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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７回）  

 

開催日    平成２９年９月６日（水）１９：００～２０：３５  

 

開催場所   中野区役所７階  第８会議室  

 

出欠者  

１．介護・健康・地域包括ケア部会委員  

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

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

理、髙松  登、原沢  周且、藤田  温史、梁川  妙子、和気  純子  

欠席者  南  光保、村上  昌子、吉成  武男、渡邉  仁、渡部  金雄  

 

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  

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  

都市基盤部副参事（住宅政策担当）  塚本  剛史  

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

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

当 ) 神谷  万美  

 

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 定刻になりましたので、始めさせていただきます。お忙しい中、集まっていただきま

して、ありがとうございました。この会は第１回が４月１４日の金曜日ということであ

りまして、以来７回目になります。早いもので、毎月皆さんとお会いしているというこ

とがもう７回ということで、野球で言うと、９回イニングの終盤にもう入りかけている

ということで、今日は報告書の吟味ということになります。  

 本日は５名の方がご欠席と伺っておりますが、特に変更はないですね。実は、ご欠席

の方はご都合がたまたまつかなかったということでありますが、本日お集まりの皆さん

にはお１人ずつ必ずご発言をいただくように、またご協力をお願いします。  

 また本日は傍聴の席にお２人、中野区を代表して座っていただいておりますが、あり

がとうございます。この部会を選んでいただきまして、ありがとうございました。と同

時に、今日は吟味をする報告書の中身の点検をいただくことになりますので、よろしく、

それぞれのお立場でご議論いただければありがたいと思っております。  

 あとは保健文化賞の資料が配付されておりますが、何でこんなものが出てくるのだっ

ていう声が聞こえたのですが、たまたま当事者として選ばれたこともございますので、

ご披露したいということと、中野区の仕事をするといいことがあるということかなと思
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って喜んでおります。  

 それでは、本日の予定に入ります。まずは事務局のほうから、配付資料等々について、

事務連絡を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）  

 それでは、欠席がございますけれども、吉成委員、渡部委員、南委員、村上委員、渡

邉委員から欠席のご連絡をいただいております。  

 資料でございますけれども、事前に送らせていただきました、資料１と１－１のほか

に本日、今、部会長からお話しいただきました保健文化賞の資料と、あともう１枚、こ

れからのスケジュール案というものをお配り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。以上です。  

 

○武藤部会長  

 それではまず審議事項といいますか、今日は１点しかございませんので、資料の１－

１の概要と本体、あらかじめお配りしているものがございますが、それを読んできてい

ただいていると思いますが、一応、概要に基づいて岩浅副参事のほうから説明をいただ

いて、次の議論に入りたいと思います。お願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは資料１－１を簡単に説明させていただきたいと思います。今回の報告書でご

ざいますけれども、この審議会の委員の皆様からいただいたご意見、また前回これまで

の意見の整理というものをさせていただきましたけれども、それを中心にまとめさせて

いただいております。これ以外にも国から方針として求められているもの等につきまし

ても一部記載をさせていただいているところでございます。皆様の意見全てをこちらの

部会報告には盛り込めていないのですけれども、こちらにつきましては計画の素案等作

成の際に参考にさせていただきたいと思っております。  

 まず、今回この報告書につきましては、３章立てでつくらせていただきました。第１

章につきましては、「子どもから高齢者までを地域で支えるための地域包括ケアシステム

について」ということで、地域包括ケアシステムを実現するためのコーディネートの関

係、あと全ての人に対する見守り、支えあい、認知症施設施策の推進、介護者支援の強

化、すべての人が住まいを確保するための方策ということで、本部会のほうに付託をさ

れております、「子どもから高齢者までを地域で支えるための地域包括ケアシステムにつ

いて」、もう１件、「地域包括ケアシステムを実現するためのコーディネートについて」、

付託事項２点につきまして、この第１章でまとめさせていただいたつもりでございます。 

 裏面をごらんいただきまして、第２章、こちら「第７期介護保険事業計画に盛り込む

べき基本的な考え方」ということで、介護保険サービスの充実、介護人材の確保・育成・

定着、分析・評価・改善の重要性ということでございます。こちらは付託事項の３番目、

「第７期中野区介護保険事業計画に盛り込むべき基本的な考え方」ということで、こち

らの第２章ということにしております。３番の分析評価改善の重要性、こちらは国のほ

うで求められている方針になっておりますので、こちらを記載させていただいています。 

 第３章につきましては、地域包括ケアの取り組みの中で乳幼児期からの健康施策や介

護予防の取組の推進ということで、別立てで第３章とさせていただいております。こち

らにつきましては、乳幼児期から取り組む健康施策、スポーツ・健康づくりムーブメン

トの取組、青年期からの介護予防の取組ということで、３つを置きましてまとめさせて

いただいているということでございます。詳細につきましてはこちら本冊のほうでご議

論いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。  
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○武藤部会長  

 概要につきましては、最初に本体を見せていただいて、プラスこの概要を作成いただ

いたほうがどなたもわかりやすいであろうということで、ひとまず要点をまとめていた

だきました。これを見つつ、本体のほうに参りたいと思います。  

 第１次報告書（案）９月６日と書いてございます。目次、これは第１章、第２章、第

３章、用語説明がありまして、付属資料１、２、３とございます。それから１ページ、

「はじめに」とございまして、諮問事項が３点、１が２つございますが、一応、記憶を

確認するために読ませていただきます。  

 諮問事項の１は、中野区健康福祉総合推進計画の改定に当たり、すべての世代がその

能力に応じて支え合う中野区をめざして、同計画に盛り込むべき基本的な考え方、とり

わけ、以下の点に係る意見、（１）住み慣れた地域で子どもから高齢者まで誰もが生き生

きと暮らすために、区、関係機関、事業者、地域団体等の協働により、多様なサービス

が確保されるための総合的な方策について。（２）障害のある人の社会参加を支えるため

の総合的な方策について。  

 ２  第７期中野区介護保険事業計画の策定にあたり、同計画に盛り込むべき基本的な

考え方について。  

 ３  第５期中野区の障害福祉計画・第１期中野区障害児福祉計画の策定にあたり、同

計画に盛り込むべき基本的な考え方についてということでございました。  

 このうち、この部会に付託されたものが３点、付託事項１  子どもから高齢者までを

地域で支えるための地域包括ケアシステムについて、２  地域包括ケアシステムを実現

するためのコーディネートについて、３  第７期中野区介護保険事業計画に盛り込むべ

き基本的な考え方というのが諮問事項と付託事項でございます。この後に説明が入りま

して、「我が事・丸ごと」などのキーワードとともに２ページに参りますと、幾つかの内

容が含まれておりますが、最後のほうに介護保険関係のことで、まだ国の動向を注視し

なければ作成できない作業については、来年２月ごろまでに作業をした上で報告に盛り

込むというようなことが記載されております。  

 ３ページから第１章に入りますので、章ごとに議論を進めたいと思いますので、ご協

力をお願いいたします。  

 ３ページの第１章、子どもから高齢者までを地域で支えるための地域包括ケアシステ

ムについて、１  地域包括ケアシステムを実現するためのコーディネートについて、（１）

地域実態の把握、地域資源の発見、地域課題の抽出について、（２）問題解決に向けた連

携強化について。２  全ての人に対する見守り、支え合い、（１）地域における包括的な

子育て支援ネットワークの強化、４ページ、（２）高齢者に対する見守り支えあいについ

て、（３）障害者に対する見守り支えあいについて。５ページに参りまして、（４）高齢

者・子ども・障害者に係る地域の担い手の確保・養成について。３  認知症施策の推進。

４  介護者支援の強化。６ページに参りまして５  すべての人が住まいを確保するため

の方策というものが第１章の主要な項目と内容のキーワードでございます。既にお読み

をいただいているかとは思いますが、今、改めてご確認をいただいて、第１章について

それぞれお気づきの点、修正をしたほうがよいのではないかというご提案、あるいはこ

ういうものを入れたらというアイデアなどなど、ご自由にご発言をいただければと思い

ます。どうぞ、マイクを。  

 

○金沢委員  

 済みません。３ページの２番の一番下のほうなのですけれども、「地域における包括的

な子育て支援ネットワークの強化」というところの一番下のほうですけれども、子ども

が安心して安全に育つために次世代育成に等々ありますけれども、この中に民生委員が
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入っておりません。民生委員は民生委員と児童委員を兼ねております。その中でも各地

区に２人ずつ市民児童委員がおります。そして、子ども家庭支援センター、児童相談所、

学校等々と協力して子どもたちの見守りを行っておりますので、入れていただけたらな

と思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 一番多いけど、抜いてしまった？  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 はい、済みません。  

 

○武藤部会長  

 だから、一番上に入れるということで。  

 

○金沢委員  

 ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 重要なご指摘をありがとうございました。３ページの一番下のところの、次世代育成

委員の前に民生委員を追記していただくようにお願いします。  

 

○金沢委員  

 民生・児童委員だよね。  

 

○武藤部会長  

民生・児童委員でよろしいですか。失礼しました。民生・児童委員ということでお願

いをします。ほかにいかがでしょうか。  

 

○小林委員  

４ページの（２）の②の後半部分になるのですけれども、「また、中野区には単身者が多

いという地域特性からワンルームマンションの供給が多いが、子育て世代から高齢者ま

で」というここからのくだりなのですけれども、たしか前回か前々回のお話の中で、中

野区に単身者が多くて、なぜ子育て世代が少ないのかという質問の回答では逆で、ワン

ルームマンションが多いので単身の方が多くて、子育て世代が少ないのは数の少なさも

あるけれども、その家賃であるとか費用の問題だという回答だったと思うので、そこが

ちょっと違和感があるのと、あとは最後の家族用の住居の拡充になるのですけれども、

人口自体がそもそも減っていますし、未婚化、少子化が進んでいく中で、むしろ建てた

ものが今後余ってしまうのではないかなと思いますので、もちろん多世代交流、地域の

見守りは大事なのですけれども、住居の拡充以外の方向のほうがいいのではないかなと

思ったので意見させていただきました。  

 

○武藤部会長  

 区の側から何かコメントはございますか。今日、区のほうは全ての関係副参事は全員

登壇してくれているということで。  
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○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 住宅担当でございます。今のご指摘のまず前半部分ですが、ワンルームマンションの

供給が多い。これは区の特性としてございます。今、委員がおっしゃられていたのは、

費用という部分も１点おっしゃられていたと思うのですけれども、家賃ということです

か。  

 

○小林委員  

 それはこの間の子育て世代がなぜ出ていってしまうのかというところで、子育ての環

境に合うような物件の家賃はやはり高いからというお話だったように記憶しているので

すが、解釈違いだったら済みません。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 今委員がおっしゃられたように、中野区はどうしても家賃が近隣より高い部分もござ

いますので、子育て世帯の方々がもうちょっと低廉の家賃のエリア、他区のほうにお子

様が生まれたときからお引っ越しをされるケースが多いといったところでご説明はさし

あげたかなと思っております。ここの記載においては、最後の部分ですね。今後、家族

用の住居の拡充についても、例えば、子育て世帯の方がお住まいになりやすいような家

賃設定ですとか、そういったところはちょっと今後検討というか、研究をして、子育て

世帯が住みやすい住宅の供給というか整備を区としては後押しできればなというところ

の考え方でございます。  

 

○小林委員  

 「拡充」というと、どうしても数を増やすようなイメージが先に浮かんでしまったの

で、今おっしゃられたような内容であれば、もう少しそういう内容が伝わるような文言

が入るとよりいいかなと思います。以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。表現の工夫をしてくださいということで、今のご説明に即

した表現の工夫をいただければよろしいかと思いますので、お願いします。ありがとう

ございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○和気委員  

 済みません。第１章のタイトルは、「子どもから高齢者まで地域の人と全体を支える地

域包括ケアシステム」ということで、これまで区としてもやってこられたと思うのです

けれども、最近、厚労省が「我が事・丸ごと」という文言で地域共生社会という用語を

使うようになって、あるところでは高齢者のところを重点的に「地域包括ケアシステム」

と呼んで、それ以外の児童とか、それ以外の社会的なつながりの弱い方々とかそういう

方々を含めたところを「地域共生社会」というような文言で図示して整理しているよう

なものもあったりして、ちょっと混乱が見られていて、従来の考え方がどうなのかって

いうのも、国の方針もここに来てちょっと変わっているかもしれないのですけれども。

それで、中野区としては従来どおり「地域包括ケアシステム」というものが子どもから

高齢者まで全てを含めた支えるシステムであるという定義でいくのかどうなのか、とい

うところをちょっと確認させてください。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 中野区としては、厚生労働省が言い出す前から子どもから障害者も含めて全ての人と
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いうことで一貫して地域包括ケアシステムという言葉を使ってきましたので、このまま

維持したいと思っておりますけれども、最近ちょっとここに「我が事・丸ごと」もちょ

っと、答申の中にも入ってきていますし、若干ぶれが感じられますけど、当初のとおり

貫きたいと思っております。  

 

○武藤部会長  

 区として一貫した姿勢があるなら、私はそれで十分結構だと思います。ほかにいかが

でしょうか。  

 

○岡本副部会長  

 これは障害部会との関係があるので、ここで言うべきか、ここで盛り込まず障害のほ

うで持ち込まれていれば問題ないかなというところなのですが、ここの会議の場で言っ

たか言わないかもはっきり覚えてないのですが。例えば、５ページの（４）高齢者・子

ども・障害者に係る地域の担い手の確保・養成、もしくは、４ページの（３）障害者に

対する見守りと支えあいについてという中で、障害を持った親を見ている子どものこと、

ヤングケアラーの問題が最近非常に言われておりまして、障害を持った親に対して子ど

もが子どもらしく過ごせない。親のケアで子ども時代をある意味でないがしろにさせら

れてしまうという問題が指摘されているのですが、そのあたりのことが触れられてない

ので、例えば、障害者に対する見守り・支え合いは、どちらかというと、防災のときに

登録してある方がどうこうという形になっているのですが、親を見ている子どもが子ど

もらしく過ごせるような支援とか支え合いとか担い手という視点をどこかで入れていた

だければいいなとこれを読んで思いました。  

 ただ、先ほど言いましたように、これは障害のほうでそういうことが出ていれば、こ

こで盛り込まなくてもいいのかなという、ちょっと私もはっきり言えないところでござ

います。  

 

○武藤部会長  

 入れるとしたらどこにどういうふうに。  

 

○岡本副部会長  

 （４）のところかなと思っておりまして、ここでは多様な確保ということで、水道局

とかセブンイレブンとかあるのですが、その前に何か地域の中で親を見ている子ども、

親の介護をしている子どもに対しての支援を、一言どこかに入れていただければいいな

と思っております。ちょっと３か４か迷っているところなのですけれども。  

 

○武藤部会長  

 そうですね。ちょっと４だと難しいかもしれませんね。いずれにしましても、今のご

意見を含めて工夫があり得るのであれば、それとも、障害関係の部会のほうとのすり合

わせもあるので、そこを検討した上で対応いたしましょうか。ありがとうございました。  

 

○岡本副部会長  

 お願いします。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。岩川委員、どうぞ。  
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○岩川委員  

 先ほど小林委員がちょっとおっしゃったことで、４ページの（２）の②のところの高

齢者の賃貸住宅へのあたりで、１つのところまではいいのですが、「また、中野区は単身

者が多いことから、ワンルームマンションの」、この辺の４行というのは何か結びつかな

いような、上と。そして、ワンルームマンションに単身者と、それから高齢者が住んで

「多世代交流が可能となり」というのは無理ではないかと思うのですが。今はマンショ

ンでも子どもが大人に挨拶しない、私知っている方で、エレベーターでも子どもがエレ

ベーターに乗るときに、私の知っている方は４０代ぐらいかしら、男の人なのですが、

さっと先に行って挨拶しないというのですか、だから、この文章ってちょっと無理なの

ではないかなと。この「高齢者がスムーズに住まいを確保できるように制度を整える必

要がある」ぐらいのところがとてもまとまっていて、４行は難しいかなって。ただ、ど

うでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 先ほどの小林委員のご指摘もそこに含まれていると、共有していますが、おっしゃる

ように、最後の４行がちょっと無理な文章を連ねているかなというのが、中野には単身

者が多いというのは決定的な事実なのかどうかというのがよくわからないなと、世田谷

区に住んでいる人間としては思いますけれども。  

 

○岩川委員  

 単身者と高齢者が一緒になって交流できるとは思えない。  

 

○武藤部会長  

 そこはちょっと文章に無理があるかなと、ワンルームマンションなら。  

 

○岩川委員  

 その４行がなければいい文章かなと。そこで何か一緒に住んだら交流ができるという

のは、無理ではないですか。そして、支え合いができるというのは無理があるのではな

いかと。支えないですよね、若者が。  

 

○武藤部会長  

 和気委員どうぞ。  

 

○和気委員  

 私もこの文章、無理があるなと思って何回も読んでいるのですけれども、イメージと

して中野区にあるかどうかわからないのですけれども、今、既存のＵＲの団地ですとか

を改築して、多世代が住めるようにしているというところが幾つか都内にも出てきてい

るのは多分ご存じだと思うのですけれども。そういうふうに意図的にワンルームマンシ

ョンが多いながらも、でも、マンションだからできないのかもしれないですけれども、

何か工夫することでいろいろな世代の人や、家族も一緒に住めるような住まいづくりみ

たいなことを想定して書かれているのかなとちょっと思ったのですけれども。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 これは確か委員の皆さんからのご意見で、区内に団地があって、その中で高齢者と若

い世代が交流しているという実際の事例が挙げられた中で、団地とか、共同住宅という

ところで、そういうやり方もあるのではないかということで、ここにこの記載が入って
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います。ワンルームマンションが多いから、「から」ではなくて、多いのですけれども、

団地とかそういう共同住宅の中で交流が図れたらいいのではないかというご意見だった

と思います。  

 

○武藤部会長  

 意見はそうなのですが、この文章からはそう読み取れない。文章を練ったほうがいい

のではないですか。  

 

○岩川委員  

 切らないと。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 文章の表現をもうちょっと工夫いたします。  

 

○武藤部会長  

 今おっしゃっていることは間違っていないし、多世代交流が居住空間の中で工夫され

るのがよいだろうというご意見だったと思うのです。この４行だとなかなかちょっとそ

ういうふうに読み取れなくて、初めて読む方が誤解を招くかもしれないので、さらに改

善、工夫をしていただいてはどうかというのがお２人の意見ではないかと思います。よ

ろしいでしょか。  

 

○塚本都市基盤部副参事（住宅政策担当）  

 はい。  

 

○梁川委員  

 言った人間もそう思います。  

 

○武藤部会長  

 では、ダメ押しで了解をいただきましたので、今のようなことでお願いをいたします。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ。  

 

○長田委員  

 ２点あります。まず１点目は、３ページのところの大きい１番の地域包括ケアシステ

ムの関係のコーディネートの機能についての（１）についてです。申し上げたいのは、

社会福祉協議会、地域社会に対して企画調整など、一定の役割をこれまでも実績として

発揮してきましたし、これからも地域の皆さんとまさしく地域資源の開発などもしてい

かなければならないということがありますので、ここについては、区のアウトリーチチ

ームのことをこれからの方向性として強く打ち出したいというお心があるのかもしれま

せんけれども、これまでの地域のありようからすると、やはり社協の一定の役割機能を

位置づけていただくというのが至当かなと思います。  

 それからもう１点ですが、５ページの（４）のところですけれども、「地域の担い手の

確保・養成について」ということで、（４）の前段の部分はまさしく総論的に書かれてい

てそのとおりなのですが、ここについても、例えば、具体的な担い手の１つとして、社

会福祉協議会のこれまでの実績とこれからの取り組み、方向性についても一定の役割を

果たしているということを前提に例示なり、ないしは文の中に書き込むなりということ

をぜひしていただきたいと思っております。主に申し上げたいのはこの２点です。  
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 元に戻りまして３ページの１の（１）のところですが、「地域との関係づくりを非常に

大事にする」ということを前提とした記述になっているのですけれども、その中でもや

はりキーになる団体、主体があると思うのです。それはやはり町会自治会であり、それ

から先ほど子ども、子育てのところで、金沢委員からご発言がありましたけれども、民

生児童員も１人１人の地区担当としてもまた地区民協という形で、地域全体を捉えて課

題を抽出して課題解決に取り組むという組織的な動きもしていますので、やはりこの２

つの団体も、何らかの形で位置づけをしていただいたほうがよろしいのではないかと思

います。以上です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。既存の関係諸団体の継続的な事業の発展を受けつつとか、

そういう形で例示をしつつ、もう既に活用、活躍をしてらっしゃる組織、団体があるの

で、それを基盤にしつつ、この文章だけで言うと、区の職員やアウトリーチチームだけ

が頑張るよと読み取れないわけではないので、そうしていただいたほうが適切ではない

かというご指摘だと思いますので、お願いします。  

 ほかに、どうぞ。  

 

○小笹委員  

 この資料全体を見ておりましたら、やはり高齢者の方ですとか、障害者の方、認知症

の方、子どもとか、そうしたいわゆる社会的弱者の方々が１つの大きなテーマになって

いるのですね。４ページのほうの（３）のところですか。「対象者は７，０００人に対し

て名簿登録者は１，０００人にとどまっている」と、こういうことがありますし、確か

に第１回目の会合でやはりいろいろな方、支援を要する方々の名簿などがきちんと整備

されていないとか、そういった議論も相当あったと思うのですが、一方で、やはりこの

世の中いい人ばかりではなくて、振り込み詐欺とか、そんな方もおられます。いわゆる

個人情報保護というのは、やはり重要な問題ではないかと思うのです。特にこういった

社会的弱者の方々については。どこかの文章に「個人情報の保護に配慮しつつ」という

ような文言をやはり入れられたらいいのではないかという気がいたしております。以上

です。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございます。今のお話ですと、４ページの（３）のところに名簿という文

言が。ここだけでしょうかね、名簿が出てくるのは。  

 

○小笹委員  

 具体的に出てくるのはここなのですけれども、ただ、広範囲に捉えますと、別に障害

者の方だけではなくて、高齢者の方なども振り込み詐欺のターゲットになっております

し、善意でやるのはいいのですけれども、そういったものを悪用する恐れといいますか、

まことに区の職員の方に恐縮なのですが、過去、区のアルバイトか何かの方がマイナン

バーを漏えいして大変なことになったというのが記憶にあると思うのですけれども、や

はりそういった問題に対する配慮というのを念頭に置いたほうがいいのではないかと個

人的には思っております。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。子どもから高齢者までを地域で支えるということの制度に

かかわる記載事項なので、どこに入れるかは少し検討を工夫するとして、改正個人情報
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保護法でさらに中身が強化されているのはどの組織団体も同じでありますので、と同時

に、現実にいろいろな事件も起きておりますので、どこかで表現を工夫していただくと

いうことで調整をいただければと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。改めて今日のメンバー、１５名だと思いますが、女性が９

名で男性が６名という、中野区の組織の形成の健全さを、きのうの民進党の幹部の、女

性がいない幹部のメンバーを見ていても、改めてさっきからのご発言を聞いておりまし

た。第２章に参りますが、よろしいでしょうか。  

 

○梁川委員  

 ちょっといいですか。５ページの（４）のところなのですが、担い手の確保・養成の

中で、今後、先ほどさまざま、中野区でももう既に事業をファミリーサポートだとか、

大変長い歴史のある事業をしていまして、今後、児相が中野区に移管されたとき、中野

区として、あるいは里親の問題、社会的な支援を、養育支援だとか、そういう幅広くそ

ういった子どもたちも支えていくという担い手になり得る、ここを養成すれば志として

は私は変わらないと思うので、ここら辺にもこういった文言を入れながら、既にある事

業、制度を頑張っている人たちもかなりいるわけで、そういう人たちのことも今回の計

画の中に盛り込んであげてほしいなと思う。また、これが今後生かされていくのではな

いかと思うので、ちょっと検討していただければ。  

 

○武藤部会長  

 具体的にどの項目にどんな言葉を入れますか。  

 

○梁川委員  

 ここを、４の（４）に、解決に向けて取り組む主体を多様化することが望まれる。既

にあるこの中野区のファミリーサポート事業等、運用。  

 

○武藤部会長  

 ５ページの（４）のところの１段落目の、「多様化することが望まれる」、２段落目の

「区では」と始まるところですね。  

 

○梁川委員  

 このあたりに区のほうでやってきている事業を盛り込んだらどうかと。  

 

○武藤部会長  

 地域の担い手というところですね。でも、それは事業者なので、今の話と事業者では

少しタイプが違うかもしれませんので、この段落辺りを目安としつつ、今のご意見を拝

聴した中身で、うまく工夫できるように段取りしていただければありがたいと思うので

すが、よろしいでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ファミリーサポート、既存のファミリーサポートで活動されている方たちも、今後、

地域の担い手としてもうちょっとほかの、例えば里親の話をされて、そういうところで

も活躍できるような形で。  

 

○梁川委員  

 広くね。  
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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）  

 要は推進していくというイメージでよろしいでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 ほかに第１章はよろしいでしょうか。どうぞ。  

 

○岩川委員  

 ちょっと気がついたことなのですが、５ページの大きい３番の（１）のところの下か

ら２行目なのですが、「子どもの頃から認知症に関して学校教育を通じて学ぶことが」と

いうのは、すごく乱暴なような気がして。ここで言っても学校教育はできないかもしれ

ないし、認知症というのも、認知症の状態というのもとてもいろいろでございまして。

実は私の母も長いこと認知症で苦労したようなところがあるのです。ですから、「子ども

のころから認知症に関して理解を深める働きかけの工夫を行う」ぐらいにしたらよろし

いかなって、突然、学校教育が出てくるのはもうちょっと文章を工夫したらよろしいか

なと思いますが。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。これは私が発言した内容をそのまま多分入れたのだと思う

のですが、児童・生徒の学校の小中高等学校、中等教育学校等で、特別総合的な学習の

時間であるとか、さまざまな授業の枠組みがあるので、そこに認知症の高齢者のことで

あるとか、若年性の認知症であるとか、そうしたさまざまな介護、寝た切りの原因とし

ての認知症について、知識、情報を与えることによって、子どもたち自身が認知症のこ

とについて関心を持ったり、場合によって家族の中にも認知症のおじいちゃん、おばあ

ちゃんがいるかもしれないですね。そういうことに非常に理解が低いために社会が妙に

離れてしまったり、過度な拘束などのようなオーバーな対応をしたりということがある

ので、義務教育の段階から認知症のことについてうまくカリキュラムなり、教材の中に

組み入れてはどうかということを、私はどこかのときに申し上げたのです。ですから、

ただ、この文言がそのまま全て正しいということではないのですけれども、趣旨はそう

いうことです。  

 

○梅原委員  

 済みません。多分ですけれども、小学校とか中学校で認知症サポーターの養成講座を

結構中野区が頑張ってサービスをしてくれまして、なかなか学校は手を上げてくれない

そうですけれども、でも、随分たくさんの小学校がそれなりに手挙げをしてくれて、年

間計画に盛り込んでくれつつあるそうなのです。多分そんなところからなのかなと私は

思っておりますし、自分で小学校に行って４５分間認知症サポーターをやったときも、

物すごく盛り上がるのです、子どもさんたちが。だから、そんなことからなのかなと思

うのですが、いかがでしょう、岩川先生。  

 

○岩川委員  

 私も包括の方に来ていただいて、大学生にもサポート養成講座などをやっているので

すけれども、大学教育の一環としてもやっているのですけれども、東京都が用意してい

るいろいろな冊子とかビデオとかあるじゃないですか。あれは小学生にやるときは小学

生向けの工夫されたものってあるのですね。  
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○梅原委員  

 テキストがあります。  

 

○岩川委員  

 そういう工夫がなされていることが多分大事で、いきなり難しいのを、脳血管なんち

ゃらとか言われても多分わからないけれども、ビデオも実際に小学生みたいな小さいお

子さん、小学生だったかちょっと忘れましたけれども、子どもが隣のおばあちゃんと出

会ってどうこうするみたいなそんな事例も出てきますよね。なので、そういう工夫がき

ちんとなされているのであれば、すごく有効なのかなと思います。けれども、学校では

なかなかやってくださらないところも、授業時間が足りないとかで、というのも多いと

いうのを聞きましたので、中野区が積極的にやってくださっているのであれば、とても

いいのかなと思います。  

 

○武藤部会長  

 両者の意見をうまく調整して、表現をさらにバージョンアップしていただけるとあり

がたいと思いますが。小学生は、私はよく小学校に頼まれて講義に行くのですけれども、

難しい話をやさしくおもしろくすると、ちゃんと児童は聞いてくれていますし、下手に

大学院学生にやらせると、「何々ちゃん」とかってわけのわからない幼児言葉でしゃべっ

たりするのですが、はっきり大人言葉でしゃべるとよく理解しますので、しっかり指導

教育をするという姿勢さえ示せば、彼ら、彼女らはちゃんと受けとめてくれると思って

います。ただ、教材と教育方法、内容について工夫が必要なことは確かなので、認知症

にかかわる絵本もたくさんあります。世界中に絵本がたくさんあります。それから、小

説もありますし、映画もありますので、そうした教材をうまく工夫すれば、児童、生徒

に認知症のことについて理解を広げ、深めることは可能ではないかと、ある意味期待を

しています。  

 よろしいでしょうか。  

 

○髙松委員  

 済みません。５ページの４番、「介護者支援の強化」のところなのですが、ここの文章

ですと、認知症の介護に特化した書き方をされているのですが、実は認知症とは限らな

くて、ほかの身体障害者だろうが、やはり介護者というのはかなり負担がかかっており

ます。ですので、あえてここを認知症介護に限らなくてもいいのではないのかなという

気がしたのですが、いかがでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 おっしゃるとおりだと思います。「認知症をはじめとするさまざまな介護には」という

ことでもいいかと思いますので、介護が要求される原因には多様なものがございますの

で、それらを包括して、代表的なものが認知症であることは間違いないと思いますが、

それだけではないので、そこの工夫は必要かと思います。ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは７ページ、第２章に参ります。「第７期介護保険事業計画に盛り込むべき基本

的な考え方」ということで、１  介護保険サービスの充実、（１）住民主体サービスの拡

充。８ページに参りまして、（２）介護基盤の整備、（３）新たなサービス、そして、９

ページに参りまして、２  介護人材の確保・育成・定着、３  分析・評価・改善の重要

性というのが第２章でございます。既にご確認いただいているかと思いますが、今もう

一度見直していただいた上でご意見、提案などをいただければありがたいです。  



13 

 

○岡本副部会長  

 済みません。ちょっとよろしいでしょうか。  

 内容というよりも書き方なのですけれども、第１章、第２章、第３章を見ますと、語

尾の入れ方が微妙に違っているという印象を受けました。第１章ですと、例えば、「求め

られている」とか、「可能になる」という言葉が多いのですが、第２章ですと、「必要で

ある」という言い方が多くなっておりまして、第３章ですと、「してもらいたい」みたい

な言い方になっていくのですけれども、この報告書というのはどういうスタンスで書か

れているのかということなのです。ここで議論した中で、こういうのを中野区の今度の

計画、もしくは答申の中に対してこういう議論をしましたということなのか、その議論

に対してこうしたほうがいいだろうとか、こうしてほしいとか、必要なのだということ

を言っているのかあたりが、どうも第１、第２、第３で微妙に語尾が変わってきている

印象を受けるのですけれども、その辺はいかがなのでしょうか。多分、書いた担当が違

うのかなと、簡単にそう思ったのですけれども、それでもちょっとまずいかなと。  

 

○武藤部会長  

 それはおっしゃるとおりです。とりあえず、ここはまだ中間作業段階ですので、岩浅

さん、包括的に。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 なるべく語尾のほうも意識をしてつくったつもりではあったのですけれども、具体的

な何かをやってください、みたいな議論の中で、あったほうがいいよねというようなも

のは「必要である」という言葉を使っているつもりなのです。確かに２章につきまして

は、計画に盛り込むべき考え方というのがあるので、こういうものを介護計画の中で求

められているのではないの、こういうのを踏まえた上でつくらなければいけないのでは

ないのというニュアンスでつくった部分というのはありますので、意識してつくったつ

もりではあるのですけれども、もうちょっと「求められている」、「検討してほしい」と

か、方針とか漠然という細かいところまで具体的には議論がなかったけれども、こうい

う方針は必要だよね、考え方が必要だよねといったものは曖昧にというか、表現にした

つもりではいるのですけれども、ここをこう変えたほうがいいというのがありましたら

言っていただけると修正をしたいと思います。  

 

○岡本副部会長  

 ２章を読んでいて気になったのが、７ページの（１）の②のところで、「シルバー人材

センターへの会員登録方法も周知してほしい」。「周知してほしい」ではなくて「周知す

る必要がある」ではないかなということです。一番気になりましたのは２章ではそこの

部分です。  

 

○武藤部会長  

 総括的に言いますと、ここの部会が議論をして、区に対してこういうふうに検討した

ので、こうしてはどうかという姿勢が明確になる表現上の統一があったほうがきれいで

はないかということで、先ほど岡本委員のおっしゃっている内容は、よく学生の論文と

か学生のレポートを指導するときに、「書き方がだね、君たち」という言い方をしてよく

やるので、同業者は同じことを言うなと思って、改めて似た職種にいる人たちって表現

が似てくるなって思いました。大事なことだと思いますので、それは表現によって姿勢

がわかるからということで、何を求められていることを議論して、どういうふうに誰を
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相手に報告をするのかという主体性みたいな、主体の明確さが必要ではないかというご

指摘だと思います。  

 ほかにどうぞ。  

 

○坂本委員  

 済みません。そのちょっと続きみたいになってしまうかもしれない。ちょっと進みま

す。９ページの２の③介護人材の確保云々というところを進んでいって２行目のところ

に、「仕事の内容に見合った処遇改善である」というところの、この「仕事の内容に見合

った」というのは、介護の仕事全体が大変だよねということを指しているのか、中野区

として大変さの段階をつくって処遇改善して改善金をつけるのかとか、ちょっとごめん

なさい。これだと私がわからなかったのですけれども、いかがでしょう。  

 

○武藤部会長  

 これ担当は、古川さん。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 介護保険担当でございます。今、委員のおっしゃった、前段の大変な仕事といったと

ころで、介護全体で賃金が低いという、全国的な統計も出ておりますので、そういった

意味では、もっと評価されていいだろうという意味合いで使ったのですが、ちょっと言

葉が乱暴でしたので、ここもちょっと考えたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 確かにこれが正式に区の書面として残ると、「ここに書いてあるのではないか。処遇を

改善しろよ」みたいな、それが悪いとは言いませんけれども、そういうことのための議

論ではなかったかと思うので、少し工夫をしていただけるとありがたいと思いました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○岡本副部会長  

 済みません。立て続けで申しわけありません。今の９ページの２の介護人材の確保の

ところで、中野区独自の介護資格をつくるという話があったかと思うのです。そのこと

が出てきてないように思う。  

 

○武藤部会長  

 ②ですね。  

 

○岡本副部会長  

 ②ですかね。もうちょっと、確かに「中野区独自の人材育成システムを確立すること

を期待する」と書いてあるのですが、かなりあのときの話ですと、もう具体的にできる

みたいな、やっているみたいな感じで私は受け取ったのですけれども、ここで「確立す

ることを期待する」と書かれていて、まだ何もやっていないのかなと見えるのですが、

そのあたりはいかがでしょうか。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 確かに中野区の中で、中野区だけに通用する、ちょっと専門的な言葉で言うと、総合

事業というのが今年から始まって、そこのホームペルプに従事する中野区認定ヘルパー

というのは今年から養成を始めているところではあるのですが。そこをベースにして今
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回私どもがここでご議論いただいたのは、そういったことも含めて中野区独自で人材育

成のシステムをつくったらどうかというご提言をいただいたのかなと受け止めたので、

認定ヘルパーという、裾野を広げるような資格のところの記述はここでは漏らすという

か書いてないところでございます。もし、そういったところも、今そこに着手している

のだよというところをもっとＰＲしたほうがいいということであれば、その点も加筆の

ほうはさせていただければと思います。  

 

○岡本副部会長  

 私としてはせっかく独自にやっていることでありますので、それをベースにして、今

後もっとキャリアアップする形での人材をつくっていくという今のご発言だと、そこを

書いていただいたほうがいいのかなという気もちょっといたしました。これは皆さんの

ご意見で、そこは書く必要がないということになれば、特にいいかなと思いますが、い

かがでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 実際に議論が行われたときには、さらにやったらどうでしょうかという感じだったよ

うに記憶していますので、中野区認定ヘルパー制度を基盤としつつ、さらにそれを進化、

発展させて一層充実した制度として設計していくとか、そんな趣旨の表現が入れば、そ

ういうことですね。  

 

○岡本副部会長  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 ということで、古川さん、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）  

 わかりました。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○網野委員  

 いいですか。今の介護人材のところですけれども、２の最初の言葉には、「確保・育成・

定着」というあれがありますから、定着についての言葉というのは何も入っていないの

で、この課題であるということはわかるのですけれども、その育成したその人たちが中

野区の中できちんと働いて、そして、介護人材のある程度活用がうまくいくと、まさに

この人たちの専門性の向上と、それからその人たちが働き続けられるようなシステムを

考えていくという言葉が入ったほうがいいかなと私は思ったのですけれども。  

 

○武藤部会長  

 ③のところに先ほど議論があった「賃金と住まいの確保、仕事の内容に見合った処遇

改善」、ここは表現を工夫するとして、定着の１つの方法論として、お金の話と住まいの

話と言葉が入れてありますが、今ご指摘のように仕事の生きがいとか、資質の向上とか、

さらによい仕事に結びつく工夫であるとか、ソフト面のことを含めた定着の工夫という

ことですかね。賃金と住まいに限らず、もう少し向上心に結びつくような、あるいは、
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実質資質能力向上に結びつくようなソフト面ということが加わればよろしいかというこ

とでしょうか。そういう理解でよろしいでしょうか。  

 

○網野委員  

 結構です。そのとおりです。  

 

○武藤部会長  

 では、そこを工夫していただくということでお願いします。③のところで。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは第３章に参ります。１１ページ。「乳幼児期からの健康施策や介護予防の取組

の推進について」ということで、１  乳幼児期から取り組む健康施策、２  スポーツ・

健康づくりムーブメントの取組、１２ページ、３  青年期からの（川上志向の）介護予

防の取組ということが第３章にございます。ここでお気づきの点、提案、修正への発言、

追加への発言などがございましたらどうぞ。  

 

○原沢委員  

 前段で早期から運動習慣をつけたりすることにより、筋力低下や生活習慣病の予防に

なる。あるいは、将来の生活習慣病の予防や健康寿命の延伸へとつなげることが大切だ

よということなので、ちょっとそぐわないかもしれませんけれども、２の（１）の中で、

具体的にスポーツをする際において、スポーツのけが、けがの軽減と予防のために、ス

ポーツのマウスガードの普及の文言をぜひ入れていただけるとありがたいなと思います。 

 

○武藤部会長  

 まず、前段のところで筋力低下というのが出てくるのですが、先ほど打ち合わせのと

きに、一応私のほうから申し上げたのは、筋力低下というレベルと、生活習慣病という

レベルがちょっと不釣り合いなので、ここは筋力低下のところは「運動不足に伴う身体

機能の低下」などのような表現に改めてはどうかということはお伝えしてあります。そ

れから、生活習慣病と転倒、骨折の予防なども含めて、全体をもう少し表現を広げては

どうかということを前段では工夫をしていただくことにしておりますが、今ご指摘のス

ポーツ・健康づくりムーブメントのそこに伴うけがとか故障とか事故を防ぐことへの対

応も必要であるという中に、適正な運動スポーツ指導、例えば、熱中症の事故も最近バ

ツランで１００本走らせて、１２０本目ぐらいに倒れてしまったなんてばかなことをや

っている指導者がいるのですが、そうした適正な指導の方法内容、それから、適切に防

具とかマウスガードを装着して、不要なけが、事故に結びつかないようにしようという

ような形で、安全な運動・スポーツの普及、振興にも寄与するべきであると、そんな文

言の中にマウスガードが入ればよろしいですよね。  

 

○原沢委員  

 できれば、スポーツまで。  

 

○武藤部会長  

 そうか。スポーツ・マウスガードという文言で統一されているのですね。  

 

○原沢委員  

 スポーツの場合、いわゆる一般的な学会の先生とかそういうのはマウスピースとかそ

ういう言い方があるのですけれども、スポーツの場合はやはり「スポーツ・マウスガー
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ド」という言い方をしています。  

 

○武藤部会長  

 わかりました。では、子どもから高齢者が習える年代のスポーツ運動実施に伴っての

けが、故障、事故を防ぐための適正な指導方法の内容の確立と、適切な防具とか用具と

か、スポーツ・マウスガードの使用などによって、そうしたことが予防に結びつくよう

に働きかけたいと、そんなことでしょうか。原沢さん、よろしいですか。  

 

○原沢委員  

 承知しました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 それで、１２ページの一番上のところに、２０２０年の東京オリンピック・パラリン

ピックの開催に向けてのホストタウン構想云々というのがございますが、これについて、

現在中野区がどんな施設づくりとホストタウン構想について推進しているかということ

をちょっと伺った上で、そこのところを議論したほうがいいと思いますので、永見さん

にちょっと説明してもらって。新しい競技施設、それから、国際競技連盟の協力を今探

しているみたいなことがあるので、何かやっているかもしれません。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 ホストタウン構想については、組織委員会等から案内というか、通知等をもらってい

るところでございます。区として現在ホストタウンという形で手挙げをする予定は現時

点ではないのですけれども、こちらに書かれてありますように、スポーツの普及に限ら

ず、文化的な部分の活性化というところが、オリンピック・パラリンピックの開催に向

けた取り組みというところでやっていきたと考えておりますので。現在、オリンピック・

パラリンピック推進担当というのが政策室のほうには設置されておりまして、そちらの

ほうにホストタウン構想についてどうしていくのかというところも含めて、検討を一緒

にしていくという形で呼びかけをしていきたいなと思います。  

 

○武藤部会長  

 全国の市町村がオリ・パラに絡めて合宿地として使ってほしいとか、予選、強化試合

で使ってほしいとか、そういうことを今、働きかけておりますが、中野区としてどうす

るかということは区民のスポーツの普及振興に絡めて考えても、健康づくりで考えても、

うまくすればそういうところと連携できるのでないか、そういう発想で動いておられる

のであります。  

 ほかにお気づきの点がありましたら、どうぞ。  

 

○岩川委員  

 １２ページの大きい３番の、青年期からの介護予防の取り組みと書いてある割には、

青年期からのところが（１）の下のほうの２行しかないのです。だから、もう少し（１）、

（２）、（３）、４番目でもいいですし、何かもう少し文章をつけたほうがよろしいかなと

思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございます。「青年期から」とある割には、青年期のことが（１）の２行の
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うちのほんの一部ではないかということなので、せっかくならば別項目で青年期のこと

もちゃんと触れたらというか、これは青少年期ですよね、述べていること自体は。です

から、前にも質問したと思いますけれども、「川上」はどうしても入れたほうがいいです

か。これは区長が好きな言葉ですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 確認したのですけれども、区長が言い出したのではないかなというところもありまし

て、実際そんなにこだわる必要はないかなって最近はちょっと担当としては思っており

ます。  

 

○武藤部会長  

 つまり、川上が青年期なのか子どもなのかということがちょっと曖昧になる、むしろ

曖昧になってしまうかなって。前にも申し上げたように、究極最良の介護予防事業は、

元気な子どもたちをたくさん育てることというのが私の持論なのですが、何でここに川

上が入っているのかなと。さっき学生さんにちょっとこれ、ここの部分だけ読ませて、

「川上って何ですか、先生」とか言われて。ちょっとここにこだわる意味がよくわから

ないなと。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 川上というのを明確にしていただいたほうがいいと思います。  

 

○武藤部会長  

 いや、だから、私は別に川上が好きじゃないので、別に私が気に入って入れているわ

けでも何でもないので。わかりづらいから、強烈に入れたいという要望がなければ、外

したほうが理解しやすいのではないかと思いますが。何か困りますか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 従います。大丈夫です。  

 

○武藤部会長  

 そうすると、青年期と切っているので、青年期からのでないといけないのか、青少年

期からという、幼いころからのとか。青少年期からのほうが適切なように思うのですが。

そうすると、川上を外した意味が出てくるかなと。もしよろしければそれでよろしいで

すか。そうすると、新たな項目を設けたほうがいいというご意見はいかがしましょうか。  

 

○岩川委員  

 もうこの青年期からと書いてある割には２行しかないので。  

 

○武藤部会長  

 何度も申し上げる介護予防というのは、子どものころからちゃんと健康づくりとか体

づくりとか、意識づくりとか、そういうことが大切、それが生涯にわたって、それと、

家族の中に浸透することによって、結果として家族、地域社会の介護予防につながって

いくというのが理論だと思うのですが。  

 

○岩川委員  

 その（１）の前にその文言が入るといいかもしれませんね。  
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○武藤部会長  

 というご意見ですので、酒井さん、うまく工夫してください。ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。  

 

○坂本委員  

 同じ１２ページの３の最後の（３）のところなのですけれども、最後のほうの真ん中

ですね。「高齢者が活躍できる地域づくりを目指すとともに、シルバー人材センターやハ

ローワークと連携し、高齢者の就労や活躍の場を広げてもらいたい」というところで、

このシルバー人材センター、ハローワークとなると、どうしてもお金をいただいてと、

就労という感じになるのですけれども、ここにボランティアさんでボランティアをして

すごく生き生きとしてらっしゃる方もいらっしゃるので、そういう要素をここに含める

ということはいかがでしょうかと思ったのですけれども。  

 

○武藤部会長  

 １２ページの３の（３）の最後の２行あたりのところに、就労という観点ではなくて、

ボランティア活動してこうしたことに参画していただけるような表現があったほうがい

いよという。  

 

○坂本委員  

 就労プラス。  

 

○武藤部会長  

 就労プラスという、こちらのほうにしますかね。  

 

○坂本委員  

 私ども、そういう特養とかデイサービスでもすごくボランティアさん、高齢の方も来

ていただいていますので。  

 

○武藤部会長  

 就労やボランティア活動などの活躍の場をさらに広げていく必要がある、そんな表現

でいいでしょうか。ありがとうございました。では、そこはそのように工夫をお願いし

ます。  

 

○梁川委員  

 この１２ページの３番のところなのですけれども、ここに食のことにちらっと触れて

いますが、先ほど部会長がおっしゃったように、元気な子どもをつくっていくというこ

とだとすれば、やはり食の問題を、食育というのですか。何か本当に今のままだとジャ

ンクフード、静かなる自殺だとか言われているわけで、子どもたちが何をどう食べてい

ったらいいかというようなことが、何らかの形であるといいなと。食の問題は大変取り

上げるのが難しいのですが、でも、子どもたちが本当にパンだけ食べるのではなくて、

やはりご飯もきちんと食べていくとか、オリンピック・パラリンピックで海外の人たち

が来るという中で、今グルテンフリーというか、小麦粉の問題がありますよね。心臓の

病気、あるいは脳の病気もそんなところから今後あと２０年、３０年後の日本がどうな

るのかと言われるぐらい、食の問題はここでもちょっと青年期のところで触れるのであ

れば、多種多様なものをちゃんと取り込んでいくというようなことを盛り込めたらいい
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のかなと思います。  

 

○武藤部会長  

 １１ページの１の（２）に子どもから高齢者云々とあって、そこに「食事・栄養摂取

に関する指導、食意識についての」とあるのですが、今の委員のご指摘をすると、特に

子どもの食育についてもっとちゃんとせいということを明確にうたったほうがいいので

はないかということで、入れるとしたらここのほうが適切かとは思いますが、子どもに

特化した表現と現状の課題を含めたさらに改善策を講じなさいということを入れていた

だいたらどうかと思いますが、そんなことでよろしいでしょうか。  

 担当のほうから。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 ご指摘のとおり、資料で示した区の意識調査では栄養バランスや規則正しい食生活を

心がけている方がそんなに多くないという資料も示させていただいたところです。食生

活の乱れはさまざま疾病の誘因になるということも書きつつ、食に対する知識の普及、

啓発を通じて、区民が健全な食生活を送る、正しい食生活を得る、そういった普及啓発

をしていくというように一歩踏み込んで書かせていただきます。  

 

○武藤部会長  

 ではそのように改善をお願いします。ありがとうございました。ほかにいかがでしょ

うか。どうぞ。髙松委員から。  

 

○髙松委員  

 済みません。今ちょっといろいろ文章を拝見したのですが、やはり高齢者のフレイル

のことは今回ここに文言として盛り込んでいないのですが、いろいろなところでもフレ

イルに対しての取り組みが上のほうの会議とかでも出ていますので、ここの健康のとこ

ろにフレイル対策は大事だよというのを一言入れておいたほうがいいのではないかと思

います。以上です。  

 

○武藤部会長  

 フレイルについて触れるというご意見ですが。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 フレイルという定義自体について、ちょっと今、区の地域包括ケアシステム推進プラ

ンの中で、実はフレイルという言葉を使ってなくて、要は、定義がちょっと曖昧だとい

うことで、フレイルにかわる言葉は何かというと、区としてはチェックリストにひっか

かった虚弱な方という言い方をしているのですね。そこの言い方は別として、その虚弱

に対する対応は早目に対応することが必要だというそういう趣旨ですよね。そこで用語

についての記述を加えたいと思います。  

 

○髙松委員  

 お願いします。  

 

○武藤部会長  

 おっしゃるとおりだと思います。フレイル、サルコペニア、ロコモ、これは３つ今、

同時進行になっておりまして、ラジオで解説するときもよくわからなくなってしまうの
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です。「最近、サルコペニアでロコモの心配が必要だし、私はフレイルでしょうか」みた

いな。何言っているかよくわからないみたいな話になってしまうのです。各学会の独自

の見解が社会の見解になり得るかどうかという、それはごく一般なサイエンティフィッ

クにも議論がまだあるところかなとは思いますので、区の統一的な表現でも、でも、虚

弱な高齢者がいることは事実なので、それは触れていただくことでお願いをしたいと思

います。ほかにいかがでしょうか。済みません。  

 

○原沢委員  

 乳幼児から取り組む健康施策のところで、（１）の区民検診という文言が出てくるのが

あれなのですけれども。私たち、成人歯科検診等、数々やっておるのですが、今問題と

いうか、こうしてほしいなというのは、切れ目のない区民検診をぜひやっていただけた

らなと思っています。年齢枠というものが設定されておりまして、ある部分の年齢は対

象ではないということになっておりますので、ぜひ「切れ目のない」という文言を１つ

入れていただけるとありがたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。１の（１）のところの１段落目から２段落目のちょうど間

ぐらいでしょうか。「生涯にわたって切れ目のない検診を通して、一層の健康づくり」と

いう、そんな文言の内容かと思いますが、担当、よろしいですか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 答申に入るのは全然問題ないのですけれども、実際問題で、施策をやっていくことを

考えて、かなり厳しいのはあると思うのですよね。コスト的にも全然変わってきてしま

いますので、一番必要な時期に必要な検診をというスタンスで今、区は取り組んできて

おりますので、それを広げるのはもちろんいいことだと思うのですけれども、ちょっと

なかなか具体策をつくっていくときには正直厳しいなというのは感じます。  

 

○原沢委員  

 ただ、今回来年度予算の中で、広域連合から補助金が出ることになっているのです。

そういうことがあると、広域連合というのは要するに後期高齢者に向けての補助金なの

ですけれども、それを取るとなると、年齢枠というものは撤廃しないと難しいという話

になっていると思うので、その辺のところをちょっと考えていただけたらと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 表現の工夫で。「切れ目のない」という言葉を使いながら工夫させていただいて。  

 

○武藤部会長  

 では、切れ目のない検討をしてください。ありがとうございました。冗談ではなく、

節目検診とか、年代ごとの検診は当然なのだけれども、連続したというか、生涯にわた

る一貫した健康診査ということがないと、実はうまく働かないということも、それは事

実だと思いますので、モデム的なやり方もあろうかと思いますし、全組、全部というの

はとても無理だと思いますけれども、少し工夫をいただければと思います。ほかにいか

がでしょうか。  

 

○藤田委員  

 １１ページの２番「スポーツ・健康づくりムーブメントの取組」について、（１）のと
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ころですが、「スポーツ・コミュニティプラザを拠点に」という文言で書かれているので

すけれども、スポーツ・健康づくりムーブメントと言いつつ、スポーツ・コミュニティ

プラザの拠点だけというのもちょっと寂しいような気がしますので、スポーツ施設に限

らず、区内公共施設にいろいろな周知をするような文言を入れていただければと思いま

す。  

 

○武藤部会長  

 ２のスポーツ・健康づくりムーブメントの取り組みが、一部の事業のみに特化された

ような表現になっているので、もう少し幅広い取り組みが見えるようにしていただいた

ほうが、実際、区もやってらっしゃることもあるので、そのほうがより実態に合って適

切な表現ではないかというご指摘だと思います。ごもっともだと思いますので、そのよ

うにお願いいたします。ほかにいかがでしょうか。  

 

○岩川委員  

 この３章のところが、「子どものころから」っていうあたりの「子ども」という言葉が

あらゆるところに使われているのですが、乳幼児の子ども、それから、小学校入学前の

子どもとか、中学校の部活動とか、あと１２ページになると、青少年からの子どもです

とか、もう少し子どもという言葉とか、年齢的なものとか、ちょっと整理して使うとよ

ろしいかなと。子どもという言葉を、生まれてから成人に達するまでを子どもとするの

か、何かちょっと一般的な小さい子を子どもとしているのか、統一すれば、青少年期や

子どものころから体力づくりというと、何か子どもがどうなっているのかなと。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。さすがにこども教育宝仙大学の教授。子どもに注意を喚起

しろということと、確かに乳幼児も子どもも青少年期とかとちょっと中央官庁で言うと

用語のばらつきがそのまま出てしまっているという、教育系で使う場合の子どもと、医

療系で使い場合の子どもとありますので、ちょっと違うことはあるのですが、これは全

部１つにするのもなかなか難儀だなと思います。これ、「児童・生徒」という言葉を使い

始めると、さらにまた難しくなりますし。  

 

○岩川委員  

 「児童・生徒」だと幼児が出てきますし、乳児も出てきますし。新生児が出てきます。  

 

○武藤部会長  

 そうすると、後ろのほうの脚注でまた定義をしなければならないということなのです

が、今のご意見を参考にしながら、少し整理がつくようであれば、作業をしていただく

ということでお願いをします。  

 

○網野委員  

 いっそのこと、「子ども」のほうがいいのではないでしょうか。そうやって学童期から

とか、乳幼児期からと細かいことを言い出したら切りがないから、いっそのこと「子ど

も」に統一したほうがむしろいいかな。  

 

○武藤部会長  

 「子ども・成人・高齢者」というような感じですかね。人口動態統計などでは３段階

に分けますので。というご意見を参考にしながら、切れ目のない検討をお願いします。  
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 それでは、第３章よろしいでしょうか。では、戻って第１章から第３章全体でさらに

一言何かご発言なり、希望なり、アイデア等ございましたら、お願いをいたします。  

 

○岡本副部会長  

 済みません。用語説明のところで確認したい部分でございます。１４ページの健康寿

命のところ、※９です。「（中野区では、要介護２以上の認定を受けてない年齢で表して

いる）」、ところが、説明の最初の部分は「要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立

期間」という言い方をしているので、これは中野区ではそうしているということをまず

初めに持ってきて、「中野区では、健康寿命を要介護２になるまでとしている」というこ

とですよね。一般的に、健康寿命が何を示しているのかというのはちょっとないと私は

思っているのですが、つまり、要支援になる前という人もいるし、要介護になる前とい

う人もいるし、いろいろあると思うのですが、ちょっとこの表現が気になったので、ご

検討いただければと思いました。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 部会の第４回の中で健康寿命は東京保健所長会方式を用いていることを、私のほうか

ら説明させていただいたところでございます。これは健康づくり事業や、介護予防事業

の行政指標でありまして、定義的には、何らかの障害のために要介護認定を受けるまで

の年齢を健康と捉え、障害のために認定を受ける平均的年齢健康寿命としたものでござ

います。第４回の資料は、要介護２以上の認定を受ける年齢というキーポイントでご説

明をしたのですが、東京保健所長会方式ですと、健康寿命は要支援１の認定を受ける年

齢と２つございますので、ここの表現は改めて、きちんと定義を書かせていただきたい

と思います。大変申し訳ございませんでした。  

 

○岡本副部会長  

 中野区がそのように定義するなら、ここではそうだということを書いていただければ

いいと思うのです。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 ありがとうございます。  

 

○岡本副部会長  

 説明が終わってからカッコで中野区ではと書いてあるのがちょっと気になりました。  

 

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 申し訳ございませんでした。  

 

○武藤部会長  

 健康日本２１とか、厚生労働白書の最新版とか、そこに明確に定義は、国としては出

されているのですが、ここでの定義はとうたっていただくなら、それはそれでも結構だ

と思いますので。ほかにいかがでしょうか。金沢委員。  

 

○金沢委員  

 やはり用語のところですけれども、高齢者調査のところなのですけれども、高齢者の

孤立防止を云々と書いてありますけれども、民生・児童委員が区の委託を受けてやって
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おりますので、これは普通の一般の方から言うと、民生委員が自主的にやっているよう

に思われるのですけれども、一応区の依頼を受けてやっていることは書いたほうがいい

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 それが事実なのですね。  

 

○金沢委員  

 事実ですね。  

 

○武藤部会長  

 では、それがよくわかるように。それから、先ほど私、民生・児童委員という言い方

をしましたが、・は要らないですか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 つけたほうがいいですね。  

 

○武藤部会長  

 つけたほうがいいですか。だとすれば、ここもつけていただいたほうがいいですね。

ちなみに、同じ１４ページのところの一番下のところに、ショートステイの提言の説明

で、「世話及び訓練機能」とありますが、これは「機能訓練」の誤りですので、ご訂正く

ださい。１４ページの最後の行の、「世話及び訓練機能」とありますが、「機能訓練」の

誤りですので、ご訂正ください。ほかにいかがでしょうか。  

 

○梁川委員  

 ついでに。この８番のケア支援者派遣事業、ちょっと国の定義の内容だと家事支援は

云々という問題が出ているのですが、実際としては、やはり産後直後のお宅に行って、

母親の支援が何であるかといったら、お料理だとかが出てくるわけで、ここに書いてあ

るようなことをそのまま聞いてしまうと、「自宅に伺い育児相談などに対応する事業」、

実態と違うわけで、実態は書けない場合も、ちょっときのうさまざま私も伺ったのです

が、事情はあるにしても、ここに「母親の支援及び育児相談などに対応する事業」、この

辺ぐらいは書かないと、この事業の中身の理解が違ってくると思うので、その辺、ちょ

っとご検討してください。  

 

○武藤部会長  

 内容がよりよくわかるような書きぶりにしてくださいということなので、お願いいた

します。  

 

○岡本副部会長  

 済みません。もう１点。１６ページの「な」のところの※の２５認知症なのですが、

それの最後のところです。「血管性認知症」となっているのですが、「脳血管性」で「脳」

が入るのではないかと思います。  

 

○武藤部会長  

 この定義はどこから持ってきたのですか。ちょっと微妙だなという感じはするのです

が、あまり言うと、前後の定義を変えなくてはいけないので、認知症の定義って結構難
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しくて。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 前回の計画の用語説明をそのまま。  

 

○武藤部会長  

 中野区の前回の計画に入っているものをそのまま入れているということなのですね。

引用を明確にしたほうが。認知症って割と微妙なことがあるので、どこどこからの引用

みたいにしてもいいし、前回の計画で今度は新たな計画をつくるわけですから、学術的

にも常に議論されていることも多いし、少し明確な定義を確認した上で表現を工夫して

いただけるとありがたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。用語のことだけではなくて、第１章から第３章を含めて全

般的なことで結構ですが。今日、ご欠席の委員にはこれをお配りしてあるので、今日の

議論も含めて追加のご指摘などがあればということで、期間を区切ってご意見を頂戴す

る予定でおります。  

 

○藤田委員  

 ７ページの前段の文章の最後のところですけれども、下から２行目の「サービスの必

要性、必要量も含めた介護サービス量と、保険料の設定を適正に行っていく必要がある」

と書かれていますが、済みません。私がちょっとわかりませんが、介護サービス量って

いうのはどういうような意味をいうのでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 ７ページの前段の総論のところの最後の２行目のところの、「介護サービス量」という

のはなんぞやと。  

 

○藤田委員  

 そうですね。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 この第７期介護保険事業計画の中では、介護基盤とかいろいろ含めまして、どれだけ

介護を提供していくかといったところの推計をしたりするということで、「介護サービス

量」と表現をさせていただいているのですが、ちょっと量という言葉がわかりづらいと

いうことであれば、そこも工夫の余地はまだあるかなと思っております。  

 

○藤田委員  

 そうですね。よろしくお願いします。  

 

○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 そういうふうに工夫したほうがよろしいですかね。  

 

○武藤部会長  

 どこかで介護サービス量という言葉が定着しているのですか。  

 

○藤田委員  

 聞いたことがないですよね。  
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○古川区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 量というよりも、「介護サービス見込み量」という、正確にいうと。  

 

○武藤部会長  

 見込み量ね。  

 

○梅原委員  

 あと、ごめんなさい。済みません。へりくつなのですけれども、１４ページの一番下、

レスパイトのショートステイのところですが、これはわざわざ「短期入所生活介護」と

書いたほうがやはりいいのでしょうか。療養介護とかへりくつをこねたくなってしまう。 

 ※１５ショートステイを、短期入所生活介護と日本語訳を入れないほうがいい。  

 

○武藤部会長  

 日本語訳を入れないほうが適切ではないかというご意見。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 もっと広く個別のサービス名にしないでという。  

 

○岡本副部会長  

 これだけだと、言い方がちょっとあれなのですけれども、老健とか使えないじゃない

ですかって思ってしまう。いわゆる療養介護が入ってない。どちらかというと、重度な

介護の人ほどレスパイトは必要だと思うと、場合によっては病院とかあるじゃないです

か。  

 

○武藤部会長  

 これも前回の計画の中のを踏襲しているわけではない？  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 いや、違います。  

 

○武藤部会長  

 それは違う。どこかから根拠のある意義を。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 いろいろ引っ張ってきてはつくっていますので、修正はできます。  

 

○武藤部会長  

 ショートステイというのは、正式な日本語訳はどうなっていますか  

 

○梅原委員  

 ショートステイという言い方は多分介護保険法ではないと思うのです。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 そうですね。  
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○梅原委員  

 短期入所生活介護と、短期入所療養介護。  

 

○武藤部会長  

 両面ですね。  

 

○岡本副部会長  

 介護保険法によると書いてあるので、どちらかというと、そちらの正式な介護保険法

に書いてある言葉を使ったほうがいいのではないかなと。  

 

○梅原委員  

 もっと言うと、広い意味で、今、中野医師会さんがやってくださっている病床確保で

すか。それとかは介護保険法ではないわけで、でも、立派なレスパイトとして機能して

いるので、ここを介護保険法だけにしてしまうのはちょっとどうかしらという気がした

のですけれども。  

 本文は、５ページの介護者支援の強化というところ。レスパイトケアがないですよね。  

 

○武藤部会長  

 ５ページの本文のほうと、用語の説明のところをうまくすり合わせをすれば、今ご意

見の解決にはなるかと思いますので、少し整理していただければと思います。ほかにい

かがでしょうか。どうぞ。和気委員。  

 

○和気委員  

 済みません。さっき第１章のところで聞くべきだったのですけれども、３ページの「地

域包括ケアシステムを実現するためのコーディネート」で、（１）の地域実態の把握や資

源の発見、地域課題の抽出、この一連のプロセスは国の施策で言うと、地域ケア会議と

いうものが包括支援センターから区のほうに上がっていってというのが、今、国が進め

ている方策だと思うのですけれども、この計画の中に「地域ケア会議」という言葉自体

が出てきていないので、それはいかがなのかなとちょっと思いまして。ほかの自治体で

はそこが結構重点的な、地域で課題を抽出していくという手段としては地域ケア会議を

縦走的に設置してということで、中野区は私、包括の委員もやっているのですけれども、

どうだったかなと思いまして。このアウトリーチチームというのは中野区独自のシステ

ムで、それとはまた違う、アウトリーチしながらという、それはすごくいいのですけれ

ども、地域ケア会議はどのように続けられているのでしょうか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 おっしゃるとおり、地域ケア会議、全体の中野区地域包括ケア推進会議と、あとすこ

やか福祉センター単位で、すこやかの地域ケア会議というのもありまして、両者が地域

の課題を発見して解決するという機能を持っていますので、記述が漏れているかなと思

います。  

 

○武藤部会長  

 ご指摘ありがとうございました。では、その地域ケア会議のことも組み入れるという

ことでお願いします。髙松委員、お待たせしました。マイクを回していただけますか。  

 

○髙松委員  
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 ９ページの２番、「介護人材の確保・育成・定着」の①のところなのですけれども、「介

護職に対する一般的なイメージは、『社会的な意義がある』『やりがいがある』というポ

ジティブなものがある一方で、『きつい』『給料が安い』というネガティブなものも根強

い」ということで、「小中校生や就職活動の早い段階で介護職場を就職先の一つとして検

討してもらえるよう、介護の魅力、やりがいについてＰＲを行い」ということのくだり

なのですが、いいほうのイメージを出すのはいいのですが、実際的な問題は、これは「き

つい」「給料が安い」というのがかなりの問題で定着しない原因になっていると思うので

す。だから、いいところばかり言って、なったはいいけど続かないというのは意味がな

いので、ここに対して「きつい」「給料が安い」、この問題点についても解決を図ってい

くようにしていくというような文言を入れておいたほうがいいのではないかとちょっと

思いました。  

 それと、あと１９ページの付属資料の表なのですけれども、ちょっとこれ、確認なの

ですが、平成２９年というのが第２回のところに入っているのは何ですか。第２回に平

成２９年と入っている。  

 

○武藤部会長  

 まず、１９ページの付属資料２のところの平成２９年というのは第１回に入るように

改めていただきたいと思います。それから、９ページの「介護人材の確保・育成・定着」

のうちの①のところでの、「きつい」「給料が安い」というのは、ネガティブな側面につ

いての解決の糸口とか方法とかそうしたものへということについては、下のほうの先ほ

ど来出ていた、定着のところの賃金と住まいの確保云々の処遇改善のこともありますが、

それだけではなくて、もう少しやる気がなくならないようにうまく工夫してはどうかと

いうお話かと思いました。  

 それから、申し上げていたのは、中野区内に各大学、学部、学科、専門学校で介護系

の人材育成の教育機関があるので、そことのさまざまな連携とか、就活セミナーとか、

区と連合したさまざまな若い人材育成の刺激づけとか、そうしたことをみんなでやると

いうことも必要だし、それから、現状どうなっているのか、そこの各学部、学科、専門

学校の卒業生は中野区に就職しているのだろうかというごく素朴な疑問が生まれるので

すが、その実態把握だと恐らくそう簡単にはいかないのですけれども、そういう意識も

必要ではないかと思いました。  

 では、そのあたりのネガティブなことは、少し読者が和らぐようなうまく工夫を、ネ

ガティブなこと自体がなくなるわけではないですが、解決策が見えるようにしてはどう

かというご意見でした。ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。活発にご意見

を頂戴して、今日はもう既に発言は終わっているので、全ての議論を終わっても大丈夫

かと思いますが。  

 では、事務局のほうから次以降の予定について、ご説明をいただけますでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 次回につきましては、この次第のほうにも記載をさせていただいておりますけれども、

第２回全体会というものが９月２６日水曜日、午後７時から開催をさせていただきます。

本日いただきましたご意見等をまた修正かけたいと思っておりますけれども、もし、ほ

かに何かございましたら、今週中に区のほうにご意見をいただければ、それも踏まえて

検討させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 

○髙松委員  

 ９月２６日は火曜日ではないですか。  
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○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 済みません。申しわけございません。２６日火曜日です。その後ですけれども、この

全体会で最終的に確認されましたご意見をもとに、区のほうで計画の策定に入ってまい

ります。１１月１０日が次回の部会になりますけれども、この段階では区として策定し

ました計画の素案についてご説明をさせていただいて、皆様からご意見をいただきたい

と考えております。その後なのですけれども、本日お配りした資料になりますけれども、

この後１月と２月に全体会ということで行ってまいりたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 あとは、駐車場の件はよろしいですか。  

 それでは、今の予定のようにそれぞれの手帳なりに書き入れていただければと思いま

す。  

 活発にご議論いただきましてありがとうございました。早く終われるときは早く終わ

って、お互い幸せに帰りたいと思います。ありがとうございました。  

――  了  ――  


