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第８期中野区健康福祉審議会  介護・健康・地域包括ケア部会（第３回）  

 

開催日    平成２９年５月２２日（月）１９：００～２１：００  

 

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、村上  昌子、梁川  妙子、吉成  武

男、和気  純子、渡邉  仁、渡部  金雄         

欠席者  南  光保  

       

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  

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  

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・子育て支援担当 )

神谷  万美  

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 こんばんは。よろしくお願いします。真夏のような暑さですので、もう皆さんリラッ

クスしていただいて、ディスカッションはホットにということで。水が今回も行き渡っ

ておりますが、知らないうちに水分がなくなっておりますので、順次小まめに水を飲ん

で、この部会に出ている人はより健康になって議論を進めていただければと思います。  

 聞くところによると、中野区役所の他の会議でもどんどん水が出ることになったよう

でございます。すばらしい波及効果で、水の輪が広がっているということで、成果をま

ず１つ、この部会として上げたと。  

 本日は、そこにございますように、審議事項で「すべての人に対する地域の見守り支

えあいについて」、報告事項で「高齢福祉・介護保険サービス意向調査の実施について」

ということでございます。  

 まずは事務局のほうから出欠者、そして配付資料の確認について、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、まず出欠の関係ですけれども、事前に欠席されるというご連絡はいただい

ておりませんけれども、まだ、南委員がいらしていないです。  
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それでは、資料の確認をさせていただきます。資料１から８－３までということで、事

前にお配りをしておりました。それから机上配付ということで、資料６－２というもの

が今回追加になっております。  

 参考資料としては、参考１と２ということで、「子ども・若者関連データ」と「中高年

ひきこもり調査のまとめ」ということでお配りをしております。  

 それから第１回部会で配付いたしました「子育て支援ハンドブックおひるね」という

青い冊子、第２回部会で配付いたしました「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」

という緑色の冊子もお持ちいただくようお願いしています。重たいものを大変申しわけ

ありません。もしお忘れの方がいらっしゃいましたら手を挙げてください。よろしいで

すか。  

 

○武藤部会長  

 お持ちでない方、どうぞ遠慮なく手を挙げてください。よろしいでしょうか。ほかの

委員はよろしいでしょうか。  

 それでは、確認事項が済みましたので、まずは本日の審議事項は先ほど申し上げまし

たように「すべての人に対する地域の見守り支えあいについて」ということでございま

して、お配りした資料に関して各担当者のほうから、簡潔明瞭に短時間でご説明をいた

だくという予定で事前に組んでおりますので、資料１の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）   

 それでは資料１をごらんください。資料１では、区として今回議論をしていただきた

い論点ということで、３つ掲げております。１つ目の論点が、「子ども・子育て世帯の見

守り支えあい」ということで挙げております。１つ目の黒丸は「地域の子育て支援活動

のコーディネート」ということで、区の中では地域団体、子育て支援活動等による団体、

いろいろな団体がございます。それらがそれぞれ地域づくりを進めてきているところな

のですけれども、各団体の連携が不足しているというか、足らないかなという課題を我々

としては感じております。いろいろな団体がある中で、地域活動をコーディネートする

機能だとか、あと人材育成ですね。誰でも参加できる環境整備等というのを課題として

感じておりますので、そこら辺のご議論をいただければと思っております。  

 ２つ目の黒丸が「切れ目の無い支援」ということで、妊娠期から乳幼児期のトータル

ケアとライフステージごとの行政のかかわりということ、それからその後ろに書かれて

いますけれども、高校生以上、若者を含めて継続した支援が行われるよう相談支援等の

充実を図る。裏を返せば高校生以上の若者に対する施策としては、区はかなり薄いとい

うことを認識しております。  

 その下にある「委員からのキーワード」というのは、事前に皆さんにメモで書いてい

ただいたものをここの関連するものについて抜き出したものになります。  

 ２点目が「高齢者の見守り支えあい」ということで、今回は認知症の人の地域での見

守りということで、課題として議論をしていただければと思っております。現状認識に

ついては、そこに書いてありますのでお読みください。  

 裏面に行きますと、「委員からのキーワード」ということで、ここは皆さんも関心が高

いということで、前回もアウトリーチチームの質問を結構いただきましたけれども、そ

れも含めてこういうキーワードが挙がっております。  

 ３点目が、「障害者の見守り支えあい」ということで、日常的な地域でのかかわり方は

どのようにすればいいかというところの課題でございます。後ほど詳しく説明しますけ

れども、障害者の７，０００人の見守り対象者名簿のうちに、要は手を挙げて支援をし
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ていただきたい、してほしいと言っている方は１，０００人ぐらいにとどまっていると

いう現状があります。災害時ではなく日ごろからの地域とのかかわりをどうしたら深め

ていけるか、そのようなところを課題として考えております。ここは委員の皆様からの

キーワードも１つしか出ていないということなので、ぜひちょっと議論をいただければ

と思います。  

 資料１について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。続いて資料２は神谷副参事からお願いします。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当）  

 私のほうから、資料２のご説明をさせていただきます。資料２につきましては、今、

酒井から説明がありました子ども・子育て世帯の見守り支えあいに当たります地域の子

育て支援活動のコーディネート、あるいは切れ目ない支援といった議論の参考としてつ

くっているものでございます。  

 「ライフステージに応じた中野の子育て支援」といたしまして、現行行われている区

の子育て支援のサービス、あるいは地域とのかかわり方につきまして、妊娠前から高校

までといったライフステージに沿って事業の内容等を書かせていただいております。  

 縦軸につきましては、支援の項目、対象像になっておりまして、一番上にあります「す

こやかに育つ子どもたち」、こちらの欄につきましては、すこやか福祉センターを中心と

いたしますトータルケア、あるいは機関からのサービスについて記載をさせていただい

ております。  

 また２つ目の「ニーズに応じた子育て支援」、特に乳幼児期以降につきまして、子ども

総合窓口、あるいはすこやか福祉センターで相談をもとにさまざまな教育・保育のサー

ビス、あるいは子育て支援サービスにつなげている、その基幹となる内容について書か

せていただいております。  

 次が「障害がある子どもへの支援」、こちらにつきましても特に乳幼児期以降の部分に

つきまして、入学、進学時と節目ごとに申し送りをしながらトータルとして切れ目のな

い支援を相談のところからサービスの展開、そして施設の運営、あるいは特別支援教育

といった内容について書かせていただいております。  

 その次に、「子どもの貧困、虐待の未然防止」、こちらにつきましては特に妊娠期から

ずっと高校生までという形になりますけれども、虐待の未然防止、早期発見の取り組み、

あるいは地域との関係機関であります要保護児童地域対策協議会の機能強化といったこ

とについて記載させていただいております。  

 最後にありますのが、「子どもの育ちを支える地域づくり」とありまして、地域とのか

かわりについて主立ったものを記載しております。地域コミュニティといたしましては、

今日も参加いただいておりますが、町会、子ども会、社会福祉協議会の取り組み等、あ

るいは子育てネットワークとしての会議体として次世代育成委員、地区懇談会、地区委

員会といった取り組みがどういった形で行われているか、全体像を網羅した資料となっ

ております。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。それでは資料の３と４を伊藤副参事からお願いします。  
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○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 では私から資料３と４のご説明ですけれども、今、神谷のほうからこの横判で全体像

をお示しした中で、一番下に記載しております「子どもの育ちを支える地域づくり」と

いうところで、もう少し詳しくご説明したいと思います。  

 まず、子育てひろばというものでございますけれども、資料３裏面の項目４になるの

ですけれども、乳幼児親子の身近で気楽な居場所、交流の拠点として、現在、区の施設

で区の職員が運営するもの、また週３日以上１日５時間以上という基準で、区の委託を

受けて運営されているひろばのほかに、居場所づくりとしまして、助成金を活用し、子

育て経験者の方が実施する一時預かりなども含めましてさまざまにございます。子育て

ひろばは公設で２１カ所、委託で２カ所、居場所づくりとして１４カ所というのが現状

でございます。あわせて、社会福祉協議会のほうで「まちなかサロン」という形で、乳

幼児親子に限定した活動なども２０団体ほど見られると聞いております。  

 今度は資料３の項目１ですけれども、青少年育成地区委員会というのがございます。

地域の子育てネットワークとしてさまざまな健全育成にかかわる団体の連合体で、１４

の地域ごとに青少年地区委員会がございます。情報交換ですとか地域の課題検討などに

加えて、夜間や夏休みなどのパトロールですとか、環境整備に向けた啓発活動など、そ

れぞれの地区委員会さんが工夫を凝らした活動を展開していただいているところです。  

 それから項目２、中野区次世代育成委員でございます。中学校１１校ございますが、

中学校区ごとに２～３名ずつ区長の委嘱を受けて活動をしていただいております。乳幼

児期から青少年期まで、子どもの成長、発達、また健全な育成を支援するために、家庭

と地域と学校をつなぐパイプ役ということで役割を担っていただいております。  

 次に項目３、中野区地区懇談会という会議体がございます。これは中学ごとに先ほど

お話しした次世代育成委員、また地区委員会、町会、小中学校ＰＴＡ、保育園、児童館

などが一堂に会しまして、子どもと家庭に関することの情報交換ですとか課題の検討、

地域のネットワークづくりなどということに取り組んでいます。  

 それから地域コミュニティというところで、町会、子ども会、それからさまざまな自

主活動ですね。そういう活動がございます。資料３の最後の項目６になりますけれども、

区は政策助成という仕組みを持っておりまして、こちらで地区委員会、ＰＴＡ、子ども

会、ＮＰＯ法人その他のさまざまな団体で、このような件数で毎年子どもたちの活動を

展開していただいているということでございます。  

 それから最後に、資料２で、放課後子ども教室という記載がございました。こちらは

幼児期から中学校までを対象とした活動をしてございまして、今現在、区の中で１３団

体が活動しております。野外での活動ですとか、工作ですとか、料理ですとか、スポー

ツなどさまざま、月１回以上の実施で年間９０回実施していただいている団体もござい

ます。  

 このような形でさまざまに地域で展開していただいているわけですけれども、冒頭、

酒井から説明がございましたように、これらの全体をつないでいくことですとか、いろ

いろな団体がそれぞれご苦労されながら活動していらっしゃいまして、そのご支援、人

材の育成ですとか、ニーズと活動のコーディネートですとか、そういう部分がまだ不十

分なところがあると考えております。  

 また、子育てひろばですけれども、いろいろな形で展開しておりますけれども、今一

番多いのは、児童館でやっているものでございますが、学校内のキッズ・プラザに移行

していきますので、そこでの子育てひろばの展開ということは非常に難しいことですの

で、他の方法を考えていく必要があるということでございます。育成をして、委託の方

をふやしていくですとか、あるいは民間の保育園を整備するときに、あわせてひろばの

事業をやっていただけるような委託を行うとか、さまざまな今後の検討が必要かという
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ふうに考えております。  

 資料３については以上でございます。  

 それから資料４でございますが、こちらは中野区の社会福祉協議会でまとめていただ

いております全区を網羅するボランティアやＮＰＯの活動状況ということで、大変有意

義な資料でございまして、つけさせていただいております。  

 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。  続きまして資料の５を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）   

 それでは資料５「中野区認知症の人の推移」ということで資料をつけております。ご

らんください。  

 まず最初に、介護保険調査対象者のうち認知症の人の割合ということで、平成２２年

から２８年の推移をあげております。これを見ると介護保険の認定対象者数は徐々にふ

えてきています。当然、認知症日常生活自立度Ⅱ以上の人というのも増加傾向にはあり

ます。割合としては５０％から、多いところで５２．７％ということで推移しておりま

す。今後この数というのは、後期高齢者の数がふえていく、割合がふえていくというこ

とで、当然この数も全ての数字が上がっていくと想定をしております。グラフにしたの

が、その下の数字になります。  

 それから資料 5 の 2 枚目、こちらは介護認定を受けていない認知症の人というのはど

れぐらいいるかという推計値になります。右側のところを見ていただきますと、国が行

った全国調査でサンプルを３万６，０００ぐらいでやって、どれぐらいの割合がいるの

かと調査したものを、中野区に当てはめたものなのですけれども、それによりますと１

レベル（境界的）、これが軽度の認知症が８，０００人ほど。それから２レベル（軽度）

が３，６００人。それから３レベル以上、これが中等度以上ということで、基本的に日

常生活、自分で契約だとかそういう判断がもう基本的には自分ではできないよという自

立度Ⅱ以上というレベルかと思いますが、その方々がおよそ１，３００人。これが介護

認定を受けていないけれども、恐らくこれぐらい認知症の方がいらっしゃるだろうとい

う数字になります。  

最後 3 枚目に、認知症日常生活自立度と認知症機能障害程度ＣＳＰというもの、字が

見づらいですけれども、このようにランク分けされていますというのを資料としてつけ

ております。  

 資料５について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。続きまして資料の６、追加の６－２も含めて、伊藤副参事

からお願いします。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 それでは資料６をごらんください。「地域における高齢者への見守り・支えあい活動の

状況」ということで一覧にまとめてございます。ちょっと雑駁な表ではございますが、

町会・自治会、それから民生・児童委員、区のアウトリーチ職員、地域包括支援センタ

ー、社会福祉協議会、友愛クラブ、それから事業者という縦軸を置きまして、右のほう

に一般的な見守り、交流活動等、それから個別の訪問、見守り支えあい名簿の活用、専

門的な相談という横軸を設けまして、当てはまるものに丸をつけたという表になってご
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ざいます。見ていただいたとおりですけれども、専門相談というところでは地域包括支

援センターということになりますが、一般的な隣人としてですとか、同じ町内会として、

あるいは業務中にという見守りですとか、交流活動というところでは非常に多くの団体

や機関で取り組んでいただいているということでございます。  

 それから個別訪問につきましても、町会・自治会、それから民生・児童委員、それか

ら区のアウトリーチ職員はまさに今年からこの取り組みを行っていくということでござ

いますが、あと社会福祉協議会にもこのような地域担当の方がいらっしゃる。それから

友愛クラブも個別の訪問を取り組んでいただいているということがございます。  

 それから、区で作成いたします高齢者の見守り支えあい名簿の活用というところでは、

町会・自治会８２団体で活用していただいております。  

 その見守り対象者の名簿の状況ですけれども、下の表になります。現在、登載者は１

万２，３３８人、２９年２月時点のデータでございます。高齢者の場合は、自分はそこ

に登載しないでくださいということで手を下げていただく仕組みでございますけれども、

障害者の方は手を挙げていただく仕組みになっておりまして、８２の町会・自治会の地

域の対象者として、障害者の方７，０００人ほどお手紙をお出ししておりますけれども、

手を挙げてくださっている方は今のところ１，０９６人ということでございます。  

 それから次に、２番目に「事業者との見守り・支えあい協定・覚書」ということでご

ざいます。水道局、それからセブン－イレブンですね。済みません、ここ４０店舗にな

っておりますが、今現在４２店舗ということでございます。  

 それから郵便局ですね。そのほかに記載してございませんが「元気でねっと」という

仕組みを古くから持っておりまして、介護サービスの事業所ですとか、牛乳や新聞の配

達をしてくださるところですとか、銭湯ですとか、１６３事業者とお約束をしておりま

して、業務中に気づくことがあればご連絡をいただくということでやっております。  

 続きまして３番目になります。「地域支えあいネットワーク２４時間緊急時連絡態勢」

というものを持っております。支えあい活動を行っていらっしゃいます民生・児童委員

の方、それから町会・自治会の方からの緊急連絡をすこやか福祉センター職員が受けて

おりまして、この３年間の実績というところでは全区で大体１００件前後、４すこやか

福祉センターで対応しているということでございます。  

 それから、地域包括支援センターでも同じような仕組みを持っていただいておりまし

て、それは今日追加で配布した６－２の資料でつけております。非常にたくさんの件数

を受けておりまして、若干区のすこやか福祉センターとは通報の内容が違うようでござ

いまして、継続的にご相談をされている人からも、時間を問わずさまざまなご相談も入

ると、通報という形で入るということも統計の中には入っているということでございま

す。この２４時間の相談体制の中で、区のほうでいろいろと事例をまとめておりますけ

れども、販売店の方ですとか、ご本人様からですとか、民生委員の方ですとか、遠くに

住む家族の方、友人の方、近所の方、いろいろな方からいろいろな通報を受けておりま

して、中には残念ながら亡くなっていらっしゃったという事例も、入院や入所であった

ということでご心配がなかったというケースもございますけれども、中にはもうサービ

スが必要ということでご相談や生活保護の申請ですとか、適切にサービスにつながった

という事例も出ております。  

 それから資料６の４番目ですけれども、区の中で支えあい活動を推進するためのネッ

トワーク会議を３層構造で持っております。２８年度の実績の回数、主なメンバーの方、

会議内容ということで入れてございます。まず区民活動センター単位１５カ所で地域支

えあいネットワーク会議というものをやってございます。その上にすこやか４所単位で

地域ケア会議というものをしておりまして、こちらでは非常に具体的な活動の困難事例

の検討なども行っております。それから、その上に全区的な組織として中野区地域包括
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ケア推進会議というもので、幅広いメンバーの方に集まっていただいて、中野区の包括

ケアの推進に向けた課題検討、情報共有、連携強化の取り組みを行っているという状況

でございます。  

 私から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。それでは資料の７、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）   

 では資料の７をごらんください。こちらは災害時個別避難支援計画作成の進捗状況で

ございます。  

 対象者ですけれども、１（１）を見ていただきますと、全部で３万３，０００人いま

す。その中には区分①から④ということで、例えば専門的な支援が必要な方ということ

で、要介護、障害程度区分３以上程度という方等がいらっしゃるのが区分①というふう

に、②、③、④と分けております。  

 ２番のところで、「平成２７年度災害時個別避難支援計画の作成状況」ということにな

りますと、まず訪問の対象者というのが区分①と②の対象者、及び区分①と②と同居し

ている方々で区分③と④の人、そのような方を優先して最初に回っております。訪問の

実施状況は、対象者１万人余のところ、訪問が８０％終わっておりますということです。

その右側に計画作成対象者とありますけれども、ここで６，０００人余が３，０００人、

半分ぐらいに減ってしまっています。これは訪問したけれども施設に入所していた人と

いうのがおよそ２，０００人、それから家族がいるからうちは計画なんか要らないよと

答えた方がおよそ１，０００人、合計して３，０００人ぐらいが訪問したけれども、計

画作成の対象者にはならなかったということで減っております。  

 その計画作成対象者数が３，２０９人とありますけれども、その下の（２）のところ

は、今の状況はどうなっているかという数字でございます。計画書の提出者が２，５５

８人、それから支援者ありというのが２，３９２人、その右側に支援者の内訳というの

が親族、近所の知人等ということで整理をしております。  

 ３番をごらんいただきますと、平成２８年度以降の作成状況及び災害時個別避難支援

計画の活用についてということで書いております。平成２７年度未訪問者というのが残

っておりますので、その訪問を引き続きやるということと、残っている人の計画作成を

進めておりました。今年度についても、今年度というのは２８年度ですね。についても

訪問を継続して実施しています。  

 平成２９年度においては、町会・自治会に提供している見守り対象者名簿と、今回私

が説明している災害時個別避難支援計画の情報をばらばらで管理しているということな

ので、それを今、名簿を統合するということを検討しております、というのが最後の報

告です。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。以上が審議事項にかかわる説明ですが、ほかに審議事項に

かかわる説明資料がありますでしょうか。大丈夫ですか。  

 それでは報告事項の資料について説明いただいた後、全体の討議とさせていただきま

す。資料の８ですね。岩浅副参事、お願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  



8 

 意向調査でございますけれども、４月１４日のこの会議開催前に皆様に資料をお配り

いたしまして、何かご質問、ご意見があればということでお願いをしたものでございま

す。数件意見をいただきまして、修正したものを調査表としてまとめております。  

 先週の５月１６日から既に調査が始まっておりまして、今月末で回収をする予定でご

ざいます。７月ごろには速報版がまとまってくると思いますので、まとまり次第皆様に

も情報提供したいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 一度にたくさんの資料について説明をいただいておりますので、ポイントがつかみづ

らいかもしれませんが、改めて本日の審議事項のポイントは３つあります。１つ目が、

子どもに関すること。２つ目が、高齢者に関すること。３つ目が、障害者に関すること

であります。主な論点は子ども、高齢者、障害者の３点であります。したがいましてそ

の３つについて順次質問なり確認したい点、あるいはご発言、アイデア、提案などを自

由に各委員からお願いをしたいと思います。前回もそうでしたが、せっかくご参加いた

だきましたので、１人一度はご発言の機会を確保したいと思いますので、できれば全員

が気持ちよく、自分の得意なときに早目に発言していただければ幸せかと思いますので、

ご協力のほどお願いいたします。  

 それでは、まず子どもに関係したところで、資料の確認でも結構ですし、最近のお考

えをご披露いただいても結構ですし、中野区の事業、活動、政策にかかわることで何か

気になることとか、ただいまの事務局側の説明を踏まえて、それぞれご随意にどうぞ。

お願いします。  

 どうぞ、坂本委員。  

 

○坂本委員  

 資料１の子ども・子育ての「切れ目の無い支援」のところで、「高校生以上（若者）を

含め、継続した支援が行われるよう」とあったのですけれども、実際にニーズとして何

か若者たちからこういう相談先があったらいいとか、そういうのはあるのでしょうか。

もしありましたら教えていただければと思います。  

 

○神谷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・子育て支援

担当）  

 区立の小中学校で所属が割と区が把握しやすい場合には、その様子などについてトー

タルにケアができるのですけれども、やはり高校生になってしまいますと、なかなか受

けとめる機関がないというようなことで、そういった支援に届く手だてがないというと

ころについて、行政側の支援がもう少し必要で、拡充すべきといったところがございま

す。  

 高校生が直接何か相談したいのだとなったときに、当然そのときにお話をお聞きして、

１８歳までは子どもということですので、引き継ぎができるのですけれども、なかなか

そういったものをこちらのほうが早目にキャッチするような場所が今はないというとこ

ろです。  

 あとは受けとめたときに、支援につなげていく先というのも、中学生ぐらいまでの間

は区の施設ですとか、いろいろご紹介できても、高校生になると社会に出るためのつな

ぎといったところの支援ですとか、そういったところが区のほうでは用意ができていな

いところがあるかなといったところでございます。  
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○坂本委員  

 ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 よろしいですか。  

 

○坂本委員  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ただいまのに関係して何かご発言はございますか。  

 

○村上委員  

 資料３で裏面４なのですけれども、子育てひろばと書いてあるのですけれども、子育

てひろばは多分区のほうでどんどんふやしていくということをお聞きしているので、そ

の後、幾つかふえているのだろうなと思っておりますけれども、子育てひろばを開いて

いるところと、ネットワークが全くないので、そういったところの情報交換というのは

全くできないというところと、それから一時預かりなのですけれども、これは需要がす

ごく多いのですけれども、一時預かりというのはとても民間の人がやるのは結構大変で、

預ける人は毎回預けたいというところですね。これを何かもうちょっとふやしていく可

能性はあるのでしょうか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 そうですね、おっしゃるとおりです。先ほど申し上げたように育成も含めて、ニーズ

が高いということは承知しておりますが、すごくハードルが高い活動ということで、行

政として支援するなりコーディネートするなりが不十分というところで、具体的な戦略

もまだ立っていないというのが正直なところでございます。  

 

○村上委員  

 お金も全然そこには与えられませんか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 いわゆる一般的なひろばをふやしていくというのは、計画的にやっていくということ

でございますけれども、先ほど委員がおっしゃったように、一時預かりまでというとこ

ろが非常に悩ましいところだと承知しております。情報交換の会なども今後の検討とい

うことで考えております。  

 

○武藤部会長  

 子育てひろばというのは、中野区の事業の中で歴史は何年ぐらいあるのですか。３年、

５年、１０年、２０年。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 １０年くらいは。  

 

○武藤部会長  

 ２０年まではいっていない。  
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○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 １０年ぐらいですね。  

 

○武藤部会長  

 徐々に質も量も向上しているという理解でいいですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 そのように考えております。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。では先に岩川委員、それから小

林委員ということで。  

 

○岩川委員  

 子育てひろばではなくて、資料２の多様な教育・保育のところの「ライフスタイルに

応じた教育・保育」で、認定こども園、認可保育所、地域型保育事業の誘致、区立保育

園の民営化というのは、区立保育園は全部民営化する予定なのですか。  

 

○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）  

 その方向で今、検討を進めています。  

 

○岩川委員  

 それは何ゆえに。  

 

○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）  

 １つに、区立保育園、今、ニーズがございますけれども、私立保育園、私立幼稚園の

受け皿の幅の拡充というところもセットになってくると思います。区がこれまで運営し

てきた中で蓄積されたものを、今後は民営というところで生かしながら展開を図ってい

くと考えております。  

 

○武藤部会長  

 今の質問は、なぜかということです。担当者としてどう考えているかで結構です。な

ぜかということを聞いているのですね。  

 

○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）  

 区立から民営に移管していく方向で考えていくというところで、なぜかというところ

については、また運営については民間の創意工夫、そういったところで十分に発展して

いく可能性ありというところで捉えているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 区としての責任を果たすかどうかという観点はない。  

 

○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）  

 区として私立の保育園の機能拡充、また受け皿拡大といったところについて、また、

その他学校との連携とか拡充する中で、区のかかわりは十分果たしていけると思います
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し、そういうところに区の役割があるだろうと考えております。  

 

○武藤部会長  

 いかがでしょうか。  

 

○岩川委員  

 区立保育園はなかなかいい保育をなさっていて、とてもいいと思っていたのですが、

何ゆえに全部民営化するのか。やっぱり区として保育というものを認識といいますか、

そういうのがわかっているというのは大事ではないかと思います。  

 

○武藤部会長  

 大切なご指摘だと私も思います。全国回っているので行政がやっている保育園を幾つ

も見ていますけれども、民営化したら必ずいいか、監督だけしていればいいかという話

ではないので、この部会でこの件はもう少し深めてというふうに私は感じました。  

 小林委員、どうぞ。  

 

○小林委員  

 資料の２番に関してなのですが、子育てと一口に言ってもたくさんあるので、ぜひ中

野区でこれから子育てしていくであろう身として、意見というか要望というか、財源や

人員も限られていますので、この中でも優先度をつけて、メリハリをつけてやらないと

いけないというところで、もっとやってほしいなと思うところと、これは逆にいいので

はないかなという部分を意見として述べさせていただきます。  

 まず、もっとやってほしいというのは、先ほどおっしゃっていましたけれども、預か

りですね。この資料でいうと認可保育所ですとか、地域型保育事業の誘致とかで、定期

的に預けられるところはもちろん短期の預かりサービスも、やはり女性が仕事と両立し

ていく上で、それからもし在宅で介護をするのであれば、その間も誰かが見てもらわな

いといけないという問題はあると思います。特に東京都ですので、地方から出てきてい

らっしゃる若い世代、それでそのまま中野区に住んでいるという方が多いと思うのです

けれども、自分の親に頼ることは距離的にできないというところがあるので、ここは地

域特性を考えてもぜひしっかりやっていただきたいなというところです。  

 逆にここはあったらもちろんいいのだけれども、行政にはそこまで我々若い世代は求

めていないかなというのは、子育てのコミュニティ形成ですとか、相談窓口というのは

今、スマホの普及率も８割を超えていますし、インターネットへのアクセス環境はもっ

とありますし、行こうと思えば図書館で誰でも使えますから、そういったところでＳＮ

Ｓだったり、検索すれば知識の部分は出てくるので、そこはもちろんあったらあったで

いいのですけれども、行政にはそこまで期待していないというか、求めていないところ

があるので、資源が有限ですから、やはり先に預かりのサービスのほうを拡充していた

だいた上で、残りの予算内でという形が要望です。  

 以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 

○梁川委員  

 「切れ目の無い子育て支援」ということで、２年前からトータルケア事業が中野区で

は始まったと。この切れ目のないところの一番最初の窓口が、かんがるープランの作成
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のところなのではないかなと思うのですね。ここも中野区は委託しているわけで、里帰

り出産ができない、あるいは赤ちゃんを産んでも面倒を見てくれる人がいないというお

宅に今、産後ケアということで専門職のドゥーラさんが行っているわけですね。行政の

サービスがそういうお宅に上がり込むわけですね。それで赤ちゃん及びお母さんのサポ

ートをする。これは行政サービスが各家庭の中に上がって、沐浴から料理から、手厚い

支援を受けてみて「こんなサービスがあったんですね」と言われるのですね。ほとんど

の人が知らない。安心して赤ちゃんを産んで育てられる、これは中野区の強みだという

ことをもう少し認知を、周知をしていく、これも１つの大きな子育て支援のバックボー

ンになるのではないかなと思います。  

 ドゥーラがどんな仕事をしているのかということについて、かんがるープランを立て

ている人たちが知らない。こういうサービスをやっているわけだから、もっともっと発

信をしていく。情報発信をしていく中で、かんがるープランをつくるときに、子育てひ

ろばがあるとか、一時預かりをやっているとか、さまざまやっていることを知るのです

ね。情報発信をきちっと、コーディネートしなければいけないと、不足だとおっしゃっ

ていましたが、まさに私もそうだと思うし、あと人材育成をどうしていくのか、「切れ目

の無い子育て支援」という中において、もう少し検討する必要があるのではなかろうか

なと思うのですが、その点、今回の課題の１つになっていますので、どんなふうに考え

ているのか、子ども版地域包括ケアシステムというのでしょうか、これを何とかやって

いかなければ本当に子育て、今、大変なところに差しかかっているなというのは私も実

感しているところなので、この辺、もう少し具体的に見えるものがあればちょっと教え

ていただければなと思うのですが。  

 

○武藤部会長  

 安心して子育てができるまち中野区というアピールができるように進めていくと同時

に、さまざまなメディアを使って情報を適切に広げて発信したらどうかという梁川委員

のご提案です。  

 

○菅野北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）   

 妊娠、出産、子育てトータルケア事業ということで、かんがるープランを作成する際

に当たりましても、事前に「もしもしプレママコール」ということで、こちらで一応電

話相談とはなっているのですけれども、その際にも面接の勧奨ですとか、あとはサービ

スにつきましてご説明するというか、こういうものがありますよということはご案内し

ているところでございます。一応広報としては、お見えになった方へパンフレットをお

渡ししたりですとか、ホームページや区報を通じてご案内はしているところなのですけ

れども、今後につきましてはＰＲ方法を少し検討していきたいとは思っております。  

 

○梁川委員  

 現場に出ている人間と、その制度をつかさどって案内する人たちがいるわけで、私は

ここも双方の情報交換をやっていったほうがいいと思うのです。私達は派遣専門員とし

て、どんなに忙しくても毎月１回中野区のそういう親御さんのところに行っているドゥ

ーラの振り返りってやっているのですね。結構シビアな、児童虐待になりかねないリア

ルな実情が出てくるわけですね。こういう課題があるわけでして、かんがるープランの

作成、あるいはすこやかの職員なんかも、制度があるから制度をやっていればいいのだ

というのではなくて、この内情をやっぱりリアルにきちっと情報をキャッチして、子育

てひろばの人もそうだけれども、そういうことの情報交換も含めてコーディネートをし

ていくときに、きちっと土台にしていかないと、やっていればいいというような内容に
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なってしまえば、何の子育て支援にもならないと。これに関して問題解決方法を考えて

もらいたいなと。要望です。  

 

○武藤部会長  

 先ほどのようなリスクを感ずるような、ヒヤリハットのような事例があった場合は、

子育て支援の実践者の方から行政のほうにも上げていただいて、３０例とか３００例の

もっと軽症、もっと潜在的なものがあるはずなので、１例から、事例から学ぶという工

夫なり、方策をうまく双方向で検討すると、時間も有効に使って具体的な、合理的な対

策に結びつけられるのではないかと感じました。  

 次に、高齢者の課題のほうに転換させていただきます。最後に総合討議で自由に述べ

ていただきますが、高齢者のほうに課題を転換しますので、少し資料をもう一度見てい

ただきながら、それぞれ質問、確認、ご発言、提言、ございましたらご自由にどうぞ。  

 

○小笹委員  

 資料の６の２番目、「事業者との見守り・支えあい協定・覚書」とありまして、東京都

水道局ですとか、セブン－イレブン・ジャパンですとか、郵便局等と出ておりますね。

具体的には実績件数といいますか、これはどれだけの実績があったとか、あるいは具体

例、そういったものがあればご紹介願えませんでしょうか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 この資料を作成するに当たって、そのようなデータをお出ししたいと考えましたけれ

ども、事業者からこういう通報が入ったというデータがとれておりません。全くないわ

けではないのですけれども、とれていないということで、申しわけございません。  

 

○小笹委員  

 これは何年ぐらい前から始められたのですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 郵便局はこの２９年３月でございまして、セブン－イレブンが２８年１０月、水道局

さんはもう大分前です。２０１４年に水道局です。  

 

○小笹委員  

 それでも３年前ですね。施策の継承のためにもやはりこういったデータというのはと

られたほうがいいのではないですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 そうですね。協定を結んだ後の連携が大事だと考えておりまして、そこがちょっとま

だ不十分なところで、活動の交流ですとか、お互いの情報交換ができていないのが課題

だと思っています。  

 

○武藤部会長  

 今の小笹委員のご指摘はもっともで、重要な点だと思うのですが、３年も協定で事業

を展開していて、数も知らない、事例も知らない状態では、何のための協定かと言われ

てしまうので、もったいないですね。全部を知る必要はなくて、危なかった事例とか、

うまくいかなかった事例とか、すごくよい物語があるとかと、ちょっといい話もあるは

ずなのですね。ですからいい話と危なかった、あるいは困った事例とか、振り返っても
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うちょっとこうしたほうがいいとか、そういう事例を蓄積していくと、それ自体が教材

になるように思いますし、それは郵便局にとっても水道局にとってもセブン－イレブン

にとっても役に立つ、社会貢献活動につながると思うのですね。少なくとも３年はやっ

ているのですね、郵便局は。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 セブン－イレブンが６カ月は事例を収集する期間があったということで、水道局は少

なくとも３月、４月の２カ月分の事例はあったはずだと思います。それはいい話だと思

いますので、部会長としてはぜひお願いしたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○吉成委員  

 中野区町会連合会でございます。私たちは１０６の町会・自治会が加盟している団体

でございまして、この中で資料６に書いてあります、例えば民生委員さんが高齢者訪問

活動という中で行っているのが、７０歳以上の単身世帯、７５歳以上のみ世帯。私たち

がそのほかの名簿をいただいているのが、この資料でいきますと８２町会という話を聞

いております。実際に４７ぐらいの自治会、あるいは５０、６０ぐらいの自治会という

ところは、名簿がなくてもそれを把握しているというところが多くて、ほとんどの町会

や自治会がこの名簿を利用して活動していると思うのですね。私たちは地域ですから、

町会に入る、入らないにかかわらず、その地域に入っている名簿を利用して活動してい

るわけでございます。  

 そういう中で、区のアウトリーチ職員が個別訪問をしていると丸がついているのです

けれど、４月から個別訪問、アウトリーチチームが発足して活動しているという中で、

たまたま私は南中野地区の多田町会というところなのですけれども、４月に見守り活動、

名簿を利用して活動をし、年に一度はやっているのですけれど、障害者はじめ全て名簿

に載っているところを把握するために活動しています。  

 そういう中で、把握できないところが何カ所かありまして、今回はこのアウトリーチ

チームがあるということで、一緒にそのチームの人に回っていただきました。把握でき

ないところをお願いして、調べてくださいということでやっていただいたのです。そし

て実際には話が戻ってきて、状況はそれぞれ何とか把握するようになったのですけれど

も、実際にこのアウトリーチチームというのは、個別訪問というのはどのように今、実

際にやっているか、ちょっと教えていただけますか。  

 

○武藤部会長  

 アウトリーチ活動の具体的な方法、仕組み、対応。答えられる方いらっしゃいますか。  

 

○濱口中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）   

 アウトリーチチームはこの４月から各地区で関係団体や、さまざまな地域の会議等に

お邪魔をして、自分たちの役割ですとか、地域の皆様と力を合わせながら、支援が必要

な方を早期に見つけ、適切なサービスにつなげていく取組みについて周知してきたとこ

ろです。  

 個別訪問については、例えば町会・自治会の方がされている見守り活動の実態把握や、

民生・児童委員高齢者調査のフォロー調査といったこれまでの取組みをベースに行って
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いる状況でございます。  

 ただ、先ほど担当が説明したとおり、町会の方に提供しています見守り名簿について

は、手下げ方式のため、載る方と載らない方がいて、本来は見守りが必要な方でも名簿

に載っていないという可能性があります。また、年齢の切れ目で、対象にならないけれ

ど体が少し弱ってきているといった方もいますので、今後は、こうした方々を中心に、

地域の皆さんと情報を交換しながら適切な支援に取り組んでいきたいと考えているとこ

ろでございます。  

 

○吉成委員  

 今のを聞いて、これから意見交換しながら進めていきたいという中なのですけれども、

やはり情報を多くとりまして、地域でそういう活動をするときにはぜひともそのチーム

の方、関係者には参加していただいて、やっぱり地域に顔を出すということが大事かな

と思うのですね。なるべくチャンスがあればそういう催し物があったりするときには顔

を出して、地域とつながる、そこから話がどんどん進んでくると思うのですね。やっぱ

り地域で顔なじみになるということが大事かなと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ほかに高齢者のほうで。  

 梅原委員、どうぞ。  

 

○梅原委員  

 地域包括の職員でございます。資料６の裏面の支えあい活動を推進するための会議、

地域支えあいネットワーク会議、実績４２回、１所２～３回ということなのですが、１

所２～３回というのは４２回で１５カ所だから１所２～３回という、そういう数字のこ

とですか。できれば一番少なかったところと、一番多く開催したところを把握していら

っしゃったら教えていただきたいと思います。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 済みません、今日、そのデータは持っておりませんので、申しわけありません。  

 

○武藤部会長  

 この４２回というのは合計という意味なのですね。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 細かな数字は次回必ず提示していただくというお約束でよろしいでしょうか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 はい、お出しできます。  

 

○武藤部会長  

 では、それでお願いをいたします。  

 藤田委員、どうぞ。  
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○藤田委員  

 今の会議のところで、地域支えあいネットワーク会議、すこやか地域ケア会議、それ

から中野区地域包括ケア推進会議という、この３つの会議体があって、それぞれ区の職

員の方々が取りまとめをされて、議事録になりを作成し、それぞれの会議の資料が回っ

ているのでしょうかという、全体的な所管と流れがどうなっているのかを教えていただ

ければと。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 支えあいネットワーク会議というのは、見守りを中心ということで、そこで見つかっ

た課題はこのすこやか地域ケア会議というすこやか単位のところに上げていただくとい

うことでやっております。このすこやか地域ケア会議というのが、すこやか福祉センタ

ーごとに置いているものなのですけれども、こちらでは困難事例を具体的に検討して、

課題を抽出したりだとか、あと中部すこやかは、地域資源を区民活動センター単位ごと

に洗い出すみたいなことをやっています。  

 それらすこやか地域ケア会議で出た議論については、年間２回まとめまして、それを

この地域包括ケア推進会議、全体の会議で報告をいたします。報告の中から課題が出て

きた場合、全体で話す必要のあるものについては、この地域包括ケア推進会議の中で話

し合うということで、必ず双方で情報交換しております。  

 

○藤田委員  

 そういった資料は、昨年度の資料というのは公開していただけるのでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 はい、地域包括ケア推進会議に出したすこやかの会議のまとめについては公開してお

ります。  

 

○武藤部会長  

 この困難事例というのは一覧表になっているのですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 困難事例自体はすこやかに出ていまして、すこやかからの上部会議に対する報告につ

いては、まとまった形で、こういう傾向・課題があるということがわかるようになって

います。  

 

○武藤部会長  

 どういう困難なことがあって、どういうふうに対応して、どういうことが課題である

というのは一覧表にすると、１０とか２０、３０集まるとそれだけで十分に政策が語れ

るのですが、そういう表はないのですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 そういうふうにはなっていないです。  

 

○武藤部会長  

 そういうのは困難なのですね。ほかに、どうでしょうか。  

 

○和気委員  
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 先ほどの町会連合会の委員の方からもちょっとご説明等ありましたけれども、見守り

支えあい名簿について、１１０団体のうち今、８２団体からは活用がなされているとい

うことで、ヒアリング等させていただいたときも、なかなか受けていただけなけない自

治会もあって、粘り強く説明しているというようなお話を伺ったことがありますが、最

終的には全ての自治会にこの名簿を活用していただくような粘り強い説明等をなさって

いるとは思うのですけれども、今後、なかなか受けていただけないということがある場

合、区としてどのような支援その他も含めて、全ての地域が見守られる形になるよう努

力なさっていきたいと考えておられるのか、ちょっとご意見いただければと思います。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 先ほど委員からお話がありましたけれども、名簿を活用していなければ全くそのよう

な活動はないかというと、そういうことではございませんで、十分地域の状況を把握し

て、名簿がなくても見守りをしているよと。実際に伺うと本当にきめ細かくお声をかけ

ていただいたり、異常な例はご相談したりということも実際はされているところもござ

いますので、名簿がなければ絶対できないということではないとは思いますけれども、

制度をせっかくつくっておりますので、活動事例などの情報交換なども行いながら、名

簿を活用していただけるようにという働きかけは粘り強くしていきたいと考えておりま

す。  

 

○武藤部会長  

 よろしいですか。  

 

○和気委員  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 お待たせしました、髙松委員。  

 

○髙松委員  

 薬剤師会の髙松です。私のほうは資料７の災害時のことで確認と質問なのですが、災

害時避難行動要支援者支援計画作成の対象者ということで３万３，０００人と記載があ

りますが、これ、この区分の①から④、全部加えたのが３万３，０００人ということで

よろしいですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 はい、そうでございます。  

 

○髙松委員  

 それでその下の２の平成２７年度災害時個別支援計画の作成状況ということで、対象

者総数が１万３０５人というのは、この３万３，０００人のうちの１万人を見たと、よ

ろしいですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 そうです。  

 

○髙松委員  
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 それに対して、実際に支援計画をつくった人は３，２０９人ということなのですが、

これ、どの程度の支援計画をつくられていらっしゃるのでしょうか。  

 

○事務局  

 （２）のＤの数字が２７年度の実績です。  

 

○髙松委員  

 実績というよりも、その支援計画の中身。  

 

○事務局  

 失礼いたしました。  

 

○髙松委員  

 個別につくられるわけですね。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 そうです。支援計画の中身ですけれども、最初に状況を把握したことについて、町会・

自治会や民生・児童委員に情報提供するかしないかということで、同意するしないをま

ず聴取します。そして中身についてはご自分の状態、例えば自力で外出できるかできな

いかとか、外出するには介助が必要だったらどういう介助が必要だとか、それから医療

機器はどういうものが必要だとか、それから避難に必要なものというと例えばつえとか

車椅子とかそういうものが必要かどうか。それからあとは同居家族の状況等ということ

で、同居者がいるかいないか、住宅の種類だとか、建物の構造、ふだんいる部屋。その

他では通院・通所等よく行く場所等。福祉等のサービス等でかかわりがある事業者、そ

のようなことを聞き取りで表にまとめているということです。  

 

○髙松委員  

 計画は。それは聞き取りでやって、計画ではない。  

 

○事務局  

 それがそのまま計画書になります。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 そうですね。最後のところで支援者ということで、避難のときに介助するなり支援す

る人は誰かということで名前を入れると計画書になります。  

 

○髙松委員  

 誰かという名前を入れるのが計画書。私がちょっと思ったのは、その個別の聞き取り

をして、その人にどういう支援が必要かというのを個別にもっと具体的に書かれている

のかと思ったのですよ。それで実際に高齢者の方って状況が変わりますから、恐らくこ

のペースでいったら３年に１回くらいの見直しみたいな感じなのかなと思ったのですね。

そうすると意外とその３年の間に状況が変わる。だからその状況が変わったところの把

握をうまくしないといけないし、地域包括のネットワークとか何かそういうのをうまく

活用しながら、変化にうまく対応していくのも災害時に必要なのかなとちょっと思いま

したので。  
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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。表の中で避難メモという欄にいろいろ書く想定になっていま

すけれども、具体的に今、委員がおっしゃったようなところを考慮していく必要がある

と。  

 

○髙松委員  

 計画というのは、こっちから何をしていくかということを考えてつくっていかないと

いけないのかなと思ったので。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）   

 わかりました。  

 

○武藤部会長  

 高齢者が同年でも非常に多様な身体機能であるし、変動の幅も非常に多様であるとい

う、そういう意味で１回つくったから５年、１０年大丈夫だよということではないとい

うご指摘かと思いました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○長田委員  

 資料６と資料６－２についての質問です。資料６の裏面のところの大きい３番に、す

こやか福祉センター職員が２４時間体制で配置制をとっているという記述と、それから

件数が出ています。それで今日追加で出していただいた地域包括センターのほうの資料

の件数と大分開きがあるわけです。恐らく役割とか運用実態に差があって、その意味、

内容がこの数字の違いが出ているのだろうと思いますが、そのあたりをもう一度説明を

していただければと思います。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 確かに大きな数字の違いがございまして、地域包括の方からお話しいただければいい

かなとも思ったりもしますが、私たち、先ほど少しお話ししましたが、すこやかの職員

がやっているものについては、民生・児童委員さん、それから町会の見守り活動をされ

ている方たちが地域の中で気づいたことを、「あそこのうち、どうなっているのでしょう」

「ここのうちがおかしい」とか、そういうご相談を受けます。地域包括支援センターの

通報というのは、既にご相談につながっている方からもお電話が入ると聞いております

ので、非常にたくさんの相談者の中で、その実際の当事者の方からも通報という形でお

電話が入ると聞いております。もし地域包括の補足があれば。  

 

○梅原委員  

 １つには、地域包括は３６５日２４時間をうたっていますので、必ず職員が電話に出

ます。夜中だったりおふろに入っていたりとかということがありますけれども、基本的

には職員が出ます。すこやかの場合は、限られた一部の方はダイレクトの電話番号をご

存じですけれども、基本的には一遍区の守衛さんのところへ電話をかけて、そこから戻

していくなんていう形をとっているので、多分その数の差かなと思うのです。  

 おっしゃったように、確かにお顔なじみの方からの電話が多いのも事実ですし、あと

どうも住民の方がここに電話すればダイレクトに出るぞということで、やっぱり警察と

かはダイレクトにうちに来ます。警察とかがダイレクトにうちに来て、例えば「中野駅

前のタナカという判子を持っている人」と言われても困るのですけれども、でも電話は
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来ます。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 済みません、私のご説明が不足していました。確かに時間外は職員ではなくて１回区

の受付に入るという仕組みになっておりますので、そこがダイレクトではないというの

はおっしゃった部分ですね。  

 

○梅原委員  

 包括はみんな職員がダイレクトに出るので、多分そこですぐ対応できる気安さという

とちょっと困るのですけれども、そういうのはあるのかなと思っております。  

 

○武藤部会長  

 例えば病院の病棟でナースコールが何件あるかという統計があるのですが、数字だけ

を見るとこの数が多いから大変だった、ゼロだったから大変ではなかったと安直には判

断できないのですね。ゼロだったところは実は本当は通報したかったけれども、看護師

さんが忙しそうだったから我慢していたのよみたいなのはあるし、極めて軽微なものま

でコールしてしまう人たちがいる。したがって、この緊急通報システムで真に緊急であ

ったと後で判断されるような真の件数を知っておかないと、表面的な数字だけで論ずる

のは必ずしも合理的ではないかもしれないと伺いました。  

 渡邉委員、どうぞ。  

 

○渡邉委員  

 確認なのですけれども、今、お話しされている２４時間緊急時連絡体制対応というこ

とになっているのですけれども、追加分の資料６－２は地域包括支援センターについて、

資料６のほうはすこやかについてということでよろしいですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 はい、そのとおりでございます。  

 

○渡邉委員  

 すこやかと地域包括支援センターって、中野区の独自のやり方で、ほかの区にちょっ

とそぐわないので、そこを皆さん理解されたほうがいいと思うのですけれども、中野区

は４つのすこやかに分かれて、その中に２つずつ地域包括支援センターが所属するとい

う形で、８つになっているのですね。それで本来はすこやかに連絡するべきなのか、地

域包括ケアに連絡すべきなのか、実際にわからなくて、そこが別々に実績を出したらば、

こういう形にはなるのではないか。  

 それで皆さんがここで確認をしなければいけないのは、すこやかは区長がつくった。

地域包括支援センターというのは後から国が示した事実で、これをつくりなさいという

ことで、整合性がとれなくなったので、すこやかの下に地域包括ケアシステムをつくっ

たと。  

 ただ、ここでもう１つ違うのは、すこやかは切れ目のないというか、子どもから大人

まで全て対応するということです。ただ、地域包括支援センターについては高齢者が対

象になるということで、対象もちょっと違うので、このデータをどうこうこの場で言う

のはあれかなと思うのです。ですから確かに件数が少なかったらば、高齢者の部分は地

域包括にかなり行ってしまったのではないか。すこやかの場合は、そのほかの部分の相

談が意外に多かったのではないかということで、相談内容の違いは若干この中にはある
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のではないかなと。  

 だからこのシステム上の問題で、委員長が言われたようにナースだったりとか、病院

の受付だったりとか、どこに電話するのかがちょっと混乱していた。ただ、確かに２４

時間対応をやった場合には、私、医師会からなので、救急をとった場合は、緊急性があ

ったか、そうでなかったかというデータはとっておく必要は今後のためにあるのかなと

思います。そのあたりをもう少ししないと、この数字だけでは今の議論ではちょっと事

務局のほうも答えるのが苦しいかなと思っておりました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。両サイドのことをおもんぱかっての総合的なご発言であり

ました。ありがとうございました。  

 それでは３つ目の課題、障害者の課題に移ります。それぞれ資料等でお気づきの点、

気になる点がございましたら、どうぞ。  

 

○花岡委員  

 歯科医師会の花岡でございます。資料２なのですが、障害のある子どもの支援という

ことで、いろいろとつくっていただいておりますが、すこやかに育つ子どもたちのとこ

ろでは、医師会と乳幼児健康診査ですか、幼児の歯科健診とか入っておりますけれども、

歯科医師会ではもう２１年前から、委託事業としてスマイル歯科診療所、障害者のため

の歯科診療所をやっているわけですけれども、それはもうゼロ歳から年齢を問わずでや

っております。ゼロ歳からの摂食指導から始まって。このサービスについては、何か障

害者の相談支援の中でそういうところを紹介してくれるよという話で理解すればいいの

か。どこにもそういうのが、医療関係のことが載っていないので、その辺は一応確認な

のですけれども、どういう立場でいればいいのかなと思いまして、ご質問です。  

 

○武藤部会長  

 せっかくいいことをしているので、ちゃんと入れてほしいと。でも大事なことなので。

書かれていないと、見えていないとわからないということは間違いないことだと思いま

すが、そのあたりはどなたか回答可能でしょうか。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当）  

 スマイル歯科の事業につきましては、当然区の委託事業でもございますし、大変歴史

のある、意義のある事業かと思っております。こちらのほうに少し記載のほうが漏れて

いますので、実際の正規の段階には、障害のある子どもへの支援という部分に加えるよ

うな形がふさわしいのかなと思っています。  

 気づきの面では恐らく乳幼児の健診の中で、一般の歯科ではなく、そういったところ

への専門的な支援が必要と。気づきの面は「すこやかに育つ子どもたち」のところで行

われて、実際にそういった専門的な支援が必要な場合には、障害児のサービスといった

形でつないでいって、支援を行っていくという位置づけになっているかと思っておりま

す。  

 

○武藤部会長  

 この資料の２は、どこにいつ出される資料ですか。この審議会用につくられたのです

か。  
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○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当）  

 この資料自体は審議会用につくられています。  

 

○武藤部会長  

 では入れられますね。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当）  

 入れられます。  

 

○武藤部会長  

 では次回、入れたものを出して。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当）  

 きちっと整理をしたいと。  

 

○武藤部会長  

 歯科医師会以外の薬剤師会とか医師会のほうで、似たような医療支援というのがある

のでしょうか。  

 

○渡邉委員  

 あります。ここも１つ重要なのですけれども、昨年度から始まりました重症心身障害

者の在宅レスパイトサービスというのが始まっている。これもやはり子育ての人には重

要かなと思いますので、ちょっとこれが多年度にわたっていけるのか、僕ははっきり知

らないのですけれども、継続して今後行っていく予定があるのであれば、重心のレスパ

イト事業については結構重要かなと思っております。  

 

○武藤部会長  

 髙松委員、どうぞ。  

 

○髙松委員  

 薬剤師会のほうでは特に障害者に関しては、業務のところでかかわりは深いのですけ

れど、恐らくこれから広がってくるであろう健康サポート薬局とかのところで、もうち

ょっと身近にいろいろな相談を受けながら支援をしていくことは可能かなと感じていま

す。  

 

○武藤部会長  

 妊娠中の薬を使用することについての相談事業なんていうのは。  

 

○髙松委員  

 相談事業で個別に相談は受けます。大体妊娠がわかった人、薬局で聞き取りを必ずし

ますので、妊娠時期だとかそういうのを聞き取りながら、処方もしますし、一般の医薬

品の販売のときにもそこら辺はやるのですね。  
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○武藤部会長  

 区と組織的な対応ということではない。  

 

○髙松委員  

 それはないです。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  

 

○渡部委員  

 資料７の災害時の個別避難支援というところの下のほうに書いてありますけれども、

未訪問者に対する訪問と、区分①、②の新規対象者云々と書いてあるのですが、実は我々

町会で支援する側なので、それを年に２回は訪問するのですが、もう大分前から施設に

入所といったほうがいいのかな、してしまっているのでいませんというのと、住んでい

ないというのが現実にあるのですよ。それを大分前から話をしてあるのですが、また名

簿に載っかってくるという状況なので、結局オオカミ少年みたいに、あそこは何かあっ

たときに行ってもしょうがないのではないかという、そういうレッテルを張る事態が今、

起きている。だから訪問云々という確認をしてやったら、名簿から外してほしいと。こ

こで言うとおかしいので、要望なのですけれども、ちょっとその辺を検討願えます。  

 

○事務局  

 データであれば、すぐにでも削除できるのです。訪問した結果を反映するという形に

なるかなと思いますので、ちょっと時期はずれますけれども、可能でございます。  

 

○渡部委員  

 同じ人がもう何年も、どのぐらいだろうな。１人は５～６年たつかな。もう１人は今、

会えなくなってしまっているという現実があるので、そういうのは多分ほかのところで

もあるのではないか、各町会のほうで。  

 それともう１つ、いずれ名簿を一緒にするとどこかに出ていますね、３年ぐらい前か

ら言っているのだけれども。もうぼちぼち一緒にしてもいいのではないですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 済みません。取り組みがおくれていて申しわけございません。今年度中にはやりたい

と思っております。  

 

○武藤部会長  

 ３年前から言っていらっしゃるのですね。  

 

○渡部委員  

 そう、聞いている。  

 

○武藤部会長  

 今、今年度中にやるとみんなの前で言いましたので。  

 

○渡部委員  

 大丈夫かって。  
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○武藤部会長  

 でも区長の発言ではありませんので、担当者では最大限努力したいという前向きな発

言があったということでありますが、ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○吉成委員  

 見守り活動の中で、障害者の方、その名簿を使用しての見守り活動の中で、障害者と

思われる人、年齢がわかりますので高齢者ではないということでありますと、障害者と

思われる人がなかなか今、マンション等に住んでいて、連絡がとれないのですね。そう

いう方が結構多いのですが、そのところのサポートというのは、行政のほうではしてい

るのでしょうか。ちょっとお聞きしたいのですが。  

 

○事務局  

 地域活動推進分野で支えあい担当をしております貞清と申します。今、ご質問の障害

者の方々に対してなのですが、見守り名簿、対象者名簿のほうに掲載させていただくの

は、基本的に手を挙げる、私を載せてくださいねという形の意思表示があった方をお載

せしている状況でございます。ただ、具体的な内容、障害の程度といったところまでは

言及しておりませんので、ちょっと大変なところはあるのですが、そういう状況があり

まして、見守りをしていただきます町会・自治会さん等々のほうに、対象に入れていた

だければありがたいなとは思っています。答えになっていませんか。  

 

○武藤部会長  

 よく頑張ったと思います。大変難しい質問ですし、マンションって共同住宅ですよね。

障害があって、管理組合への支援を希望される方ということでピックアップして、管理

組合が対応しているところもあるやに聞いています。各学校でもまちでも恐らく対応の

仕方の基準はそこにあるのではないかと思います。障害があって、ご本人、家族が支援

を強く希望するという２つの条件が整っていないと、障害があるから全て行政だとかと

いうことにはなかなか難しい点があるようには思って伺っておりました。先ほどご指摘

の部分については、全ていいというわけではないのですが、課題の１つであると位置づ

けてご発言をいただいたと思います。  

 ほかにいかがですか、どうぞ。  

 

○岡本委員  

 今の点で、どうやって手挙げをするのでしょう。つまり自分が障害になったときに、

医療機関などから中野区は手を挙げればやってくれるよという話が来るのか。手を挙げ

たのだとしたら、自分はどういう障害になって、どういう支援が必要かというのは実は

書いてないと、地域の方もサポートできないと思うのですが、その点はどうなのでしょ

う、お聞きできればと思います。  

 

○武藤部会長  

 手の挙げ方。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 障害者手帳をお持ちの方に、対象としてシステムでデータを抽出して、こういう活動

がございますが、見守りを希望されますかということをお手紙でお聞きしております。
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それで手挙げ方式というのは、私も名簿に加えてくださいということを意思表示してい

ただく仕組みでございます。  

 その際に、障害の詳しい状況ですとか、そういうことまでは見守りをしていただく町

会の皆さんにお伝えするというルールにはしておりません。  

 

○吉成委員  

 さっき名簿を今年度中にと言われて、なかなかできないのですけれど、いろいろな名

簿があるのですね。手挙げ方式で挙げた中で、申込書のコピーを私たちいただいて、こ

ういう状況ですからお願いしますという情報もあるものはある。いろいろな名簿がある

のですね。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 済みません、それは資料７の一番下の欄でございますけれども、今回、一緒にしよう

としている名簿は、町会・自治会に提供している見守り対象者名簿、これ私がご説明し

たものですけれども、それと別でこの資料７でお話ししております災害時個別避難支援

計画の情報の名簿、それからもう１つあるのですね。防災分野で手を挙げていただいて

いる非常災害時救援希望者登録名簿と、これが手を挙げてですね。これは中野区で１，

０００人くらいの登録があると聞いております。  

 

○吉成委員  

 その名簿は結構そういう情報が載っている。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 はい、そうですね。  

 

○吉成委員  

 だからたくさんの名簿がある。我々がなかなかその名簿の使い分けが難しいので、早

く一緒にしてくださいと。さっき渡部委員が言ったとおり、３年前からもう言って、名

簿は３種類あるとちょっと難しい。それを早くしてくださいと言っている。ただ、先ほ

ど今年度中にはと言ってくれたので、早く整理してくれると助かります。  

 

○武藤部会長  

 とどめをさした。  

 

○岡本委員  

 お手紙で一応お知らせするということですけれども、さまざまな障害の方がいらして、

お手紙をきちんと読めない方というのがいらっしゃるし、ご家族そろって全員がいろい

ろ障害を持っていらっしゃるところもあって、家族全員が知的という方もいらっしゃる

わけですね。確かに個別訪問というと嫌がられるとか、いろいろあるかと思うのですけ

れども、町会・自治会さんはかなり一生懸命やってくださっているようですので、もう

少しきめ細かくしていただくとそういうところこそ本当は支援が必要だと思いますので、

もうちょっと工夫していただければいいかなと。これはお願いでございます。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  
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○渡邉委員  

 支援が必要な方の名簿づくりって皆さん、簡単におっしゃっているのですけれども、

町会の方ものすごく頑張っていただいてやっていると思うのですね。おっしゃるとおり

障害程度とか介護とか障害者手帳を持っているという形もあるのですけれども、介護保

険で毎年認定されている要介護者、介護度を見れば、その数よりも圧倒的にもっと多く

て、また町会の人も素人なので、障害の程度を把握して、それにどのサービスが必要か

ということを逐一言っていくというのはかなり難しい。やらなくていいとは言えないの

ですけれども、かなりご負担が多いなと僕は思っているのですね。民生委員の方も１軒

１軒みんな回ってくれていて、やっていただいているのですけれども、それで玄関で必

要ないといって怒られて帰されている方もいっぱいいらっしゃいますし、では、この人

はこういう障害がありますよという名簿を果たしてつくっていいのか。この人は知的障

害がありますよ、この人は精神障害がありますよ、気をつけてください、赤丸なんかつ

けていいでしょうかと。その名簿を区全体というか町会全部に回して果たしていいので

しょうかと、そういった問題も実際には生じているのではないかなと思っています。  

 緊急時災害時の高度な医療が必要な人、人工呼吸器がついている方は数として把握し

て、そしてバッテリーなんかの配布とか、そういったような形をしていますけれども、

災害の時点でどこまで災害がと、髙松先生がさっき言われたように、防災計画にかかわ

っている私としても、かなり厳しいものがあります。  

 ですから例えば自助という形で、発災直後は自助で、その後にみんなに助けてもらう

にしても、どの程度助けてあげられるかということは非常に難しい問題があって障害が

ありますありませんだけで言っているだけで、どういう援助までというのはなかなか難

しいです。紙面でやりとりするとどうしてもこういう形になってしまうのですけれども、

本当にそうしたら先ほど副部会長が言われたように、家族中で精神の方なんていっぱい

いらっしゃいますので、その方はここはおかしな家庭なんて言おうものなら大変なこと

になってしまいますし、そのあたりも非常にシビアな、特に病気だとか障害というとシ

ビアな状態になりますので、そのあたりの打ち合わせのほうが大切で、そしてどういう

名簿をつくるのか、だから名簿が幾つも幾つもできてしまっていて、誰が何をつくるの

だみたいな話に。これ、かなり前からなっているのですね。僕も知っているのですけれ

ども。では、どうしたらいいと。いい案が全然浮かばないのですが、こういった場があ

ったのでどういう名簿をつくるか、しっかり相談されたらいいかなと感じました、今の

お話を聞いて。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。先ほどに引き続いて両方の立場を斟酌した、情理を尽くし

た総合的な発言をいただきましてありがとうございました。ただ、名簿については先ほ

どもうつくりますという明言をされているので、どういう内容の名簿をつくることが適

切であるかについては、十分に議論をした上で作業を進めていただいたほうがよろしい

かと感じました。  

 渡部委員、どうぞ。  

 

○渡部委員  

 できるだけ重複しないように、がまず１つ目。それから先ほどの件ですが、我々町会

のメンバーはナーバスな問題なので、守秘義務といいますか、町会長と防災部長程度ぐ

らいしか知らせません。その辺の認識は大体できております。  

 ただし、いざ何かあったとき助ける人が、これから老老になってしまうのでね。だん

だん年とってきてしまったから。助ける人もいい年なのですよ。うちの名簿なんかは障
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害者のほうが全然年が若いのです。助けるほうは年が上になって、何とか根性で頑張れ

ということでやっているのですけれども、ぎっくり腰になるようなつもりでやるかもし

れませんが。要はできるだけ絞ってほしいのですよ。先ほど今年度中にやると言ってい

ただいたので、このところの部分をもうちょっと絞って、本当に必要なところを抽出し

て名簿をつくって、これはもうお願いですね。していただきたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。課題と具体的な方法への方針みたいなものはこれで明らか

になったかと思いますので、十分にご検討いただきたいと思います。  

 それでは子ども、高齢者、障害者、３つの課題全体にわたってご自由にご発言いただ

いていない、金沢委員、網野委員、どうぞ、最優先で。  

 

○金沢委員  

 Ｕ１８と書いてありますけれども、今、活動しているのでしょうか。かみさぎ児童館

なんてもうやめてしまったようなのですけれども。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支援       

 担当 )  

Ｕ１８につきましては、２９年度までになりますけれども、現在は活動をしていると

ころです。  

 

○金沢委員  

 実際にどういう活動を行っているのですか。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支援       

 担当 )  

 Ｕ１８、今、３カ所ございますけれども、３つの機能がございまして、１つは乳幼児

ひろばを展開させていただいております。もう１つは、地域の活動の育成といいますか、

活動場所としてそこを活用していただいているという機能と、もう１つは中高生の支援

として、社会活動への展開なんかを図っていただいたり、あとは勉強をするときのちょ

っとした居場所という形での展開もさせていただいていると。  

 

○金沢委員  

 実際に中高生というのは、どこのＵ１８でやっていらっしゃるのですか、２９年度ま

で。  

  

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支援       

 担当 )  

 上高田と中央と、あと城山ふれあいの家といったところです。  

 

○金沢委員  

 みんな実際にそれをやっているわけ。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支

援担当 ) 

 そうですね。  
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○武藤部会長  

 では網野委員、どうぞ。  

 

○網野委員  

 先ほどの障害者の見守り支えあいの中に、障害者の方という把握の中には入らないか

もしれませんけれども、引きこもりだとか閉じこもりだとか、要するに把握し切れない

人たちをどういうふうにしたらいいかなということもある程度考えておかなければいけ

ないかなと思います。  

 

○武藤部会長  

 今の発言、何か対応はありますか。伺っておくということでよろしいですか。  

 

○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）  

 以前社協さんが区内での実態を調査されていると思うので、もしあれでしたら情報提

供をいただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 急に振ったりして、ごめんなさい。  

 

○長田委員  

 今日、お手元に配付されている資料のうち、参考２で中高年のひきこもりについての

メモ、Ａ４の１枚ものが委員のお手元にあるかと思います。よろしいでしょうか。それ

でこの調査、後でよく読んでいただければおわかりになると思うのですが、統計的に全

体を網羅した調査ではなくて、各関係機関の方、民生委員の方に大変ご努力をいただき

まして、項目３のところを見ていただくとおわかりのとおり、それぞれ民生委員とか関

係機関の方が日常的に個別相談、個別支援として相談を受けているということで、把握

している数をこういうふうに集計をしたということです。  

 ただ、今まで福祉ニーズを把握する中で、この中高年のひきこもりということについ

て焦点を当てたということはなかったので、大変貴重な調査結果だと自負をしていると

ころです。  

 先ほど委員のご発言の趣旨としては、なかなか制度の網にかかってこないところ、縦

割りの制度の中ではなかなか救われない人をどういうふうに地域全体で捉えていくかと

いうこと、それから地域全体で支援していくか、地域包括ケアを確立していくかという

ことは大変重要なテーマだと思っております。  

 ただ、例えば中高年のひきこもりということに関して、特定課題として言わせていた

だければ、対象者の持っている困難度合いの状態が非常に重いものがありますので、な

かなか相談の窓口にそもそも取りつかない。仮に相談の窓口に取りついたとしても、そ

の次を踏み出す方法論がなかなか確立されていないところがあって、ここはもう社協な

らではの取り組みとして、その対象者に寄り添いながら、対象者の持っている課題を１

つ１つ、１枚１枚はがしていくようなやり方で対応策をこれから地域の人と一緒に考え

ながら進んでいかざるを得ないだろうと思っております。そのうちの１つの手法として、

まちなかサロンという、要するに地域の中の居場所を活用してということを第一歩に、

平成２９年度から始めたというのが今の現状でございます。  

 

○武藤部会長  
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 ありがとうございました。それでは各委員から、子ども、高齢者、障害者以外の話題

提供、資料提供などがありましたらお願いをいたします。  

 

○岡本委員  

 この「おひるね」という子育て支援のハンドブック、非常によくできているなと思う

のですけれども、どちらかというと妊娠を喜び、出産を喜んでいる人たち向けのような

気がするのですね。中には妊娠をどうしていいかわからない人とか、出産したら障害児

だったという方たち、すぐ入院しなければいけないとかいう方たちもいらして、また元

気にお子さんは産まれたのですけれども、出産後のブルーな感じになってだめだとか、

いろいろな方たちがいると思うのですね。これを一緒するのがいいかどうかすごく難し

いところなのですけれども、妊娠を喜べない、しかもかなりどうしようと思っているう

ちに、かなりの月がたってしまったとか、そういう方とか、出産したのだけれども出産

を喜べないという方たちの相談窓口のインフォメーションというのも、誰もが持ってい

けるような形で進めていただけるといいなと思いました。１つお願いです。  

 

○武藤部会長  

 先進事例がどこかにありますか。  

 

○岡本委員  

 私自身はあまり知らないのですけれども。  

 

○武藤部会長  

 世の中にないなら、今の提案は中野区が全国１位になれるご提案です。  

 

○梁川委員  

 民間で妊娠ＳＯＳという、望まない妊娠ということで、１０代のお子さんですね。そ

ういう人たちが２４時間、電話できる。そういう活動をしている人たちがいます。  

 

○岡本委員  

 そこがあるということを知らないですね。  

 

○梁川委員  

 だからそういうものを本当はこういうところに、どこかちょっと片隅にでも。でもそ

ういう人たちってこれを見ないですね。  

 

○岡本委員  

 １つは、例えばいじめ対策と同じなのですけれども、いじめがあればここに電話して

というのを各学校で配っていますね。みんな大体もらったって捨ててしまうのですけれ

ども、本当に困っている人は多分それをどこかにこっそりとっていると思うので、中学、

高校ぐらいの人たちに、これは男女ともなのですけれども、そういう名刺的なものを配

っておくというのも１つの策かもしれないですね。  

 

○梁川委員  

 東京都に相談窓口があるではないですか。でも東京都はやっぱり行政だから、時間が

限られているでしょう。東京都がどうするかというと、そっちへ回すのですよ。どうし

てかというと、そこは同行支援までやってしまう。１０代のお子さんと一緒に、もう親
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にも言えない、どうしようもないという、そういう人たち、東京都がそっちに紹介する

という事例があるので、中野区としてはどうなのかというとやっぱり望まない妊娠をす

る人たちをどう手当てして支援していくかというのは、先生おっしゃるようにインフォ

メーションは必要だなと私も思います。  

 

○武藤部会長  

 いろんな電話相談がありますので、妊娠ＳＯＳ１１９番といって、１１月９日の１１

９番の日に区と消防庁と関連のところとタイアップしてやるという手もあるかもしれま

せん。私ども１０月１０日は転倒予防の日と制定しているのですが、１０月１０日、テ

ンにトウ、転倒予防の日、東京消防庁と転倒予防１１９番というのをやっているのです

が、いろいろな提携の仕方はあろうかと思いますね。大事なご指摘だと思います。  

 ほかに話題提供で何かありますか。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支援       

 担当 )  

 今のことに関連してなのですけれども、こちらの資料の２のほうを見ていただいて、

妊娠前と書いてあるところで、一番上の項目「すこやかに育つ子どもたち」のところに、

一応妊娠、出産の啓発事業としまして、医師会にも協力していただきまして、中学生の

保健体育での授業ですとか、お子さんなんかが見やすいような、若い方向けに女性の体

についてのことですとかをわかりやすく、妊娠をするときまでの間に知っておいてほし

いことということをまとめたリーフレット、昨年度新規でつくりまして、啓発事業など

をやっておりますので、今年度もその事業は継続してまいりますので、お話があった内

容なども形として捉えながら対応してまいりたいと思っております。補足で済みません。 

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 

○岡本委員  

 ついでに１点だけなのですけれど、男子学生にも配っていますか。  

 

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局副参事 (子ども家庭支援センター所長・子育て支援       

 担当 )  

 もちろん配っています。  

 

○武藤部会長  

 中学だと全部です。  

 まだまだ佳境にだんだん乗ってきたようでありますが、ひとまず資料で説明されてい

ないものについて、追加で申し上げますと、「健康のため水を飲もう」の１０年のあゆみ

というのがございます。これは後でゆっくりごらんいただければと思いますが、東京都

水道局と厚生労働省の水道課でタイアップしてやってきた水分不足に伴う熱中症とか高

齢者の脳梗塞、心筋梗塞などを防ごうという全国展開の活動キャンペーンのやつ。中野

区の保健所長さんにも協力をいただいて、１０年余り活動してきましたので、参考にし

ていただければと思います。「自ら健康に、水から健康に。」がキャッチフレーズの１つ

であります。  

 それから今日、新たにお配りしているこの新聞がございます。一ノ瀬メイ選手であり

ますが、先般の会議で障害者の「害」を平仮名で書くというお話がありましたが、いろ
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いろなご意見があることは重々承知しておりますが、当事者のこの一ノ瀬メイさんの発

言が上段の左のほうに書いてあります。「障害者の“害”を平仮名の“がい”と書くのは

失礼、害だからよくないものだと思っている。それを健常者が平仮名にすることで自分

たちの罪の意識をなくそうとしているように思える。失礼」というのが当事者の１人の

意見でありまして、私の周辺のパラリンピアンたちはほぼこれと似たような意見を持っ

ていると今は感じています。いろいろなご意見があることは承知しておりますが、こう

いった発言もあるということであります。  

 このほかに各委員から具体的な情報提供等がありましたら、共有したいのですが、よ

ろしいでしょうか。  

 そういたしますと次回は６月１２日の月曜日でございます。それと全体会第２回目は

９月２６日の火曜日。という予定でありますので、メモをして次回もご参加をいただけ

ればと思います。  

 事務局のほうから何か追加で説明等ございますでしょうか。よろしいですか。  

それでは活発なご議論をいただきまして、一応私が把握している中では全員がご発言を

いただいたと思うのですが、私はしゃべっていないという人はいらっしゃいますか。大

丈夫でしょうか。  

 では、終わります。ありがとうございました。  

―  了  ―  

 

 


