
  
 

 

 

２０１７年９月４日 

 

記者会見資料 
 

 

●若年性認知症実態調査の実施について 

●「がん検診の普及啓発及び受診率向上に関する協定」の締結について 

●待機児童解消に向けた緊急対策等の実施について 

●起創展街 中野にぎわいフェスタ 2017 の開催について 

●明治大学との連携講座（地域包括ケア関連）の開催について 



平成２９年９月４日 

区長記者会見資料 

                          

 

若年性認知症実態調査の実施について 

 

 若年性認知症は、６５歳未満の現役世代で発症するために、治療・介護の問題だけでは

なく、就労の継続、家計の維持など本人や家族の生活に大変深刻な問題をもたらします。 

 また、仕事や育児など社会的役割を担っていることが多く、症状が現れてもうつ病など

他の原因を考えてしまうことなどから診断に時間を要する場合が見受けられます。 

若年性認知症の実態については、平成１８年～２０年に全国規模の調査が実施されてか

ら約１０年が経過しており、改めて実態を把握することが求められています。このような

状況を受け、中野区内にて若年性認知症に係る実態調査を実施し、施策検討の基礎となる

データ収集を行います。尚、区単独で若年性認知症の実態調査を行うのは２３区内初めて

の試みとなります。 

 また、調査方法については他自治体や全国の結果との比較などを行うため、東京都健康

長寿医療センター研究所が示した若年性認知症の実態調査の標準実施手順を基準とします。 

 

１ 概要 

(1) 調査対象・規模 

   対象：認知症（※）の症状を認める６５歳未満の区民（但し、調査時点で６５歳以

上であっても発症時に６５歳未満であった者を含む） 

※ 記憶力の低下、またはその他の認知機能障害により日常生活等に援助が

必要な者 

   規模：調査対象は国の平成２１年度若年性認知症有病率調査結果より１００人程度

と推計する。 

 (2) 調査時期 

   平成２９年９月から平成３０年２月まで 

(3) 調査方法・調査事項 

   調査票等の発送、集計及び分析を業務委託する。 

①  一次調査≪関係機関調査≫ 

若年性認知症に関わる区内の関係機関に対して調査票を郵送し、若年性認知症の

担当事例の有無を確認する。 

調査対象機関は、区内病院・診療所、居宅介護支援事業所、訪問看護事業所、認

知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）、介護老人福祉施設（特別養護老

人ホーム）等 概ね３００か所。 

この他東京医科大学病院、東京都若年性認知症総合支援センター等については別

途調査協力を依頼する。 

 

 1 



② 二次調査 

一次調査で担当事例があるとした関係機関に対し、担当者調査票及び本人・家族

調査票を送付し、サービスの利用状況や本人の状態、家族が抱える介護上の困難な

どについて調査する。 

【質問項目】 

 担当者調査：医療機関や介護事業所等で把握できる項目 

（疾病状況、就労・生活の状況、医療・介護などの提供状況、 

必要と考える支援等１５項目程度） 

本人・家族調査：日常生活実態に関する幅広い項目 

（家族状況、疾病状況、就労・生活の状況、日常生活で困っている

こと等３０項目程度） 

③ 面接調査 

二次調査の本人・家族調査で了解を得られた本人及び家族に対し、区職員が面接

し、認知症進行ステージそれぞれの時期に応じた課題や必要な支援について、さら

に詳細な聴き取り調査を行う。 

 

２ 実施スケジュール 

  平成２９年  ９月 一次調査発送 

        １１月 二次調査発送 

  平成３０年１～２月 面接調査 

３月 調査結果公表 

 

 

問合せ先 

  地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当） 酒井 電話 3228-5403 
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平成 29 年 9 月 4 日  

区 長 記 者 会 見 資 料 

 
「がん検診の普及啓発及び受診率向上に関する協定」の締結について 

 
 

中野区民の死因の第 1位である、がんによる死亡率を減少させるためには、がん検診の受

診率を向上させる必要があります。中野区では、がんの早期発見・早期治療を目的として、

区民と接する機会を多く持つ企業や団体と連携し、がん検診の受診率向上に向けた取組みを

協働で推進してきました。 

区では、より区民に身近な場所で普及啓発活動等を実施し、受診率を向上させるため平成

２８年１２月に、「がん検診受診率向上の啓発を行う企業・団体」の募集を行いました。 
審査の結果、「社会福祉法人キングス・ガーデン東京」からの提案や活動内容ががん予防

対策の推進に寄与するものと認められたため、平成２９年９月１日に「がん検診普及啓発及

び受診率向上に関する協定」を締結しました。 
 区は、地域に根ざした取り組みを進め、情報発信力のある同法人と協力し、普及啓発事業

を展開していきます。 
 

１ 協定を締結した法人 

【団体名】社会福祉法人 キングス・ガーデン東京   
【所在地】東京都練馬区早宮２丁目１０番２２号 
【代表者】理事長 中島 秀一  
【概要】 

平成７年法人設立。練馬区に指定介護老人福祉施設「練馬キングス・ガーデン」

を開設し、特別養護老人ホーム、ショートステイ等の事業を実施しています。 
中野区内では平成２７年、区立住吉保育園跡に、中野区指定介護老人福祉施設「東

中野キングス・ガーデン」（東中野４－２－１６）を開設。 
地域密着型サービス事業（グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業）に加

え、地域交流スペース「キングスカフェ」では、子育て支援事業等、区主催事業へ

の協力や認知症カフェ等主催事業を実施している他、様々な地域団体等への活動場

所の提供など、地域に根ざしたサービスを展開しています。 

 
２ 協定締結後の活動内容について 

（１）講演イベント 乳がんの「自己触診法を学ぶミニ講座」の開催 
（開催日時） 平成２９年１０月１１日（水）午後１時３０分～３時３０分 
（会  場） 東中野キングス・ガーデン 
看護師でもある乳がん体験者の方から、乳がんの正しい知識を学びます。アロマオ

イルを使って、自宅でできる自己触診法の指導や石けんづくりもあります。 
（申込み等）当日直接会場へお越し下さい。先着４０人、入場無料です。 
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（２）今後想定される取組み 

○インフォメーションコーナーでの啓発チラシ常備、ポスター、パネル等の掲示 
○がん検診等に関連するセミナー、講演会、その他イベント開催時の場所提供 
○法人が主催するイベント開催時における情報提供 

 
【参考１】協定について 

（１）区と協定企業等の役割分担 
区は、がんやがん検診等についての情報を提供し、広報等により協定企業等の活動

を支援する。協定企業等は、区民へのがん検診普及啓発、受診勧奨活動に取り組む。

企業等は広告等に協定締結企業等である旨の表示をすることができる。 
（２）既に協定を締結した企業等 

西武信用金庫、アフラック（平成２２年度） 
学校法人新渡戸文化学園（平成２６年度） 

 
【参考２】１０月のピンクリボン運動月間の催しについて 

   ２（１）の講演の他、上記の協定締結団体との協力で以下の事業を開催します。 

（１）ピンクリボンパネルの展示 
１０月２日（月）～１０月２０日（金）の平日午前８時半～午後５時 
中野区役所 １階区民ホール東側 

（２）街頭キャンペーン 
１０月５日（木）午前１０時から 中野駅北口駅前広場など（雨天中止） 

 
＜協定締結式（９月１日）の様子＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 問合せ先  

健康福祉部副参事（健康推進担当）  只野 電話 3228-5565 
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乳がんは、女性に発症するがんの中で最も多いがんです｡日本人女性の 11 人に 1 人が 

乳がんにかかると言われています。乳がんは他人事ではなくみなさんの身近な問題です｡ 

正しい知識と行動が､乳がんからあなた自身を守ります。 

中野区では運動期間中に中野区ピンクリボン    2017「乳がん検診を受けましょう」の 

キャッチフレーズのもと次のような乳がん自己触診法を学ぶコーナーとパネル展示を実施します。  

      

    自己触診法を学ぶミニ講座 
乳がんに関する正しい知識や自己触診法を学ぶミニ講座 

を実施します。アロマオイルの石けんづくりも行います。 

      当日直接会場へ 入場は無料 先着４０人 

     ※お車での来場はご遠慮ください。公共の交通機関をご利用ください。 

【日時】10月 11日（水） 午後 1時半～3時半 

【会場】東中野キングス・ガーデン 

     ※詳しい会場地図は裏面をご覧ください。  

【指導】乳がん患者家族会 Ruban Rose (ﾘｭﾊﾞﾝﾛｰｽﾞ) 

                      

ピンクリボン   パネルの展示 

  乳がん検診や自己触診法のパネルを展示します。 

【日時】10月 2日(月)～10月 20日(金)の平日 

午前 8時半～午後 5時 

【会場】中野区役所 １階 区民ホール東側 

 

【問合せ先】 

中野区 健康推進分野 区民健診担当 

   電話 03-3228-5599 

03-3228-5414 

10月はピンクリボン運動月間 

<アロマ石けん> 

「がん検診の普及啓発及び受診率向上に関する協定」

を締結している西武信用金庫、アフラック、新渡戸記

念文化学園、キングス・ガーデン東京と協働で実施し

ます。 



西武信用金庫 

自己触診法を学ぶミニ講座 

 

                                    

【日時】 

１０月１１日(水)  午後１時半～３時半 

 ※入場無料。途中入退室可。 

 【内容】 

   １）乳がんの正しい知識に関するミニ講座 

  ２）アロマオイルの石けんづくり 

  ３）自宅でできる自己触診法 

 

 

 
 

 

 

 

【会場】  

「東中野キングス・ガーデン」 

所在：東京都中野区東中野 4-2-16 

(ＪＲ東中野駅西口１，東口２出口より徒歩３分) 

 

●専門学校東京

テクニカルカレッジ

東中野駅
西口１ 東口２

東中野

キングス・ガーデン

乳がん体験者による

貴重な講座です。この

機会に、乳がんに関す

る正しい知識を身に

着けてみませんか？ 

中野区食育マスコットキャラクター 

「うさごはん」 

会場地図 

※お車での来場はご遠慮ください。公共の交通機関をご利用ください。 



平成２９年９月４日 

区長記者会見資料  

 

待機児童解消に向けた緊急対策等の実施について 

 

 

  区では、これまで、民間保育事業所の誘致などにより保育定員の拡大を図り、待機児

童の解消に努めてきたところですが、平成 29年度当初の待機児童数は 375人と昨年度同

時期と比べ約 120人増加しており、平成 30年 4月時点における待機児童の解消が急務と

なっています。 

  現在のところ、今年度約 1,300 人の保育定員拡大の目標に対し、半数に満たない民間

保育所の誘致に留まっており、待機児童解消に向けて、さらに取組みを強化していく必

要があることから、本年 8 月 1 日に緊急対策本部を設置し、保育定員の早急な確保に取

り組むための緊急対策を実施しています。 

  また、保育の質の向上のため、保育士のキャリアアップやシステム導入経費の補助を

拡充するほか、就職相談・面接会の実施等により、保育人材を確保していきます。 

 

１ 緊急対策について 

 区長を本部長とし、緊急対策を進めるための進行調整、民間保育所誘致、民間保育

所新設用地等の確保、区有施設活用推進、区立園民営化推進の各担当に副参事を配置

した本部組織を設置しました。概ね週 1回この会議を開催し、進捗状況を確認のうえ、

最も効果的な対策を講じていきます。 

（１）設置期間等 

   平成 29年 8月 1日から平成 29年 10月 31日まで 

 （２）緊急対策本部の実施内容 

  ・区有施設の暫定活用による保育所の整備 

  ・公有地活用による保育所の整備 

  ・保育事業者への働きかけの強化及び認可事務の迅速化による早期開設園の拡大 

・空き家調査結果の活用や不動産業界・金融機関等への協力依頼に基づく保育所新設

用地等の掘り起し・土地等所有者と事業者のマッチング強化 

  ・大規模マンションや再開発、まちづくりとの連動による保育所の誘致等 

 

２ 新たに補助を行うもの（補正予算対応） 

（１）保育士等キャリアアップ補助   （約 9,000万円） 

 保育士等が、保育の専門性を高めながらやりがいを持って働くことができるよう、

単価の引き上げによる賃金改善の原資を補助します。 

（補助対象）研修による技能の習得や経験年数等によりキャリアアップできるしく

みを構築した施設。 
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（２）保育所等における ICT化推進事業 （5,400万円） 

  保育士の業務負担を軽減するため、ソフトウェア等のシステム導入経費について補

助（１園の上限額 200万円）を行います。 

 

３ 平成２９年度当初における主な保育士確保対策 

（１）採用（内定）保育士等への支援 

就職説明会来場者への特典の付与（私立園等の合同就職説明会（※１）で、先着

50名に 1,000円相当の商品券）や、区内保育施設に内定した保育士などへの就職準

備資金の支援を行います（各内定者に 10万円）。 

（２）宿舎借り上げへの家賃補助の拡充 

採用 5年以内。各運営事業者へ 82,000円上限での補助。人数制限はありません。  

（３）他自治体等との合同就職相談・面接説明会（※２）の実施 

  杉並区・ハローワーク新宿との共催。未経験の方を含みます。 

※１「中野区私立保育園合同就職説明 2017」 

9月 16日（土）13時～16時 帝京平成大学中野キャンパス 

  ※２「保育のおしごと 就職相談・面接説明会」 

    9月 24日（日）13時半～16時半 杉並区役所中棟 6階 

  （セミナー「保育の仕事を知ろう！」も同日開催：12 時半～13時半  杉並区役所西棟） 

 

（参考） 

◆保育需要率（※）と待機児童数の推移（各年４月１日） 

114人
147人

241人

172人

257人

375人

37.0% 36.8%

39.1%
39.9%

42.6%

45.1%

34%

36%

38%

40%

42%

44%

100人

150人

200人

250人

300人

350人

400人

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

待機児童数 保育需要率

 

※保育需要率…（保育サービス定員+待機児童数）÷就学前児童人口） 

 

」 
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◆平成２９年４月１日 年齢別待機児童数 

 

 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 

待機児童数 87 225 51 8 4 0 375 

 

◆過去５年間の保育定員の拡大状況  （約１，７００人の保育定員を拡大） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  問合せ先 

 （対策全般）子ども教育部副参事（保育園・幼稚園担当）    長﨑 電話 3228-8947 

 （杉並区等との共催説明会）都市政策推進室副参事（産業振興担当）浅川 電話 3228-5590 
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平成２９年９月４日 

区長記者会見資料 

 

 

起創展街 中野にぎわいフェスタ２０１７ の開催について 
 

 

東京の顔としての中野駅周辺のにぎわいを創り出していくため、商店街や事業者、 

表現活動者、区民などが中心となり、中野の個性・魅力を発信し、来街者の拡大を目指す

イベントとして、第９回となる「起創展街 中野にぎわいフェスタ２０１７」が開催され

ます。今年の全体テーマは「和」です。 

中野駅周辺の様々な施設等全９会場で特色あるイベントが実施され、中野のまちの多彩

な魅力を体感できます。 

 

１ 開催期間 

平成２９年１０月７日（土）、１０月８日（日） ※荒天中止 

 

２ 会場 

中野駅周辺地区 全９会場 

【北口】６会場 

中野セントラルパーク・中野四季の森公園、中野サンプラザ会場 

中野駅北口駅前広場、中野駅北口暫定広場、中野税務署前庭 

中野区役所正面玄関前 

 

【南口】３会場 

南口ファミリーロード、中野郵便局駐車場、三菱東京ＵＦＪ銀行駐車場 

 

３ 主なイベント 

(1)四季の森公園にぎわいイベント（中野セントラルパーク・中野四季の森公園） 

・ステージイベントの開催や多種多様な飲食店の出店 

・お子様連れのご家族が楽しめるキッズエリア 

(2)地方創生大物産展（中野サンプラザ前広場） 

・なかの里・まち連携自治体及び熊本県等の物産展 

（アールブリュット特別展示…中野サンプラザ１階ロビー内を予定） 

(3)中野南口わいわい祭り（南口ファミリーロード、中野郵便局駐車場） 

・布製大型キャンバスに子どもたちが自由に絵を描いて楽しむ「ライブペイント」 

・子どもたちとブラスバンドの南口ファミリーロード練り歩き 

・工作体験・体操教室など子ども向けイベント 

（4）「観光大使スタンプラリー」スタンプラリー 

・北口エリア及び南口商店街エリア9カ所を回るスタンプラリー 

・観光大使をモチーフにした、9個のスタンプ制覇で景品を獲得 

・景品は「なかの里・まち連携自治体」産品を予定 

 

 

 



 

 

４ 主催 

起創展街 中野にぎわいフェスタ実行委員会 

※商店街、企業、団体、学校等により構成 

 

５ 協賛 

中野区 

 

６ 実行委員会事務局 

 一般社団法人 中野区観光協会  

  （FAX）   03-5332-7374 

  （E-mail）info@nakano-kanko.com 

 

７ ホームページＵＲＬ 

   http://nakano-nigiwai.com/ 

 

 

問合せ先 

都市政策推進室副参事（都市観光・地域活性化担当）藤永 電話 03-3228-5464 

ホームページトップ画面より「起創展街 中野にぎわいフェスタ（イメージ）」 

 

http://nakano-nigiwai.com/


平成２９年９月４日 

区長記者会見資料 

 

明治大学との連携講座（地域包括ケア関連）の開催について 

 
中野区と明治大学は、相互協力に関する基本協定を平成 26 年 3 月に締結し、今年度から

は、国際日本学部の学生の正規科目となる講座を開始するなど、連携を深めながら地域社会

の発展と人材の育成を目指しているところです。 
区は、全ての区民が、可能な限り住み慣れた中野区で、尊厳を保って最期まで生活できる

ことを目指し、将来にわたって持続可能な「中野区地域包括ケアシステム」を推進していま

す。区民の皆さん一人ひとりが、普段から健康や介護予防を心がけ、様々な運動や地域の活

動に参加することで、介護が必要になるまでの期間（いわゆる健康寿命）を延ばすことが可

能となると考えています。 
今回は、さらに多くの方々にご参加いただくため、生涯学習の拠点として実績のある明治

大学「リバティーアカデミー」と、以前より介護予防事業に取り組んでいる、東京都柔道整

復師会中野支部と連携した講座（以下「１」）を開催します。 
 
１ 明治大学・中野区・東京都柔道整復師会中野支部の連携講座について 

（１）テーマ   

「人生を楽しむ！健康こそが宝物」～様々な視点から健康について考えてみる～ 

（２）開催日時  

平成 29年 10月 1日（日）13時～16時 

（３）会場    

明治大学中野キャンパス 5階ホール 

（４）内容及び講師 

   (第 1部) 中野笑顔塾 ―「笑う門には福来る」― 
    明治大学名誉教授 山口政信 

  (第 2部) 高齢者の虚弱化と介護予防の必要性 

    東京都健康長寿医療センター研究所 

在宅医療支援・高齢者健康増進事業支援室研究部長 大渕修一 

  (第 3部) 転倒骨折を防いで健康長寿を～骨粗鬆症による骨折と寝たきりの怖い関係～ 

    浜田山病院院長 小瀬忠男 
 
２ 明治大学と中野区の連携講座について 

（１）テーマ   
「シニア世代の新たな生き方」 
～未来の介護とシニアのセカンドキャリア・今日から始める認知症予防～ 

（２）開催日時  
平成 29年 10月 14日（土）13時～15時 

（３）会場    



明治大学中野キャンパス 5階ホール 
（４）内容及び講師 
   コーディネーター 明治大学総合数理学部学部長 荒川薫 

  （第 1部）未来の介護とシニアのセカンドキャリア 

    明治大学研究・知財戦略先端数理インスティテュート研究員 安部博枝 

  （第 2部）今日から始める認知症予防 

    東京都研究長寿医療センター認知症支援推進センター研究員 宮前史子 
 
３ 申込み 

いずれも受講料は無料で、事前予約制（全席自由・先着４００人）です。 
予約は「明治大学リバティーアカデミー」へ、電話かホームページからお願いします。 

   電話 ０３－３２９６－４４２３ 
   URL http://academy.meiji.jp 
 

問合せ先 

  地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当） 酒井 電話 3228-5403 

 

http://academy.meiji.jp/
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