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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８回）  

 

開催日    平成２９年１１月１０日（金）１９：００～２０：３４  

 

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）、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、渡邉  仁  

 

欠席者  岡本  多喜子（副部会長）、吉成  武男、渡部  金雄、南  光保、村上  昌子  

 

２．事務局  

健康福祉部副参事（福祉推進担当）  岩浅  英樹  

健康福祉部副参事（健康推進担当）  只野  孝子  

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  

 

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 定刻になりましたので、第８回の部会を始めさせていただきます。予定でいきますと、

今年最後の部会の会議ということになろうかと思います。  

１０月１３日に区長に部会の審議状況について、ある程度こんな方向でということで、

資料をお渡しして説明をしてまいりました。それに基づいた作業が以後進んでおります。

今日それのご説明を伺うことになります。  

区長にはそのときにはマイクがなかなかうまくいかないこともあるので、よろしくと

いうお話を直接私がお話をさせていただいて、今日は多分間違いなく円滑なマイクの機

能が保たれるだろうと期待しております。  

さっき見ていたらエレベーターに乗るときに職員は４階以上に上るときには使ってい

いけど、そうではないときは歩けよと書いてあるのですね。日体大の階段には、１段ず

つみんな標語が書いてありまして、「燃やせよ闘魂  燃やせよ脂肪」とか、カエルの絵が

書いてありまして、「甦る  若返る  見違える」と階段を歩いて使っていきましょうとい

うのが書いてあります。そういう元気な若者がいますが、中には「死にたい」と言って

殺されてしまっている１０代、２０代の若い人たちもいて、大変悲惨な出来事が最近多

くて、高齢者と障害者の健康福祉を考えることも重要ですが、やはり１０代、２０代の

これ以後の社会を担う若者たちの健康と福祉を真剣にやはり常に考えていかなければい

けないかなと改めて最近の事件で思いました。  
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いつものようにご意見をお１人ずつ活発に率直に述べていただければ大変ありがたい

と思います。今日は５名ご欠席ということでありますので、その分時間的余裕があるか

もしれませんので、どなたの発言も排除したりしませんし、違うだろうなということも

いたしませんので、率直かつ実りある議論が進めばと思いますので、ご協力のほどよろ

しくお願いをいたします。  

まず岩浅副参事のほうから配付資料の確認と本日の出欠状況等についてお願いします。 

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは本日欠席委員のお名前をご紹介したいと思います。岡本委員、渡部委員、村

上委員、南委員、吉成委員。５名の委員の方が本日欠席のご連絡をいただいております。  

続いて配付資料の確認をさせていただきます。事前にお送りいたしました資料が、資

料１、資料２、資料３ということで、「意識調査等の概要」、あと計画素案の本冊と概要

ということになっております。本日、机上に配付をさせていただきましたものが、本冊

の修正分となっております。事前にお配りさせていただいたものが数ページ変わってお

りますので、今回のほうは穴が開いた資料で申しわけございませんけれども、資料の差

しかえをお願いしたいと思います。  

あと概要につきましては、数箇所なのですけれども、差しかえをさせていただきたい

と思いますので、本日お配りさせていただいたほうをご利用いただければと思います。  

それ以外に冊子でございます。審議会でいただきました「答申」、また「高齢福祉・介

護保険サービスの意向調査の報告書」、「健康福祉に関する意識調査の報告書」。以上５点

を本日机上にお配りさせていただいております。よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございます。資料が非常に多くて重いのですが、頑張って持ち帰っていた

だいて、それ自体はフィットネスになるかもしれません。  

それでは報告事項に参ります。「高齢福祉・介護保険サービス意向調査について」、岩

浅副参事お願いします。資料１です。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、事前にお送りしています資料１「健康福祉に関する意識調査結果」の概要

をごらんいただきたいと思います。  

この調査でございますけれども、１ページ目の中段にございますとおり、２０歳以上

の区民の方３ ,０００名に郵送で調査を依頼しております。有効回収数が１ ,０７８人で

回収率３５．９％というものでございます。こちら毎年とっている調査となります。調

査結果の傾向でございます。上段に記載しています丸印のところをごらんいただきたい

と思います。  

地域活動への参加状況といたしましては、依然として低い傾向になっております。ま

た「健康」、「どちらかといえば健康」と感じている方は８割弱という状況でございまし

た。認知症の症状について知っている方は７割台半ば。そのうちその対応方法について

も知っているという方はそのうちの２割弱というものでございます。８割の方が健康診

断は受けいただいておりまして、前回の結果と比較して、健康状態を確かめるという方

が多くございました。健康診断を受診していないという方のうち３割は費用がかかるか

ら受診しないと回答されております。長期療養をされる際に、「可能な限り自宅や実家で

過ごしたい」という方と「医療機関や施設に入院・入所したい」という方が、ほぼ同数

ということで、それぞれ４割弱という状況でございます。入院・入所を希望する理由は

「家族に負担をかけるから」ということが７割というものでございました。障害者差別
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解消法というものがございます。それについて知っている方が３割弱という内容でござ

いました。  

下段の表を幾つか紹介したいと思います。１の「地域活動について」の１．３．のと

ころでございます。「近隣同士の見守り・支えあい活動の必要性」ということで、必要と

思う方は７割台前半。その７割台の方が何が必要かというのは「日常的な声かけ」とい

うのがそのうちの６割台半ばという状況でございました。  

裏面の２ページに行っていただきたいと思います。中段のあたりですけども、２の「医

療・健康について」の２．２．「健康増進のための運動習慣」でございます。１回３０分

以上の運動を週１～２回以上行っている方というのが、７０代の方が一番多く行ってい

る状況でございました。また、あらゆる世代ですけれども、運動を行っている方につい

ては１年以上継続しているというのが７割を超えておりますので、習慣になっている方

も多いのかなと感じております。  

２ページ目一番下、「かかりつけの診療所の有無」ということで、かかりつけの診療所

を決めている方は４割半ば、年代が上がるにつれ増加傾向にあるというものです。  

次のページの一番上がかかりつけの歯科診療所でございます。こちらを決めている方

が７割という状況でございました。１つ飛ばしまして、２．１３．「医療・介護サービス

や見守り環境の状況」ということで、中野区で整っていると感じている方は４割半ばと

いう状況でございました。  

続いて４ページをごらんいただきたいと思います。こちらが「高齢福祉・介護保険サ

ービス意向調査の結果」でございまして、こちらはこの計画を作成する際、３年に一度

調査を行っているものでございます。この調査につきましては、４ページの中段にあり

ます「高齢者調査」。６５歳以上の区民の方で要介護認定者を除く３ ,０００名の方に調

査を行いまして、１ ,７３８人、５７．９％の回答となっております。  

次の６ページをごらんいただきたいと思います。この一番上ですね。「介護サービス利

用調査」。要支援１～要介護５までの認定を受けている区民の方。施設入所者を除いてお

ります。こちら３ ,０００人に調査を行いまして、１ ,５４１名、５１．４％の方から回

答をいただいています。  

７ページ、「ケアマネジャー調査」でございます。こちらは区内及び隣接区の居宅介護

支援事業所で中野区民のケアプランを１０件以上扱っている事業所に所属するケアマネ

さんにお願いをしています。２５０人の方にお願いいたしまして、回答が１１７人、４

６．８％という結果でございました。  

申しわけございません。４ページにお戻りいただきたいと思います。「調査結果の傾向」

というところで、主な概要でございます。  

成年後見制度を知っている人は４割を超えておりますけれども、利用したいと思わな

いという方が８割を超えております。家族がいるから必要がないという回答が多くござ

いました。また、要介護３～５の方の介護・介助が必要となった主な原因。４割弱が認

知症、アルツハイマー病等ということになっております。  

主な介護者が働いていないという方が４割台半ば。また介護のために労働時間を調整

している方というのが３割を超えておりまして、その方にとりましては、介護休業等の

制度の充実や制度を利用しやすい職場づくり、労働時間の柔軟な選択といった支援があ

るといいなという希望をされておりました。  

現行の介護サービスが自立支援に果たす役割は「ある程度果たしている」という方が

７割台半ばという状況でございました。  

６ページをごらんいただきたいと思います。ちょうど中段になります。１．１１．「介

護保険サービス利用の有無」というものでございます。こちら調査を要支援から要介護

５の認定を受けている方への調査でございますけれども、１カ月間、２９年の４月の１
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カ月に限ってですが、介護保険サービスを受けている、利用した方というのは６割強と

いう数字になっております。  

７ページでございます。「ケアプラン・介護予防について」ということでケアプランに

地域資源を盛り込んでいるかということにつきましては、盛り込んでいるというケアマ

ネジャーさんが約９割いらっしゃいました。２．６．「供給不足のため、利用者に提供で

きないサービス」という質問に対しましては、介護老人保健施設、区内に１カ所しかな

いというのもあるかと思いますけれども、６割弱の方がそういった回答をしていただい

ております。２．７．「供給不足以外で必要なサービスが提供できない場合」はどういう

場合か。それについては経済的な事情により費用負担が困難だという回答が約４割でご

ざいます。  

８ページをごらんいただきたいと思います。まずは「困難事例」というところで、４．

１．ですね。「ケアプラン作成の際、対応に苦慮するケース」というのは、身寄りがいな

い方という回答が一番多くございました。  

続いて６の「成年後見制度」のところで、６．１．です。「制度が必要と思われるが使

っていない人数」というのが、「いない」と「１名」がいずれも３割ございますので、「い

ない」は約３割、「１名」以上は７割という状況でございます。「成年後見制度を活用す

る上での課題」ということで、制度がわかりにくいというのが一番多い回答でございま

した。  

次、１０ページが「障害福祉サービス」ということで、部会と直接関係のある項目で

はございませんけれども、一番上の丸の幾つかだけ紹介をさせていただきたいと思いま

す。  

障害のある方の日常生活の主な介助者は、「父・母」、「配偶者」、「子ども」が６割でご

ざいます。この主な介助者のほかに日常的に介助できる方はいないという方は４割を超

えている状況でございます。また、真ん中、３つ目ですね。働いている方もいらっしゃ

いますので、職場の環境や障害者施策において充実してほしい施策というのは「障害者

への理解の促進」というのが一番多くございました。次ですけれども、施設入所期間が

長期化するにつれて、地域での生活よりも入所施設でそのまま生活をし続けたいという

方が増えている状況でございます。  

こちらの説明は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 膨大な内容を概要の形でまとめていただいておりますので、基本的に資料１の概要の

中身、表現、表などを中心にして、もし必要な場合にはこの本冊を確認していただきな

がら、コメントなり質問を確認したい点がありましたら、どうぞお願いをいたします。  

 

○坂本委員  

 質問です。今、読んでいただいた１ページの（１）健康福祉に関する意識調査の２０

歳以上の区民の方３ ,０００人ということなのですけど、それに対して回収率が３５．

９％ということなのですが、これはまず配った標本数というのは年代別にはバランスが

とれているのかというのと、回収されたものは年代別にバランスがとれていたのかなと

思ったのですが。というのは健康診断を８割の人が受けているというのが、結構割合が

多いなと思ったので、若い方があまり健康診断を受けているようなイメージがないので

すが、その辺のことがもしわかれば教えていただければと思います。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 本冊ですね。このグリーンの冊子の３ページになります。回答いただきました１ ,０７
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８名の方の年代別、年齢についてこちらに記載をさせていただいています。回答が一番

多かったのが３０代、４０代、５０代の方が一番多かった。ただ６０代以上を細かく分

けておりますので、一定の年齢の方の回答もそれなりにあったという状況です。３ ,００

０人中１ ,０００人という回収率ですけれども、大体こういった調査を行いますと、郵送

だけで行っておりますので、このぐらいの回収率というのは多い状況でございます。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。かかりつけの診療所と歯科診療所のことはありますが、こ

の前からの議論で、薬局が健康ステーションとして今後重要な役割を果たしていくこと

を考えると、以後の調査のときにかかりつけの薬局という言い方が髙松さん、いいです

か。そういう言い方で。  

 

○髙松委員  

 かかりつけの薬剤師、薬局というのも入れていただくといいのかなとは思います。地

域包括ケアシステムの中で、やはり地域包括単位で中心的になる薬局というのは、これ

から薬局のほうの編成も始まってきますので、恐らく地域包括の中ではしっかりと役割

を果たす薬局が出てくると思いますので、よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○和気委員  

 この調査は毎年行っているというご説明だったかと思うのですけれども、毎年同じ質

問項目で経年的な変化なども調べていらっしゃるのでしょうか。もし調べているのです

と、何か際立ってこういうところが変化しているとか、そういうことがあれば教えてい

ただきたいのですが。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 健康福祉に関する意識調査につきましては毎年行っておりまして、若干の修正や質問

項目修正も行っておりますけれども、経年的に調べているのが多いという状況でござい

ます。本冊のほうには３年間分のデータを多く載せさせていただいておりますという状

況でございます。  

 もう１冊の介護保険サービスの意向調査につきましては、計画ごとですね、３年に一

度になりますけれども、本冊には２３年度、２６年度、今年度と３回分のデータについ

て記載をさせていただいているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 よろしいでしょうか。  

 

○和気委員  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。高齢者福祉のところの４ページの一番最初の調査結果の動

向で、生きがいの有無で「生きがいがあり」が６割台半ばというのは、なんかこの地域

の高齢者は結構生きがいを持っていらっしゃる方が多いのだなという感じはするのです
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が。調査担当所掌分野の責任者はどんな感想ですか。悪いことではないですけど。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 高齢者でも元気な区の事業といいますか、区で準備しているものを使っていただいて

いる方と、本当にお元気で、ご自分で区内に限らず、広い範囲で活動されている方もい

らっしゃるかと思いますので、区としては逆に残りの３割幾つの方をどのように引っ張

り出してくるかというのを今後考えていかなければいけないのだろうなと思っています。

各地域、身近なところでいろいろなことをやりたいと思っておりますが、これから需要

を増やしていくということを今後検討して、これをさらに上がるようにしていくという

状況でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。本体の３７ページを見ると、生きがいの有無、生きがいの

ありというのと、要介護度というか、要支援の度合いとかなり関係しているのですよね。

３０％とか、要支援２だと４０％なので、体の自立度と生きがいというのは、非常によ

く相関するということのほうが、このグラフから読み取るのは重要なのではないかと。

むしろ何か全体として６割生きがいありとかいう話ではなくて、体の元気度と生きがい

とがかなり相関するのだ。だから介護予防とか重度化を進めることをなるべく抑制する

ような事業が必要なのだというのが、多分この分析結果のように思うのですね。  

 ですから一概に６割半ばということの数字だけがひとり歩きするよりは、そういう深

読みをしていただくほうがいいかなと、ちょっと感じを持っています。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○網野委員  

 健康福祉に関する意識調査の中で、健康診断を受けなかった理由。この中に費用がか

かるためとなっていて、それをこの本冊のほうで７８ページを見ると、６５歳以上の人

が多いのかなと思ったら、そんなではなくて、６５歳未満の人が３６．２％にもなって

います。しかもその右の７９ページのところを見ると、どんな地区の人たちが答えてい

るかというのが見えますけれども、何か６５歳未満の人たちで若いので、ほとんどが会

社の健康診断なり、何なりを受けているのだろうと思うのだけれども、この受けていな

くて、しかもそれがお金がかかるためとなると、やはり若い人で費用がかかるから健康

診断を受けないというのはちょっとまずいかなと思うのですけど、何かこういうのをう

まく見つける、あるいは何かする方策みたいなものはあるのでしょうかね。これは質問

にも何にもならないのですが。私、大変気になるのですけど。  

 

○武藤部会長  

 質問した方が直接そのまま答えてもらっている感じですね。どうぞ。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 区が実施している特定健康診査などの区民健（検）診の費用は５００円から１ ,０００

円というようなところでございます。あと大体対象者の２割の方は免除対象で、非課税

世帯、生活保護受給世帯の方々、この方はお金がかからないという状況になっておりま

す。受益者負担に相応した対策をとっているところでございますが、費用がかかるので

健康診断を受けないという理由の中に、深く分析はしていないのですけど、健康診断を

受けて、病気が見つかった場合に費用がかかるのという意識も含まれているのではない

かと推測はしているところでございます。  
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○武藤部会長  

 ありがとうございました。どうぞ、渡邉委員。  

 

○渡邉委員  

 集合契約Ｂも入っているということではないのですか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 そうですね。健康診断を受けない理由の１つの中に、区民健診以外の保険者が実施し

ている健康診断には、ちょっと費用負担がかかるという場合もございますので、お金が

かかるので受けないという方もいらっしゃるかとは思います。  

 

○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。本論とは関係ないのですが、こ

の印刷したのが名古屋の印刷所だという。中野区にはこういう分析をして編集をして、

ちゃんとした印刷をつくる人がいないのかなということ。東京都内にもいないのだなと

普通に思うのですが。校正とか再校とか、細かな打ち合わせ作業というのは、実は離れ

た印刷所を使うと、見えないところで随分時間をとるというのは、我々も学会の雑誌を

つくるときによく経験をしているのですが、それは別に責めているわけではなくて、感

想を述べているだけです。  

 そういう信頼できる業者といいますか、協力企業をうまく育てていくのも重要なとこ

ろかなと感じました。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 それでは、ひとまず報告事項については以上にして、後ほどまた全体討論のところで、

もし何かお気づきのことがあれば、お伺いいたします。審議事項の「推進計画２０１８」

と「第７期中野区介護保険事業」の素案について、資料の２と資料の２－１について岩

浅副参事からお願いします。  

  

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、まず資料２。本冊の目次だけを事前にごらんいただければと思います。表

紙を１枚おめくりいただきまして、ローマ数字のⅠというページでございます。本冊に

つきましては、第１部が「計画の理念と基本目標」ということで、健康都市なかのの目

標等を記載させていただいております。４番目に中野区を取り巻く状況、１０年後の姿

というものを記載しているところでございます。  

 次のページをごらんいただきまして、第２部。こちらで「個別施策の展開」というこ

とで、第１章が「地域福祉」。第２章が「健康医療」。第３章が「高齢福祉」。第４章が「障

害福祉」と。次のページを見ていただきますと、障害の関係のものがございまして、一

番最後に「用語の解説集」というのがございますので、必要に応じてごらんいただけれ

ばと思います。  

 本日はこの当部会に関係します２部の１章、２章、３章の概要をご説明させていただ

きたいと思います。  

 それでは、資料２－１の（素案）【概要版】をごらんいただきたいと思います。まず表

紙をめくっていただきまして、第１部の「計画の理念と基本目標」というところでござ

います。こちらは「健康福祉都市なかの」の理念と基本目標ということで、こちらは前

回と変わっているものではございません。（１）、（２）、（３）は前回同様でございます。 

 ２番の「中野区地域包括ケアシステムイメージ図」でございます。現在中野区では第

１段階といたしまして、高齢者を対象に取り組みを進めております。このイメージのイ
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ラストについては、現在の高齢者バージョンンを記載しております。今後対象を子育て

世代、障害者など全ての区民へと発展をさせていくという内容を記載させていただいて

おります。  

 次の３ページをごらんください。こちらは「計画の位置付け及び構成」でございます。

１章、２章、３章、４章ございますけれども、今回１章と２章の順番を入れかえさせて

いただいております。地域福祉に関しましては、高齢者、障害者、健康づくりを含めて、

全てに横串を出すようなイメージかなということで、地域包括ケアの考え方も合わせま

して、こちらが１章に持ってきております。下のイメージ図がございますけれども、中

野区におきましては、「基本構想」、「１０か年計画」、その下に「健康福祉総合推進計画」

本冊子がございますけれども、まずは地域福祉計画があって、老人福祉、健康増進、障

害者計画がくっついている状況でございます。その隣に地域包括ケアシステム推進プラ

ンがあると。障害者計画のうち障害児福祉計画につきましては、子ども・子育て支援計

画という別の計画と密接な関係があるといった内容でございます。  

 ４ページは各個別の施策の展開を一覧できるものでございます。  

続いて６ページをごらんいただきたいと思います。こちらが各課題の取り組みでござ

います。このうちの「おもな取り組み」を幾つかご紹介をさせていただきたいと思いま

す。  

まず課題の１「本人の意思による選択・権利擁護の拡充」でございます。ここで変わ

っている点と申しますのが、「おもな取り組み」の①成年後見制度の関係ですけれども、

後半の２行ですね。「国が定めた『成年後見制度利用促進基本計画』を踏まえ、福祉や法

律の専門職と連携し、成年後見制度の利用の促進についての基本的な計画を定めます」

というものでございます。こちら法律が平成２８年にできまして、昨年度国でこの基本

計画をつくっております。５カ年の計画で国、自治体も取り組んでいるということで、

この期間中に計画を定めていきたいという内容でございます。  

次、課題の２です。「おもな取り組み」の①住宅確保要配慮者の居住支援ということで、

高齢者、子育て世帯、障害者、低額所得者など住宅確保要配慮者が賃貸住宅等に円滑に

入居できるよう、中野区におきます居住支援協議会といったものを設置していこうとい

うものでございます。  

続いて課題の３でございます。こちらは町会・自治会等の活動の支援を行っていくと

いうことと担い手の発掘ですとか、町会・自治会の加入促進というものを行っていこう

というものでございます。また、③では高齢者の就労支援ということで、高齢者の雇用

について区内企業に働きかけまして、ハローワークと連携した取り組みを進めていこう

と。これにプラスしまして、シルバー人材センターへの周知も図っていくというもので

ございます。  

課題の４でございます。「おもな取り組み」の①番。町会・自治会等への名簿提供の推

進ということで、こちらは見守り対象者名簿と災害時等の名簿の整理統合を図るという

ものでございます。また、③番に災害時避難行動要支援者対策ということで、個別にア

ンケートを策定しておりますので、策定を進めるとともに、定期的な更新についても記

載をしているところでございます。  

 ９ページをごらんください。課題の５でございます。こちらは②でアウトリーチチー

ムによる取り組み等を記載させていただいています。また④番ですけれども、ＩＣＴシ

ステムを活用した情報共有ということで、関係機関が効率的に支援情報を共有するため

の仕組みとして、ＩＣＴを活用した仕組みを今後進めていきたいというものでございま

す。  

 課題６におきましては、「生活の安定」ということで、生活保護受給者等の自立支援に

ついて取り組みを進めていくというものでございます。  
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 １１ページをごらんください。「第２章  健康医療」でございます。こちらにおきまし

ては、中野区国民健康保険データヘルス計画というものを策定いたしまして、健康増進

ですとか、医療費の適正化を図っていこうというものでございます。  

 また④番です。あらゆる年代に向けたということで、この審議会でも子どものころか

ら、若いころからというお話をいただきましたけれども、妊娠期から子ども、高齢者ま

で年代に応じた食に関する取り組みを進めていくというものでございます。  

 課題の２「スポーツ関係」でございます。「おもな取り組み」といたしましては、１つ

目に区内の運動施設の整備をしていくということに加えまして、今回施設使用料ですね、

スポーツ施設の使用料の軽減を図ることを考えております。  

また、②です。パラリンピックの開催も契機にいたしまして、体験会の実施等、障害

者スポーツに親しむ機会ですとか、あと障害者の方がスポーツできるような施設の整備

を進めて、一層スポーツに取り組むような社会をつくっていきたいという内容でござい

ます。  

 続いて１３ページ。課題の３でございます。こちらは予防接種管理システムを活用い

たしまして、未受診、未接種者への勧奨を行うことによりまして、予防接種の率の向上

を図っていくというものでございます。また、③番には新型インフルエンザ対策等につ

いても進めていこうというものでございます。  

 １４ページ。「第３章  高齢福祉」でございます。課題１につきましては、高齢者の健

康づくり、介護予防の普及啓発ということで、地域におきまして、子どもから高齢者ま

でを対象とした健康づくり・介護予防に取り組んで行こうということ。また、②になり

ますけれども、今年からスタートしました介護予防・日常生活支援総合事業につきまし

て、さらに発展をさせていこうという内容でございます。  

 課題の２でございます。こちらの「おもな取り組み」は、①にございますように、多

職種によります医療と介護の資源が有効に活用できるよう、こちらもＩＣＴの活用につ

いて記載をしております。  

 また、１５ページに行っていただきまして、２４時間３６５日の医療・介護の提供体

制を進めていく。また在宅での看取りというのが増えてまいると思いますので、それに

ついての啓発活動も行っていく必要があるのではないかという内容でございます。  

 課題の３です。こちらは認知症の予防ですとか、早期発見・早期対応、また地域での

理解促進というものに取り組んでいこうという内容でございます。  

 課題の４でございます。「在宅生活支援の基盤整備」ということで、在宅サービスの充

実ということで、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着等介護サービスの充実

に合わせまして、社会福祉協議会が行っています「あんしんサポート」ですとか、地域

の見守り活動、地域包括支援センター、アウトリーチチームなど、複数の関係機関が生

活の相談、支援、見守りという体制をつくっていこうという内容でございます。  

 続きまして、１７ページ、課題の５でございます。「介護保険制度の適正な運営」とい

うことで、ケアマネジメントの質の向上ですとか、介護人材の確保、スキルアップとい

ったものにこれから取り組んでいこうという内容でございます。  

 また済みません、本冊のほうに戻っていただきたいのですけれども、本冊の９７ペー

ジでございます。今、ご説明をいたしましたのは、取り組みということを中心にご説明

させていただきましたけれども、こちらからが施設整備の数等を幾つかご記載させてい

ただいております。１枚めくって、９８ページですね。こちらが地域密着のサービスの

拠点整備ということで、小規模機能ですとかの整備を今後目標にして、つなぎましてや

っていこうという内容でございます。  

 ９９ページはショートステイですね。１００ページ、１０１ページにつきましてはグ

ループホームや都市型軽費老人ホームといった内容を記載しております。１０２、１０
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３に施設整備の内容を記載させていただいております。  

 １０４ページからは「介護保険の適正な運営」ということで、課題等を記載させてい

ただいておりますけれども、今回まだ介護保険の保険料の算定につきました国のほうの

動向が十分にわかっていないということで、１１３ページですね、「第２節  介護保険事

業費の見込み及び保険料」というところの記載がまだ十分にできていないという状況が

ございますので、１月にまたこの審議会を開催しまして、ご審議いただくところでござ

いますけれども、最終的にはここをもっと深めて、全体の計画として決定をしていくと

いう内容でございます。  

 今後の計画の進め方でございますけれども、１１月２８日に区報の特別号というもの

を発行いたしまして、区民の皆様に周知を図るところでございます。来週以降１０の団

体と、あと社会福祉協議会ですとか、あと区民の方、広く呼びかけをいたしまして、意

見交換会を４回開催いたします。それぞれの意見、本日の委員の皆様の意見、または区

民の皆様の意見を参考にいたしまして、この素案というものを案に変更してまいります。

そちらにつきましてパブリックコメント手続を経まして、計画の決定というのが３月と

いう予定でございます。  

 説明は以上です。  

 

○武藤部会長   

ありがとうございました。概要版、素案と本体、差しかえのものまで別添で今日配付

されておりますが、それに基づいて何か確認したい質問、ご発言がありましたらどうぞ

お願いをいたします。どうぞ、先に梅原委員から。  

 

○梅原委員  

 済みません、非常に些末なことで気になったのですけれども、この素案、概要版の１

７ページのケアマネジメントの質の向上のところなのですが、２行目に「心身機能だけ

でなく、参加、活動の視点」とある。これ何で活動、参加ではなく、参加、活動なので

すか。多分ＩＣＦからきている言葉だと思うのですけど。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ちょっとわからないです。  

 

○梅原委員  

ごめんなさい。ＩＣＦの考え方で心身機能、身体構造でそこが命のレベルで、次が活

動というのが、いわゆる生活のレベルで、参加というのが社会参加と言いますけれども、

役割だったり、生きがいだったり、人生だったりという相互方向という考え方でよくケ

アプランをつくりなさいと言われるわけなのですが、何でここ先に参加なのかなと。何

か意図があるのかなと思いまして。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

特にないです。  

 

○梅原委員  

 わかりました。済みません。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

ありがとうございます。  
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○武藤部会長  

 正確な用語で言うと、社会参加ですよね、多分。国際生活機能分類ですよね。あまり

こだわっていないようですから入れかえてもらっても構いません。  

 

○梅原委員  

 入れかえたほうがうれしいなと思いました。済みません。  

 

○武藤部会長  

 うれしい変更にしてあげていただければと思います。  

ほかにいかがでしょうか。  

 

○原沢委員  

 前回のときにも申し上げたと思うのですけど、本体の６８ページの④「スポーツを行

うことによる事故や怪我を予防」とあるのですが、これは軽減予防としていただきたい

というお話をしたと思うのですが、いかがでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 スポーツマウス・ガードを入れるのと、予防だけではなくて、減らすという意味で軽

減・予防の２つの言葉にしましょうというお話し合いもあったかと思いますので、その

ように追記をお願いします。ありがとうございました。  

ほかにいかがでしょうか。  

 

○原沢委員  

 もう１点よろしいでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 どうぞ。  

 

○原沢委員  

 この健康づくりムーブメントの「実現すべき状態」のところで。  

 

○武藤部会長  

 概要のほう、本体のほうですか。  

 

○原沢委員  

 本体のほう。６５ページ。その中で「区民は、地域スポーツクラブが中心となって」

とありますけれども、日体協が認定しているスポーツドクター、スポーツデンティスト

というものがおりますので、それとの連携を深め、スポーツクラブが中心となってとい

うような文言にぜひつけ加えていただきたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 本体の６５ページの「実現すべき状態」の第２パラグラフですね。「区民は地域スポー

ツクラブが中心となって企画・運営する健康づくりプログラム等に参加し、自身の健康

づくり、仲間づくりに活用すると」というところで、「地域スポーツクラブ及び日本体育

協会認定のスポーツデンティストなど」と入れるということですか。  



12 

○原沢委員  

 スポーツドクターとスポーツデンティスト。  

 

○武藤部会長  

 スポーツドクターが日本医師会の健康スポーツ委員もあれば、日体協のもあれば、学

会のスポーツドクターもあるということなので、そこの１つだけを入れるのは少し工夫

が要るかもしれませんが、この場合いかがでしょうかね。地域スポーツクラブやスポー

ツにかかわる専門職でしょうかね。スポーツデンティストだけではなく、それこそスポ

ーツファーマシストも最近は活躍をしておりますし、スポーツナースというのが九州で

は認定しています。ですからスポーツドクター、スポーツデンティストだけということ

ではなくて、それらを包括するような医療系でスポーツ・健康づくりに役に立っている、

そういうことのご趣旨でよろしいですか。  

 

○原沢委員  

 ぜひよろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 では少し文言・表現は工夫するとして、各団体組織、医師会等で健康づくりプログラ

ムにかかわるような医療職が最近資格認定を随分出していますので、そうした方たちと

も連携協力し合いながら、こういうことをやっていきましょうと、そういう趣旨でおさ

めるということでいかがでしょうか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 計画の本体になってまいりますので、この場で入れる、入れませんということは申し

上げられませんので、ご意見を伺いまして検討を進めたいと思います。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょう。  

 

○小笹委員  

 言葉の質問なのですけれども、３ページですね。この概要のところですね。  

 

○武藤部会長  

 概要の３ページ。  

 

○小笹委員  

 そこでイメージ図と上のほうにつながっている文言があるわけなのですが、地域福祉

はおっしゃる部分、この地域福祉計画の地域に合致しているのですが、健康医療は下の

ほうは健康増進。それから高齢福祉というのが老人福祉という形になっていまして、一

方障害福祉は障害者計画となっているのですけれども、健康医療というのは、なんか健

康増進。高齢福祉と老人福祉。ずっと今回の素案等の中で、医療ですとか、高齢福祉と

いう言葉になっているのですが、何か違っているような意味があるのですか。意味があ

るのだったら、伺いたいなと思ったのですけれども。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 法律でこういった計画を定めなさいと決まっておりまして、老人福祉法という法律で
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この計画をつくるですとか、健康増進法という法律で計画を定めなさいというのがござ

いますので、その法律の言葉を使ってこちらに記載をさせていただいています。障害者

につきましては、基本法で障害者計画という言葉が使われております。一応法律から引

っ張っている言葉を使わせていただいているという内容でございます。  

 

○小笹委員  

 図のほうはですね。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 図のほうです。  

 

○武藤部会長  

 ただいまのは本体の１１ページの上のところに枠組みで、各計画の根拠となる法令は

ということで、老人福祉法。昭和３８年の法律ですから、そろそろ模様がえをしてもい

いかなと感じはいたしますが、現行はその法律なので、文言としてそれに合わせている

という説明でございます。よろしいでしょうか。  

 

○小笹委員  

 ご趣旨はわかりました。私、正直なところ老人福祉という法律よりも、高齢福祉のほ

うが何となくいいなと思いました。また、健康医療となると何となく守り的な感じがす

るので、ちょっと個人的な印象を申し上げますと、何か健康増進であってもいいのかな

と思いました。  

 

○髙松委員  

 では、私も今のところ。  

 

○武藤部会長  

 どうぞ。  

 

○髙松委員  

 この健康医療という文言がなかなか私あまり聞きなれなくて、健康・医療ということ

で、健康と医療を分けて書かれていることのほうが多いような気がするのですが、あえ

てこれ健康医療とされた何か意図とかあるのですか。内容はやはり健康増進につながる

部分がかなり多いような気がするのですが。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

「健康福祉都市なかの」という別の計画のところで定めているものでございますので、

この冊子が「健康福祉都市なかの」という別の、もう既に決まっているものがありまし

て、その中で４つの理念、４つの目標と決めてありまして、その文言をそのまま使って

おりますので、今の段階でここだけ変えるというのは、非常に難しいです。  

 

 

○髙松委員  

 わかりました。ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  



14 

 それぞれの定義とか、用語の歴史的な背景があるようでございますので、それぞれの

専門家からすると、若干違和感があるところもあるかもしれませんが、よろしくお願い

いたします。  

ほかにいかがでしょうか。  

 

○長田委員  

 まず具体的にちょっとお話をしたいページは、まず第１章に地域福祉ということで、

全体の構成を変えられたというのは大変結構なことだと思います。それからもう１つ、

前提として中野区が目指す地域包括ケアの考え方というのも、各章よりも前段のところ

で区の考え方を強く押し出していらっしゃるというのも理解した上での話なのですが、

ページでいくと、本冊の４６ページ、４７ページあたりに該当するのかなと思うのです

が、地域福祉の中での施策の関係で保健福祉の地域での連携体制の確立というあたりで

ちょっと気になったのですが、地域包括ケア体制の確立という形での記述は、この「お

もな取り組み」の中に散見される、見て取れるのですけれども、地域共生社会の実現な

いしはそれを目指した取り組みという記述が見られないのですね。考え方としてはもう

当然に入っているということを前提にこういう書き方になっているのかなとは思うので

すが、一方で本冊の１２５ページ。これは当部会の所掌事項ではなくて、障害福祉のほ

うの部会の所掌事項なのですが、ここには地域共生社会の実現に向けた取り組みの推進

という形で出てきておるのですね。これもう中身、別に障害福祉だけにかかわらない中

身に当然なっているので、障害福祉のほうでも扱って一向に構わないと思うのですが、

地域福祉という領域が担うべき本来の事柄として整理をしていただいたほうがいいので

はないかと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。何か担当のほうからコメントがありますか。よろしいです

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）  

 全体のバランスとか、用語の定義について、もうちょっと整理はしたいと思います。

地域福祉共生社会は、新しいというか、国が言ってきた言葉なのですけれども、その前

から区としては、高齢、障害全ての人を含むということで言ってきたので、地域包括ケ

アシステム自体が中野区は地域共生社会のことを言っているのだという概念整理はして

いたのですけど、一部入っていますので、ここは整理させていただきます。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○藤田委員  

 本章の６６ページの「成果指標」というところの、「週に１回以上運動・スポーツを行

う区民の割合」という文言は、今回のアンケート調査のところでいうと、１回３０分以

上の運動を週に１回か２回以上行っている割合となっていると思うので、多分そちらが

正しいのではないかと思っていますけれども、いかがでしょうか。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 設問と若干表現が違うということで、こちらのほうを修正するかどうか、少し検討し

たいと思います。  
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○藤田委員  

 多分健康づくり・スポーツ推進計画は１回３０分以上になっていましたので、多分ど

ちらかで統一をされたほうがいいかなと思っています。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。１つ、そこを合わせるということでお願いします。  

ほかにいかがでしょうか。  

 

○長田委員  

 本冊の４４ページの課題４のところ。「現状と課題」のところについてちょっと気にな

ったので、お話をさせていただきたいと思います。これは先ほど申し上げた地域共生社

会の実現。それからこの流れの中には表現として出ていないのですが、「我が事・丸ごと」

という国が提唱しているこれからの方向性に関連したこととしてお話をさせていただき

たいと思います。  

「現状と課題」の「課題」のところで、段落としては一番下の段落になるのですが、

「社会的に孤立しがちな高齢者」云々というところがあります。国がその地域共生社会

の実現とか、「我が事・丸ごと」で取り上げてきた現状についての課題としては、いわゆ

るニーズを持っている人の課題の複合化という現象があるということが１つ。それから

もう１つは、いわゆる制度の狭間の問題ということで、こういった課題を解決するに当

たって、地域包括ケアシステムこそ必要だと。そういう整理になっているのだと思うの

ですね。国が言っていることをオウム返しになぞる必要はもちろんないのですけど、中

野区の計画ですから。ただ課題認識として１つの家庭の中で、例えば高齢者の介護が必

要で、一方でまた同じ家庭の中で育児をしなければいけない。育児の負担を持っている

と。そういうダブルケアというのですかね。そういう課題を持っている家庭があるとい

うのは、中野区でも事実としてあると思いますし、それから中高年のひきこもりという

課題も現にあるわけですから、そういったことをきちっと捉えているというあたりを。

この記述が誤っているということではなくて、そういった課題をもう少し具体的に解き

明かしてもよいのではないかということで発言をさせていただきました。  

 

○武藤部会長  

「現状と課題」と表題でうたっているので、もう少し深く読み解いた表現と形式です

かね、それは工夫されたほうがよいのではないかというご発言だと思いますが。具体的

な文言についてはまたお任せしますけど、ただいまのご指摘あるいは提言にうまく合わ

せていただけるとありがたいです。  

 ほかにいかがでしょうか。  

概要のほうの１１ページ。それから本体のほうの６４ページで「第２章  健康医療」

の概要のところで言うと⑤。「こころの健康」のことですね。本体のほうは６４ページ。

施策の３「こころの健康づくり」というところなのですが、冒頭の挨拶のところで述べ

ましたように自殺、若者というのが社会的にも注目されているのですが、本体の６４ペ

ージを見ると、関係機関と連携した自殺予防の働きかけを随分学校とか介護事業所など

を含めてなされているので、この概要のところにこれが全く加えられていないのではな

いかと思うのですが、しっかりやっているのにその概要のところに表記されていないと、

ちょっともったいない気がするので、そこは工夫していただくいいかなと。社会的にも

ちょうど妙な言い方ですけど、タイムリーな課題であることは間違いないので。そんな

印象を持ちました。  
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 ほかにいかがでしょうか。  

 

○小林委員  

 本体の８５ページの「成果指標と目標値」のところなのですけれども、その１つに「長

期療養が必要になったとき自宅で過ごしたい人の割合」を目標に掲げてあって、指標と

する理由が「自宅で安心して療養を送ることができる体制が整備されているかを示して

いるため」とあるのですけれども、恐らくこの緑の冊子の９４ページのデータから取ら

れているのだと思うのですけれども、それよりもむしろこの黄色のほうの冊子を見てみ

ると、家や地域で生活が続けるために何が必要かというアンケート結果が１９０ページ

に出ていますが、その中にある高齢者用住宅の増加率であるとか、２４時間間の緊急時

に即応できる体制の整備とか、短期入所生活介護施設の数であるとか、そういったもの

ではかるですとか、あとは１０１ページにある施設等への入所・入居を検討していない

人の割合とかで見たほうがいいのではないかと思いました。理由はどんなに設備が整っ

ても、どこかほかのページにあったと思うのですが、家族への負担を気にされて入所し

たいと考えている方は、どれだけ整ったとしても自宅で過ごしたいとは回答しないと思

うので、なので治療にするのであれば、もう少し別のところを取るべきなのではないか

なと感じました。  

 

○武藤部会長  

 文言等の指摘ですが、担当のほうで何か発言ございますか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア担当）  

 これについては地域包括ケア推進プランのほうでも使っている手法なので、ご指摘を

踏まえて検討します。  

 

○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。  

 

○梁川委員  

 この本体のほうなのですが、今回の計画の中でやはり子どもから高齢者、障害者も含

めてということだったのですが、子どもの表記がどこにあるのでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 先ほどの食育のところでは、あらゆる年代というところで子どもは入ってはいました

が、あとは。本体のほうには幾つかありましたけれども。子どもの担当は高橋さんでい

いですか。  

 

○高橋子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子ども教育経営担当）  

 区のほうでは、子ども・子育て支援事業計画という別の計画を策定しております。そ

ちらの計画を子ども・子育ての総合的な計画として位置づけている関係で、子どもに関

する、また教育に関するところについては、その計画のほうに詳細に書いてございます。

この中では地域包括ケアというところで、その計画別にあるところを意識しながら、こ

ちらのほうに関係の深い部分のみを今、記載しているところで、区としての子ども・子

育て関係の施策がちょっと見えにくいところは確かにあります。ただ、今、区の計画体

系がそのように構成されているところでご理解いただければと思います。  
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○梁川委員  

 そういう別に子育ての計画があるにせよ、ここで当初そういうふうに出しているわけ

だから、それなりの表記は必要だと思うのですよ。やはり地域福祉の中に盛り込むのか、

まだあるにせよ、妊娠・出産・育児という切れ目のない支援をうたっていくわけですか

ら、表記も、ここには全く子どもがそうなると、子どもに関してもある意味コーディネ

ーター機能がやはり必要だと、今、おっしゃっているわけですので、何らかの、その計

画は別にあるのだとしたならば、当初最初スタートするときに、そういう方向で出なけ

ればいけないのに、これだけ見ると、私は「あれ」とずっと見ながら、その辺の表現を

検討しないと、子どもに関することがほかにありますからということになってしまうと、

それちょっと違うのではないのかなと思うのですが。私は理解できるけど、そういう意

味で丁寧ではないと感じました。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。概要のところでは５ページの「素案のポイント」の第２項

で、「子どもの頃から取り組む健康づくり」。そこのところのポイントのところに幾つか

子どもという表現がありますが、本体のところは幼少期とか、別な表現で使われている

ところもあるので、少し今のご発言について工夫できるところはまた表現を改めていた

だければと思いますし、実質的にその子ども対応ということが十分にケアできるように、

ほかの計画のところでも連携がとれるように少し検討いただければと思います。ありが

とうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。金沢委員、岩川委員、よろしいですか。  

 

○岩川委員  

 たくさん資料があって。  

 

○武藤部会長  

 まだどこのポイントで言おうか考えている。  

 

○藤田委員  

 概要版の１４ページ。「第３章  高齢福祉」課題１の②の「介護予防の体系化と充実」

というところで、２行目、「介護予防の基本指針を定め」とありますが、いつごろに定め

るのかというのと、どんな内容になるのかというのを簡単にご説明いただければと思い

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）  

 この介護予防の基本指針というものは、今、地域包括ケア推進会議の部会のほうで、

介護予防部会というのがございまして、そちらのほうで、今、検討を進めています。具

体的には今年度中くらいにつくって示していきたいと思っております。  

 中身としては、介護予防の基本的な考え方と実際にメニューがありますね。短期集中

だとか、一般介護予防だとか、それらメニューをどう組み合わせて、高齢者の介護予防

進めていくかというところの基本的な考え方を示すというような中身で想定しておりま

す。  

 

○藤田委員  

 そういうときには、例えば介護予防のやっている具体的なエビデンスみたいなものも

そこの中には、今までの結果として出されたりはしますか。  
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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）  

 はい。そこら辺も踏まえながら、本当に効果のある介護予防事業というのはどういう

ものなのかというのを考えています。  

 

○藤田委員  

 わかりました。ありがとうございます。  

 

○武藤部会長  

 中野区で突出して評価が高い介護予防事業とか活動は何ですか。自慢すべき。これ全

国の４７の都道府県全国市町村で、今、取り組もうとしていて困っているところは多々

あるのですけれども、中野区としてこれは全国に誇れるというものが何か思いつくもの

はありますか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 始めたばかりなのですけど、高齢者会館と一部のセンターなどで、カラオケを使った

体操事業というのを多分関東圏では一番の大規模の２０カ所で、やっております。それ

が高齢者にとっては歌いながら例えば体を動かしたりとか、あといろいろなゲーム性も

あったりして非常に人気が高くて、高齢者会館では今、定員満員という感じで始めてい

まして、今、全国的にも注目されています。  

 

○武藤部会長  

 何ともコメントのしようがないですね。歌は歌で楽しんでちょうだいという感じはし

ますけど。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 歌をしながら体操をする。  

 

○武藤部会長  

 体操は体操でという。リズム体操の話なのですけどね。頑張ってください。  

 ほかに何かありますか。  

 

○岩川委員  

 本体の７３ページのところですね。７２のところに「健康不安のない衛生的で住みや

すい地域づくり」というところの７３ページの最後のところ、ペットのところが突然出

て来るのですが、地域猫というのはすごく不衛生ということなのですか。  

 

○武藤部会長  

 本体７３ページに「健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり」という課題３の

中に唐突にペットのことが出てきて、猫は不衛生なのかと読めるのではないかという、

地域猫の話ですね。  

 

○岩川委員  

 だから突然ここに出てくるのは。それでいながら、「ペットと人間が適切に共存できる

地域コミュニティ」となってくると、何かもっとここで書くなら、猫が不衛生だと書か

ないといけないのですけどね。何かちょっと変ですよね。  
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○武藤部会長  

 犬や猫のことは各特別区でもさまざまな取り組み事業を展開しているのですけれど

も、学校教育でもいのちの教育ということで捉えているところもありますし、一方では

さまざまな病原菌との関係を指摘するところもあるしと。ただどういう視点でここの中

に入れているかということですかね。衛生的で住みやすい地域づくりのところにペット

が入ってくると、何かバイキン君みたいに思われてしまうのではないかと。一方で共生

とか、いのちを大切にするとかということだったら、別の表現の方法もあるだろうしと。  

 

○岩川委員  

 ここには共存と書いてあるけれども、特に猫が汚いということで、不衛生だと出てき

ている。  

 

○武藤部会長  

 あまり深く考えずに入れているような気がするのですけど。どうですか、これ。犬や

猫のことを語り始めると、限りない人がたくさんいる。  

 

○岩川委員  

 そうですよね。猫の話でね。  

 

○武藤部会長  

 確かに論旨を、もう少しポイントを絞ったほうがきれいな感じはいたします。この課

題の中に入れるのであればですね。犬、猫に限らず、鳥類でも鳥の中でも病気を媒介す

るものもありますし。ニャンとも言いがたい。  

 

○岩川委員  

 共存ときれいにやっている割には不衛生というところが。  

 

○武藤部会長  

 どうですか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 ちょっとこれまでの計画でも掲載してきたというのがありまして、今回も入れており

ます。ちょっと検討させていただきたいと思います。表現、記載するかどうかを含めて

検討したいと思います。  

 

○武藤部会長  

 そうですね。このままだと誤解を招く部分があるだろうと。確かな指摘だと思います。  

 

○梁川委員  

 これはやはり地域猫の考え方だと思うのですよ。ここはペットですから。そうではな

くて、地域猫というのは地域の課題なので、この扱い方というのはすごく難しいですよ

ね。さんざんやってきたので、表現の仕方等も。ここに入れるかどうかというのもちょ

っと検討しないといけないのかなと。やはりかわいそうな猫を増やさないというのが地

域猫の考え方であるわけですから、これをここに入れるとなると、またちょっと違うの

かなという気がしますね。  
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○岩川委員  

 感染症が出てきて、最後に猫が出てくるのは。  

 

○武藤部会長  

 おっしゃるとおりですね。少し検討して、入れる入れないを含めて。もし入れるなら

ば、章立ての中のどう表現するかというふうにしていただければと思います。ちなみに

私は猫新聞を支える会の会長ですので。  

 ほかに。  

 

○梁川委員  

 過去にいろいろあったので、表現もすごく難しいと思います。  

 

○武藤部会長  

 全国で同じような課題があることも確かですので、検討をお願いします。  

 ほかにいかがでしょう。  

 

○梁川委員  

 健康のところで、中野区も今。  

 

○武藤部会長  

 何ページでしょう。本体。  

 

○梁川委員  

 本体。どこに入れるかというと、ペットが出てきてしまったのですが、今、中野区の

小中学校でがん教育の講座をやり出していまして、もうかなり何校もやって、大変好評

を博しているわけで、やはり私も何回か見に行ったのですが、先ほど座長がおっしゃっ

ていた、いのちの教育ということで、やはり２人に１人ががんになっているというこの

現実の中で、やはりこうしたがんの授業をこれからも進めていかなければならない。が

んの推進基本法にも盛り込まれているわけで、そうしたことも中野区では現時点でやっ

ていますので、そういったところも表記していいのではないかなと思うのですが、その

辺は検討していただけますでしょうか。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 今、ご発言いただいたがん教育のところでございますけれども、区としては「がんに

ならないための１２か条」というのがあるのですが、禁煙であったり、あとは生活習慣

病に直結するのですけれども、食生活の改善といったところが１２か条の上位にあり、

発がんに関係してくると言われております。ということで普及啓発活動としてがん教育

という言葉は使っていないのですが、がん検診の受診率の向上も含め、禁煙支援の取り

組みとして、本冊の６０ページ、あとは６２ページのところの③番、「子どもの頃から規

則的な食習慣を身に付けるための食育の推進」といったところで、子育て世代に限らず

全ての世代に対して、食ですとか禁煙といったところを通じがんを予防する、普及啓発

をしていく。そういう内容は盛り込んでいるつもりでございます。  

 

○梁川委員  

 推進法にもがんの教育というのは盛り込まれて進めていかなかなければいけないこと
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になっているわけで、こういった今、只野さんが話した中のものというのはそこで網羅

して子どもたちにダイレクトにやっているわけで、がん教育の推進とか、あるいは展開

とか、それも１つ盛り込んでいいのではないかなと。中身のことを言っているわけでは

ないので、やはり子どもに正しいがんの知識だとか、あるいはそうなったときにどうす

るのかとか。大変内容が濃いものを今、中野区も展開していますので、せっかくやって

いるわけで、全くやっていないわけではないわけで、もう既に今年度も何校もやってい

ますよね。そういったことをやっている現実があるのだから、それを文言くらい入れて

もいいのではないかなと。ますますやっていかなければいけないと思うので、検討して

いただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 今のお話だと、６０ページの普及啓発活動のところで、がんの予防にかかわる児童・

生徒等、あるいは子どもを含む地域社会全体の教育普及の充実を図るとか、多分そうい

う表現、文言が加わったほうが実態に即しているのではないかというご趣旨だと思いま

すが、少し工夫をしていただくことでお願いをいたしたいと思います。  

 金沢委員、よろしいですか。  

 

○金沢委員  

 はい。質問ではないのですけど、５１ページの「おもな取り組み」の要支援者情報台

帳管理システムの完成というか、ちょっと言いにくいのですけど、今期中にできるとい

うことを以前聞いたような考えがあるのですけど、いかがですか。  

 

○武藤部会長  

 本体の５１ページ。施策２「支援情報等の共有化」のところですね。  

 

○伊藤地域支えあい推進室副参事（地域活動推進担当）  

 済みません。今年度中に頑張りますと、ここの審議会で申し上げたのは、見守り支え

あい名簿と災害時要支援者の計画の名簿が今、２つに分かれておりまして、その統合を

ずっと課題としておりましたので記載させていただきましたが、今年度中に統合する手

順が整っております。お約束は果たせたと、それについては考えております。  

 

○武藤部会長  

 そういう趣旨は、この前ご発言でしたよね。ありがとうございました。  

 ほかにいかがでしょうか。大部の資料を前にして、細かなところまで全部点検はなか

なか難しいかと思います。それぞれのご専門の立場から必要な重要なご指摘、あるいは

提言をいただいたかと思います。報告事項も含めて全般的に今日の資料あるいはディス

カッションの中で、さらに追加でご発言なりご指摘がありましたらお願いをいたします。

よろしいでしょうか。  

 一応全員の方がご発言をいただいたと理解をしておりますが。岩川委員、どうぞ。  

 

○岩川委員  

 細かいことなのですけど、６１ページのところなのですが、「健康づくり事業等におけ

る」というところの一番下のところ「また」というところなのですが、食育マスコット

キャラクターで「うさごはん」も入れてあげたらどうなのですかね。多分小学生が考え

たキャラクターですよね。だからこの５文字が入れてあげると喜ぶかもしれません。も

う１つの「中野はげんき応援区」というのは入っているから。文章の中に入れてあげる
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とうれしいかもしれません。  

 

○武藤部会長  

 本体６１ページのイラストで「うさごはん」がありますが、その上の本文のところの

マスコットキャラクター、次のところに「うさごはん」と鍵括弧で入れてあげると、「う

さごはん」は喜ぶのではないかという。  

 

○岩川委員  

「うさごはん」を考えたのがたしか小学生だったと。  

 

○武藤部会長  

 子どもたちですよね。おっしゃるとおりです。それはお約束をしていただければよろ

しいかと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○渡邉委員  

 さっきの梁川委員からあったがんについての部分は、がん教育だけではなくて、やは

り健康づくりでがんということをもし考えるのであれば、がん啓発の中にがん啓発活動、

健診のことは書いているのですけども、がんについての啓発とか予防推進という形で、

その中の１つにやはりがん教育というのも入ってくるので、そういった言葉は確かにこ

の中にないはないのですね。ただ趣旨がどうなのかなというところで、健康増進の中に

そのがんというのは、どのような形で入れるかどうかはちょっと難しいなと思いますか

ら、ちょっと検討してもらってもいいかなというぐらいのところで、がんについてはい

いのですけど、健康不安のない衛生の、そのペットの話も確かなのですけれども、ここ

の単元は脈絡がすごく難しくて、例えば本体の７２ページ、「地域医療体制の整備」。文

言は各感染症への対応としてここになぜ結核がここの表に出ているのだという。この文

章の中では結核の話には触れていないのですけれども、グラフだけこんな半ページも使

って、結核だけ持ち上げている。このあたりは何の脈絡があるのかということで。  

 一応それと感染症がふえ続けるエイズとＨＩＶとして、今、オリンピックまでの懸念

はどっちかというと梅毒ですよね。エイズ・ＨＩＶの感染がそんなに危機的では実際に

ないのではないかな。ちょっと実態とそぐわないので、少ししっかり、もし「性感染症

が若者の中に」とこれ梅毒のことで、かなり今、話題になっているのは事実で、もし入

れるのであれば、梅毒という言葉を入れてもいいのではないかなと。  

年次推移として結核は減り続けているけれども、まだいるよという意味で載せている

のか。感染症が増えてきたという意味でこの表を載せたのか。そのあたりちょっと脈絡

が。  

 それと食の、確かにここ難しいので、この黒字の太字の脈絡が。確かに工夫はされた

ほうがいいかもしれないのですけど、変えられるのかしら。もう変えられない。何かち

ょっとペットのものもそうなのですけど、この「健康不安のない衛生的な住みやすいま

ちづくり」で、食の安全確保、医薬品の適正使用と薬物乱用とかって、ちょっと衛生面

と健康不安とどのあたりなのか、少しちょっと形としてはあまり美しくないような気が

しますねというぐらいですけれども。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。７２ページの結核については、中野区のことが記載されて

いるけれども、このグラフは東京都のグラフ。  
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○渡邉委員  

 いや、この３つの中には東京都も中野区も全国も入っています。感染症、中野区の結

核対策が随分、水口先生もいらっしゃるけど、そんなに問題になっているのかしらとい

うとこなのですけど。  

 

○水口健康福祉部副参事（保健予防担当）  

 先ほどオリンピックの話が出ましたが、一応全国としてもオリンピックの２０２０年

までに１０を切るという全国レベルでの国の目標を掲げているところもあるのですね。

結核。ここのところ東京は全国の後塵を拝しておりまして、このようにかなり全国より

も高い状態になっていて、さらにそれよりも中野区は高い状態にあるというところもあ

りまして、一応そんなで国際化に伴い、先進国の中でもかなり高い水準にあると。先進

国の中では飛び抜けて高いのが日本ですので、ちょっとオリンピックに向けて、全国レ

ベルを下げようという国目標もあるところで、ちょっと今、話題になっているものでは

あるところで、２０２０年を目指して目標達成したいところもあります。  

  

○渡邉委員  

 それでこれが出ていると。ありがとうございます。それならばいいと思います。  

 

○武藤部会長  

 只野さん、どうぞ。  

 

○只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 今、渡邉委員からのご発言にちょっと補足なのですけれども、本冊の２１２ページの

用語解説のところで、生活習慣病というのがございまして、区としては従前より生活習

慣病の中にがんを含んでいるところでございます。この考え方というのは、がんと生活

病と切り分けるという考え方もございますし、生活習慣病の中にがんを入れてしまうと

いう考え方と両方あると思うのですけれども、一応生活習慣病の中に含まれるというこ

とで、先ほどの委員がご指摘いただいた普及啓発活動というのは、そういう表現となっ

ておりますので、ちょっと工夫はさせていただきたいと思っております。  

 

○渡邉委員  

 あともう１点。今、医療計画の中にある在宅療養窓口の記載というのは、この文章の

中には、何かに盛り込みましたか。やはりこれからでいいと思うのですけど、在宅療養

窓口の充実という形でその言葉もどこかに盛り込んだほうがいいかなというか、これは

何らかの形で在宅医療のあたりと、アウトリーチとかいろいろと書いてあるのですけれ

ども、どこかに何とかうまいこと盛り込まれたらよろしいのではないかなとは思います。 

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 ありがとうございます。本冊の８６ページのところで、「在宅医療・介護連携体制の推

進」の②のところで、退院後に円滑に在宅療養につなげるための相談体制の強化という

ところで、一応その相談窓口ということで記載しております。  

 

○渡邉委員  

 ありがとうございます。  
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○網野委員  

 先ほど７２ページ、７３ページのところが話題になりましたけど、これは保健所でい

ったら要するに環境衛生のところなので、何か「健康不安のない衛生的で」ではなくて、

「健康不安のない環境で住みやすい地域づくり」とか言葉を変えれば、この環境に関す

るこの衛生化のところの項目はできるかなと私は思ったのですけど。  

 

○武藤部会長  

 先ほど来の議論は、衛生的というところに何となくみんな違和感ではないですけど、

気になるなというところだったと思いますが、この文言そのものをすぐ変えるかどうか

は別としても、見た方、読んだ方がそこに少し気になる感じを持っていることは事実だ

ということだけ記憶に留めていただくということでお願いします。共通したご指摘だと

理解しております。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○藤田委員  

 本書の５７ページのところですけれども、これはもうあくまでちょっと意見として述

べさせていただきますが、感染症以外の疾患による死亡で一番大きい原因が喫煙、それ

で２番目に高血圧、３番目に運動不足というデータが最近ネットで発表されて、我々も

聞く話なのですけれども、そういった文言というのはこういうところに載せられないか

なと思って。意見です、これは。運動不足というところが原因の３番とか４番に。世界

的には４番に入っていたり、日本では３番に入ったりするというデータも出ているので、

そういったところももし必要であれば、載せられる可能性があるのであれば、入れてい

ただいてもいいかなと思いまして。  

 

○武藤部会長  

 ５７ページの真ん中のところにある「運動不足などの」。それ以外にももっと入れろと

いう。  

 

○藤田委員  

 そうです。そういうことは入れてもいいかなと思って。その中にもそういう運動不足

のことをもう少しデータとして出ているということも入れてもいいのかなと思いまして。 

 

○武藤部会長  

「全く行っていない」が３０％、「現在行っていない」は１３％だからと。それを読み

解いた形で表現を崩しても、もう少し書けるかもしれませんね。そういうご指摘であり

ますので、またお願いをいたします。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○髙松委員  

 大分障害者の文言はすごく充実して入ってきたのですが、ちょっとこれから恐らく難

病対策のほうも多分地域で協議会をつくったりとかしなければいけなくなってくると思

うので、今回はちょっとしようがないけど、今後は難病の方々についてもそういう計画

に含めて、もうちょっと充実していただければいいのかなと感じましたので、よろしく

お願いします。  

 

○武藤部会長  
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 今回のこの冊子体とは別で、次以降の区としての課題の中に、その難病にかかわるこ

とも入れてほしいというご指摘であります。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、皆さんにご発言を頂戴しましたので、ひとまず報告事項と審議事項、予定

していたものは以上ですが、それ以外の資料、各委員からの関連情報、話題提供で、本

日配ったものの中に、冊子体以外に私のほうでＡ４、２枚のものを入れてあります。ご

参考までということで、後でごらんいただければと思いますが、パラリンピック関連の

会がありまして、そこで「フェアプレイ精神と共生の思想」ということをオリパラの組

織委員会のメンバー、あるいは関連の人たちに訴えてまいりました。  

それから「健康のために水を飲もう」のキャンペーンで、川柳を募集しておりますの

で、もし興味があればご参考までにということであります。  

そのほかに各委員から話題提供、情報提供がありましたらいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。  

 

○梅原委員  

 皆さんご存じかと思いますけれども、明日と明後日、がんの緩和のことでオレンジバ

ルーンフェスティバルというのを、網野先生のところの大学でさせていただきます。と

てもいいお話がたくさんあるようですので、お時間のある方はぜひぜひ来ていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 土日に行われるということですね。  

 

○髙松委員  

 結構メンバーがこの中にいます。  

 

○渡邉委員  

 ぜひシンポジウムに。１時３０分からですので。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 追加でいいですか。オレンジバルーンフェスタの中で、今回の中野区、区で介護予防

の体操をつくったのですけど、それを帝京平成大学のメディア学科の学生さんに映像と

してつくってもらう。これを高齢者会館でＤＶＤでこういっぱい配って、区内でやって

もらうということで、その研究室の発表会でも介護予防の体操の映像を流していますの

で、ぜひご覧ください。  

 

○武藤部会長  

 全国で介護予防体操はたくさんありまして、先週、私、山形県、長野県、香川県と回

っていったら、市ごとに介護予防体操がありました。ほとんどＤＶＤでつくって、山形

は花笠踊りを主体として、香川は少林寺拳法の発祥の地なので、少林寺拳法健康体操と

かですね、全国各地にありまして、フェスタやると、おもしろいかもしれません。  

 ほかによろしいですか。では、事務局のほうからどうぞ。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 本日は貴重なご意見ありがとうございました。最初に申し上げましたとおり、こちら

の素案につきましては、皆様の審議会の方の意見、また区民の方、各団体の方の意見を
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踏まえまして、１月に案という形で計画をさらに推し進めたいと考えております。今日

は分厚い資料でございますので、この後もし何かお気づきの点がございましたら、１２

月１８日まで区民の方の意見等を募集しておりますので、皆様のご意見をもしいただけ

ればと思いますので、よろしくお願いいたします。  

 あと連絡事項でございますけれども、今後の予定でございます。第９回、次回の介護・

健康・地域包括ケア部会が１月２４日水曜日ということで、事前に日程を確認させてい

ただいいております。午後７時から９時まで、７階の第８会議室で行いますので、よろ

しくお願いをいたします。また毎度のことでございますけれども、車でお越しの方はご

連絡、ご一報いただければと思います。よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 では、１月ということで、もう年を改めたところの会議になりますが、よろしくお願

いいたします。それでは今日これで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  ――  


