

になって医療を要する状態になると、在宅の選択

が困難となり、施設や病院に依存せざるを得な

い」（地域包括ケア研究会：20）のが現状と分析

されているように、重度者への在宅サービスの量

や質が不足していることが背景にある。地域包括

ケアシステムでは、このような介護保険制度の課

題を引き受けつつ、住まいの確保、医療連携、多
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様な生活支援サービスの提供などが目指されるこ

とになる。

現在の高齢者介護が家族介護と介護保険による

介護サービスから成り立っているとすると、一人

暮らし高齢者や高齢者のみ世帯など、家族を当て

に出来ない高齢者は、一般に家族介護で満たされ

ているサービス量をどう充足させるのか、また、

見守りや安否確認、買い物をはじめ家族が担うこ

との多い役割をどう補うのかということも大きな

問題になる。地域包括ケアでは、介護サービスの

量的・質的拡充とともに、地域ごとに互助の仕組

みを形成することも重視されている。「医療や介

護の専門職のほか、高齢者本人や住民によるボラ

ンティアといった自助や互助を担う者」（地域包

括ケア研究会 2012：33）が地域包括ケアを支え
る人材とされているからである９。地域包括ケア

では、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯などの

中に、家族や親族に頼れない高齢者が増加してい

るので、家族などが担っていた役割を地域の互助

の仕組みで埋め合わせるねらいもあるように思わ

れる。次節で引き続き議論していきたい。

３　地域包括ケアシステム－住民参加と
自助・互助の言説

高齢化の進展や家族形態の変化に伴って地域

包括ケアという考え方が介護保険制度に導入さ

れ、2006年度から地域包括支援センターが制度化

された。高齢者介護・自立支援システム研究会報

告書は、地域包括ケアや地域包括支援センターの

制度化構想を含んでいないが、高齢者の生活状況

の多様化が進む状況だからこそ、参照すべき有用

な考え方が提示されている。この報告書では、介

護サービスは、高齢者の生活の質の維持・向上

を目指す観点から、「何よりも利用者側の立場に

立ってサービスが提供されなければならない」し

ていた。「高齢者の個別性が尊重される必要があ

る」とし、長年にわたる生活習慣や環境の違いが

年輪のように重なって心身の状態に様々な影響を

与えているので、「高齢者を「一つの同質グルー

プ」と考えるのではなく、高齢者一人ひとりの個

性を尊重し、サービスを提供していくことが重要

である」（高齢者介護・自立支援システム研究会

1994：25）と説いていた。

高齢者介護・自立支援システム研究会報告書で

は、地域ケア体制の整備という表現が、「利用者

本位のサービス提供」という項目において使われ

ていた。「『ケアマネジメント』の考え方を基本に、

サービス連携の拠点やネットワークづくりを進

め、関係者が有機的に連携した地域ケア体制を整

備していくことが求められる」。「在宅ケアと施設

ケアの連続性の視点を基本に捉え、地域全体が高

齢者や家族を支えていく施策展開が望まれる」と

した。また、「地域住民やボランティアの幅広い

参加を進めていくことが重要である」（高齢者介

護・自立支援システム研究会 1994：27）として
おり、これらは、今日の地域包括ケア構想に連続

するものといえるだろう。

地域包括ケアシステムの概念を初めて提起した

のは、厚生労働省老健局長の私的研究会として設

置された高齢者介護研究会の報告書『2015年の高

齢者介護』（高齢者介護研究会2003）である（井

上 2005；高橋 2013）。この報告書では、「介護保
険の介護サービスやケアマネジメントが適切に行

われたとしても、それのみで高齢者の生活を支え

きれるものではない」（高齢者介護研究会 2003：
34）とし、様々な社会的支援を必要とする人に関

しては、ケアマネジャーだけで問題を解決しよ

うとしても難しいことがあり、「介護以外の問題

にも対応しながら、介護サービスを提供するに

は、介護保険サービスを中核としつつ、保健・医

療・福祉の専門職相互の連携、さらにはボラン

ティアなどの住民活動も含めた連携によって、地

域の様々な資源を統合した包括ケア（地域包括ケ

ア）を提供することが必要」（高齢者介護研究会 
2003：35）であるとした。

また、「地域包括ケアが有効に機能するために

は、各種のサービスや住民が連携してケアを提供
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するよう、関係者の連絡調整を行い、サービスの

コーディネートを行う、在宅介護支援センター等

の機関が必要」（高齢者介護研究会 2003：36）と
したものの、地域包括支援センター自体の設置は

提言しなかった。

高齢者介護研究会報告書では、例えば、高齢夫

婦のみ世帯で夫が要介護状態であり、妻が介護を

する事例を想定し、夫は妻以外から介護を受ける

ことを拒み、妻も夫の介護は自分がすべきものだ

と思っており、ケアマネジャーが関わろうとして

も全く受け入れてもらえないケースを例示する。

この場合、妻が親しくしている近隣住民に依頼

し、その人と一緒に訪問し、介護の苦労や悩み事

を聞いた上で、月１回の通所介護利用を勧めるこ

とから始め、利用回数を増やしていくといった対

処法が提示される。介護サービスを利用してから

も、近隣住民による訪問を継続し、妻の精神的負

担を軽減させる努力を続けるべきとしている（高

齢者介護研究会 2003）。これらから、地域包括ケ
アでの住民による見守りの重要性が理解できよ

う。

「地域包括ケアシステム」について、より踏み

込んで具体化したのが地域包括ケア研究会の報告

書である（地域包括ケア研究会 2010）。「地域に
は、介護保険サービス（共助）、医療保険サービ

ス（共助）、住民主体のサービスやボランティア

活動（互助）、セルフケアの仕組み（自助）等数

多くの資源が存在」するとした一方で、「これら

の資源は未だに断片化している」とも分析してい

る。「今後、それぞれの地域が持つ『自助、互助、

共助、公助』の役割分担を踏まえながら、有機的

に連動して提供されるようなシステム構築が検

討されなければならない」（地域包括ケア研究会 
2010：３）というのである。 2025年の高齢社会を
踏まえると、「介護保険サービス、医療保険サー

ビスのみならず、見守りなど様々な生活支援や成

年後見等の権利擁護、住居の保障、低所得者への

支援など様々な支援が切れ目なく提供されなけれ

ばならない」のである。

住民を福祉の担い手、公務の担い手として積

極的に位置づける立場は強まっている。「地域包

括ケアの実現という観点から、専門職のほか、

NPOや住民によるボランティア、利用者自身も
含めた多様な人々の参画を推進していくことが必

要である」（地域包括ケア研究会 2010：25）とし、
「自助の取組みの推進という観点から、セルフケ

アのための教材の充実等も図っていくべき」とし

た。

前述のとおり、「それぞれの地域が持つ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

「自助、

互助、共助、公助」の役割分担を踏まえ」（傍点

は筆者挿入）て、地域包括ケアシステムの構築

が検討されなければならないとされているので、

「自助、互助、共助、公助」の役割分担は地域社

会によって異なることも想定されているように思

われる。もっとも、医療、訪問介護、生活支援、

施設サービスなど個別のサービスにおいて、すべ

て役割分担が異なるということではない。焦点

は、見守り、配食、家事援助などの生活支援サー

ビスである。生活支援は、「互助の活用を含め」

工夫する必要があるとされ、今後の地域包括ケア

システム構築の中で、「自助・互助・共助・公助

の組合わせをフルに考えなくてはならない代表

例」（田中 2011：27）との議論もあるからである。
これについては７節であらためて検討したい。

４　地域包括支援センターの制度化とケ
アマネジメント

４.１　ケアマネジメントの補完－包括的・継続

的ケアマネジメント事業

高齢者介護研究会（2003）の考え方を受け継ぎ

つつ、社会保障審議会介護保険部会において「介

護保険制度の見直しに関する意見（2004年６月）」

が出され、制度見直しの具体的内容の「サービス

の質の確保・向上」の中で、ケアマネジメントの

体系的見直しなどとともに、「地域包括支援セン

ター（仮称）」の創設が明記された。これは、地

域における総合的なマネジメントを実施・調整す
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るとして、高齢者の実態把握などを含む総合的な

相談窓口機能、介護予防マネジメント、介護保険

以外の多様な生活支援を含む包括的・継続的なマ

ネジメントという３つの基本機能を担うとされ、

多種多様な資源を十分に活用できるよう、地域に

開かれたものとすることが重要であるとされた。

地域包括支援センターの業務の一つに、包括

的・継続的ケアマネジメント事業がある。これ

は、地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らすこと

ができるよう、主治医とケアマネジャーとの連

携、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係

機関との連携を図り、個々の高齢者の状況や変化

に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実

現するため、ケアマネジャーに対する後方支援を

行うものである。具体的には、ケアマネジャーの

ネットワーク構築と活用、ケアマネジャーに対す

る日常的個別指導や相談を受けること、困難事例

に関するケアマネジャーへの指導・助言とされ

る。

これにより、困難事例などについては、介護保

険外サービスの調整などを地域包括支援センター

も担うことになった。介護保険制度では、ケアマ

ネジャーが総合的なケアプラン作成を担うことと

されていたが、成年後見制度の利用にもつながる

認知症対応や医療機関との連携事例などは担いき

れないと判断されたのである。介護保険の給付管

理はもっぱらケアマネジャーが行うが、在宅生活

をする要援護高齢者に必要な介護・保健・医療・

福祉などのサービスのケアマネジメントは、居宅

介護支援事業所のケアマネジャーと地域包括支援

センターの三職種（保健師・主任介護支援専門

員・社会福祉士）が連携しながら実施する仕組み

へと変化したのである。

介護保険制度当初から、ケアマネジメントに課

題ありと認識されてきたことからすれば、非常に

大きな制度改革と言うべきであるが、ケアマネジ

メントにはどのような課題があるとされ、その脈

絡では地域包括支援センターには何が求められて

いるのであろうか。

４.２　ケアマネジメントと理想と現実－介護保

険制度の中核的仕組み

保険者である市区町村が行う要介護認定によっ

て、介護給付が必要かどうか、自立かどうかが決

まる。その役割は、要介護の度合いを認定し、介

護保険によるサービスの利用限度額を定めるとこ

ろまでである。どういった種類のサービスをどの

くらいの量だけ利用するかは、ケアマネジャー

（介護支援専門員）が行うケアマネジメントに

よって決定される。ケアマネジメント（居宅介護

支援）は全額介護給付の対象で、利用者の自己負

担はない。

ケアマネジメントの保険給付化は、介護保険の

なかで唯一創設的な仕組みと言われる。それまで

在宅介護支援センターでのケアマネジメントが実

施されてはいたが、「ケアマネジメントは十分な

学問的根拠もない状態で制度化された」とも指摘

されており、「その標準化・科学化は当初からの

課題」（堤 2010b：55）であった10。

高齢者介護研究会（2003）では、ケアマネジメ

ントが高齢者の状態を適切に把握し自立支援に資

するサービスを総合的、計画的に提供するための

仕組みであり、介護保険制度の中核となるもので

あるにもかかわらず、高齢者の状況を判断するア

セスメントなど、当然行われるべき業務が必ずし

も行われていないと分析した。制度発足当初は、

１種類のみのケアプラン作成が49％を占め、必要

なサービスが提供されているのか疑問があるとさ

れ、サービス担当者会議の開催も十分に行われて

いなかったのである。さらに、認知症高齢者のケ

アをはじめ、サービス水準を確保し向上させるた

め、ケアの標準化が必要とし、アセスメント手法

の開発やサービス行為の違いによる自立支援の効

果の違いを分析評価することを求めていた。

介護保険のケアマネジメントには、三つの側面

があり、それが混在しているとされる（結城 2008
ｂ）。第一に、利用者の言いなりに任せてサービ

スの過剰供給をもたらすようなサービス優先指向

のケアマネジメントがある。介護サービス事業所
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に併設される事業所で勤務するケアマネジャー

は、顧客を呼び込む役割を期待され、サービス量

を増やし利潤を上げたい経営サイドの意向に押さ

れてしまうのである。第二に、供給管理指向のケ

アマネジメントである。行政は利用者の選択権を

尊重しつつ支給限度額を設けており、過剰なサー

ビスを抑制する機能をケアマネジメントに期待し

ている。第三に、利用者指向でありソーシャル

ワーク的なケアマネジメントである。専門家とし

てのアセスメントを行い、利用者のニーズや選択

に基づきサービス調整を行うものである。現実に

は、ケアマネジャーは第一の側面と第二の側面の

間で、すなわち経済的側面においてジレンマに陥

ることが多いとされる。結果的に、専門家として

援助的側面の技能を育み、ソーシャルワーク的な

ケアマネジメントを発展させることが困難なので

ある。

2006年法改正では、事業者等によるニーズの不

正な掘り起こしを防ぐねらいもあって軽度者に対

する介護予防マネジメントは、市町村が設置する

地域包括支援センターが担うことになった。介護

支援専門員に５年間の資格更新制が導入され、都

道府県が実施する更新時研修が義務化され、さら

に上位資格として主任介護支援専門員が創設され

た11。厚生労働省の介護事業経営実態調査によれ

ば、介護支援専門員（常勤換算）１人あたりの利

用者数は、2002年に59.3人だったものが、2011年
の調査では26.8人まで減少した。制度改革により、
ケアマネジャーが１人の利用者に要する労働時間

は増加傾向にある。ケアプランに含まれるサービ

ス種類数についても、近年は１種類のみのケアプ

ラン作成が36.4％まで下がってきている（三菱総
合研究所 2012a：142）。

４.３　総合的なケアプランと介護保険外サービ

スの調整－公共サービスの総合調整へ

ケアマネジャーについて、介護保険サービスの

調整さえしていれば、職務を遂行できるわけでは

ないとの指摘もある。「むしろ、介護保険外サー

ビスの調整のほうが重要かもしれない」（結城

2011：138）と言われる。例えば、独居高齢者で

人間関係の構築が苦手な人の場合、閉じこもりが

ちになってしまうので、ヘルパーの週２回派遣に

加えて、ボランティアに依頼し日常的な会話の相

手をしてくれる人の週２回程度の訪問を調整した

という（結城 2011）。これも、ケアマネジャーの
仕事なのである。

しかし、ケアプランの分析では、介護保険外の

サービス利用率が高くないという結果が出ている

（三菱総合研究所 2012a：146-47）。訪問診療・往
診が11.8％、紙おむつの支給・おむつ代の助成が
11.1％、家族支援サービスが9.7％、配食サービス
が8.1％などである。配食、外出支援・移送など
のインフォーマルなサービス全体の利用状況は、

利用していないが63.6％であった。
法制度上、介護保険外サービス調整は努力義務

である。ケアプランの作成は、「指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関する基準」（厚生

省令38号）で指定居宅介護支援の基本取扱方針が

定められており、それに則り行われる12。この基

準では、「介護支援専門員は、居宅サービス計画

の作成に当たっては、利用者の日常生活全般を支

援する観点から、介護給付等対象サービス以外の

保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の利用

も含めて居宅サービス計画上に位置付けるよう努

めなければならない」（13条４号）とされる。要

介護者であれば、介護保険外サービスが必ず必要

になるとは限らないので義務づけはできないから

である。

ケアマネジャーは、経済的側面に支配されず、

「公共性を重視した専門職であるべき」（結城康博 
2008b：222）と言われる。しかし、いくつかの
改革は行われたものの、そうした立場で仕事がし

難いのが現実である。ケアマネジャーの独立性を

担保するため、公務員化や報酬単価を上げること

で弁護士や公認会計士のように独立自営を可能に

することが提言されることもあった（中西・上野
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2003：178）。2006年法改正では、そうした方向の

改革ではなく、地域包括支援センターによるケア

マネジャーの後方支援が選択されたのであった。

地域包括支援センターは、包括的・継続的ケアマ

ネジメント事業として、ケアマネジャーへの日常

的な個別指導や相談、困難事例に関する指導・助

言などを実施する。これらの文脈からすると、市

町村が設置する地域包括支援センターには、理念

的にケアマネジャーに求められてきた役割を補完

あるいは代替することも期待されているといえる

のではないだろうか。

さらに、高齢者の増加や世帯構成の大きな変化

により、地域包括ケアが新たに必要とされてい

る。ケアマネジメントが調整対象とするサービス

資源との関係でいえば、特に、多様な生活支援

サービス、医療、権利擁護などの介護保険外サー

ビス調整の必要性はますます高まっている。そう

した変化への対応も、地域包括支援センターが包

括的・継続的ケアマネジメント事業に取り組まね

ばならない理由である。地域包括ケア研究会の言

葉を借りれば、地域には、介護保険サービス（共

助）、医療保険サービス（共助）、住民主体のサー

ビスやボランティア活動（互助）、セルフケアの

仕組み（自助）等数多くの資源が存在するもの

の、各資源が断片化しているのが現状である。断

片化した公共サービスを利用者ニーズに応じてつ

なぎ合わせ、総合調整する役割が地域包括支援セ

ンターには求められているのである。

５　地域包括支援センターの展開

５.１　業務の全体像－地域支援事業

2006年法改正により、介護保険制度内に新しく

地域支援事業が創設され、市町村が実施すること

になった。第一に介護予防事業（115条の45（06

年当時115条の38）第１項１号事業）があり、要

支援・要介護になるおそれの高い高齢者を健康診

査などで把握し、運動器の機能向上、栄養改善な

どの介護予防サービスを提供するものである。第

二に、包括的支援事業があり、これは４つの事業

から構成され、介護予防マネジメント事業（同項

２号）、総合相談・支援事業（同項３号）、権利擁

護事業（同項４号）、包括的・継続的ケアマネジ

メント事業（同項５号）である（厚生労働省老健

局計画課長・振興課長・老人保健課長「地域包括

支援センターの設置運営について（通知）」平成

18年10月18日）。なお、介護予防マネジメント事

業とは、介護予防事業で提供されるサービスのケ

アマネジメントの業務を行うものである。

地域包括支援センターは、包括的支援事業など

を実施するために、市町村が設置するものであ

り、厚労省の上記通知によれば、①総合相談・支

援事業は、地域の高齢者が、住み慣れた地域で安

心してその人らしい生活を継続していくことがで

きるようにするため、どのような支援が必要かを

把握し、地域における適切なサービス、関係機関

及び制度の利用につなげる等の支援を行うもので

ある。具体的には初期段階での相談対応、支援に

必要なネットワークの構築、地域の高齢者の実態

把握などである。

②権利擁護事業は、地域住民や民生委員、ケア

マネジャーなどの支援だけでは、十分に問題が解

決できない、適切なサービス等につながる方法が

見つからないといった困難な状況にある高齢者

が、地域において安心して尊厳のある生活を行う

ことができるよう、専門的・継続的な視点から支

援を行うもので、具体的には、成年後見制度の活

用促進、虐待の防止、虐待の早期発見、消費者被

害の防止等である。

③包括的・継続的ケアマネジメント事業は前述

のとおりである。主治医とケアマネジャーとの連

携、他の様々な職種との多職種協働や地域の関係

機関との連携を図り、個々の高齢者の状況や変化

に応じた包括的・継続的なケアマネジメントを実

現するため、ケアマネジャーへの後方支援を行う

ものである。

また、④介護予防マネジメント事業、⑤介護保

険の予防給付事業（要支援認定を受けた高齢者へ

― 25 ―



のサービス事業）のケアマネジメント（指定介

護予防支援事業）（115条の22（06年当時115条の

20））を含め、地域包括支援センターは５つの仕

事を一体的に実施する役割を担う中核拠点とされ

た。

５.２　地域包括支援センターと指定介護予防支

援業務－設置者の混乱

地域包括支援センターは2011年６月現在で、

全国に4,224箇所あり、市町村等の直営が1,265
（29.9％）、委託が2,920（69.1％）である（三菱総
合研究所2012b）。委託によって運営されるセン
ターが多い。委託先は社会福祉法人（社協を除く）

（36.8％）、社会福祉協議会（13.3％）、医療法人
（11.8％）などとなっている。
法制上は大きな改革だったのかもしれないが、

地域包括支援センターは厚生労働省のねらいどお

り当初から機能したかといえば、そうではなかっ

た。職員は、先に示した５つの仕事のうち、５番

目の介護保険の予防給付事業のケアマネジメント

に追われることになったためである。これは、地

域包括支援センターが、指定介護予防支援事業所

に市町村から指定されて実施しているものであ

り、その意味では、「地域包括支援センターの固

有の業務ではない」（鏡 2006：65）のである。
介護保険法施行規則（140条の66（06年当時140

条の52）第２号）では、一つの地域包括支援セン

ターが担当する区域において、第１号被保険者の

数（市町村の区域内に住所を有する65歳以上の

者）がおおむね３千人以上６千人未満ごとに、保

健師その他これに準ずる者、社会福祉士その他こ

れに準ずる者、主任介護支援専門員その他これに

準ずる者、各１名を常勤職員として原則置くと定

めている。小規模町村などを除けば、地域包括支

援センターには最低３名の専門職を置かねばなら

ない。

ところが、予防に関わる相談や介護予防マネジ

メントの業務量が非常に多く、この人員体制で

は、介護予防に関わる仕事に時間の大半を割かざ

るを得ず、本来業務といえる総合相談・支援事

業、権利擁護事業、及び包括的・継続的ケアマネ

ジメント事業に手が回らない状態であった。東京

都が都内の地域包括支援センターに実施した調査

では、約７割のセンターが、業務量が多く、利用

者に丁寧な対応ができない、一部の業務に集中し

バランスよく業務が行えないと回答していた（東

京都保健福祉局 2010）。
これは、厚生労働省の対応の遅れがあり、自治

体として準備に十分な時間を費やすことができ

ず、業務内容や制度上の仕組みを十分理解しない

まま見切り発車でスタートした自治体がかなり多

かったためとされる（鏡 2007）。

６　地域包括支援センターの機能強化－
東京都新宿区の場合

６.１　委託型包括の機能強化－財源措置と首長

のリーダーシップ

新宿区は、2010年度から委託型の機能強化を実

施し、各センターとも４～５名体制だった人員を

ほぼ倍増させた。総合相談支援事業、包括的・継

続的ケアマネジメント事業、及び権利擁護事業に

ついて、専従できる３～４名の専門三職種を置く

体制づくりである。

委託型のうち、戸塚、大久保、若松、四谷、柏

木の各地域包括支援センターの場合、2009年度の

職員数は５名であったが、10名体制となった。管

理者１名、包括的支援事業４名、介護予防事業４

名、事務１名という構成である。初期段階の相談

対応、専門的な相談支援を実施できる体制を強化

し、さらに、認知症担当者を配置して認知症高齢

者の総合相談窓口として明確に位置づけること、

医療連携担当者を置き退院後の在宅生活や在宅で

の療養生活を支援することなどがねらいであっ

た。

機能強化前後の各年度の実績値を見ると、相談

件数は、１万6,485件から２万5,408件へ、実態把
握のための訪問件数は4,843件から7,615件へ、介
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護保険外サービスを含めた申請受付件数は7,207
件から１万1,634件へと増加している。地域包括
支援センターの業務は労働集約度が高いので、人

員増員の効果が実績値に表れている。

また、受託法人に対し、地域包括支援センター

に勤務する職員への手当を設定するよう指導し、

手当を実際に設定する場合には、その手当分を含

めて人件費を算定し、委託費に組み込んでいるの

も特徴である。委託型センターの中には、管理者

を含め職員の一部が毎年のように入れ替わるセン

ターがあったが、業務内容に相応しい待遇をする

ことによって、職員の定着が図られつつある。

機能強化の主目的の一つは人員の増員による

地域包括支援センターの業務体制の確立であり、

それは財源を要する。実際に、全センター分の

委託費は2009年度２億６千万弱から2010年度は

４億９千万円へと1.9倍になった13。2010年度から

地域支援事業の包括的支援事業（地域包括支援セ

ンターの業務）を充実させるため、一般会計から

約２億５千万円を投入している。しかし、財政力

の強いとされる特別区であっても、こうした支出

が持続可能なのか疑問が生じるところである。地

域支援事業に要する費用は、介護保険法施行令37

条の13により介護給付見込額の３％が原則上限で

ある14。この場合同時に、介護予防事業と介護予

防事業以外（包括的支援事業等）の上限はそれぞ

れ２％とされている。

新宿区では、第４期介護保険事業計画（2009年

度～ 11年度）で、機能強化した2010年度は、包

括的支援事業への見込額を約２億７千万円（給付

見込額の1.59％）としていたが、第５期介護保険
事業計画（2012年度～ 14年度）では2012年度に

３億８千万円（上限の２％）とし、2014年度には

４億３千万円（1.96％）と見込んだ。また、公共
施設に移転する地域包括支援センターもあって施

設の賃料が減り、2015年度には、一般会計からの

繰り出しは民間施設に入居するセンターの賃料分

５千万円程度となる見込みだという。

全国的に、給付額自体の上昇に伴い３％上限で

想定される地域支援事業交付金の総額も増える

が、包括的支援事業への上限２％相当の財源の振

り向けは区としての政策判断である。包括的支援

事業への一般会計からの繰り出しも、地域支援事

業の総額が一層拡大するまでのつなぎと区の介護

保険課ではみなされているが、限られた予算の中

で実施するのかどうか、これも自治体として地域

包括ケアの充実を優先させるという政策決定が

あってのことである。区職員へのヒアリングで

は、機能強化が可能になったのは、区長の判断、

区長がリーダーシップを発揮したことが大きかっ

たということである。地域包括支援センターの設

置は市町村の権限であるが、機能強化をするかど

うかは各自治体に裁量がある。限られた予算の中

で実施するのかどうか、政策としての優先順位を

判断することが求められるということである。

６.２　基幹型直営包括の役割－コア・コンピタ

ンスの確保

基幹型の区直営地域包括支援センターとは何

か。委託型地域包括支援センターを支援する基幹

的機能として、新宿区では４つの機能があるとす

る。「統括機能、調整機能、後方支援機能、人材

育成機能」（東京都福祉保健局 2010：13）である。
第一に、統括機能による支援としては、例えばシ

ステムのオンライン化がある。地域高齢者の情報

を、区直営センターと委託センターで共有できる

ように、委託の９所を区のシステムとオンライン

化することで、入力された高齢者の情報を相互に

把握できるため、適切・迅速な対応に役立つ。介

護予防業務の統括として、特定高齢者に対する電

話による動機付け勧奨と実態把握があり、区直営

センターみずから、1,400名以上の高齢者に電話
をし、介護予防教室への参加を希望しない人に理

由の聞き取りなどを実施した。これは、委託セン

ターの事務軽減になるとともに、区職員が高齢者

と深く関わることで業務の課題をみずから発見し

対策を練る契機になったということである。ま

た、地域での介護予防自主グループへの運動指導
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者派遣などの支援なども行っている。

第二に、調整機能として、生活保護担当ケース

ワーカーとの連絡会の開催があり、具体的な連携

事例を共有することで、ケースワーカーの地域包

括支援センター業務に対する理解が深まると同時

に、センター職員も生活保護制度や業務実態を把

握することができたとされる。第三に、後方支援

として、区直営センターに各センター担当の職員

を配置し、困難事例の対応など、連絡を取るだけ

ではなくケース検討や同行訪問なども行ってい

る。また、例えば権利擁護事業では、成年後見制

度の区長申立てや老人福祉法の措置、立入り調査

など法制度上、区として果たすべき役割は区直営

が担い、家族への継続支援は委託センターが行う

など役割分担を図っている。さらに、ケアマネ支

援では、区直営センター主催のケアプラン評価会

に、委託センターの主任ケアマネジャーも参加

し、ケアマネジメント能力の向上に役立ててい

る。第四に、人材育成では、管理者、新任職員、

三職種別など職層・職種別に年間計画に基づいた

体系的な研修や事例検討会などを実施するという

ことである。

ここで着目すべきは、統括機能として介護予防

業務に関わることであるが、区職員が政策課題を

発見し対策を練る契機となる業務を、区直営セン

ターみずからが実施していることである。後方支

援の場合では、区直営センター職員がケース検討

や同行訪問など各委託センターの困難事例の対応

をすることを行い、また、虐待が疑われるケース

は直営の方で引き取り、行政職員がケース対応を

実施するといったことである。介護保険でケアの

標準化が課題となっているように、地域包括支援

センターの実施業務も標準化、定型化が必ずしも

なされているわけではない。加えて、大部分の地

域包括支援センターは制度化され当初の混乱期を

脱し、模索しながら業務の充実を図っている段階

にある。そのため、地域包括支援センターの業務

内容の中には引き続き見直しを図る必要があるも

のも存在するであろう。委託型地域包括支援セン

ターへのヒアリングでも、管理者みずから、成年

後見制度の利用促進などはもっと取り組んでいか

ないといけないと、業務に改善点があるのを認め

るかのような発言もあった。困難事例への対応で

も、直営と委託センターのどちらが主担当になる

か決めづらいケースもあるということである。

しかし、地域包括支援センターは、全国的にも

委託型が約７割で多数を占めており、業務を委託

してしまう場合には行政職員は一般に現場から遠

ざかる傾向にある。直営で行うのと比較して、業

務の課題や改善点を見つけにくくなるといえるだ

ろう。そうした地域包括支援センターの実施体制

や業務の特徴を考慮に入れると、行政職員が直営

で業務を実施することは、自治体行政が現行政策

の課題や問題点を把握することに役立ち、改善策

を検討するなど政策立案機能を高めることに貢献

するはずである。ひいては、行政のコア・コンピ

タンスの空洞化を防ぐことにつながると思われ

る。

コア・コンピタンスとは、「他社には提供でき

ないような利益を顧客にもたらすことのできる、

企業内部に秘められた独自のスキルや技術の集合

体」（ハメル・プラハラード 1995）とされるが、
効率化を目的とした短期的なコスト削減のために

社外の経営資源に頼り過ぎると、コア・コンピタ

ンスの空洞化を招き、顧客を満足させられる商品

が生み出せなくなることがある。

行政組織のコア・コンピタンスは、政策課題を

設定し利害調整を図りながら有効な政策を形成す

るための政策立案能力、組織維持を図るための制

度管理能力、計画行政等において組織目標や重点

事業などを定めるための戦略策定能力などが考え

られる（伊藤 2004）。PFI制度や指定管理者制度
などの導入もあって民間への外部化は自治体行政

でも進行中であるが、行政組織も、それらの能力

を要する業務の外部化を進めれば、コア・コンピ

タンスの低下を招くかもしれない。地域包括支援

センターの業務は、政策実施業務であるものの、

個別のケース対応などが標準化されておらず、直
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て、すでに紹介したように専任担当者を置き、地

域のかかりつけ医、保健センター、介護サービス

事業所、民生委員、認知症サポーターなどを構成

員とする連絡会等を実施しネットワークを構築す

ること、区の認知症対策事業に協力し、認知症サ

ポーター養成講座を年２回以上開催すること、専

門機関が実施する研修に参加し最新情報の収集に

努めることなど、詳細に規定されている。

医療との連携では、保健師または看護師が担当

となること。本人の了解を得た上で、主治医と連

絡をとり、情報交換や在宅療養に関する医学的観

点からの注意点などを確認すること。医療必要度

の高い高齢者への相談支援検討時は、病院のメ

ディカルソーシャルワーカーなどの医療職の参加

を図ることなど、これも具体的な規定である。ま

たネットワークの構築として、介護予防教室参加

者が教室を終了した後も、自主グループ活動がで

きるよう継続的な支援に努めることや、新宿区オ

リジナルのいきいき体操を普及させるため、職員

全員が体操を習得することなどとされている。

業務内容が仕様書どおり実施されているかどう

かは、業務チェックリストと実地調査により事後

的にチェックする。これは、契約が履行されたか

どうか給付の完了の確認をするための検査である

（地方自治法243条の２）。業務チェックリストは、

107項目にわたり、管理者が２～４段階で各業務

を自己評価するもので、大項目ごとに課題や区へ

の意見要望を記述する欄もある。マニュアルの各

項目にも対応している。これは、東京都保健福祉

局（2010）で作成されたチェックリストがひな型

である。管理者が自己評価をした上で、区職員

（介護保険課）が実地調査に入り、面談により評

価が確定する。公共契約法の観点からは、こうし

た検査や契約履行途中において立ち会い・指示等

をする監督については、契約の種類に応じて、適

切な実施の細目を定めておく必要があるとされる

（碓井 2005：431）。業務チェックリストはそうし
た要請に適うものといえるだろう。

営と委託センターの役割分担もケースごとに不定

型な部分がある。区は、専門的に深く関わること

で課題が明らかになる業務を統括機能と位置づけ

ている。今後も、地域包括支援センターの業務改

善などにおいて、行政の政策立案能力が問われて

くる場面があるだろう。そのときに、直営の基幹

型包括支援センターで蓄積された経験や技能が政

策立案に生きてくるのではないかと思われる。

６.３　委託型地域包括支援センターの業務と協働

６.３.１　民間委託－委託内容の明細性とモニ

タリング

次に注目すべきことは、新宿区が業務マニュア

ル（全13頁）を作成し、委託型地域包括センター

に対しこれに即した業務実施を求めていることで

ある。このマニュアルは区と受託法人との間の契

約書に添付する仕様書である。厚生労働省は、前

述の通知のほかに、地域支援事業実施要綱を作

成し、老健局長から都道府県知事宛に通知してい

る。これは地域包括支援センターのあるべき業務

についてそれなりに技術的助言がなされている。

しかし、包括的支援事業を行う上で決して十分な

内容ではない。例えば、重要課題である認知症

への対応、孤独死対策といった文言は出てこない

し、医療連携も具体的ではない。詳細に技術的助

言がなされているわけではないのである。委託す

る場合には、自治体としての基本理念を明示し、

予め仕様書を綿密に作成し、さらにそれをチェッ

クする仕組みを構築しておかねばならない。そう

せずに「丸投げ」（鏡 2006：68）になってしまうと、
相談業務の水準も上がらないだろうし、福祉事務

所や成年後見制度の利用推進機関などの公的機関

や医療機関との連携も適切に行えないだろう15。

新宿区の業務マニュアルでは、例えば、窓口開

設時間外の緊急相談への対応として、留守番メッ

セージで窓口開設時間を案内するとともに、緊急

時に相談を受け付ける携帯電話番号を案内するこ

とを定めている。認知症高齢者の相談体制とし
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拒否し続けてきたが、必要性が高いと思われるた

め同行訪問し生活面の支援を依頼されたもので

あった。まずケースワーカーとともに実態把握を

し、区の回復支援家事援助サービスを申請した。

週３回ホームヘルパーが訪問を開始したが、問題

行動が続くため区担当者、ヘルパー事業所とも連

携を取りながら対応したという。支援者への暴

言、受診拒否、自己管理が不十分なことから、地

域包括支援センターから保健所の地区担当保健師

にも介入を依頼した。その後、介護保険サービス

へ移行し（ケアマネジャー、医師がチームに加わ

る）、主治医を訪問診療医へと変更した。室内の

衛生状態が悪化しており、大家より退去勧告が出

ていたのでヘルパーや地域包括の職員が協力して

大掃除を決行したという。

本人は糖尿病が悪化し失明しそうな状態で病気

を受け入れることができず朝から飲酒し自暴自棄

になっており、つらい気持ちを抑えるために飲酒

に逃げ病状を悪化させている状態であった。「（支

援者に）心を許していいのか信じていいのか、こ

んな自分でも本当に元気に慣れるのだろうか」と

変化していったとされる。夏に入り脱水症状とな

り同意したため入院し、その後は特別養護老人

ホームに入所した。

この場合、ケアマネジャーの役割は介護保険

サービスの調整のみで、地域包括支援センターが

２、３か月に１回程度会議を開催し、支援の方向

性などにつき共通認識を支援チームに共有させて

いったとされる。区のケースワーカーは当初サー

ビスを入れるのを半ばあきらめており、区の保健

師も対応がやや後ろ向きだったということであ

る。そのような事例にも専門的な支援関係者を取

り結び、地域包括支援センターの職員は熱意と専

門性を持って取り組んでいることになる。

ただし、ケアマネジャーとの役割分担はケー

ス・バイ・ケースと言われる。次の事例は、夫を

担当するケアマネジャーより、妻についてケアマ

ネジャー支援として依頼がきたものである。妻

は、以前は要支援で包括支援センターが対応して

６.３.２　地域包括支援センターと専門職連携

－ストリート・レベル官僚の裁量性

地域包括支援センターが相談を受け対応する事

例には、介護保険申請のように手続が法令で定め

られる業務から、困難事例への対応のように一事

例で十数事例分あるいは数十事例分の業務量が求

められ、ケース対応に高度な技能や経験が必要な

ものまで様々である。すべての業務がマニュアル

化されているわけではなく、ケースごとに三職種

の専門家としての判断に委ねられている部分があ

る。その意味で、地域包括支援センターの業務実

施には、職員に一定の裁量があり、ストリート・

レベル官僚の特徴を持ち合わせているといえる。

ストリート・レベル官僚とは、仕事を通して市

民と直接相互作用し、職務の遂行について実質上

裁量を任されている行政サービス従事者のことで

あり、ストリート・レベル官僚を労働力として相

当数雇用する行政サービスのための組織は、スト

リート・レベル官僚制と呼ばれる（リプスキー 
1986）。具体的には、ソーシャル・ワーカー、保

健所職員、教師、警官、自治体の窓口勤務職員な

どである。地域包括支援センターは、委託型は行

政職員でないが、市町村が設置し公的財源で運営

されており、裁量性のある業務の特徴から、スト

リート・レベル官僚制に該当すると言って良いだ

ろう。

委託型地域包括支援センターによるケアマネ

ジャーの支援件数は、機能強化前に466件だった

のが713件へと約５割増加した。これは、包括的・

継続的ケアマネジメント事業に該当するものであ

り、ケアプラン作成指導、ケアマネジャーとの同

行訪問、担当者会議やケアプラン評価会への出席

件数を合算したものである。ただし、１件１件の

業務量や業務の質が相当異なっていることに留意

する必要がある。

地域包括支援センターは、生活保護ケースワー

カーからの相談でケース介入することもある。こ

れは地域包括支援センターの保健師が主担当とな

り対応したケースである。それまで本人が支援を
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トは、相談件数などの定量的な各指標で業績を測

り、検査に役立てたり次年度の委託額に反映させ

たりするものではない。そもそも、ストリート・

レベル官僚の業績測定は非常に難しいとされてき

たことを踏まえなければならない。

リプスキーは「ストリート・レベルの官僚が裁

量をもって行動すると考えられる程度が高くなれ

ばなるほど、また裁量的処置の範囲が広くなれば

なるほど、業績の測定は難しくなる」（リプスキー 
1986：232）と指摘した。サービスの業績の最も

重要な次元について目盛を刻みつけることはでき

ないとし、質を測定するのは、ストリート・レベ

ル官僚の裁量につき境界線を引いて区切るのが難

しいのと同様の理由から、捕らえどころがないと

いう。

また、職員の行動が評価をされるような方向へ

と変化することを明らかにし、業務の「達成が職

業紹介率によって評価されるようになると、雇用

カウンセラーは、職が見つかりそうにもない人た

ちを見捨てて、すぐに職を得られそうな人たち

に彼らの職務上の重心を移していった」（リプス

キー 1986：81）と述べる。業績達成の測定には、
ごまかしやうそが入りこむことがあるとし、他の

仕事の責任をないがしろにし、評価される責任の

みについて不正をしてでも良い業績を得られるよ

うにと職員が行動するのを防ぐことは困難と結論

づけている（リプスキー 1986：230）。
実際、業務チェックリストと実地調査による事

後的なチェックは、委託型地域包括支援センター

の業績測定のためではない。そうではなく、区と

地域包括支援センターとのパートナーシップを強

化することが業務チェックリスト活用の趣旨とし

て位置づけられている。委託型地域包括支援セン

ターと行政が業務の現状を共同で振り返り、両者

が「対話」することによって、今後の業務のあり

方について、課題や効果的な解決策を明らかにす

ることが目的である。委託型センターの機能強化

や行政の支援強化につなげることを目指すもので

ある。行政側は、専門的に深く関わることで課題

いたが、要介護となってケアマネジャーへ引き継

ぎを行ったケースである。夫婦とも認知症の症状

があるため地域包括支援センターとしての関わり

を継続してほしいとの依頼だった。実態把握をす

る中で、高額の訪問販売を数回購入していたり、

通帳や印鑑、保険証などの紛失が続いたため、民

生委員の訪問回数を増やしたり、社会福祉協議会

の生活支援員（地域権利擁護事業）が支援をした

りするなど見守りを強化していった。その後、成

年後見制度利用に向けた支援を行い後見人が選任

された。この事例では、お互いがどの役割を担う

のかケアマネジャーと緊密に相談しながら進めて

いった。地域包括支援センター主導でケース対応

をしたわけではないとされる。

こうして見てくると、専門職としての判断を積

み重ねながら業務を行う地域包括支援センターに

対し、前述の業務チェックリストで業務内容を的

確に掘り下げて把握し、評価ができるのか問題に

なってくる。委託業務の管理には仕様書や業務

チェックリストは必要不可欠である。しかし、仕

様書がいかに具体的であっても、専門職の裁量を

すべて事前に統制することはできないし、業務

チェックリストも、例えばケアマネジャー支援で

は７つのチェック項目があるが、上記のような個

別ケースの対応が適切だったかどうか事後的に検

証できるわけではない16。地域包括支援センター

には、断片化した公共サービスを利用者ニーズに

応じてつなぎ合わせ、総合調整する役割が期待さ

れている。だが、詳細な仕様書によって実施すべ

き業務を事前に指し示し、業務チェックリストに

基づく厳格なモニタリングさえできれば、委託型

の地域包括支援センターをあるべき地域包括支援

センターの姿に導けるとまで考えるのは短絡的な

考えなのかもしれない。

６.３.３　パートナーシップ関係の形成を目指

して

業績測定やモニタリングの重視は、NPM改革
の特徴でもある。しかし、区の業務チェックリス
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ストや面談以外にも、パートナーシップ形成に寄

与する場面は、すでにいくつか用意されている。

ケースワーカーとの連絡会、区直営センター職員

による困難事例などの後方支援、ケアマネ支援に

おけるケアプラン評価会などである。ただし、区

主催の事例検討会は主として管理者クラスが参加

するということである。

協働のための能力の開発には、業務能力や実

践能力の開発が含まれるとされる（Sullivan and 
Skelcher 2002：112）。業務能力とは、新たな活動
を提供するための組織の構造や過程であり、実践

能力は、業務を担う職員の間で行使される特定の

スキルや力のことである。委託型地域包括支援セ

ンターのヒアリングでは、機能強化前は、実際に

多職種・多組織で連携介入した困難事例の振り返

りができていなかったとされ、機能強化後の期間

において、上記専門職連携のように典型例・モデ

ルとなるような事例を管理者に抽出してもらっ

た。しかし、それを職員間で共有することは依然

として課題であった。人員増員により、ケースを

振り返る時間は以前より確保されやすくなってい

るが、管理者や職員が意識的に取り組まなけれ

ば、日々の業務に追われて後回しになりがちで

ある。業務チェックリストでも、各センターで、

必要に応じて専門職としての力を発展させるた

めスーパービジョンを行うことを定めているが、

スーパービジョンが行われていたとしても、い

つ、誰に対していかなる内容で行うのかその規定

が定められていないセンターもある。場当たり的

に実施したとして、それで多職種協働に必要な業

務能力、実践能力が蓄積されていくであろうか。

パートナーシップの形成は、こうした課題も視野

に入れて取り組まれなければならない。

６.４　小括

ここで明らかになったことを整理し敷衍してお

きたい。第一に、人員増員という機能強化には財

源措置が不可欠なため、限られた予算の中で実施

するのかどうか判断することが求められ、政策判

が明らかになる業務を統括機能と位置づけている

が、コア・コンピタンスを維持するためにも、統

括機能を果たせる具体的な役割は何か「対話」を

通して学習することが望まれる。

ただし、パートナーシップといっても、業務を

委託していることに変わりはない。通常の民間委

託とパートナーシップの違いはどこにあるのだろ

うか。民間委託では効率性の確保が優先され、行

政と事業者の関係は本人・代理人関係に当てはめ

て理解されてきたといえる。本人は代理人よりそ

の業務の現実に疎いという情報の非対称性がある

ので、予め目標や業務内容に不明瞭な個所がない

ように詳述するとともに、インセンティブや制裁

に関わる設計が鍵であり、厳しいモニタリングを

課すことが必要だと言われてきた。

それに対し、パートナーシップ形成の関心は

サービスの有効性を高めることにあり、政府と事

業者は共同で意思決定を行い、双方の利害関心を

満たす共同生産物を創り出すのがねらいである。

目標は両者が織り交ぜて構築し、過程の中でルー

ルを確立させ、活動や生産をする上で目的に合っ

た仕事を両者に割り当てていく。サービス提供を

行う協働の過程では、対話が重視され問題の解決

にも共同で対処するのである。また、パートナー

シップでは、形式的な法的合意事項よりも、関係

者の共同作業のための参加がより重要とされ、信

頼と相互依存が短期契約での相手への疑心や利

害の相違に取って代わるとされる（Sullivan and 
Skelcher 2002：82-85）。
新宿区の行政と委託型地域包括支援センターの

関係は、形式的には民間委託である。パートナー

シップの形成でも、業務内容を可能な限り明細化

したり事後的チェックしたりすることが不要とな

るわけではなく、それらを土台にして、さらに公

共サービスをより良くするための方法としてとら

えるべきである。

業務チェックリスト活用の趣旨のとおり、行政

も、単なる委託とは異なる関係を作らなければな

らないという認識はある。また、業務チェックリ
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規定する必要があるが、新宿区の地域包括援セン

ターの民間委託では、委託内容の明細化が図られ

併せてモニタリングが強化されていたことであ

る。しかし、委託型地域包括支援センターは、ス

トリート・レベル官僚制の特徴を持ち合わせ、困

難事例への対応など業務に裁量性が高いため業績

測定が難しく、サービスの質を確保するために妥

当な業務水準の設定を行うこと自体が困難であ

る。

第四に、そのため、ストリート・レベル官僚か

ら構成される地域包括支援センターの業務の現状

や課題を明らかにし、改善策を検討するために

は、通常の民間委託におけるような関係ではな

く、行政と委託型地域包括支援センターが対話に

よる問題解決を可能とするようなパートナーシッ

プ関係を構築する必要があり、本事例ではパート

ナーシップ形成に向けた萌芽を見出すことができ

たことである。また、パートナーシップの形成は、

行政が担うべき役割を再発見・再検討させること

につながり、コア・コンピタンスを確保しその空

洞化を防ぐことにも貢献することである。

７　福祉コミュニティ形成と地域包括支
援センター

７.１　互助－介護保険サービスの代替の可能性

地域包括ケアでは、地域包括支援センターの役

割とともに、３節で議論したように、互助の果た

す役割に強い関心が寄せられている。自助・互

助・共助・公助の役割分担論の主眼の一つは地域

住民間の互助の必要性を強調するためである。こ

うした議論は、近年あらためて隆盛するコミュニ

ティ政策や「新しい公共」論と合流し、大きな潮

流を形成している。

しかし、大都市地域ではそもそも地縁組織の加

入率が低い地域もある。新宿区では町会加入率は

約５割である。そのような自治体では、既存の地

縁組織を基礎にしつつ、NPO法人やボランティ
ア団体などの課題別分野別に活動を行う市民活動

断における首長の政治的リーダーシップの存在が

明らかになった。

地域包括支援センターは、大別すると、介護予

防関係のマネジメント業務と重度要介護者のマネ

ジメント業務（一人暮らしや認知症など困難ケー

ス対応を含む）を担っている。市町村は介護保険

事業計画でサービス量を見通し、それに見合う第

１号被保険者の保険料を設定しなければならな

い。サービス見込み量が増えれば１号保険料は上

昇するが、65歳以上の住民が負担する保険料引き

上げは合意形成が大変である。介護予防のサービ

ス充実は要介護者の増加を抑制し１号保険料の上

昇を抑える可能性があるので、一般的に理解が得

られやすい。他方で、社会的排除を受けているよ

うな高齢者への支援の拡充は、地域で孤独死や認

知症高齢者の存在などが問題化していないと難し

い。機能強化は、地域包括支援センターの両面で

の役割に期待が集まっている自治体の方が取り組

みやすいということはあるのかもしれない。新宿

区では特に孤独死問題が議会質疑でも頻繁に取り

上げられており、首長が機能強化を決定しやすい

政治環境だったともいえる。

第二に、直営の基幹型地域包括支援センターが

置かれ、地域包括支援センターやその関連業務に

ついて、政策立案能力などの行政のコア・コンピ

タンスを維持する役割が与えられていることであ

る。大部分の地域包括支援センターは制度化され

てから模索しつつ業務の充実を図っている段階に

あり、業務の定型化、標準化が必ずしもなされて

いるわけではない。専門的に行政が深く関わるこ

とで課題が明らかになる業務を統括機能と位置づ

けており、今後の地域包括支援センターの業務改

善などにおいて、直営の基幹型包括支援センター

で蓄積された経験や技能を政策立案に活かすこと

が期待される。

第三に、地域包括支援センターは専門性・公共

性が高い業務内容にもかかわらず、委託型が多数

を占めており、一定の業務水準を確保するため委

託先に対し業務の目標や内容を可能な限り詳細に
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当初介護認定手続をしてリハビリのできる病院へ

通院してもらうことを検討していた。だが、本人

との話し合いの中で、地域で行えるリハビリ（地

区協議会の健康体操教室）の情報提供をしたとこ

ろ、参加を希望したため介護保険の申請を取り下

げたという。本人の満足度も高く、それまで地域

に知り合いがいなかったが、様々な活動に参加す

るようになり、区の介護予防事業の対象者にも該

当しないほど回復し、地区協議会実施の健康体操

教室２か所に参加しているという。

地区協議会の健康体操教室は、高齢者の健康維

持の観点から、比較的元気な高齢者の参加が多数

を占める。その限りでは、高齢者の健康維持とい

う地域の課題を、地域で解決しているといえるの

かもしれない。しかし、地区協議会それ自身は任

意団体であり、区の補助要綱で助成金を交付され

て事業を行っているように、公的サービス（共

助・公助）と比べると、コミュニティによるサー

ビス（互助）は、財源や人材などが理由となって、

サービスの量や質、継続性などの点で不安定なこ

とを忘れるべきではない。

また、先の退院後のリハビリ事例では、地区協

議会のサービスを利用することで介護保険サービ

スの申請を止めており、事実上、介護保険サービ

スを代替していることになる。ただし、これは、

地域包括支援センターがそのサービスを認知して

おり、保険外サービス調整が行われたから地域住

民の利用につながったともいえる。地域包括支援

センターは、四谷地区や大久保地区などでは地区

協議会の福祉関係部会にオブザーバーとして参加

しているほか、日頃から民生委員や町内会・自治

会など地域の各組織と関係づくりをし、その事業

や役割を理解しているからこそ、保険外サービス

調整が可能となる。地域包括支援センターの機能

強化により、地域、事業者などとのネットワーク

会議の開催等件数は、332件から651件へほぼ倍増

した。これは、民生委員懇談会、事業者交流会、

見守り協力員連絡会、認知症対策や悪質商法被害

防止、孤独死防止等の対策会議の開催・参加を合

組織にも参加を求め、新たに地域自治組織を形成

する事例がある。新宿区もその例であり、2005年

に地区協議会が形成された。区内を10地域に分け

て特別出張所が置かれているが、その管轄区域と

重なるかたちで10の地区協議会が活動している。

こうした一連の潮流は、行政だけでは対応でき

ない社会的な課題が増えていることを前提に、地

域課題を地域で解決する仕組みづくりの必要性を

強調するのが特徴である。例えば、総務省の新し

いコミュニティのあり方に関する研究会報告書で

は、「地域コミュテニィやNPO、その他の住民団
体など公共サービスの提供主体となり得る意欲と

能力を備えた多様な主体が、自ら、地域の課題

を発見し解決することを通じて、力強く「公共」

を担う仕組み」（新しいコミュニティのあり方に

関する研究会 2009：２）が必要であるとし、地
域社会の側が地域課題を解決する仕組みづくり

に着目するのである。この報告書では、「地域協

働」を「一定の地域を前提として、そこに存在す

る住民が参画している多様な主体が、当該地域が

必要とする公共サービスの提供を協力して行う状

態」（新しいコミュニティのあり方に関する研究

会 2009：４）と捉えており、新宿区の地区協議
会は、「新しい公共空間」の形成や地域の多様な

力を結集した地域力の創造に結びつく新しい地域

協働の取組事例の一つとして紹介されている。

地区協議会は区から助成金として年間180万円

（2012年度までは200万円）の交付を受けており、

各地区で様々なコミュニティ事業が実施されてい

る。四谷地区協議会の健康体操教室事業もその一

つである。区の助成金で、体操講師への謝金や公

共施設の使用料を払いつつ、運営スタッフの民生

委員や住民ボランティアが参加者との交流を通じ

て見守り機能も果たしている。

これは、地域包括支援センターに対し、病院の

ソーシャル・ワーカーから、一人暮らしの高齢者

が脳卒中で入院しているが、退院後のことで相談

にのってほしいとの連絡があった事例である。地

域包括支援センターではカンファレンスを行い、
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成」）。2007年６月に、住民基本台帳及び外国人登

録リストから75歳以上の一人暮らし高齢者世帯を

抽出し（１万1,700件）、事業案内を郵送した上で、
民生委員（定数292名）が全件の実態把握調査を

実施し、居住実態が一人暮らしであるかどうか

（二世帯住宅や同一敷地内に家族・親族が住んで

いるか）、月２回の情報紙の訪問配布を希望する

かどうか、調査を実施した。年２回民生委員は実

態把握調査をしているが、2010年１月１日現在で、

配布対象世帯は約4,600世帯であった。配布対象
除外世帯のうち、多くは家族が近隣にいる（3,800
人）、仕事をしている・元気で外出が多い（1,860
人）、入院・入所している（1,130人）であるが、
その他（実態調査が継続必要）とされる人たちが

約500人いることがわかっている。

「ぬくもりだより」を配布しているのは、見守

り協力員（社協のボランティア）354名、シルバー

人材センター会員55名、本事業を受託するNPO
法人57名などである。見守り協力員は月２回程度

訪問し安否確認や声かけをするボランティアだ

が、訪問ついでに無償で配布しており、無償ボラ

ンティアと有償ボランティアが混在して配布を行

う。

配布員に対し、地域包括支援センターへの通報

基準を設けており、次のようなときは連絡をしな

ければならない。例えば本人と会えた場合、介護

サービス等日常生活での困りごとを相談された場

合や認知症の疑いがある場合、訪問した際に怒

声・罵声をあげる場合など。本人と会えなかった

場合、２ヶ月程度訪問しても本人と一度も会えな

い場合、ポストに郵便物がたまっている、洗濯物

が干したまま放置されている場合などである。

他方で、地域包括支援センターの業務マニュア

ルでは、配布員が３回会えなかったときはセン

ター職員が引き継いで実態把握をすることや配布

員から実態把握が必要な連絡があった場合は、迅

速に対応し必要なサービスにつなげることなどが

決められている。

地域包括支援センターが配布員から通報を受け

算したものである。

重要な点は、仮に、介護保険を補完・代替する

ねらいで将来的に互助の仕組みが各自治体で強化

されても、地域包括支援センターの業務体制次第

では、目論見どおりの役割を果たせない可能性が

あるということである。互助の役割を強化する必

要があるのであれば、介護保険外サービス調整を

担う地域包括支援センターの強化も併せて行うべ

きではないか。そうでなければ、生活支援分野で

互助を強化しても、ニーズのある高齢者にサービ

スが届かないのではないだろうか。

７.２　高齢者見守り事業と総合相談・支援事業

の連携

高齢者の見守り事業も、互助の役割と地域包括

支援センターの機能強化を一体的に図ってこそ効

果的な事業になると思われる。例えば、一人暮ら

し高齢者や高齢者のみ世帯の見守りや声かけ訪問

などは、近隣住民やボランティアが担い、互助の

典型と一般にみなされている。たしかに、日常の

見守り活動や安否確認は、本人の生活環境を取り

巻く多様な主体が種々のチャンネルで実施した方

が望ましく、新しい公共やコミュニティの出番が

ある。

しかし、本人の体調や精神状態が変化し、生活

支援が必要になったり、場合によっては、緊急的

対応が求められたりすることもある。そのとき、

互助では対応できないから、適切に地域包括支援

センターなどの専門機関に通報・連絡をし、実態

把握からサービス介入へとつなげていかなくては

ならない。さらに、要支援状態が継続化し悪化す

ることで、専門職から困難事例と判断され多職種

協働によるケースワークが入ることもあるかもし

れない。こうなると、地域包括支援センターが介

入する典型的な事例ということになる。

孤独死防止対策として、新宿区は一人暮らし高

齢者への情報紙「ぬくもりだより」訪問配布事業

を行っている（新宿区高齢者サービス課「孤独死

防止のための新宿区の取組み　平成22年３月作
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念的にケアマネジャーに求められてきた役割を補

完することも期待されている。供給主体が多元化

し断片化せざるを得ない公共サービスを、利用者

ニーズに応じて組み合わせ、総合調整する役割が

地域包括支援センターには求められている。しか

し、指定介護予防支援事業所としての業務などの

過剰負担から、課せられた業務に対してですら人

員不足の傾向にある。その対策が人員増員を含む

機能強化であった。

委託型包括の機能強化を行うとともに、地域自

治組織を形成して互助的福祉サービスの拡充を

図っている新宿区の事例研究から明らかになった

ことを簡潔にまとめておきたい。第一に、人員増

員という機能強化には財源措置が不可欠なため、

首長の政治的リーダーシップが必要ということで

ある。第二に、地域包括支援センターは業務の定

型化・標準化が図られておらず、業務内容も発展

途上であることから、業務改善などで行政の政策

立案能力が必要とされる機会が多いことが見込ま

れ、行政のコア・コンピタンスを維持するために

直営型の地域包括支援センターを設置する方が望

ましいことである。第三に、全国的にも多数を占

める委託型地域包括支援センターは、業務内容の

詳細度を高めたり事後チェックを強化したりする

必要性があるものの、業務に裁量があるためそう

したやり方だけではコントロールが難しく、行政

と受託側が対話による問題解決を可能とするよう

なパートナーシップ関係の構築が求められること

である。第四に、町会加入率が低いため新たに地

域自治組織として地区協議会が形成されており、

健康体操教室やサロンなどのコミュニティによる

福祉サービスが提供されていることである。第五

に、要援護高齢者やケアマネジャーが地域の互助

的サービスを見つけ出すのは困難なことから、互

助の役割の充実は、介護保険外サービス調整を担

う地域包括支援センターの強化と共に実施した方

がサービス利用に結びつく可能性が高いこと、さ

らに見守り事業などは両者が協働してこそ相乗効

果が発揮されうることである。

た件数は337件（2008年12月～ 2009年12月まで）

で、同期間に、医療機関や介護サービスの利用に

つなげることで、孤独死を未然に防げたと区（高

齢者サービス課）がみなしているケースは21件で

あった。

以上のように、日常的には互助の枠組みの中で

自己完結的に実施される高齢者の見守り事業で

あっても、生活支援や緊急対応が必要なときには

地域包括支援センターなどの機関に対応を委ねな

ければならない。通報先の地域包括支援センター

は、総合相談・支援事業としてケースを引き継ぐ

ことになる。互助の仕組みが充実し高齢者の異変

を早期に把握できたとしても、地域包括支援セン

ターが相変わらず指定介護予防支援業務に追われ

ており、総合相談・支援事業に注力できない場

合、要援護高齢者を適切なサービスに結びつける

ことはできない。高齢者の見守りは、地域で解決

できる課題というよりも、地域包括支援センター

と福祉コミュニティのパートナーシップが求めら

れる領域といえよう。

地域包括ケアのあり方の中で、「自助、互助、

共助、公助」の役割分担を考える場合、地域の課

題とされるものが、本当に地域の力だけで解決で

きる問題なのか今一度見極める必要がある。地域

包括支援センターと福祉コミュニティがスクラム

を組んでこそ、互助によるサービスも相乗的に効

果が発揮されるのではないだろうか。

８　おわりに

これまで議論してきたように、地域包括ケアの

構想は、介護保険サービスの量・質両面の拡充を

図るとともに、現状ですら家族介護に頼っている

ことを鑑みて、見守り、配食、家事援助などの生

活支援分野で互助によるサービスの導入を視野に

含めるものであった。地域包括ケア時代には、多

様な生活支援サービス、医療、権利擁護などの介

護保険外サービス調整の必要性は一層高まる。地

域包括支援センターは、変化への対応に加え、理
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度～ 2012年度）、新宿区社会福祉協議会の研究助

成（2011年度～ 2012年度）における研究成果の

一部である。

（地域社会と危機管理研究所）

【注】

１ 例えば、新宿区百人町四丁目は、民間マンションや若
干の戸建て住宅を含むが、戸山団地（百人町四丁目ア
パート）の居住者が大部分を占めており、2007年１月１
日現在の高齢化率は51.6％であった（新宿区社会福祉
協議会 2008；６ -７）。

２ 医療連携、高齢者の住まいなど、地域包括ケアシステ
ムの他の各論点は、西村（2012）を参照されたい。

３ 措置制度の仕組みや問題点については、又坂（1990；
1995）、秋元（1995）を参照。

４ 事業所数は2011年５月１日現在（厚生労働省「平成23
年介護サービス施設・事業所調査結果」）。なお、新宿
区の場合、区内の介護保険サービス事業所のうち株式
会社の占める割合は63.6％であった（「新宿区高齢者の
保健と福祉に関する調査報告書（平成23年３月）」）。

５ 地域格差の問題に関して詳細は池田（2011：140-158）
を参照されたい。なお、新宿区の場合、要介護認定者
数は、2000年度の5,484人から2011年度には１万1,435人
となり、サービス受給者数も4,379人から9,609人へと増
えた（「新宿区高齢者保健福祉計画（平成24年２月）」）。
また、「介護保険事業状況報告（平成22年６月）」から
試算すると、2010年４月現在の高齢者１人あたりの在宅
サービス（地域密着型サービス含む）給付月額は13,539
円、施設サービスの給付月額は7,089円で、共に東京都
都平均よりやや高い。

６ 95年の厚生省・国民生活基礎調査によれば、当時介護
者の半数以上が60歳以上であり介護者の85％は女性で
あった。介護保険導入前、高齢者介護は家族による介
護に大きく依存してきたが、家族の心身負担は非常に
重く、介護者自身の高齢化、介護内容の困難化等を含
めて昔とは比較にならないほど家族介護の問題は深刻
化していた（高齢者介護・自立支援システム研究会
1994）。

７ 女性が多数を占める介護労働者の低賃金状況と併せて、
ケアの現場でのジェンダーの不平等も根強いとされる。
落合・阿部・埋橋・田宮・四方（2010）では、制度改
革の方向性は、家族の介護負担の大きな軽減につなが
るので、「施設ケアの公的提供をもっと重視すべきであ
る」（落合・阿部・埋橋・田宮・四方 2010：17）と結論 
づけられている。また、家族介護者の実態や支援策に
ついては、堀越（2012）も参照。

８ 「新宿区高齢者の保健と福祉に関する調査報告書（平成
23年３月）」では、要支援・要介護認定を受ける居宅

2012年の介護保険法改正により、市町村は、地

域包括支援センターの運営を委託する場合、包括

的支援事業の実施に係る方針を示すこととなっ

た。しかし、パートナーシップ関係の形成が求め

られることを明らかにしてきたように、そうした

対応だけでは果たすべき行政責任として不十分で

ある。従来型の委託関係という枠組みにも縛られ

るべきではない。

基幹型の直営地域包括支援センターの役割、行

政と委託型地域包括支援センター間のパートナー

シップ形成の芽生えを明らかにし、あるべき関係

性などを提示したところに本稿の独自性がある。

ただし、本稿には一つの自治体を対象とした事例

研究としての限界がある。明らかになったことを

一般化するには比較研究により検証することが必

要であり、複数自治体での研究が今後の課題であ

る。なお、介護保険制度は近く法改正が予定され

ており、予防給付が見直され、新しい総合事業で

は市町村の裁量が拡大する見込みである。ボラン

ティアやNPOによる生活支援サービスが一層拡
がり、認知症の高齢者が増えることで市民後見人

への期待も一層高まるだろう。こうした福祉にお

ける参加は社会福祉協議会が長年取り組んできた

ことである。拡大しそうな地域格差問題の検討を

含めて、今後の課題としたい。

【付記】

　本稿執筆の過程で、匿名査読者の先生及び小原

隆治先生から有益なコメントをいただいた。厚

く御礼申し上げる。また、本稿の構想段階では、

2012年度日本公益学会（2012年９月９日於法政大

学）分科会２「まちづくりと公益」にて報告の機

会をいただき、討論者である松田憲忠先生からも

貴重なコメントを頂戴した。記して感謝申し上げ

たい。

なお、本稿は、早稲田大学地域社会と危機管理

研究所の東京都新しい公共支援事業における受託

研究「福祉コミュニティの形成－担い手育成と支

え合いの仕組みづくり－に関する研究」（2011年
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いて、適切な指導・助言をしている、②居宅サービス
計画作成の技術的支援を通じて、ケアマネジャーのケ
アマネジメントを指導している、③ケアマネジャーか
らの相談について、居宅介護支援事業所内で解決すべ
き事柄かどうかなど、支援の必要性を見極めている、
④担当地域内のケアマネジャーの状況（仕事ぶり、悩
み等）を把握するためのアプローチをしている、⑤居
宅介護支援事業者やケアマネジャーの相談センターや
関係機関との連携に関するニーズを把握している、⑥
ケアマネジャーからの相談に際して、必要時に、区、
保健所、福祉事務所、病院等関係機関につないでいる、
⑦定期的にケアマネジャーとの情報交換や事例検討会
を開催している。
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