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第８期中野区健康福祉審議会  全体会（第２回）  

 

開催日    平成２９年９月２６日（火）午後７：００～８：１３  

 

開催場所   中野区役所    第１１・１２・１３会議室（９階）  

 

出席者  

１．介護・健康・地域包括ケア部会委員  

出席者  武藤  芳照（会長）  

岡本  多喜子、網野  寛子、和気  純子、岩川  眞紀、渡邉  仁、原沢  周且、

髙松  登、長田  久雄、金沢  美代子、坂本  真理、梅原  悦子、梁川  妙子、

小林  裕子、村上  昌子  

 

欠席者  渡部  金雄、吉成  武男、藤田  温史、南  光保、小笹  敏和  

 

２．障害部会委員  

出席者  小澤  温（副会長）  

本名  靖、伊藤  かおり、田中  政之、市野  由紀、中村  敏彦、上西  陽子、

松田  和也、宇田  美子、森本  紀朗、下田  智子  

 

３．事務局  

健康福祉部長  小田  史子  

保健所長  木村  博子  

 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  

健康福祉部副参事（障害福祉担当）  菅野  多身子  

地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  伊藤  政子  

地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  酒井  直人  

中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）  濵口  求  

 中部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  大場  大輔  

区民サービス管理部長  戸辺  眞  

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  

子ども教育部長、教育委員会事務局次長   横山  俊  

 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  

 子ども教育部、教育委員会事務局副参事（保育園・幼稚園担当）  長﨑  武史  

 教育委員会事務局副参事（学校教育担当）  石崎  公一  

 

【議  事】  

○武藤会長  

定刻になりましたので、開会させていただきます。９月末でお忙しい中をお集まりい

ただきまして、ありがとうございました。先ほど、田中区長と行き会いましたら喪服を
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着ていらして、町内会で活躍をされていた大功労者がお亡くなりになったということで、

その関係で今日、委員の中でもご都合つかなくてこちらへは来られない方も何人かいら

っしゃると伺っておりますが、この中で議論を進めたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。  

４月１４日に第１回の全体会を開いて、約半年たちました。そのときには、この水は

なかったのでありますが、第２回には全員に水が行き渡っております。厚労省の「健康

のため水を飲もう」キャンペーンの会議が先週ございまして、この中野区の水の話を厚

労省の方の前で説明をしましたら、厚労省側も大変喜んでおりました。この審議会当期

の最大の貢献ではないかと自画自賛しておりました。それは別としまして、本日は各部

会からのご報告をいただいた上で、全体でご意見を拝聴したいという趣旨の第２回全体

会ということになりますので、よろしくお願いいたします。  

それでは、まず事務局のほうから出欠状況、資料について、岩浅副参事、お願いしま

す。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 本日、渡部委員、吉成委員、藤田委員、南委員、小笹委員から欠席のご連絡をいただ

いております。よろしくお願いいたします。  

 本日お配りした資料でございます。次第のほかに、資料１と資料１－１、こちらが介

護・健康・地域包括ケア部会の報告書並びに概要でございます。続いて資料２、資料２

－１、こちらが障害部会の報告書とその概要でございます。そして参考１といたしまし

て、今後の予定というものを１枚配らせていただいておりますので、ご確認いただけれ

ばと思います。  

 

○武藤会長  

 ただいまの資料、それぞれ配られておりますでしょうか。特に不足の方はいらっしゃ

らないですか。それでは、皆様、必要資料はあるという状態で始めさせていただきます。  

 事務局にきょう初めて全体会に参加をする方が２名いらっしゃるということなのでご

紹介をいただきます。どうぞ。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 前回、欠席をさせていただいておりました、子ども教育部長、教育委員会事務局次長、

横山でございます。  

 

○横山子ども教育部長、教育委員会事務局次長  

 横山でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続きまして、子ども教育部保育園・幼稚園担当副参事、長﨑でございます。  

 

○長﨑子ども教育部、教育委員会事務局副参事（保育園・幼稚園担当）  

長﨑でございます。どうぞよろしくお願いします。  

 

○武藤会長  

 それでは、各部会からの報告にまいりますが、まず介護・健康・地域包括ケア部会か

ら、そしてその後、障害部会からの報告とさせていただきます。ただいま事務局から説

明がありましたように、資料１と資料１－１が介護・健康・地域包括ケア部会、資料２
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と資料２－１が障害部会という資料になっております。  

 今回は、全体の報告書プラス概要という形で、サマリーを作成していただくことを事

務局にお願いして、両部会ともその概要がそろっている状態になっております。簡潔に

中身がわかるようにということで、このサマリーのものをご用意していただきながら議

論を進めていただければと思います。  

 ではまず、介護・健康・地域包括ケア部会は、部会長も務めております武藤からご報

告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。資料１と資料１－１がござ

います。  

まず、資料１をごらんおき願います。ページ１に、「はじめに」とございますが、ポ

イントだけおさらいをさせていただきたいと思います。今期の区長から諮問された事項

は、３点ございました。１つ目は、全ての世代がその能力に応じて支え合う中野区とい

うことがベースになっていて、（１）が住みなれた地域で子どもから高齢者まで誰もが生

き生きと暮らすという観点での総合方策。（２）が障害のある人の社会参加を支えるため

の総合方策ということです。  

 ２つ目は、介護保険事業計画の策定にあたっての基本的な考え方について、３つ目が

障害福祉計画、障害児福祉計画の策定にあたっての基本的な考え方、この３点が諮問事

項でございました。  

 それに基づきまして、介護・健康・地域包括ケア部会での付託事項につきましては、

「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」、これが当部会にかせられまし

た付託事項でございました。  

 １９ページをごらんください。この第８期中野区健康福祉審議会介護・健康・地域包

括ケア部会の部会員の名簿でございます。合計２０名、中途で中野区の歯科医師会の担

当委員の方が交代されましたので２１名のリストになっておりますが、実質、委員は２

０名でございまして、女性の数のほうが男性の数よりも勝っている状態で大変活発な議

論が行われました。  

 ２０ページにいきますと、検討経過でありますが、４月１４日以降、第６回の８月７

日まで合計６回の部会が開催され、それぞれの主な議題に記されております審議事項・

報告事項、各種資料提示などの検討が行われました。  

 続きまして、資料１－１をごらんおきください。概要に移ります。ただいまのような

経過、メンバー、タイムスケジュールに基づいて議論をいたしました結果、全体の総括

的な内容をまとめとして３章に分けて記載してございます。  

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」ということで、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、連携

調整についてということが記載されておりまして、キーワードを並べておりますが、１

つ目がアウトリーチチーム、地域団体等による地域実態の把握、地域資源・課題の発見、

抽出。２つ目、地域ケア会議における連携の強化。３つ目、区、地域、関係機関の間を

コーディネート（調整、連携）する仕組みづくり、担い手の養成。特に担い手の養成が

重要だろうということが議論されています。  

２、すべての人に対する見守り支えあい。子育て支援環境の充実と地域における包括

的な子育て支援ネットワークの強化。区が実施しているライフステージに応じた子育て

支援事業の広報強化。高齢者（特に一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯）に対するア

プローチ強化。高齢者が適切な住まいを確保するための取組の推進。区、地域、関連団

体それぞれの役割に応じた障害者に対する見守り支えあいの取組検討。事業者など多様

な主体による地域の見守り支えあいの強化。  
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３、認知症施策の推進。地域全体で認知症に対する理解を深めるための取組の推進。

例えば、学校教育を通じた認知症に対する児童・生徒の理解の推進。若年性認知症に対

する早期診断・早期対応の支援体制の検討。  

４、介護者支援の強化、これは障害部会のほうでも述べられているのですが、レスパ

イトケアなど介護者支援の推進。認知症支援事業の推進。  

５、すべての人が住まいを確保するための方策。高齢者や障害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」の設置検討というのが第１章でご

ざいます。  

裏面に参ります。「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」

は３つございます。１、介護保険サービスの充実。住民主体サービスの拡充など多様な

主体によるサービスの提供、住民主体サービスの広報強化、介護基盤の整備（介護施設

の整備、地域密着型サービス、居宅サービスの拡充など）。新たなサービスの導入に向け

た検討（共生型サービスの創設、介護保険法の改正に伴う介護医療院の新設）。２、介護

人材の確保・育成・定着。介護人材の確保・育成・定着に向けた、若い担い手の養成を

図る取組の検討、推進。３、分析・評価・改善の重要性。事業や施策の実施結果に対す

る分析や評価を踏まえた自立支援・重症化防止等に向けた取組の推進が第２章でござい

ます。  

第３章の３点ございますが、「すべての世代で取り組む健康施策や介護予防の推進に

ついて」ということで、１つ目、子どもから取り組む健康施策。区民健診等のデータを

活用した生活習慣病の発症予防、糖尿病予防対策の推進。食育の推進と区民自らが行う

健康づくり、子どもの頃からの運動習慣の定着への支援や環境づくり。２、スポーツ・

健康づくりムーブメントの取組。スポーツ・コミュニティプラザなどを拠点とした日常

的に安全にスポーツに取り組める環境づくりの推進。２０２０年東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催に向けた取組の検討（ホストタウン構想など）についてでございま

す。３、子どもから取り組む介護予防。要支援・要介護状態になることの予防と重度化

防止に向けた早期からの介護予防事業への参加働きかけ。継続して介護予防に取り組む

ことができる環境づくり。高齢者が活躍できる地域づくりの推進というふうに、子ども

から高齢者までが連携してということでありますが、基本的に究極で最上の介護予防事

業は、元気な子どもたちを育てることという視点がそこに込められております。  

以上が第１次の報告書の全体像として概要でございます。これは、介護・健康・地域

包括ケア部会としてのこの半年の議論のまとめになります。  

私どもの部会報告は以上でございます。後ほど、両部会の報告の後、それぞれご意見

等頂戴いたしたいと思いますので、お願いいたします。  

それでは、障害部会について、小澤副会長からお願いします。  

 

○小澤副会長  

 そうしましたら、引き続きまして障害部会の報告ということでございまして、資料２

と資料２－１というものを用いて報告させていただきます。  

 まず最初に、資料２のところで１ページでございます。「はじめに」というのを見てい

ただきたいと思うのですが、本部会に対しましての付託事項ということで２点ほどござ

います。１点目が、ここにありますとおり「障害のある人が安心して自立生活ができる

地域社会のあり方について（中野区障害者計画に盛り込むべき基本的な考え方）」という

ことです。  

それから、２点目でございますけれども、これは「第５期中野区障害福祉計画」、そ

してこれは今回初めてでございまして、「第１期中野区障害児福祉計画の策定における留

意すべき事項」という、この２点を付託して審議を行ったということです。  
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 審議に関しましては、まず構成メンバーでございますけれども、３３ページを見てい

ただきますと部会員名簿が出ておりまして、１１名の構成員によって審議を行わせてい

ただきました。その間の経過に関しましては、４ページに第１回以降、第６回まで審議

をさせていただいたというのとそのときの議題に関しても載っておりますので、参考に

していただけたらと思います。  

 以上のような経過を踏まえまして、最終的に現時点では資料２のような形にまとまり

ましたけれども、かいつまんで概要報告を中心に説明させていただきたいと思います。  

 資料２－１をごらんになってください。障害部会は、非常に多岐にわたっている論点

がありましたものですから、合計８章というボリュームのある章立てになっております。

児童から成人期に至りますまで非常に内容がありますので、そのような８章構成になり

ました。  

 まず、第１章、これに関しましては中野区における障害福祉の推進ということで、お

おむね国の施策動向、そして今回の審議の流れ、内容に関しまして、概要的なことを整

理し、まとめたというものです。  

 以下、各論的なところが第２章以下になります。まず第２章は障害者の権利擁護とい

う章を立てております。これは今回の制度だけでなく、非常に大きな課題ということで

ございましたので権利擁護という章を立てました。これは法律もございますけれども、

差別解消の推進と、それから、これも法制度ございますけれども、虐待防止の推進。そ

してもう１つ、成年後見制度の利用促進、これに関しましても法制度ができ上がりまし

たけれども、それ以上に中野区としての取り組みを整備するということでまとめさせて

いただきました。  

 そして３章は、地域生活の継続の支援という章にいたしました。中野区において障害

のある人もない人も、地域で共に働き、共に暮らしていく社会をつくるためにはどのよ

うなサービスが必要でどのような取り組みが必要なのかというのが３章でございます。

具体的には、概要版の次のページを開いていただきますと、一番上のところには地域共

生社会の実現という目的に沿って、特に基幹相談支援センター及び相談支援の質の向上

は非常に大きな課題にもなっていますので、ここのところに関しまして検討し、またま

とめさせていただいたということです。  

 それから、多様化するニーズということでこれまでの障害という枠を大分超えている

課題が非常に多いということで、多様化ということで整理させていただいたのがその次

の項目です。  

 そして第４章です。これは入所施設あるいは精神科病院からの地域移行ということで、

これはこれまでの計画の中でも検討されてきた課題なのですけれども、今期の計画とし

ましては、地域包括ケアシステムというのが中に出てきますけれども、そういったとこ

ろを念頭に置きながらシステムの構築、そしてグループホームの整備、そして地域生活

支援拠点、これは国のほうでも示されている課題があるのですが、それに沿った中野区

版のものを整備するという方針を記載しております。  

 そして第５章になります。第５章は、就労に関する事項です。「障害者の就労と理解促

進」ということで、中野区のこれまでの歩みということを整理しつつ、現在さまざまな

新たな制度・サービスが構築されておりますので、それを含めてどのような就労支援が

行われるべきかということを整理させていただきました。１つ目は企業就労ということ

で、これは国としても大きな柱の１つですので、それに沿ってどのような検討をすべき

かということを整理させていただきました。  

それから２つ目が就労支援事業所です。これに関しましては、工賃の向上ということ

で、さまざまな方策が考えられるということで検討させていただきました。障害者の就

労と理解促進は以上のような中身を持っております。  
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 そして以下が障害児の施策ということで、これまではどちらかというと成人期の施策

を中心としたものだったのですが、この第６章以降では障害児の施策ということで整理

させていただきました。「関係機関と連携した切れ目のない一貫した支援体制」というこ

とで、特にライフステージに沿ってその児童の発達に応じて保健、医療、障害福祉、あ

るいは保育・教育、さらには就労というところがどのような形で連携を図り、切れ目の

ないシステムを構築するのかということで整理させていただいたのがこの第６章であり

ます。  

 そして次の第７章です。「子どもの発達支援に係る専門的な支援の充実と質の向上」。

先ほどライフステージに応じた支援のシステムということで第６章を整理させていただ

いたのですが、その上にさらに今度は質をどうするのかということがございましたので、

質の向上ということで以下、障害児通所支援事業所の質の向上、そして障害児の相談支

援事業所の整備、そして体制の構築と。さらには、重層的な地域支援体制の構築という

こと、そして４つ目は、これは現在、今日的に大きな課題の１つなのですが医療的ケア

児への支援ということで検討、また、整理させていただきました。  

 最後の第８章というのは、これまでの障害児施策の全体を包括したような中身であり

まして、地域社会への参加、そして包容、インクルージョンというものを日本語に当て

たものでございますけれども、それに関しての整理をさせていただきました。特に、地

域社会の障害理解や啓発というのを最後に検討させていただき、地域社会に対する障害

理解の促進という項目も起こさせていただいたということです。  

 以上が、障害部会報告書の概要でございます。  

 

○武藤会長  

 ただいま障害部会の報告をしていただきました。大変精査していただきまして、あり

がとうございました。  

 それでは、２つの部会からの報告、概要、そして報告書の素案、それらが現在ござい

ますので、各委員の皆様から自由にご発言をいただければと思います。介護・健康・地

域包括ケア部会では、部会のメンバーは必ず１回は発言するということでマストにして

部会の議論を進めておりました。ただ、今回は全体会でありますので、特にマストには

していませんので、ご随意お気づきの点、ご提案、修正などのご発言をいただければと

思います。少し時間をおきますので、じっくりご確認をいただいて気づいた時点で挙手

をいただければありがたいと思います。  

 

○原沢委員  

 介護・健康・地域包括ケア部会の部会報告書の１２ページの（１）。「また」の段落か

ら、「スポーツを行うことにより事故や怪我を予防するため」となっておりますが、ここ

に軽減という言葉をぜひ入れていただきたいなと思います。  

 

○武藤会長  

 ただいまのご提案は、介護・健康・地域包括ケア部会の第１次報告書の１２ページの

２、スポーツ・健康づくりムーブメントの取組の（１）の、２段落目の「また」がござ

いますが「スポーツを行うことによる事故や怪我を」、例えばここに「軽減・予防するた

め」でよろしいでしょうか。  

 

○原沢委員  

 はい。  
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○武藤会長  

 「軽減・予防するため」ということで、減らす、あるいはなくす予防という両面を加

えたらどうかということでございますが、適切なご発言かと思いますのでそのようにさ

せていただきますが、よろしいでしょうか。  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 介護・健康・地域包括ケア部会と障害部会で似たような議論がなされておりますので、

介護・健康・地域包括ケア部会のほうでいうと８ページ、そして障害部会のほうでいう

と９ページ。障害部会の９ページには、２多様化するニーズへの対応で（１）高齢障害

者への支援というのが記載されてございます。そして、介護・健康・地域包括ケア部会

のほうで８ページの（３）新たなサービスの①のところで、高齢者と障害者との対応に

ついて述べられておりまして、かなり共通していることと若干違っていることがあるか

のように取れるのですが、このあたり、全体を取りまとめる際には表現の精査をして、

ある程度の共通性が明確になるように工夫したほうが、この審議会全体としての総括報

告書としてはきれいに見えるのではないかと感じました。  

 小澤副会長は何かご発言ございますか。  

 

○小澤副会長  

 ありがとうございました。私も今、そこのところが気になっていたので、ちょうどご

指摘していただいてありがとうございました。  

 これは、今同時に、介護保険法改正で特に障害のことで影響が出ている項目が共生型

サービスでございます。あとその他の障害の方が高齢になっていくに当たっての、どの

ようなサービス利用があるべきかというのも一定程度整理が必要になってくる場所です

ので、できればこのあたりは全体報告として共通化したほうがいいかなと、私も個人的

に思っております。  

 あともう１点、今のものに関連しまして、精神保健福祉の領域でも「地域包括ケア」

という単語がかなり強調されるようになってきました。概要版の第４章のところの２の

（３）です。精神障害者に対応した地域包括ケアシステムの構築と、これは確かに精神

保健福祉法の改正関係で、実は地域包括ケアという言葉が出ているのです。このあたり

も同じ単語を使っています。逆に別の意味でいうとちょっと混乱しやすいところもあり

ますので、内容的には大きく変わるところはないのですけれども、ちょっと整理が必要

かなと思っておりますので、最終的に全体を調整されるときに検討していただけたら大

変ありがたいと思っております。  

 以上です。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。地域包括ケアシステムのことについては、両部会で議論さ

れておりますので、その点について精査、きれいにしていただくということでお願いし

ます。  

 

○森本委員  

 同じような視点ですけれども、福祉人材の育成という表現が障害部会の１０ページに

出ていまして、もう一方の介護・健康・地域包括ケア部会の９ページには介護人材とい

うことがうたわれています。しかもこの障害部会のほうはどちらかというとコンパクト

に記載していますけれども、介護・健康・地域包括ケア部会のほうは踏み込んだ表現に

なっていると思うのです。人材という意味では統一したテーマとして切り出したほうが

いいのかもよくわからないですけれども、共通した部分で特にここの表現のボリューム
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感だとか突っ込み方が違ったので、両方読んで少し整理をしたほうがいいのではないか

なと思いました。  

 以上です。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。介護人材、福祉人材、共通しているところと若干意味合い

が別なことを含めていることもあろうかと思いますが、全体としては少し整理したほう

がきれいだろうというお話しでした。この件についてほかの委員から追加のご発言ござ

いますでしょうか。  

 それでは、言葉の表現は初めてごらんになる方がよくわかるように、きれいに整理を

して、最後のほうの用語のところでも逐語が必要かもしれませんが、ご発言ありがとう

ございました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○梁川委員  

 介護・健康・地域包括ケア部会の５ページ目の「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」、この中に今回のこの審議会に託された中で、子どもの

地域包括ケアを打ち出していきたいという大きな意味合いがあるのかと思います。（４）

の真ん中の「社会福祉協議会のボランティア育成や市民活動への支援、子育てに係る相

互援助活動であるファミリーサポート事業など、既存の事業をさらに推進する」という

この間に、切れ目のない支援を推進する必要があると。この「切れ目のない支援」とい

うのが、今後の大きな目玉になっていくと思うので、こうした言葉を入れてもいいのか

なと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○武藤会長  

 障害部会のほうでは、第６章に「切れ目のない」という表現が幾つか出てまいります

が、それに合わせて全体としても表現を統一して強調したほうがよいのではないかとい

うご発言ですが、よろしいでしょうか。  

 特にご異議ないようでありますので、そのような表現を追加することでお願いしたい

と思います。  

 区のほうにお伺いしたいのですが、セブン－イレブン・ジャパン、水道局、郵便局、

これ以外には事業者としてもないのですよね。特定の民間事業者の名前がここだけ全体

像で見ると目立つかなと、今、改めて見ると思ったのですが。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 ほかにはございません。  

 

○武藤会長  

 わかりました。  

 

○梁川委員  

 新聞販売店も入っていたのではなかったでしたか。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 協力会員といいますか、協力してくださるということはあるのですが、協定を結ぶと

いうことまではしておりません。  
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○武藤会長  

 であれば、事実そのものなので、特段気にすることはないかと思いました。ありがと

うございました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○小林委員  

 資料１の４ページ目の（２）の②のところで、前回の介護・健康・地域包括ケア部会

で表現を見直してはどうかという意見が出ていた部分のお話なのですけれども、この②

の「高齢者の賃貸住宅への入居においては」のくだりの後ろの、「また」から後ろの部分

です。「中野は単身者向けの」以降の部分があるのですけれども、ここの意図はファミリ

ー向け住宅が中野には少なくて、ファミリー世帯が流出しているから世代間交流できる

ようにファミリー向け住宅をつくろうという表現に変わっていると思うのですが、前回

の意見で出たものの１つに、幅広い世代で近くや同じ建物に住んでも交流が現実的では

ないのではないかという意見も出ていましたし、私からも、総人口も減る、未婚率は上

がって離婚率も上がっているのに、ファミリー向け住宅を整備しても行く行く余ってし

まうのではないかという意見を出させていただいたので、そこの修正がまだちょっと違

うかなという気がいたします。  

 よく考えると、やはり高齢者の地域の見守りのお話と子育て世代の住宅整備のお話が

混ざっているところが、少しわかりにくい原因なのかなと思いますので、一案ですが、

６ページ目の５のところの「すべての人が住まいを確保するための方策」、ここにもう子

育て世代のことが書いてありますので、思い切ってこの「また」より後ろをなくしてし

まって、世代間交流のお話は例えば１つ前の（２）の①のところの「つなげることが求

められる」の後ろあたりに、「また、世代間交流と地域の見守り機能の強化を支援する」

みたいな形で分けると、もう少し前回の意図が反映した形になるのではないかなと思う

のですが、いかがでしょうか。  

 

○武藤会長  

 前回、部会で議論をしていただいてご発言を幾つかいただいて、それでこの文章の表

現が変えられていたのですが、ちょっと意図がまだ十分に明瞭に表現されていないとい

うご意見かと思いますが、ごもっともな意見だと思います。介護・健康・地域包括ケア

部会のほうの４ページの（２）は、高齢者に対する見守り支え合いについての章立てな

ので、そこにある程度主体的にそういうことを書いて、多世代のファミリーのお話は別

なところでカバーするほうが全体としては読みやすいし、きれいであろうという趣旨の

ご発言と伺いましたがよろしいでしょうか。  

 ありがとうございました。では、そこは少し修正をさせていただいて、読みやすく意

図が伝わりやすいように工夫をさせていただいて、部会のほうで統一させていただきた

いと思います。  

 これも改めて読んでみると、中野区はワンルームマンション、単身者向けで、子育て

になると中野区の外へ行きたくなるという、そんな文章にも読めなくもないので、やは

り表現を工夫したほうがよさそうだと思いました。  

 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  

 先ほどのセブン－イレブンの記述のあるところなのですけれども、現在、協定を結ん

でいるのはセブン－イレブンだけなのかもしれないのですが、ほかにもコンビニエンス
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ストア他社もありますし、そのほか地域の商店街ですとかさまざまな事業種の方にも高

齢者、子ども、障害者の見守りであったり、地域の担い手の確保に協力していただきた

いというのが趣旨であるかと思いますので、一案として、現在はそうなのだけれども、

最後のあたりに実績や事例などの情報共有を行いながらさらにこの取り組みを広げてい

くというような文言にして、いずれは多くの事業者の方も参画していただけるような、

そういう書き方にしたほうがよいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。セ

ブン－イレブンだけと何か癒着しているようなイメージがありますので。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。事実そのものだとは思いますが、これをきっかけ、骨子と

して、さらに区として努力して広げていったほうが適切であるということが、姿勢が示

されるように表現を改めてはどうかという、それはごもっともかと思います。ほかのと

ころからも協力してもいいよと言ってくれるかもしれないので。  

 特定の民間事業者が強調され過ぎてしまうことについては少し配慮が必要だというこ

とだと思いますので、今のように広げるということが後段で出るように工夫をいただけ

ればありがたいと思いました。では、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  

 とても細かいことなのですが、資料１の３ページの、大きい１の（１）の２行目、生

活や「からだ」の状況ですか「しんたい」ですか。  

 

○武藤会長  

 これは「しんたい」と読む場合と「からだ」と読む場合とあるとは思いますが、「から

だ」が全体として全ての表現が統一されているかどうか、今、ちょっと私は全体を見て

いないのですが。  

 

○岩川委員  

 そして、これを「からだ」と読むならば、１１ページの下から３行目の「小学校入学

前から運動遊びを通じ」の。  

 

○武藤会長  

 これは「体」ですね。  

 

○岩川委員  

 体ですから、ちょっとそこを「しんたい」と読むならこれでもいいのだけれども「か

らだ」と読むなら統一したほうがいいと思います。すごく細かいことですけれども。  

 

○武藤会長  

 はい、おっしゃるとおりです。文科省白書や厚労白書でも「身体」「体」というのは２

つの表現があるので統一性が必要だろうということでございます。  

 全体を見渡して、体とするのであれば統一させるということで、区の表現の根拠があ

るのだろうと思いますが、それに合わせて「からだ」と読ませるならば１つに平仮名の

「からだ」もありますし、両部会の表現を統一するということで、確認をした上で整理

させていただきます。  

 障害部会の委員の先生方、どうでしょうか。何かご発言があれば。  
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 これは小澤副会長にお聞きしたほうがいいかもしれませんが、障害部会では障害の理

解の促進というのが記載されておりまして、非常に重要なことだと思うのですが、子ど

もたちそのものへの障害についての理解をどう促進したらよいかみたいな、そんな検討

議論はございましたでしょうか。  

 

○小澤副会長  

 先ほど紹介しましたように障害部会は非常に回数も限られておりました。今のご指摘

は報告書の２３ページの「２、地域社会の障害理解や啓発」というところに、分量的に

はわずかでございますが記載しております。部会として検討したところでは、むしろ保

護者の方向けに対してとか、それから職員に対して、関係者に対してということで、例

えば発達支援相談ハンドブックみたいなことをこれまでつくっているので、そういった

ところをベースにしながら関係者への理解を広めようという議論が優先されました。  

 ただ、先ほど差別解消とかいろいろな話を権利擁護というところで触れましたけれど

も、それとも関係がありまして、今後例えば学校教育においての理解をどういうふうに

広めていったらいいのかとか、あるいは地域社会、一般の方々に対しての理解をどうや

って広めていったらいいのかということも当然大きな課題になっております。  

 ただ、審議がまだそこまできっちりできなかったというのが率直な状況でございまし

て、この２３ページにありますように、今後の必要性というところでとまっている形で

すが、具体的にはさらに今後、特に教育の場においてどういうふうに取り組んだらいい

のかというのは、可能であればもうちょっと詳細に記載できたらいいなとは個人的にも

思っています。そのような状況です。  

 

○武藤会長  

 わかりました。介護・健康・地域包括ケア部会のほうでも、学校教育で認知症のこと

を、子どもの時代からもう少し理解を深めるようなことがあってもいいのではないかと、

健康とか障害とか認知症とか、特別なことではなく、子どもの時代からそういうことが

正確に把握できていれば、地域社会全体の理解の促進につながるであろうという議論が

ございましたので、追加させていただきました。  

 

○上西委員  

 介護・健康・地域包括ケア部会の報告書に高齢の知的障害の方たちの分野もあったり

して、共生の部分が両方の部会のところで出ていることが、今回すごく連動のきっかけ

になるのではないかなと感じました。  

 そもそもですけれども、私たちの部会の連動性はどのように図っていくのでしょうか。

１つ１つの付託事項であって、審議をして出すものと今まで受け取っていたのですけれ

ども、何か非常に連動することが多いと思います。そういう意味では、障害の分野とい

うのは理解のところで非常におくれているのかなと、この文章を見ていても感じました。

福祉人材の育成も、障害部会のほうでしたら職員にどういうふうに推進していくか、ス

キルアップをしていくかになるのですけれども、高齢の分野になったら本当にお子さん

のところとか、どういう推進をしたらいいかという話になっていて随分差を感じました。

高齢の分野はとても進んでいるなと受け取らせていただきました。  

 介護・健康・地域包括ケア部会の報告書の５ページの「障害者に対する見守り支えあ

いについて」というところも、「日頃から見守りや積極的な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して取り組む」というところの明確というこ

とが討議の中でどういう形で出されたことか、ちょうど障害を持った人たちはなかなか

見守り支えあいの名簿の中でもお手挙げとかお手下げとかというところで、手を挙げて
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いるけれどもなかなか支援のところまで至らないというのを団体から聞いているものも

ありましたので、少しこの文書の討議された中身が障害部会としては気になりました。  

 それから、水道局、セブン－イレブンジャパン、郵便局もそうなのですけれども、見

守り支えあい協定のほうを、高齢者だけではなくて子どもにも障害者にもかかわること

だと思っているのですけれども、なかなか障害分野のところではこういうことも認識さ

れていないといいますか、浸透していないというのがまだまだ実情なので、行政のほう

からこんないいものが出ていることは、私たちも学ばなければいけないなと感じました。 

 意見としましては、本当にちょっとした意識の差みたいなもので、障害の分野のほう

もより一層、小さいころから障害についてわかっていただけるように努めていかなけれ

ばいけないというのが感想でございます。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。２つの部会で重要な項目なり、重要なポイントについて、

それぞれの立場で議論をされているけれども、両部会で何か連携をして議論をするとも

っと深めたり広めたり、新たな視点が生まれるのではないかというのが第一の総論的な

お話で、各論的なお話は介護・健康・地域包括ケア部会の報告書の５ページの（３）の

障害者に対する見守り支えあいについて、あるいは（４）の地域の担い手の確保・養成

についてと、これは介護・健康・地域包括ケア部会で障害者と項目立てをして、例えば

防災訓練とか地域の祭りへの参加などはやっているけれどもなかなかうまくいかないの

で、ちゃんとしましょうということが（３）。それから、高齢者・子ども・障害者に係る

地域の担い手の確保・養成についてということで、先ほどから、何度も話題になってい

る、セブン－イレブン・ジャパン等との協定のようなものもあるのならば障害者ももっ

と活用してもよいのではないか、広めてもよいのではないかというご意見でした。極め

て重要なご指摘と思いますので、これ以後の進め方について、場合によったら項目・テ

ーマを決めて、両部会でディスカッションする機会があってもよいのかもしれないなと、

今のご意見を伺っていて思いました。  

 これはまた、第３点の審議事項のところでご相談申し上げます。ご発言ありがとうご

ざいました。  

 

○岡本委員  

 障害部会について幾つかご質問というか、教えていただきたいところがあるのですけ

れども、１６ページの６章、「早い段階からの気づきと支援」。ここで「保護者の気づき

を促す支援」となっているのですけれども、この内容を読みますと、保護者が自分の子

どもがおかしいなと感じたときに支援すると読めます。  

私の狭い知識の範囲でいきますと、保育園とか幼稚園で、この子はちょっと配慮が必

要だと思っても、親が気づかないもしくは単に元気のいい子だから気にしないでくださ

い、つまり保育園とか幼稚園等よりこういうところに行かれたらいかがですかと言うと、

親が乗らないケースが幾つかあるということです。ですので、この中に保育園とか幼稚

園というところの担当者の気づき、それからどうつなげるかみたいなものを少し入れて

いただけるとうれしいなと思いました。  

 それともう１点、保護者・家族支援の中で、これも前回のときに少し介護・健康・地

域包括ケア部会で言ったのですが、最近ふえています親が障害を持っている、特に精神

障害なのですが、そのために子どもたちが親の世話をしてなかなか学校に通えなかった

り、地域から排除されていくというヤングケアの問題を、障害のほうでここに少し入れ

ていただけるとうれしいなと思いました。  

 あと、これは障害部会へ要望を言っても難しいのかなと思うのですが、精神障害の方
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の病院からの地域移行が非常に低いということが出ておりました。その中に、生活保護

の方の話も出ていたのですが、実は精神科の病院に入院して、多分患者さんの中にある

種紛れ込んでいるのだと思うのですけれども、ブラックな福祉の顔をした福祉ではない

企業の方が、あなたは生活保護ですか、生活保護だったら退院した後にいい部屋を紹介

しますよというようなあっせんを患者同士でしているらしいのです。そういうものを防

ぐ方法はすごく難しくて、区の対策では難しいのですが、それをしないと精神病院から

出ていった方がここにあるように、精神科のグループホームというのが自立促進という

ことでなかなかずっといるのが難しい状況の中で言うと、精神病院からの退院を促進す

ると、その生活保護を受けている方たちがみんな危ない悪徳のところの餌食になってい

る実態があるので、その辺を防ぐ方法はないかなと。もしもそんなアイデアが皆さんの

中であったら、ちょっと入れていただけるといいかなと思いました。  

 以上でございます。  

 

○武藤会長  

 ３つの点ですね。１つ目は、障害部会の報告書の１６ページの「１  早い段階からの

気づきと支援」のところで、「保護者の気づきを促す支援」のところで少し工夫があり得

るでしょうかということと、２つ目が親が課題を持っていた場合の対応、そして３つ目

は悪徳とかブラックなというのは難しいかもしれませんが、事実ある課題ではあろうか

と思いますが、そのあたりをいかがでしょうかというのがご意見であります。  

 副会長、いかがでしょうか。  

 

○小澤副会長  

 どうもありがとうございました。まず１点目が、１６ページ、第６章の保護者の気づ

きというのがメーンに書いてあるということに対して、場合によっては幼稚園や保育園

の先生に関しての気づきを促す取り組みを入れたらどうかというものでした。これはご

指摘ありがとうございます。基本的にはそのような療育指導や支援も、制度上あります

ので、そういったところも含めて記載を追記したほうがいいのかなと思って聞かせてい

ただいておりました。確かにご指摘のとおり、非常に子どもさんの問題の難しさという

のは、保護者さんの気づきを重んじないとならない点にあります。専門家のありようは

問われてきますけれども、一番身近な幼稚園・保育園の先生方は非常に重要な役割にな

ると思いますので、そのご指摘はぜひ反映させたいと思っています。  

 それから２点目なのですけれども、１７ページに関する事項かなと思って聞いていま

した。保護者・家族への支援というところで、障害の領域ですとそういう場合、多問題

家庭と使ったりするのです。要するに障害の方が仮にお子さんの場合で、親の方がまた

別途障害や、あるいは場合によっては高齢期における認知症やその他を持っている場合

とか、いろいろ家庭としての多問題性があるということなので、そういったものに関し

ては確かにどういうふうにこれに加えるべきかというのは、検討の余地はあるのですが、

そのようなことに関しましての取り組みもご指摘のように検討したいなと思っています。 

 ３点目は精神の領域です。これは、表現が難しいなと思って聞いておりまして、あく

まで１１ページに記載されている中身は現在、国のほうで指針として持っているような、

精神の領域の地域包括ケアシステムのある種のシステムとしてのあるべき姿のようなこ

とに沿って、中野区ではどう考えるべきかという形で記載しております。実際に社会問

題としていろいろとお聞きするところは多々あるのですが、そのあたりはあるべき姿な

ので、あまり生々しいところを記載すると報告書の中に盛り込むのはなかなか難しい課

題も多々あるかなと思っておりますので、そのあたりは事務局とも検討させていただき

たいと思いました。  
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 以上です。  

 

○宇田委員  

 障害部会のほうなのですけれども、どの章にどういう視点で入れるかというのがなか

なか難しいかなと思います。障害部会の２２ページの第８章の（２）、特別支援教育の体

制整備というのがあるのですけれども、特別支援教育の体制の整備としては、地域社会

の参加とかそういうくくりの中で地域で要支援のお子さんたちを通常の学校、学級で見

ていくという視点では、この章にはまるかなと思うのですけれども、片方で、一貫した

支援という中に、図にもあるように学校教育と福祉サービスとの連携をかなり図式化し

ているので、そちらのほうに学校教育と放課後デイとか相談支援事業所との連携という

意味で、特別支援教育の視点の項目を入れていただくとより具体的な連携の仕方が見え

てくるのではないかなと、思ったところがあります。  

 それから、先ほど言った早期発見のところなり連携の中で、保育園・幼稚園の職員の

ところなのですけれども、スタッフの人たちが親よりも先に気づくというのも確かに現

場としては多くあるので、そういう保育園・幼稚園の職員のスキルアップというのも２

０ページの地域の支援、人材育成の中に入れ、福祉の事業所のみではなくて保育園・幼

稚園のスタッフの人材育成という視点でも入れ込んでいただくと、よりつながりが見え

てくるのではないかなと思います。  

 

○武藤会長  

 重要なご指摘をいただきまして、ありがとうございました。小澤副会長、今のご意見

よろしいですか。  

 

○小澤副会長  

 どうもありがとうございました。１点目の特別支援教育と福祉との連携をどうするの

かというのは、部会の中でも非常に大きな課題の１つになっておりました。最終的には、

このような形で２２ページのところでの記載事項になりましたけれども、今後システム

の図としてもうちょっと連携が見えるような形でどういうふうに整備できるかというの

が問われているのかと思いましたので、これも検討させていただけたらと思います。  

 ２点目の指摘は、非常にありがとうございます。先ほどの、保育園・幼稚園の人材と

いうか先生方に対する気づきを促すためのある種の専門的な知見、知識、あるいは専門

的な見立てを研修でつくっていくことも含めて、人材育成、多分第一線で障害の気づき

というのは幼稚園や保育園の先生方が一番重要だと思いますので、ご指摘のとおり２０

ページにあるような地域での人材育成というところに、少しそこまで幅を広げて何らか

の形で記載できるように検討したいと思いました。  

 ありがとうございました。以上です。  

 

○梁川委員  

 今の２２ページの特別支援教育の体制整備は、大変大事なところだと思います。今、

幼稚園と保育園の先生のスキルアップ、同時にやはり小学校、中学校における教員のこ

うした特別支援教育のスキルアップが大変重要なポイントになってくるのだろうなと思

います。特に中野区は今どうなのでしょうか、１年、２年、３年目の教員の先生方が約

７割を占めているとも聞いていますので、経験が不足しているということを考えると、

この学校教育現場の教員のスキルアップもポイントとして大事だと思います。幼稚園そ

して保育園、ゆめなりあだとかアポロ園が中野はありますけれども、そうしたところと

連携しながらどうしたら現場でお子さんたちと保護者の方々と合わせて共生社会ができ
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るかということを踏まえると、この辺をちょっと強くやった方がいいのかなと思います。 

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。特別支援教育などの教育現場の教員・職員の資質向上への

対応が必要ではないかということを表現に加えてはどうかというお話で。介護・健康・

地域包括ケア部会のほうでも中野区に学校、大学が随分ございまして、そこでさまざま

な教育・福祉・介護・医療系の学生を育成しておりますので、そこの学生と区との連携

などももう少し広げて深めてもよいのではないかなという議論がございました。これは

障害部会でも恐らく共通的な課題ではないかと思いますので、少し全体像を見渡して今

のような意見が反映できるような表現の工夫を、区でも少し対応していただければあり

がたいと思いました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○本名委員  

 介護・健康・地域包括ケア部会の報告書を読ませていただいて、障害にない部分が幾

つかありました。１つは健康ということが、地域社会の中でスポーツを楽しんだりとい

ったものを見てみると障害部会のほうは報告書全体がかたかったかなとすごく感じてい

て、地域の中で地域生活をするというのであればそういった視点も必要なのかなと思い

ますので、その点もう一度中身を精査したいと思います。  

 それから２点目は、やはりオリンピック・パラリンピックがありますので、障害のと

ころでのそこに向けた何か地域を盛り上げていくようなものを入れておいたほうが整合

性は取れるのかなという意味では、入れておいたほうがいいのかなと感じています。  

 以上、簡単ですけれども、非常に参考にさせていただきながら、障害のほうでどうす

るかということも考えていくことにします。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。健康関係、スポーツ関係ということで、そこは障害のある

なしにかかわらず、それ自体は極めて重要な課題だと思いますので、また部会のほうで

ご検討いただければありがたいと思いました。  

  

○中村委員  

 先ほどの精神科の入院の方を地域に送り出すと非常に悪質な業者が絡んでいる可能性

があるのではないかという話なのですけれども、区、行政としては長期に入院されてい

る方の実態把握は非常に難しいのです。したがって、生活保護の受給者に限っては区で

把握できていますから、そこをまず初めにやっていきましょうよということで始めた事

業だったと思うのですけれども、精神科の病院、病棟も含めてですけれども、ケアマネ

とかケースワーカーと専門職がいらっしゃるわけです。地域の福祉関係にも、やはりケ

アマネ、ケースワーカーがいらっしゃるのですけれども、まさにその連携が非常に不足

しているためにつながっていかない現象が起きているのではないかと１つは思いました。 

 それからもう１つは、これは両方に言えることなのですが、障害部会では私も何回か

発言させていただいているのですけれども、地域共生社会、地域包括ケアシステムを実

現する社会は、いわゆる高齢者、障害、児童、それから支援の専門職、事業者という人

たちが共生していく社会ではないわけですよね。いわゆる社会的な弱者がお互いに共生

していくという社会ではないはずです。基本的には、国で示している「我が事・丸ごと」

についても、いわゆる弱者立場が共生していくようなニュアンスでとられがちなのです

けれども、一番重要なのは多くの区民の一般の人たちと一緒に共生社会をつくっていく
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ことがとても重要だろうと思っているのです。障害部会の中では、障害の有無にかかわ

らずという言い方だとか、それから全ての人がという言い方をあえて使っている部分が

あります。これは、介護・健康・地域包括ケア部会でも、同様の表現の仕方があっても

いいのではないかなと思いました。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。障害の有無にかかわらず、障害のあるなしにかかわらずと

か、一般とか健常とかいうことではなくて、それぞれ全ての人たちがみんなで一緒に暮

らすことができる本来の共生ということが表現されるように、統一性を持たせたのがよ

いのではないかというお話であります。重要なご指摘かと思いますので、そこもポイン

トを絞って精査をした上で対応させていただきたいと思います。ありがとうございまし

た。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○木村保健所長  

 少し精神科病院での実態をぜひお話させていただきたいと思います。  

１つ目は、日本は確かにまれに見る精神障害者の方が長期入院であることは、世界的

にも認められているところなのですけれども、今、多摩地区と２３区での精神科病院に

入っていらっしゃる患者さんの層というのは違っておりまして、多摩地区では半分とま

では言いませんけれども、４０％ぐらい認知症の患者です。どちらかといえば２３区の

入院患者としては統合失調症の方が一番多いのですけれども、多摩地区の患者さんとし

ては認知症の患者さんが一番多い状況があります。  

長期入院の８割の方は、多摩地区の精神科病院に入院していらっしゃいまして、認知

症の患者さんが退院になりますと、やはりお１人で生活するのは無理ですし、家族がい

らっしゃったとしても家族としても高齢化がある中で、基本的に介護が必要な方なので

す。そうなりますと、自立というか介護できる場所に退院して行かざるを得ないところ

がありまして、なかなかそれが１つネックになっているところでございます。  

ですから、それは精神科病院だけではございませんで、今、日本でいわゆる入院患者

の約６０％以上、７０歳以上の方で全て高齢化の問題が起きています。その方たちがや

はり退院するときにどうするかとなったときに、いつも介護の問題が起こってなかなか

そこがネックになっているところがございます。  

２つ目は、今、精神保健福祉法の中で入院のときに退院計画を立てなくてはいけない

というのがございまして、必ずＰＳＷの方がそういう退院計画を立てることになってお

ります。ということの中で地域に戻すというときに、特に多摩地区の患者さんですと地

域に戻すことが１つネックになっていたら、お互いにＰＳＷにもあるし、区側にも反応

があるのですけれども、やはり介護というところで、どこの施設というところがなかな

かの課題です。  

それから、３点目といたしまして、先日この中野区の８つの病院の入院患者というか

退院患者について調べさせていただいたのですけれども、そのときに、いわゆる急性期

病院を退院するときに一番それが困難な患者さんはどういう患者さんですかということ

でお聞きしましたところ、１つ目としては生活保護に至る直前の生活困窮されている方

たちで、２つ目はキーパーソンがいない方たちで、またキーパーソンがいたとしてもそ

ういう配慮しなくてはならない家族で、退院についてきちんと話し合うことができない

家族。病院が退院させることが難しい患者さんとして、この２点の方たちを挙げていま

した。  

ですから、今後、退院促進の中ではそういういろいろな協力が必要になってきます。
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そういう意味で、地域包括ケアシステムをきちんと推進していくことが非常に大切なの

かなと考えているところです。  

以上です。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。先ほどから、議論になっていることについての現状把握に

関する詳細な情報提供をいただきました。ありがとうございました。  

 ほかに何かご意見ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、第３点の今後の計画策定に至る作業についてお話を進めたいと思います。

岩浅副参事のほうからスケジュールなどを含めて説明をいただきます。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 本日いただきましたご意見等、改めて精査いたしまして、１０月１３日に武藤会長よ

り区長のほうにご答申をお渡しいただくという予定になっております。それを踏まえま

して、区といたしましては１０月下旬ごろまでに計画の素案を策定いたします。両部会

とも１１月９日には障害部会、１０日には介護・健康・地域包括ケア部会が開催される

予定になっておりますので、そちらのほうで区の計画素案に対しましてご意見をいただ

ければと考えております。  

 １月中旬ごろに、各部会また地域の団体、区民の皆様からいただいた意見等を参考に

した計画案を作成させていただきます。その後、パブリック・コメント手続を経まして、

３月の計画の決定ということになっております。  

 この全体会につきましては、２月１３日火曜日に、この９階の会議室で開催させてい

ただきますので、この段階で皆様にも計画案をお示しできるかなと考えております。  

 また、この最終報告に先立ちまして、１月２４日水曜日、介護・健康・地域包括ケア

部会を開催させていただきたいと思っております。こちらのほうで介護保険の保険料の

考え方等につきましてもご確認いただきまして、最終の答申に含めていきたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。  

 説明は以上でございます。  

 

○武藤会長  

 ３月の計画策定に至るまでのスケジュールでありました。ただいまの件、何かご質問

等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、次回の全体会は２月１３日火曜日、同じこの９階の会議室でということに

なっております。それまでにさまざま作業がございますので、また事務局からご連絡な

どお願いを差し上げるかと思いますが、よろしくご協力のほどお願いいたします。  

 それぞれの部会のスケジュールについても、また事務局から改めてお知らせを申し上

げますので、よろしくお願いいたします。  

 それでは、事務局から連絡事項はございますか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 お車でお越しの方は駐車券を準備いたしますので、事務局にお声がけをいただければ

と思います。  

 

○武藤会長  

 それでは、きょうの第２回の全体会は、これをもって終わらせていただきます。大変

蒸し暑いので、せっかく出ている水は十分活用していただければと思います。  
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活発な議論をいただきまして、まことにありがとうございました。これをもって全体

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――  


