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中野区保健福祉審議会  

介護・健康・地域包括ケア部会（第２回）  

 

開催日    平成２９年４月２４日（月）１９：００～２０：５１  

 

開催場所   中野区役所７階  第８会議室  

 

出欠者  

１．介護・健康・地域包括ケア部会委員  

出席者  武藤  芳照（部会長）、岡本  多喜子（副部会長）、網野  寛子、岩川  眞紀、

梅原  悦子、小笹  敏和、長田  久雄、金沢  美代子、小林  裕子、坂本  真

理、髙松  登、花岡  新八、藤田  温史、南  光保、村上  昌子、梁川  妙子、

吉成  武男、渡部  金雄  

        

欠席者  和気  純子、渡邉  仁  

 

２．事務局  

健康福祉部副参事（福祉推進担当）  岩浅  英樹  

健康福祉部副参事（健康推進担当）  只野  孝子  

健康福祉部副参事（保健予防担当）  水口  都季  

健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  永見  英光  

地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）     伊藤  政子  

地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 ) 酒井  直人  

中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）   濵口  求  

北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）   菅野  多身子  

区民サービス管理部副参事（介護保険担当）古川  康司  

都市基盤部副参事（住宅政策担当）塚本  剛史  

子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）高橋  昭彦  

子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長 )神谷  万美   

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 それでは、定刻になりました。  始めさせていただきます。第２回の介護・健康・地

域包括ケア部会、週初めのこの時間にお集まりいただきまして、ありがとうございまし

た。  

 非常にパンクチュアリティにお集まりいただきまして、進行が大変しやすくなりまし

た。ご協力を感謝いたします。  

 本日の予定は２１時までということになっておりますが、できる限り円滑に議論を済

ませて、時間どおりにみんなが引きあげられるようにしたいと思っておりますので、ご

協力をお願いいたします。  

 先ほどまで私、岩手県の北上川のところにおりまして、国体が岩手県でこの前終わり

まして、その反省会と結婚記念日が４２回目なので、女房を連れて仕事と家庭サービス

を一緒にやっていて、満開の北上川の桜でありまして、皆にもうちょっといたらと言わ

れ、心身ともに健康なという状態だったので、そうしようかと思っていましたが、岩浅

副参事と酒井副参事の顔が思い浮かんだので、帰ってまいりました。  

 今日、ここに来ましたら、まず、水があることに皆さん大変感激しまして、早速対応
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していただいたようでありまして、ありがとうございました。とりあえず、ここは今年

度はキープしていただいたようですので。早速の区長以下、担当の皆さんにご協力いた

だきまして、ありがとうございました。「自ら健康に、水から健康に」という健康のため

水を飲もうキャンペーンの標語であります。  

 この会議自体はなるべく楽しく和やかに明るく意見交換をし、率直に皆さんの検討を

しながら、よい方向でまとめられればと思っておりますので、ご協力をお願い申し上げ

ます。  

 資料等に関しまして、まず、岩浅副参事のほうからご案内します。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、まず欠席の委員の方をご紹介させていただきたいと思います。  

 本日は渡邉委員が欠席ということで、ご連絡をいただいております。あと、お見えに

なられていらっしゃらない方は遅れていらっしゃると思っております。  

 資料ですけれども、本日、机上にお配りをさせていただきました資料といいますのは、

付託事項のペーパーと、若干修正を予定しておりまして、スケジュール案を改めてお配

りをさせていただきました。あとは冊子で、中野区地域包括ケアシステム推進プランと

いうものをお配りさせていただいております。その他の資料につきましては、先週のう

ちに郵送で委員のご自宅に送らせていただきましたので、よろしくお願いいたします。  

 以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 それでは、前回、ご都合でご欠席だったお二方に、お名前と専門分野などなど、簡単

にご紹介いただければと思いますが、まず、岡本先生からどうぞ。  

 

○岡本副部会長  

 前回、授業の都合で欠席いたしました、明治学院大学の岡本でございます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。専門は、高齢者福祉ということでして、今回は少し幅が広い

ので、いろいろ私も勉強させていただきながら、この会が順調に進めばと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 髙松委員、お願いします。  

 

○髙松委員  

 皆さん、こんばんは。中野区薬剤師会の髙松と申します。先日は欠席してしまいまし

て、申しわけございませんでした。  

 薬局が、今、調剤に偏っているとか、ＯＴＣの販売に偏っているというそういう状況

にありまして、それをこれから地域包括ケアに向けて、調剤も在宅もセルフメディケー

ション、そして健康サポート、そういうことまでやれるように形態を変化していく意識

になっておりますので、そういう面ではご協力できることもたくさんあるかと思います。

どうぞよろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 先月、北海道の方にに呼ばれていきまして、薬局がまちの中での新たな健康センター

ということで非常にいろいろな役割機能が求められているし、現実にもういろいろな活
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動をしていらっしゃるという話をお伺いしたので、ぜひ、この部会でも髙松委員のお立

場から積極的にご発言をいただけるとありがたいと思います。  

 それでは、まず、進め方についてということを確認させていただきたいと思いますが、

区長からの諮問事項と、部会への付託事項というのが前回既に提示をされております。

この部会は介護・健康・地域包括ケア部会ということで、岡本副部会長がおっしゃるよ

うに、非常に幅が広いのですね。かなり重いものを全部で３つくっつけてこの部会にと

いうことなので、これはかなりハードだなと思っております。したがいまして、便宜的

にというご理解でお願いしたいのですが、介護と健康と地域包括ケアの３つのキーワー

ドをそれぞれ各委員は主に担当したり、主に関心を持っていただくということで、部会

の中も３つのチームに分けさせていただきたいと思います。ただ、あまり限定的にでは

なくて、主にそういうことに関心を持って見ていただいたり、聞いていただいたり、キ

ーワードだけを拾っていただきながら注意して見ていただくと。そんな感じでチームを

組みたいと思っております。  

 ひとまず、今日の資料１に名簿がございますけれども、武藤と岡本副部会長は全体を

ケアするということで、これはＡ、Ｂ、Ｃといって、介護をＡ、健康をＢ、地域包括ケ

アをＣ、それぞれキーワードを分けさせていただきます。したがいまして、学識経験者

のほうから申し上げます。これは部会長が勝手に分けておりますので、ご不満があるか

もしれませんが、あとで一身に私が引き受けます。  

 網野委員はＣ、和気委員がＡ、岩川委員がＢ、そして保健医療社会福祉関係者、渡邉

委員がＢ、花岡委員がＢ、髙松委員がＢ、長田委員がＡ、金沢委員がＣ、渡部委員がＢ、

吉成委員がＡ、坂本委員がＣ、南委員がＡ、藤田委員がＡ、梅原委員がＣ、梁川委員が

Ｃ、区民代表公募でご参画いただいている小笹委員がＢ、小林委員がＡ、村上委員がＣ、

それで人数はほぼ３つ均等になるかと思います。どうしても嫌だという方はいらっしゃ

いますか。大丈夫でしょうか。個別の専門性とか分野もありますが、前回、自己紹介の

お話の中で気になったことを参考にしながら一応分けておりますし、分野を気にはして

いるのですが、ただ、人数に限りがあるので、必ずしもご本人が満足したチーム分けで

はないかもしれませんが、これをご縁にということでご協力いただければありがたいと

思いますが、よろしいでしょうか。  

 では、ご快諾いただいたということで、進めさせていただきます。  

 したがいまして、今から順番に区のほうからさまざまな報告、説明がありますので、

そのことについて気にしながら聞いていただいて、ご意見をいただければ幸いでありま

す。したがいまして、学識経験者の各委員の方々には、それぞれＡ、Ｂ、Ｃのチーム長

という位置づけでありますので、ほかの医療社会福祉関係者、区民の関係者の方を含め

て、そのキーワードについて全体として少し意見を取りまとめていただくときが出てく

るかもしれませんので、ご協力をお願いします。今日というわけではありません。ある

段階でということで。  

 それでは、もう１つお願いがあります。今から、報告と説明が区からありますが、た

だし、前回もお願いをして、膨大な資料のうち、概要、サマリーをまとめておいていた

だくように、お願いしたものが資料に入っています。したがって、Ａ４が１枚、もしく

はＡ４が２枚でまとまっておりますので、それについて説明をいただきますが、その説

明が終わった後に、ご自分のＡ、Ｂ、Ｃのキーワードに基づいて、区の担当者の報告説

明を聞いて、鍵になる言葉、特に興味・関心の湧いた言葉、政策、課題、あるいはここ

の部会で、やっぱりこういうテーマを議論したほうがいいということをテーブルにある

ポストイットにお１人１つでも５つでも結構ですので書いていただいて、張るところを

用意してございますので、そこに張って、次回までにこれを整理したものを部会に出し

ていただいて、次の議論に進めたいと思います。  
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 それでは、お話ししました区のほうからの説明を簡潔明瞭にいただきますので、岩浅

副参事、酒井副参事、古川副参事、この３名のご説明の後、１回ご意見、質問等を伺う

ようにいたします。お願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 福祉推進担当の岩浅と申します。私がまず説明をさせていただきますのは、議題の（２）

の①、「中野区健康福祉総合推進計画２０１５」の進捗状況についてというものでござい

ます。  

 これにつきましては、第１回の全体会の席でお配りをさせていただいた資料９という

ものをごらんいただいた方もいらっしゃるかもしれませんけれども、Ａ３判が何枚かあ

る資料でございます。実はこれ、昨年の１０月末現在のデータを入れておりまして、３

月末の分につきましては現在集約中でございまして、でき上がっておりません。この段

階では、１点だけ全くできていない、おくれているというものがあったのですけれども、

そちらにつきましても現在進んでおります。内容といたしましては、介護予防・日常生

活支援総合事業の実施というのを、平成２８年４月からスタートさせるという当初の予

定でございました。それが平成２９年４月ということで変更になりましたので、現在は

動いているのですけれども、この時点では達成できていないという表示になっているも

のでございます。  

 それ以外の部分につきましては、おおむね進んでいるという結果になっておりますの

で、後ほどごらんいただければと思います。  

 １点、地域密着型の施設整備につきましては、区のほうで誘導しておりますけれども、

十分な応募数がまだ今の段階では達成できていないという状況でございます。  

 前回お配りをいたしました、１０か年計画の資料につきましても、本日、見出しとペ

ージ数だけを打ったものを参考の１、２と分けてございますので、先ほど部会長のほう

からの担当分けに従いまして今後その資料を読んでいただければと思っております。よ

ろしくお願いします。  

 私は以上です。  

 

○武藤部会長  

 前回のＡ３判の資料をお持ちいただいているとは思いますが、それに基づいて。  

それから１０か年計画の概要、推進計画の概要である参考１、参考２。主に目次立てと

主要な内容が記されておりますが、これについて簡潔に今、報告をいただきました。  

 続きまして酒井副参事からお願いします。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 それでは、地域包括ケア推進担当の酒井でございます。  

 今日皆様の机上に配付させていただいた、この地域包括ケアシステム推進プランとい

うのが先月の２８日、決定しまして、１週間ぐらい前に印刷ができたというものでござ

います。１３０ページございますので、大体どんなことが書いてあるかということをこ

の概要版資料４で説明させていただきます。では、資料４をごらんください。  

 まず、「プランの位置づけ」ということで、このプランは行政計画だけではなく、区民

と区のアクションプランということで、ここにいらっしゃっている団体の方も入ってい

ただいていますけれども、いろいろな団体と一緒にプランを作成したという形になって

います。  

 ２番、「プランの期間」ですけれども、これは２０２５年までの１０年間ということな

のですけど、最初が２８年度ということでもう既に終わってしまっていますけれども、
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今、２年度目ということになります。中身、いろいろなプランが書いてありますけれど

も、基本的に当初の３年と１０年後の達成目標という、２つ指標を入れるということで

原則つくっております。  

 ３番、「プランの構成」なのですけれども、ステップ１、２というところだけごらんい

ただきたいのですけれども、１の段階では、まず高齢者に特化した形で、高齢者に関し

ての包括ケアプランということで、今回この冊子ができております。ステップ２のとこ

ろで、子育て世帯や障害者など全ての人への対象を拡大するということで、平成３１年

がスタートの年度ということになっています。  

 今回、４番のところ、「今後の進め方」のところに書いておりますけれども、平成２９

年度、今年度のこの健康福祉審議会において子ども、障害者をはじめ全ての人に対する

地域包括ケアを議論していただいて、これを受けて来年度、中野区地域包括ケア推進会

議という区民も含めた別の会議を改めて立ち上げまして、そこでプランの見直しを行っ

て、平成３１年度からスタートするということを考えております。  

 ５番、「目標とするまちの姿」というのが、そこに書かれているように、こういうまち

を目指しますよということで書いております。  

 それから、６番ですね。高齢者の地域包括ケア推進プランの目指す達成指標というの

が、ここの６番の２つになります。１つは、長期療養が必要になったときの自宅で過ご

したい人の割合。それからもう１つは、６５歳の健康寿命ということで掲げております。

つまり、在宅での療養が１つ目。それから介護予防によっての効果は、この健康寿命だ

ということで、この２つを大きな達成指標としております。  

 ７番のところ、「区の推進体制」というところでございますけれども、（１）のところ

が、区内の４カ所に設けております、すこやか福祉センターの役割ということで記載を

しております。すこやか福祉センターというのは、最初の丸のところに一番言いたいこ

とが書かれているのですけれども、本当に困っている支援が必要な人たち、要は要支援

者１人１人に対して検討会議というのを開いて、必ず支援のネットワークをつくってい

くのが、このすこやか福祉センターの役割であるということが書いてあります。丸の２

つ目、丸の３つ目に関して言えば、１人１人の要支援者を見守るためには、我々職員の

数ではとても無理ですと。ということなので、今後ＩＣＴを活用したいろいろなシステ

ムを構築していって、１人１人を見守る形をつくっていきますということがそこに書か

れております。  

 （２）のところでは、新たにこの４月、地区担当アウトリーチチームというものを設

置いたしました。このアウトリーチチームというのが区内１５カ所にある区民活動セン

ターを区域として活動するのですけれども、その役割が丸の２つ目ということで、地域

団体の活動に参加し、関係性を構築して、いろいろな団体からの情報を入れながら、要

支援者を発見していくということがこの本来の役割ということになっております。  

 その次のページが、「地域包括ケアシステムの構成要素」ということで、これが高齢者

版の柱ということで、柱１から８までとなっております。柱１から柱７までが基本的な

共通的な柱です。今後の障害者、子育て世帯、子どもについての地域包括ケアシステム

を考えていく上での同じ視点から見る柱になると考えておりまして、柱８については高

齢者に特化したものということで一番最後に設けているのですけれども、認知症対策と

いうことで別に掲げております。  

 あと、最後９番のところが、「区・関係団体の取り組み及び３年後・１０年後」という

ことで、この推進プランの本冊の後ろのほうですね、６章のほうを見ていただきますと、

今回参加していただいた団体の取り組みについて細かく書かれておりますので、こちら

もあわせて後からお読み取りいただければと思います。  

 最後、３枚目のページが、別紙でついておりますけれども、こちらが今回プランを検
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討してきた地域ケア会議のイメージ図ということになっております。区全体では、地域

包括ケア推進会議というのが１つありまして、その下にすこやか福祉センター圏域ごと

に４カ所ですね。すこやか地域ケア会議というのを設けております。さらにその下に、

ちょっと字が潰れて見づらいですけれども、アウトリーチチームというのがありますけ

れども、これが１５カ所に設けてありまして、こちらからの支援が必要な人に対するケ

アというのが個別ケース検討会議というところにあげられて、そこからすこやか地域ケ

ア会議のほうに課題を上げていくと、そういうような関係性を持っております。  

 私からの説明は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 地域包括ケアに関するこの冊子の中身の目次立てと主要な内容について、今ご説明を

いただきました。  

 それからもう１個ありましたよね。資料５ですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 資料５をごらんください。こちらが今回、この４月から対応しました介護予防・日常

生活支援総合事業の変更点ということでお出しした資料でございます。  

 一番左が現行ということですが、現行というのはもう変ですね。３月までのところが

一番左側にあります。簡単にどこが変わったかと申し上げますと、まず１つ目が、介護

給付ということで、要介護１から５までのところは、この４月になっても変わっていま

せんということです。その下のところの、介護予防給付の中、要支援１、２の人に対す

るサービスなのですけれども、そこの訪問介護・通所介護、それから介護予防支援、そ

れから下にある新規支援事業、一次予防・二次予防事業という、それらの取り組みが、

基本的にはその右側の地域支援事業ということで、国が一律で定めてきた取り組みでは

なくて、各自治体で自分たちで考えてやってくださいよというふうに位置づけられたと

いうのが今回の変更点になります。その地域支援事業の中に位置づけられました訪問型、

通所型というのがありますけれども、その右側に行きますと、細かくいろいろと分かれ

ております。  

 例えば、訪問型サービスの右側に行きますと、多様なサービスということで、訪問型

サービス（緩和基準）、それから訪問型サービス（住民主体）というものがあります。こ

れが新たにこの４月に始まったもので、中野区でいいますと、緩和基準では中野区で定

めた研修を受けた人がこれのこのサービスができるようになったと。それから住民主体

といいますと、中野区にある１６カ所の高齢者会館において、新たにミニデイサービス

を始めますとか、そういうものがここに当たります。そのような形で、自治体の責任で

始めた事業というのが今回加わったということで、介護予防・日常生活支援総合事業と

いうものが始まりましたというご説明になります。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 介護保険制度の一部改正がなされたことはご存じのとおりでありまして、４月からそ

れに伴って各自治体の裁量で実施するということであります。全国の自治体がさまざま

な工夫をしていますが、その分だけバラツキが出ることも十分にあり得るということで、

住んでいるところによって、この事業がどのような質と量になるかというのは、それぞ

れ注視しなければいけない点かと思います。これは中野区としての介護保険制度改正に
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伴う対応に関するものが資料５でまとめられています。  

 ここまではよろしいかと思いますので、それでは次の古川副参事の説明を聞いて、こ

の３つのテーマについての報告に対してまとめてご意見、質疑などをさせていただきま

す。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 それでは、今、酒井のほうから地域包括ケア推進というところで、総合事業というの

が始まりましたというお話をさせていただいたところでありますけれども、私のほうか

ら、中野区の介護保険の現状といったところと、あと介護保険制度は全国一律の部分が

まだ大変多うございまして、その国の動向といったところを簡単にご説明させていただ

きたいと思います。  

 まず、前回お配りしました資料で、中野区介護保険運営状況（平成２７年度）といっ

たクリーム色の表紙の冊子をごらんいただきながら、中野区の介護保険の現状を少しご

理解いただければと思ってございます。  

 まず、それをおめくりいただきまして、１ページですね。中段に「中野区の人口構成

の推移」が表１ということであるかと思いますが、お手元にございますでしょうか。事

務局のほうでも、資料を若干用意してございますので、もしお忘れの方はお手を挙げて

いただければ、今お届けいたします。  

 まず、表１でございますが、そこの中で中野区の人口が真ん中辺ですね。さらに平成

２８年４月というところが一番右にあるかと思うのですが、そこの中で中野区の高齢者

人口というところが、昨年の４月の段階で６万７，１１６人となってございます。それ

から１年たってございますので、今年の４月１日では６万７，５９５人ということにな

っておりまして、少しまた増えているといったところでございます。  

 それからもう１枚おめくりいただきまして、次、２ページですね。中段にございます

表２というのをごらんください。こちらのほうは「第１号被保険者数の推移」というこ

とで、６５歳以上の被保険者ということになってございます。表の下にもちょっと書い

てありますけれども、介護保険の場合は住所地特例ということがございまして、中野区

から転出された方でも介護保険の被保険者になる場合がございまして、先ほどの高齢者

人口よりも少し多い人数ということで、表２の一番右に平成２８年３月ということで、

６万７，７７９人というところが中野区の被保険者となってございます。こちらのほう

も１年後、今年の３月現在では６万８，２８９人といったところでございまして、そこ

にも６５歳から７４歳の年齢と、７５歳以上の年齢ということで４９．１％ですとか、

５０．９％と割合のほうを示させていただいているところでございますが、これが今年

の３月でいきますと、７５歳以上の方が５１．８％ということで、少し割合が増えてき

ているといった現状がございます。  

 それから少し飛んでいただきまして、６ページをごらんいただいてよろしいでしょう

か。６ページの上のほうに表７がございます。その先ほど言いました第１号被保険者の

方の中で、介護認定を受けていらっしゃる方は何人いるかというのが、この表７でござ

います。  

 平成２８年３月と一番右に書いてございますが、認定を受けていらっしゃる方は１万

３，２１６人といった人数になってございます。これは１年後、今年に関しましてもほ

ぼ同じなのですが、１万３，２５３人程度と今、把握してございまして、若干増えてい

るのですが、認定の方はそういった状況で推移しているところでございます。  

 続きまして、またちょっと飛んで１１ページをごらんいただいてよろしいでしょうか。

１１ページの中段に表１８というものがございます。介護認定を受けた方がどのような

サービスを利用しているかというのをおおくくりで集約したものでございまして、表１
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８の一番右の平成２８年の３月の段階で、先ほど言いました１万３，２１６人の認定の

方の中で、介護サービスを利用している方は、その下の１万１，００４人といったとこ

ろでございまして、居宅サービスを利用している方が８，０２５人ということで約６割

の方が利用していらっしゃる。あとは居住系といいまして、簡単に言うと、有料老人ホ

ームといったサービス、それから施設といいましても、介護保険の場合は、介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）ですとか、介護老人保健施設ですとか、あとは介護療養

型医療施設という３つの施設がございます。こういった施設の利用されている方がその

ほかということで、あと介護保険の認定を受けているのだけれども、介護保険のサービ

スを利用されていない方が２，０００人ちょっといらっしゃるといったようなのが現状

でございます。  

 それから今回、介護保険に関しまして、事業計画の中で介護保険料のことも一定程度

定めていく必要がございますので、保険料のことを触れさせていただくと、ちょっと大

きく飛びますが、４１ページをごらんいただきたいと思います。介護保険のほうは４０

ページのところに金額とどういう形で納めていただいているかというところが記入され

ているところでございますが、４１ページの下の表５０をごらんいただくと、右のほう

が現在の第６期介護保険事業計画でございまして、平成２７年度末でいいますと、特別

徴収というのが年金から介護保険料を天引きさせていただく方、その隣の普通徴収とい

うのは、納付書で納めていただく方というところなのですが、その表の一番下をごらん

いただきますと、年金から天引きさせていただく方が約８１．３％。それから納付書で

納めていただく方が１８．７％ということで、そういった形で介護保険料をお納めいた

だいているといったところでございます。  

 それから、次に４４ページに進んでいただきますと、こちらのほうは介護サービスの

事業所数が記してあるところでございます。これは平成２８年３月現在でございますけ

れども、それ以降、若干増減はございますけれども、大きなところで言いますと、去年

の６月に特別養護老人ホームが南部のほうに１カ所オープンさせていただいたというと

ころで、そこが施設としては老人ホームは１０となっているといったところがございま

す。  

 あと、介護保険というのはなかなか制度が細かくて難しいという印象を持たれている

ところがございまして、私どもも制度の理解を図るという取り組みをしているところで

ございますが、そうした部分に関しましては、５８ページをごらんいただければと思い

ます。まず、第１号被保険者に対する個別広報ということで、毎月６５歳に新たになる

方に関しましては、小さいパンフレットですけれども、介護保険のしおりをお送りして

いるといったようなところですとか、要所要所では（２）で区報に掲載をさせていただ

いていること、それから５９ページの（４）のほうでは、介護の日が１１月１１日にご

ざいますので、この日に関しましては、介護の事業者の方に多大なるご協力をいただい

て、区役所のほうで啓発活動も行っているというところで介護保険の周知を図るといっ

た取り組みも行わせていただいているところでございます。  

 それと、現在の３年間の中で、介護保険の制度改正がございました。主なところで言

いますと、介護の持続性の確保というところで、介護の負担に関しましては、応能負担

の流れが進んでいるというところがございまして、ちょっとお戻りいただきますけれど

も、１６ページをごらんいただいて，一番上のほうに（２）利用者の負担割合というこ

とがございまして、介護保険は従前ですと、利用されると１割の利用負担があったもの

でございますが、平成２７年８月からは一定以上の所得の方については２割負担になり

ましたといったところが制度改正でございました。  

 それからもう１つ、ちょっとまた飛ぶのですが、４８ページをごらんいただいてよろ

しいでしょうか。中段に表５４というものがございます。これは高額介護サービスの支
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給に関する取りまとめでございますけれども、高額介護サービス費といいますのは、一

月にかかった自己負担が一定金額を超えたら、所得に応じて自己負担分をお返しします

よという制度なのですが、その表の斜め線が入っているところがございます。これに関

しましても、平成２７年度に現役並みの所得のある方に関しましては、一カ月に負担し

ていただく上限額が４万４，４００円でお願いするというような制度改正がございまし

て、平成２７年度からこういった件数、それから金額が高額サービス費の支給といった

ところで新たに発生したといったところでございます。  

 また、お隣の４９ページの下段、表５８に関しましては、負担限度額認定者数という

ところがございまして、そこの合計のところが、平成２７年度は前年度に比べますと６

００人ちょっと減っているところがございます。この負担限度額といいますのは、介護

の施設を利用されている方、あとショートステイを利用された際の食費や光熱水費に当

たるものでございまして、これを減額するという制度があるのですけれども、これに関

しても見直しが行われまして、世帯の様子ですとか、あと貯金のある方はこの減額制度

が少し適用できないというところで、対象者が減ったという制度改正があったものでご

ざいます。  

 以上が、本当に大つかみで、現在の中野区の介護保険の現状といったところでござい

ます。今日お配りした資料の中に資料６ということで、Ａ４のものがございます。標題

のほうには、「介護保険制度の見直しに関する意見（概要）」といった標記になってござ

います。これは昨年の１２月に国の社会保障審議会の介護保険部会といったところが取

りまとめた意見の概要でございます。表面にいきますと、先ほど酒井のほうからも話が

あったように、地域包括ケアシステムを一層推進していきましょうということで、それ

に向けた国の考え方というところがここの中で大きく載っております。特に（１）の中

では、データに基づく課題分析と対応といったところがございまして、来期の介護保険

事業計画を作成する際にも国が提供するデータを一部使いまして、現状分析をしていく

という予定もございますので、実際、この部会でご議論いただくときにも、そういった

情報提供をさせていただこうかと思ってございます。  

 また裏面のほうにいきますと、「介護保険制度の持続可能性の確保」ということで、本

当に今、国会で介護保険法の改正が審議されてございまして、先週、衆議院を通過いた

しまして、今、参議院で審議が始まるところなのですが、国会でもいろいろ課題がある

ようで、まだ参議院の審議日程が決まってない状況になってございますが、一番大きな

ところでは、１の利用者負担のあり方というところですとか、介護保険、先ほど１割も

しくは２割の負担というお話をさせていただきましたけれども、この辺に関しまして、

３割のご負担をしていただこうかといったところが今、法案の審議が進んでいるといっ

たところですとか、あと隣の３の（１）総報酬割という、ちょっと耳なれない言葉でご

ざいますが、これは４０歳以上６４歳の方は健康保険の中で介護保険料のご負担をいた

だいているわけでございますが、今は人数割でご負担いただいているのを、健康保険の

制度に伴いまして、所得の多い健康保険の方は、所得に応じたご負担をといったような

ところが、介護保険法の改正の中で法案審議がされているといったところがございまし

て、ご負担いただける方に関しましては、現役も高齢者も適切なご負担をしていただこ

うというところが大きな制度の流れの中で進められているといったところでございます。 

 以上のところを踏まえまして、この部会でご検討いただくことに関しましては、今日、

お配りしている参考３といったところが、今回の資料でお配りをさせていただいている

ところでございます。参考３というところで、介護保険制度運営に関する第６期計画の

ポイントと７期における課題というところで、第６期におけるポイントに関しましては、

現在の計画のページ数を記させていただいたり、主な取り組みはここですよということ

で書かせていただいております。  
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 第７期における課題といたしましては、３の（２）にありますように、人材の確保と

いったところが介護は今大きな課題といったところがございます。それから４番に関し

ましても、先ほど言いました国の情報提供というのですか、一定程度のデータ分析とい

ったところでは、見える化システムというものを活用した分析を行うといったところが

ありましたり、あと５番で地域包括ケアシステムの推進というところで、介護の状態の

改善に関しましては、何らかのインセンティブを考えていく必要があるのではないかと

いったところでご意見やご確認をいただくことが今後部会で出てくるかなと考えてござ

います。  

 私のほうからは以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 かなり大きなテーマで、現在国会でも審議中の話題も含まれております。  

 まず、ただいまお三方からのそれぞれの説明がありました。副参事は毎日そういうこ

とを専門にして業務を行っている形でありますが、この審議部会の参加メンバーは全て

に長けているわけではないわけでありますので、率直にわからないことはわからないと

おっしゃっていただいて、逆にそのことが重要な鍵になることもあろうかと思いますの

で、不明な点なり確認をしたい点などがございましたら、順次承ります。  

 まず、岩浅副参事のほうからありました、「中野区健康福祉総合推進計画２０１５」の

進捗状況についてということで、３番の資料などなどから説明がありました。それから

酒井副参事からは、地域包括ケアシステム推進プランについて。そして、古川副参事の

ほうからは、介護保険制度の状況についてということですが、それぞれどの説明、ポイ

ントでも結構ですから、確認したい点、質問、あるいはコメントなどがありましたら、

それぞれどうぞお願いをいたします。  

 

岩川委員  

 済みません、ちょっと今一番最後に、参考資料３のページ９１とか９２って何のこと。  

 

○武藤部会長  

 これは第６期の計画の冊子体のページ数ですね。  

 

岩川委員  

 これですか。  

 

○武藤部会長  

 それのページ数。第６期の報告と第７期における課題をということで、ご説明いただ

きました。  よろしいでしょうか。  

 それでは、どなたからでも結構ですので、順次、お話があるようでしたら、挙手をい

ただければ、ありがたいです。  

 

○長田委員  

 社会福祉協議会から来ている長田です。  

 一番最後にご説明いただいた、参考３の大きい項目３の介護サービス事業者の支援と

質の向上の項目の（２）のところ、人材確保・定着支援のところのアのところなのです

けど、認定ヘルパーを裾野とするキャリアパスはちょっとあまりにも抽象的だし、裾野

とするキャリアパスとは一体何を言わんとしているのかちょっとわかりづらいので、こ

こを補足説明していただけたらと思います。  
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○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 それでは、私のほうから今のご質問に関しましてお答えさせていただきます。  

 介護人材の確保・定着支援というところで、この中野区認定ヘルパーというものを今

年度からスタートしてございます。これは通常、ホームヘルプに従事していただく方に

は、初任者研修というヘルパーの研修をどうしても受けていただく必要があり、１３０

時間の研修を受けていただかないと、ホームヘルプサービスに従事していただけないと

いった資格の研修でございます。ただ、先ほど酒井のほうから新総合事業の訪問サービ

スという話がでましたが、基準を若干緩和して、身体介護をせずに、お食事をつくった

り、掃除をしたりといった生活援助のサービスだけを提供する、新しい緩和型の訪問ヘ

ルプサービスができまして、それに関しましては、中野区認定ヘルパーということで、

研修時間をぐっと少なくした研修制度を設けたところでございます。今、介護人材が不

足しており、かなり厳しい状況になってきてございますので、こういった今までのヘル

パーの初級から、もう少し要件を緩和したヘルパー制度が中野区認定ヘルパーというこ

とで、各自治体がそれぞれ取り組んでいるところでございますが、そういったところを

介護のお仕事をする最初の場所と、資格といったようなところで用意させていただいて

おります。介護の世界では、中野区認定ヘルパー、その上がホームヘルプの研修、あと

もうちょっといきますと、実務者研修というのもございまして、そういった研修を受け

ていただいたり、それから上を行くと、国家資格になります介護福祉士といったところ

でどんどんステップアップをしていくところが制度的に用意されているというところも

ございますので、そういったところでキャリアパスというところでどんどんステップア

ップをして、簡単に言うとお給料もそれに応じて上がっていくような、そういった仕組

みが制度全体的に整えられていっているといったところがございますので、起点として

は介護の人材を確保するためのあり方を区のほうでどのように考えていけばいいのかと

いったところをご議論いただいたり、ご意見をいただければといったようなところでご

ざいます。  

 

○武藤部会長  

 長田委員、よろしいですか。  

 

○長田委員  

 はい、わかりました。  

 

○花岡委員  

 済みません、素人の話で申しわけありません。中野区認定ヘルパーというと、中野区

でしか活動できないということですね。あとほかの区でやる分には、各区での認定を受

けなければならないのですね。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 そうなります。  

 

○花岡委員  

 ありがとうございました。  

 

 

○武藤部会長  
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 つまり、「裾野を」と書いてあったのでわかりにくかったというのが１つだと思うので

す。要はピラミッドですよね。ピラミッドの裾野を、底辺が初級、初歩的な資格要件が

新たに区の限定資格として設けられて、さらにそれをベースにしながら、順次業務とか

活動が、質も量も向上するような形でキャリアを上げていってくださいという意味で、

この文言が使われているということですね。  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○岡本副部会長  

 済みません、資料４のご説明のときにありました、最後のページのところなのですけ

れども、８の「地域包括ケアシステムの構成要素」で、柱が１から８まであって、１か

ら７が共通項目で、８が高齢対応ということで認知症だったのですけれども、今問題に

なっているのは若年性認知症で、３０代後半から認知症になって、ご家族のケアが必要

ということもありますので、ここを高齢者と限定しないほうがいいのではないかなとい

うのが１点、お聞きしたかった点です。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 ありがとうございます。認知症対策は、今回、高齢者ということで一番最後に入れた

ものでございます。今回、この審議会の中で、若年性認知症の方の見守りについても議

論として触れていただけるかなと思っていまして、今回、子どもだとかあるいは高齢者

以外のところに広げるときに、もう一回、ここの柱についてはどう整理するかというの

をこちらでも検討したいと思っていますけれども、ご議論というか、ご意見いただけれ

ばと思っておりまして、これはとりあえず高齢者として特化したもので、ここに仮置き

したというくらいの感じで見ていただければと思います。  

 

○岡本副部会長  

 もう１点。介護保険の新しい次期はどうするかという話になるのですが、先ほど介護

保険のお金、介護保険料金のお話があったと思うのですが、これを見ますと、結構介護

給付の準備基金が中野区、たまったなというか、たまってそこそこあるなと思いまして、

前々回のときに、取り崩しをしまして、介護保険料を少し抑えたという経緯があったと

思うのですが、次期介護保険に関しても、給付準備金の基金を取り崩して抑えるという

意向も区のほうとしては考えていらっしゃるのかどうかということもお聞きしたいです。 

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 今、岡本副部会長のほうからお話がございましたのは、先ほど運営状況の５２ページ

をお開きいただきますと、「介護給付費準備基金の運用状況」という一覧表がございます。

その一番下が、介護給付費準備基金ということで、簡単に言いますと、期間を３年間定

めて介護保険料を決めておりますので、理想で言いますと、初年度はお金が余り、２年

目は介護保険料とんとんとなり、３年目は介護保険料が足りないので、この基金から取

り崩して足りない分の介護保険料を賄おうという性質の基金であるわけですけれども、

今回、平成２７、２８年度に関しましては介護報酬のマイナス改定があったりして、そ

ちらを見込んだところはあったのですけれども、平成２７年度末の段階で１７億４，６

００万円ほど準備基金がたまっていると。それ以降も、今、予算的には取り崩す予定が

なく運用ができるという予定でございますので、恐らくこれが１７億からもうちょっと

増えて、２０億ぐらいには行くのかなといったところがございます。なので、やはり前

回も８億円取り崩すつもりで保険料のほうは計算しているのですけれども、次期介護保

険料の設定に関しましても、介護保険の準備基金をある程度取り崩して、保険料のほう
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の算定をしていくといったところも私どものほうで案としてお示しするような形になる

のかなと。ただ、一度に全部取り崩してしまいますと、次の期はいいのですが、その次

の期にまたどんと上がるような可能性もありますので、その辺をまたよくよく考えてい

きたいといったところでございます。  

 

○岡本副部会長  

 ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 よろしいですか。何かほかに、いかがでしょうか。  

   

 

○網野委員  

 資料４の裏側の７の「区の推進体制」のところの（２）地区担当（アウトリーチチー

ム）の設置と書いてございますが、これは具体的にこのアウトリーチのチームというの

はどんなふうな構成と、それからこの活動センターに配置するといっても、具体的にど

んなふうに始まっていくかというのをちょっと教えていただけるとありがたいなと思い

ます。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 ありがとうございます。アウトリーチチームを区民活動センター１５カ所に配置する

と書いてありますけれども、チームの構成としては、 4 人チームなのですけども、現在

区民活動センターに職員が２名おります。その２名がまずそのアウトリーチチームの２

人。それから残りの２名は、すこやか福祉センター４カ所あるところに、保健師と児童

館長がおりますので、その福祉職と医療職がそれぞれ兼務ということで、このアウトリ

ーチチームに入っております。ですから、事務職２人と医療と福祉の専門職をくっつけ

た４人のチームが１５カ所にあるというイメージです。ふだん区民活動センターに席が

あるのは事務職２名で、あと福祉職と医療職については、必要に応じてアウトリーチと

いうことで外に出てくるという動きです。  

 

○網野委員  

 よくわかりました。  

 

○武藤部会長  

 アウトリーチチームって、区民に説明するときに日本語でどう言うのですか。  

 

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 例えば、何とか地区担当と呼んでいまして。  

 

○岡本副部会長  

 日本語だったら訪問だと思います。  

 

○武藤部会長  

 訪問。組織なんかではアウトリーチ活動という言い方で、外的な活動のことを言うの

ですけれども、この場合、訪問でいいですか。  
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○岡本副部会長  

 日本語でと先生がおっしゃるから、日本語で言うなら訪問かなと。  

 

○武藤部会長  

 いや、無理に日本語にしろという意味ではなくて、片仮名語で語ることが本当に最近

は多くなっていて、わかりづらくなっている。ラジオでお話をするときなども、最近は

サルコペニアとか、ロコモとか、フレイルとかあって、どうも最近、弱ってきて、「サル

コペニアにロコモでそろそろフレイルかな」なんていう訳のわからない話が出てきて、

片仮名言葉が増えれば増えるほど、本質と違って理解されてしまうきらいがないわけで

はないので、少し片仮名言葉については工夫をいただいたほうが、区民の１人１人の立

場からはありがたいのではないかという趣旨でございまして、訪問というのも外的活動

もおっしゃるとおりだと思います。  

 

○岡本副部会長  

 実地に出かけて行ってという意味だと。  

 

○武藤部会長  

 はい。  

 

○梁川委員  

 この地区担当のアウトリーチチームって、今後、地域包括ケアを推進していく上でポ

イントになると思うのです。ここに書いてありますように、「地域団体の活動に参加し、

自らの役割を伝え、相談しやすい関係性を構築する」。職員が地域に出て、地域の皆さん

にまず顔を知ってもらう。みずから役割を伝えるなんて、これは本当に文面ではそうな

のだろうけれども、実践していくのって大変難しいだろうと私は思うのですよ。ただ、

やっぱりいろいろなことを考えると、職員が地域で顔が見える、何かあったらすぐ聞け

るというような、そういうことが必要になっていくのだろうと。アウトリーチを成功さ

せていくためにその職員側、いわゆるその事務職を含め保健師さんとかいるわけですか

ら、こういう人たちがこの地域にどう出て行くか職員側、行政側としてどう熟成してい

くのかお聞かせいただきたい。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 実は、４月に設置して、職員もまだ名前を聞いたことがないという状態がありますの

で、とりあえず、我々としてはまずは、使命を伝えるということで、区役所の会議室に

職員を集めて、まず区長から３０分、何でこれが必要になったかというのを話してもら

い、その後、私から具体的な役割を説明したというのをこの前やりまして、研修だとか、

すこやか単位で集まってもらったりとか、いろいろやりながら、常に何をしていくのだ

ということを伝えていくということをやっていきます。  

 あとは自分たちのミーティングで、自分たちの地域の課題が何かということも話し合

ってもらって、自分たちで課題を見つけて、それに対して取り組むというところのプロ

セスを拾うと思っております。  

 

○梁川委員  

 ぜひ、こっちの側と言ったら変だけれども、地域の人たちって、いっぱい情報を持っ

ているわけよ。そういう情報と、子どもも含めてそうなのですけれども、職員の人たち
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とあまりにも温度が違う。やはりその辺の意識改革をどうするのかということも、実は

決め手なのではないかと思うのですよ。私はあるとき、福岡県のある市に行ったときに、

机のない職員がいるのですね、２人。各地域に。そうしたら、何をするのかといったら、

外を回ってこいと。机がないのですよ、職員で。とにかく歩く。町会長の家へ行ったり

ね。とにかく机がないから、自分の地域が仕事場なのですね。そこから意識が変わって

いくという、本当に「ああ、すごいことだな」と勉強したことがあるのですが、本当に

やるのだったら、その辺も少し肉厚にしたほうがいいのかなと。ちょっと意見を。  

 

 

○武藤部会長  

 イメージ図と書いてあるので、こういうものをつくると、事業がほぼでき上がったか

のように錯覚することがあります。こういう新たな展開を考えるのにイメージ図とか、

図面というのは極めて重要だと思うのですが、１人１人の職員とか、１人１人の区民と

どう向き合うのかとか、実際はどういう活動をしていくのかとか、そういうことを積み

上げてその図面に落し込むという、その繰り返しをしていかないと、このイメージ図だ

けがひとり歩きしてしまうと、今のご指摘のことも起こり得るということかと思います。

机がなければいいということだけではないですね。それはあくまでも象徴的なお話に過

ぎないのでありまして、リアルな形で１つ１つの活動を区民と目と目を合わせて。そう

いう場面も重要な積み重ねだろうと思いました。  

 どうぞ、梅原委員。  

 

○梅原委員  

 済みません。今のアウトリーチチームの方ともちろん地域差はありましょうと思いま

すが、見守り名簿をもらっている町会の方たちとどういうふうに情報共有というのをイ

メージとして持っていらっしゃるのですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 町会が見守り名簿を持っていますので。  

 

○梅原委員  

 はい、持っているところが幾つもあります。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 もちろん、職員も見守り名簿にどういう人が載っているかというのは、当然把握して

います。どこどこのあの人は今ちょっと状態がおかしいのではないかとか、ちょっと最

近見ない、そういう情報は、町会の人たちのほうが詳しいので、そこから情報を得られ

たところで、区の持っている情報と突き合わせる。  

 

○梅原委員  

 ごめんなさい、これ定期的に交流し合うということはまだこの計画の中には入ってい

ないということですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 基本的には町会の皆さん、民生児童委員の皆さんとは定期的に会合を持ったり、定期

的にご挨拶に回って、そこで情報交換するということを想定しております。  
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○梅原委員  

 ということでコラボレーションしていくということになる、交流し合っていける。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 そうです。アウトリーチ。席にいないで回りましょうと。  

 

○梅原委員  

 ちょっとご質問いただいたものですから、済みません。ありがとうございました。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 

○吉成委員  

 今のアウトリーチチームなのですけど、やはり職員の意識改革だと思うのですね。文

字に落としていっても、実際に情報があっても、動かなければ何もならないです。なの

で、やはり情報をとって、そういう活動をしっかりやるということをまず意識改革しな

ければ。先ほどの酒井副参事から、４月から始まって、まだ職員も知らない人がいると

のこと。私もいろいろと聞きました。そんなのあるのかと。やっている人も言っていま

した。誰が仕切るかわからない。情報を得たにもかかわらず、行動がないということが

あれば、やはりその辺の意識がないと思うのですね。その辺をしっかりやってもらいた

いと思います。  

 

○武藤部会長  

 先ほどのご意見と同じ趣旨かと思いますが、実動を積み重ねていって、この絵に描い

てあるものが本当に生かされるように、行ったり来たりしながらということかと思いま

す。この部会としても、それがなるべくうまくいくように支援をすることも役割かと思

います。  

 ほかによろしいでしょうか。  

 

○小林委員  

 資料４の「プラン全体の達成指標」のところの１つ目ですね。「長期療養が必要になっ

た時自宅で過ごしたい人の割合」の目標値があるのですけれども、これはちょっと目標

設定として少し違和感があるというのと、本当に達成できるのかなというところがあり

ます。１つ目は、健康福祉総合推進計画の８４ページにもありましたが、今も在宅指向

が強いので、これからも在宅の指向が深まるのではないかという予測のもとにされてい

ると思うのですけど、今のお年寄りはそうかもしれないですが、今のお年寄りを支えて

いる５０～６０代の方のお話を聞くと、ご自身がとても介護で苦労されているので、必

ずしも在宅でなくてもいい、むしろ施設に入って娘息子に迷惑をかけたくないという方

が一定数いらっしゃると思いますし、その傾向が強まると思うのですね。私たち３０代

ぐらいの人が話していても、今から親が苦労している背中を見ているので、介護どうし

よう、できれば施設に入りたいみたいな話をすることもあります。なので、ここで健康

福祉総合推進計画の中に出ている、今後もこの傾向が続くものというのは、２０年後、

１０年後に高齢者になられる方も在宅を希望しているというデータに基づいてであれば、

これでもいいのかもしれないですが、そうでなければ、目標の数値と現実とに少し乖離

が出るのではないかなという心配をしています。  

 以上です。  
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○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 ありがとうございます。まず、今後の傾向のことなのですけど、こちらはもとのデー

タが今、手元にはないのですけれども、年代によってさほど開きがあるものではないと

認識しています。それから実際に今後、長期療養が必要になったときに、病院の慢性期

のベッド数がもう足りなくなってくるというのは、明らかなデータとして出ていますの

で、その人たちには、療養するために基本的には自宅、地域で受け入れるところが必要

であろうというのがあるので、やはりそこに向けてニーズも合わせて行く必要があると

いうことで、この目標にしています。  

 数値としては、東京都が推計している今後、何人ぐらいが在宅療養すればいいかとい

う話があって、大体倍ぐらいと言っています。対して、実績が３０％ぐらいだったので、

要はその倍くらい、長期療養が必要になったときに自宅で過ごしたい人が増えればその

分、自宅で療養する人もいるかなというところの数字で、ちょっとざっくりですけれど

も見ています。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○村上委員  

 先ほども何度かありましたけれども、アウトリーチのところなのですけど、最終的に

要支援者が何人も出てきた場合ですね。これが区のほうでもどんどん受け入れ体制がな

ってきた。そのときに地域包括ケアセンターなどに知らせていき、その後、要支援です

から、今、高齢者会館のほうに入っていただいて、そこで一緒にご飯を食べたりとか、

いろいろなことをしていただくという話もありますけれども、この受け入れ体制の受け

皿のところが大丈夫かって聞きたいのですね。高齢者会館が今、もう本当に満杯になっ

てきているよというところもあるのに、その受け皿が今度ないという形になるのではな

いですかということです。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 まさにおっしゃるとおりでございます。高齢者会館も１６カ所ありますけれども、そ

んなに余裕があるわけではないです。今後、区としては、介護予防の拠点ということで、

区内に区が用意する施設も含めて１７０カ所ぐらい必要になってくるという算定をして

おります。それは例えば、既存の施設を使ってやるものもあれば新たに、例えば介護事

業者だとか、社会福祉法人の施設を使ってやったりだとか、いろいろな資源を組み合わ

せて、必要量の１７０カ所に近づけていくか、ということを考えています。ですから、

今後、高齢者の数も増えていきますけれども、その人たちが一定程度要支援だとかにな

った場合に、受け皿としてはそれぐらい必要だということなので、目標に向かって資源

を増やしていくことを考えております。  

 つまり、要支援の人がみんな受け皿があるかというと、今はございませんという回答

になります。  

 

○村上委員  

 バランスがすごく大事だと思うので、ここですね。せっかくいいことがだんだんなっ

ていくのにかかわらず、この受け皿のほうがいっぱいで、ごめんねみたいなことを言わ

れてしまうと、何だったのだという話になるので。そこをちょっとバランスをとってい

ただければ。  
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○武藤部会長  

 既存の施設では十分でないという認識はもう持っているということで、それにかわる、

あるいはそれを機能できるような施設を探りながら、１７０という目標を見据えながら、

順番に対応していこうという理解でよろしいですね。  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 それでは、続きまして、テーマを変えます。  

 「子ども・子育て支援事業計画について」、資料８、９で高橋副参事、そして「中野区

のスポーツの状況について」、永見副参事で資料１０、１１、１２ということで、それぞ

れご説明をお願いします。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

 子ども教育経営担当の高橋でございます。子ども・子育て支援事業計画について説明

をさせていただきます。資料８、９になります。  

 ここで、この事業計画を説明させていただく意味でございますが、１つは、今回、こ

の審議会でご審議いただく地域包括ケア、これが子どもを含めた全ての人を対象にした

計画、内容でございますので、今現在、子育て支援に関することについて、区としてど

う計画的に進めていこうとしているのかということのご認識を持っていただきたいとい

うことと、また、この中野区子ども・子育て支援事業計画でございますが、今年度中間

の見直しを予定しております。この見直しに際しましては、地域包括ケアの全体像を踏

まえて見直し、改定作業を進めていく必要があると捉えてございます。そういったこと

から、大いに関係するものであるというところで説明をさせていただくものでございま

す。  

 まず、子ども・子育て支援事業計画について、ざっと説明させていただきたいと思い

ますが、資料８を用います。  

 この子ども・子育て支援事業計画でございますが、位置づけとしては、子ども・子育

て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画、また次世代育成支援対策推進法に基づ

く次世代育成支援行動計画、また母子保健計画としても性格を持ちます中野区の子育て

支援に関する総合計画となってございます。この資料の８の中ほどに「～子どもたちが

のびのびとすこやかに成長し  子どもを育てる喜びを感じながら  安心して子育てがで

きるまち～」とございますが、こちらがこの計画の基本理念になってございます。  

 この基本理念を中心にしまして、資料８をめくっていただきますと、図がございまし

て、基本理念の下に、基本目標３つが、設定されているところがおわかりいただけると

思います。この基本目標３つに対しまして、それぞれ目標達成に向けた取り組みを実施

するということで構成されております。  

 目標Ⅰは、「すこやかに育つ子どもたち」。そして目標Ⅱは、「充実した教育や支援に支

えられる子育て家庭」。目標Ⅲは、「地域に育まれ豊かに育つ子どもたち」ということで、

それぞれ取り組みの柱ということで設定をして、「目指す姿」、「主な取組み」を記載し、

それを目指すということになってございます。  

 また、この事業計画でございますが、最後のページになりますけれども、「需要見込み

と確保方策」ということで、幼稚園や保育園などの教育・保育施設、利用者支援事業、

また学童クラブなどの地域子ども・子育て支援事業について需要見込みと確保方策を定

めています。詳しくは冊子、先ほどクリーム色の冊子がございましたが、そちらのほう

で内容をごらんいただければと思います。  

 いま一つの資料、資料９のほうをごらんください。先ほど申し上げましたとおり、今

年度中にこの事業計画、中間の見直しを予定してございます。平成２７年に策定をしま
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してから、１０か年計画、区の基本計画の策定があったり、それ以外に子どもの周囲の

環境が変化してございます。その変化を反映した見直しということで、予定をしており

ます。  

 この資料９の中ほどに、「主な検討事項」ということで５点掲げてございます。「就学

前教育の充実」、「子育て支援施策の充実」、「切れ目のない一貫した障害児支援」、「各事

業の需要見込みと確保方策」、「地域包括ケアシステムの構築に向けた考え方の整理」。  

 こちらの検討項目については、こちらの審議会と同じく、区の附属機関であります子

ども・子育て会議というところがございます。そちらでの審議とあわせて中身の検討を

していく予定でございます。  

 また、（３）の切れ目のない一貫した障害児支援については、こちらと同じ健康福祉審

議会の障害部会のほうでも議論をしていただく予定でございます。  

 こちらの介護・健康・包括ケア部会の中では、特に（２）の子育て支援施策の３番目

にあります、「地域の子育てコミュニティづくり支援」、また（３）の切れ目のない一貫

した障害児支援の中で、「障害に対する理解促進、共生社会の実現」、また（５）の地域

包括ケアシステムの構築に向けた考え方の整理。このあたりにつきまして、ぜひご審議、

ご議論をいただき、意見を頂戴したいと考えているところでございます。  

 説明は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 続きまして、「中野区のスポーツの状況について」、永見副参事からお願いします。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 文化・スポーツ担当の永見と申します。どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、「中野区のスポーツの状況について」ということで、資料１０、１１、１２

についてご説明をいたしたいと思います。  

 まず、資料１０でございますけれども、「東京都における公立スポーツ施設  箇所数」

というものでございまして、こちらは「東京都における公立スポーツ施設」という東京

都で行っている調査を抜粋したものでございます。右下のほうに「平成２７年１０月１

日現在」ということで、若干古いのですが、これが最新の調査の基準日でございまして、

これが東京都としてまとめた調査としては最新のものということでございます。  

 それぞれ施設分類であったりとか、中野区の箇所数、また２３区平均というものが載

ってございまして、一番下を見ていただきますと、２３区平均で４１．５。それに対し

て中野区は１９ということで、半分くらいの箇所数ということで、ちょっと中野区のス

ポーツ施設は、２３区平均から見て多くない状況かなということが見てとれるかと思い

ます。  

 ただ、２８年度に南部スポーツ・コミュニティプラザという施設を開設してございま

して、この基準日以降ですので、データに反映されていないのですが、そちらを数とし

て申し上げますと、真ん中あたりで水泳場というところで、屋内水泳場が今２となって

ございますが、南部スポーツ・コミュニティプラザにプールがありますので３になりま

す。続いてその２つ下のアリーナ、体育館、こちらが３と書いてありますが４になりま

す。その下、トレーニング場については２が３になります。一番下、その他のその他が

２になってございますけれども、こちらも３ということで、合計２３というのが今現在

の状況でございます。  

 続いて、資料１１をごらんいただきますと、「中野区スポーツ推進委員の活動について」

というのがございます。スポーツ推進委員さんは、中野区の非常勤職員ということで、
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法律においてはスポーツ基本法、また規則ということでは中野区スポーツ推進に関する

規則ということで定めてございます。  

 任期が２年ということになってございまして、委員会組織というものも自主的に組織

した団体ということでございます。  

 こちらの活動内容ということでございますが、定期的に定例会、部長会と会議を行っ

ておりまして、３つの部会に分かれて活動をしていらっしゃいます。総務部、広報部、

事業部という３つに分かれて活動をいただいて、また各種実行委員会などに選出された

場合には、その実行委員長から招集されて活動していただいているということでござい

ます。  

 また、事業といたしまして、協力事業と主催事業がございまして、協力事業といたし

ましては、例えばふれあい運動会でございますとか、中野区民スポーツフェスティバル、

また教育委員会主催の中野区立学校フラッグフットボール大会などへの協力をいただい

ています。  

 主催事業といたしまして、あるこう会ですとか、３ｏｎ３のバスケットボール大会、

また小中学生フラッグフットボール大会など、こういった事業も実施をしていただいて

おりまして、その他、研修に参加、企画等を行っていただいているほか、最後のところ

で、昨年度から公募制というものを導入いたしまして、３２名の定員のところ、１２名

が新規採用者となったというところが、昨年度の動きということでございます。  

 最後、資料１２でございますけれども、「一般社団法人中野区体育協会の活動について」

というものでございます。こちらの団体は、昭和２３年に任意団体として設立がされま

したが、昨年度、平成２８年４月に一般社団法人ということで法人化されました。  

 目的は、体育運動を振興して区民の体位向上と健康維持を図りスポーツ精神を涵養す

るというものでございます。  

 中野体育館の中に事務所がございまして、加盟している団体が３５団体ということで、

年に５～６回の理事会、評議委員会等活動されているほか、区民向けの事業といたしま

して、年間５２の各種の大会ですとか、区民向けの各種の教室などが実施されておりま

す。そのほか、都民体育大会などへの選手の派遣でございますとか、体協以外の団体が

行っているいろいろなイベントへの協力を行っております。  

 ご説明は以上でございます。よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ただいまの各種のテーマにかかわる報告・説明がございま

したが、それぞれに何か確認したい質問がございましたら、遠慮なくどうぞ。  

 

○岩川委員  

 質問ということではないのですが、南部スポーツ・コミュニティプラザ、それはどこ

にできたのですか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 弥生町の中野富士見中学校の跡地です。  

 

○岩川委員  

 温水プールがあるみたいですが。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 温水プールがございます。  
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○岩川委員  

 温水プールができたのですか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 あります。  

 

○岩川委員  

 出身なのです。  

○武藤部会長  

 特別に愛着のある施設だと思います。  

 

○渡部委員  

 この表を見せていただいて初めてわかったのですけれども、平均の半分ぐらいという

ことで、施設の数をふやすという計画はあるのですか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 そうですね、例えば陸上競技場とか、平和の森公園の中にトラックをつくるという話

もございますし、あとは公園施設という位置づけにはなるのですけれども、多目的な運

動場というものは、区内に幾つか整備されておりまして、今ご紹介しました平和の森公

園の中でも多目的な広場ができる予定になっております。また、新しい体育館の整備も

予定しておりまして、メインアリーナとサブアリーナということで、２つの体育館がで

きるということもございますので、そういったところでも増えるのかなと。  

 あと、この分類に入るのか微妙なのですけれども、新しい体育館の中には、屋内のラ

ンニングコースというのも計画しておりますので、具体的に幾つあてはまるのかという

のは、今の時点では言えないのですけれども、幾つかここ数年の間で増えていくような

計画にはなっております。  

 

 

○渡部委員  

 私の町内なものですから、昨年できたばかりで利用しておりますけれども、もう１つ、

アリーナ、体育館、トレーニング場というのは、これ面積が中野はいろいろなところ、

よその区を見ると、全く狭いといいますか、数も少ないのですが、面積も狭いというこ

とで、使い勝手があまりよくないという現状があるのですが、今後もふやすとしても同

じような規模になるのですかね。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 そうですね、トレーニングルームについては、中野体育館にもありますが、確かに中

央体育館のトレーニングルームとしては、あまり大きくはないのかなと思っておりまし

て、新しい体育館になったときに、今のトレーニングルームの大体倍ぐらいの面積のト

レーニングルームをつくる予定になっております。  

 

 

○武藤部会長  

 渡部委員、よろしいですか。  

 



22 

○渡部委員  

 ちょっと残念なのですけれども、とりあえず矛をおさめます。  

 

○武藤部会長  

 審議会、この部会の議論の中に、さらに深めればいいかと思います。今日は彼らが用

意してくれた資料に基づいての質疑ということでございますので、さらに区としてそう

いう整備の必要性があることをこの審議会のほうで提言すればいいかと思います。  

 

○渡部委員  

 そうですね。  

 

○武藤部会長  

 もう１つ、これは私のほうからも確認したいのですが、東京のほかの区では、例えば

長野県とか栃木県とか群馬県と提携している市町村があって、そこのスポーツ施設を利

用するというパターンがあるのですが、中野区の場合は、そうした提携市町村、東京都

以外の提携市町村のスポーツ施設との連携みたいなのは、実績がありますでしょうか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 今現在、他県等と連携して運動施設を活用するという計画はございません。  

 

○武藤部会長  

 実績は。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 過去において、一時期そういう計画もあったということはございますけれども、結果

的には実現をしなかったということでございまして、現在は計画しておりません。  

 

 

○武藤部会長  

 情報としてお伝えしておきますと、２０２０年の東京オリパラリンピックのことがあ

るので、ホストタウン構想というのが全国ありまして、事前の合宿であるとか、事前の

強化試合とか、そのために体育スポーツ施設を今でも他府県では非常に多く取り組んで

います。それをきっかけにして、住民の健康増進のためのスポーツ普及に結びつけよう

ということもあるので、中野区だけでやるのはなかなか限界があるので、そういう全国

の地方公共団体とうまく連携をすることが区民のためにもなると、それは夏のスポーツ

も冬のスポーツも同じだと思います。これはコメントであります。  

 ほかにご質問、どうぞ。  

 

○梁川委員  

 子ども・子育て支援事業計画の改定ということで、並行してこの部会といいますか、

審議会も考えていかなくてはいけないのだけど、ここに子どもの権利擁護という言葉が

出てきました。この子どもの権利擁護という言葉だけではなくて、今のところどんなふ

うなイメージを持っていらっしゃるのか、中野としてこの見直しの中に、子どもの権利

擁護というものをどんなふうなふうに具現化しようとしているのかだけ、ちょっと聞か

せて。  
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○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

 まず、大きな状況変化として、児童相談所の移管がございます。それをきっかけに、

中野区の中で、権利擁護含めてどういった体系を整備し、また機能をしっかり充足させ

ていくのか、また、地域の中での気づきの部分から含めて、実際に必要な支援がいくと

ころ、そこをどう構築していくか、その辺がまず区としての捉えどころかなと考えてご

ざいます。  

 

○梁川委員  

 これ、すごいことなわけよ。これがもうバチッとできたら本当に変わっていくのだろ

うなと思う。今、児童相談所が設置されていくという、これが今後の中野区の子どもを

考える上で考え方の基本に置くということは、とても大事なことだと。児童相談所が自

区内にできる。今まで子ども支援センターがあるわけですよね。今度、そういうところ

と一緒にいろいろなことができると同時に、中野区独自の子育て支援の事業も考えられ

るわけですよ。今までばらばらになっていたものをコーディネートして、大きな面にし

ていくという１つのポイントになるのだろうなと思っています。この辺をうんと議論し

て、児童相談所ができる。そして里親制度だとか、あるいは要支援の子どもたちをどう

育てていくか、いろいろ今までやってきたものを統合しながら、これは地域でどうして

いくのかということを考えると、地域の皆さんにやっていただけることも多く出てくる

のではないかと思うので、この辺も大きな議論の中核になるのではないかと私は思うの

で、その辺は深めていただきたいなと思ったのです。  

 

○武藤部会長  

 中核になるだろうと思いますので、ぜひ、委員としても十分な資料を提示していただ

いて、教えていただければと思います。  

 今の資料９に基づいて気づいたこと、資料９の２、（３）に障害に対する理解促進、共

生社会の実現と先ほどご説明がありましたが、最近障害児者に対して強い偏見と強い差

別的な対応が社会的な事件となっています。それからこれは小学校、中学校あたりでも、

放射線のことを全くの誤解と偏見のせいでいじめの対象になったりということがあるの

で、この障害に対する理解というのは、極めて喫緊の社会的課題と捉えるべきだと思い

ますので、子どもたちへの障害観への教育ということも、ここの部会でも十分に議論・

検討すべき内容だと部会長としては理解しています。  

 あわせて児童・生徒に認知症の理解を深めるということも同じように重要かと思いま

す。教育というのは予防策につながると思っています。  

 もう１つは、ベトナムの子どもが非常にひどい状況で命を絶たれるという事件もござ

いました。子どもたちを地域で見守り支え合うことが、子どもたち自身の問題となって

いる。見守るべき保護者会の会長がなんていう例があったわけですから、そういう状況

の中で、どう区として、あるいは区民として子どもたちを守っていくのかというのは、

これも切実な課題かと思いますので、そのあたりも注視しながら、区のほうとしても資

料をうまく提示していただけるとありがたいと思いました。  

 以上、とりあえず今、報告説明を伺いましたが、さらに全般的にどれでも結構ですが、

確認したい点、コメントがございましたら、どうぞ。  

 

○村上委員  

 資料９の２番の（２）の「地域の子育てコミュニティづくり支援」と書いてあるので

すけれども、これは具体的にコミュニティってどういうコミュニティなのかなというこ

とと、それからその次の「児童の放課後対策」というところなのですけど、ここもちょ
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っともう少し教えてもらえればと思います。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

 地域の子育てコミュニティづくりにつきましては、中野区でも地区委員会を含め、さ

まざま育成活動なり、また乳幼児に対する活動なども行われてきているところでござい

ますが、これからの時代、今までの活動だけではなく、さらに充実をしていくべき話だ

と考えております。そういった中で、中野区が行政として携わる部分、また地域の中で

役割を認識していただき、そして活動していただく、そこを議論していただきながら、

今後の中野区での様子をこの計画の中にも盛り込んで行ければと考えてございます。  

 

○武藤部会長  

 放課後対策は。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

 児童の放課後対策の部分でございますけれども、こちらにつきましても中野区施策展

開というところでございますけれども、今後、社会情勢の、また地域の状況が変わって

くる中で、どのような対策を立てていくべきかというところで、その検討をこの審議会

の中でもご意見をいただければと考えてございます。  

 

○武藤部会長  

 やはり報告書本体のほうには放課後児童健全育成事業、学童クラブなどの参考事例が

載せてありますが、それらをさらに種類とか幅を広げようというお話ですね。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○梁川委員  

 この（２）の子育て支援施策の充実の中の、「妊娠・出産・育児支援、トータルケアの

充実」、これは中野区は唯一先進的な事業を実施しているわけで、スキルを持った専門員

の派遣事業といって、産後直後のお母さんのところに行っています。私もその１人なの

ですけれども、現実、養育力あるいは子どもを育て得る力がこれだけ落ちているという

か、このトータルケアの事業が本当に子どもたちの子育ての現場に行き届くことが大変

重要だろうと思うのです。ただ、これをみんな委託してやっているわけですから、職員

あるいは行政側がどれだけのことをつかんでいるのかなと思うと、この間、自分が住ん

でいるところのすこやか福祉センターに行って、懇談してきました。あんまりわかって

いないと。わかっていない人たちがつくるのだから、それじゃまずいだろうなと私なん

かは思うのですね。やっぱりこの辺のトータルケアの充実って、どこにまなざしを置い

て考えていらっしゃるのか、ちょっと聞きたいなと思っているのだけど。難しいですか。  

 

○武藤部会長  

 まあ、どこにまなざしを置くかって、この部会にまなざしを置いていただければ結構

だと思いますので。  

 ほかに意見を頂戴していない委員が、金沢委員、坂本委員、南委員、藤田委員ですが、

みなさんのご意見をバランスよく聞きたいと思います。いかがでしょうか。  

 

 

○金沢委員  

 先ほどのアウトリーチチーム、始まったところなので、私たち地区民生児童委員協議
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会もございますので、そちらに来ていただいて、情報交換をして、いろいろ広めていっ

ていただきたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 坂本委員、何かご質問等ありますか。  

 

○坂本委員  

 皆さんの意見を聞いていて、やっぱり大事なのは、区と区民の方と、あといろいろな

事業所がとにかく１つになってやることだと思いますので、私は高齢者の立場ですけれ

ども、ぜひ中野区は直営の包括支援センターがございませんので、やっぱりこの包括支

援センターもどこかの法人に属している人たちですので、ぜひやっぱり区、とにかく入

り込んで、一丸となってやっていくのが大事かなと思いました。  

 

○武藤部会長  

 南委員、どうぞ。  

 

○南委員  

 先ほどからアウトリーチの話が結構出てきたと思うのですけれども、私は高齢福祉の

立場から、独居の高齢者に対するアウトリーチ、これとても非常に重要で、難しい問題

だと思います。特に民生委員の皆さんがとても頑張っておられると思うのですけれども、

高齢者はほかの精神の疾患の方と違ったり、同じだったりするのかもしれませんけれど

も、ある日突然ガタッと、きのうまで元気だった人が突然悪くなったりもするので、非

常にその辺のアウトリーチのやり方って難しいのかなと思うので、その辺の議論をちょ

っと深めていきたいかなと思いました。  

 

○藤田委員  

 私が個人的に疑問を持っていることがありまして、地域包括ケアシステムというのが、

一言で伝える言葉はないのかなと非常に思うことがあります。一般の方に地域包括ケア

システムと説明しても、どういうシステムなのとなると思うので、何かそのあたりをも

う少しわかりやすい言葉で伝えられたらいいのかなと思っているのが１点あります。  

 それと、参考資料の３の４（１）アですね。「見える化システムの活用」というところ

で、先ほどちょっとお話しいただいた部分ですが、ＩＣＴの活用も含めて、そのあたり

について、私も進めたほうがいいのではないかと思っておりますので、もしイメージし

ているそのシステムというのがあれば、簡単にご紹介をいただければと思います。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 参考資料３の４の（１）アに、「見える化システムの活用」と書かせていただきました。

これは今、藤田委員がＩＣＴというお話をいただいたのですが、それとちょっと違いま

して、見える化システムといいますのは、簡単に言いますと、国のほうで用意した介護

保険の分析ができるツールでございまして、各保険者、自治体ごとの介護保険の特徴な

どがこれを使うことによってわかるというシステムがございます。今回の計画に当たっ

てはこれを使った上で計画をつくるという国の指示になっておりますので、そういった

ことで見える化システムという言葉を使わせていただいております。  

 区のシステムのことに関しましては、酒井のほうから補足させていただきます。  
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○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 補足させてください。まず地域包括ケアシステムの定義というか、どう説明するかと

いうことなのですけど、済みません、私もまだ一言では説明できないところです。一緒

に考えていただければと思います。  

 

○藤田委員  

 そうですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 それで、ＩＣＴのことなのですけど、主に２つ今、想定していまして、１つは医療介

護連携のシステムです。お医者さんなどの医療関係者、訪問看護ステーション、介護事

業者の方々が１人の要支援者に対してネットワークをつくって、ＩＣＴでそれを共有す

るシステムというのを１つイメージしています。リアルタイムでその人の状況をＩＣＴ

を使って写真で共有して、今こういう状態であるというのを共有できる。それが１つ目

のシステム。  

もう１つのシステムは、地域包括ケア情報システムという名称で仮に呼んでいるので

すけれども、アウトリーチチームが例えば１５カ所に４人いますといっても、それだけ

では区域内に例えばひとり暮らしの高齢者だけでも全然見守るなんて無理です。その見

守りのを助けるためには、やはり区の持っている情報を一元的に見えるようにしておい

て、そこから自動的に情報を分析することによって、その人のリスクがわかったりだと

か、どういうところが今問題になっているのかという課題を抽出したりしながら、ハイ

リスク層から、アウトリーチチームが訪問に行くなど、そのような効率的な仕組みで情

報システムをつくるということで、その２つをＩＣＴと今、呼んでいます。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○藤田委員  

 ありがとうございました。  

 

○小笹委員  

 公募区民の小笹でございます。先ほど公募委員の小林さんのほうから似たような話が

あったのですけれども、この自宅で介護を受けたいという目標というのが６０％という

のを平成３７年度に目標設定することで、どうも若者の方々の実態感覚がすごくずれて

いるのではないかという意見があったのですが、専門職員の方とか、あと専門分野の方

がいらっしゃるところで恐縮なのですけれども、その下の６５歳の健康寿命というとこ

ろで、これは本当にもうベースが徐々に上がるようなかたちになっているのですけども、

こういう推定の多くは将来の予算規模だとかそういうことが国とか都だとか区なんかで

こういう数字にしないと多分ケース上もたないというところでつくっているということ

で、それはそれでわかるのですけれども、各施策とのひもづけというのが、やっぱり弱

いのかなという単純な感想なのです。その辺はやっぱりどういうふうに肉づけしていく

かというのが、多分審議会の方向性だろうし、職員の方々の努力の発揮のところではな

いかと思います。  

○武藤部会長  

 今のコメントに何かございますか。  
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○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 健康寿命については、区としてもこれが平均寿命を延ばすのではなくて、健康寿命を

延ばすということが、介護予防の効果を図る上では一番適切ではないかということで、

この指標を用いております。  

 もちろん、今後１０年後の目標なのですけれども、区の介護予防の施策がもっとうま

くいって、先ほど申しましたけど、各自治体の責任でやっておりますので、自治体ごと

にうまくいくようになれば、もっとこの数字が伸びてくるのかなと思っています。今の

ところは１０か年計画で定めた健康寿命ということで、掲げているという状況です。  

 

○岩川委員  

 この目標を達成する施策というのがあるのですか。伸ばしていく。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 それが、今回お配りしている地域包括ケアシステム推進プランというこの本冊です。

この緑色の。こちらのほうにどういうことを取り組んでいくのかという区の施策、それ

からいろいろな団体の施策ということで載っております。  

 具体的に言うと、例えば今の健康寿命に関しては、６章のページでいくと１０１ペー

ジですね。１０１ページのところから例えば医師会・歯科医師会・薬剤師会ということ

で、健康づくり、介護予防についてどういうことに取り組んでいくのかということを各

団体、それから区が取り組んでいること、内容をここに説明しております。それぞれの

指標ということで右側には載っておりますけれども、これら全体を取り組んでいくこと

によって、先ほど言った健康寿命が延びていくということで、達成指標として設けてお

ります。  

 

○武藤部会長  

 髙松委員、どうぞ。  

 

○髙松委員  

 今、せっかく地域包括ケアシステム推進プランのお話が出ましたので、ちょっとお伺

いするのですが、確認も含めてでございます。  

 １６ページ、１７ページのほうに、地域ケア会議のイメージ図というのが左側にあり

まして、１７ページのほうにはプランの進行管理ということで、ＰＤＣＡ、こちらを用

いている状態です。確認は、すこやか地域ケア会議は大体３カ月に１回程度ということ

で、ここで課題抽出を行い、それを１回各機関団体のほうに戻して、その次に地域包括

ケア推進会議で評価を検討、これが半年に１回ぐらいを考えていらっしゃる。ここで検

討した内容をそれぞれ部会が５つぐらいありましたよね。そこにまた今度下ろして、も

んでもらって、また報告を地域包括ケア推進会議に上げる。それでアクションプランを

また考える。一連のＰＤＣＡのサイクルというのは大体２年ぐらいかかると計画されて

いる。というのが、６ページのさまざまな計画との整合性の一覧表がありますよね。ス

テップ１のところは、恐らくこれ２年ぐらいしかもうないですよね、３０年度だから。

その後また２年、２年、最後は３年というスパンでステップを組んでいらっしゃると思

うのですが、そうしてみると、やっぱりそれぞれこれだけの計画と、これだけの各種団

体が絡んでいるので、縦串、横串、計画とのすり合わせですね。その辺がすごく大変か

なと私は思ってしまったのですが、その辺をうまく区のほうがリードしていただいて、

きちんと計画どおりに進めていただくというのをぜひお願いしたいなと思います。  
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○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 子ども障害者についての地域包括ケアの検討、ここでも始まっておりますけれども、

もちろん今まで決めた高齢者のプランについても進行管理をしていかなければいけない

ということで、今、髙松委員がおっしゃったとおり、すこやかが３カ月に１回程度で、

全体の地域包括ケア推進会議は半年に１回程度ということなのですけれども、我々が今

考えているのは、やっぱり１年サイクルで見直しをしていかないといけないかなという

ことなので。  

 

○髙松委員  

 各団体も入れたほうがいいですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 各団体からも今年度どこまでやりました、今数値どうですかというのを全部出してい

ただいて、それがいいのか悪いのか、このままで達成できるのかできないのかと全体で

共有して、もちろん区の政策についても当然検証して、皆さん反省の下に次に持ち寄り

ましょうということで、半年に１回ずつやりたい。  

 

○髙松委員  

 じゃあ、一応基本的には年度ごとに自分たちで評価をくだすと。  

 

○酒井支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 そうです。  

 

○髙松委員  

 あともう１つは、これが成功するというのは、その利用者のニーズにちゃんと合わせ

てやって、利用者が今だと実感していただくというのが一番大事だと思いますので、ぜ

ひそのことを拾い上げていただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 大変熱心な議論を進めていただきまして、ありがとうございました。  

 この後の段取りをご説明いたします。  

 実務的なご連絡をまず申し上げます。それから、先ほど冒頭で申し上げましたポスト

イットには、一旦会を閉めた形で自由に書いていただく時間を設けますので、書き上げ

たらこちらに張っていただいて終了と、そういう段取りでお願いいたします。  

 まず、次回でありますが、５月２２日月曜日にお願いをいたします。これが第３回に

なります。  

 なお、前回お配りした日程表と一部違っておりますので、こちら側の都合で恐縮でご

ざいますが、第４回の６月は６月１２日の月曜日に変更させていただいております。大

変勝手で申しわけありませんが、種々の事由によりまして６月１２日月曜日に変更させ

ていただいております。  

 それから第５回は７月１０日で、当初木曜日となっておりましたが、正しい曜日は月

曜日でありますので、１０日の月曜日でお願いをいたします。  

 第２回の全体会は、今のところ９月下旬を予定しておりますが、障害部会のほうとの

調整が必要なので、これも固まり次第、改めてお知らせを申し上げます。  
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 事務的に何かほかに、岩浅副参事のほうから何かありますか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 車でお越しの方は、スタンプを押しますので、事務局のほうにお申し出いただければ

と思います。  

 

○武藤部会長  

  ほかによろしいでしょうか。  

 それでは、お手元のポストイットに１つでも結構ですし、３つでも４つでも結構です

ので、行うべきキーワード、テーマ、課題、政策などなど、単語でもよろしいですし、

文章でもよろしいですのでお書きいただいて、担当が今それぞれにピックアップに伺い、

こちらに張るようにいたしますので。それをお書きいただいたら、その場でご退出いた

だいて結構です。  

 本日はありがとうございました。  

―  了  ―  


