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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４回）  

 

開催日    平成２９年６月１２日（月）１９：００～２０：４０  

 

開催場所   中野区役所７階  第５～７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、原沢  周且、藤田  温史、南  光保、村上  昌子、梁川  妙子、

吉成  武男、和気  純子、渡部  金雄         

欠席者  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  

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  

 それでは定刻になりましたので、開始させていただきます。第４回介護・健康・地域

包括ケア部会ということでお願いいたします。  

 本日は渡邉仁委員がご都合でご欠席と伺っておりますが、ほかの方はご多忙の中、今

日お集まりいただきましてありがとうございました。  

 アジサイの花がちょうど咲いているころで、入梅の時期は憂鬱になりますけれども、

アジサイの花を見ると少し元気になるかなという感じはいたします。今日ここへ来ると

きに、中野サンプラザの前で田中区長が、自転車で軽快に帰ろうとしているところに出

会いまして、「お帰りですか」と言ったら「お帰りです」と、爽やかな笑顔で幸せそうに

帰っていきました。  

 しまったと思ったのは、お水を出してくれるようになってありがとうと言うのを忘れ

てしまいました。皆さんによろしくお伝えくださいということでございましたので、し

っかり議論をしたいと思います。  

 手際よく進めて、早目に終われれば皆が幸せだと思います。今日は私の他に、１８名

の委員がいらっしゃいますので、全員どこかでご発言いただけると大変ありがたいと思

いますので、早目に自分が得意なところに手を挙げていただくとしゃべりやすいのでは
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ないかと思いますので、ご協力をお願いいたします。  

 本日の議題は審議事項が「子どもから高齢者までの健康づくり・介護予防施策（食育

含む）」ということ。報告事項が「すこやか地域ケア会議及び地域支えあいネットワーク

会議の実施状況について」ということになっております。  

 酒井副参事のほうから、本日の資料について、ご説明をいただきます。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 皆さん、よろしくお願いします。  

 渡邉委員が欠席、小林委員が遅刻されるということで連絡があったそうなので、よろ

しくお願いします。  

 では、配付資料の確認をさせていただきます。本日は資料１から資料１５までという

ことで送ってございます。今、部会長からご説明ありましたとおり、１から１３までが

審議事項ということで、後ほど資料の説明等させていただくものになります。それから、

後ろの１４と１５については報告事項ということで、説明させていただきたいと思って

おります。過不足ないでしょうか。よろしいでしょうか。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 資料は皆さんお持ちということでよろしいでしょうか。  

 それではまず、ただいまお話がありましたように、報告事項、資料は逆からいきます

と、資料１５を神谷副参事、資料１４を伊藤副参事から、ご説明、報告をいただきます。

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）  

 資料１５でございますけれども、こちらについては第３回部会の資料として提出して

いるところですけれども、その会議におきまして、少し資料について付記が足りないの

ではないかといったご指摘がございました。そこの部分について追加をさせていただい

ております。  

 追加している事項につきましては、障害福祉サービスの部分でございます。「障害があ

る子どもへの支援」の部分で、乳幼児期からのところに障害福祉サービスのことについ

て書かせていただいておりますけれども、そちらについて、歯科診療等について付記を

させていただいております。  

 あとの部分については前回お配りした資料と一緒になりますので、よろしくお願いい

たします。  

 報告については以上です。  

 

○武藤部会長  

 資料１５は障害福祉サービスの障害児歯科医療のところですね。そこに付記されたと

いうご説明で、差しかえになりますので、ファイリングしてください。  

 本件、何かありますでしょうか。よろしいですか。  

 ありがとうございました。それでは続きまして伊藤副参事から資料１４についての報

告をいただきます。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 資料１４は前回私がご説明した中で、ご質問をいただいた部分でお答えができなかっ
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たものでございます。宿題とさせていただきまして、本日ご回答ということで資料を提

出させていただいております。  

 ご質問の趣旨は、下のほうなのですけれども、地域支えあいネットワーク会議の、区

民活動センターごとの状況がお知りになりたいということでございました。あのとき私

は、全区活において最低１回から数回はやっていますということでお話しさせていただ

いたのですけれども、改めて２８年度について調べた結果がこの表のようなことでござ

います。  

 北部すこやか福祉センター管内の区民活動センター、４所ございますけれども、現在

はさまざま行事的な取り組みを行いまして、ネットワーク会議に向けての準備をしてい

るということで、ネットワーク会議としては実績がございませんでした。今年度は実施

の予定でいるということでございます。  

 それからあわせまして、すこやかの単位でやっております地域ケア会議についても４

所ごとのテーマ等、ご参考までに載せさせていただいております。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 先回の質問に対する対応についてプラスで確認をした上で、正確な情報を出していた

だきました。資料１４についてよろしいでしょうか。  

 ただいまのような対応は非常に重要だと思って聞いておりました。私も教員の仕事を

３５年近くやっておりますが、小学校、中学校、高等学校、大学でも「先生」と呼ばれ

る人は何でも知っているわけではなくて、むしろ知らないことのほうが多いのですが、

質問を受けると何でも知っているかのように振る舞う先生もいて、ごまかしてしまう人

がいるのです。知らないこととかわからないことはわからないといって、ちゃんと調べ

てくるからというと、自分の勉強にもなるのですが、その場しのぎで子どもたちがわか

らないからいいやと思ってやってしまう人が中にはおりますが、ただいまのはその真逆

で、きちんと調べてから正確な情報を出していただいたということで、大変結構だなと

思っております。  

 審議事項にいきます。「子どもから高齢者までの健康づくり・介護予防施策（食育含む）」、

この点について資料に基づいて酒井副参事から、若年期からの介護を含めてですね、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については、今回議論していただきたい論

点について整理をしております。私から簡単に今日の論点をご説明いたします。  

 本日のテーマは「子どもから高齢者までの健康づくり・介護予防施策」ということで、

論点の１つ目が若年期からの、川上志向と区では呼びますけれども、川上志向の介護予

防の取り組みということでこちらを議論していただきたいということです。  

 こちらに書いてあるように、介護予防が総合事業の中では非常に重要であります。実

際に区内の虚弱層といわれている虚弱な高齢者ですね。というのは９，０００人ほどい

るということを想定していますけれども、実際に区としては、提供できているのがここ

に書いてあるおよそ６５０人ぐらいということで、まだまだ数字が足りないです。  

 ただし、ではこれを８，９００人分、約９，０００人分提供すればそのメニューにみ

んなが来てくれるか。それは全くもって違いまして、要は参加してくれないのです。や

っていてもそこにお客さんが来ないという状態です。ということで、虚弱層の方々を事

業の参加に導くことが非常に厳しいと。特に男性の高齢者は難しいと思っております。
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この方策について、どのようにアプローチしたらいいのかというのが１つ。  

 それから、虚弱になって家から出てこないよりももっと手前でやれることがあるので

はないかということで、さらに川上の成人、もっとさかのぼれば子どものころからの体

力づくりも介護予防のためには当然影響が大きいだろうなと考えておりますので、そこ

ら辺の区としての取り組みをいかにしたらいいかというところもご意見いただければと

思っています。  

 それから、２点目は「食育、健診などを通じた生活習慣病予防と健康づくりの施策展

開」ということで、これも区としては、生活習慣病の予防だとか、それから特定健診、

保健指導、特に糖尿病予防対策なども実施しているところですけれども、今後データを

使って予防に重点を置いた施策を展開していかなければいけないといことで考えており

ます。  

 それに加えて、全ての世代に対する食育を推進すると。それから、健診も受診率が伸

び悩んでいるところもありますので、受診を区民に促すとともに、区民が日常生活で意

識せず健康づくりにどのように取り組んだらいいかを伺うというのが２点目です。  

 ３番目としては「スポーツ健康づくりムーブメントの取組み、運動実施率の向上」と

いうことで、中野区では新たに平成２８年７月に地域スポーツクラブというものを設立

しております。また、スポーツ・コミュニティプラザというものが区内には２カ所あり

ますけれども、そこを活動拠点として、区民の健康づくりに寄与する活動をしておりま

す。設立２年目を迎えまして、地域スポーツクラブがどのようにかかわっていったらい

いか。それから具体的に中野区の運動実施率の向上につなげていくためにどのような体

制づくりが求められるか。これが３点目になります。  

 資料１については以上でございます。  

 続きまして資料２と３をごらんください。資料２につきまして、これは「介護予防事

業の現状」ということで、２８年度と２９年度の実施予定のものについて数字を出して

おります。  

 まず表の上側、二次予防事業というのが、これは平成２８年度まで二次予防事業とい

いまして、虚弱層に対しての事業を行っておりました。このように見ていただくと、参

加者数は区全体でも１３０人程度ということで、事業規模としてはかなり小さいもので

ございました。平成２９年度、右側にいきますと、これでも２８年度に比べてかなり拡

大したということで、今年度は７１１人分定員をもっています。ただし、これも定員と

いうことですので、この７００人ぐらいが実際に参加するかどうかというのはこれから

の我々の努力次第かなということで考えております。  

 下側のほうが一次予防事業と左側にありますけれども、こちらがもうちょっと元気な

高齢者を対象にやっていた事業になります。具体的にはそこに書いてあるとおり、ロコ

モだとか骨盤底筋力向上だとか腰痛・膝痛とか、そのようなコースを設けてやっており

ます。  

 下のほうでは介護予防の総合講座ということで、栄養・口腔コースだとか、その他と

いうことで講演会やその他のコースも行っております。  

 右側にいきますと、一般介護予防事業ということで、今年度も大体同程度ぐらいで実

施をしているということです。右側の下側に明治大学連携講座とありますけれども、こ

ちらは今年度新たに実施するもので、明治大学と連携して、明治の中野キャンパスのホ

ールをお借りすることができまして、４００人規模で２回取り組めそうだということで、

ちょっと規模がふえているところです。  

 続きまして資料３をごらんください。資料３については、最初の３枚については中野

区というのではなくて、秋山弘子さんという方の研究のパターンです。これは何をあら

わしているかというと、自立度ということで、全国の高齢者２０年の追跡調査の中で、
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いかに衰えていくかというものの割合を男性と女性別に示したものです。上側の男性の

ところを見ていただきますと、７０％ぐらいの方はこの表で見ますと７２歳のところか

ら急激に自立度が落ちているということがわかっています。１９％の方はもっと早い時

期から、６０歳ぐらいから急激に落ちて、そのまま低空飛行をされる方が１９％、そし

てこれは男性の特徴なのですけれども、１０％ぐらいの方は本当に死ぬまで元気、自立

度がずっと高いままの状態でお亡くなりになるということが男性の特徴です。  

 かわりまして、下側が女性の傾向ということで、およそ９割近くの方が７０歳前後の

ところから緩やかに自立度が落ちているというのが特徴になります。  

 めくっていただきまして、東京大学の飯島教授の研究で、サルコペニアを予防するこ

との因果関係をあらわした表になります。サルコペニアというのは筋力が低下した状態

で、いわゆる虚弱というか、このままいくと寝たきりになってしまうよという、筋力が

低下した状態をいうのですけれども、それの因果関係をたどっていくと、その手前には

栄養状態が悪いとか、精神・心理状態が悪い。それから身体活動が落ちてきたとか、い

ろいろなものがあって、さらには栄養の手前には口腔機能が落ちてくるというところで

因果関係が強いということで、それをずっとさかのぼっていくと、社会性というものが

一番最初に出てきます。つまり、社会性が落ちると口腔機能が落ちたり、鬱になったり、

身体活動が落ちたりということで、社会性を維持することが極めて重要だという資料に

なります。  

 続きまして、その次のページの「生活支援・介護予防サービスの充実」ということで、

これは今、中野区としてどういうことに力を入れているかということを書いています。

虚弱にさせない、改善、それから進行させないということで、さまざまな施策を組み合

わせているところでございます。  

 最後のスライドが今回の「平成２９年度総合事業におけるサービスの流れ」というこ

とで、先ほど私が数字を出しました左側の虚弱高齢者というのがおよそ８，９００人、

推定をしております。その８，９００人のうち、参加していただけるのであれば、７０

０人程度が短期集中予防サービスというところに参加していただいて、そこからさらに

改善したり維持したりということで、下の住民主体サービスだとか、生活支援サービス、

それからさらに元気になっていただければ一般介護予防事業ということで、一番下のと

ころですね。こちらのほうに参加していただくということで、こういうサービスの流れ

の中で、それぞれの高齢者の改善を目指していくという概念図になります。  

 資料１、２、３の説明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。  

 ただいまの資料１から３までの説明あるいは関連の数字なども見ていただいて、もう

１つ資料１の裏面には各委員から第１回のときに出していただいたキーワードを列記し

てあります。「子どもから高齢者までの健康づくり」、「介護予防（食育含む）」、これらの

キーワードも含めて資料１から３でそれぞれお気づきのこと、確認したい点、質問、あ

るいはこういう提案というようなことがありましたら、どうぞご自由にご発言をいただ

ければと思います。  

 

○岡本副部会長  

 資料３の自立のところでございます。確かに男性のほうが自立度が高いと書いてあっ

て、自立というのは結局ＡＤＬなのですよね。例えば本当に生活自立でいきますと、御

飯を自分でつくって食べられるとか、お掃除するとかいうと、だめと言っては失礼です

ね。筋力はあって動けるし、ボディビルみたいな体力づくりを頑張っている高齢者の方、
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たくさんいるのですけれども、その方が家で自分でご飯をつくって食べるかというと、

できないですね。やはり奥様待ちみたいなところがあるので。自立度ということでいつ

も言っているのですけれども、何の自立なのか、生活自立なのか、自分の足で歩けると

いうことの自立なのかというのを区分したほうがいいのではないかと思っているので、

その辺ちょっとご検討いただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 自立度の中身ですかね。中身とレベルに留意しながら図表とかデータを見たほうがよ

いのではないかというお話でありました。  

 

○長田委員  

 資料２とそれから資料３の一番最後のスライド、３ページのスライドとの関係なので

すが、まず資料３の一番最後のスライドのところで、各種総合事業の展開というのをお

示しいただいて、右下のほうに「自主活動」ということで、社協のまちなかサロンなど

のご提示をいただいているのですけれども、社協のまちなかサロンでは、ここの資料２

のほうに書いてあるようなロコモ予防体操をしていたり、カラオケをしていたりという

ことで、効果としては介護予防に資する具体的な自主活動といえば自主活動なのだと思

いますけれども、展開しているということがあります。そういう意味で資料２は、介護

予防事業の区の施策、区の事務事業をあらわしたという前提でこういう資料になってい

るのだろうと思うのですが、地域全体の様子を考えるときには、やはり地域資源がどの

ように、どれだけあるのかということも重要な要素なのだろうと思います。これから地

域全体での課題解決を考えるという意味では、この資料２を否定するということではな

くて、裾野をもう少し広げて、地域資源の中での区の事業の位置づけみたいな形を展開

していただけたらよろしいのではないかと思います。  

 私からは以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。社協の事業展開と、その関連した他の事業との連携をいか

に広げるかということでありました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○花岡委員  

 資料２と３の同じ場所になるかと思いますけれども、歯科医師会のほうでもからだと

お口のいきいき向上コース等、なかなか人が集まらないということで苦労して、いろい

ろ集めていただいてやってはいるのですが、資料３の短期集中予防サービスを終えた後

の住民主体サービスということがありましたけれども、せっかくある程度参加していた

だいてそれなりに体操を覚えていただいて、体力が少し伸びたかなという後の継続とし

て、地域に帰ってそういう支援サービスをいろいろ利用されるとは思うのですが、地域

に戻ったときに継続できている人数というのはどう把握されているのか。続かなければ、

また同じサービスを繰り返すことになるので、その辺の継続性といいますか、一旦ある

程度回復して状態がよくなって、保っている人を常に状態のよいままに置かせるという

ことに対して、その辺の効果が出ているのか。  

 

○武藤部会長  

 質問なので、どうぞ。  
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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）  

 おっしゃるとおり、メニューに参加した後に、それが終わってしまうとまたもとに戻

ってしまうというのはよく聞きます。区としてはこの４月から始まった総合事業の中で、

短期集中予防サービスに参加した方たちを継続してつなげられるようなところが、例え

ば、一般介護予防事業であったり、それから先ほどの社協がやっているまちなかサロン

であったり、地域包括支援センターのほうでは、その人のニーズに合った形の活動が続

けられるよう、介護予防ケアマネジメントということで、その人のニーズをよく聞いて

いただいて、継続的な介護予防として何かないか検討するということをこの４月から始

めております。  

 

○花岡委員  

 そうすると、短期集中予防サービスが終わった人のほとんどがそういうところにうま

くはめ込められるのかどうか、またそこでもそれだけやったからもういいやという、中

途でやめてしまうというか、継続性がないような状態をいかにフォローして、網羅でき

るかなというところの方策なり、お考えなのでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 そこはまだ始まったばかりで、実態をしっかり把握しているわけではないのですけれ

ども、ケアマネジメントの契約をしていただくということなので、その人なりの続けら

れるための工夫なりを、地域包括支援センターに頑張っていただいて、そこをつなげて

いくというところが今、区が想定しているケアマネジメントの方策です。  

 

○小笹委員  

 前期高齢者になりました自分から見ますと、非常に切実な問題でございますが、先ほ

ど副部会長のほうから、ＡＤＬというお話がございまして、自立度は決して肉体的な健

康の度合いだけではなくて、生活をどれだけ自分でこなせるかという観点が大事だとい

うお話があったのですけれども、介護予防事業なんかの資料などを拝見しますと、対策

というのは基本的に、筋肉的な面が衰えているのをどうしていくかというところに眼目

が置かれているような気がするのです。  

 ただ、なるほどなと思いましたのは、資料３のスライドの裏側、２枚目ですか。「社会

性を維持することが口腔機能や心理状態、身体活動につながり、サルコぺニアを予防す

る」というところで、切り口というのは社会性のところなのだなという気がいたしまし

た。筋肉的な衰えを予防する対策も大切かと思いますけれども、社会性を保つためには、

もっと高齢者にも働いてもらうとか、社会的な貢献をしてもらうだとか、そういった施

策なんかとクロスさせながら、こういった予防事業を絡めていくともっと効果的なのか

なと思ったのです。  

 もうちょっと具体的に申し上げますと、シルバー人材センターとか、ハローワークと

の連携とか、ご専門の方々でしょうから、既にお気づきかと思うのですけれども、そう

いった切り口の施策というのはもう何か、具体的に実段階で推進されておられるのでし

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）  

 ご指摘いただいたところ、まさに介護予防だけではないと認識はしています。特に就

労、働いていただくのが一番いいのかなと思っています。区は、先日セブンイレブンと

協定を結びまして、そこで高齢者の就労促進を含め、いろいろなところで連携していこ

うではないかという話をしております。  
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 具体的に、高齢者の就労を進める上でということでは、今年度高齢者の就職相談会の

ようなものを区として始めているということですが、まだ始まったばかりということで、

成果というのは特には把握していません。  

 

○小笹委員  

 なぜこんな質問を申し上げたかと言いますと、キーワードというところで、区の行政

というのはこういった高齢者対策をどこまでやるのですかという質問を見ていたのです

けれども、今、年齢差による社会保障ですとか、そういったもののギャップなんかが指

摘されたり、高齢者にどんどんお金を使うことはいいことなのでしょうけれども、次の

日本はどうするのかという部分もあるでしょうし、もう少し広い意味で、今、お話した

ようなコンビニなんかで働くとか、そういったものが地域的につくられればいいのでは

ないかと個人的には思っております。  

 ありがとうございます。  

 

○梅原委員  

 今、すごく前向きなお話が出ているところにこういうことを言うのはちょっと恐縮な

のですけれども、先ほど岡本先生がおっしゃったように、体は元気でも家事ができない

というのは自立とするのか。もう１つ、自立には社会とのつながりというお話が出てい

ましたが、気持ちの自立ってあると思うのです。依存しないという。依存するにしても、

何を誰に依存するのか、誰に何を頼むのかということも含めて、精神的な部分、社会的

な部分の自立というのが資料３の最後のスライドの「閉じこもり  ８００人」と書いて

あるところかなと私は思っているのです。外に出ていって元気になろう、仕事しようと

いうのはすばらしいのだけれども、そもそも出てこない人をどうやって出したらいいの

だろう。二次予防事業のちょっと前までは鬱、閉じこもりの方たちに対しての訪問とい

う事業があったかと思うのですが、一番川上ということで言うならば、やはり出ていら

っしゃらない方への支援だと思います。さっき包括に期待しますと言っていただいて、

一生懸命頑張りますけれども、正直なところ、去年までの二次予防事業、リピーターが

多いです。とてもいい事業で、たくさんありますけれども、特に歯科医師会館でやって

いるのとかってすごく人気がありまして、「来年も来るわね」と言ってみんな帰っていく

のです。それがいいのか悪いのかわからないけれども、来てくださる方は正直なところ、

呼ばなくても来てくださるのです。だから、来ないというより出てこない人に対してそ

れこそアウトリーチしていくという形のメニューがあるといいなというのが実感です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 それぞれ重要なご指摘、アイデアだと思います。単独のプログラム、よくあるのが、

腸腰筋を鍛えれば運動器機能向上で転倒、転落が減りますから、みんなでもも上げをし

ましょうと。全員もも上げしているなんていう、１日、２日は行きますけれども、３日

目は来ないという。複合的なプログラムが大事だと。それは就労であるとか、今おっし

ゃったようなクロスするような、他の事業と絡めて、いろいろな窓口があって入りやす

くて持続しやすいようなものと組み立てるとよいのではないかという感じがしました。  

 他の市町村、都道府県でも写真撮影とウォーキングを組み合わせる、写生とウォーキ

ング、里歩きを組み合わせる等、文化と身体活動を絡めた総合プログラム。そうすると

写真を撮りたいから出ていったら随分歩いていたとか、結果として身体活動の向上につ

ながっているとか、先ほど小笹委員も就労というお話がありましたが、そういう総合的

なプログラム構成みたいなこともヒントになるのではないかと思いました。  
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 ほかにいかがでしょうか。  

 

○吉成委員  

 介護予防のマネジメントという中で、資料３では、先ほど言った社協のまちなかサロ

ン、老人クラブ、地域、町会、自治会がやっているもの。そういう資源をうまく利用す

る。遠くに行くより、まず近くにそういうものがたくさんあるのです。それをいかに皆

さんに知らせるかによって、介護予防のマネジメントをやっていくということも考えら

れるのではないかなと思います。  

 また、こういうものも地域ニュースに載っているのです。あの辺をうまく利用すると

いいのかなと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。貴重なご意見、アイデアを出していただきました。  

 それでは、後ほどまた総括、議論をいたしますので、次の話題に移りまして、資料４

から資料１２、食育、健診、生活習慣病予防などという関連で、健康づくりの施策につ

いて、只野副参事から説明いただきます。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 資料がちょっと多く、資料４から資料１２まで９点になりますが、食育、健診などを

通じた生活習慣病予防の健康づくりについて、簡単に説明させていただきます。  

 資料４は、区や地域住民、団体、事業者が実施しております健康づくり事業を年代・

世代別に図で示したものでございます。左の縦列に年代・世代をとりまして、横列に実

施主体別の事業を挙げています。  

 色分けにしておりますが、青が健康づくりを目的に実施している事業です。その中で

も特定の疾病予防を通じ、健康づくりを図るものを明るい緑、そして介護予防を通じ、

健康づくりを図るものをオリーブグリーンで記しております。  

 こうした事業は、中野区各地域においてはすこやか福祉センターや高齢者会館、地域

スポーツ・コミュニティプラザなどを拠点といたしまして、展開しているところでござ

います。  

 食育につきましては横軸の普及啓発事業のところで示していますが、また、ポピュレ

ーションアプローチを基本とした体験・測定等の事業などを展開しているところでござ

います。  

 健診については左の縦軸に近いところに、乳幼児から小・中学生、高校生、働き盛り、

退職後と各世代における健診を掲載しております。  

 中野区が実施するものは、中ほど右の「各種健診・がん検診  これに伴う相談」とし

て示しております。また、区は国民健康保険の保険者として、被保険者に対する国保・

特定健診・保健指導等を行っています。  

 資料中には示してございませんが、現在国は全ての健康保険組合に対して、健診レセ

プト等のデータ分析による健康保持増進のために事業計画を立てることを求めておりま

すので、今年度区のほうでは、保険医療担当のほうでデータヘルス計画の策定を検討中

でございます。  

 さらに資料に示してはございませんが、他に区民の方が受けている健診としましては、

協会けんぽや健康保険組合などが被保険者に対し実施する健診・特定健診や、雇用主の

労働者に対して実施を義務づけられている健康診断などがございます。  

 また、中ほどの「ポピュレーションアプローチを基本とした事業」の中で、白い楕円

で示したウォーキングマップの作成に今年度は取り組んでまいります。中野区認定観光
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資源などをめぐりまして、歩きながら自然に健康づくりができる、誰もが外に出て体を

動かして、楽しみながら自然に健康づくりができるという趣旨のウォーキングルートを

複数掲載したマップを現在作成中でございます。  

 続きまして、資料５に移ります。これはライフステージ別の食育に関する取り組みを

図式にしたものでございます。これら事業は先ほど申しましたように、地域の方へのア

プローチの視点から、主にすこやか福祉センターや高齢者会館の事業として展開されて

いるところでございます。  

 次、資料６に進ませていただきます。  

 こちらは健康寿命の推移です。ここでは東京保健所長会方式で算出した、中野区にお

ける健康寿命、要介護２の認定を受けるまでの平均自立期間といったものの推移をグラ

フで示したものでございます。グラフでは、男女とも健康寿命が少しずつ延びておりて

おりますけれども、中野区の女性は東京都の平均よりも少し上回っているというところ

が見てとれるかと思います。  

 健康寿命、先ほど言いました東京保健所長会方式における健康寿命とは、健康づくり

事業や介護予防事業の行政指標でございまして、何らかの障害のために要介護認定を受

けるまでの状態を健康と一旦定義して、その障害のために認定を受ける年齢を平均的に

あらわしたものでございます。  

 この指標を使うと、各自治体間での比較ですとか、経年変化での比較ができる利点が

ございます。この東京保健所長会方式は、介護保険における介護認定を受けた年齢を用

いるという、これは明らかに客観的であるということでの６５歳以降の健康である状態、

言いかえると先ほどのお話にもありましたけれども、自立した状態である期間を健康寿

命としたということでございます。  

 東京都では、要支援１の認定を受けるまでと要介護２の認定を受けるまでの年齢の２

つの指標を東京保健所長会方式で算出していますが、このグラフでは介護度２の数値を

使いました。  

 ちょっと資料６から飛ぶのですけれども、後ろのほうに参考１という資料がついてい

るのですが、こちらに「要介護度別に見た介護が必要になった主な原因」とあります。

先ほどの健康寿命と関連して見ますと、介護度２以上になる原因となるのは脳卒中が一

番多いということがわかるかと思います。  

次に資料７に移らせていただきます。これは中野区民の死因の年次推移でございます。  

 「悪性新生物」とあります一番上のグラフなのですが、これはがんのことです。圧倒

的にがんで亡くなる方が多くて、高いままずっと推移しています。このほか生活習慣病

である心疾患や、脳血管疾患で亡くなる方が続いております。ただ心疾患の方はちょっ

と伸びている、脳血管疾患の方はちょっと減少傾向であるけれども、まだ高い状態であ

るという傾向が見てとれます。  

 資料には示しておりませんが、平成２７年にがんで亡くなった中野区民の方は７８７

人、心疾患が４０５人、脳血管疾患が１８５人でございます。一方、資料７の一番下の

にあるグラフですが、老衰で亡くなる方は、ここ十年でじわりじわりと伸びているよう

な状況でございます。  

 続きまして、資料８に移ります。「健康診断の受診頻度」ですが、８７％以上の区民の

方が健康診断を受けている状況です。「ほとんど受けていない」という区民を年代別に見

ますと、３０代、そして６０～７０代、こちらはやや高い傾向がございます。  

 続きましてめくっていただきまして、資料８の裏面でございます。こちらのほうに「健

康診断を受けなかった理由」というのがございますが、６５歳以上の層では「病気治療

を継続しているため」と答えた方が４４％ありまして、医療機関でのフォローを受けて

いるということが推測されます。その一方で「健康なので必要性を感じない」という回
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答をしている方が３割いらっしゃるということは、ちょっと注目されるところです。  

 それから資料９に移ります。中野区で行っている「基本健診受診者の空腹時血糖・ヘ

モグロビンＡ１Ｃの保健指導・受診勧奨該当者」のグラフになります。基本健診で行っ

ている血液検査のうち、空腹時血糖とヘモグロビンＡ１Ｃというのは、糖尿病を診断す

る指標でございます。空腹時血糖は１２６ｍｇ／ｄｌ以上、ヘモグロビンＡ１Ｃは６．

５％以上が受診勧奨の対象となります。  

 ちょっとわかりにくいのですが、棒グラフのうち、各世代の明るい水色のグラフが受

診者数で、濃い青のほうはヘモグロビンＡ１Ｃが５．６以上６．５％未満という受診・

保健指導の対象となる人の数なのです。年齢を経るにつれて、保健指導対象者が増えて

いきまして、６５歳以上の受診者の約半数がヘモグロビンＡ１Ｃでひっかかる、保健指

導の対象になっている、５０歳以上だと３割が同じような傾向がある、糖尿病予備軍と

なっているという状況でございます。  

 続きまして１枚おめくりください。次は中学生の生活習慣病予防健診の結果でござい

ます。こちらは生活習慣病予防検診を希望する方に対して実施しているものございます。 

 健診では生活習慣病を疑う指標として３つ検査を行っています。１つは胸囲、これは

肥満度を想定するものです。それで２つ目はｎｏｎ－ＨＤＬコレステロール、これは血

液中のコレステロールの中から善玉コレステロールといわれるＨＤＬコレステロールを

引いた値なのですけれども、動脈硬化のリスクを管理する指標となる検査値でございま

す。３つ目が先ほどちょっと説明いたしましたヘモグロビンＡ１Ｃでございます。これ

らを検査しているわけなのですけれども、この健診で要二次健診となった生徒は、男女

とも２割を超えているといった状況でございます。  

 受診率ですが、中学１年生全体のうちの約７割弱がこれを希望して受けているという

状況です。  

 これに関連して、説明は省略させていただきますが、参考資料で「中学生の健康につ

いて」を本日机上配付しております。  

 続きまして、資料１１でございます。こちらは「生活習慣病の予防や改善に関する食

意識や実践について」という意識等の状況でございます。  

 続きまして資料１２です。食生活につきまして、区や都、国の資料から抜粋して、注

目していただきたいところに丸印をつけたのですが、四角の４番は朝食の欠食率です。

３０代男性のうち、５割が食事をとらなかったり、サプリメントやお菓子などで済ませ

ています。５０代の女性も４人に１人がそんな状況でございます。  

 あとは、四角の１０番ですが、「健全な食生活の心掛け」というところで、２０代から

４０代の男性は５割弱が健全な食生活を心がけていないと回答しています。  

 次に１５番ですが、生活習慣病予防や改善については、８５％の方が野菜をたくさん

食べるようにすることは意識しています。世代全体で見るとこういう状況もございます。 

 資料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。資料１２までということで、かなり膨大な資料であります

が、生活習慣病、食育を含めて身体活動、あるいは健診などと絡めた報告説明をいただ

きましたが、何か確認をしたい点、質問、あるいはコメントがございましたら、ご随意

にどうぞお願いをいたします。  

 

○南委員  

 最初の資料４のところで、健康づくり施策の年代別の施策のところで、私も含まれる

この壮年期というのですかね。特に４０歳から５９歳のところが、ぱっと見ても一番数
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的にも多いですし、充実しているように見えるのですが、この世代って特に男性は、こ

ういう活動にすごく参加しにくい。私なんかもそうなのですけれども、参加したくても

参加できない部分がありまして、実際にこれはまず質問なのですけれども、どれぐらい

の参加率というか、この世代はしているかということと、もう１つはこの世代に限らな

いですけれども、参加するように啓発するために、どのような工夫をされているかとい

うことをちょっと伺いたいと思います。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 それぞれの事業別の参加率というのは、すこやか福祉センターでやってたり、高齢者

会館や地域スポーツコミュニティプラザでやっている健康事業がありますので、どれだ

けの参加率というのは今、手持ちの資料がないものですから、一律には言いがたいので

す。ただ、働き盛りの方については、平日ですとか参加しにくい事業も確かにあるとい

うことは承知しております。  

 それから２点目の質問でございますけれども、参加しやすい仕組みづくりということ

なのですけれども、区報、ホームページ等での広報ですね。あとはすこやか福祉センタ

ー等を通じたチラシの配布等ですね。あとはこちらの左のほうにございますけれども、

中野区民の健康づくりを推進する会の皆様、健康づくりパートナーの皆様と健康づくり

事業を一緒にやっていますので、そういった方々を通じた普及啓発ということもやって

おります。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。先ほど女性の参加数が多いけれども、男性の参加の割合が

小さいということと、壮年期の男性は特に自分自身の職場での活動が多いので、区行政

とか地域への参加はなかなか難しいという現実があることも確かだと思いますが、これ

はここに限らず他の地域でもよく似たデータが出されております。  

 ほかにどうぞ、坂本委員。  

 

○坂本委員  

今のことに関連しているかなと思うのですけれども、男性がこういう会には参加しづ

らいというのと、男性に限らず、あんまりこういう会に参加するのは好きじゃない方も

いらっしゃるかもしれないのですね。  

 それで私が常日ごろ思っているのは、職場が江古田の森公園のすぐそばにありまして、

江古田の森の中は歩いていないのですけれども、毎日そのそばを、道を歩いているとラ

ンニングしている方がすごくたくさんいらっしゃいますね。  

 あそこを歩いている方を分類すると、まず犬の散歩をしている方。公園の中は入れな

いので外をずっとぐるぐる歩いていらっしゃるのですね。それと男性で、やっぱり４０

歳以上ぐらいの方と若い方のランニング。あと、高齢者の方は歩いていらっしゃる方が

すごくたくさんいらっしゃるのですね。  

 先ほど何かこれからウォーキングマップをつくるというお話があって、これすごくい

いと思いました。ただ、私もたまにちょっと歩いてみると、何か目安になるものがちょ

っと欲しいなと思って。ちょこっと「何百メートル」とか書いてあるのがあるのですけ

ど、一体どこから歩いて何百メートル歩いたのかというのが全然わからなくて、何かそ

ういう歩いていて、「あ、ここまで来たらこのぐらい歩けているのだな」とかいうのがあ

ると、ちっちゃいことなのですけれども、そういうことがあると割とやる気になって歩

けるかなとか思ったのですけれども、もしそういうご計画があるかもしれませんが、ち

ょっと提案で言ってみました。  
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○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 まだ検討という段階ではございますけれども、ウォーキングマップを使って歩いたと

きに消費カロリーですとか、どれだけの距離を歩いたとか、健脚度別の目安というよう

なことも今後検討していきたいとは考えております。  

 

○武藤部会長  

 目安というか、歩きがいがある工夫があるとうれしいというお話ですよね。あとはド

ッグランが整備されると、そこまで必ず犬と一緒に歩いていくので、人間も一緒に運動

することになると。家族の中でペットの存在感が非常に強くなっている時代ではありま

すので、そういう手もやっているところがあろうかと思います。「来世も  一緒になろう

と  犬に言い」なんていう川柳もありますので。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○金沢委員  

 例えばこういう講座に参加したら、ポイントがもらえるとかやっているところがある

のですよね。それでそのポイントをためると、何かちょっとしたものをもらえるとか、

中野区ではリサイクルのエコだけやっていますよね、ポイントは。  

 何か健康にもそういうのがあったらいい。すごい高齢者はやる気が出るのではないか

なと思いますけれども。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 ポイント制度については、ポイントがもらえるということで、健康づくり行動が誘発

されるという利点はあるかと思いますけれども、そのポイントがないと継続しないとか、

そういったこともあるかとも思いますので、ポイントについては、どのように実施して

いくか、まだ研究中のところでございます。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ポイントといいますと、我々もプランをつくる中で議論があったのですけれども、も

ともと健康というか、運動習慣があったり、運動に興味がある人は、進んでポイントを

ためて、一生懸命さらにやるのですけれども、そもそも運動が嫌いな人とかやらない人

が、ポイントでそこに入ってくるのかどうかというところを見きわめないといけないと

いうところの議論があります。  

 ただ、最近の調査で、どこかの町でやった実験で、介護ポイントをつけることによっ

て一定程度の層が運動を始めたという調査結果も出てきているようなので、そこら辺は

またちょっと研究しなければいけないかなと思っております。  

 

○武藤部会長  

 関西の川西市医師会がやっていますよね、ポイント制は。なかなか難しいところがあ

って、今おっしゃったような熱中し過ぎて、何のために歩いているのかよくわからなく

なってしまうみたいな人がいて、万歩計１万歩になると何ポイントとかとなると、最後

のほう足らなくなると、歩数計を振って点数稼いで、「今日も１万歩だった」とかって、

何か方法、目的と手段がわけわからなくなってしまう人が時にあります。だから、多分

ポイント制もいいけれども、全ての人に汎用性があるわけではないかもしれません。  

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。  
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○和気委員  

 先ほどの中学生の生活習慣病予防の健診の結果で、多分私どもとかそれ以上の世代の

方だと、あんまり中学生のときに生活習慣病ってあんまり考えたことはなかったと思う

のですけれども、自分自身も中学生、高校生の男子生徒の子どもがおりまして、中学生

が今やるのですかね、この生活習慣病健診。  

 日々の子どもたちを見ましても、今は本当に外で遊ぶ機会がなくなって、今ほとんど

スマホとかでもう１日中そういうゲームやったりしているのですよね。その子たちが高

齢者になったらどうなるのだろうと、ちょっと先恐ろしくなるような状況にあるのです

けれども、そもそもこういう子どもたちが「生活習慣病って、何でこういう健診してい

るかわかるの？」なんて子どもに聞いても、何か「さあ？」みたいな感じであんまり認

識なかったり。  

 このあたり、学校でご指導はいただいているのでしょうけれども、こういう子どもた

ちが今後、今の高齢者もなかなか介護予防は難しい中で、さらに外に出ないようないろ

いろなツールが出てきて、さらに社会性も含めてすごく深刻な孤立化が進むような時代

になってくるかと思うのですけれども、そのあたり何か区では子どもたちも含めて、介

護予防という概念は多分彼らにはないのでしょうけれども、スポーツをしていくことの

重要性とか、あるいはそういう機会というものを積極的に何か働きかけるようなことっ

て考えていらっしゃるのでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 なかなか答えるのが難儀な質問ですね。  

 国全体で取り組まなければいけない話なのですが。  

 

○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）  

 区のほうでも、そこら辺あたりは課題と当然認識しております。統計的にも携帯電話、

ゲームなどを使っている児童・生徒の割合を把握して、その傾向を見ながらということ

もやっているところです。  

 小学校よりは中学校のほうがテレビゲームの割合は多いですし、ここ数年の傾向を見

ても、増加傾向にあるところもございます。  

 そういう中で、例えば１つの領域では食育といったところもあります。自分に対して

どういう意識を持ちながら生活をしていけばいいのか。そんなところについては、学校

の中でも指導をしているところです。  

 

○武藤部会長  

 小学校に行く前で運動遊び、外遊びの体験がないと、そのおもしろさみたいなものが

小学校・中学校で持続しないのだと思うのですね。  

 もう既に小学校就学前の段階で、もうスマホなりテレビゲームのおもしろさと刺激に

魅惑されてしまっていて、体を使った運動遊びとか集団遊びのおもしろさを体験できて

いないと、中学校になってから「さあ、体を動かしましょう」なんて言われてもなかな

か難しいのだと思います。  

 したがって、小学校へ入る前のところで、地域で、みんなで体を使った遊びとか、み

んなで遊ぶことがおもしろいのだということを、これはもう区行政というか、地域でや

らないと、今の子どもたちは大変不幸な青少年時代を過ごすのではないかという懸念は、

もう全国津々浦々同じではないかという気がしております。  

 欧米では赤ちゃんにもスマホを持たせていて、赤ちゃんがひとりでいるときにスマホ

を操作しているとかいう怖い映像を見たことがありますけれども、本当に自分たちがや
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っていることが子どもたちを損ねているという自覚を持たないと、お金さえもうかれば

いいということで、結果的に子どもたちの未来を損ねるのではないかという相当深刻な

ことなのだと感じております。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。岩川委員。  

 

○岩川委員  

 今の子どもの運動経験というところでは、文部科学省では２０１２年に「幼児期運動

指針」というのを出しているかと思うのですが、中野区ではそれよりも先に「運動遊び

プログラム」というのを幼児研究センターでしたかしら。その辺が主になりまして、中

野区内の幼稚園や保育園などでいろいろな調査を行って、運動遊びのプログラムという

のをつくって、かなり推進しているかと思います。  

 そして、中野区では幼児研究センターというのがありまして、ゼロ・１・２歳児の運

動遊びというテーマで、何年かにわたって研究会というのもしていたと思います。  

 

○武藤部会長  

 今のお話は了解できる、あるいはさらに補足説明できる方はいらっしゃいますか。区

として行っていた運動遊び事業の展開は、ほかの２３区内でも先進的な取り組みである

というお話のように伺えますが。  

 

○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）  

 ちょっと補足というところまでは説明ができないのですけれども、今お話いただいた

先駆的な取り組みを中野区ではこれまで行ってきております。  

 

○岩川委員  

 全国的な文部科学省のそれよりも先に行っており、あとゼロ・１・２歳児の運動遊び

というテーマでの研究会も行っていたと思います。私、中野区でアドバイザーをした経

験がございますので。  

 

○武藤部会長  

 先駆的な仕事はさらに持続しないと追い抜かれてしまうので、ぜひ進めて広げていた

だくことが大事かと思います。  

 全国各地ではそれに近い仕事は随分あります。保育園、幼稚園、小学校低学年。小学

校で２５分の休み時間のところで一斉に運動遊びを全校一緒でやっているという取り組

みもあります。  

 

○渡部委員  

 質問なのですけれども、資料１２の１０番のところで、先ほど「健全な食生活の心掛

け」というところで、２０代から４０代の男性が「心掛けていない」というところで丸

があるのですが、女性のほうが随分少ないのですが、これ設問の内容ってわかります？

どういうアンケートの仕方をして、どうして男性と女性がこれだけ違うのか、ちょっと

疑問に思ったのですけれども。  

 

○武藤部会長  

 対応可能ですか。  

 

○渡部委員  
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 多分、単純な質問してしまうと「ああ、もう自分はあまり心がけていないんだ」とい

うところで男の人は丸をしてしまう可能性があって、女性の場合にもうちょっと詳しく

いろいろあるので、「いや、私は２食しか食べていないけれども、意外とちゃんと心がけ

ている」と。だから、男の場合は「３食食べなきゃ、これは心がけていない」とか、何

かそんなところがあるのかななんていうので、随分このところに差があるものだから。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 済みません。一旦保留とさせていただいて、後ほど回答させていただいてよろしいで

しょうか。  

 

○渡部委員  

 わかりました。ちょっと不思議に思っただけですので。  

 

○武藤部会長  

 では、会議が終わるまでに確認がとれるようであれば、正確な情報を出していただい

たほうがいいので。先ほどの冒頭であった質疑応答と同じだと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、こちらが先だったので。  

 

○藤田委員  

 先ほどの幼児期の運動支援というところがあったのですけれども、たしか各小学校の

１・２年生に昨年度から体力向上授業というのを行っていたかと思いますので、それが

健康づくりに入るのかどうかはわかりませんが、そういう授業を中野区さんもおやりに

なっているということをここにもつけ加えたほうがよろしいかと思ってお話をさせてい

ただきますが、いかがでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 せっかく実施しているのなら、そこに書いておいたほうがいいだろうというお話で、

温かい発言だと思います。  

 

○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）  

 中野区では、各学校体力向上プログラムを策定して、子どもたちに体力が身につくよ

う取り組みをしているところです。具体的にはこのプログラムの中では指導計画、取組

実践、各学校の実情に合わせた内容を設定するというところで、あと「中野スタンダー

ド」という目標設定を区で持っていまして、それをどのように達成していくかというと

ころで取り組んでいるところがあります。  

 先ほどの資料の中には、確かに体力向上プログラムというところの記載がちょっと見

えないようですので、その辺は補強して見えるようにしたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。村上委員どうぞ。マイクをお願いします。  

 

○村上委員  

 体力のほうなのですけれども、幼稚園、保育園もそうかな。中野は園庭がすごく狭い

ところがものすごく多いのです。それで、乳幼児のお母さんも園庭はどこが広いかとい

うので決めている人もかなり多いのです。結構中野区の中でもビルの中で預かりをする

ところもどんどん増えているので、同じ年代の子と遊ぶことがない子がかなり増えてき



17 

ているということが、これから問題になってくるなと私は思っていて、この間、ひがし

なかの幼稚園の園長先生とお話したときに、自分の幼稚園と近くのそういったところの

お子さんをたまに呼んで一緒に遊ぶこともするということを聞いて、例えばそのマンシ

ョンなりビルなんかのところで、ゼロ歳から育って６歳までそこにいる子がいるという

のも聞いたし、これから小学校に上がったときに初めていろいろな子とかかわることが

できる、自分と同じ年代の子とコミュニケーションをとるのが初めてになるお子さんも

どんどんふえていくのではないか。やはり預かりはかなりふえてくるので、お勤めなさ

っているからとても親も助かり、区も大分待機児童的なものがいなくなったよという割

には、心のケアとか体力とか、それから食べているものが本当に大丈夫なのかというほ

うが、私は思っているので、今の保育園、幼稚園のお子さんが主体ではなくて、そうい

うところも見ていかないと、小学校に上がったときになかなかほかの方とのコミュニケ

ーションができない子はもう現実にいますので、地域でミニリーダーとかそういった形

でお子さんと接した場合に、ほかの子とかかわるのがとても下手で、大人がそこの間を

とってあげなければいけないお子さんがどんどん増えているなというのはすごく感じて

いるのです。なので、子育てひろばの中でも、狭くても来ている親子さんはまあいいの

ですけれども、そうではなくもう預けっ放しになっている方もどんどん増えていくので

はないかということでちょっと心配だなと、私は今、地域の中では感じているのです。  

 

○武藤部会長  

 何かコメントありますか。  

 

○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）  

 まず、園庭のない保育園等につきましては、やはり地域の中で利用できるところを確

保できるようにというところで、例えば小学校の校庭を利用できるようにしたりという

取り組みについては進めているところです。それは完全な解決、解消までには至ってお

りませんけれども、できるところでの工夫を今後もしていきたいと考えております。  

 また、小学校に入るまでに子どもたちの発達に応じて確実に身につけて、経験させた

い、そういう内容につきまして中野区では「就学前教育プログラム」というものをつく

りまして、それに基づきまして保育園、幼稚園と小学校の教育連携でありますとか、保

育園、幼稚園相互の連携、そんなところを進めているところです。  

 今、下地はあるのですけれども、就学前の教育の充実というところについてはさらに

取り組みを進めるため、今、子ども・子育て支援事業計画なども見直しをやっています

けれども、そういったところにもまた具体的な策を講じていくように検討しているとこ

ろでございます。  

 

○武藤部会長  

 網野委員、よろしいですか。  

 

○網野委員  

 資料７の死因の年次推移を見ますと、私は非常に気になるのが、やはり老衰がふえて

いることです。数そのものはもちろん悪性新生物や心疾患ほどではないのですが、老衰

がふえているということは、すなわち介護の期間が相当長くなっている人たちが多い。

すなわち自宅で家族だけが介護するのはもうどう考えても無理だという人たちがどんど

んふえていて、その中にあって、例えば中野区だの、杉並区だの、新宿区だの、大田区

だのというところは、預ける施設も少ない。この中野区の地域包括ケアシステム推進プ

ランを見ますと、新しくそういう施設をつくるという案もありますけれども、それでも



18 

現実は間に合わないと思うのです。そういう場合に介護を地域の中で支え合うか、ある

いはふえ続ける、長期間にわたって介護の必要な人たちをどういうふうにして支えてい

くかということを相当真剣に考えないと間に合わない時代が来ていると思います。  

 区がどういうことをする、こういうサービスがあるということはもちろん大事だと思

うのですけれども、もう住民自身が、あるいは高齢者自身が周りからの援助を期待しな

いで自立的に自分は生きるのだと、あるいは自分の死に方を人任せにしないで、自分の

死に方を自分がどういうふうに考えるのだという人たちを多くつくっていくと。行政が

そういうことを言うと、物すごく高圧的になってよくないと思う人もいるかもしれない

けれども、現実はポピュレーションアプローチをする場合にも、そういう考え方をお１

人お１人がやはり持っていくことが大事だということ、何をしてさしあげるとか、何が

できるとかではなくて、もう行政にも限界があるのだということを正直に言ったほうが

いいのではないかという気がしておりますが、これはへんてこりんな考え方でしょうか。 

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。貴重なご意見だと思います。自分らしく生き、自分らしく

死ぬ。その覚悟を１人１人意識させるのが行政だという言葉もあります。それが全て正

しいとは思いませんが、そういう時代に入ろうとしていることはたしかかと感じてはい

ます。  

 ありがとうございました。それでは次の話題に移ります。スポーツに参ります。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 済みません、先ほどの回答がまとまりました。  

 

○武藤部会長  

 では、お答えください。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 先ほどの資料１２の１０番なのですが、こちらは平成２９年３月の農林水産省消費・

安全局が出した「食育に関する意識調査報告書」というものから引っ張ってきておりま

す。  

 この設問ですが、「あなたは日ごろから健全な食生活を実践することを心がけています

か。この中から１つ選んでください」というもので、「常に心掛けている」「心掛けてい

る」「あまり心掛けていない」「全く心掛けていない」「わからない」。この５つの選択肢

から選んでいただくものでございます。  

 即答できなくて申しわけございませんでした。  

 

○武藤部会長  

 先ほどの渡部委員の質問の趣旨で、ある部分は説明ついたと思いますが、それ以上深

く追求するのもお気の毒だと思いますので、ひとまずよろしいですか。  

 

○渡部委員  

 結構です。  

○武藤部会長  

 それでは、スポーツに参ります。永見副参事から資料１３。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  
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 それでは、資料１３「中野区における地域スポーツクラブの展開」をごらんいただけ

ればと思います。区は「スポーツ・健康づくりムーブメント」という、住民主体で運動

スポーツを推進していくことを目指しているわけでございますが、中野区で昨年地域ス

ポーツクラブを設置いたしまして、こちらを推進力として、さまざまな事業の実施を通

じて、スポーツ・健康づくりムーブメントを形成していくことを目指しているところで

ございます。  

 ことし設立２年目を迎えまして、会員の「マイクラブ意識」の醸成でございますとか、

自主活動の促進等クラブの活性化を行っていくということを目指しているところでござ

います。  

 「地域スポーツクラブの組織および役割等」ということで表がございまして、クラブ

を統括する理事会が全体の計画の決定などを行っております。その他、表の一番下です

けれども、スポーツ・コミュニティプラザ、現在中部と南部にございますけれども、そ

れぞれに会員により構成される運営委員会が設置されて、事業の実施に関する役割を担

っているところでございます。  

 会員は個人会員、団体会員があり、事業に参加できたりとか、使用料が減免になった

りとか、特典がついているところでございます。運営委員会は会員の代表の位置づけで

す。  

 ２番、事業内容ということでございまして、裏面をごらんいただきますと、区の事業

と地域スポーツクラブの事業という形で分かれておりまして、区としては地域スポーツ

クラブに多くの方が参加していただくために、いろいろなスポーツ教室、講座等を実施

しているところでございます。地域スポーツクラブの事業は、５項目ほど挙げさせてい

ただいております。「区民の健康及び体力の保持増進」、「地域住民の交流の促進」「スポ

ーツ指導者の養成及び資質の向上」「学校における部活動の支援」、「スポーツの競技水準

の向上」ということを目指してさまざまな事業を実施しているところでございます。  

 ３番、中部、南部、それぞれ書いてあるような施設がございます。  

 ４番、会員登録の状況でございますが、この会員制度というものは、昨年の７月に開

始をしたところでございますけれども、両施設あわせて個人会員が６，８００名を超え

ているものでございます。団体会員についても２００団体を超えております。  

 ５番、中野区の運動実施率、こちらを今後向上していきたいと考えているところでご

ざいますが、昨年度の実績としては５３．０％という結果が出ておりまして、内訳とし

て男性のほうが女性より少し多い状況で、年代としては最も高いのが７０代で、低い年

齢が２０代という結果が出ております。参考までに東京都の実績では、５６．３％とい

うことで、若干東京都全体のほうが高いという状況でございます。  

 ご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。スポーツにかかわる説明ですが、地域スポーツの推進とい

うことで、地域スポーツクラブを設置して、さまざまな事業を展開しているというご報

告と実績数値でありますが、何かお気づきの点、質問、確認したい点がありましたら、

どうぞ。  

 

○渡部委員  

 南部と中部にできて実施しているのですが、西部、北部は視野に入っているのですか、

つくる予定というか、設置する場所もかねて予定に入っているかどうか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  
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 現在２カ所あるわけですけれども、今後区内４カ所、すこやかと同じ圏域に設置して

いく計画になっておりまして、鷺宮、北部を今後つくっていくということで、鷺宮につ

いては具体的なスケジュールも決まっております。現在の鷺宮体育館を平成３１年度か

らスポーツ・コミュニティプラザに転換するということで計画されております。  

 北部については、沼袋小学校の跡地ということで、１０か年計画で描かれておりまし

て、スケジュールについては現在検討しているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 各地域を見据えながら徐々に展開をしていこうというお話のようです。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○村上委員  

 地域スポーツクラブ事業の中でスポーツの指導者の養成と書いてありますけれども、

「区内のスポーツ指導者を養成するための講習を実施」と書いてあるのですけれども、

これは例えば中学校とかそういうところにスポーツの指導者を派遣するというか、そう

いう何かもあるのでしょうか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 スポーツ指導者もいろいろな形があると思います。例えば地域スポーツクラブでやっ

ているスポーツ・コミュニティプラザ事業の講師ということも考えられるかと思います

し、今、委員がおっしゃったような中学校の部活動の外部指導員を学校側で手配するの

が難しい学校もあるということは聞いているところでございますので、そういった外部

指導員になりたい方を養成したり、現在の外部指導員のスキルアップとして講習を行う

とか、そういった事業を実施していきたいと考えております。  

 

○武藤部会長  

 中学校の部活動の外部指導員は非常に重要な役割をすると思うのですけれども、実際

にどういう方が多くその任を務めていらっしゃるのでしょうか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 現在の外部指導員につきましては、学校のＯＢであったりとか、先生のお知り合いで

あったり、紹介であったりとか、そういった直接のつながりの中で、外部の方にお声が

けであったりとか、こちらから声かけをしたりとか、そういった中で外部指導員を引き

受けてやっていただいている状況だと聞いております。  

 

○武藤部会長  

 そうすると区の中学校の部活動の外部指導者の方を集めて情報交換とか意見交換とか、

そういう機会が設けられているわけではないのですかね。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 教育委員会の所管にはなりますが、そういった全体を集めて何かをするというのは、

今のところ実施しているとは聞いておりません。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 それでは、スポーツに限らず合計３つの話題を議論していただきましたが、全体的に、
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あるいは連携した話題でも結構ですので、総活論議ということで、髙松委員と小林委員

は優先発言権がありますので、積極的にご発言いただけるとありがたいですし、梁川委

員は最後の最後で多分たくさんお話をいただけると思っております。  

 

○髙松委員  

 薬剤師なのですが、実は今、薬局の薬剤師も健康寿命の延伸ということで、健康サポ

ート薬局という機能を持たせた薬局をどんどんつくっていきましょうということで、昨

年の１０月からそういう申請制度が始まってきております。薬局というのは処方箋がな

いと入れないというぐらい調剤に傾いている業務になっていまして、それを調剤だけで

はなくて、ＯＴＣもしかり、健康食品もしかり、保健衛生に関する品目も扱うというこ

とで、昔の薬局の形態に少しなって、地元に密着した形でやってくださいと求められる

ようになりました。  

 そこで、健康サポート薬局というところが、利用者の方々に健康のためのアドバイス

をやったりだとか、これもまた健康食品を売るほうに走ってしまうとまずいのですが、

そうではなくてちゃんとバランスがとれて、その人の個人情報も持っていますから、そ

の人にあったさまざまな提案をして、それが皆さんの健康寿命の延伸につながればいい

かなと考えています。まだまだ数は少ないのですが、これからそれが進んでくると思い

ますので、ちょっと情報提供です。  

 それから、あとはフレイルとかそこら辺のところなのですが、筋肉的な問題もあるか

もしれませんけれども、やはりまず第一歩やってみようというつながりがどこかにない

といけないと思うのです。食事なんかでもおひとりになってしまうと、もう自分１人だ

からというのでコンビニの御飯で済ましてしまったりとか、はしょってしまったりとか、

そういうこともありますので、何かそこがつながるようなツール、例えばスマホに１日

１回お伺いメールを流すとか、そういうものでもいいですし、一言アドバイスを流す。

うまくすれば、それが逆に今、災害なんかで使っている安否確認システムがありますよ

ね。ああいうのと連動して返信してもらったら、この人はちゃんと元気に過ごしていら

っしゃるなというチェックもできるかもしれません。  

 あと、公園でよくお散歩されたり、ランニングされたりとか言いましたけれども、そ

ういう人が集まっていらっしゃるところでも、さらに健康のことを意識してもらうため

に、例えば給水所をつくって、アドバイスをするような場所を設けたり、そういうのも

１つの手かなとちょっと思いました。これはあくまでも私の意見です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。健康サポート薬局という看板は出されているのですか。  

 

○髙松委員  

 承認されますと看板がつきます。ただ、まだ件数がすごく少ないのです。日本全国で

も２００件ぐらいしか登録をしていないので、それがこれからちょっと進んでくるとは

思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。薬局がまちの健康ステーションという言い方を、この前、

北海道に行ったら、薬剤師の会のお話がございました。  

 ほかにいかがでしょうか。では、小林委員。梁川委員は後でお願いします。  

 

○小林委員  
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 前半いなかったので、もし先にそういう議論が出ていたら重なってしまって申しわけ

ないのですが、資料の４番を拝見させていただくと、予防が大事ということで、介護予

防、疾病予防とたくさん講座があるのですが、ぜひその中で特に高齢者の方に適切な医

療機関の受診を呼びかけてほしいなと思います。というのも、私たち介護をしている側

からすると、こういう講座で、あるいはテレビで脳梗塞の前触れの症状かもみたいなも

のを見ると、私たち介護をする側が仕事から帰ってきたころに、時間外に病院に連れて

いってくれと言われたりですとか、また、不在の間にこの前健診を受けたばかりなのに、

もう一回病院に勝手に行ってきてしまって、同じような検査をもう一度受けているとい

うことがよくあります。  

 予防を推進しているのはなぜかと言われれば、医療費を抑えるためだと思うのですけ

れども、それでは本末転倒になってしまいますし、医療を提供されている方々の負担に

もなってくるのかなと思いますので、ぜひこういう場で予防は大事だけれども、適切な

受診を心がけるというところも同時に普及する機会にしていただけたらなと思います。

以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。テレビの医療番組で脅すのですよね。すぐに行きたくなる

らしいです。この検査は絶対大事ですよとかいうと、翌日の朝、その科がすごく繁盛す

ると。似たようなことがあちこちであるようなのです。ご指摘のことは非常によくわか

ります。  

 今の件、何かございますか。  

 

○髙松委員  

 関連です。やっぱり週刊誌の見出しとかを見て、見出しと中身がやっぱり違っていて、

見出しはかなりインパクトがあるように出されています。それを見てこられて、例えば

この薬を飲んではいけないとか、そういうふうに薬局の窓口なんかでもいろいろなご相

談があるのですが、とにかく中身をちゃんと見て、正しい情報を伝えるのが私たちの役

目だと思いますし、先日あるテレビ番組でもトラブルがありましたけれども、本来なら

ば保険ではそれに使えない薬が糖尿病の予防に効果があるという出し方をしたとことに

関しましても、やはり薬剤師会としてきちんと申し入れをして、修正もかかりました。

それは薬剤師会だけではなく医師のほうからも出ました。だから、正しい情報をきちん

と伝える役割というのは、身近な専門家がそれをやっていかなくてはいけないのかなと。

どうしてもマスコミはいかに視聴率とか売り上げを伸ばすかという感じで見出しを出し

てきますので、そこら辺もご注意されたほうがいいかなと思いました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。正しい健康情報を拾う、あるいは発信できる仕組みという

のも地域において極めて重要な保健医療施策かと思いました。  

 お待たせいたしました。梁川委員、どうぞ。  

 

○梁川委員  

 今回、食育が出てきましたよね。生活習慣病と食という問題は本当に大きな今後の課

題になっていくのだろうと。私も子育ての現場に入っていくと、授乳期のお母さんがこ

れを食べているのかというぐらいびっくりする。あるいはそのお宅に行って、冷蔵庫を

あける。今、赤ちゃんを産んだばかりのお母さんだよなと思いながらいろいろなことを

やるのですが、あまりにもわかっていない。これが後々生活習慣病にいくわけで、例え
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ば産後間もない、まだ１カ月もたっていないおかあさんの冷蔵庫をあけると、とにかく

肉まん、餃子、シュウマイ、こういうものがびっちり冷凍庫の中に入って、これを食べ

ているのだな。悪くはないけれども、野菜類だとかお味噌だとかが一切ない。お味噌汁

は嫌いなのと聞くと、大好きですと。お味噌はないのと言ったら、インスタントの味噌

汁を持ってくる。これですと。「ああ、そう」と言いながら野菜がとれていないとか、こ

ういう現実を結構目の当たりにしてくると、食がどう自分の健康、そして今後の社会の

形成に大きなインパクトを与えていくか。だから、この辺が赤ちゃんを育てる人たちで

さえちゃんとわかっていないところに大きな問題があるような気がいたします。  

 この生活習慣病を予防していくのも当然のことながら、区を挙げてどう啓発していく

か。どこの世代においてもやっていかなければいけないのだけれども、こういった１つ

１つステージがありますよね、子育て、あるいは子どものころ。こういうところでどう

インパクトを与えていくかというこの施策に関して、より具体的なものを考えていかな

いと、もうこのデータだけでこうだああだなんて言っているところは終わっているよう

な気がするので、例えば足立区では、区の各飲食店で御飯を食べる前に野菜が出てくる。

これを協力しているところにはステッカーを貼っていくとか、何か区として食生活をき

ちんと、バランスをとって食べていくことが大事なのだということを区民に働きかけて

いくことも、もうそろそろ形として出していったほうがいいのではないかなと思います。 

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 確かに梁川委員のおっしゃるように食育といいますか、食というのは健康づくりの大

きな柱になるということは十分承知しているところでございます。ここの普及啓発の部

分は、確かに区としては少し弱いのかなと考えているところでございまして、そういっ

た普及啓発、先ほど会長のほうからも言われましたように、正しい健康知識といいます

か、食の知識、そういうところを発信していくような仕組みについては今後検討してい

きたいと考えております。  

 

○武藤部会長  

 中野区に保健師さんは何名いるのでしたか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 今現在４２名でございます。  

 

○武藤部会長  

 中野区の人口は何名でしたか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 ５月１日現在で３２万２，７００人ほどでございます。  

 

○武藤部会長  

 ４０数名で赤ちゃんから高齢者まで運動の指導と食事栄養とさまざまな生涯施策の最

先端の仕事をするというのは難儀な仕事だと思うのですが、東京２３区の中での比率は

いかがですか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 ２３区の中では保健師１人当たり８，０００人ほど持っているのですけれども、中野

区の場合は平均よりも少ないかなというところですかね。２３区ですと、平均すると保
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健師１人当たり８，３００人、中野区ですと１人当たり７，７００人ということで、そ

れほど大差はないというところです。  

 

○武藤部会長  

 私は地方へ行くことが多いのですが、保健師さんは健康施策の最先端の担い手であり

まして、栄養改善、食事の指導、運動指導からということで保健師さんのできる範囲は

限られてしまうし、人的にも大変困るし、健康施策をしている間に保健師さんが健康を

害してしまった例もあるくらいで、補助をする仕組み、そこを地域でどう捉えていくか

というのはどこも似たような検討材料で、地域運動指導員であるとか保健補導員である

とか、住民の方にサポートしてもらう担い手でお手伝いをいただく、そういう教育を介

して区の保健施策を広げていく、そういう手だてがないと保健師１人当たり区民７，７

００人は少ないとおっしゃったのですが、地方に行ったらとてもそんな比率ではありま

せん。ですから、保健師さんの負担が非常に大きいということは変わらないのではない

かという気はしています。そういうサポート施策を検討することも必要なのではないか

と。それは食事栄養改善から、運動指導から、全般的な保健指導からというふうには感

じました。  

 ほかに何かございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、皆さん思う存分語っていただいたようでございますので、次回の件につい

て、酒井副参事。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 次回の日程の確認をさせてください。７月１０日、場所はここと同じで、時間は７時

から９時まで。議題については、介護生活支援サービスについて、それから介護保険の

事業計画についてということで予定していますので、よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 それでは、今日与えられた課題について十分議論いただきまして、ご協力感謝申し上

げます。  

 それでは、大学の授業も早くと終わると学生が喜ぶので、会議も早く終わって、皆さ

ん元気に帰りましょう。ご苦労さまでした。ありがとうございました。  

―  了  ―  


