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はじめに 

第８期中野区健康福祉審議会では、中野区長から諮問された事項を検討するため

に、部会を設置し、部会への付託事項を定めた。 

【諮問事項】 

１ 中野区健康福祉総合推進計画の改定にあたり、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 

  ⑴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 

⑵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 

 

介護・健康・地域包括ケア部会には以下の事項が付託され、検討を行ってきた。 

【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 

  

少子高齢化や核家族化の進行とともに、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯の

増加、社会保障費の増大、家庭や地域での子育て機能の低下など社会状況が大きく

変化している。また、引きこもりや高齢者への虐待など新たな社会問題が懸念され

ており、多様化・複雑化するニーズに対応することが求められている。 

 

 このような課題に対し国は、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37（2025）年を

目処に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣

れた地域で、自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、住まい、医療、

介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムプランの構築を

推進しており、中野区でも平成 29（2017）年 3月「中野区地域包括ケアシステム推

進プラン」を策定し、取組を進めている。 

さらに、平成 28年（2016）年 7月に国は「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現

本部」を立ち上げ、制度や分野ごとの縦割りや「支え手」「受け手」という関係を

超えて、住民一人ひとりの暮らしと生きがいを地域と関係機関が一体となってつく
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っていく社会を目指すとした。他人の問題は、いつか私にも起こることかもしれな

い「我が事」であり、お互いに支えあう地域社会をつくるためには、行政に個々の

ニーズを満たすことを求めるのではなく、一人の課題を地域の課題として「丸ごと」

受け止め、地域で解決する問題なのだという意識を生み、育てることが重要となる。 

 

誰もが住み慣れた地域で暮らし続けることができる地域福祉の仕組みをつくるた

めに、区で現在取り組んでいる地域包括ケアシステムの推進とともに、地域に住む

一人ひとりが地域の担い手であるという意識を持ち、区、区民、関係機関が連携し

て地域を支え、地域の問題解決に向けて取り組むことが必要である。 

 

この報告書は、付託事項について審議した内容を、介護・健康・地域包括ケア部

会の報告書としてまとめ、中野区健康福祉総合推進計画及び第７期中野区介護保険

事業計画に、区として盛り込むべき基本的な考え方を示したものである。 

なお、介護保険料設定の検討に必要となる制度の詳細が明らかでないため、介護

サービス見込量や介護保険料設定の考え方については、国の動向に注視しつつ、今

後さらに審議を重ね、最終報告を来年２月頃に行う予定である。 
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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 

 

 平成 37年（2025）年に団塊の世代のすべての人が後期高齢者（75歳以上高齢者）

となるにあたり、中野区においても高齢化率が上昇することが予想される。また、核

家族化の進展、地域のつながりの希薄化など、子どもや子育て世帯を取り巻く環境に

ついても大きく変化している。 

 このような状況の中で、高齢者、子育て世帯、障害者など誰もが住み慣れた地域で

安心して暮らし続けるためには、多様化するニーズや課題を早期に発見し、適切に解

決へつなげることが必要である。また、区の公的なサービスの充実はもとより、地域

での住民同士の支えあいが不可欠である。 

 

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 

 ⑴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 

  地域の情報や生活ニーズを把握、共有し、支援が必要な人を確実に相談や支援に

つなげる仕組をつくることで、地域の実情に即した支えあい事業へとつなげること

ができる。そのためにも、区の職員によるアウトリーチチーム(※1)の活動の中で、

日頃から地域と顔なじみになり、密な関係性を構築することが求められている。 

 

 ⑵問題解決に向けた連携強化について 

生活様式や価値観が多様化した結果、地域のことに関心が薄くなり、地域の課題

解決力が低下している傾向がみられる。また、核家族化の進行により、家庭内にお

いて子どもや介護者をケアする力が低下している。地域の課題解決に当たっては、

区と地域を含めた全体で連携することが求められる。 

そこで、区、地域、関係機関の間をコーディネート（調整、連携）する仕組をつ

くり、担い手を育成することで、さまざまな主体が問題解決に向けた共通認識を持

ち、問題解決に向けた連携を強化することが可能となる。 

 

２ すべての人に対する見守り支えあい 

 ⑴ 地域における包括的な子育て支援ネットワークの強化  

① 子どもと子育て世帯への支援を強化するために、保育所の誘致や子どもの預

かりサービスなどの公的な子育て支援環境の充実を図るとともに、子育てひろ

ば(※11)事業を実施する団体と地域間で情報共有を行い、子育て支援のネットワ

ークを強化するなど、子どもと子育て世帯の問題・課題を地域の中で共有し、

解決に向けた取組を進めることが必要である。 

 子どもが安心して安全に育つため、次世代育成委員(※12)、学校、育成活動団
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体、青少年育成地区委員会(※18)だけでなく、町会・自治会、友愛クラブ連合会(※

28)など高齢者の力も活用しつつ、地域全体で連携を図りながら子どもを支える

環境づくりを推進していく必要がある。 

 

② 区ではライフステージに応じて様々な子育て支援を実施しており、特にケア

支援者派遣事業（※8）は、他自治体と比較して先進的な取組であるといえる。一

方で、取組自体が十分に知られておらず、必要な人に制度が活用されていない

可能性があるため、広報活動を強化する必要がある。また、ケア支援者と区が

情報交換を行い、課題を共有することで、子育て現場における問題の解決方法

を双方向で検討してもらいたい。 

 

 ⑵ 高齢者に対する見守り支えあいについて 

① 急速な高齢化に伴い、支援が必要な高齢者の増加が見込まれている。現在、

民生・児童委員(※27)が個別訪問する高齢者調査(※10)が行われており、今後も増

加が見込まれる一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯に対するアプローチを

重点的に行い、早期の支援につなげることが求められる。家族の支援機能が期

待できない高齢者に対し、区によるアウトリーチ活動のほか、町会・自治会な

どの地域の活動団体をはじめ、地域包括支援センター(※20)、医療機関、介護事

業者など、さまざまな主体が一体となって、高齢者に対する支援を推進するこ

とが必要である。 

 

② 高齢者の賃貸住宅への入居においては、家賃滞納、近隣トラブル等を懸念し、

保証人を求められるなど契約が難しい事例が多くみられる。特に単身高齢者の

場合は、孤独死の心配も想定されることからこうした傾向がより強くなる。 

    今後、緊急通報システムの導入強化など高齢者の見守り体制の充実を図るこ

とで家主への不安感を取り除くとともに、中野区社会福祉協議会(※13)が行って

いるあんしんサポート（※2）の取組周知、住まい探しの相談窓口の役割を担うＮ

ＰＯ法人等への支援を行い、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。 

    また、中野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、子育て世帯から高齢者まで幅広い世代が同じ建物内に住むことに

より、多世代交流が可能となり、地域の見守り機能を強化することが期待でき

ることから、今後家族用の住居の拡充を検討してほしい。 

 

 ⑶ 障害者に対する見守り支えあいについて 

   障害者の見守り支えあい名簿への登載は、本人から希望があった場合に限り実

施しており、対象者約 7 千人に対し、名簿登載者は約 1 千人にとどまっている。

また、障害者と地域との結びつきは、防災訓練や地域まつりへの参加などにみら

れるものの、日常的な関わりとして十分とはいえない。障害の種類や状況に応じ
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たきめ細やかな支援を行うためには、日頃から見守りや声かけ等の地域の交流を

深めるとともに、地域団体と区の役割を明確にすることが重要である。 

 

⑷ 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 

   誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、さまざまな

主体が地域活動に取り組むことが求められる中で、地域活動の担い手の確保、養

成が課題となっている。また、地域が抱える問題が多様化、複雑化するにあたり、

解決に向けて取り組む主体も多様化することが望まれる。 

 区では水道局、セブン-イレブン・ジャパン、郵便局などの事業者と、見守り・

支えあい協定を締結している。今後この活動を有意義なものとし、事業者を地域

の担い手として位置付けていくため、実績や事例などの情報共有を区と事業者間

で積極的に行っていくことが望まれる。 

 

３ 認知症施策の推進 

⑴ 国は、平成 37年には認知症(※25)高齢者の数が 65歳以上の 5人に 1人に達する 

と推計している。認知症の人の意思が尊重され、認知症発症後も可能な限り住み

慣れた地域で暮らし続けるためには、地域全体で認知症に対する理解を深めるこ

とが重要である。また、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、認知症への理解をさらに深める契機となりうるので、取り入れてもらいた

い。 

 

⑵ 65歳以下で発症する若年性認知症は、働きざかりである現役世代が発症する

ことにより、本人だけでなく家族にも大きな影響を与える。高齢者の認知症とは

異なる課題があることから、就労・社会参加等の支援や家族への支援について検

討してもらいたい。 

 また、日常生活を忙しく過ごす中で、受診が遅れたり、うつ病など他の病気と

診断され、対応が遅れてしまう場合もある。早期診断・早期対応の体制について

も併せて検討してもらいたい。 

 

４ 介護者支援の強化 

  認知症介護には、介護者に重いストレスや負担が伴う。介護を必要とする認知症 

 の方や要支援・要介護者が、地域や在宅での生活を継続していくためには、介護者

との関係性が影響し、特に介護者の負担軽減は大きな課題と言える。 

 介護者が気軽に休養できるよう（レスパイトケア※29）、ショートステイ（※15）を

はじめとするサービスを充実させることが必要である。定期的に介護者が休養を取

り、リフレッシュすることは、高齢者への虐待を防止する効果を見込むこともでき

る。 

 また、家族介護教室や認知症カフェなどの認知症支援事業を推進し、介護者同士

で情報交換や交流ができる環境づくりを行う必要がある。 
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５ すべての人が住まいを確保するための方策 

  「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の改正に基づ

き、 高齢者、子育て世帯、障害者、低額所得者などが賃貸住宅へ円滑に入居でき

るように支援を行う「居住支援協議会」を中野区においても設立していくことが望

まれる。 
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第２章 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 

 

介護保険制度が施行された 2000（平成 12）年当時、中野区で約 21,000人だった

後期高齢者（75歳以上高齢者）は、2017(平成 29)年 4月現在約 35,000人となって

おり、2027（平成 39）年には 38,000人に達することが予想される。後期高齢者の

増加に伴い、さらなる要支援・要介護者の増加、さらに、一人暮らし高齢者や高齢

者のみの世帯の増加など、家族関係だけでは支えきれない世帯の増加が見込まれる。 

 こうした状況の中で、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を送るために

は、地域全体で高齢者を支えていくとともに、高齢者自身が自ら持つ能力を最大限

に生かし、要介護状態となることを予防していくことが大切である。そのための取

組として、2017(平成 29)年から介護予防・日常生活支援総合事業（※4）が開始された。 

要介護状態になっても住み慣れた中野区で尊厳を保って最後まで生活できるよう、

区は介護、住まい、生活支援サービスなどを充実させる必要がある。特に、今回の

介護保険制度改正により、地域包括ケアシステムの強化に向けた見直しが行われた

ことを受け、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。 

 

１ 介護保険サービスの充実 

 ⑴ 住民主体サービスの拡充 

① 従来の介護事業者による介護サービスに加え、住民主体サービス（※14）によ

り、多様な主体による多様なサービスの提供を増やしていくことが求められて

いる。住民主体サービスの拡充を図るにあたっては、既存の地域団体の活動を

拡充し、住民主体サービスに位置づけていくことが必要であるが、地域の自主

団体におけるスタッフの高齢化や定期的な活動への負担感が課題となってい

る。若手人材を確保、養成することで、地域の自主団体の活性化へとつなげる

ことが求められる。 

 

② 介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、住民主体サービスと

して、訪問型サービスをシルバー人材センターに、また、通所型サービスを高

齢者会館受託事業者に委託して実施しているが、サービス自体が知られておら

ず、十分に活用されていないという課題がある。サービスに関して広報すると

ともに、高齢者の活躍の場としての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。 
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 ⑵ 介護基盤の整備 

寝たきり、認知症の重度化、単身住まいなどの理由により在宅での介護が困難

である場合に、特別養護老人ホーム（※24）やグループホーム（※7）などへの入所需

要が生じる。特別養護老人ホーム、グループホームなどには待機者がおり、計画

的な整備が求められているが、整備用地の不足をはじめとする課題が存在する。

区は今後、公有地の活用や複合施設の建設などにより、土地を効率的に確保、整

備する方策を検討するとともに、比較的小規模な土地でも整備可能な地域密着型

特別養護老人ホーム（※22）の導入など工夫を図りながら、介護施設の整備を進め

てもらいたい。 

 また、65歳以上の区民を対象に行った 2017（平成 29）年高齢福祉・介護保険

サービス意識調査では、介護を受けたい場所として、約６割の人が自宅と回答し

ており、在宅志向が高い傾向がみられる。誰もが住み慣れた地域で暮らし続ける

ことができるよう、地域包括ケアシステム（※19）の観点から地域密着型サービス（※

21）、居宅サービス（※6）の拡充を進めることが重要である。また、要介護状態にな

っても在宅生活を維持していくためには、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（※

23）のような 24時間対応可能なサービスの提供が欠かせない。更なるサービス提

供体制の強化を図る必要がある。 

 

⑶ 新たなサービス 

①  高齢者と障害者の共生型サービスの創設 

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

の成立により、高齢者と障害者が同一の事業所でサービスを受けやすくする

「共生型サービス」が介護保険制度と障害福祉制度に位置づけられた。 

 現行では、高齢者においては介護保険サービスが優先されるため、障害福祉

サービスの利用者が 65歳以上になった時は、介護保険サービスへと移行をせ

ざるをえない状況にある。制度の詳細については、国の方で今後議論される予

定であるが、障害者が高齢になっても、従来受けてきたサービスをスムーズに

受けることができるよう制度改正に対応した施策を行うことが求められる。 

 

  ② 医療・介護の連携推進（介護医療院の新設、介護療養病床の延長） 

     2017（平成 29）年度に廃止が決まっていた介護療養病床（※5）の受け皿として、

「介護医療院」という新たな介護保険施設の創設が決定した。この施設には、

(ア)日常的に長期療養のための医療ケアが必要な要介護者を受け入れる(イ)

ターミナルケアや看取りにも対応する(ウ)日常生活の場としての機能を備え

ているという特徴がある。 

介護療養病床の新設は 2012（平成 24）年以降認められておらず、この度創

設が決定した介護医療院へ転換するための経過措置期間として、介護療養病床

を 6年間延長することが決定された。今後の国での検討状況を踏まえ、区とし

ての適切な施策検討が求められる。国の方で今後議論される予定であり、医療
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と介護の整合性が図られた適切な対応が求められる。 

 

２ 介護人材の確保・育成・定着 

 ① 高齢者人口の増加に伴い、介護需要も増大している。将来的な要介護の増加

を見込み、区は、各事業所が計画的に職員採用を行えるような仕組を検討して

もらいたい。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。小中高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、特に若い人材の確保につなげることが求められる。 

 

 ② 介護事業所に就職しても、なかなか定着しないという現状から、介護職の 

育成・定着が課題であるといえる。区内事業所に対して行ったアンケート調査

によると、平成 28 年度１年間では、全体として離職者よりも採用者が多い傾

向にあったが、サービス種別によっては採用者よりも離職者の方が多い種別も

発生している様子である。 

現在、都と区でそれぞれの役割に応じて実施している研修や費用助成などの

取組を一層推進し、職員の専門性向上やキャリアアップに向けて支援する必要

がある。 

 また、数十年先の将来を見据え、採用形態や採用時の介護資格の有無にかか

わらず、高い専門性や介護職に対する高い意識を持ちあわせた人材の育成を可

能とする、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。 

 

 ③ 介護人材の確保・定着において鍵となるのは、賃金と住まいの確保（住宅借

り上げ、家賃補助）など仕事の内容に見合った処遇改善である。賃金について

は国が定める介護報酬によるところが大きく、介護職の賃金に反映されるよう

な加算の制度改正も行われてきていることから、今後もその動向を見据える必

要がある。住まいの確保については東京都の施策もあることから、区としても

その周知に努め、有効に活用されるよう望むとともに区独自の施策についても

検討してほしい。  

 

３ 分析・評価・改善の重要性   

  計画策定にあたり、データ分析とこれまでの取組を評価し、区の課題を明確に 

することが重要である。 

  そのうえで、目標と実績の比較がしやすい具体的な数値目標を設定することが 

望まましい。その目標値は実現可能性のあるものとし、実現に向け行政として最

大限の努力をすることを求めたい。 

また、事業や施策を進めるなかで、実施結果の分析や評価を行うことは改 善

へとへとつなげていくために重要な要素である。自立への支援や重症化予防に向
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け、分析や評価により課題を抽出した上で、改善に向けた取組を進めていく必要

がある。 
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第３章 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 

 

 高齢化が進展する中で、健康づくりや介護予防(※3)に取り組むことの重要性が高ま

っている。単に要支援・要介護状態になることを防ぐだけではなく、健康寿命(※9)

を延伸し、高齢者自身が活動的な生活を送るためには、健康づくりや介護予防に早

期から取り組むことが重要である。スポーツ・コミュニティプラザ(※16)や体育館で

開催されるさまざまなスポーツ教室やイベントの開催などを通じて、早期から運動

習慣を身につけることにより、筋力低下や生活習慣病の予防が可能となる。 

 また、生涯を通じた健康づくりとして、子どもの頃から正しい生活習慣や食意識を

身につけるとともに、スポーツ活動などに意識的に取り組むことで、将来の生活習慣

病予防や健康寿命の延伸へとつなげることが大切である。 

 

１ 乳幼児期から取り組む健康施策  

⑴ 区民健診等のデータを活用しながら、生活習慣病(※17)の発症予防及びその予備

軍の区民対する特定健診・保健指導事業、糖尿病予防対策事業などを実施してお

り、今後も予防に重点を置いた施策を推進していく必要がある。 

また、乳幼児期や子どもの頃から、生活習慣病予防を意識してもらうために、 

子育て世帯へ向けた普及啓発事業を展開してもらいたい。 

 

⑵ 子どもから高齢者までのあらゆる年代に対して、個々の身体・健康状態や生活

環境に応じた食事・栄養摂取に関する指導、食意識についての教育・啓発事業の

充実を図る必要がある。 

 

 ⑶ 健康への関心を高めるため区は様々な事業を実施しているが、平日に実施され

るものも多く、働きざかりの年代が参加しにくい。区民が自主的に健康づくりに

取り組むことができるよう、ウォーキングマップなど、日常的に歩く意欲に繋が

る工夫をしてもらいたい。 

    また、小学校入学前から体を動かすことを習慣化し、体力づくりを行うことが

大切であるので、子どもが日頃から安心・安全に外で遊ぶことができる環境づく

りを地域で行ってもらいたい。  

 

２ スポーツ・健康づくりムーブメントの取組 

⑴ スポーツ・コミュニティプラザを拠点に、運動・スポーツを通じた地域交流と

スポーツ・健康づくり活動を実施している。各種スポーツ教室やクラブ活動、指

導者の育成や中学校の部活動支援など、多くの区民がスポーツに親しむことので

きる環境づくりを推進する必要がある。 
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⑵ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピックの開催に向けて、「ホストタウ

ン構想(※26)」を政府が推進している。他の自治体との交流をすることで、区民の

健康推進やスポーツ普及効果はもちろん、文化的な面の活性化も期待ができるの

で、中野区においても前向きに検討してもらいたい。  

 

３ 青年期からの（川上志向の）介護予防の取組 

⑴ 要支援・要介護状態になることを予防し、遅らせ、重度化を防ぐため、早期か

らの介護予防に取り組むことが必要である。介護予防事業の参加者にはリピータ

ーが多く見られるが、日頃から外に出ず閉じこもりがちな高齢者にこそ、積極的

に受講を働きかけることが重要である。 

 また、高齢者よりさらに手前（川上）の青年期や子どもの頃から体力づくりを

意識して行うことが必要である。 

 

⑵ 介護予防事業を実施するにあたっては、無理なく継続できる内容であることが

大切である。他の自治体で写真撮影や写生とウォーキングを組み合わせるなど、

文化的活動と身体的活動を絡めた総合的なプログラムを実施している例がある

ので、中野区でも参考にしてもらいたい。 

 また、介護予防事業を終えて地域に帰った後に、引き続き介護予防に取り組み

健康な状態を保つことが大事であるので、運動を継続できるよう地域の受け皿を

つくることが求められている。 

 

⑶ 高齢者が持てる能力を発揮し、社会性を維持することが、介護予防や健康寿命

の延伸、また、担い手の創生へとつながる。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。  
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用語説明 

＜あ行＞ 

（※１）アウトリーチチーム 

事務職及び医療・福祉の専門職をチームとし区民活動センター（15か所）に配置

され、潜在的な要支援者の発見、継続的な見守り、地域資源の発見、地域の医療・

介護、地域団体等のネットワークづくりなどを行う。 

 

（※２）あんしんサポート 

単身で身寄りがない高齢者に対し、日常的な見守り、入院支援、賃貸アパートの

契約更新等の手続きに同席して一緒に内容確認を行う「賃貸アパート居住支援サー

ビス」などを行う中野区社会福祉協議会の事業。 

 

＜か行＞ 

（※３）介護予防 

介護を要する状態になることを予防すること。または、状態の悪化を予防すること。 

 

（※４） 介護予防・日常生活支援総合事業 

要支援者の生活支援ニーズに対応するため、従来介護予防給付として提供されて

いた全国一律の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を、市町村が地域の実情に

応じて実施する地域支援事業に移行し、要支援者自身の能力を最大限生かしつつ、

既存の介護事業所のほかＮＰＯやボランティア等によるサービスを総合的に提供す

る仕組として、介護保険法の中に位置づけられた。 

訪問型・通所型サービス等からなる介護予防・生活支援サービス事業などがあり、

中野区においても平成２９年度からサービスの提供を開始した。 

 

（※５）介護療養病床 

2017（平成 29）年度までに廃止が決まっていた施設サービスで、病状の急性期は

過ぎて安定している状態であるが、治療が必要な要介護者に対し、医療管理がある

中で介護を行う。 

 

（※６）居宅サービス 

自宅にいながら受けることができる介護サービス。訪問介護（ホームヘルプサー

ビス）や通所介護（デイサービス）などがある。 

 

（※７）グループホーム 

 要介護者であって認知症の症状があるものが、食事提供その他の日常生活の支援

や機能訓練などのサービスを受けながら、地域で少人数の共同生活を行う住宅。 
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（※８）ケア支援者派遣事業 

産後のお母さんの過ごし方や赤ちゃんのケアについて専門知識をもったケア支

援員が自宅に伺い、育児相談などに対応する事業。 

 

 (※９) 健康寿命 

要介護２以上の認定を受けるまでの平均自立期間のことをいう。現在では、単に

寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題となっている

（中野区では、要介護２以上の認定を受けていない年齢で表している）。 

 

（※１０）高齢者調査 

高齢者の孤立防止を目的に、民生児童委員が７０歳以上のひとり暮らし及び７５

歳以上の者のみの世帯を戸別訪問し、調査票に基づき対面で聞き取り、困りごとへ

の対応や要支援者の発見を行う。 

 

（※１１）子育てひろば 

乳幼児の親が不安や悩みを軽減し、楽しく子育てできるよう身近な地域で集う場

を用意して、親子で交流する場。 

 

＜さ行＞ 

（※１２）次世代育成委員 

地域に暮らす立場から、育成活動、子育て支援活動、学校や子ども関連施設と連

携し、子育てネットワークづくりをすすめる委嘱委員。 

 

（※１３）社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項を

定めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心的役割を担って

いる。 

 

（※１４）住民主体サービス 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち、介護予防・生活支援サービス事業にお

いて、地域住民が主体となり、自発的・自主的に生活支援等のサービスや地域の介

護予防に資する活動を展開する介護予防事業。 

 

（※１５）ショートステイ（短期入所生活介護） 

 介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者または要支援者について、施

設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事などの介護その他の日

常生活上の世話及び訓練機能を行うことをいう。 
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（※１６） スポーツ・コミュニティプラザ 

中野区地域スポーツクラブの活動拠点として、運動・スポーツを通じた健康づく

りや地域の交流を促進するための施設。中部と南部の２か所に開設しており、区４

か所に設置予定。 

 

（※１７） 生活習慣病 

生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称をいう。具

体的には、がん、脳血管疾患、心臓病、糖尿病などが指摘されている。 

 

（※１８）青少年育成地区委員会 

子どもたちの健全育成を目的に、町会・子ども会、ＰＴＡなど地域内の子どもに

関する団体や住民が結成した連合組織で、子どもたちの安全見守り活動等を実施し

ている。 

 

＜た行＞ 

（※１９） 地域包括ケアシステム 

住み慣れた地域で、可能な限り自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域の包

括的な支援・サービス提供体制。 

 

（※２０）地域包括支援センター 

 介護保険法で定められた地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予

防マネジメントなどを総合的に行う機関。区内に８か所設置されている。 

 

（※２１）地域密着型サービス 

 重度の要介護者や認知症となっても、できる限り住み慣れた地域で在宅生活を継

続するための介護サービス。地域ごとの実情に応じた柔軟な体制で提供される介護

保険制度上のサービス区分である。また原則として、居住している区市町村内での

みサービスの利用が可能。 

 

（※２２）地域密着型特別養護老人ホーム 

 入所定員が 29名以下の小規模な施設で、特別養護老人ホームと同様のサービス

の提供を受ける。 

 

（※２３）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

  介護保険法による地域密着型サービスの一つで、日中・夜間を通して、訪問介護

と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間での定期巡回型訪問と随時の

対応を行う。 
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（※２４）特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設） 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者について、入浴、排せつ、食

事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を

行うことを目的とする施設を指す。特別養護老人ホームとは、老人福祉法による名

称。 

 

＜な行＞ 

 (※２５) 認知症 

いろいろな原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪くなったためにさまざ

まな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６ヵ月以上継続）

を指す。 

認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の神経細胞が脱落する「変

性疾患」と呼ばれる病気であり、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、レビー小

体型認知症などがこの「変性疾患」にあたる。 

続いて多いのが、脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養

や酸素が行き渡らなくなり、その結果その部分の神経細胞の働きが失われたり、神

経のネットワークが壊れてしまう血管性認知症である。 

 

＜は行＞ 

(※２６) ホストタウン構想 

東京 2020オリンピック・パラリンピック大会開催に向け、全国の自治体と参加

国との相互的な交流を図るとともに、スポーツ立国、共生社会の実現、グローバル

化の推進、地域の活性化、観光振興に関する観点から、政府全体で推進している取

組。 

 

＜ま行＞ 

（※２７）民生・児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する問

題（生活上の問題、高齢者・障害者福祉等福祉全般)についての相談を受ける特別

職の公務員。児童福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に関する相談に

も応じている。 

 

＜や行＞ 

（※２８）友愛クラブ連合会 

 区内の老人クラブの集まりで、主にクラブ相互の親睦や交流を図るために、各種

の事業・会議を行うとともに、区や関係団体との連絡調整など、老人クラブに関す

る統合的な活動を行っている。 
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＜ら行＞ 

 (※２９)レスパイトケア 

 介護の必要な高齢者や障害者のいる家族が介護から解放される時間をつくり、疲

労や共倒れなどを防止するための支援。 
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付属資料１  介護・健康・地域包括ケア部会委員名簿 

 

◎部会長 ○副部会長 

氏名 職名等 

網野 寛子 帝京平成大学 教授 

岩川 眞紀  元 こども教育宝仙大学 教授 

梅原 悦子  中野地域包括支援センター 

○岡本 多喜子  明治学院大学 教授 

小笹 敏和  公募委員 

長田 久雄  中野区社会福祉協議会 

金沢 美代子  中野区民生児童委員協議会 

小林 裕子  公募委員 

 坂本 真理  慈生会中野ケアプランセンター 

髙松 登  中野区薬剤師会 

花岡 新八 東京都中野区歯科医師会 

（平成 29年 7月 4日まで） 

原沢 周且 東京都中野区歯科医師会 

（平成 29年 7月 5日から） 

藤田 温史  フィットネスデイ Lispo 

南 光保  特別養護老人ホーム浄風園 

◎武藤 芳照  日体大総合研究所 所長、医学博士、 

日本体育大学 特別招聘教授 

村上 昌子  公募委員 

梁川 妙子  子育て支援の実践者 

吉成 武男  中野区町会連合会 

和気 純子  首都大学東京 教授 

渡邉 仁  中野区医師会 

渡部 金雄 中野区民の健康づくりを推進する会 

 

（敬称略、五十音順） 
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付属資料２ 

介護・健康・地域包括ケア部会のこれまでの検討経過 

  開催日 主な議題 

第１回 ４月１４日 
・部会長、副部会長選出 

・付託事項確認 

第２回 
平成２９年 

４月２４日 

○介護・健康・地域包括ケア部会の進め方について 

○現状と課題・制度改正の動向について 

・「中野区健康福祉総合推進計画 2015」の進捗状況について 

・地域包括ケアシステム推進プランについて 

・介護保険制度の状況について 

・子ども・子育て支援事業計画について 

・中野区のスポーツの状況について 

第３回 ５月２２日 

【審議事項】 

すべての人に対する地域の見守り支えあいについて 

【報告事項】 

高齢福祉・介護保険サービス意向調査の実施について 

第４回 ６月 1２日 

【審議事項】 

子どもから高齢者までの健康づくり・介護予防施策（食育含

む）について 

【報告事項】 

すこやか地域ケア会議及び地域支えあいネットワーク会議

の実施状況について 

第５回 ７月１０日 

【審議事項】 

・介護・生活支援サービスについて 

【報告事項】 

・健康福祉総合推進計画（２０１５）進捗状況について 

・高齢福祉・介護保険サービス意向調査速報について  

・介護保険法の改正について 

第６回 ８月７日 

【審議事項】 

・施設等（特養、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 

・介護人材の確保・育成・定着について 

・これまでの議論の整理 

【報告事項】 

・介護保険事業計画（国指針）について 
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付属資料３  介護・健康・地域包括ケア部会の配布資料一覧 

 

第２回 介護・健康・地域包括ケア部会 

資料１   介護・健康・地域包括ケア部会 委員名簿 

資料２    中野区健康福祉総合推進計画 2015 の進捗状況（平成 28 年 10 月末現在） 

資料３    中野区地域包括ケアシステム推進プラン 

資料４   中野区地域包括ケアシステム推進プランの概要 

資料５   介護保険制度改正に対応した介護予防・日常生活支援総合事業の構築 

資料６   介護保険制度の見直しに関する意見（概要） 

資料７    中野区介護保険の運営状況 

資料８    子ども・子育て支援事業計画（概要版リーフレット含む） 

資料９   子ども・子育て支援事業計画の改定について 

資料１０  東京都における公立スポーツ施設箇所数 

資料１１  中野区スポーツ推進委員の活動について 

資料１２  一般社団法人中野区体育協会の活動について 

参考１   新しい中野をつくる１０か年計画（第３次） 概要  

参考２   中野区健康福祉総合推進計画２０１５     概要 

参考３   介護保険制度運営に関する第６期計画のポイントと第７期における課題 

参考４    新しい中野をつくる１０か年計画（第３次）   

参考５    中野区健康福祉総合推進計画２０１５  

 

第３回 介護・健康・地域包括ケア部会 

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２   ライフステージに応じた中野の子育て支援 

資料３   地域における見守りや交流活動（子ども）について 

資料４   なかのボランティア・NPO情報ブック 2016 なかの本＜中野区社会福祉協議会＞ 

資料５   中野区 認知症の人の推移 

資料６   地域の見守り支えあい活動の状況  

資料６－２ 24時間緊急時連絡体制対応実績（地域包括支援センター） 

資料７    災害時個別避難支援計画作成の進捗状況及び今後の取り組みについて 

資料８－１ 高齢者調査 

資料８－２ 介護サービス利用調査 

資料８－３ ケアマネジャー調査票 

参考１    子ども・若者関連データ（平成２７年版 子ども・若者白書（概要版）抜粋） 

参考２    中高年のひきこもり調査のまとめ    ＜中野区社会福祉協議会＞ 

・「健康のため水を飲もう」推進運動 １０年のあゆみ、水道産業新聞社、2017年 3

月 31日【武藤部会長 提供分】 

・谷野哲郎「眼は遠くを、足は地に」『東京新聞』2017.4.18【武藤部会長 提供分】 
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第４回 介護・健康・地域包括ケア部会 

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２    介護予防事業の現状 

資料３    自立度の変化パターン ほか 

資料４    健康づくり施策（年代・世代別）   

資料５    中野区における食育に関する取組 

資料６    健康寿命について 

資料７    中野区における死因年次推移 

資料８    健康診断の受診頻度 

資料９     平成 28年度 中野区基本健診受診者の空腹時血統・ヘモグロビン A1cの

保健指導・受診勧奨該当者 

資料１０   中学 1年生の生活習慣病予防健診判定結果 

資料１１  生活習慣病の予防や改善に関する食意識や実践について 

資料１２  区民等の食生活等の状況について 

資料１３   中野区における地域スポーツクラブの展開  

資料１４   すこやか地域ケア会議及び地域支えあいネットワーク会議の実施状況 

資料１５   ライフステージに応じた中野の子育て支援 

参考１   要介護度別に見た介護が必要になった主な原因  

参考２    中学生の健康について 

参考３   歩数について 

 

第５回 介護・健康・地域包括ケア部会 

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２   介護人材の現状について 

資料３   介護職のキャリアパスと区の定着支援事業実績 

資料４   区の介護サービス事業所研修実績   

資料５   国の総合的な介護人材確保対策について 

資料６   都の介護人材に係る事業について 

資料７   国の自立支援に向けたインセンティブ検討状況 

資料８   住民運営の通いの場の展開状況 

資料９   地域の居場所と活動 ＜中野区社会福祉協議会＞ 

資料１０  総合事業における住民サービスの担い手養成について 

資料１０-１介護予防・生活支援サービス担い手養成講座 

資料１０-２2017（平成 29）年度地域活動担い手養成講座 

資料１１  中野区シルバー人材センターの現状について 

資料１２   総合事業における住民主体の通所型サービスの現状  

資料１３   介護サービス給付実績（対計画値、対前年度比較）概要 

資料１４   供給不足サービス（ケアマネジャー調査） 

資料１５   介護度の変化 
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資料１６   サービス利用者の動き 

資料１７   介護保険事業サービス種類別提供と利用の状況 

資料１８   サービス別利用者の伸び（前年度比） 

資料１９   中野区で行っている高齢者支援事業 

資料２０   健康づくり施策（年代・世代別） 

資料２１ 「中野区健康福祉総合推進計画」の進捗状況 （平成 29年 3月時点） 

資料２２-１高齢者調査 速報集計表 

資料２２-２介護サービス利用調査 速報集計表 

資料２２-３ケアマネジャー調査  速報集計表 

参考１   介護保険法改正のポイント 

参考２   介護保険料見込み量の推計の考え方  

・「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、『月刊

「健康づくり」』2017年 6月号、P22-23、公益財団法人 健康・体力づくり事業財団

【藤田委員 提供分】 

 

第６回 介護・健康・地域包括ケア部会 

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２ 平成 29年度 中野区介護保険サービス等の基盤整備状況 

資料３ 中野区住宅白書（平成２９年３月）概要 

資料４ 住替え住宅の情報提供について   

資料５ 賃貸住宅におけるトラブル事例及び住み替え支援の方向性について 

資料６ 第 5回介護・健康・地域包括ケア部会までの意見整理 

資料７ 中野区の介護人材について 

資料８  平成 37（2025年）における中野区の介護人材必要数（推計） 

資料９ 介護保険事業計画 計画指針まとめ 

資料１０介護保険事業計画 基本指針について 

・保健・医療・福祉の総合施設 ケアポートみまき（リーフレット）、社会福祉法人 み

まき福祉会【武藤部会長 提供分】 

・公益財団法人 身体教育医学研究所（リーフレット）、公益財団法人 身体教育医学

研究所【武藤部会長 提供分】 


