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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５回）  

 

開催日    平成２９年７月１０日（月）１９：００～２１：００  

 

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、渡邉  仁、渡部  金雄         

欠席者  和気  純子  

       

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  

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  

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７時になりましたので、第５回の部会を開始します。どうぞよろしくお願い

をいたします。  

 中嶋しゅうさんという６９歳の俳優が、舞台をやっていてステージから落ちて、頭を

打ってという話だったのですが、急性大動脈解離で解離が起きたので立っていられなく

なって落下したと。東京消防庁の用語でいうとあれは墜落なのですけれども、新聞とか

テレビは転落という言葉を使っていますが、転落というのは体の一部が接しながら転が

り落ちることで、墜落は接しながら落ちていない、体がそのまま落っこちてしまうもの

ですから、解離性大動脈瘤、昔でいうと破裂でありますが、中嶋しゅうさん、鷲尾真知

子さんのご主人で、映画「日本のいちばん長い日」の東条英機をモデルとした東郷茂徳

役で、実に絶妙な演技をしたお方でありますが、この暑い時期なので、脱水が背景要因

として恐らくあって、それで血圧が急に上がって大動脈解離を起こしたのではないかと

思います。私のおじもこういう会議中に、こうやって発言している最中に大動脈解離で

１日半で死亡してしまいました。高齢者の水泳大会でも息こらえをして５０メートル自

由形を泳ぎ切ったら、その場で大動脈解離で死亡した、すくい上げたけれども、残念な

がら亡くなったケースは経験していますが、そんな暑い最中であります。「言うまいと思

えど今日の暑さかな」であります。せっかく田中区長からのお水がありますので、会議

中に大動脈解離を起こさないようにお互いにお願いをしたいと思いますし、事例から学

ぶということで、ああした著名人の事例を分析すると、一般的な共通化ができる要素が
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いっぱいありますので、そういうところから健康とかスポーツとか介護とかを学ぶとい

うことは大切かと思っています。  

 本日は、審議事項がありまして、報告事項は３件ございます。審議事項は介護・生活

支援サービス、報告事項は３点ございますが、いつものように必ず全員１回はご発言を

いただくということで、今日新たに中野区歯科医師会役員改選で花岡委員から新たに原

沢委員が変更してご出席をいただいておりますので、ご挨拶を頂戴します。どうぞよろ

しくお願いします。  

 

○原沢委員  

 こんにちは。前任の花岡委員から引き継ぎました中野区歯科医師会の原沢と申します。 

 いろいろこういう会には出席させていただいているのですが、何分まだまだよくわか

っていないところが多分にございますので、一緒に勉強しながら参加させていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。  

 

（拍  手）  

 

○武藤部会長  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは事務局のほうも新たな人事があったと聞いておりますので、岩浅副参事から

ご紹介していただきます。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 ７月に区役所の人事異動がございました。当部会のほうにも参加をさせていただいて

おりました北部すこやか福祉センター地域ケア担当の菅野が異動いたしまして、障害福

祉担当になりましたので、部会といたしまして障害の部会のほうに移りました。新たに

同じ北部すこやか福祉センター所長の小山が当部会の委員として入ったのですけれども、

急な異動だったもので、本日所用のために欠席をさせていただいておりますので、よろ

しくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 それでは、今日は和気委員がご欠席と伺っております。  

 配付資料についても岩浅副参事から説明よろしくお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは配付資料でございます。事前に郵送させていただいております資料が多かっ

たかと思います。本日机上に配付をさせていただきました資料は、資料９「地域の居場

所と活動」という資料、あと資料１８、こちら差しかえなのですけれども、「サービス別

利用者の伸び」といった資料を配付させていただいております。あともう１件、「『健幸

ポイントプロジェクト』の成果を全国自治体へ広げる新事業始まる」というコピーです

けれども、こちらのほうは藤田委員よりご提供いただきまして、本日机上に配付をさせ

ていただいております。それ以外につきましては、事前に郵送で送らせていただいた資

料になっておりますので、よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 郵送した資料プラス幾つかあるということですが、よろしいでしょうか。それではま

た何か資料関係で不備がありましたら、お知らせをください。  
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 報告事項の１に参ります。高橋副参事から資料２０に基づいてお願いします。  

 

○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。資料２０をご覧ください。カラー刷りのＡ

３の横型のサイズを折り込んだものでございます。よろしいでしょうか。  

 こちらの資料でございますが、前回の部会の中で資料４としてご提供させていただい

たもので、健康づくり施策、それを年代、世代別に分類して表現したものでございます。

前回の部会の中で、この資料に加えまして学校での取り組みとして体力向上プログラム

の取り組みをご紹介させていただきました。その点を盛り込んで更新して今回差しかえ

としてお出ししています。場所としては横軸の右から３番目のところですね。「保育園・

幼稚園・学校教育の取組」の列を下のほうに行っていただき、６～１４歳、小中学校と

いうところと重なったところに「体力向上プログラム」というところがございます。こ

こが追加部分でございます。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 保育園・幼稚園・学校教育の取組、６～１４歳の「体力向上プログラム」が追加され

ているということであります。よろしいでしょうか。  

 それでは資料２１、お願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 資料２１「中野区健康福祉総合推進計画２０１５」の進捗状況、平成２９年３月末現

在の資料をご覧いただきたいと思います。こちらの資料につきましては、４月１４日の

第１回の全体会におきまして、昨年の１０月分までの実績につきましてご報告をさせて

いただいたところでございます。それ以降のものを３月末までの実績を踏まえて作成し

たのを今回新たにお配りさせていただいております。  

 例えばですけれども、１ページ目でいいますと、中段よりやや下ですけれども、３の

③なかの里・まち連携による農漁業体験の実施というところで、一番下に２８年度の実

績が入っておりますけれども、２月に雪下野菜の収穫といった、こういった実績を新た

に追加させていただいたものでございます。  

 イベント等の実績も入っているのですけれども、６ページをご覧いただきたいと思い

ます。こちらの、当部会では次回の部会でいろいろご議論いただくところでございます

けれども、下から４行目ですね。４の④特定施設の誘導というところで、区内の施設の

建設につきまして進んだところがございますので、５６名の特定施設建設中以下４件、

現在、動いているものがあるということで、そちらを追加させていただいているところ

でございます。  

 それ以外につきましては、基本的には事業の実績の追加ということになっております

ので、ご覧いただければと思います。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 ２９年３月、昨年度末までのことを一応入れ込んだということで、資料の追加の報告

でありますが、よろしいでしょうか。  

 この喜多方市というのは、特に提携している都市ということではないのですね。この

事業だけでしょうか。  
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○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 里・まち連携でやっている、観光系で連携をしております。  

 

○武藤部会長  

 観光系なのですね、政策系ではなくて。よろしいでしょうか。  

 それでは資料２２の１から、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）  

 資料２２の１～３でございます。こちらは高齢者、介護サービス利用者、ケアマネジ

ャーの方への調査の速報ということでございます。詳細につきましては、次回の部会で

報告をさせていただきたいと思っております。  

 まず高齢者、簡単に説明いたしますと、１枚おめくりいただきまして１ページの中段

よりやや下でございます。「家族構成をお教えください」という欄がございますけれども、

１人暮らしの方が２４．９％となっております。前回の調査では２１．６％でございま

したので、６５歳以上の方の単身世帯がやや増えているといった状況でございます。  

 続いて３ページをご覧いただきたいと思います。３ページの大きな囲いでいうと上か

ら２つ目、問８になります。お住まいの状況を確認させていただいたものでございます。

持家（一戸建て）、持家（集合住宅）が多くなっておりまして、２つ合わせますと７６．

２％の方が持ち家にお住まいになっているというような現状でございます。  

 あと１０ページをご覧いただきたいと思います。介護予防ですとか、健康づくりとい

うことで、地域での活動はどうでしょうかというご質問が上から２つ目、３つ目、問４

４、４５にございます。まず上の仕組みがあれば参加をしたいですかという質問に対し

ましては、参加してもよいと答えた方が５０％となっております。逆にイベントの企画

等の参加はいかがでしょうかというご質問をしますと、是非参加したいという方が２％、

参加してもよいが３４％になりますので、なかなかご自分で自発的に動いていただくの

は難しい状況があるかなというのがわかるかなと思っております。  

 続きまして介護サービス利用調査でございます。こちらにつきまして１枚開いていた

だきまして１ページをご覧いただきたいと思います。こちらも家族構成についてご回答

くださいというのが下から２つ目の問３にございます。こちら単身世帯の方が３６．１％

となっておりまして、前回が３０．６％という状況でございます。  

 ３ページをご覧ください。問８のＢ、一番下ですね。「施設等へ入所・入居した理由は

なんですか」という質問に対しまして、「介護する家族の心身の負担が大きい」というの

が６０％強、あと「認知症の症状があり、在宅での介護が難しい」というのが２９．９％。

これが上位２つになっております。  

 続きまして７ページをご覧ください。こちらは介護をするに当たって、仕事をやめた

方がいらっしゃいますかという質問でございます。一番下になります。こちらは「主な

介護者が仕事を辞めた」という方が１０％、１割の方が離職をされているという状況で

ございます。それ以外にも転職をされた方というのもわずかでございますけれどもいら

っしゃるという状況でございます。  

 続いてケアマネジャー調査、２２－３をご覧いただきたいと思います。こちらもさま

ざまな介護保険サービスをご利用いただいていると思いますけれども、３ページをご覧

いただきたいと思います。こちらの一番下、問１２のＡをご覧いただきたいと思います。

ケアマネジャーさん、ケアプランをつくっていただいておりますけれども、介護サービ

ス以外でケアプランに盛り込んでいる地域資源は何ですかという質問に対しまして、一

番多かったのが民間の配食サービス、続いてほほえみサービス、地域福祉権利擁護事業

といった内容が記載をされております。  



5 

 また５ページの中段、問２０をご覧いただきたいと思います。要介護者の方が住みな

れた自宅や地域で暮らし続けるためには、地域や近隣の方からどのような支援があれば

よいかという質問に対しまして、上から２つ目、「話し相手」、また「認知症高齢者の見

守り」というのがいずれも８６％と高い比率を示しております。  

 最後にしますけれども、７ページをご覧いただきたいと思います。成年後見制度につ

いて、一番下になります。担当する方で成年後見制度が必要と思われるが使っていない

人は何人いますかと。「いない」という方が一番多いのですけれども、３２％でございま

すので、逆にそれ以外の方たち、６８％の方が何かしら本当は使ったほうがいい方がい

らっしゃるということが読み取れるのかなと思っております。  

 説明は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 かなり重要な、貴重な情報、データが含まれているように感じましたが、何か確認し

たいことはございますでしょうか。  

 

○小笹委員  

 済みません、これ配布数ですとか回答数というのがございますね。最後にご説明があ

りました資料２２－３というのが２５０通配布で１００通とすごく決まりのいい数字で、

２２－２ですと３，０００通で１，３５１ですとか、２２－１ですと３，０００通で１，

５８５とあるのですが、くどいですが、２２－３は２５０で１００通、間違いないでし

ょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 ケアマネジャー調査につきましては、２５０人の方に通知を送りまして、１００通の

回答があった。前回３年前につきましても回答数１１２になってございました。５月末

で一応締め切ったもので、速報値ですので、これ以降届いた分についても、報告書の本

冊では含まれてまいりますけれども、概ね１００人前後の方から回答をいただいている

という状況でございます。  

 

○小笹委員  

 わかりました。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。  

 要介護者等で必要なものは話し相手が８６％という、貴重というか重要な話。子ども

も実は同じような話で、今、一人っ子が多いのでスマホが話し相手みたいな子がいたり

するので、子どもも高齢者も似たような状況なのかと感じました。  

 それでは報告事項の１をひとまず終えさせていただきまして、審議事項の「介護・生

活支援サービスについて」ということのほうに入らせていただきます。これにつきまし

ても資料の１から始まりますが、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）  

 資料１をご覧いただきたいと思います。本日のテーマは「介護・生活支援サービスに

ついて」ということでお願いをしたいと思っております。論点につきましては、案とい

たしまして３点を記載させていただいております。  

 まず１番目には、「中野区の介護事業所における人材の質・量の確保を図るため、中野
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区としてどのような取り組みを行うべきか」ということで、介護人材につきまして人材

の確保、育成、定着という３つの視点からご議論いただければと思っております。  

 中野区でも研修等を行っているところでございますけれども、今後介護人材につきま

しては全国的に不足と言われておりまして、それをどのようにしていくのかというご議

論をいただきたいと思っております。  

 ２番目につきましては、「高齢者に対する住民主体サービスを今後拡大していくための

方策」というものでございます。総合事業を開始するに当たりまして、家事援助につき

ましてはシルバー人材センター、通所型サービスにつきましては高齢者会館受託事業者

に委託をして行っているところでございますけれども、自主団体による活動を今後どの

ように増やしていくかというような内容でございます。  

 ３点目には、「高齢者・子ども・障害者に係る地域活動の担い手の確保と養成に、中野

区としてどのように取り組むべきか」というものでございます。今年度、介護予防、生

活支援サービスの担い手養成講座というものを実施する予定でございます。また昨年度、

１コース実施していたものを今回２コースということで受講の機会を増やすことも行っ

ております。また自主団体の人材不足につきましては、他の事業もそうですけれども、

スタッフの高齢化ということがございまして、若手の人材をどのように確保していくの

かということが課題と考えております。地域包括ケアを進めていくためには、子ども・

高齢者・障害者、さまざまな活動が必要となってまいりますので、その担い手の確保に

つきましてどのようなことをするべきかということをご議論いただければと思っており

ます。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 最後に、委員からのキーワードが、最初の会議で出していただいたのがここに出てご

ざいます。それを参考にしながらということですが、論点が３つございますが、まずは

第１点の「中野区の介護事業所における人材の質・量の確保を図るため、中野区として

どのような取り組みを行うべきか」ということを論議していただきますが、資料の２か

ら７について、古川副参事から説明を受けた後、ディスカッションに入りたいと思いま

す。お願いします。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 それでは介護保険担当のほうから資料に基づきましてご説明をさせていただきます。

まずホチキス留めをしてございます資料２をご覧いただけますでしょうか。こちらは国

の資料でございますけれども、「データで見る介護人材の現状」といったところで取りま

とめをさせていただいているものでございます。  

 まず１番で「介護労働者の年齢構成」といたしまして、上段で施設の介護職員といた

しましては３０代から３９歳、それから４０代から４９歳、この辺が中心となって施設

の従事者でいるという点に比べまして、下段のほうで訪問介護ということで、訪問の介

護員では５０代、６０代が中心となっておりまして、特に６０歳以上が中心といったよ

うな現状がございます。  

 おめくりいただきまして２番、介護福祉士の登録数と従事者の推移ということでござ

いまして、介護の中心的な資格といたしましては介護福祉士という資格があるところで

ございます。介護福祉士の登録者の一番右側を見ていただきますと、平成２４年のデー

タでは、１０８万人の登録の中、５７万９，０００人が従事していただいているという

ところでございまして、資格を持ちながらも従事されていない方が半数近くいらっしゃ

るといったところが現状となってございます。  
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 次に３番の「産業計と介護職員の離職率の比較」というところで、これも一番右側を

見ていただきますと平成２４年度で、介護職員の離職率は１７％と、産業計よりも高い

状況といったところが読み取れるところでございます。  

 次に４番「介護に対するイメージ」でございますが、左のほうから１つ目、飛んで３

つ目というところでは、夜勤などがありきつい仕事、あと給与水準が低いといったマイ

ナスのイメージを持っている反面、左のほうからいきますと社会的に意義のある仕事と

いうことですとか、あとやりがいのある仕事といったようにプラスのイメージを持って

いらっしゃる方も多いといったことがわかるといったところでございます。  

 また５番に進みますと、「非正規介護職の介護福祉士国家資格受験意向」ということで、

ここからは東京都の資料をまとめたものでございますが、非正規の介護職の職員の方で

あっても、その円グラフに見られますように約半数の方が前向きに受験について考えて

いるという状況がございます。  

 次に６番にいっていただきますと、「非正規介護職が介護福祉士国家試験を受験したい

理由」といたしましては、上から５つ目、それから６つ目、それから１つ飛んで８つ目

あたりに、資格取得に積極的な評価がうかがえるといったところでございます。  

 一方で７番に進んでいただきますと、「非正規介護職が介護福祉士国家資格を受験した

くない理由として『今のままでよいから』と答えた割合」といったところでは、６０歳

以上の半数の方が「今のままでいい」と回答しているところがございまして、高齢の方

は現状維持といった傾向がうかがえるという状況でございます。  

 次に８番で「特養における介護職員を充足させるための必要な施策」といった調査項

目に関しましては、一番上と３番目といったところで、人件費の充実といったところが

有効と考えている施設が多いといったことがわかる結果になってございます。  

 次の９番ですけれども、その処遇面の工夫として、今年度から実は前年に比べまして

一月当たり給料をプラス１万円アップするという取り組みが全国的に行われているとこ

ろでございます。それが加算Ⅰというところを登録するかしないかといったところがご

ざいまして、この加算Ⅰに新設されたところを事業者の方で手を挙げていただいて、そ

のとおり月１万円ほどアップしていただきますと、その分加算が取れるといったところ

でございますけれども、区が指定している事業者の中では、加算Ⅰの一番下を見ていた

だきたいと思うのですが、６８．８％ということで、約７割近い事業所の方がこの加算

Ⅰという新しい制度を取りまして手続を進めていただいているところで、処遇の改善を

積極的に図ろうとしているところが読み取れるといったところでございまして、区が指

定をしておりません介護保険のほとんどのサービスに関しましても、全体としては同様

の傾向があるのではないかと受けとめているところでございます。  

 さて、次に進んでいただきますと、１０番で７５歳以上の人口の推移といったところ

をお示しさせていただいているのですけれども、中野区では２０１０年から２０２５年

にかけまして、７５歳以上の人口が１．３倍に伸びるだろう、それから東京都に関しま

しては同じように１．６倍に増えるだろうと推計しているところでございます。  

 それに対しまして、１１番のほうでは介護人材に係る需給推計というのを国のほうで

出してございまして、需給のギャップといったところでは、全国的には３７万７，００

０人介護職員が不足するという推計になってございまして、東京都レベルでいうと３万

６，０００人が不足するという集計になっているものでございます。  

 以上が、介護職員の不足に関する状況に関しましての資料でございます。  

 続きまして、資料３をご覧いただいてよろしいでしょうか。次に今のような現状の中

で、区が行っている介護人材の確保、それから育成策といったところで、資料を取りま

とめてございます。  

 資料３では、左の図で介護職員の資格といったところで、どんなような区の支援を行
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っているかといったところを示しているものでございますけれども、一番下にございま

す「中野区認定ヘルパー」といいますのは、中野区独自の生活援助サービスに従事でき

る中野区の認定ヘルパーの養成を昨年度から始めているところでございます。その上に

いきますと、「介護職員初任者研修」ということがございまして、こちらのほうは１３０

時間の研修を受けていただければ、全国どこのホームヘルプの仕事にも従事できるとい

う資格でございますけれども、そういった研修ですとか、その上の「実務者研修」、こう

いったところに関しましては研修費の費用助成を区で行っていると、全額ではございま

せん、一部でございますが、支援を行っています。  

 それからあと介護福祉士という国の資格がございますけれども、介護福祉士に関しま

しては、受験費用の助成を行うことで介護に従事される方のステップアップに合わせて

支援を行っているといったところが、今、区の支援策でございます。  

 右のほうでは、その実施、助成をした実績というところで、人数を表記させていただ

いてございます。あと左の認定介護福祉士というのは、今度こんなものをつくったらど

うかという国の検討の中で出ているものでございまして、実際にまだここの認定介護福

祉士というのは制度的には完成はしてございません。  

 次に、資料４に進んでいただいてよろしいでしょうか。こちらの資料４では、中野区

の介護職員の人材育成として行っております区の研修の参加実績といったところでござ

います。こちらの研修の実施に当たりましては、中野区の介護事業所サービス連絡会の

方にも多大なるご協力をいただいておりまして、特に今、中野区の介護事業所の中で必

要にしている研修もこの中に織り込みながら、こちらに１～１７まで書いてある各種研

修を行って、人材の育成に努めているといったところでございます。  

 それから、あと人材の確保といったところで、次に資料５をご覧いただきたいと思う

のですけれども、こちらのほうは国が行っております介護人材確保策といった一覧表で

ございまして、左に書いてございます「潜在介護人材の呼び戻し」ですとか、あと「新

規参入促進」ということで幾つか、それから一番下に「離職防止定着促進」ということ

で、一番右側に書いてありますメニューに沿って国のほうでも施策を展開してきている

ところでございます。  

 次に、もう１枚、資料６をご覧いただきたいと思うのですけれども、こちらは簡単な

表記にとどめさせていただきましたけれども、こちらのほうは「東京都の介護人材に係

る事業」というところで、１番の介護支援専門員の育成事業といったところですとか、

あと２、３といったところ、特に３番のほうは介護職員の宿舎借り上げ支援事業と申し

まして、これ防災にポイントを置くのですけれども、防災機能も備えたところで近隣に

宿舎をつくった場合に、その家賃を補助するといったところも東京都のほうで確保策の

一環として行っているところがございまして、資料４、５、６といったところで国、都、

区、それぞれで人材の確保、育成を今、進めている現状でございます。  

 この論点の中で、最後になります資料７をご覧いただいてよろしいでしょうか。こち

らのほうは直接的な人材の確保策とは異なるところでございますけれども、現在、国の

ほうで検討を進めている状況というところで、「国の自立支援に向けたインセンティブ検

討状況」といたしまして、こちらの資料７の中段（２）新たに講ずべき具体的施策の中

の④自立支援・重度化防止に向けた科学的介護の実現というところの○の２つ目でござ

います。「次期介護報酬改定において、効果のある自立支援策について評価を行う」表現

がされてございまして、次期介護報酬の改定というのは来年の４月のことですけれども、

そこに向けまして質の高いサービスを提供している事業者に対しまして、介護報酬の中

で評価するということで、介護サービスの質の向上を図る中で、利用者だけではなく事

業所に対しましても介護の環境整備を進めていく取り組みが始められる予定で、こうい

ったところでも介護にかかわる経費を見ていく、環境整備を進めていくといったことも
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国の中でも進めているところでございます。  

 私からの説明は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 資料１で３つの論点についての全体説明がありまして、次いで資料２から資料７に関

して、具体的なデータ等に基づいた、あるいは東京都、国の動向を踏まえたご説明をい

ただきました。  

 論点の１であります中野区として介護事業所の人材についてどうしたらよいか、人材

を確保して、人材を育成して、人材を定着させるということについて、ただいままでの

説明、資料などなど確認をしていただきながら、ご随意提案、発言、確認したい点の質

問等いただければと思います。  

 

○岡本副部会長  

 資料２、これは国のデータということなのですけれども、介護職、施設も訪問介護系

も年齢の若いところに男性が多いのですね。このあたりが中野ではどうなのかというよ

うなことはおわかりになりますでしょうか。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 申しわけございません。こちらのほうは私ども中野区のデータがないかということで

探したのですけれども、私どもでこういった調査を行っていないこともございまして、

この介護の人材の不足している現状に関しましては、なかなか中野区のデータがないと

いったところがございます。ですので今日は委員でお見えになっていただいている介護

事業所の皆さんの中で、実態といったところは少し補足でお話しいただけると大変あり

がたいかなと考えているところでございます。  

  

○岡本副部会長  

 若い男性たちの中で、介護職につく方がいることになると思うのですけれども、この

データを見ると。私の知っている範囲ですと、例えば高校の福祉科を出てというのでは

なくて、普通の高校を出て、大学に行くでもなく、専門学校に行くでもなく、就職して

ほしいなという親の意向で、介護でもやりますかみたいな形で施設に入ってくる男の子

たちが結構いまして、その男の子たちがもちろん気のきいた男の子もいらっしゃるので

すけれども、一生懸命指導しても基礎的な生活習慣ができていないというあたりで、施

設のほうはまだいろいろな人がいるからいいのですけれども、在宅系になると１人で行

かなければいけないというあたりで、問題というほどでもないのですけれども、困って

いるという話をよく聞くのですね。そのあたりというのが実際どうなのかということを

もしお聞きできればと思うのですけれども。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 まず補足をさせていただいた上で、もし可能でしたら事業者の皆さんから少しお話し

いただければと思うのですが、今の副部会長のほうからお話もありましたとおり、介護

の資格に関しましては、ホームヘルプの１対１で行くサービスに関しましては、先ほど

私が資料３で説明させていただいたように、何らかの研修を受けないとホームヘルプサ

ービスには従事できないということになってございます。それに対しまして施設系の介

護職員に関しましては、生活指導員とか、医療職に関しましては資格がもちろん必要な

ものでございますけれども、一般の介護の従事者、施設系の従事者に関しましては特に

資格がなくても従事できるということになってございますので、そういった意味では今、
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副部会長のほうからお話がございましたとおり、いろいろな職場を考えながら、介護の

職についていらっしゃる方もいらっしゃる可能性は高いのかなといったところがありま

す。ただ、それは施設の中できちんとＯＪＴというか研修を行いながら育成を図ってい

ただいているのではないかなと思っておりますので、そういったところを前提にいたし

まして、事業所の方から少しお話しいただけると大変ありがたいなと思っています。  

 

○武藤部会長  

 事業所の方に伺うというのは、ここは部会なのでいろいろな立場の人がいるので、説

明者が発言者を指名しないでください。それは会議なので。と同時に中野区としてどの

ような取り組みを行うかという質問なのですが、現状は把握されていないということで

すよね、今のお話だと。東京都とか国のデータはあるけれども、中野区として現状を把

握されていない状態で、どうしたらよいかを議論しましょうということなのですね。そ

れは調査できていないのか、調査したけれどもうまくいかなかったのか、今後も調査を

する気がないのか。現状がわからないのに、これからどうしましょうって多分これはど

の分野、領域でもそういうことだと思うのですが、これは何でこのデータがないのでし

ょうか。議会ではないので、ざっくばらんに答えていただければ結構です。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 申しわけありません。区としてこの点に関しまして今まで調査を行っていないところ

が正直なところでございます。  

 

○武藤部会長  

 だとすれば、どう取り組んだらよいかって、まずは現状を把握すべきだと思いますが、

年代別にしても性別でも、わかっていないのにどうしましょうかと言われても、現状把

握ができていなくて、将来展望は、計画はできないと思うのですが、と部会長の立場と

しては思いますが、皆さん、いかがでしょうか。事業者の方の発言をとめているわけで

はなく、どなたでもどうぞという趣旨の調整です。  

 

○藤田委員  

 中野区の介護サービス事業所連絡会に私も入っていまして、ちょっと私も不確かなの

で、はっきりしたことは言えませんが、そこの運営委員で、訪問介護の年代別の調査を

したことはあると聞いています。とても高齢の方が多いという話も聞いているところも

あります。また、介護職員、施設系の介護職員のほうの連絡会に入って、中野区全てで

はないのですけれども、連絡会に入っているところであればアンケートをとって、こう

いう数字を出すのはそんなに難しい話ではないのではないかと思うので、そういうとこ

ろを使ってある程度の、全体の６割から７割ぐらいは入っていると思いますので、そう

いったところで調査をすることは可能かと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ほかの方、いかがでしょうか。  

 

○小笹委員  

 この国の調査、設問が同じでなくても似たような実態調査というのは過去に行われて

いないのですかね。これと全く同じでなくてよくて、介護のこういったサービス状況を

把握するために何らかの実態調査というのを過去にやっていないのですか。だからそう

いったものから現状というのを推測することはできると思うのですけれども。  
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○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 今、１つ前に藤田委員のほうから補足でお話しいただきましたとおり、昨年ですね、

中野区の介護事業所の訪問介護部会さんのほうで、中野区の事業所に入っていらっしゃ

る方のアンケート調査というのをしていただいたことがございまして、確かにその中で

は訪問介護に関しましては、６０歳以上の従事者の方が圧倒的に多いといった調査結果

が出ているところは１つございます。  

 それ以外に中野区のほうでこういった介護労働者の実態調査といったところは今まで

行っておりませんので、それ以上のデータはないといったところが現状でございます。  

 

○小笹委員  

 こういうのは国の調査と地域の調査データが違いますから、過去にやったようなもの

を次回に提出されればいかがでしょうか。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 先ほど言いましたように、昨年介護事業所連絡会の皆さんがとっていただいた調査は

あるのですけれども、アンケート調査ということで、事業所連絡会の皆さんがおとりに

なられたというところでございますので、それを区のほうが勝手に使うわけにはいかな

いので、一度ご相談させていただく必要があるかなと思います。  

 

○岡本副部会長  

 ご質問させていただいた意図というのが、これまででも同性介護という形が進んでい

るのですけれども、やはり女性が多いのですね、施設にしても在宅にしても。ところが

最近は男性の介護者が多いものですから、それがうまくいかなくなったということも聞

くのですね。つまり男性たちが入ってきているので、女性の入浴とか排せつに対して、

女性ではなくて男性がしなければいけないという状況にあって、昔はほとんど女性だっ

たので、男性利用者が何か若い女の人にやってもらって嫌だなとかというくらいだった

のですけれども、逆の立場が起こっているというあたりで、同性介護というのはある意

味で基本的人権というところとも影響する部分がございますので、やはりそのあたりの

配慮を考えると、あまり若い男性ばかりになってもおかしいかなという気もするのです

ね。若い男性たちが入ってきて、ずっと定着してくれる職場であり、そこで資格を取っ

てくれる職場であるならば、それはそれで１つはいいなと思うのですけれども、どうも

そうではないらしいと。２～３年やって無理だと言ってやめてしまうということも聞き

ますので、そのあたり中野区として人材確保という大きな視点から、性別で云々言うわ

けにはいかないと思うのですけれども、少し検討してはいかがかなという、もう１つの

趣旨がございます。よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○坂本委員  

 今の同性介助については、やはりなかなか難しいですね。中野区内のある有料老人ホ

ームさんは、完全に同性介助にされているところがありますけれども、有料さんですの

でやはり特養とかに比べると人が多いですので、すごく努力されていると思うのです。

そういうところもございます。ショートステイなんかで料金が高くてもそういうところ

を選ばれる方もいらっしゃいます、嫌だということで。  
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 看護師さんとかもそうですけれども、最近男性職員がすごく増えているなと思うので

すけれども、私の職場は特養でありますけれども、本当に募集してもなかなか来なくて、

正直言いますとどんな人でもいいというわけではなくて、すごく無防備な姿を、介護さ

れるというところで、どうしても人柄を重視したいなというところで、資格というのは

もしかしたらなくても、いい人材であればだんだん育っていくというところがあるかも

しれないのですね。  

 あとはもう数年前から東京都下の施設さんなんかも海外に相談員さんが出かけていっ

て人材を開拓したり、あと地方に本拠地があるような事業所さんは、地方からも人を連

れてきたりというので、結構東京都に本部があるところはすごくそういうところが弱い

のですけれども、はっきりいって賃金とあと住むところですかね。いっとき神奈川県が

保育士さんにたしか住まいの助成とかをされていたような気がするのですけれども、例

えばですが介護職員の宿舎借り上げとか。何かそういう少し地方の方とかが出てきたと

きに、中野区の強みは若い人が住みたいまちというのがあると思うので、そういう住む

ときにお金が少し出るとか、あとは先ほどの同性介助の問題ですけれども、例えばお１

人で子育てをされているようなお母さんに住むところを提供、もしくはお金、家賃の助

成が出て、女の人も取り込んでいくとか、何かそういうことができないかなと思ってい

るのです。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。賃金と住まいというのは、かなり明確な発言で、ありがと

うございました。いずれにしましても中野区の事業所の現状把握がなされていないとい

うことは、私としては大変な驚きであります。ここに出ているデータは全て国と東京都

のデータということですね。それでもって中野区さんはどうしましょうか、議論してく

ださいというのは、あまりに無責任だと私は思います。したがってこの部会としても、

審議会としても早急に現状把握に区として取り組んでいただきたいと強く要請をいたし

ます。それがないまま建設的な議論は非常に難しいと思いますし、数のデータも必要で

すが、施設長とか現場の貴重な意見はあるので、そういう意見を収集することでもよい

し、さまざまなエピソードもあるでしょうから、事例もあるでしょうから、量的なデー

タと同時に質的な貴重な意見とか情報も収集すると。そこから中野区はどうすべきかと

議論を進めていきたいと思いますので、まだ時間はありますので、年内にある程度過去

に収集できたものとか、短期間でできるものであるとか、ヒアリングであるとかという

ことは可能だと思いますので、そうした作業をぜひ推進していただきたいと思います。

したがって論点の１については、出直しです。このままでは無理です。したがって２に

参ります。  

 「高齢者に対する住民主体サービスを今後拡大していくための方策」、そして３の「高

齢者・子ども・障害者に係る地域活動の担い手の確保と養成に、中野区としてどのよう

に取り組むべきか」。資料８から１２について酒井副参事、あわせて古川副参事に資料１

３から１８、資料１９について岩浅副参事、続けて説明をお願いします。その後でまと

めて議論します。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 それでは資料の８をご覧ください。Ａ４の横長の「住民運営の通いの場の展開状況」

という、平成２７年度に実施した調査の結果になります。  

 まず円グラフの左側ですね。ちなみにこの住民運営の通いの場の開催場所については、

ここに書いてあるとおり区民活動センター区内１５カ所、それから高齢者会館区内１６

カ所、それから公園、それから団地集会室など、いわゆるパブリックなところで行われ
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ているものについて集計したものになります。  

 左側の活動内容別というところでは、区内にはおよそ体操・運動をやっているような

通いの場が１７３カ所、それから半分以上占めているのが趣味活動ですね。これが２９

８カ所ということで、全箇所数としては５２０カ所。では、その５２０カ所にどれぐら

いの人数が参加しているかというのが右側の人数になります。全参加者としてはおよそ

７，０００人ぐらいですね。  

 では、その通いの場の開催頻度ですけれども、下の棒グラフにあるように月２回以上

というものが半分ぐらいですね。週１回以上、我々が高齢者の居場所という、居場所づ

くりで一応目安にしているのは最低週１回ということで申しているのですけれども、週

１回やられているところは１２０カ所ぐらいですね。同じぐらい１１５カ所は月１回ぐ

らいということで、開催頻度が分かれています。  

 では、その１つ１つの参加者の実人数というようなことになると、大半が１人から２

０人ぐらいの小規模、小ぢんまりとした活動をやっているというのが通い場の展開状況

です。  

 続きまして、次は資料９になります。この「地域の居場所と活動」ということで、こ

れについては、中野区社会福祉協議会様の地域の居場所情報というのを使わせていただ

きました。こちらのほうに関しては、先ほどの資料８というのは高齢者の通いの場なの

ですけれども、こちらの社協さんからいただいたものについては、子ども・子育て世帯、

障害者等、だれでもというものも入っているということで、より大きな範囲での調査と

いうことになっています。  

 これを見ていただきますと、例えば高齢者のところでいきますと、友愛クラブなどの

会員制のもの、それから高齢者だれでもですね。特にその中でもまちなかサロンという

のが、社協さんが展開されていますけれども３７カ所ございます。あと高齢者だとやは

り趣味の会、それから食事会なども活動としては多いですね。  

 それから子ども・子育て世帯ということになりますと、乳幼児親子の「ストレッチ、

工作などのプログラムと交流会」、これが２２カ所と多いかなというところです。  

 障害者等については、やはり数的にはかなり限られているということで、「交流会、手

話ダンス」というのが６カ所、そういう数字になってございます。  

 だれでもというのは、誰でも参加できるよということで押さえられたものということ

なのですけれども、趣味の会というのが２０カ所と。  

 これは縦軸を見ますと４すこやかごとに分類はしておりますけれども、ざっと見た感

じそんなに数の偏りが地域ごとにあるかというと、そうでもないかなと出ております。

これは社協さんからお借りした数字でございます。  

 続きまして資料の１０をご覧ください。社会福祉協議会さんがやっているほほえみサ

ービスという住民主体サービスの担い手ということで、現状ということで数字を出させ

ていただきました。  

 まず、協力会員のところですけれども、平成２６年から２８年に向かって、２６から

２７に関して若干減っていて、２８年若干増えているという形。それから利用会員につ

きましては、２８年度に向けて増加傾向にあるのかなと、この３年間だと見てとれます。

提供時間に関しても件数も増えていますということで、ニーズは増えているのではない

かなと考えています。  

 その中で、（２）生活支援サービス担い手養成講座のところになりますけれども、これ

は区がほほえみサービスの実績を積んでいらっしゃる社会福祉協議会さんに委託をして

実施しているもので、昨年度につきましては１２回１コース、延べ１６０人の参加者を

得ました。ただ、この後、このうちほほえみサービスの既に会員になっている方が４８

人、一般区民の方、入っていない人が３１人ということだったのですけれども、実際に
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後日ほほえみサービスに会員登録をした人というのは、我々が把握している中ではお２

人のみということになりました。  

 それから２９年度につきましては、介護予防・生活支援サービス担い手養成講座とし

て、１２回のコースを２回実施予定ということで考えております。それについては次の

資料の１０－１というところでチラシがついております。こちらにつきましては前期と

後期に分けまして、もう前期については６月３０日から開始しておりまして９月までの

１２回ということになります。後期については１０月から開始で１２月までということ

ですね。これについては実際に区内の高齢者会館で住民主体サービスの運用が６月から

始まっておりまして、順次これから高齢者会館で展開していくということなので、その

展開のタイミングに合わせて高齢者会館からも受講者を募っているという状態でござい

ます。  

 数については、各講座２０名、スマイルなかのの会議室のキャパもありまして、定員

ということでは２０名ぐらいということで今、社協にお願いしているところでございま

す。  

 次が資料の１０－２になります。これが社協さん全体でやられている担い手養成講座

ということになりまして、開いていただきますと全部で５０講座用意されているという

ことで、このような中身の担い手養成講座を全体としてはやっています。この中には高

齢者だけではなく子どもの関係、それから精神障害の関係だとか、引きこもりの関係と

か、いろいろな内容が含まれているもので、これらが全部５０講座を社協さんのほうで

今年度予定されているということでございます。  

 これまでが社協の関係なのですけれども、次、資料の１１についてはシルバー人材セ

ンターの現状です。こちらも住民主体の担い手としては大きく我々としては期待をして

いるところでございまして、まず会員数につきまして、２７年３月からということで明

らかに人数が減ってきています。それから注目をすべきは会員の平均年齢なのですけれ

ども、きれいに０．５歳ずつ１年間で上がっています。ということで担い手の高齢化と

いうか、若い人が入ってきていないのですね。それについては一応ヒアリング等もさせ

ていただいたのですけれども、最近は退職を迎える方が６０歳ではなくて６５歳くらい

になっているということなので、入ってくる人がそもそも６５歳にはね上がっているの

で、なかなか平均年齢が少しずつ上がっているというご説明もいただきました。その辺

が推測ということです。ただ、全体的な会員は減っているということなので、動態的な

分析はできていないのですけれども、会員としては減少傾向にあるということになりま

す。  

 それから２番のところで、住民主体サービスということで今年度から総合事業が始ま

りまして、シルバー人材センターさんにも委託によってお願いをしています。昨年度に

つきましてはモデル事業として委託をお願いしたところでございます。  

 （１）の事業概要のところにありますけれども、昨年度のモデル事業の内容です。４

時間を限度として１時間につき２００円の自己負担ということで、要はお１人月４時間

利用できるということでやりました。実利用人数は１５名、延べ３３名、利用時間数は

１００時間。これが多いか少ないかというと、やはり我々としては想定よりも伸びなか

ったかなと考えております。  

 裏面は分析です。利用時間は１カ月につき４時間、最大限に使っている人が多かった

です。シルバー人材センターにお願いする中身としては、ほとんどが掃除でした。一部

掃除に買い物を組み合わせたり、あと掃除に洗濯を組み合わせたりという方もいらっし

ゃいました。  

 利用者アンケートの中では、シルバー人材センターの会員さんは同年代なので、利用

しやすいと好意的に捉えている方が多かったということです。  
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 あと従事者ですね。シルバー人材センター側の方のアンケートでは、働くことに生き

がいを感じていると答えていて、区としては今後高齢者同士の支え合いという点では、

いいモデル事業だったのではないかなと思っております。ただ、利用ニーズはあったの

ですけれども、対象者、利用される方が実は身体介護が一部必要になったりだとか、お

風呂に入るときにどうしても介助が必要だとか、そんなようなニーズを事前にちゃんと

把握できなかった部分もありまして、実際に訪問したときに話を詳しく聞いたら、この

シルバー人材センターではできませんよというものが何件かあったということで、マッ

チングに問題があったかなと思っています。  

 最後、「課題への対応」というところなのですけれども、高齢者同士の支え合いという

関係ではシルバー人材センターというのもいいサービスだとは思うのですけれども、や

はり住民主体サービスということで、どれぐらいの質を担保できるのかということと、

あと当然プロがやられているヘルパーさん、それから事業者さんで先ほど介護保険のほ

うから話がありましたけれども、区が認定するヘルパーさんとどういうすみ分けをした

らいいのかというところが、まだ見えていないかなということで、シルバー人材センタ

ーの活用、利用したい人というのはどういう利用者像で、どういうサービスを希望され

るのかというところをもう少しスクリーニング手法も含めて、区としては詰めていく必

要があるかなと考えております。ここだけ長くなって済みません。  

 最後に、資料１２になります。こちらが４月から始まりました総合事業における住民

主体の通所型サービスということで、区内の高齢者会館１６カ所ございますけれども、

そこに順次お願いをして開始していただいているものです。６月に開始している、既に

開始している高齢者会館はそこに書いてあるとおり５館ですね。南が２件、それから中

部が１件、それから鷺宮地域が２件ということになります。北部がまだ開始ができてい

ない状態です。  

 定員については、９人から１５人ということで、そんなに大規模では実施できないと

いうことです。それから食事提供のところを見ていただきますと、施設の問題で館内調

理ができるところと仕出しでしか対応できないところがあります。こちらが開始したも

ので、今年度につきましては順次高齢者会館でこれが始まっていくということになりま

す。  

 例えば、しんやまの家なんか私も見にいきましたけれども、かなり多くのスタッフが

いらっしゃって、組織的にもかなり充実しているかなというところもあれば、やはりス

タッフ的にまだ厳しくて始められないところも高齢者会館の中にはありますので、高齢

者開館ごとに基盤の力というのが違うのかなというところは感じているところでござい

ます。  

 それから、（２）自主活動団体の補助ということで、これも本年度新しくつくった制度

でございます。訪問型と通所型ということで、それぞれ上限額を設定しまして、必要額

を区から補助するということで、これ実は予算としては今回８団体設けていたのですけ

れども、残念ながらまだ６月３０日の段階で１団体のみの申し込みとなっております。

これは桃園の区域にあるモモグミという団体で、カラオケを使った介護予防事業をやっ

てくださるということで、通所型ということで申請がございました。  

 以上が担い手の現状ということの説明になります。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。それでは資料１３から１８について、古川副参事からお願

いします。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  
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 今、住民主体サービスの取り組みのお話がありましたけれども、現在の介護サービス

の提供状況につきまして、資料１３以降でご説明をさせていただきます。  

 まず資料の１３をご覧いただきたいと思うのですけれども、こちらのほうは平成２８

年度の介護サービスの給付実績でございまして、今、第６期でございますので、６期の

計画値と、あと前年度の比較といったところで表のほうにまとめさせていただいている

ところでございます。  

 まず平成２８年度の介護給付の執行状況といったところですけれども、この表の一番

右下をご覧いただいて、ちょっと太枠で囲わせていただいておりますけれども、計画値

と比べまして８９．２％の給付といったようなところで、前年と比べますとわずかに増

加しておるところでございます。  

 こちら介護サービスと介護予防サービスと大きく２つに分けておりますけれども、内

訳といたしましては、介護サービスは前年と比べると少し減っているといったところ、

それからこれは平成２７年の８月から一定以上の所得の方に自己負担が１割から２割に

変わったことによりまして、給付といたしましては区のほうからは９割から８割に給付

が減りますので、そういったところに影響が少し出たかなというところでございます。  

 それから次に、資料１４にお進みいただきますと、これは先ほど意向調査の速報値も

ございましたケアマネジャーの調査の中で、「供給不足のためケアマネジャーが利用者に

提供できないと考えているサービス」といったところでございまして、こちらのほうは

平成２６年と今年度の比較をしたものでございます。こちらの不足感といたしましては、

若干和らいできているというところでございますけれども、右側のほうにございます都

市型軽費老人ホームや認知症のグループホームが前回よりも伸びているといったところ

が特徴的なところかなと考えてございます。  

 次に、資料１５に進んでいただきますと、これは東京都全体の集計になってございま

すけれども、平成２７年の９月から１年後に要介護度変化といったところで、国保連の

ほうからのデータ提供がございましたので、そちらのほうで分析がされているものでご

ざいます。例えば要支援２のところをご覧いただきますと、９％の方が要支援２から改

善をしている、それから４１％の方がそのまま、２５％の方が介護度が悪化していると

いったところでございまして、一番右の継続受給なしといったところでございますけれ

ども、こちらのほうは受給がなしということでございますので、非該当になった、もし

くは転出したとか、あとお亡くなりになった方がこちらに該当しているところでござい

ます。  

 次に、資料１６をご覧いただきたいと思います。こちらのほうは東京都の資料でござ

いますけれども、１年間のサービスの利用者の動きといったところが平成２７年の９月

と平成２８年の９月を対比したものでございます。真ん中にある円をご覧いただきたい

と思うのですけれども、在宅系の受給者というところで、平成２７年の９月から平成２

８年の９月に関しましては、若干利用者の方が３１万２，０００人から２９万９，００

０人に減っているといったところがございますけれども、左下の丸の居住系受給者とい

いまして、簡単にいうと認知症のグループホームですとか、あと有料老人ホームに当た

る方が、どちらかというと在宅から動いた方が多い。それから右下の施設系受給者に関

しましても、在宅系から移った方が多いといったところがございますので、利用が在宅

系から居住系と施設系にシフトした傾向は、東京都の資料から読み取れるものでござい

ます。  

 それから、次に資料１７に進みますと、こちら中野区のほうのサービスの種類別の提

供と利用の状況といったところでございまして、資料の見方といたしましては、一番上

の介護予防の訪問介護についてご説明させていただきますと、区内で、①のところです

ね。８７の事業所がサービスを訪問介護に関して提供していただいているところで、④
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の提供件数としては４，４７３件、平成２９年の３月にはご提供いただいているといっ

たところで、それで⑥の区内のサービスの提供率ということで、区内の事業者の方が区

民へサービスを提供していただいている提供率としては９１％提供いただいているもの

でございます。その右隣のサービスの利用の状況といたしましては、これは⑪をご覧い

ただければと思うのですけれども、こちらの⑪は区内の事業所の利用率ということでご

ざいまして、８７％の区民の方が中野区の事業所からのサービスの提供を受けたといっ

た集計の表でございますので、概ね当然のことでございますけれども、介護サービスは

区内の事業所さんによって賄われているといったところが概ね読み取れるといったとこ

ろでございます。  

 それから私のほうから最後になりますけれども、次に資料の１８では、サービス種類

別の前年度の利用者数の比較といったところでございます。個々のサービスが細かくあ

りまけれども、要支援のサービスが図のように前年から増えたり減ったりしている。そ

れから右側のほうにいきますと要介護のサービスが増えている、減っているといった表

でございまして、下から７行目のところに「居宅サービス受給者数①」と書いてござい

ます。こちら右にずっといっていただきますと、若干網かけてあるところがあるかと思

うのですが、要支援のほうでは９．１％、２７年に比べて２８年は提供のサービスが増

えているといったことで、そこからずっと右にいっていただきますと、右から２つ目の

ところでは、要介護のほうは１．２％となりまして、居住系のサービスは若干鈍化して

いるといったところが、先ほど説明させていただきました東京都の傾向と類似している

ところがあるのかなといったところでございます。  

 それと、あと皆様に今日ご提供させていただいているこの資料なのですけれども、下

から２番目の「施設サービス受給者数②」というところの要介護５のところが、ちょっ

と集計が漏れておりまして、施設サービス受給者数②の要介護５の平成２７年度の実績

が０になっているのですが、そこが５，８０７件でございます。そうしますとそこの割

合といったところが、１．３％増といったところがございます。それで一番下のところ

の要介護５の平成２７年度の最後の受給者数の計のところは３万１，１６７になってご

ざいますが、今の２７年度の実績が増えますので３万６，９７４となりまして、割合の

ほうがマイナス５．１％といったところになってございます。資料がちょっと不整合で

申しわけございません、口頭で修正のほうをさせていただきます。  

 私からは以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 それでは最後、資料１９について岩浅副参事からお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 資料１９をご覧いただきたいと思います。一般的に介護保険のサービスと言われてい

るもの以外で、中野区で行っております高齢者の支援事業でございます。予防系、健康

系さまざまございますけれども、表でいきますと上から２つ目、３つ目、いきいき入浴

とはつらつ事業といいますのが、浴場を使いました介護予防ですとか、健康に関する事

業になります。高齢者農園につきましても活動の場を提供しているというものでござい

ます。  

 １つ飛ばしまして、緊急通報システム、火災安全システムといいますのは見守り、支

え合いに関する事業になっております。  

 中段にいっていただきまして高齢者施設措置、こちらは地域包括ケアとちょっと離れ

ますけれども、区内でお住まいになれなくなってしまった方、養護老人ホームは区内に

ございませんので、区外の施設に入所の措置というものでございます。  
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 その下が高齢者困難事例等専門相談ということで、虐待対応もそうですけれども、擁

護者の方への支援にどういったサービスを使うべきかといったことを多職種交えて検討

をしているものでございます。  

 また、その下、緊急一時宿泊事業と申しますのは、虐待等、また介護者の急病等にお

きまして対応するための事業でございます。その下が権利擁護事業、成年後見の相談会

等実施をしております。  

 緊急一時入院病床確保事業といったものも１日３床ということで行っております。そ

の下に介護保険特別会計と書いておりますけれども、こちらでも徘徊高齢者の探索サー

ビスを行っております。また、高齢者成年後見制度利用支援、区長申立、家族の介護教

室も行っているというものでございます。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。資料８から１９でありますが、論点は２つあります。住民

を主体としたサービスをこれからどう拡大をしていったらよいか、もう１つが地域活動

の担い手の確保と養成ということで、中野区としてどう取り組んでいったらよいか、高

齢者・子ども・障害者に係る地域活動の担い手、この２点のポイントがございますが、

住民主体サービスの点と地域活動の担い手の確保・養成、この２つのことについて、た

だいまの資料８から１９の説明、データ、資料をご覧おきいただきながら、ご随意にご

発言、あるいは確認したい点の質問、いただければと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○梅原委員  

 質問なのですけれども、資料８の活動内容別参加実人数。これは延べ何人ということ

でよろしいですか、要はあちこち行っている人も全部数えてしまっているということで

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）  

 あちこち行っているのも把握できていないので、延べ人数にしております。  

 

○梅原委員  

 ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○髙松委員  

 済みません、梅原委員とすごく気が合って、私もそこを質問します。さまざまな取り

組みはあるのですけれども、その延べ人数等、これだけ実施している箇所数等を考えて

みると、結構ニーズ部分でばらつきが結構あるのではないかという予想があるのですね。

ある程度のところでちょっとニーズを聞きながら、それにうまく合わせたような開催方

法を検討していただいたほうがいいかなというのが１つと、これからさまざま疾病の予

防対策というのが重要になってくると思いますので、ここに認知症予防等ありますけれ

ども、ちょっとこれだけでは寂しいので、健康を保持するための体操もそうですし、逆

に疾患の予防に対する何かをここに入れてもらったらいいのかなという感想です。  

 

○武藤部会長  
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 渡部委員、どうぞ。ご案内がなかったので、存分にお話しください。  

 

○渡部委員  

 ちょっと質問、資料１２の臨床美術って、どういうあれになるのですか。しんやまの

家。  

 

○事務局  

 塗り絵をやったりとか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ちょっと細かい作業で、塗り絵とか、模写などをこの前やっていました。臨床美術と

いう言葉を使うと、済みません、初めて知りました。  

 

○渡邉委員  

 ちょっと初めて聞いたもので。  

 

○事務局  

 きちんと確立されたものではないのかもしれないのですけれども、そういう美術、絵

とかを題材にみんなで取り組むような、インストラクターの方が来てやっていただいて

います。  

 

○渡部委員  

 何となくわかったような気がします。  

 

○武藤部会長  

 説明されている方もまだ十分に把握できていない。  

 

○渡部委員  

 ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 最近はいろいろな名前をつけて似たようなことをやっていらっしゃる教室もあろうか

と思いますが、ほかにいかがでしょうか。  

 

○岩川委員  

 今日はあまり質問することがないかなと思ったのですが、資料１１のシルバー人材セ

ンターのところで、利用をなさっている方は「１時間につき２００円自己負担」と書い

てありますが、シルバー人材センターの方はどのくらいの報酬を受けるのでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 １時間当たり１，０００円ちょっとです。  

 

○金沢委員  

 ちょっと質問なのですけれども、４月から介護サービスをやっている、区をまたいで

サービスが提供できないということになってはいないのですか。例えばうちのほうは杉

並区と接しているのですけれども、杉並区の業者が使えなくなったという話をこの間伺
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ったのですが、そういうことはないですか。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 今、ご質問の中では、地域密着型サービスという分類がありまして、それに関しまし

ては、基本的に中野区の事業所は中野区の区民の方が使うという原則はあるのですが、

そこは自治体同士でやりとりをして、例えば中野区の区民の方が杉並の事業所さんから

地域密着のサービスの提供を受けてもいいということになっております。ただ、今のご

説明の中で、住民主体に関しましては、中野区の住民主体サービスは中野区の区民の方

だけが利用するといったところで、若干介護保険のサービス提供と住民主体とはちょっ

とそこの区境の取り扱いは若干違うところがあります。  

 

○武藤部会長  

 よろしいですか。ほかにいかがでしょうか。  

 

○吉成委員  

 今のシルバー人材センターのことなのですが、資料１１の裏面にありまして、３番目

に「利用者アンケートでは、『シルバー人材センターの会員は、同世代なので利用しやす

い』、従事者アンケートでは、回答者全員が『働くことに生きがいを感じている』と答え

ており、高齢者同士の支えあいの仕組みとなった」と、こういうすばらしいことがある

のですが、意外にシルバー人材センターのやっていることがあまり知られていないのか

なという気がするけど、そんなことはないですかね。であればどんどん利用するという

こと、ＰＲすべきだと思うので、その辺がどうかなと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 私たち、実は予算としては８０人分毎月とっているのですけれども、まだ１５人ぐら

いなので、まだまだ利用が少ないと感じております。それについては先ほどちょっと分

析の中で申し上げましたけれども、やはりちょっとシルバー人材センターの利用したい

人たちの利用者像がまだ明確でないのかなというところですね。ちょっとヘルパーさん

に頼んだほうがいいやと感じている人がまだ多い。それから包括運営者の担当者会の中

でも、やはりシルバーはまだ利用者さんとのやりとりの中で、まだ少し不安を感じる人

もいるのではないかなというお話もちょっとありましたね、この前。そういうことでこ

れからもうちょっと啓発をして、もっとシルバーのすばらしさをＰＲしていかないとな

かなかふえないのではないかなと感じております。  

 

○村上委員  

 シルバー人材センターなのですけれども、私も困りごとを、２時間ぐらいやっている

のですけれども、そこでシルバー人材センターとか、それから社協とか、そこだとこう

ふうにやっていただけますよとか言うのですけれども、シルバー人材センターを一番嫌

うのですね。お金取るからなのですよ。ただのところを探している人がかなり多いので

すね。それで３０分ぐらいでできるような買い物とか、掃除とか、そういう人たちはす

ごくどんどん今、増えているですね。社協さんにもいろいろ言うのですけれども、社協

もすごくそんなにお金を取るところではないので、困りごとなんかでも行くこともある

と思いますけれども、なるべくお金のかからないところを教えてくださいということが

最近増えているなと思っているので、シルバーさんと言うとみんなわかっていて、いや、

そこはいいですと言われるのですね。ちょっとそこがどうなのかな。  
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○武藤部会長  

 ただいまのご指摘についてはいかがですか。行政側として。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 その分析はちょっと驚いたというか、お金を取るのと、東部あいあいステーションは

たしかあれですよね、無償でやられているのですね。  

 

○村上委員  

 無償です。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 週何回か対応で、たしか受けていらっしゃるのでしたか。  

 

○村上委員  

 毎日。  

 

○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、毎日やっていますか。  

 

○村上委員  

 月曜から金曜までです。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 そうするとそことのサービスの中では、ちょっと競争力は負けるかなと。  

 

○村上委員  

 負けてしまいます。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 内容あれですか、電球のとりかえ程度の作業は対応する。  

 

○村上委員  

 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）  

 シルバーで多いのは、有名なのが庭の剪定だとか、あと草むしりとか多いですね。も

うちょっと時間がかかるような実労働ではないですけれども、というもののニーズがあ

る、ちょっと違うかなと。  

 

○武藤部会長  

 梅原委員、関連ですね。  

 

○梅原委員  

 この総合事業のシルバーさんというのは１時間２００円というのが多分定着していな

いのだと思います。ほほえみサービスさんがたしか８００円で、シルバーさん１，２０

０円ぐらい取るのですね。そうすると割高感があるということは皆さんおっしゃいます。



22 

ただ、私、シルバーさんの味方をするつもりはないのですけれども、敵でもないのです

が。ほほえみサービスと介護保険のヘルパーは日常的な家事しかしないけれども、シル

バーさんは仕事として捉えるから、前者はなべを洗うだけだけれども、後者はなべを磨

いてくれるのですって。だから一遍使ったらシルバーがいいという方もいらっしゃいま

す。ただ、今回の介護保険の２００円のコースは多分きっとそこまでしてくれないので

はないかと思いますし、介護保険制度の訪問介護との整合性を考えても、磨かれては困

るのです。というところでちょっと割り切れない思いをしてはいます。これは私の知っ

ているところです。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。なかなか興味深いお話でした。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○梁川委員  

 私もシルバー人材センターの働いている方々との接点というかな、女性が大体５００

人前後で、この方々の力と、今、待機児童がたくさんいるわけですね。素人さんではあ

るけれども、やはり働くという姿勢があるわけですから、こういう専門の人を配置しな

がら、待機児童対策の１つとして活用できるのではないかと。こういうコラボレーショ

ン等を考えてみたことはないのかなと。実際にやっているところを１回見にいったこと

があって、なるほどなと思いました。これほど待機児童が問題になっているわけで、こ

のすき間を少しでも通過点として、何か考えていかないとなかなか前へ進んでいかれな

い。子育てと介護、もちろん今回のこの計画の中には入っていないのですが、ダブルケ

アの問題も、もうそろそろ本当に取り組まなければいけないと。そんなとき、働くとい

う力をどう運用していくかということを行政側も考えていく必要があるのではないかな

と思うのですが、その辺はいかがでしょうか。  

 

○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）  

 今、待機児童対策にシルバーの持てる力を活用できないかというお話がございました。

以前シルバー人材センターとお話ししたことがあるのですけれども、先ほど吉成委員も

おっしゃっていましたけれども、その地域で一緒に長く暮らしている方ですので、経験

もありますし、地理も強いし、何しろご近所の関係というところもつくりやすいという

ところで、強みを持っているところがあるということで、シルバー人材センターもこう

いった高齢者の部分もそうですけど、以前から子育てのほうにも経験を生かして活躍で

きないだろうかということを模索しているとおっしゃっていました。  

 ただ、ここも先ほどお話がありましたけれども、何しろ知られていないのですね。先

ほど話がありましたけれど、シルバーというと植木か自転車の受付かというところで、

本当に高齢者の方も多彩な経験をされた方が多くなっていますから、そういった経験を

生かした仕事に手を伸ばしているというか、事業拡張しているところ、まだまだ知られ

ていないのですね。知られることによって、シルバー人材センターもさらにノウハウを

蓄積できると思いますし、先ほど磨いてくれるというようなことがありました。きっと

既存のサービスとうまく役割分担をしながらシルバーが伸びる余地というのはあると思

いますので、私は子ども教育経営というところで子どもの部分ですけれども、その中で

もそういったことの可能がないか、ご意見も参考にして考えていきたいと思います。  

 

○梁川委員  

 子ども関連だと、そこに子どもさんを預かるという、命を預かるわけですから、そこ
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には専門性を必要としているわけで、そうなると行政の存在というか、行政の主導も必

要になってくるのだろうと。その辺がきちっと民間の力と、そしてサービスの提供をす

るに当たって行政がどこまで責任を持って対応していくかという、このところが今後い

ろいろなことを進めていくのに必要なところだと思うので、ぜひこういう人材がいるわ

けなので、この人材をどう活用するか、検討していただければとお願いしておきます。  

 

○武藤部会長  

 していただきたいという要望を訴えて、検討するのがこの部会と審議会ですので、地

域住民の主体的なサービスをどうするかということと、地域活動の担い手たる住民とし

てどう確保してやっていただくかという、その両方を議論するということだと思います

ので、今、おっしゃったシルバー人材も地域の担い手として、対象が子どものケアとい

うことへも広げるというのはあるのではないかと伺いました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○岡本副部会長  

 ３点ございます。まず資料１０のほほえみサービスが２０１４年から２０１５年にか

けて、１９０件以上、４０人以上減ったということの理由が何だったのだろうかという

ことです。  

 もう１つは、資料１３で、２７年８月から一定以上の所得の方、自己負担割合が１割

から２割に増えた方が影響しているのではないか、つまり区から９割出すところを８割

に減った、何人ぐらい２割負担の方が出てきたのだろうかということですね。  

 それと資料１９なのですが、一般会計のところの高齢者施設措置で、養護老人ホーム

延べ人数、特別養護老人ホーム延べ人数、延べ人数というのは、例えば養護が８７６と

いうのは、３６５で割ると約２．何人という意味なのか、特養の１２というのは何人か

いたのだけれど１日、２日で介護保険に切りかわったということなのか、緊急通報も同

じような形で、延べ人数といっているところの意味を教えていただきたいなと、その３

点をお願いいたします。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 まず１点目のほほえみサービスの２６年から２７年に減った理由ということでござい

ます。これについて長田委員は、お分かりになりますか。  

 

○長田委員  

 わからない。顕著な理由がないということですが。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 申しわけございません、我々もちょっと分析というか、理由はちょっと。  

 

○岡本副部会長  

 協力員自身が高齢化してということかどうかもわからないですか。もしかしたらちょ

っとその辺もあるかなと思ったのですけれども。わからないですね、失礼しました。  

 

○長田委員  

 では、よろしいですか。ほほえみサービスは、介護保険外の任意のサービスという位

置づけになります。ですから介護保険サービス施行後、その制度の普及と充実に伴って、

場合によってはほほえみサービスの立ち位置というのですか、存在理由も薄れるのでは
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ないかと実はこの事業を所管している社協としては思っていたのですが、そうではなく

てきちっと一定の需要を捉えながら維持、発展してきているということがありますので、

ただ、この年度間の数字の上下を説明せよと言われても、ちょっと私どもは細かい上下

の理由というのはつかみ切れていません。ただ、今、申し上げたいのは大きくは制度外

の任意のサービスだけれども一定の需要をつかんで、地域の中での立ち位置というか、

存在意義を発揮していると認識しているということを申し上げたいと思います。  

 もう１点つけ加えますと、２８年度に向かって利用会員が増えていますし、それから

件数その他も増えているわけですね、実績が。特に利用会員が増えたことについては、

恐らく今回の平成２９年度の総合事業が始まるということを前提として、制度が変わる

ことに対して一定の評価を利用者の方がされて、任意のサービスのほうに移ってこられ

た。つまり使い勝手がいいと利用者の方が判断されて移ってこられたのではないか。特

に年度末にかけて利用者の方の登録が増えましたので、そういう認識を持っているとこ

ろです。  

 

○武藤部会長  

 ほかの件、古川副参事、岩浅副参事。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 それでは私のほうで、２点目にございました利用者負担、自己負担割合が１割から２

割に増えたというところでございますが、平成２８年の３月の時点でございますけれど

も、１割負担の方が約１万８００人、それから２割負担の方が２，４００人ほどでござ

いまして、２割負担の方が大体２割をちょっと欠けるぐらいの割合で中野区にはいらっ

しゃるといったような現状でございます。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続いて資料１９の高齢者施設措置に関するものでございます。養護老人ホームの延べ

入所者数８７６ですけれども、１カ月単位でやっておりますので、割る１２程度になり

ます。７０名から８０名程度の方がご利用いただいているということになります。特別

養護老人ホームにつきましても、月になっておりますので、やめた理由等、今日は持っ

ておりませんけれども、割る１２ですと、単純にいうと月１人ずつぐらいが利用されて

いるという実績になります。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。それでは一旦ここで話題を変えます。健幸ポイントプロジ

ェクトに関しての資料を、情報提供いただいておりますので、藤田委員から簡単にご説

明いただいて、その後、古川副参事から介護保険法の改正の報告事項２について、参考

資料１～２に基づいてご説明いただいて、その後、もう一度総合質疑、総合討議に移り

たいと思います。藤田委員、お願いします。  

 

○藤田委員  

 今日の資料で「『健幸ポイントプロジェクト』の成果を全国自治体へ広げる新事業始ま

る」という記事を資料で提供させていただきました。Ａ３の資料になります。こちらは

「健幸づくり」という、健康体力づくり事業財団が発行している毎月の号の６月号に掲

載されたものを資料提供させていただきました。以前に「健幸ポイント」というお話が

ありましたので、実際に実証実験ではありますけれども、動いているというところで、

簡単ですけれども資料がありましたので提供させていただきました。  
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 中身については、非常に説明するのが難しいのですけれども、簡単にいうと実証実験

としては、健幸ポイントに参加するという申し込みをすると、歩数計を購入するか、歩

数計を自治体からレンタルできると。その後に対象プログラムにいろいろ参加すると、

ポイントがたまっていって、最大で２万４，０００ポイントまでためることができる。

そのポイントを地域の商品券やポイントカードとかにかえられるとか、自治体に寄附す

るというような形でポイントを使うことも可能であると。  

 最後に、その努力とか成果が登録されていって、パソコン等で成果を見ることができ

るというような実験内容になっているということで、今、これは今回の実験については

６の市町村ですね、新潟県の見附市と、福島県の伊達市と、栃木県の大田原市と千葉県

浦安市、大阪府高石市、それから岡山の岡山市の６自治体がこの実験に参加をされてや

ったということです。  

 詳しくは、つくばウェルネスリサーチという久野先生がやっていらっしゃる会社さん

のホームページに載っていますので、もしこれ以上のことをお知りになりたい場合は、

そちらのほうのホームページをご覧ください。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。それでは介護保険法の改正について、古川副参事、お願い

します。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 それでは私のほうから介護保険法の改正についてということでご説明させていただき

ます。参考資料１、Ａ４横のほうをまずご覧いただいてよろしいでしょうか。  

 今年の５月に介護保険法等の改正が行われまして、６月に施行されているところでご

ざいまして、そのポイントといたしましては、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化

の防止、地域共生社会の実現を図るといったところと、制度の持続可能性を確保すると

いうことでございます。  

 その主な内容といたしましては、まずⅠ番の大きなところで「地域包括ケアシステム

の深化・推進」といたしまして、「１  自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化

等の取組の推進」でございまして、平たく言うと介護予防をしっかり取り組んでいこう

ということや、また、しっかり取り組んだ保険者には財政的に補助を厚くするよといっ

たところでございます。  

 それから２番目でございますが、「医療・介護の連携の推進等」というところでござい

まして、現在、介護療養病床というものが介護施設の中にあるのですが、これが廃止を

予定されているのですが、それが６年間延長するということと、あと今度新しく介護施

設として介護医療院というものを創設するという中身になってございます。  

 それから３番といたしまして、地域共生社会の実現といったところでございまして、

これも平たく言いますと、障害者と高齢者が同一のサービスを受けやすくするといった

ところで、障害者の事業所、高齢者の事業所の指定の仕方を緩和したりするといった内

容になってございます。  

 そしてⅡ番の大きなところでいきますと、「介護保険制度の持続可能性の確保」といた

しまして、内容といたしまして、２割負担者のうち特に所得の高い層には負担割合を３

割とするといったことですとか、あと介護保険料に関しまして、現在、５番のほうで介

護納付金への総報酬割の導入ということで言われているものでございまして、これ実は

もう始まっているものでございますけれども、４０歳から６５歳未満の方の介護保険料

は医療保険のほうでご負担いただいているところでございますが、これを頭割から所得
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に合わせた各保険者の割合でご負担いただくといったところが改正になっているところ

でございます。  

 これらの制度改正と、現在、国で検討が進んでおります介護報酬の改定を受けまして、

今後もう１つの参考２でお示しをしておりますように、介護保険料の見込量の推計とい

ったところを今後行っているところでございます。介護保険料の見込量の推計の考え方

といたしましては、１番で被保険者数の推計ですとか、２番で要介護認定者の推計、そ

れから３、４というところではサービスの量の推計、こういったものを行いまして、介

護保険の給付費を算出するといったところで、６番の介護保険料の検討を今後行ってい

くといったところでございます。いずれ一定程度まとまったところで、またお示しをさ

せていただく予定がございます。  

 私からの報告は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 資料説明は以上でございますが、全般的に論点１、２、３、いずれでも結構ですので、

それぞれまたお気づきの点についてご発言をいただければと思いますが、網野委員、渡

邉委員、原沢委員、南委員、小林委員は積極的にご発言をいただければ。南委員、どう

ぞ。  

 

○南委員  

 私は特別養護老人ホームのほうに勤務しておりますので、特養の実態ということでち

ょっとエピソードを少しお話しさせていただきたいと思います。  

 先ほどお話がありましたとおり、全くの未経験者の方が従事されるケースが増えてき

ております。特に特養の場合は、今、ほとんど一般からの採用というのは非常に難しい

です。なので派遣会社ですとか、紹介会社を通じて採用することが多いのですけれども、

派遣会社ですら全くの未経験である方をどうですかという感じで聞いてきます。ところ

が現場のほうでは、もう派遣職員だから当然即戦力として捉えていますから、派遣の職

員に一から教えるなんて、そんな余裕もマンパワーもありませんし、そのモチベーショ

ンもないのですね、職員のほうで。職員のほうにはもう未経験の方を派遣で入れるのは

やめてくれという感じで言われております。  

 ただ、働く側としては全く未経験の方がいきなり勤めるのではなくて、派遣でちょっ

と行ってみて、それで働けるようであったら続けるというようなこともありますので、

その辺はミスマッチといいますか、非常に難しい部分がありまして、なかなか未経験の

方をこちらとしてはやはり職員としてなら育てるというのはありだと思うのですけれど

も、派遣としては難しいと考えているけれども、働き手のほうは派遣としてやりたい方

が多い。その辺も非常に大きなギャップがあります。  

 ちょっとエピソードとしてお話しさせていただきました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。人材の確保と育成と定着という３要素があると、その観点

から重要なご指摘だったと思います。  

 いかがでしょうか。小林委員、どうぞ。  

 

○小林委員  

 論点１の介護人材の確保のところなのですけれども、意見で、先ほど武藤部会長もお

っしゃっていましたけれども、現状把握が不十分な中で議論はできないと思うのですが、

ご指摘のとおり中野区のデータがないのはもちろんなのですけれども、入っている項目
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とかも、例えば資料２の８ページですとか、特養における利用率及び介護職員充足状況、

特養以外にも介護の施設とかあると思うので、もうちょっととるデータ自体も工夫され

たほうが、これからとるのであればいいかなと思います。例えば新たに介護の仕事に就

業される方自体はどんどん右肩下がりなのか、毎年一定はいるけれどやめてしまう人が

多くて、そのまま戻ってこないのか。それによっても打つべき対策は違うと思いますし、

仮にやめてしまうとしても、その理由が賃金とか待遇の問題なのか、キャリアパスの問

題なのか、その辺がどうなのかというのがわからないと、今の資料３で見る限り、キャ

リアパスの女性だとか研修があるのですけれども、もしそこにあまり問題を感じていな

いとしたら、あまりいい対策にならないのではないかなと思うので、このあたりがわか

るような現状把握をされたほうがいいのではないかなと思います。  

 就職活動とかの現場を見ていてもといっても、もう１０年ぐらい前になりますけれど

も、あまりそのころから人気はなかったと思います。それもキャリアパスとか、入り口

に入るより前に、賃金が低いであるとか、夜勤の問題だとか、そういったところで敬遠

されていたかなという感じはあります。どなたかもおっしゃっていたと思うのですけれ

ども、私、４年制の大学を出ていますが、恐らく大学のときの知り合いで介護系に進ん

だという人いないです、私の友達の中には。ただ、高校を卒業してそのまま働かれてい

る方とかでは多かったりしますので、その辺の新規に入ってくるルートの話、それから

今いる人がどのくらい定着するかの話、両方がわかるような現状把握をされればいいの

ではないかなと思いました。  

 以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。中野区の現状把握についてのご指摘だと思います。  

 網野委員、どうぞ。  

 

○網野委員  

 私も人材をどのくらい確保すればいいかということというのは、本当に私が現実に基

礎教育をしていましても、このうちの一体幾人が世の中へ出て役に立つのだろうと思う

のが本当のところですので、高望みをしてあまりいい人を欲しいとまずは思わないこと

が一番大事で、先ほど参考資料２で、この介護保険料の見込みの推計の考え方というの

をお話しいただいたのですけれども、これと同じように将来、この中野区の人口の中で

どのくらいの人たちが、要するに手のかかる人になっていくか、そして手のかかる割合

が伸びていくかということをほぼ推定して、そしてその中で例えば訪問介護をしてくれ

る人は幾人ぐらいいればまあまあよしとするかというあたりの推計をある程度理屈をこ

ねてつくるしかないなと思うのですね。  

 ですからそれをした中で、できるだけその数に合わせるように教育をしていくには、

どういうやり方がいいのかということを考えて、そしてその教育した人たちが、この後

何年間この仕事をやってくれるかということによっては、また新規の育てる人の数も違

ってくると思うのですけれども、そういう介護保険料の見込みと同じように、人材の育

成の見込みもほぼこれと同じような考え方でつくっていく。それに対して中野区の中で

はどんなことをすればこれに乗ってくれるかということを考えていくしかないかなと、

私は思っております。  

 常にこういう看護とか介護とか、人の世話をする職業というのは、常にその相手の心

の中のことを考えたり、感情労働と言われているように本当に１つの行為をするのにた

くさんのことを考えながらやらなければいけないので、単純に割り切った仕事とは違っ

て、非常に複雑で面倒で、そしてその上に給料も安くて、夜勤もあって、もう恵まれな
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いことだらけなので、そのあたりのところを改善しない限りは、幾人育ててもざるで水

をすくうようなことになってしまっては仕方がないというのを諦めて、根気強く養成す

るしかないかなと思っています。  

 ちょっと意見にならなくて申しわけありませんけれども。  

 

○武藤部会長  

 人材にかかわる論理ですね。合理的な論理と同時に、この地域特性に合わせた物語、

その両面が必要であると伺いました。  

 渡邉委員と原沢委員、締めをお願いします。  

 

○渡邉委員  

 今日のお話を聞かせていただきまして、介護事業所における人材の質と量というよう

な、質の話に関しては今、いろいろと委員であったり、質の担保というのは物すごく難

しいなと、常にどのところでも思っておりますので、これは十二分に今後も先に話し合

っていけばいいだろうと思うのですけれども、まず現場としても困るのは、量の確保と

いうのは基本的に数がいなければどうしようもならないという、量の確保というところ

はどうしても先に入らざるを得ないのかなと思っております。  

 そういった意味では、今回このアンケートをとるに当たっては、どのあたりに焦点を

捉えて、必要なものをとるかという形は、少しアンケートをとる時点で合理性を持って

アンケートのほうをとっていただきたいなとは思っております。単に人が足りている、

足りない、はい、そうですかでは、何かちょっと論点があまり進まないのではないかな

と思います。  

 それで今回、どっちかというとこの部会は健康という言葉が入っているのですけれど

も、高齢者を中心に物事をしゃべっているということで、高齢者の２番に関してはやは

り住民主体サービスというのは第三者のサービス、介護保険によらないものというのは、

地域の資源という形で捉えられているところなのですけれども、これは物すごく大切な

ことだと僕は思っております。地域の人が地域で支え合うというのは、地域包括ケアシ

ステムの一番の考え方の中で、みんなそれぞれ自分たちがその地域に何の力を出せるの

かということをみんな思っているのです。吉成委員が言ったように、生きがいとか、お

金のために働いていないという形で、地域に最後にどうやって貢献ができるかという、

そういう気持ちで働いている人、働きたいと思っている人たちがいらっしゃる事実があ

ります。  

 そこにはここの話とはちょっと変わるのですけれども、ぜひ我々としてはそういった

人材は協力いただきたい。梁川委員が言ったように、介護の職員が足りないのと同じよ

うに、子どもたちの見守りに対する人も実は足りない。ここでは介護のお話を中心にし

ていますけれども、やはりそういった人材を、シルバーの人材を利用する側の話をしま

したけれど、登録する側の人間もどうやって登録していいのかというのが、ちょっとわ

かりにくいのではないかと僕は思っている。パンフレットも大して毎年変わっていない

のではないかなと、シルバーの申し込みに関しては変わっていない。ですからやはり受

け入れる側、生涯大学、そちらのほうの人たちも学校なんかでも活躍をされています。

朗読の会とか、それぞれの人たちがみんな生徒たちに、本当に中野区で何十年間も仕事

をしてきた人たちは、本当のプロフェッショナルがいっぱいいらっしゃるのですね。我々

には到底追いつかないようなプロフェッショナルの技術、知識を持った人たちを活用さ

せていただかない手はないなんてことがありますので、これは当然入る側、利用する側

が利用しやすい、エントリーしやすいという両方の面から、しっかりとここについてや

っていただければ、中野区のために最大の、もう質の担保がここで確実にできています
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から、そういう人はぜひご利用させていただきたいなと思っています。  

 介護予防の点について、ここでは運動の話はあまり出なかったのですけれども、やは

り介護予防という形であれば、今、言われているフレイルだとか、サロコペニアだとか、

ロコモティブだとかというような関節性疾患だ、衰弱だ、栄養だと、そういった観点を

もう少し明確にした形で、いろいろと区民に啓発していかないと、これだけやっていま

すよ、どうぞと言うけれども、活字を読む人なんてまずいませんから、やはりそういう

意味でキャンペーンをちゃんと張って、少しずつちゃんと狙っていくような形をしない

と、毎年どれかというわけにはいかないですけれども、要はいい事業、何となく活用し

てもらう、なるべく参加してもらう方法を、数だけそろえてどうぞ自由に選んでくださ

いでは決してだめで、今までは全部そのやり方だったと思うし、社協さんに丸投げみた

いな、ちょっと言葉が悪くて申しわけないのですけれども、そういうやり方ではもう今

後は続かないので、一緒にやっていくという考え方で事業を展開していってほしいなと

いうのも、これも要望です。  

 

○武藤部会長  

 原沢委員、どうぞ。  

 

○原沢委員  

 ちょっと今日初めてなもので、何を申し上げていいのか。ちょっと今、頭がまとまっ

ていないのですけれども、私たちの会ではなかの元気アップセミナーを受託させていた

だいているのですが、いらっしゃる方の質はいいのですけれども、なかなか量が増えな

い。なかなか難しいところがありまして、この量を増やすにはどうしたらいいのかとい

うことをひとつまたお考えいただいたらいいのかなと思いますのと、あとシルバー人材

のことなのですが、やはり私どもたまに利用させてはいただいているのですが、利用状

況はどうなのだというような、半年に一度とか、１年に一度とかそういう感じで、こち

ら側に対して意見を求めてくるとか、そういうことも必要なのではないかと思っており

ます。  

 以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。取りまとめますと介護系の人材については、「十年樹木、百

年樹人」という言葉がありますが、１年で実りを得るなら穀物を育てる、１０年で実り

を得るなら木を植える、１００年で実りを得るならよき人材を育成するという言葉があ

ります。「樹人」という言葉ですが、中野区として介護系の人材養成を多職種連携で、分

野領域をまたがって１０年先、３０年先、５０年先を見越した教育システムで、中野区

モデルと言われるような魅力的な教育システムがあると、東京都内、都外から、ここで

職場として働きたいという魅力が増すのではないかと思うのですが、今のところそうい

う要素があまり感じられないので、そこが最も大きな課題のように思います。人材育成

システムの改善といいますか、発足を早急に検討すべき、それには現状把握がまず第一

と感じました。  

 まだまだ論議したい点はあろうかと思いますが、時間になりましたので、次回は８月

７日の月曜日ということになります。１１月の日程が未定でありましたが、１１月は１

０日の金曜日となります。もう一度申し上げます。８月は７日の月曜日、１１月は１０

日の金曜日に午後７時からということで、ご案内は漏れることがないようにぜひ事務方

は点検をした上で、対応いただければありがたいと思います。次回８月７日ということ

でお知らせですが、それ以外何かご連絡事項がありましたら。よろしいでしょうか。  
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○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 ８月７日につきましては、遅くとも３日前、金曜日ごろに皆様のお手元に届くように

資料を送らせていただきます。  

 本日お車でお越しの方は駐車券を処理いたしますので、後ほど事務局のほうにお声か

けください。お願いします。  

 

○武藤部会長  

 それでは予定の時刻になりましたので、ご協力ありがとうございました。これにて閉

会とします。  

――  了  ――  


