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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６回）  

 

開催日    平成２９年８月７日（月）１９：００～２０：３９  

 

開催場所   中野区役所９階  第１２～１３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、

渡邉  仁、原沢  周且、髙松  登、長田  久雄、金沢  美代子、渡部  金雄、

吉成  武男、坂本  真理、南  光保、梅原  悦子、梁川  妙子、小笹  敏和、

小林  裕子、村上  昌子、和気  純子  

欠席者  藤田  温史  

 

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北部すこやか福祉センター所長  小山  真実  

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  

区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  古川  康司  

都市基盤部副参事（住宅政策担当）  塚本  剛史  

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

 

 

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 それでは時間になりましたので、第６回介護・健康・地域包括ケア部会を開催いたし

ます。夕刻、台風、間もなく到着するかもしれませんが、お集まりいただきまして、あ

りがとうございました。  

 まず、新事業体制の紹介で岩浅さんからお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、７月に中野区役所で人事異動がございまして、今回から新たな事務局の職

員が入っておりますので、紹介させていただきます。  

 北部すこやか福祉センター所長の小山でございます。  

 

○小山北部すこやか福祉センター所長  

 北部すこやか福祉センター所長の小山でございます。よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 欠席者は藤田委員が欠席かもしれない。ほかはよろしいですね。  

 ありがとうございました。  
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 資料の確認をお願いします。  

  

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 資料でございます。次第のほかに、資料の１番から１０番。本日配付のものも含めま

して、資料が１番から１０番のものをお配りさせていただいております。あとはカラー

刷りのパンフレットですが、「ケアポートみまき」というもの。あとは公益財団法人身体

教育医学研究所という２種類のカラーのリーフレットをお配りさせていただいておりま

す。  

 以上です。  

 

○武藤部会長  

 それでは、審議事項に参ります。資料１をご覧ください。資料１「区として議論して

いただきたい論点及び関連する委員からのキーワード資料」ということで、岩浅副参事

より説明していただきます。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 資料１をご覧ください。本日のテーマでございます。審議事項といたしましては、施

設（特別養護老人ホーム、グループホーム等）の整備について。住まい・住まい方につ

いて。あと、前回のテーマでございましたけれども、資料等が不足しているということ

で、今回改めてテーマにさせていただいております、介護人材の確保・育成・定着につ

いてでございます。あとは、これまでの議論の整理につきましては、これまでの委員の

皆様からの発言を簡単にまとめたものがございます。紹介をさせていただきたいと思い

ます。  

 あと、報告事項として、介護保険事業計画（国指針）について、報告させていただき

ます。  

 まず、論点（案）でございます。１つ目が、特養、グループホーム等施設の整備を進

めるに当たっての方策ということで、住みなれた地域で暮らし続けるというのが地域包

括ケアの考え方になっておりますが、単身や寝たきりの場合に、特養等の施設入所を選

択するという方も多くいらっしゃいます。中野区内におきましては、特養、グループホ

ームのいずれも待機者がいる状況でございまして、ただ、用地不足でもございまして、

今後、区としてどのように考えていくのかということをご議論いただければと思ってお

ります。  

 ２つ目が、高齢者が住み慣れた地域で適切な住まいを確保するための施策展開という

ことで、住まいのバリアフリー化、世帯構成等によりまして、そのスタイルに応じた住

まいに住むということが必要かと考えておりますけれども、中野区におきましては、高

齢者への住みかえ住宅の情報提供を行っております。ただ、高齢者等につきましては、

なかなか可能な物件が少ないということもございます。大家の方の不安等が影響してい

ると思われますけれども、そうしたことも踏まえまして、区として今後どのような施策

が必要かというのもご議論いただければと思います。  

 ３点目が介護事業所における人材の質・量の確保を図るため、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、前回少しご議論いただいておりますが、人材の確保・

育成・定着。この３つの視点に基づきまして、中野区の事業所からのデータを今回提出

させていただきますので、それに基づいて、区としてどのような取り組みをすればいい

かということをお話しいただければと思います。  

 委員の皆様から当初いただきましたキーワードでございます。施設の整備につきまし

ては、施設の拡充ですとかというものが入っております。住まい・住まい方については、
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ゴミ屋敷というのがキーワードとして入っておりました。介護人材につきましては、人

材確保、人材基準の見直し、キャリアパス。あと介護保険計画につきましては、財政の

安定化、持続可能性といったようなキーワードをいただいておりました。  

 説明は以上となります。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございます。ただいまの説明に関しまして、何か確認したい点がございま

すでしょうか。  

 そうしますと、審議事項としては、施設等の整備、住まい・住まい方、介護人材とい

うことがこの案件に入っていますが、あわせて資料の３から５、資料の７、８、順次、

ご報告いただいた後、まとめてディスカッションさせていただきます。  

 塚本副参事、お願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 資料の２は。  

 

○武藤部会長  

 ごめんなさい、資料２を入れてです。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、資料２につきましてご報告をさせていただきます。「中野区介護保険サービ

ス等の基盤整備状況」でございます。表の見方ですが、特別養護老人ホームの欄をご覧

いただきますと、５期末の整備数、現在の介護保険の計画の前までに９つの特別養護老

人ホームがございまして、定員が６８０であった。第６期計画では、２つを新たにつく

ろうという計画になっていたけれども、６期の事業計画（２）となっております。特養

をつくる場合には何年か期間がかかるということで、２件事業化はしてはいますけれど

も、現実に６期計画として検討されたもので動き出しているものはないという表示でご

ざいます。  

 ６期の期間に開設したものは１つ。前期の計画で計画されていたものが１つオープン

しております。合計で、現時点で累計整備数が１０ということでございます。備考欄を

ご覧いただきますと、前期までの計画で、今期の間にオープンしたものがハピネスホー

ム・ひなぎくの丘、富士見町跡地に特別養護老人ホーム。その下に点が２つございます。

ＪＫＫ弥生町六丁目、国有地江古田四丁目事業といいますのが６期の計画中に事業化が、

計画が終わったものということでございます。オープンにつきましては、それぞれ平成

３１年、３２年となっておりますので、今後ということでございます。  

 その下、介護老人保健施設、療養型医療施設等につきましても、同じような見方でご

ざいます。６期の計画期間中に新たに計画されたものにつきましては、いずれもまだ建

設中、もしくは建設前という段階でございます。  

 表の外に行っていただきまして、特別養護老人ホームの状況でございます。中野区の

待機者数７８４名のうち、原則区分３以上となっておりますので、このうち６０７人が

待機ということが昨年１０月時点の数字でございます。整備が多く進んでいる都内の市

町村におきましては、青梅市、あきる野市等が５％を超えている状況でございます。  

 整備率が１．５％以上の特別区につきましては、葛飾、足立、港、千代田ということ

で、土地が比較的使いやすい区、もしくは高齢者の人口の少ない区というふうに考えて

おります。  

 また、中野区が区単独で建設補助をした区外協力施設ということで、日の出町、八王
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子市等にござまして、中野区の方は優先的に入れていただいておりまして、現在１１８

名の方がそちらに入っているという状況でございます。  

 ２番目の地域密着型サービスでございます。こちらは中野区民の方限定に入っていた

だく施設ということになります。こちらにつきましては、地域密着ということで、南部、

中部、北部、鷺宮というふうにエリア別に目標値を設定しておりました。６期の事業計

画におきまして、その目標が達成、整備が進んでおりますのが北部地域でございます。

グループホームにつきましては３つ、５４名の定員ということを考えておりましたけれ

ども、現時点で３つ、５４名の計画が進んでいるという状況でございます。これにつき

ましては、江古田三丁目の国有地と民有地にそれぞれ１つ、江古田四丁目の国有地に１

つというものでございます。  

 小規模多機能につきましても、北部地域に１つ、計画が進んでおります。これはグル

ープホームとの併設の施設ということになります。  

 次のページに行っていただきまして、定期巡回等につきましても、南部で１つ、北部

で１つ、現在計画が進んでいるという状況でございます。  

 ３番目の住まいに関しましては、都市型軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅につきましても、６期で計画されたもの、現在動いているものはございますけれども、

オープンしたものは前期までの計画のものだというような状況でございます。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長  

 資料３から５を塚本副参事、お願いします。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 住宅政策担当塚本よりご説明いたします。  

 資料３をご覧いただければと思います。「中野区住宅白書」の概要でございます。こち

らは国勢調査などの統計調査を整理したものでございます。  

 まず１ページ、人口・世帯についてでございます。こちら、下の図１にございますよ

うに、中野区におきましては、人口及び世帯数が増加をし続けてございます。その中で

も特徴的なのが、隣の図２をご覧いただければと思いますが、１人世帯の割合が増加を

続けている。１人世帯はこの図でいいますと緑のグラフですね。平成２７年は６１．９％

が１人世帯ということでございました。そうした中で、図にはございませんが、上の表

の②に記載されてございますように、高齢者の人口も増え続けておりまして、今後の高

齢化社会に対応しました住生活環境の確保が課題となっているというところでございま

す。  

 次、２ページでございます。住宅の現状でございます。下の図４ですが、区内の住宅

数は増加をし続けてございます。平成２５年のデータとなりますが、全体で約２１万戸

の住宅数があるとされてございます。そして、そのうち約２万９，０００戸、上のオレ

ンジの部分ですね。２万９，０００戸が空き家、あるいは空き室、そういった形である

と見られてございます。  

 隣の図５ですが、居住の形態について、近隣の周辺区との比較をしているものでござ

いますが、中野区はグラフの一番上でございます。周辺区と比べまして、持ち家の割合、

これは緑のバーが低い。３２．３％。それに対して、民営借家、いわゆる賃貸住宅の割

合が非常に高く、６１％となってございます。近隣と比べても突出している。そういっ

た状況でございます。  

 続きまして、３ページをご覧いただければと思います。そうした民営借家の状況でご

ざいますが、図９をご覧いただければと思います。こちらは住宅の広さについて、周辺



5 

区と比較したものですが、中野区は一番上のバーでございます。住宅の広さが２９平米

以下、いわゆるワンルームのような住宅です。こちらが中野区は５７．１％。ほかの区

と比べても非常に多い。そういった状況となってございました。  

 ４ページの説明は省略いたしますが、高齢者の住まいという視点で考えますと、中野

区におきましては高齢者人口が増え続けている。そして、高齢者の単身住まいも増加し

ている。そういった形であると認識しているところでございます。中野区はワンルーム

の賃貸住宅が多く、空き室・空き家の部屋数も多いということから、単身の高齢者の方

がこうした空き家になっているようなワンルームの賃貸住宅に住んでもらいやすくして

いくことが、今後の住宅政策の方向性であるのかなといったふうに考えているところで

ございます。資料３につきましては以上でございます。  

 続きまして、資料４をご覧いただければと思います。「住替え住宅の情報提供について」

でございます。中野区では区内におきまして、民間賃貸住宅の転居、引っ越しを希望さ

れている際に、高齢の方ですとか、引っ越し先を探すのが大変ですといった方を対象と

しまして、不動産屋さんにもご協力いただきまして、住み替え住宅の物件紹介を行って

ございます。区のほうにはそういった住みかえのご相談というものが年間で３００件以

上寄せられておりますが、こちらの制度、住みかえの情報提供という制度を実際にお申

し込みいただきますのは、年間で４０件ほどございます。そのうち、区がご紹介をさせ

ていただいた物件に引っ越しをされるという方の割合は、４０件のうち３割ほど。そう

いった事業の実績となってございます。  

 裏面にこの流れを簡単に書いてございます。このようなご相談を受ける中で、やはり

単身の高齢者の方々は住まいを探すというのが非常に簡単なことではないと。そういっ

た現状が見えてございまして、その上で、続いて資料５をご覧いただければと思います。

賃貸住宅に高齢者の方が単身でお住まいになる際のトラブルのような事例をまとめたも

のでございます。  

 こちら、事例を幾つか挙げてございますが、まとめますと、資料の一番下、「事例を通

じて見えてくる問題点」ということで記載をしてございますが、認知症などがある方な

ど、そういった方は隣人との関係もあり、そういった面で住みづらい状況があるのかな

と。また、そうした不安が拭えない、そういったことで大家さんが入居を拒否されるケ

ースも多くあるといったところでございます。また、単身の高齢者の方につきましては、

例えば身内の方が近くにお住まいになっていること、あるいは緊急連絡先といったもの

がしっかり確保できていないと、なかなか入居が難しい。そういった状況があるようで

ございます。  

 こちら、資料５の裏面をご覧ください。そういった単身高齢者の方の住まい探しにつ

きましては、以下のような取り組みの方向性があるのではないかなといったふうに考え

てございます。まず（１）見守りなどの体制の充実というところでございます。困って

いる方に対して相談窓口がそもそも少ないのではないか。あるいは、そういった窓口が

あっても周知されていない。そういったことがあるのかなというところでございます。  

 （２）住みやすい環境の整備といったところでございます。メンタル部分での支援の

充実といったものがあるとよいのかなというふうに考えてございます。  

 （３）住み替えのしやすさを向上させることが必要ではないかと。こちらも相談体制

の強化、あわせてそうした窓口の周知といったことを一層充実させて、また、区内には

空き家・空き室がたくさんございますことから、こうした空き家・空き室の情報をしっ

かりとお伝えしていくことが必要であると考えてございます。  

 （４）家主やＮＰＯ法人等への支援。やはり、大家さんの不安を取り除くことが第一

歩となりますので、こういった取り組みを進めていくこと。そして、こうした活動をし

ているＮＰＯ団体さんのような皆様とも連携を強化していく必要があるのかなと考えて
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ございます。  

 住まいに関しましては、私からの説明は以上になります。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。それでは、介護人材の確保・育成・定着について。古川副

参事、資料７、８。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

それでは、資料６を１つ飛ばしまして、資料７、８をご覧いただきます。まず資料７

からご覧いただきたいと思います。  

前回、この部会のほうでご指摘をいただきまして、中野区の介護人材ということで、

改めてファクスによりましてアンケート調査を行っております。その結果を含めたもの

と、実は介護サービス事業者連絡会の方、特別養護老人ホームの施設長の方にも直接お

会いいたしまして、聞き取りのほうをさせていただきました。そのことも含めまして、

このアンケート調査の中でご報告させていただきたいと思います。  

まず資料７で、アンケートですが、ＦＡＸにおきましてアンケートをさせていただい

て、事業所種別にアンケートをとりまして回収率が５４．１％といったところでござい

ます。  

２ページに進みまして、１、中野区の介護労働者の年齢構成ですが、中段の右側、訪

問介護員のところが４７．６％と、太い四角で囲ったのですが、これは前回、国のほう

では平成２４年の調査でございましたが、３０％といったようなところがございました

ので、中野区のほうでは６０歳以上の方が多い割合だといったところが明らかになった

かなというところでございます。また、居宅の事業所連絡会の皆さんからは、６０歳以

上ではなく、６５歳以上の方がやはり実際は多いという感触を持っていらっしゃるとい

うことで、ポジティブに考えれば、元気な高齢者の方が支えていただいているよといっ

たお話もいただいているところでございます。  

進みまして、３ページ、４ページでは、サービス種別ごと、主なところですが、介護従

事者の在籍年数というところで、上のほうが正規、下の４ページのほうが非正規の在籍

年数といったところでございます。一番上は訪問介護といったところですが、見づらい

表で申しわけございませんが、３年以上の方が結構占めていただいているのかなという

ところ。一番下の介護老人福祉施設、特別養護老人ホームのことですが、ここはある程

度、年数のバランスがとれているといったところが正規のほうは読み取れるかなと思っ

ています。  

次、５ページに行っていただきますと、３番で、採用者・離職者の数ということで、

昨年度１年間でどんな感じだったかというところです。下の計を見ていただきますと、

採用が全体では５０７で、離職が４４１ということで、全体的には採用のほうが伸びて

いるというところがございますけれども、中段の通所介護ですとか短期入所生活介護、

ショートステイそういったところや一番下の介護老人保健施設といったところは、採用

よりも離職のほうが多いといった傾向が出ております。また、特養の皆さんからは、や

はりこういったところは前回も南委員からもご発言がございましたように、派遣職員で

何とか乗り切っている現状だというふうなことも教えていただいたところでございます。 

次、６ページ、４番の離職者の勤務年数といったところでは、比較的経験の短い方が

離職されるケースが高いのかなといったところ。その下の５番の採用について予定どお

り採用できたかというところをお聞きしましたところ、「予定より少し足りなかった」「全

く予定通り採用できなかった」というところが合わせて６６％ほどというところで、希

望した採用枠まではなかなか採用が進んでいないという現状がございます。  
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次、７ページに進んでいただきますと、不足感の強い職種といったところでございま

すが、こちらのほうも看護職員、介護職員といったところがやはり回答としては多かっ

たといった傾向でございました。  

７番の職員募集の手段といったところでは、公的機関を使って募集をかけているとこ

ろが多いということでございましたけれども、広告物や広告サイトへの掲載というとこ

ろは特養の皆さん、在宅の事業者の皆さん、いずれも打てる手は打っていますよといっ

たところ。それから、案外口コミで、職員や知人の方の口コミで採用を制度化している

施設の方もいらっしゃるというところでございました。  

８番で、昨年と比べた職員の離職率で、よくなった、悪くなったというのをお聞きし

たのですが、全体的にはあれですけれども、中段の短期入所生活介護、ショートステイ、

認知症対応型通所介護、一番下の介護老人福祉施設といったところでは、離職率が改善

されたという回答がなかったというところでは、若干厳しさのほうがここで出ているの

かなといったところです。  

 ９番で、離職の理由といったところでは、これは複数回答でございますが、家庭の事

情、仕事上のストレス、健康上の問題というところがトップ３を占めているという傾向

でございました。  

 続きまして、１０番に行きますと、職員の定着を図るために、今、事業所のほうで取

り組んでいる内容といたしましては、一番多かったのが１９．７％の給与の改善。２番

目としては１７．８％の資格取得への支援といったところが多かったかなといったとこ

ろでございます。  

 １１番のほう、前回も少しお話しさせていただきました、介護職員処遇改善加算の届

出状況といったところで、これも主な事業所の種別を挙げております。全体としては６

割近いところが、今年、一番左上にあります加算（Ⅰ）というのをとっているといった

ところでございまして、この加算をとることでキャリアアップの仕組みを事業所が整え

なければいけないという制度になってございますので、そういったところの整備も進め

てきましたというお話も直接いただいているところでございます。  

 次、１２番、今度は区のやっているところへの参加状況で、まず研修というところで

すが、研修のほうは積極的、それから希望に応じて参加していただいているところが９

割近いというところでございます。  

 １３番のほうでは、いろいろな資格を取るための費用助成をしているところでござい

ますが、この分析の中で、左から２番目に関しましては、区が行っている制度を知らな

いという項目になってございまして、色が一番上と下の３つと違うのですが、右から２

番目の区の行っている助成制度を知らないとお答えいただいた事業所が比較的一定程度

あるといったところは区としても課題があるのかなと思っているところでございます。  

 次に行きまして、１４番ですね。介護職員の採用・定着・育成に向けて区に望むとい

うことで、一番回答が多かったのは、２１．３％の職員の賃金の独自補助をしてほしい

と。その次が２０．６％で、就業希望者とのマッチング事業、３が１６．４％の資格取

得に向けた補助の拡充といったようなご意見をいただいているところでございます。  

 以上がアンケートと、実際の聞き取りをいたしましたところでの、若干の補足といっ

たところで、中野区の介護人材の現状といったところでございます。  

 続いて、資料８、１枚のものでございますが、これは右上の日付を間違って、申しわ

けございません。資料８では、では実際に中野区でこの先どのぐらいの介護人材が必要

なのかというところを、平成２５年に都道府県別に行われました調査から、中野区の介

護の認定率の割合を参考に推計をいたしました。一番右側、２５年度というのが中野区

でおおよそ推計をいたしますと、３，７００人程度の方が介護で従事していただいてお

りまして、現状、その右隣、ｂと書いてあります「現状推移見込」といいますのは、入
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職、離職の情報を踏まえた上で推計をしたところ、中野区ではこの先、平成３７年まで

何も介護のサービスが増えなくても、入職、離職のところで対象者が増えるといったと

ころもございまして、それが５，０００人ほど必要になるだろうということで、その１，

２８０人ほど増えなければいけないと。ただ、ｂのほうで、第６期介護保険事業計画の

中で、これから介護施設や事業所を増やしていくという計画を立ててございますので、

そこに従事しなければいけない職員の方を換算して、どれほど必要かといったところが

必要見込ｄというところでございまして、それが５，８６３人というふうに推計いたし

ますと、自然に介護に従事される方が増えるという見込みになっているのですが、一番

右に書いてございますように、８６０人ほど、何らかの工夫をして介護の従事者の方を

確保していかないと、中野区の介護サービスを十分提供することはできないといったよ

うな推計を持っているところでございます。  

 介護事業者に関する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。前回の議論を踏まえて、新たに急遽、調査をしていただい

たということで、すぐやる課の中野区でありました。  

 続きまして、最後、資料６になりますね。これまでの議論の整理を岩浅副参事。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

それでは資料の６をご覧いただきたいと思います。これまでの意見の整理をさせてい

ただいたものでございます。皆様からの発言をある程度まとめて整理したものがこちら

の資料になります。  

まず、「すべての人に対する見守り支えあい」につきましては、２１件の意見を羅列さ

せていただいております。認知症対策においては、若年性認知症も含めて検討する必要

があるですとか、アウトリーチ活動を有意義にしたり、職員が地域と密な関係を構築す

ることが必要である等の意見をいただいております。  

続いて、裏面になります。介護予防に関しては、８件の意見をいただいております。

自立度につきましては、生活の自立と筋力との自立は違うのではないかですとか、短期

集中予防サービスを行った場合に、行政はどのようにフォローしていくのかといったよ

うなご意見。また、リピーターがこういった事業には多くなりますので、それに来ない

方に対してどのように対処すればいいのかといったような意見をいただいております。  

食育・健康づくり・スポーツにつきましては、１１件のご意見をいただいております。

全国の他の自治体との連携することがいいのではないかですとか、年齢別で働き盛りの

男性への事業展開が弱いのではないかといったようなもの、あと、ウォーキングマップ

ですとか、公園等にどのくらい歩いているかわかるような工夫があったほうがいいので

はないか。また、ポイントの付与等についていただいています。また、お子さんにつき

ましては、乳児の関係、また中高生への指導等が必要ではないかというようなご意見を

いただいております。  

介護人材の育成・確保・定着。前回までにいただいたご意見でございますが、５件の

ご意見がございました。男性の職員が増えてきているけれども、同性介護ですとか、例

えば女性のほうが好まれるといったような傾向があるですとか、人材の確保・定着とい

うことを考えると、「賃金」や「住まい」というのがキーワードになるのではないか。  

また、介護保険料見込み量につきましては、人口や要介護等の今後の推計を把握して

いく必要がある。また、採用時の資格ということでなくて、「中野区モデル」のような、

区として人材育成をきちんと進めていくシステムを早急に検討すべきであるといったご

意見をいただきました。  
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住民主体サービスの拡充・担い手の育成というところでは、「地域の居場所」というこ

とで、疾病の予防対策を行っているところも居場所としてやってはどうかですとか、シ

ルバー人材センターの関係、また社協との連携をしっかりとっていくべきではないかと

いったご意見をいただいております。  

シルバーにつきましては、利用もそうですが、シルバー人材センターに参加する方も

なかなか周知をされていないのではないかといったようなご意見をいただいております。 

簡単ですが、以上でございます。  

 

○武藤部会長  

ありがとうございました。たくさんの資料をまとめてご報告いただきましたので、１

つ１つ確認をしながら参ります。  

まず、資料２にありました、施設等特養、グループホーム等の整備についてというこ

とで、ご意見、質問、確認したい点がありましたら、順次、お伺いをさせていただきま

す。資料２の施設等の整備についてということで、主に資料２に関係して、ご質問等ご

ざいませんでしょうか。  

どうぞ。  

 

○岡本委員  

 ご説明の中で、６期にできたといっても実は前期５期のものであったということで、

場所がないというのが一番大きな理由だと思うのですが、今後も中野区は特養を建設し

続けるのか。つまり、１つの特養をつくるに当たって、１００億とか１５０億とかいう

お金がかかるわけですね。そのお金を在宅のほうに回すと、全く違った試みができるか

もしれないということと、人口全体が減るという中から考えると、例えば１つの施設だ

ったら４０年後、今と同じような形の、例えば特養に入りたいという方が常にいるかど

うかというあたりの予測はいかがなのかなという点をお聞きしたいと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

特別養護老人ホームは有償の施設ですが、先ほど申しましたように、区分３以上で６

００人ほどの人がいらっしゃいます。現在、計画で二百数十と決まっておりますけれど

も、区としてもあと１つぐらいは必要なのかなと思っております。  

グループホームですとか、小規模多機能ができた段階で、入所しなくても済む方が出

てくると思いますので、区としては特養をもう１つぐらいあってもいいのかなと。区が

つくっております特養が３つあります。今、２０年とか数十年経ってきておりますので、

その建てかえというのも数十年先には考えなくてはいけないと思いますけれども、現時

点では、現在の計画数プラス１ぐらいはあってもいいのかなと思います。  

逆に、小規模多機能ですとかグループホームにつきましては、地域性というのが必要

になってくると思いますので、一部の地域にはある程度充足しているかもしれませんが、

区を４つに分けておりますので、４つの地域に均等にもう少しずつつくっていく必要が

あるというふうに考えております。  

 

○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。  

 どうぞ。  

 

○梅原委員  

 グループホームとか小規模多機能というお話が出たのですが、地域密着型の介護老人
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福祉施設というのは構想の中にはございませんでしょうか。少人数の特養です。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 現在のところは予定はないです。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○小林委員  

 入所型の施設の件ですが、先ほど、同じ予算があったらとっておいて在宅にという話

もあったと思うのですが、資料３を見ると、高齢の単身の世帯が増えている。また、若

い方の世代でも、単身の世帯はすごく多いけれども、子育て世代の方は外に出ていくと

いう流れがあるということであれば、今後も高齢単身の方、子どもに見てもらうことが

できない方というのが増えるという予測があるので、そこにあまり在宅というところに

希望を見出しても限界があるのかなと思うので、入居型の施設は一定数あったほうが、

人口全体は減少するとしても単身でという方はどんどん増えていくと思うので、単純に

人口が減っていくから本当に必要というところだけではなくて、中のニーズも見た上で、

増やしていただきたいなと、私の世代なんかからは思います。  

 

○武藤部会長  

 何かコメントありますか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 入所施設もそうですけれども、在宅ということは医療が必要ですとか、認知症が重く

なってくると、なかなか難しい。家族がいても、ショートステイですとかそういったレ

スパイトなり養護者への支援ということが必要となってまいりますので、何らかの施設

というのは計画的につくっていく必要があるかなと考えております。  

 

○武藤部会長  

 どうぞ。  

 

○岡本委員  

 実は、特養の入所者は減り始めているのですね。空いている特養がたくさん出ていま

して、２３区とか大阪とか、大都市はそうなのですが、このあたり、千葉でも空いてお

ります。ということを考えると、２３区、中野区は当分は平気かもしれませんが、本当

に費用対効果ということを考えると、小さなものをたくさんつくって、同じ入所型でも

グループホーム的なものをつくっていくというほうがどうなのかなという感じはしてお

ります。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○坂本委員  

 おわかりでしたら教えていただきたいのですが、特定施設入居者生活介護、有料老人

ホームなのですが、中野区にございます有料老人ホームは結構、多分、入居料とか高い
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ところが多いと思うのですけれども、実際に入居されている方で、中野区民の方は何％

ぐらいいらっしゃるのか。そういうのはおわかりでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 区を全く通さないという施設でございますので、割合はわからないです。入所時に数

千万円入れて、ということがもしない場合には、４０万円から５０万円ぐらいかかると

いうものが最近できたところでは多いかなという状況です。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○岩川委員  

 ６５歳以上の人口が増加し続けているといいますけれども、毎年、歳をとっているか

ら増えているのですか。それとも、６５歳以上の人がよそから来るのですか。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 先ほど、私のほうから、６５歳以上の人口が増えていると。これは割合でもって増加

という表現を使っています。  

 

○岩川委員  

 割合。人数ではなくて。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 人数も増えてございます。実際に、細かい数字で申し上げますと、２３年から２８年

の５カ年で、６５歳以上の人口が、中野区において６，０００人ほど増えてございます。

そういったことからいくと、人数自体、人口自体が増えているということです。  

 

○岩川委員  

 自然に、歳をとって増えているのではなくて。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 転入か自然増かということですか。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 手元に資料がないのですが、新たに６５歳になる方は、中野区は減り始めております。  

 

○武藤部会長  

 渡部委員、どうぞ。  

 

○渡部委員  

 ハピネスホーム・ひなぎくの丘というのが昨年、うちの近くにできまして、お年寄り

の方が喜んでいるのですが、近隣で入りたいという方が大分いるのですよ。入れないと

いう状況があって、いつなら入れるのかと聞かれるのですが、答えを出せないのです。

出所するときは、亡くなるときなのですか。言いにくい言葉なのですが。  
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○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 亡くなる場合、それから入院をされて、戻る見込みがないといったところが多い。  

 

○南委員  

 そこは、では、私からよろしいですか。  

 当園の資料なのですが、年間１０人から１５人ぐらいの入れかえがございます。亡く

なることで終了する方というのは、そのうち２、３人です。あとは大体、長期入院です。

入院して、私ども、入所者の場合は結構お待ちしていますけれども、やはり１カ月とか、

あるいはもう最初から１カ月以上、絶対に帰れないよというケースの場合は退所になる

場合もありますし。基本的に１カ月ぐらいを目安にしています。実際には２カ月、３カ

月待つ場合もあります。  

 あと、もういきなり移動になったりとか、そういうケースではもう施設に戻れないの

で、そういうケースも含めますと、施設で亡くなって退所というケースのほうがはるか

に少ないですね。  

 

○渡部委員  

 入院というのは病院のほうに入院すると。  

 

○南委員  

 はい、そうです。特養からほかの施設に移られるということは、私の知る限りではな

いですね。  

 

○渡部委員  

 わかりました。  

 

○武藤部会長  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○村上委員  

 今の資料３の⑤なのですが、子育て世代の転出がすごく、私たちも子育てひろばをや

っていると、すごくそれが顕著にわかるのですが、なんでこんなに転居してしまうのか

なと、いつも感じていて、別に中野区、そんなに悪くないと私は思っていて、それで今、

子育てひろばとか一時保育とか、かなり力を入れているのですが、なんで越していって

しまうのかなと。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 住宅担当からですが、住まいがやはり子育て世代になると、手狭になってしまうので

はないかといった分析で考えてございます。いわゆるファミリー世帯向けの住宅の数が

中野区内は実は少ない状況でございまして、お子さんが生まれた時点で、例えば２Ｋで

は狭いので３Ｋの部屋を探して区外に出るですとか、区内で探すと、家賃がちょっと高

くなってしまうですとか、そういった状況があるのかなというふうに考えているところ

でございます。  

 

○武藤部会長  

 施設等の整備についての話から住まい・住まい方についての話のほうにも広がってお
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りますが、ひとまず資料２から資料３から５、いずれのところでもご意見がある方は広

く挙手をいただければと思います。  

 

○小笹委員  

 済みません。全く門外漢で聞くのですけれども。資料３などを拝見していますと、非

常に高齢の方が狭い賃貸アパートに住んでいて、伴侶がいないとなると、非常に暗いイ

メージがあるのですが、その中でも特に悪いところと対称に特養というのがあって、特

養の対象にもならない大半の人というのは、やはり独身で、狭いところで、伴侶がいな

くてということなので、あまりハッピーではないようなということで、表現が悪いので

すけれども、そういうところに対する全体的な対応策的なものがイメージ的に湧いてこ

ないのですけれども。  

言っている意味、わかりますでしょうか。特に悪いところに対する施策というのは、

何となくわかるのですけれども、全体的な高齢者の方々が、伴侶がいなくなってひとり

になって住んでいると、そういうところの生活の質と申しますか、そういうものという

のは何かイメージが湧いてこないのですが。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 高齢者の方がおひとりでお住まいの場合に、やはり先ほどもちょっとあったのですが、

大家さんがどうしても心配してしまうと。そのままけがをしたり、亡くなってしまった

り、そういったときに、やはり施設にまでは入らないまでも、周りのサポートというの

ですか、見守りですとか緊急通報、そういったちょっとしたサービスが提供できること

で、区内にあるワンルームの賃貸アパートにまだまだ単身の高齢者の方が住まい続ける

ことが可能ではないかといった方向で考えているところです。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 ほかにはいかがでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○和気委員  

 住宅のところなのですが、３万、２万９，０００何がしの部屋が、図４の居住世帯の

有無のところで、空き家のことになると思うのですが、３万戸ぐらいが居住世帯が入っ

ている状態ということなのですが、これは大体どういう形態の、アパートなのか住宅な

のかわかりませんが、一定の傾向性などがあれば、今後これを有効活用していくために

も、情報があれば教えていただければと思います。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 こちらは統計調査なので、実数で確実な数字ではないのですが、恐らくこの大きさの

大半がアパートですとかマンションですとか、賃貸物件の空き部屋がほとんどだと思い

ます。といいますのは、昨年、区で空き家の実態調査を行いまして、それは戸建ての住

宅なのですが、その調査をしたら、中野区内に８５０軒ほど戸建て住宅の空き家がある

といったところがわかってございますので。単純計算しますと、こちらの２万９，００

０部屋ほど空いているうち、空き家の戸建て住宅はもう１，０００軒にも満たない。そ

れ以外の２万８，０００ぐらいは恐らくマンション、アパートの空き部屋であろうかな

と。部屋の広さ云々の調査はしていないところです。  
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○和気委員  

 もう１点続けて聞きたいのですが、私、このあたりに住んでいないので、初めて知っ

たのですが、中野区と新宿区で一般的なイメージからすると、新宿区のほうが居住環境

が狭くて劣悪なのではないかなというイメージで、中野はそれよりも郊外に出ているイ

メージだったのですが、これを見ると、延べ面積は新宿区よりも狭いですし、何か一番

居住環境が悪いデータになっているのですが、新宿区と比較して、どうして中野区だけ

がこんなにデータが悪いのか、教えてください。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 図９をご覧になったのかなと思うのですが、中野区は狭い部屋が非常に多いと。これ

は恐らく、おひとり暮らしの若い方が、やはり中野区は非常に多いという傾向がござい

ますので、そういったところが反映しているのかなと考えております。  

 

○武藤部会長  

 なかなか回答しづらい内容だと思いますが、なかなか難しいようには思いますが、あ

りがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 それでは、介護人材の件、資料７から８、これは議論の整理、資料６の中にも幾つか

載ってはありますが、せっかく７月１８日から３１日の短期間で、急遽、この会議に間

に合わせるために調査を実施して、整理して、資料をつくっていただいたので、その努

力にも報いるために、質問をいただけるとありがたいです。  

 

○岡本委員  

 全国の調査のときには男性回答者が多かったということで、中野区の状況をお聞きし

たのですが、中野区では女性が多かったというふうな結果になったかと思います。ただ、

先ほどのご説明にもありましたように、訪問介護員で６０歳以上が４７．６％とかなり

高い割合になったということです。お話だと、６５歳以上もかなりいるのではないかと

いうことで、このあたり、高齢者が高齢者を支えているという意味で、いいというふう

なこともあるのですが、その方たちがいずれ働けなくなったときに、下の世代が入って

くるのかどうかというあたりが一番の課題ではないかと思います。この結果を見ての感

想です。  

 あともう１点、幾つか見ますと、短期入所にやめる方が非常に多かったり、就職期間

の短い方が常勤、非常勤とあったりという。一般的に、私などの常識というか感覚です

と、短期入所は一番難しいですね。短期入所にベテランさんでよくわかる人がいてもら

わないと、事故が起こりやすい。にもかかわらず、結果として短期入所の経験が浅い方、

また離職率が高いというのが、これは全国データを持っていないので言えないのですが、

中野区としては課題として考えたほうがいいのではないかなと思いました。以上です。  

 

○武藤部会長  

 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、資料６に議論の意見整理が取りまとめられております。「すべての人に対す

る見守り支えあい」「介護予防」「食育・健康づくり・スポーツ」「介護人材の育成・確保・

定着」などなどございますが、これを見て、さらにここを強調したいとか、追加して修

正したいとかいう点がありましたら。それから各部会でいただいた意見を整理していた

だいた、分類していただいたものであります。  

 今日の審議事項と重なるところもありますし、重ならないところもございますが、幅
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広くご意見等いただければ。  

 どうぞ。  

 

○金沢委員  

 「すべての人に対する見守り支えあい」のところの５番なのですが、事業者との見守

りで、水道局やセブンイレブン、郵便局とありますけれども、以前から申し上げている

のですが、地域包括ケア会議に不動産屋さんの業者の参加をぜひお願いしたいとお願い

しているのですが、なかなか参加がないようなので、ぜひ考えていただきたいと思いま

す。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 地域包括ケア推進会議に。  

 

○金沢委員  

 地域でありますよね。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 今は入っていないですね。  

 

○金沢委員  

 今は入っていないです。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 はい、わかりました。  

 

○武藤部会長  

 その理由とか背景を少しコメントいただくと。  

 

○金沢委員  

 例えば孤独死で亡くなった方だと、郵便受けがいっぱいになっていて鍵をあけたいと

いうときに、すぐ警察に言わないと、なかなかあけてもらえなかったりするわけですね。

例えば不動産屋さんがいろいろ情報を、例えば身内の方とか、持っていらっしゃるので、

そういった情報がとれればいいかな、なんて思いますけれども。いかがでしょうか。  

 

○吉成委員  

 今の不動産業界との連携なのですが、中野区町会連合会では、中野区と不動産業界と

の懇談会を１回持ちまして、お互いに情報交換をやっているのですね。やはり見守り活

動も、そういったことはしっかりやっていただきたいということ。また、そのためにも、

町会にも入っていただきたい。管理人さんのためにも、皆さん一緒にやっていきましょ

うよということで、不動産業界にもお願いはしているところではあります。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

梁川委員、どうぞ。  

 

○梁川委員  



16 

 この見守りのところなのですが、中野区はごみの収集のときに、戸別訪問ごみ収集を

やっていますよね。これも結構世帯数が増えてきていると思うのですが、ここにもやは

りごみの収集で個別に取りに行くわけですので、ここに安否確認というものを盛り込む

というか、声をかけていく。いつも出しているのに出していないとき、お声をかけると

か。こうやって今、清掃の職員の方が個別にやっている事業に併用して、安否確認つき、

というふうにしたら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）  

 現在、清掃の戸別収集での見守り、安否確認ということで、やってはいると思うので

すが、意識的にそうやってクリアに打ち出しているかというと、そうではないと思いま

すので、今、委員のおっしゃったように、ほかにもいろいろな事業があると思うのです

が、その中で見守り、安否確認等をクリアにしていきたいと思います。  

 

○梁川委員  

 この制度、そういう意味では活用しやすいので。ただ、私もそうなのですが、区民の

人たちがそれをちゃんと周知されていないのではもったいないし、清掃の人が週２回な

り行ってくださるわけですから、ここに安否確認というのがきちんと情報の共有がなさ

れていれば、さらに見守りというものが浸透していくのではないかなと思って。この辺、

もうちょっとＰＲを兼ねながらおやりになったほうがいいのではないかなと思います。  

 

○武藤部会長  

 今の「すべての人に対する見守り支えあい」ですが、よろしいでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○小笹委員  

 よろしいですか。「介護人材の育成・確保・定着」というところで、４番目ですね。介

護人材の算出という話でございまして、今回、資料を提出いただいておりますね。資料

８です。先ほど、事務局の説明で前提条件がございまして、わかりにくいですが、単純

に見ますと、その前の資料のところの採用者、離職者の数というのがございますよね。

これで拝見しますと、平成２８年の１年間で採用者が５０７人で離職者が４４１人とい

うことは、２８年度は６０人増えたことになるわけですね。単純に考えますと。  

 今、資料８を拝見いたしますと、現在、３，７１９人いらっしゃると。これが平成２

５年度で、平成３７年度は５，００３人になっているという計算ですよね。ただ、今申

しましたように、過去のデータでは１年間に６０人しか増えなかった。ということは、

平成３７年から２５年を引くと１２年間ですから、７２０名しか増えないですよね。こ

れは自然に１，２８３人増えるという推計になっていまして、過去の実績値と推計値か

らすると、平成３７年度の増減の１，２３８人増えるというのが、わかりにくいといい

ますか理解に苦しむのですが。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 資料８でお示ししたところは、平成２５年に全国的に調査があったものの推計を、さ

らに中野区が認定率を掛けて推計したというところございまして、ｂといったところは

先ほど言いました入職、それから離職が人口動態等から今のままでどれぐらいになるか

というような、そんな推計になっているところでございます。  

 実際問題、今、離職、それから採用がなかなか困難という現状がございますので、こ

こで私どもが今回資料８で推計したとおり、自然に、何もしなくても、平成３７年に、
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１，２００、１，３００増えるという話ではないだろうと。やはりそこにも、ひと工夫、

ふた工夫、今、事業所のほうでもしていただいているところではございますが、そこで

もやはり何かしらアクションを起こしていかないと、この１，３００人近い人数も、平

成３７年度に向けては確保できにくい現状には今あるのかなと。  

それに輪をかけて、今、第６期事業計画の中で、介護の事業所を増やすという計画に

なってございますので、それにはさらに８６０人ほど必要という推計になってございま

すので、そういった意味ではこれから先、平成２５年がスタートにこの表ではなってご

ざいますけれども、８６０人さえ育成すればいいのではなく、やはりそれにもう少し輪

をかけて育成をしていかなくてはいけない数字なのかなというふうには考えております。 

 

○小笹委員  

 仮に過去のトレンドでいきますと、７２０名だから、増減の１，２８３は実際６００

ぐらい離して考えなければいけないだろうし、そう考えると、需給ギャップは８６０足

すと６００人前後ですかね。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 これは東京都の推計をもとに、中野区の認定率を掛けているので、この８６０は、と

りあえず置かせていただいたというところでございます。現状で、やはり今、苦労され

ているところがありますので、ｂ－ａという増減で示した１，３００人近い人数も、順

当に確保できるかどうかは今、かなり怪しいかなと思っております。  

 ですので、この間、事業者の方、特養の施設長さんからも、今の若い方がどれぐらい、

今度入ってくるかというと、やはりイメージ戦略ですね。介護に対するイメージをもっ

と豊かにしていかないと、かなり厳しいのではないかと。やはり長期的に、小学生、中

学生、高校生から、そういった介護のイメージをアップしていかないと、恐らくこの１，

３００人近い数字も確保しにくくなっていく。そんな現状があるのかなというのも、事

業者の皆さんから聞き取る中ではありますので、介護のイメージをこの先も事業所の方

と相談しながら進めていくことが大切だなと感じているところでございます。  

 

○小笹委員  

 かなりハードルが高い話なのですね。  

 

○武藤部会長  

 どうぞ。  

 

○網野委員  

 看護師もそうですが、需給というのはいつも逃げ水のごとくで、どんなに数を見込ん

でも、決してそれまでに到達しない状況はもうずっと続いているわけでして、従事して

くれる人たちを養成した後に、その人たちが本当に働いているかどうか、常に動向を調

べるということとか、養成したらしたままではなくて、困ったときのスーパーバイズみ

たいなことをやるようなところをつくっておくとか、１人１人が働きやすい環境をでき

るだけつくるように、金銭面で相当、区が努力をするとか、そういうことがない限り、

なかなか定着は難しいかなと思います。  

特にこういう短期の入所とか、あるいは認知症のような難しいケースを扱うようなと

ころの施設に対しては、何重にも多くの面倒をよく見るということを一緒にやっていか

ないと、それでも難しいかもしれませんけれども、やっていくという姿勢を持たない限

りは、人材の定着というのは難しいかなという気がしています。  
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○武藤部会長  

ありがとうございました。いろいろな話題になっておりますけれども、もう一度、資

料６に戻りまして、今、第１項目の「すべての人に対する見守り支えあい」を中心に協

議をいただいておりましたので、２ページの「介護予防」のほうの意見が整理されてお

りますので、それをご覧おきいただいて、「介護予防」、そして「食育・健康づくり・ス

ポーツ」と、介護予防の２項に運動、健康づくりというのもありますので、「介護予防」

「食育・健康づくり・スポーツ」、この２点の列記されているものをご覧いただきまして、

関連して追加あるいは思いついたアイデアなどございましたら、ご意見を頂戴できれば

と思います。  

渡部委員、どうぞ。  

 

 

○渡部委員  

 「健康づくり・スポーツ」のほうで、ウォーキングマップというのが書いてあります

が、担当副参事がおりますけれども、今、４つウォーキングコースがあり、この後、１

０個ぐらいのウォーキングコースができる予定ときいていますので、ここの部分は大分

改善されているかなと思います。地図等含めまして、できますので、お知らせをいたし

ます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございます。関連して、何か説明はございますか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

区のほうでは、中野区の健康づくりを推進する会の皆様のご協力をいただきまして、

ウォーキングコースを、区内４圏域に分けて４つ、今までにつくっており、それに伴っ

てウォーキングイベントも実施してきたところでございます。せんだって、この部会で

もお話しさせていただきましたウォーキングマップですが、今年度中に作成し配布する

ことを今、検討しているところでございます。  

コース数につきましては、ここでは確約した数はお話しできない状況ではございます

が、その程度の数を目指して、今、検討中というところです。  

 

○渡部委員  

 マップはもうできているのですか。  

  

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 マップのほうはこれから作成となります。コースの数としては１０コース程度を目標

としたいというところでございます。  

 

○武藤部会長  

 よろしいですか、今の話で。  

 どうぞ。  

 

○原沢委員  

 介護予防についてなのですが、私どもも介護予防の委託を受けてやっているのですが、

高齢者会館などで行われるような、そういった腰痛予防とか転倒予防とか、そういうも
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のについては割と参加者がいるように見受けられるのですが、私どものやっているとこ

ろではなかなか参加者が集まらないということなので、できればもう少し広報を考えて

いただけたらなと思っております。よろしくお願いします。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 広報、それから包括から、どういう流れで行っているのか、そこは原因をもうちょっ

と研究して。これから口腔が重要になってくると、我々としても思っておりますので、

もっと大量にと言ったら変ですが、たくさんの人が口腔に関してのプログラムを受けら

れるような形で進めていきたいと。  

 コースの中身についても、一緒に検討していただくことになるかなと思います。よろ

しくお願いします。  

 

○梅原委員  

 済みません、場所はあそこでなければだめなのですか。  

 バスをおりて、坂を上って、ちょっと遠いのよという方も。  

 

○原沢委員  

 今年度もそういう、区のほうからお話をいただいたのですが、なかなか場所が見つか

らないのですね。やる場所が。私たちは行っても構わないのですけれども。やる場所が

なかなか難しいというところで、確保が難しいというところがあると思います。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 場所が大きいという……。  

 

○梅原委員  

 うちはエリアが近いので、お勧めするのですけれども、やはり駅までバスで行って、

「坂を登るじゃない？」「もうちょっと先じゃない？」と言われると、確かにそのとおり

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）  

 場所を含めて相談させていただきます。  

 

○武藤部会長  

 ほかはいかがでしょうか。  

 どうぞ。  

 

○髙松委員  

 「食育・健康づくり・スポーツ」のところで、１１番で保健師さんが健康施策の最先

端を担っているというふうに書いてあるのですが、以前申しましたように、薬局もこれ

から多分、健康サポート機能がだんだん確立されてくると思いますので、恐らくそうい

う薬局でもこれに近いようなこと、実際に薬局で栄養士さんに栄養相談を受けたりして

いるところも増えてきています。だから、そういうところにも、薬局とか薬剤師も貢献

できるのではないかなと思いました。  

 それから、住まいのところに戻るのですが、資料５ですね。トラブル事例とか書いて

あって、私も「なるほど、これは大変だな」と思いながら拝見したのですが、何かこう

いう住まい方とか、そういうものに関して、逆に好事例、うまく行った事例とか、もし
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そういうのがあれば、そういうのを集めていただくのも１つの参考になるのかなと思い

ましたので。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 不動産事業者さんと定期的に我々も意見交換させていただいております。中には大変

協力的に、こういった物件情報を出していただく不動産屋さんもございますので、ぜひ

そういった事業者さんから聞き取りをしてみたいと思っています。ありがとうございま

す。  

 

○和気委員  

 今と関連したことで、住宅のところに戻ってよろしいのであれば、資料５の今のとこ

ろをめくっていただいて、住み替え支援の充実に向けた取り組みということで、先週も

住まい方部会ですか、地域ケア推進会議の関連のほうで、講師の先生に来ていただいて

私も話をお聞きしましたけれども、先ほども、中野の場合は１Ｋのような小さな空き家

というかアパートがたくさん、何万件も空いていて、一方で、施設に入りたくても入れ

ない方も大量にいらっしゃる。  

でも、新しい施設はなかなかつくれないということで、やはり在宅で、さっき話もあ

りましたけれども、ただそのままそういう１Ｋのアパートに住むことはできないので、

やはりそこをソフトで、見守りを自治会の方だけにお願いすることはできないので、こ

こに書いてあるような居住支援をするＮＰＯの方々というのが今出てきておられて、見

守りを中心に、住みかえとか見守りを中心に、そういう既存のアパートに住みながら、

見守っていただくことで、あるいは居場所みたいなものをつくっていただくことで、閉

じこもりみたいなものも防いだりということで、そのような方向で、多分、区も考えて

いらっしゃるとは思うのですが、居住支援協議会でしたっけ、というのが杉並区ででき

ていたけれども、中野区にはないというような話もありまして、その辺、今回の計画に

盛り込まれるのかどうかわかりませんが、そのあたり、もう一度、区の方針をお話しし

ていただければ、ここの、方向性は出ているのですが、支援体制が整っていないという

ふうに書いていて、どういうふうに整えようとなさっているのかというのをご説明いた

だければと思います。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 現在、高齢者の方の住まい探しのお手伝いは、区と、言ってみれば不動産業者さん、

その２者だけで今、連携してやってございます。今、先生がおっしゃられましたように、

そこにやはりＮＰＯさんですとか社会福祉協議会さんですとか、そういった福祉の情報、

目線を持っていらっしゃる方にもぜひ仲間に入っていただいて、区と不動産業者と福祉、

その３者でそういった住まいの情報提供の相談窓口のようなものを整備できればなとい

うことで、区としては今後研究というか検討というか、進めていきたいといったところ

でございます。  

 

○和気委員  

 そのあたりは計画には盛り込まれるのですか。この介護保険事業計画とはまた関係な

いところなのですか。  
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○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 計画に盛り込む、盛り込まないはまだこれから議論だとは思うのですが、いい仕組み

だと思いますので、ぜひ審議会の皆様からも後押しの動きをいただければと。  

 

○長田委員  

 よろしいですか。関連して。  

 

○武藤部会長  

 説明はいいですね、今ので。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 この介護保険事業計画は健康福祉総合推進計画になっておりますので、介護保険の部

分ではないかもしれませんけれども、入れるという考えがあります。あと、地域包括ケ

アの推進会議でも、住まいというのは重要なテーマになっておりますので、そちらの３

年ごとの見直しというのがございますので、区としてどう取り組むか、どちらかの企画

に盛り込んでいくようになるかなと考えております。  

 

○武藤部会長  

 お待たせしました。長田委員。  

 

○長田委員  

 社協から出ております長田です。今、話題になっております資料５の裏面のところの、

方向性だけだというご指摘の中で議論が進んでいるわけですが、（３）の住み替えのしや

すさ向上というのと、（４）家主やＮＰＯ法人等への支援というところへ絡んでくる話か

なと思いますので、ちょっとご紹介をさせていただきたいと思います。  

 社協が持っております在宅生活を支援するサービスとして、安心サポートサービスと

いうのがあります。これは固有名詞ですから、中身を申し上げないと意味がわからない

と思うのですが、６５歳以上の１人暮らしの高齢者の方の在宅生活を支えるために、基

本的には見守り、定期的に電話で安否確認をするということをしています。それから、

高齢者の方ですから、入院などのことがよくございますので、ご自宅に入院用の必要な

バッグを置いておいていただいて、入院されたときにはそのバッグを入院先にお届けを

させていただく。いわば家族と同居されていたら、家族が当然にするようなことを社協

のほうでお手伝いさせていただいているということです。  

 こういうサービスとしてスタートしたのですが、実際そのサービスを展開する中で、

具体的なニーズとして、借家に住んでいらっしゃる高齢者にとって必要なこととして、

やはり家主さんの関係で、契約更新するときに緊急連絡先を求められる。一番いいのは

保証人を立ててもらうのが一番いいというふうに家主さんのほうはおっしゃるわけです

が、なかなか親族の方で保証人になっていただけるような方がいらっしゃらない。  

そこでどうするかということで、平成２８年末にやっと私ども制度化できたのですが、

サービスの拡充という意味で、拡充の方策をとったのですが、緊急連絡先に社協がなる

ということで、家主さんにもご理解をいただく、ということで高齢者の在宅というか、

借家契約が結びやすくなるようにということを１つ拡充しました。  

もう１点、それとほぼ同等なのですが、更新契約のときに代理的な行為はできないで

すが、同席させていただいて、その高齢者の方の不安、家主さん側の不安というものを

解消するような形。同席して、側面支援をするということで、このテーマである住み替

え支援とか、住み続けられるための支援の一助になっていこうというふうに考えていま
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す。  

ただ、これは安心サポート自体もなかなか契約件数とか適用件数が進んでおりません。

比較的新しい事業ですので。しかも、今の居住支援といいますか、住み替え支援も、２

８年度中にやっとたどり着いたということで、これから社協として地域に広くお知らせ

をしていかなければならない。努力のしがいがあるところというふうに考えております。

以上です。  

 

○武藤部会長  

梁川委員、よろしいですか。  

 

○梁川委員  

団地なんかがありますよね。上鷺宮にも大きな団地がありますが、そこに東北の被災

者の方々がたくさん住んでいまして、その方々を団地の自治会の皆さんが大変サポート

して、安心して住んでいらっしゃるというお声を聞いています。今後、団地なども、ソ

ーシャルミックスというのですか、おひとり暮らしの人、家族暮らしの人、そういう方々

が適材に配置されていると、自治体なども含めて、自然的な見守りができるのではない

かと思うのですが。こうした考えのソーシャルミックスというのか、言葉が私もわから

ないのですが、そうした住み方のありようなどは検討されているのでしょうか。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

世代が子育て世代から高齢者世代まで、まんべんなくといいますか、偏りなくという

ことかと思いますが、やはり最初出ましたように、まずは区としてはワンルームをでき

れば抑制というか抑えつつ、ファミリーが住めるような住宅が整備されるように誘導し

てまいりたいといったことで、住宅政策、住宅マスタープランというもので位置づけを

してございます。  

その中で、例えば集合住宅条例といいまして、アパートやマンションをつくる際には

一定程度ファミリー世帯用の間取りの部屋をつくるですとか、そういった取り組みを進

めているところです。引き続きそういった形で、あらゆる世代が住みやすいような住宅

政策というものを考えてまいりたいというふうに考えています。  

 

○武藤部会長  

ほかによろしいでしょうか。  

それでは資料６の最後のところですね。「住民主体サービスの拡充・担い手の育成」と

いう意見の整理がなされていますが、これを確認いただいて、何かお気づきの点があり

ましたら、あるいは追加すべきコメントがありましたらお願いします。  

 

○長田委員  

非常に短い期間でこれだけの調査をなさって、区のほうも大変だったと思います。ど

うもありがとうございました。  

資料６の一番最後のページ、４ページの５というところですね。人材の関係のところ

で、５というところで、方向性について論点としてご提示いただいているのですが、キ

ャリア形成、すそ野を広げて、頂を高くするということは区のお考えで、この検討会で

も初期のころにご提示いただいたのですが、では、具体策をどうするかということがや

はり必要なのだと思うのですね。  

今回、調査していただいた資料を見ますと、例えば資料７の６ページのところの上段、

それから下段のほうの勤務年数ですね。ここで正規職員と非正規職員を分けて、離職の
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年数等をお示しいただいているのですが、非正規職員が、６ページの下段の４番のとこ

ろだと、１年未満の離職がすごく多いですね。かなり流動性がある。ここで有資格か無

資格かということが、属性が明らかでないのでわからないのですが、推測ですが、例え

ば無資格の方が、なかなか仕事に対してのやりがとか責任感が感じられないで、人手が

少ないところでただ消耗感だけが高まって、やめてほかの業種へ行ってしまうとかいう

ことがもしかしたらありはしないか。この数字からそこまで読み込むことは行き過ぎか

もしれませんけれども。  

何を申し上げたいかというと、非正規の方で、無資格の方でも、その人がキャリアを

１つ１つ上がっていく希望を持てるような仕組みを、中野区直営でなくてももちろんい

いと思うのですが、中野が援助しながら、キャリア形成プランというものが身近に感じ

られるようなことがあったほうがいいのではないかなというふうに思います。常勤と非

常勤の割合が、どういう割合が施設経営上いいのかというのは、私は門外漢でわからな

いですが、経営上、一般的に考えれば、ある程度の人数は非正規の人を雇っていかない

と経営が成り立たないだろうと思います。その中で、非正規の人がやりがいを持って仕

事に取り組める方策というのが、やはりそこはひとつ、肝になってくるのではないかな

というふうに感じました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 今、ご意見をいただきました、数字の細かいところは分析まで至っていないのですが、

事業者の方の聞き取りの中では、資格のあるなしにかかわらず、ない方でもそこの事業

所の中で資格取得に向けた支援をすることによって定着が高まるといったようなお話も

いただいているところでありますので、区も今、主任者研修とか費用の補助ではしてお

りますけれども、そういったところをもう少し工夫する余地があって、そういった中で、

資格がない方でもたまたま介護についた方が「こんな仕事、やりがいがあるな」という

ところで続けて行けるような、キャリアアップの仕組みも支援していけるようなところ

もとるべき施策の１つかなというふうに感じているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 この資料７の調査結果ですが、細かな項目がもう少しあって、クロス集計などができ

るとか、そういう作業予定があるのかないのか。全くのこれで最終。別に、ないのを責

めているわけではなくて、次年度を楽しみに、次年度継続していればですけれども。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 調査項目全てに関して、今日お出ししきれていないところもありますので、もう少し

分析のほうは進めたいなと思っております。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 ほかにございますか。  

 それでは資料９、１０につきまして、報告事項になりますが、国の指針「介護保険事

業計画」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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 それでは資料９、Ａ４横でございますが、「第７期介護保険事業計画に関する基本指針

の策定について」という資料をご覧ください。これは７月に入りましてから、国が示し

た資料の本当に一部でございまして、基本指針とは何だろうというところだと思うので

すが、その資料９の一番上に「基本指針とは」というふうに書いてございます。厚生労

働大臣が介護保険事業にかかる基本的な指針を定めることになっておりまして、この指

針をガイドラインといたしまして、都道府県、市区町村、区がこの指針に即して介護保

険事業計画を定めるといった性質のものでございます。  

国が今、基本指針の案を公表したところでございまして、その「第７期基本指針のポ

イント」というところで、丸５つほどまとめられております。高齢者の自立支援、重度

化防止に向けた保険業者機能の強化の推進といったことですとか、「我が事・丸ごと」と

いうのは意味がわからない感じがあるのですが、高齢者も自分のことで介護を受けるだ

けではなく、支える場にも参りましょうというふうにご理解いただければいいと思うの

ですが、そういった視点ですとか、地域行政社会の推進ということで、これは障害者の

事業も垣根をなくしていきましょうというようなポイント。それから３つ目は、東京都

のほうで定められる医療計画との整合性があるよということ。４つ目としては、介護を

行う家族への支援や虐待防止対策の推進。５つ目として、介護離職ゼロに向けてサービ

スの整備をしていくといったようなところのポイントを定めて、計画のほうを進めてい

きなさいよということでございます。  

もう１つ、資料１０のほうで用意させていただいたのは、東京都の会議のものを抜粋

した資料です。中では、では、どういう項目に沿っていくかというところですが、先ほ

ど言ったポイントを踏まえつつ、区の計画としては、こちら１から２、３と書いてござ

います、こういった記載事項に沿って介護保険事業計画の策定を進めていくといったと

ころが示されてございますので、区のほうとしても記載事項に即した形で、今後、計画

の策定を進めていくといったようなところでございます。  

ご報告は以上です。  

 

○武藤部会長  

 ただいまの件で何かございますでしょうか。  

 「我が事・丸ごと」、何かよくわからないですね。今ご説明いただいたとおりの解釈と

思います。  

 それでは、いただいた資料についての議論、質問、確認をしていただいておりますが、

渡邉委員、お待たせしました。  

 

○渡邉委員  

 何をお話ししたら。  

 

○武藤部会長  

 関連したところで、今日の感想でもいいですし。  

 

○渡邉委員  

 私も中野区の中では、真っただ中にいるので、いろいろなお話を聞いていて、難しい

なというふうにしか実際には思わないのですが、まず、施設の問題、いろいろとお話が

あったのですが、第６期の事業計画とあって、それも達成できているものが本当にあり

ますかというと、達成できていないのではないでしょうかという。それと、その中に、

中野区の特徴というものもあって、必ずしもその事業計画が正しいか。それぞれの人数

とニーズに応えてやっていかなくてはいけないので、実際に特養が必要かというと、中
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野区では現状、郊外のほうの特養はあきがある、中野区のほうにはあきがない。  

では、郊外に行けばいいではないかと言いますけれども、例えば郊外のほうに行った

場合、いきなり一番お金のかかる人がぽんとやってきて、区民の税金を使ってその人を

養いなさいというのも、さんざん、働いているときは中野区で税金を納めていただいて、

使うときになったら地方に行って使ってくださいというのも、これはいろいろと是正は

あるみたいですが、やはり老人ホームなんかだったらば、単身の方とか身寄りのいない

方は、例えば中野区の狭い老人ホームにいるよりは、海のそばで、きれいなところで、

空気のいい老人ホームにいたほうがいい環境かもしれないし、そうしてみると、どうし

ても中野区だけで考えるというよりは、地域の中で考えるとか、ある程度郊外でも、千

葉県、埼玉県、群馬県とかと連携して、老人ホームをお互いにうまく活用できるような、

そういうシステムをつくったほうが、施設を中野区でつくって、中野区のため、いかに

も政治的ですが、そうではなくて、中野区の区民が入れる施設はあちこちに全部、保養

所の契約みたいな感じで使って、そこに入った人は中野区がお金を払うというようなシ

ステムのほうが実際はいいのかな、ぐらいには思いますけれども、なかなか難しい隔た

りはあると思っております。  

住宅に関しても、例えば住みやすいといっても、高齢者が１人とか２人とかいったら、

高齢者で８０歳を超えた人は１年間に全く入院もしないで倒れもしないで過ごす方なん

ていらっしゃらないといったほうが正しくて、それを見守るという状態は非常に難しく

て、単身で住むのはある程度限界があって、そうしたら法的に確実に見守る人とか家族

がいなかったら、ほとんど見守ることができない、倒れているというのがほとんどで、

ただ、その数がどの程度あるのかはわからないですけれども、それをケアマネジャーさ

んにやらせるのか、町会にやらせるのか、そのあたりも結構限界があるのかなという。  

そうすると、やはり介護付き住宅とか高齢者住宅とか、ある程度、そういう人たちが

住みやすい、民間を借りるというよりはそういったある程度の整備を持った施設みたい

なのを区がつくって、ある程度監視人がいるような形で見守らないと、ほかの人にやら

せるとかいうのもなかなか難しいなというふうには実際には思っております。  

トラブルだって、やはり死なれたらたまったものではないので。民間としては。それ

はもう本当にそう思います。今日も１つ、鷺宮のほうから包括だったか、家から出て行

って「殺される」と叫んでいるおばあちゃんがいらっしゃって、「これどうしたらいいで

しょうか」と言われたって、どうしようもできませんので。「薬を飲ませてください」と

言っても、薬なんか飲んでくれません。とりあえず、緊急ショート。でも、緊急ショー

トから帰ってきて、次の緊急ショートまでの間、どうやってつなげばいいでしょうか。

こんな相談をやっても、やはりきょう、来る前の相談です。本当に。小山さんだって知

っているのかもしれない。申しわけないのですが。  

そんなのがあると、実際、たった一例ですけれども、やはり住宅というのはひとりで

暮らすというのは限界があって、それでその方に、では「出てください」と言っても納

得もしないし、いろいろなケースがあるので、やはり難しいなと思っています。  

社協さんがいろいろとやってくれていることなんかすばらしいのですが、実際はみん

な知っていましたかと。今日、いろいろなところの、行政の人たちが言ってくれたこと

を全部覚えて帰れましたかというと、多分、相談を受けても全部、社協さんに会ったと

か、全部説明できないですよ。やはり説明する、相談する窓口というのは１カ所。ケア

マネジャーが知っているかといったら、絶対知りません。僕もケアマネジャーですけれ

ども。  

 だから、やはりそういう窓口がすごくわかって、社協さんのことも、こちらのことも、

区のことも、全部知っているのは、多分、すこやかだろうと思うのですが、すこやかの

窓口が本当に全部それを掌握して、適切な部分に案内とか誘導してくれるかどうか。「社



26 

協さんに行きなさい」では、それではあまりにもひどいし、社協さんも「それは区のほ

うに行ってください」と。そういう窓口がしっかりしていないと、みんな、ケアマネジ

ャーさんたちだったら、多分、梅原さんから。どこに相談したらいいのか、本当はよく

わからないみたいな感じになってしまうので、やはりそのあたりはこういった行政とし

ては行政が窓口で、しっかりと采配がとれる。ほかの人に任せるのではなくて、町会に

任すのではなくて、こういう相談があって、「この人に私が聞いてみるから、またここに

いらっしゃい」と。「向こうに行っていらっしゃい」ではやはりいけなくて、そういうの

はすっかりするべきではないかなと、今でもそこはかなり僕は不満はありますね。  

 介護人材に関しては、これはもう中野区がここで相談しても全然役に立たたないので

はないかなと思っているのですが、少なくとも老人ホームの経営は、言っていいのかど

うなのか、僕はしらさぎとかかみさぎ、小淀とかの理事をやっていて、そこの経営もち

ょっと見ているけれども、結局は赤字ではないですか。赤字の中で、非常に苦しい中で、

運営していくという状況は、恐らく、いい人材をたくさんそろえろとか、いろいろなこ

とを言ってきても、これはもう本当に限界で、まず質と量というのですが、質というの

は確かに欲しい。喉から手が出るほど欲しいのですが、まず量をそろえないと話になら

ない。まず人材を確保しなければならない。それに毎日奔走しているような感じで。そ

れができて、質があまり上がらないから、結局、どうしたらいいかといったら、あまり

手のかかる人はなるべく避けなければいけないという。これが現実的なものですよね。

そういうことがどうしても起こるではないですか。  

 これは中野区で相談していても、やはり都で相談しても多分だめですし、区にぽんと

お金を、老人ホームに、介護保険とかその中の自費の部分だけで運営する以外に、国か

ら助成金がぼんと入ってくればもうちょっとやれると思いますけれども、それがないこ

とには多分できっこないと思いますよね。助成金ありか、そのままそこで稼げるかとい

う話。有償はある程度稼げる、ある程度いいサービスが有料のほうは整ってきているの

は事実で、値段というか、出せる金額によって自分たちが選べますから、そのあたりは

いいけれども。特養となると、そうはいかなくて、ちょっと難しいのかなというのは。  

 これはだから、中野区ではいろいろなことを言う前に助成金を、ぽんとお金をくれれ

ば何とかなると思いますけれども、そこはなかなか。只野さんはよく知っているかと思

うのですけれども。かといって、区の助成をぽんとくれるかといったら、まずくれっこ

ないので。  

 

○武藤部会長  

 そろそろまとめていただいていいですか。  

 

○渡邉委員  

 そんな感じで、いろいろと難しいなというのが実際の感想です。僕としては、だから、

１つずつ解決していくということであれば、やはりすこやかの入り口を、いろいろなサ

ービスの入り口を、確実にわかっていて、確実に誘導して、確実にサービスにつなげて

くれるということが、恐らく今は一番簡単にできることかなというふうには感じており

ました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。  

 それでは、追加の資料について、簡単にご説明します。  

 ケアポートみまきの資料がございますが、先般亡くなった日野原重明先生と一緒に、

日本財団の仕事で手がけたケアポートシリーズの第２号であります。第１号は島根県の
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雲南市、第２号はこの長野県の東御市であります。もちろん、これと同じものを中野区

につくることは到底困難ではありますが、機能的には随分見習うべきことがあるかと思

いましたので、参考にお届けをいたします。  

 私がこれにかかわって２５年近くになります。その運営する中で、やはり有望といい

ますか、分野や領域をまたがるような横断的な活動ができるものが必要だということで、

研究所をつくりまして、これも２０年近くになります。島根県のほうにも研究所をつく

っております。こうした機能を参考に、また中野区のほうでもお考えいただければと思

いました。  

 以上が私のほうの資料であります。何かほかに提供すべき情報等がございましたら。  

 よろしいでしょうか。  

 台風情報は最新のものをどなたか持っていらっしゃいますか。誰も調べていない。  

 それでは、次回につきまして、岩浅さんから。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、次回ですが、９月６日水曜日の午後７時から、７階の会議室で行いたいと

思います。よろしくお願いいたします。  

 また、本日、お車でいらっしゃった方は、駐車券を処理いたしますので、後ほどお声

がけいただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 それではこれで部会を終わらせていただきます。ご協力ありがとうございました。  

 

――  了  ――  


