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第８期中野区健康福祉審議会  全体会（第３回）  

 

開催日    平成３０年２月１３日（火）午後７：００～７：４５  

 

開催場所   中野区役所    第１１・１２・１３会議室（９階）  

 

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（会長）  

岡本  多喜子、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、南  光保、村上  昌子、梁川  妙子、和気  純子、渡邉  仁  

        

欠席者  吉成  武男、渡部  金雄  

 

２．障害部会委員  

出席者  小澤  温（副会長）、本名  靖、市野  由紀、伊藤  かおり、上西  陽子、下

田  智子、田中  政之、中村  敏彦、森本  紀朗         

欠席者  宇田  美子、松田  和也  

 

 

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、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  

それでは、７時になりましたので、開始させていただきます。第８期の中野区の健康

福祉審議会、第３回の全体会の開催をさせていただきます。今日は、夜、この時間帯で
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多数お集まりいただきましてありがとうございました。ちょうど平昌オリンピックをや

っておりますので、開会式にライジングサンのベンチコートを着て、日本選手団は元気

にほほ笑ましい光景が見られたのですが、一方でトンガの選手が上半身、裸でココナッ

ツオイルを塗って、光り輝くトンガということで、ぜひ帰りに日本によってもらって東

京の銀座あたりで、泰明小学校の前で歩いてもらうといいかなと昨日思って、共同通信

のコラムに書いてさっき送りました。公立というか公的な行政の対応というのは常に公

平でなければいけないと思うので、そういう意味で今回のことは、別な意味で課題があ

ったのではないかと個人的には感じておりますが、この審議会でも１人１人の区民、あ

るいは住人の方々が公平な対応をされていると感じていただけるような取り組みにまと

めたいということで、両部会ともに大変真摯に取り組んでいただいたということで、感

謝を申し上げます。  

本日につきまして、分厚い資料がたくさんございますが、それに基づいて簡潔、明瞭

にそれぞれ説明をいただいた上で、各委員からご意見をいただければと思っております。 

まず出欠、配付資料の確認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）  

 まず資料の確認ですけれども、事前にお送りした資料が資料１、１－１、２、２－１、

３、４、参考となっております。あと本日、机上配付をさせていただきましたものが、

資料の１－１の１１ページを差しかえで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。あと梁川委員のほうから提供いただきました資料を先ほどお配り

させていただいております。  

 なお、欠席につきましては、渡部委員と吉成委員から欠席のご連絡をいただいており

ます。  

 

○武藤会長  

 それぞれ資料、間違いなく配付されておりますでしょうか。差しかえは１１ページで

いいですね。それでは、資料は皆さんに間違いなく配付されているという前提で開始を

させていただきます。  

 まず、資料１と資料１－１ということになりますが、本日の議題は２つございまして、

介護・健康・地域包括ケア部会の最終報告書と、全体の計画（案）についてという２点

でございます。  

 まず、諮問事項と付託事項を確認するために参考１というのがございます。それをご

覧いただけますでしょうか。右上に参考１と書いてあるＡ４、１枚ものであります。こ

の会に付託されております諮問事項と付託事項が書いてございますが、そこをもう一度

確認していただいた上で、諮問事項が３つある。今回の場合、今日の議題に関係するの

は３つある諮問事項のうち２つ目、「第７期中野区介護保険事業計画策定にあたり、同

計画に盛り込むべき基本的な考え方について」ということです。各部会に付託事項がそ

れぞれ３つと２つありますが、前段の介護・健康・地域包括ケア部会の付託事項、３つ

あるうちの３項目の内容が、この今、申し上げた第７期の中野区の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、これにかかわる国の動向がありましたので、

それにあわせて検討した結果を本日、ご報告するという段取りであります。  

 続きまして、資料１と資料１－１をご覧いただきます。資料１が今、申し上げました

ような経過であった介護・健康・地域包括ケア部会の最終報告書でございます。この全

貌を読むのは時間の関係で省かせていただきますが、それらをまとめました概要が資料

１－１であります。これは介護・健康・地域包括ケア部会の最終報告書概要となってお

りますが、ポイントだけ申し上げますと、ただいま申し上げましたように、アンダーラ
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インを引いておりますが、第７期の介護保険事業計画に盛り込むべき基本的な考え方に

関する事項に関して、国の介護報酬改定等を踏まえて、さらに審議を行い、最終部会報

告書を作成したということで、部会で議論、検討した結果をそこに落とし込むという作

業をいたしました。  

 第１節は地域包括ケアシステムについてということで、そこに記載されているとおり

の項目で、これは変わっておりません。裏面に第２節がございまして、第２節に先ほど

言った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タイトルになっておりま

すが、その５項目あるうちの４つ目と５つ目にアンダーラインが引かれておりますが、

「４  介護サービスの見込量の考え方」。（１）介護サービス見込量の方向性、（２）

高齢者が自立して生活するための方策の充実・介護予防の強化、（３）介護基盤整備へ

の課題、がございます。「５  介護保険料設定の考え方」。（１）、ここ「低所得者」

とございますが、ただいま岩浅副参事のほうからございましたように、差しかえられた

ペーパーの文言と合わせるために、「所得の低い方」というような表現のほうが適切か

と思いますので、「低所得者」という表現から「所得の低い方」と表現を改めさせてい

ただきます。所得の低い方に配慮した保険料段階の設定。（２）は交付金や基金の活用

による保険料額の抑制、ということを項目としてお示して、そこに議論をした内容を概

要版あるいは本体に盛り込んだということでございます。  

 経過と内容につきましては以上でございますが、それぞれあらかじめお届けしており

まして、何かご注意いただくところとか、お気づきの点、確認したい点がございました

ら、介護・健康・地域包括ケア部会の委員に限らずどなたでも結構ですので、ご発言い

ただければと思いますのでいかがでしょうか。  

 

○岡本委員  

 確認なのですが、今、資料１を差しかえていただいたわけで、今、会長のほうからも

資料１－１の裏側の「５  介護保険料設定の考え方」（１）の「所得の低い方」と直す

ということだったのですが、差しかえたところが直ってないのですけど。差しかえのほ

うは「（１）低所得者に配慮した」になっているのですが、文書中は直っているのです

けど。タイトルはこのままでよろしいのですか。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 済みません。タイトルも直します。所得の低い方ということで変えさせていただきた

いと、概要のほうも全て変えさせていただきますのでよろしくお願いします。  

 

○武藤会長  

 修正の理由が２つございまして、１つは、言葉の表現を全体の統一性を図りたいとい

うことと、「低所得者」とか「高所得者」という少し決めつけたような表現はあまり好

ましくないのではないかというのが私の意見だったので。先ほど、打ち合わせのときに

私が急に申し上げので、全部がまだ間に合ってない状態をそのまま生でお見せしている

という状態ですので、ご寛容ください。  

 ほかに何かございますでしょうか。  

 よろしいでしょうか。それでは、介護・健康・地域包括ケア部会の最終報告の概要で、

追記した４つ目と５つ目の項目、言葉の表現は統一させていただきますが、それに基づ

いた概要版、そして本体ということで既に作業が進んでおりますが、万万一、何か以後

お気づきの点がありましたら、また改めて事務局のほうにお知らせいただければと思い

ますし、現在、パブコメで区民全体に声をかけて、何かご発言なり、意見、具申したい

ことがあれば対応していると伺っていますので、この委員会の中での発言、あるいは以
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後でもありましたら、お知らせいただければと思います。よろしいでしょうか。  

 

○岩川委員  

 よろしいですか。この資料１－１の裏面の３節のところなのですけれども、「すべて

の世代で取り組む健康施策」のところの、１、２、３とあるところの１と３なのですが、

「子どもから取り組む」ってあるのですが、「子どもの頃」と入れたほうがよろしいか

なと。１の「子どもから取り組む」、３の「子どもから取り組む」というところを「子

どもの頃」としたほうが、１人の方の経過というのでしょうか、そういうのがわかりや

すい。本文の中では「子どもの頃から」ってなっているのですが、タイトルも子どもか

らっていうと、子どもそのもののようなことになってしまうので、「子どもの頃」を入

れたほうがいいかなと思ったのですけど。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございます。各年代をあらわす場合に、「子どもから高齢者まで」という

言い方をすることがしばしばございますので、それで第３節第１項（２）で「子どもか

ら高齢者まで」ということで、いろいろな年代を全部含みますよという表現にしてござ

いまして、それでそのまま「子どもから」ということで、もちろんご指摘のように「頃」

を入れる場合も少なからずございますが、平仄を合わせるという意味で私のほうでこれ

でいこうと決めておりましたので、ご指摘はありがとうございました。  

 

○岩川委員  

 そんなにこだわってないです。  

 

○武藤会長  

 こだわってないですよね。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。  

 それではまた後ほど伺いますので、もし後でお気づきの点がありましたらご指摘をい

ただければと思います。  

 それでは続きまして、全体のことについてですが、事務局から説明、資料２から３、

４に至るまで、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「中野区健康福祉総合推進計画２０１８（案）」以下、合計で４つの計画に

ついて説明をさせていただきます。各計画の素案につきましては、昨年の１１月９日、

１０日に各部会において説明をさせていただき、ご意見をいただいたところでございま

す。その後、区内の三師会、障害者自立支援協議会、介護保険サービス事業者連絡会、

社会福祉協議会、福祉団体連合会、町会や民生・児童委員の皆さん、あと地域包括ケア

推進会議といった関係団体との意見交換会を開催させていただきました。また広く区民

の方から意見をいただくために、区内４カ所で区民意見交換会を開催いたしまして、さ

まざまな意見をいただいたところでございます。これを踏まえて案を作成させていただ

いております。本来であれば、先ほどご議論いただいた方針につきまして確認いただい

てから案をつくるというのが通常かと思いますけれども、時間の都合上、１月２４日に

開催されました、介護・健康・地域包括ケア部会の議論の内容を踏まえて案を作成させ

ていただいたところでございます。  

 それでは、こちらの概要を説明させていいただきます。まず資料３をご覧ください。

こちらは素案に対しましていただきました主な意見でございます。こちらの計画全体に
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関係するものといたしまして、健康福祉総合推進計画以下、合計４つの計画のつながり

がわかりづらいですとか、あと情報共有の面から施設や窓口の一本化についてやったら

どうかといったようなご意見をいただいております。また第１章「地域福祉」に関しま

しては、子どもに関する記載がほとんどないといったご意見をいただきまして、こちら

につきましては、地域の子育て支援につきまして案のほうの追記をさせていただいてお

ります。そのほか成年後見制度や住宅確保要配慮者への支援についての意見。また５番

では地域のことは地域でというのは地域おこしの基本だけれども、隣近所だからこそや

りにくいことがあるといったようなご意見をいただいております。  

 ６番、７番、８番つきましては課題の複合化ですとかダブルケア、あと制度のはざま

にある方への支援コーディネートについての意見をいただいております。課題の複合化

につきましては追記をしたほか、すこやか福祉センターがアウトリーチチームと連携し

て制度のはざまにある方への支援をコーディネートしていくといったような回答をこち

らに記載しております。  

 第２章「健康医療」に関しましては、死亡リスク要因やデータヘルス計画、糖質制限、

がん予防の普及啓発、専門家を活用した健康づくり、またスポーツ施設の使用料や感染

症対策についての意見をいただいております。死亡リスク要因やがんの普及啓発、健康

づくりについて専門家との連携につきましては、追記また修正をさせていただいており

ます。高齢福祉に関しましては、介護予防等の目的や健康な高齢者への支援、また次の

ページになりますけれども、アウトリーチチームや医療連携、看取り、在宅系事業所に

対する施策といった意見をいただいております。このうち在宅系サービスの見込量につ

いては追記をさせていただいております。  

 障害福祉に関しましては、精神障害者の病院からの地域移行の目標ですとか、新たな

サービスの見込量、児童発達支援や放課後等デイサービス事業所に関するご意見をいた

だいております。地域移行ですとか新たなサービスへの見込量ついては追記をさせてい

いただいております。  

 それでは、素案からの主な変更箇所につきまして資料４をご覧いただきたいと思いま

す。第１章「地域福祉」ですけれども、このうち１番から５番、７番から９番につきま

しては子どもに関する記載をさせていただいております。課題ですとか主な取り組みに

つきまして、主に子ども・子育て事業計画に記載をしてある内容をこちらの計画のほう

にもその構成に合わせまして記載をさせていただいたというものでございます。  

 ６番目につきましては、課題の複合化につきまして育児と介護、引きこもり、親の高

齢化といった問題を課題として記載をさせていただいております。  

 次に第２章「健康医療」です。こちらは生活習慣病予防と健康増進の課題に関する現

状分析で、先ほどの死亡に係る疾病の発症の３大リスク、喫煙・高血圧・運動不足とい

ったような内容を記載しております。１１番では幅広い世代へのがん普及啓発を行うこ

と。１２番では専門家と連携した健康づくりを進めていくこと。１３番目では事故等軽

減予防という軽減という言葉を追記させていただいております。  

 第３章につきましては「高齢福祉」でございますけれども、介護給付費の適正化です

とか介護サービスの見込量、介護保険事業費の見込み及び保険料について記載をさせて

いただいております。こちらについては後ほど改めて説明をさせていいただきます。  

 第４章「障害福祉」ですけれども、こちらは１５番では住宅確保要配慮者の支援につ

いて地域福祉の欄に記載はしてあったのですけれども、障害者のほうにも追記をしてお

ります。１６番では精神障害者の地域移行の見込量を記載したほか、１７番では４月か

ら開始されます就労定着支援、自立生活援助のサービス見込みを記載しております。  

 介護サービスの見込量ですとか保険料についてでございますけれども、こちらは資料

２の計画（案）本体をご覧いただきたいと思います。まず１０９ページをご覧ください。
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１０９ページの⑦というところで介護給付費の適正化に向けた取り組みを以下に記載し

ております。要介護認定の適正化ですとか、ケアプランの点検、住宅改修や福祉用具の

点検、縦覧点検や医療情報との突合。介護給付費通知、給付実績の活用といった記載を

させていただいております。  

 続きまして１１４ページをお開きください。こちらが介護サービスの見込量となりま

す。人口推計ですとか後期高齢者の伸び、あるいは介護予防事業や施設整備等を踏まえ

て推計をいたしております。以下のページにそれぞれのサービスごとに見込量を記載し

たものになります。  

 １５８ページをご覧いただきたいと思います。こちらに介護保険事業費の見込みと保

険料を記載しております。このページでは介護保険給付費の見込量、次のページでは介

護保険の財政の状況を記載しております。  

 １６０ページからは保険料に関する記載でございます。こちらの（１）の真ん中より

少し下ぐらいになりますけれども、第７期の保険料につきましては、大幅な上昇を抑え

ること、特に所得の低い方の負担を抑えること、そのために所得が高い方の段階を細分

化いたしまして料率を見直すこと等を記載しております。そのためには介護給付準備基

金の活用というのも考えているといったような記載をさせていただいております。具体

的な保険料につきましては１６３ページに第６期と第７期の比較表を載せさせていただ

いております。現在の一番金額の高い段階は第１５段階、こちらを次期には第１６、１

７段階をつけ加えまして、所得の高い方への負担をしていただく。それによりまして所

得の低い方の上昇を抑えていくというものでございます。  

 資料の説明については以上になりますけれども、先ほど会長からもお話ございました

とおり、現在パブリックコメント手続を実施しております。２月２２日までさまざまな

ご意見をいただきまして、３月に計画を決定するという予定でございます。  

 報告は以上です。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。資料をただいまの説明に基づいて確認をしていただいて、

少し時間をおきますので、確認したいことあるいは気づいたところがありましたら発言

をお願いいたします。  

 

○原沢委員  

 ６８ページの⑤の。  

 

○武藤会長  

 資料２の１。  

 

○原沢委員  

 資料２の第２部の第２章、６８ページ「⑤スポーツによる事故等を軽減・予防するた

めの取組」の中で、「スポーツ・マウスガード」のスポーツとマウスガードの間の「・」

があるのですけど、これがあるとスポーツとマウスガードがちょっと別個のもの的な感

じがするので、できれば「・」を外していただければ、ありがたいなと思います。  

 

○武藤会長  

 今の資料２、本体のほうの６８ページの⑤の１行目から２行目、資料の２、本体６８

ページの⑤の１行目から２行目の「スポーツ・マウスガード」とあるのを中黒は取って

いただけないかという指摘でありますが、これスポーツ歯科学会ではあれですか、中黒
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なしでやっていますか。  

 

○原沢委員  

 中黒つけていないです。スポーツマウスガードと１つ。  

 

○武藤会長  

 １つのくくりでというのが、一般的な用語ということのようですので、中黒を取ると

いうことでよろしければ。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 誤植ということで中黒を取ってしまうということで対応はさせていただきたいと思い

ます。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。資料が膨大なので全部は難しい

かもしれません。自分が得意のところとか関心の高いところだけ見て、お気づきのとこ

ろがあれば、ご発言いただければ結構です。  

 私のほうから今、見直してみて思ったのが、資料４の４ページ。第２章「（健康医療）

の主な変更箇所」とある、ナンバー１０。本体でいうと５７ページになりますが、ここ

の計画案の冒頭のところで「死亡に至る疾病を発症する三大リスクは、喫煙、高血圧、

運動不足であり」という文言なのですが、間違ってはいないけれども、必ずしも正しく

ないかなと感じました。多分、疾病は生活習慣病のことを言っているので、変える前の

ところでは５ページの１行目に「生活習慣病は、偏った食生活や運動不足、喫煙などの

生活習慣を起因として発症する」これは正しい表現、内容でいいのかなと。これ疾病と

いうふうに包括してしまうと、例えば肺炎というのは入らないですよね。というのが、

やや誤解を招く表現になってしまうかなと思いました。もとに戻して生活習慣病と切り

かえたほうがよいかと思いますので、少し表現を工夫しておいていただいたほうがいい

かな。読んだ方が誤解、この２行だけだとちょっと内容的に医学的事実と違うようにと

られてしまうのではないかと懸念いたしました。内部的に検討していただければ結構で

す。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 皆さんの、委員からの各意見とか提案をもとにして行政のほうでかなり綿密に検討し

た内容を、いわば変更前・変更後の表現・内容で一覧表にしていただいております。  

 

○岩川委員  

 済みません。資料２の６ページの１行目、基本目標の３の１行目で、「医療、介護、

予防」ってあるのですけど、それから７ページも上から２行目のところで、「住まい、

健康づくり、予防」ってあるのですが、何の予防というのがあったほうがいいのでしょ

うか。いれなくていいのでしょうか。  

 

○武藤会長  

 これは地域包括ケアシステムの要素を列記したものですね。中身が違っていますか。  

 

○岩川委員  

 いやいや。ただ予防って出ているので、何の予防とかってあったほうがよろしいので

しょうか。  
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○武藤会長  

 厚労省の地域包括ケアシステムの文言の中にこの言葉がそのまま出ているのですが、

担当副参事、せっかく着席していますから、どうぞ思う存分説明してください。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 こちらは介護予防を意味しております。表記があれでしたら、介護予防と変えても別

に構わないと思います。  

 

○岩川委員  

 そうかなと思ったのですが。  

 

○武藤会長  

 そのまま予防と書いている自治体とか白書もございますし、ただ、中野区としてこの

地域包括ケアシステムの説明的に統一されているほうがよいので、どっちに統一されて

いるのですかね。  

 厚労省の『厚生労働白書』とか、『厚生の指標』とかの中に予防って書いてあるもの

を見ているのですが、どちらでも構いません。ただし見た人がわかりやすいほうがよい

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）  

 はい、おっしゃるとおりで。区としての確認をしまして表記は統一します。  

 

○武藤会長  

 ご指摘ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。  

 

○岩川委員  

 済みません、もう１つ。同じ資料２の６ページのところの「重点的な施策」の中の点

の一番下の住まいが平仮名になっていますけど、多分これは漢字なのかな。すごく細か

いところを見つけました。  

 

○武藤会長  

 今、６ページ、７ページには平仮名と漢字が混在しているので、ここは表記を統一い

ただくということでお願いします。  

 この審議会も前段のところで子どもをどう表記するかだけでも大分議論したと思いま

すが、文言は統一されていればよいかと思います。  

 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。  

 

○岡本委員  

 今、ご指摘のところを読んでいてふと思ったのですが、６ページの先ほどご指摘があ

った「医療、介護、予防」の並びと７ページの「住まい、健康づくり、予防」となって

いて、この並びの違いって何ですか。６ページのほうでは「医療、介護、予防、住まい、

生活支援サービス」となっていて、７ページでは「住まい、健康づくり、予防、見守り、

介護、生活支援、医療」って医療が最後に来る、その辺何か並びの意味があるのかな、

どうなのかなってちょっと気になりました。  
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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）  

 中野区の地域包括ケア推進プランという計画がこの前にできていまして、そこの表記

とあわせます。バラつきがあるので、順番を決めておりますのでそれに従います。あり

がとうございました。  

 

○岡本委員  

 それに従うということですか。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 統一させていただきます。申しわけありません。  

 

○武藤会長  

 一本化するということでお願いします。ほかのところでもこの文言、何回か出てくる

ので、それも統一するようにお願いします。  

 ほかに表記及び内容、項目、図表、索引などなどでお気づきのことありましたら。  

 

○藤田委員  

 資料２の６６ページ。質問というか、間違いとかではないのですけれども、表のとこ

ろで目標値、現状値が５４ .２％とあって、３９年度の目標値が７５％になっているとい

うことで、非常に高い目標なのですけど、大丈夫でしょうかという質問というか疑問に

思うところです。  

 

○永見健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 ３２年度が２０２０年ということでオリンピック・パラリンピックが開催される年で

すので、そこからさらに加速度的に増やしていきたいというところもございます。スポ

ーツ・コミュニティプラザの新たな整備や、スポーツ環境を充実していく中で高い目標

を、東京都のほうが２０２０年、７０％というのを掲げておりますので、もう少し先の

年ということで７５％という設定をさせていただいております。  

 

○藤田委員  

 ありがとうございました。  

 

○武藤会長  

 しっかりこの目標を立てて、政策を前進させるという意欲のあらわれであると。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○森本委員  

 資料２の１７８ページの「福祉人材の育成」の部分。これ質問ですけれども、今回、

資料を見せていただいて、各サービスについて具体的に計数も明記されているので、逆

に言うと、どれぐらい人が不足しそうなのかというのも計算は多分できるだろうと思う

のですけれども、そういう視点で、ここって単純に見ると人の確保に向けた努力をしま

すということですけれども、一方でこの資料の抜粋を見ると、かなり具体的に今の時点

でどれぐらい人が必要なのかというのもわかるのだろうと思えたので、もしかしたら、

読んだ人は人の確保に向けた区の取り組みというのが、現状どうなのかというのは少し

気になる部分かなと。これはコメントです。別に対応が必要だとかではないですけれど

も、そういう意味での気にはなります。  
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 以上です。  

 

○武藤会長  

 今のご指摘に対して何か担当者、コメントございますか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 今の福祉人材のところの具体的な指標がないというところでよろしいでしょうか。  

 

○森本委員  

 区としてどれぐらい人数が必要かというのは把握されているのですか。  

 

○菅野健康福祉部副参事（障害福祉担当）  

 具体的な数字で何名という把握の仕方はしていませんが、福祉人材の育成・確保につ

いては、課題として認識しているので、取り組みを進めていきたいと考えています。  

 

○武藤会長  

 ありがとうございました。中野区って大学は幾つありましたっけ。  

 ご存じですか。ここの近いところで３つ。ほかには。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 東京工芸大学とこども教育宝仙大学。新渡戸文化短期大学ですね。あとは国際短期大

学で、短大が２つあります。  

 

○武藤会長  

 帝京平成と明治と早稲田。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 早稲田は一応、寮なのです。  

 

○武藤会長  

 あれは学生がいない。教育機関としては使っていない。  

 

○酒井地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 社会人向けのエクステンションセンターというのが入っていまして、学生向けの教育

機関ではない。  

 

○武藤会長  

 その質問の趣旨は、午前中、文京区の会議に出たのですけど、文京区は１９の大学が

あって、学生たちをいかに区の行政のボランティアとか、いわば実践教育として手伝っ

てもらうか、あるいは教育の場としてというのは充分あり得るという話を伺っていたの

ですけれども、７つ大学があるとすれば、短大も含めて、その学生諸君の区の行政への

支援とか協力とか参画というのは重要なことでもあるし、学生教育という観点からも非

常に意味があることだとは思いましたので、数字の把握と同時にそうした区にある大学

とか短大の学生諸君の連携を少し検討されたらいかがかなと感じました。学長会議みた

いなのはやっているのですか。７つの大学・短大の学長さんに全部集まって今のような

話をすると、我が校も協力しますよって出るような気もしますけれども。  
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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）  

 個別に大学との連携協定を結んでいるのですけれども、全体で集まることはないと聞

いています。  

 

○武藤会長  

 全体で集まると情報が共有されるというのと、ほかの６つの大学には負けられないと

いう競争心をあおるので。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 今、資料４に取り組みをたくさん変えますという新旧対照表がございます。前は取り

組みに「り」と「み」が入っていて、それを全部漢字二文字にするという、ほかのとこ

ろも全部そうなっておりますので、これは中野区の用語の表記の統一ルールに従って、

機械的にそのようにさせていただくということでございます。ただ、聞くところによる

と部署によっていろいろな表現の仕方があるようなので、先ほど控え室では、用語の表

記の統一のためにしっかり取り組みをしますというお話しをしております。  

 ほかによろしいでしょうか。それでは一応、発言がもうないと伺って、次の各委員か

らの関連情報、話題提供ということですが、今回は先ほど梁川委員のほうから配付され

た資料がございますので、簡単にご紹介をいただければなと思います。  

 

○梁川委員  

 ありがとうございます。「～地域でつながる！～中野の子どもを中野のみんなで育て

よう！」というフォーラムを２月３日、桃花小学校で開催させていただきました。行政

の職員の皆さん、また区長もお見えになっていただき、民間における子育て支援のネッ

トワークをつくっていこうという大変すばらしい内容になりまして、民間の団体の人た

ちがこの４カ月間計画をして、こうした企画をしました。このメンバーだけではなく、

従来、子育て広場だとか、さまざまやっている方も来ていただきましたので、今後、行

政とどうコラボしながら子どもたちを支援していくか、また親御さんを支援していくか

ということの課題が見えてきたのかなとも思います。東京新聞にこういうふうに取り上

げていただきましたので、参考としてお配りいたしました。見ていただければありがた

いです。  

 以上です。  

 

○武藤会長  

 ご紹介ありがとうございました。新聞の名前は書いてございませんが、今のお話のよ

うに東京新聞で２月６日版でございます。ちなみに、先般、この１週間以内に東京新聞

では中野区の事業計画とか事業予算とか重点項目についての区長の大きな写真と一緒に

大きな記事が出ておりました。ということで、それぞれ個で出しているものが、社会に

公表されているということがございました。  

 それから、少し余分な話になるかもしれませんが、今、子育てクライシス（危機）と

ございますが、安全管理の観点からいたしますと、リスクとクライシスを分けるという

考え方があって、リスクマネジメントは今後起き得ることについてどうケアするかとい

うことがリスクマネジメントで、起きてしまったことに対してケアするのがクライシス

マネジメントという言い方をするところがございます。したがって、クライシスは危機

と訳すよりは危険と訳しているところのほうが多いのかもしれませんが、リスクとクラ

イシスを分けたほうが、現場は対処しやすいという話がありまして、例えて言うと、Ｊ

Ｒ西日本の新幹線のぞみの車両の台車が、この前、亀裂を起こして破断寸前、新幹線史
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上初の大脱線事故直前だったわけでありますが、あれは既にクライシスが起きていたに

もかかわらず、目で見て煙が見えて、耳で聞いて異常音が聞こえて、鼻で異常なにおい

が感知されていた。クライシスに伴うサインが３つ以上出ていたけれども、そのまま岡

山から名古屋まで走った。もう危機一髪といいますか、本当に危うい状況だったのです

が、あれはクライシスに対してどうマネジメントしたかということが一番の問題でいい

ますので、子育て上起きた危難とか危険という言い方をすると思いますが、そういうこ

とについてどう対処するかということが極めて重要なテーマについての活動であったと

伺いました。  

 

○梁川委員  

 ありがとございます。  

 

○武藤会長  

 ほかにいかがでしょうか。特にご紹介いただけるようなことはございませんか。  

 それではもう一度伺います。各委員から今日の議題２つについて何かお気づきの点が

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。  

 それでは、事務局から事務連絡をお願いします。  

 

○岩浅健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 今年度の当審議会の開催につきましては、本日で最後ということになります。４月に

皆様のほうに委員をお願いしてございますけれども、委員任期３年間となっております。

例年ですと毎年１回程度ですけれども、この計画の進捗状況についてご確認をいただく

ことを行っております。平成３０年度、通常、年明け３１年の２月とか３月ごろにお願

いをしておりますけれども、また新しくつくりました計画の進捗状況についてご報告を

させていただいて、ご意見をいただく場を設けたいと思っております。日程につきまし

ては部会長と調整をさせていただきまして、また近くなりましたらお知らせをさせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あとは毎度のことでございます

けれども、お車でお越しの方はお声掛けをいただければと思います。  

 以上です。  

 

○武藤会長  

 以上でございます。任期３年ということでもう１年が終わってしまうのかと思う方も

いれば、まだ２年あるのかと思う方もあるかもしれませんが、ひとまず第１年度につい

ては円滑に皆さんのご協力で、我々の役目はおおむね果たすことができたと思いますの

で、ご協力感謝を申し上げます。  

 それでは、８時前に終わってしまっていいのかなという感じがしますが、平昌オリン

ピックの応援をしたい人がいるかもしれません。  

 それでは、これで終了させていただきます。ありがとうございました。  

――了――  


