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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１０回）  

 

開催日    平成３１年２月４日（月）１９：００～２０：４３  

 

開催場所   中野区役所９階  第１１～１２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、岡本  多喜子、網野  寛子、和気  純子、岩川  眞紀、  

    原沢  周且、髙松  登、長田  久雄、金沢  美代子、吉成  武男、  

    宮原  和道、藤田  温史、梁川  妙子、小笹  敏和、小林  裕子、      

欠席者  渡邉  仁、渡部  金雄、南  光保、梅原  悦子、村上  昌子  

 

２．事務局  

健康福祉部副参事（福祉推進担当）  長﨑  武史  

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）  平田  祐子  

地域包括ケア推進担当部長  藤井  多希子  

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 ) 滝瀬  裕之  

中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）  高橋  均  

北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  滝浪  亜未  

区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  辻本  将紀  

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 (子育て支援担当、子ども家庭支援センター  

所長 ) 古川  康司  

 

 

 

【議  事】  

○武藤部会長  

 それでは定刻を過ぎましたので、始めさせていただきます。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１０回を開催させていただきます。ご多忙の中、

お集まりいただきましてありがとうございました。久々にお顔を拝見する方もありまし

て、場合によって１年近くお会いしていなかった方もあるので、何か同窓会に出たよう

な、懐かしい思いがありますが、ただ一方では、区長さんが変わっておりまして、体制

も変わったと思いますので、後ほど事務局のご紹介をいただきますが、変わるべきもの

もあれば変えてはいけない大切なものもあるということだろうと思いますので、そのあ

たりを含めて本日の議題は、既にお手元に配付してございますけれども、５点ばかりの

審議事項、議論を予定しております。各委員には必ず１回はご発言いただくということ

で、ご協力をいただければと思いますので、自分が発言しやすいときに早目に手を挙げ

ていただいたほうが、お互いに幸せかと思います。それでは、資料をまず確認していた

だくこともありますので、後任委員がいらっしゃいますので、役職指定ということで中

野区の介護事業所連絡会推薦委員ということで、宮原委員が新規にご登場でありますの
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で、坂本委員から交代ということで、宮原委員にご挨拶を頂戴したいと思います。３０

分もしゃべらなくて、一言で結構です。  

 

○宮原委員  

 こんばんは。事業所連絡会から来ました宮原でございます。よろしくお願いします。

ケアマネ部会に所属していまして、ケアマネ部会のほうは１年ごとに任期交代とさせて

もらっているので、僕、３年前同じ委員だったので、会長をやっていまして、その後副

会長が２人続いて、それでまた会長に戻ってくると。また僕１年間ここにいて、また来

年は副会長に戻ると思うのですが、よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

 それでは、新事務局体制の紹介を、長﨑副参事からお願いします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、１年以上たちましたということで、今回部会開催によりまして、人事異動

がございました。今、お手元にケア部会の名簿という形で配付されているかと思います

が、名簿に従いまして、変更のありました担当の職員を申し上げたいと思います。  

 まず、地域包括ケア推進担当、藤井部長でございます。  

 

○藤井地域包括ケア推進担当部長  

 藤井です。１２月１日付で就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続きまして、地域包括ケア推進担当、滝瀬副参事でございます。  

 

○滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 滝瀬でございます。４月から着任してございます。よろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続きまして、介護保険担当、辻本副参事でございます。  

 

○辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 辻本でございます。よろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続きまして、中部すこやか福祉センター地域支援担当、高橋副参事でございます。  

 

○高橋中部すこやか福祉センター副参事（地域支援担当）  

 高橋でございます。１１月１５日付で着任いたしました。よろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 北部すこやか地域センター地域ケア担当、滝浪副参事でございます。  

 

○滝浪北部すこやか地域センター副参事（地域ケア担当）  

 ４月より北部すこやかにおります滝浪です。よろしくお願いいたします。  
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○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 子育て支援担当、古川副参事でございます。  

 

○古川子ども教育部教育委員会事務局副参事（子育て支援担当、子ども家庭支援センタ

ー所長）  

 古川でございます。以前は介護でお世話になっておりました。今度は子どものほうで

よろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 続きまして、文化・スポーツ担当、平田副参事でございます。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 平田でございます。８月に着任いたしました。よろしくお願いいたします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 最後に申しおくれました、私、福祉推進担当、１１月１５日で拝任いたしました長﨑

でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 座って失礼いたします。続きまして、本日の欠席委員の報告をさせていただきたいと

思います。名簿にあります、中野区医師会の渡邉委員、それから中野区民の健康づくり

を推進する会の渡部委員、それから特別養護老人ホーム浄風園の南委員、それから中野

地域包括支援センターの梅原委員、それから公募の村上昌子委員、５名が欠席だという

連絡が入ってございます。過半数を超えておりますので、開催に係る定数には達してい

るという状況でございます。  

 では、あわせまして、資料の確認もさせていただければと思います。資料につきまし

ては事前に送付をさせていただきました資料１から資料８までということで、特に本日

差しかえなどはございません。また、計画ですね、健康福祉の総合推進計画の冊子につ

きましてはご用意いただいているかと思っております。資料等不足、お忘れ等ございま

したらお声かけをいただければと思います。大丈夫でしょうか。  

 それでは、本日机上に配付いたしました資料の確認でございます。今、ご紹介いただ

きました部会の名簿のほか、資料といたしまして、「スポーツ・コンプライアンス・オフ

ィサー」というＡ３のＡ４判に折った資料が１枚。それから「運動器の健康をサポート

するフリーマガジン  Ｍｏｖｉｎｇ」という資料でございます。それからもう１枚、Ａ

４の１枚もので、「おかえり QR シールは様々な用途にご利用いただけます」といったこ

とで、机上には３つの資料が配付されているかと思います。あわせてご確認をいただけ

ればと思います。よろしいでしょうか。  

 以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。資料の過不足はないということでよろしいでしょうか。事

務局も大幅に変わって、担当も新しくなり、人も新しくなりということで、期待をして

おりますのでどうぞよろしくお願いいたします。  

 では、資料の１の説明のほうから参りますが、長﨑副参事、どうぞ。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、私のほうから「『中野区健康福祉総合推進計画２０１８』進捗状況一覧」と
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いうことで、Ａ３判の縦で２１ページまでという形の資料をご用意いただければと思い

ます。  

 これにつきましては、平成３０年１２月末時点におきます、この総合推進計画の進捗

状況といったものを一覧であらわしたものでございます。表の見方といたしましては、

計画の中で章ごとに、それぞれ課題ごと、それから施策ごとで並べてまとめてあります。

その中でさらに細かい取組につきましては、丸囲みで番号を振ってございます。それぞ

れの主な取組に対しまして、これまでの取組状況、またその右側には今後の予定という

ことで、主に次年度以降の予定を記載させていただきました。また、進捗状況の欄でご

ざいますけれども、二重丸、丸、三角、バツといった印を表記しておりますが、この表

示につきましては１ページ目の右上の記載のとおり、計画どおりに進んでいるかどうか、

はたまたこの印の中で丸だとか三角、バツ、これを振っている項目、取組に関しまして

は、変更、未実施、遅延等の理由といったことを記載しております。といったところで

幾つか丸、三角、バツといった数字もあるといったところで、ご確認いただければと思

います。  

 雑駁に２１ページまでありますけれども、この中で１７ページ以降の第４章「障害福

祉」の部分につきましては、過日、障害部会を開催させていただいておりまして、別に

報告をさせていただいているところでございます。中身につきましては、福祉推進のと

ころでは介護基盤の整備ですとか、そういったところがやはり整備的なものが、なかな

か進捗的には少し進んでいないかなといったところで、１２ページから１３ページあた

りについては三角が多いかなといった状況になっているところでございます。ほかは全

般にわたって、二重丸等もついているところではございますけれども、さまざまなご議

論をいただければと思っているところでございます。  

 簡単ではございますが、進捗状況の一覧については以上でございます。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございました。ただいま説明がありましたように、進捗状況については二

重丸、一重丸、三角、バツという４段階評価で、各担当部署が自己評価をしたと伺って

います。それで最後の第４章の障害福祉枠、この部会ではないところで議論されている

と伺っております。まず第１章が「地域福祉」、課題の１「本人の意思」云々とありまし

て、課題を書いてそれぞれの項目の進捗状況の評価表が出ております。５ページからが

第２章で、「健康医療」。この中にはスポーツも入っております。１０ページからは第３

章で「高齢福祉」と、３本立てと理解していただいて、それぞれどの章でも結構ですの

で、何か気になるところとか確認したい点がございましたら、ご自由にどうぞご発言く

ださい。  

 それでは、長﨑副参事のほうから、自慢できるとこを１つ２つ、反省すべきだろうと

思うところを１つ２つ、どうぞ。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 とりわけ介護の部分につきましては進捗的に進んでいるところも見受けられるのです

けれども、先ほど言いました基盤の整備ですね、１０ページ、それから１２ページ、１

３ページをあけていただければと思うのですが、これは後ほど資料でもご説明させてい

ただくところではありますけれども、こうした介護の基盤等については、必ず法整備的

なものが、計画しているものはあるのですけれども、その進捗といったところについて

が、まだもう１つエンジンがかかりきっていないかなといったところあります。こうい

ったところについては、区としても今後はさまざまな公有地をいろいろ活用した中で、

こうした介護基盤の整備などについてもあわせて整備ができるような取組もこれからは
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積極的に進めていかなければいけないかなと考えているところでございます。とりわけ、

こうした特養ホームの整備に加えまして、小規模多機能ですとか、看護の小規模多機能

ですとか、在宅での介護を支えるような施設をこれから整備するといったところについ

ても、積極的に区としてはやっていかなくてはいけないのかなと感じているところでご

ざいます。とりわけ、ほかついては二重丸が結構多いところもありますけれども、私の

セクションとすれば、そういったところをこれから積極的に進めなければいけないなと。

これからの課題として報告させていただければと思います。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございます。課題４の「在宅生活支援のための基盤整備」というところは

三角が目立つということで、今、ご説明いただいたような状況でありますが、何か各委

員からお気づきの点、確認したい点、質問したい点、コメントがございましたら、ご自

由にどうぞ。  

 

〇岡本委員  

 幾つかのところで、「公募をしても集まらない」という記述があったかと思います。「３

回やったけれども集まらない」とか、「結局１つ来たけどやめてしまった」とか、このあ

たりの状況について区としては何か対策を考えていらっしゃいますでしょうか。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 建設費の高騰等という形で理由も書いてありますけれども、やはり中野という立地の

中でも非常に土地等が高いというところもあるかと思います。また一方で介護人材の確

保についてもやはり事業所としてもなかなか集まりにくいという状況も聞いているとこ

ろでございます。建設費の高騰については、先ほども言いましたように、これから公共

施設を建てる段階において、併設にできないかだとか、可能性もいろいろ積極的につく

っていかなくてはいけないのかなとも感じている状況でございます。  

 

〇武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、和気委員。  

 

〇和気委員  

 済みません、２ページのバツの印がついている「福祉有償運送団体に対する活動支援」

のところ。バツというのは本当に少ないのですが、これはどういうことなのか、ちょっ

とご説明いただければと思います。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 この福祉有償輸送団体に対する活動支援ということで、唯一バツがついております。

これは障害ですとか、要介護者の移動に対して制約がある方の交通手段の確保というこ

とで、こうしたドアトゥドアでの輸送のサービスを提供していたといったところでござ

います。ＮＰＯ法人がこうした、１人で交通機関を利用することが難しい方を対象に行

ってはいたのですけれども、平成３０年の４月からこの活動支援についてはなかなか難

しいといったこともあって、事業は取りやめになってしまったという状況でございます。

こうした活動をやっていただけるＮＰＯがほかにもないのかどうか、そんなことについ

ては、区ホームページ等を活用して周知を図りながらというところで進めているところ

なのですけれども、こうした状況が平成３０年４月に変化があったといったところでバ

ツがついているところでございます。かわりには、この介護タクシーですとか、代替等
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によって継続されていると聞いておりますけれども、そんな理由でここはバツになった

という状況でございます。  

 

〇和気委員  

 ありがとうございます。運営が難しい、活動をやめた理由は、採算性が取れなかった

とか、そういうことなのですか。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 聞きますのは、やはり採算性の問題と、それからこうした移動を支援するということ

の中で運転手の確保ですとか、そんなところがなかなか難しいと、聞いているところで

ございます。  

 

〇武藤部会長  

 ほとんど改善の見込みがなさそうですね、今の話を聞いていると。ほかの地域でも人

と車の移送というのは大変大きな課題ではあるのですけれども。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

〇小笹委員  

 ８ページの一番上にあります、「スポーツボランティア制度の導入」というのが三角に

なっておりますね。２０２０年のオリンピック・パラリンピックについて、東京都の企

画等についていろいろ批判とか賛否両論がありましたけれども、この辺の三角がついて

いる事業といいますか、その辺を説明いただきたいのですが。  

 

〇平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 東京２０２０大会のボランティア募集は東京都のほうで現在行っている状況でして、

都市ボランティアと呼ぶのは、東京都の呼び方になっております。また、そちらのほう

の状況を見きわめながら、区としてのボランティア制度のスキームを検討していくとこ

ろでして、まだ完全に実施できていないところから三角となっているところでございま

す。  

 

〇小笹委員  

 確かに事業というところでそういうふうに見定めた上でボランティア制度のスキーム

を検討していきたいという気持ちもわかるのですけど、一方で主体性があまりないよう

な感じも受けるのですが、もう少し区としてこんなことをやっていきたいのだというよ

うなポジティブなお話というのはないのですかね。  

 

〇平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 いろいろご提案いただいている状況もございますが、行政としてどのようなボランテ

ィア制度を導入していくといいのかというところが、まだ定め切れていないところでご

ざいます。  

 

〇小笹委員  

 では、いずれにしましても区民の意見を参考にされて、前向きな方向で検討をお願い

いたします。  

 

〇武藤部会長  
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 今の回答も、この文章も「アクティブにやるぞ」という、強い意志とか、やる気とか、

スポーツへの思いとかがあまり熱く感じられないのですが、来年は東京でオリンピック

やパラリンピックがあるというふうには、あまり雰囲気はないなと思いますが、日本財

団グループの中に笹川スポーツ財団というものがあります。そこにスポーツボランティ

アのプロフェッショナル指導者がたくさんおります。そこのメンバーと一度知恵を集め

て聞いてみたり、この中野区でやるに当たってはどういうところがいいだろう、どうい

う方法があるだろうかという相談は、ほかの地方からは虎ノ門にあるオフィスですが、

そこに行っているのですね。そういうところにはご相談されていないですよね、今の話

ぶりですと。必要であればご紹介いたしますので、どうぞ。  

 

〇小笹委員  

 済みません、今の話の続きで、港区のほうではスポーツボランティアの養成の講座を、

６回ぐらいに分けて、２期ぐらいでたしかやっていたと思うのですけれど、そういった

ものも１回、いきなりボランティアを集めるというのはなかなか難しいと思うので、何

かそういう養成講習みたいなことをやられるといいのではないかなというのは１つ意見

でございます。  

 もう１点ですけど、先ほどの８ページの④の「健康づくり事業協力者登録制度」とい

うところに、「健康づくりパートナーとしての登録」というのもあったと思いますので、

そういう方々もうまく連携されたらいいのではないかなというのが意見と、それから「健

康づくりパートナーが活動する機会の拡大を図る」というところについては、どのよう

なお考えがあるのかをお聞かせいただければと思います。  

 

〇只野健康福祉部副参事（健康推進担当）  

 健康推進担当の只野と申します。健康づくり事業者登録制度でございますが、健康づ

くりパートナーさんには、区が実施している健康づくりフェスタや南部健康まつりとい

った、そういった健康事業にボランティアとして参加していただいているところでござ

います。また区報やホームページ等でも周知をしておりますが、生涯学習大学の卒業生

の方々にも働きかけをしておりまして、こういった健康づくりボランティアとして、パ

ートナーとして協力していただくことの周知啓発を図っているところでございます。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。網野委員、どうぞ。  

 

〇網野委員  

 １２ページの課題４の「在宅生活支援のため」の１番上にあります、「①一人暮らし高

齢者等への支援」ということで、アウトリーチチームのことが書いてあるのですけど、

これはたしか、今年度、３０年度から新しく発足した事業だったような気がするのです

けれども、具体的にこのアウトリーチチームによってひとり暮らしの人たちを、ただ単

に支えるだけではなくて、どういうことに問題があるかというようなことを調べる、あ

るいはニーズを把握するためにこれが発足したと私は理解しておりますけれども、具体

的にこのアウトリーチチームというのは本年度どのくらいの活動をしたのか、実績でも

教えていただければありがたいなと思うのですが。わからなければ結構です。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )  

 アウトリーチチームでございますが、区内に各１５の区民活動センターというものが

ございまして、そこに４人ずつこのチームを配置してございます。具体的には潜在的要
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支援者の発見等々の活動をさせていただいてございます。実績については少々お待ちく

ださい。  

 

〇武藤部会長  

 このアウトリーチのことについては、この会議体で随分議論をして、深い意見交換を

したので、皆様よく覚えているのだと思います。そこまでプレッシャーをかけると、余

計に何か発言しにくいかもしれません。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )  

 済みません、ちょっと手元に数がないので、調べてきます。確認します。  

 

〇武藤部会長  

 調べておいていただいて、後ほどお願いします。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )  

 ありました。申しわけございません。議会に報告した数でございます。活動実績でご

ざいます。対象者数が２９年度でございますが、１４７名の方でございます。相談内容

にすると、健康医療の問題、ご家族の問題、住居の問題等々でございます。どのような

対応をしたかということでございますが、医療機関を紹介するであるとか、地域包括支

援センターにご案内するでございますとか、それから引き続きアウトリーチチームの見

守りという内容でございます。対応の結果として、この１４７件で、いろいろな機会に

つないだということで相談の終了ということで７９件ございます。それから経過観察と

いうことで３２件。それ以外の対応の継続中ということで３６件ということで、昨年度

は１４７件の実績、内訳ということでございます。  

 以上でございます。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございました。吉成委員、どうぞ。  

 

〇吉成委員  

 中野区長連合会の吉成です。私たちは区のほうから、高齢者のひとり暮らし、あるい

は障害者の皆さんの名簿をいただいて、見守り活動をしているわけですけど、その中で

私たちがなかなか把握できない、また避難するのが大変だという方を把握することがで

きているのですけれども、できない人もいるのですね。そこは今まで地域包括支援セン

ターにお願いしていたのですけれども、このアウトリーチチームというのができたもの

ですから、幅広くなりまして、そこへお願いすると、今、私の多田町会ではやっている

のですね。アウトリーチチームにして、区民活動センターなどに行って話がすぐに通じ

るもので、近くにあって通じるものですから、行きやすいのですね。その人たちにその

後、必ず報告してくださいということは言って、平成３０年の４月に回って、３件お願

いしました。私の町会では。それはちゃんとその後、このような経過ですという報告を

受けています。その前は２件ですかね。やはり近くで普段出入りしている場所の人たち

が多いものですから。あるいは、児童館の館長さん、近くにいる人で常に話しやすいと

いうところがいいのかなと私は感じますね。  

 以上、実際にやっている中の報告です。  

 

〇武藤部会長  
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 よくわかるお話をいただきました、ありがとうございました。２８年度から２９年度

にかけて仕組みが変わって、そのような形で実感を伴うよいことがあったというお話だ

ったと思います。ありがとうございました。  

 では、資料の２のほうに移らせていただきます。辻本副参事、滝瀬副参事から２と２

－１の資料についてご説明いただいて、その後、意見を頂戴します。  

 

〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 「中野区介護保険の運営状況（平成２９年度）」につきまして、資料に基づきご報告を

させていただきます。例年１０月ごろに前年度の運営状況につきまして、区のホームペ

ージ等を通じまして、区民の皆様にご報告をさせていただいているものでございます。  

 それでは、早速でございますが、１ページをお開きいただきたいと存じます。まず「中

野区の人口構成」ということでございます。表１「中野区の人口構成の推移」というこ

とで記載をしてございます。上段が全国、下段が中野区の各年の４月１日現在の人口と

いうことでございます。表の右端、平成３０年４月現在の中野区の高齢者人口でござい

ますけれども、６万７，８４７人ということでございます。構成比は２０．５％。前年

度と比べますと、０．１ポイントの減ということでございます。  

次に、２ページをお開きいただきたいと存じます。上の表２でございます。「第１号被

保険者数の推移」でございます。各年の３月末の第１号被保険者数でございますけれど

も、平成３０年３月末の人数におきましては、６万８，５８１人ということでございま

す。こちらにつきましては、特別養護老人ホームなど、中野区から他の区市町村に所在

する施設等に入居された方につきましては、住所地特例という扱いになりまして、中野

区の第１号被保険者ということになります。先ほど１ページのほうで報告しました高齢

者の人数とは一致しない点もございますけれども、第１号被保険者ということでご理解

をお願いしたいと存じます。  

次に飛びまして、７ページをお開きいただきたいと存じます。下の表１０「第１号被

保険者の認定率の推移」、表の１番右側、平成３０年３月末の数字でございますが、要支

援１から要介護５までの認定者数につきましては、１万２，９４６人ということで、前

年度比０．７％の減。また認定率につきましても０．２ポイント下がっている状況でご

ざいます。  

続きまして、１１ページでございます。介護サービスの利用の内容というところでご

ざいます。上の表１９「介護サービス利用者数・利用率の推移」でございます。こちら

は平成２６年から３０年までの３月末現在の数字の推移でございます。表の右端、３０

年３月末の認定者数が１万３，１６２人。このうちサービスを利用している方の数でご

ざいますが、１万１，１９９人となってございます。利用者数につきましては前年度比

０．２ポイントの増でございます。居宅サービスの利用者につきましては、０．７ポイ

ントの増の一方で、施設サービスにつきましては０．５ポイント減少しているといった

状況でございます。こちらにつきましては、恐れ入りますが１６ページの「グラフ３１」

というものがございますけれども、介護療養型につきましては微増でございますけれど

も、老人保健施設、特養施設につきましては若干減ってきているといった状況がござい

ます。  

次に隣の１７ページでございますが、グラフ３２ということで、「介護保険施設の施設

別・介護度別の入所状況」でございます。こちらにつきましては、介護度ごとの内訳と

いうことで、グラフにしているものでございます。お読み取りをいただければと存じま

す。  

次に１９ページでございます。グラフの３４は「要介護度別の居宅サービス利用割合」

になっています。こちらにつきましても介護度ごとの内訳をあらわしてございますので、
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後ほどお読み取りをいただければと存じます。  

次に、飛びまして２５ページをお開きください。表の４１は「給付費の状況」でござ

います。表の右下、平成２９年度の介護給付費合計につきましては、１８７億１，７２

８万円余りとなってございます。前年度比２．２％の減ということでございまして、こ

の主な要因でござますけれども、介護予防・訪問介護・通所介護が総合事業に移行した

ことによるものと考えているところでございます。  

続きまして、２８ページをお開きいただきたいと存じます。「地域支援事業」というこ

とで、「介護予防・生活支援サービス事業」から、３０ページの（２）「一般介護予防事

業」が総合事業の内容ということで記載をしているものでございます。区として、記載

のとおりさまざま取り組んでございまして、介護予防・生活支援に努めているところで

ございます。  

続きまして、３２ページでございます。（３）「包括的支援事業」ということで、地域

包括支援センター、地域ケア会議、在宅医療・介護連携推進等の取組につきまして記載

しているものでございます。後ほどご確認をいただければと存じます。  

飛びまして、３６ページの下のほうには（４）「任意医療」ということで記載をしてご

ざいます。①では「高齢者成年後見制度利用支援」、以下３９ページまで各事業の実績を

載せたところでございます。後ほどご確認いただければと存じます。  

飛びまして、４７ページをお開きいただきたいと存じます。表の５３でございますが、

「第１号被保険者保険料収納状況」ということでございます。中段の「収入額の推移」

の右端をご覧いただきますと、平成２９年度の介護保険料収入額、４８億７，６２３万

円余ということでございますけれども、収納率は９５．５％となっております。  

続きまして、次の４８ページをお開きいただきたいと存じます。介護サービス事業所

でございますが、表に記載のとおり、平成３０年３月末現在、区内介護サービス事業所

につきましては、居宅サービスが３２０、また地域密着型サービスが９３、施設サービ

スが１２施設となってございます。  

続きまして、５３ページをお開きいただきたいと存じます。「介護保険の円滑な利用の

ための各種施策」ということで記載をしております。「利用者負担の軽減」など、記載の

とおりさまざまな取組を行っているところでございます。後ほどご確認いただければと

存じます。  

続きまして、５９ページでございます。（３）「事業者支援等」ということでございま

す。記載のとおり、介護保険事業者の皆様に対しまして、介護従事者の定着支援、ある

いは職種、職層に応じました研修等を実施しているところでございます。後ほどご確認

いただければと存じます。  

最後に６５ページをお開きいただきたいと存じます。「介護保険制度の広報活動」とい

うことでございます。冒頭申し上げましたとおり、区のホームページ、あるいは個別広

報等によりまして、介護保険料、あるいは認定・申請の方法、サービスの利用方法につ

きまして、わかりやすい広報周知に努めているところでございます。また、６６ページ

でございますけれども、「『介護の日』の啓発事業」にも取り組んでいるところでござい

まして、中野区介護サービス事業所連絡会の皆様との共催によりまして、相談コーナー、

福祉用具展示など、啓発活動を実施しているところでございます。  

雑駁ではございますが、私からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。  

 

〇武藤部会長  

 続いて、滝瀬副参事。  
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〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当）  

 続きまして、資料２－１をご覧いただけますでしょうか。「なかの元気アップ体操ひろ

ば」ということで、チラシのコピーになります。こちらも、先ほどちょっと辻本のほう

がご案内いたしました介護予防日常生活支援総合事業、いわゆる総合事業でございます

が、そのメニューのご紹介ということで、こちらにつきましては今年度から事業を行わ

せていただいてございます。ご覧いただくとおりでございますが、６５歳以上の区民の

方を対象に週１回ということで、こちらのほうは気軽にご参加いただける場ということ

で参加費無料でお申し込みも無料というものを、区内の６つの施設で展開させていただ

いている事業でございます。なお、こちらに記載はございませんが、４月からこの１０

月までで約１，８００名の方にご参加いただいてございます。なお、男女比につきまし

ては、おおむね男性の方が１５％、女性の方が８５％になってございます。最高齢の方

は９４歳の女性ということでございます。  

 私のほうからは以上でございます。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございました。介護保険関連の資料説明、報告でございますが、何か確認

したい点、質問、コメント。どうぞ、宮原委員。  

 

〇宮原委員  

 事業所連絡会ですので、質問させてください。８ページの要介護認定率ですね。全国、

東京都、中野区と認定率があるのですけれども、全国と東京都、どちらと比べても中野

区は要介護認定率が低い。それで要支援認定率が高い、この理由を教えてもらいたい。

仕事していても、中野区、要支援認定が高いなと思っているので、なぜなのか教えても

らいたいところと、３９ページの「中野区認定ヘルパー養成研修」の３０年度の受講者

数と、修了者数と、雇用者数を教えてもらいたいのと、今後国が進めている生活援助ヘ

ルパーとの兼ね合いですね、この辺も教えてください。  

 

〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 まず要支援、あるいは要介護の認定率の数字でございますけれども、結果といたしま

して全国平均、あるいは東京都平均に比べますと、要支援については若干高くなってい

る。また要介護、特に１、２につきまして、全国、東京都と比べても若干低いというこ

とでございます。  

要因として、決定的なものを申し上げるのは難しいところではございますが、やはり

要支援１、あるいは要支援２の段階から要支援・要介護認定を受けようとする区民の方、

あるいは介護予防ということに関心の高い区民の方が多いものと感じているところでご

ざいます。これは、区民の方が、そういった主体的意思をお持ちということなのですけ

れども、私どもとしましても介護予防等についてはかなり力を入れているところでござ

いますので、そういったことも１つの要因になっているものと思っております。  

 要介護１、２が若干低いということなのですけれども、これは科学的、客観的な資料、

データに基づきまして介護認定審査会において決定をしているということでございまし

て、これはあくまでも、厳格に審査を行った結果であると認識しているところでござい

ます。これについては、国からも当区の認定審査会の状況をご覧いただき確認していた

だいたこともございまして、そのときにおいても、審査のあり方については妥当である

ということで、確認を受けているところでございます。  

 ２点目でございますが、今、確認しておりますので、少しお待ちください。  
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〇武藤部会長  

 では、認定ヘルパーの件は後ほどいただくとして。どうぞ。  

 

〇岡本委員  

 今のご質問に関係しているのですが、総合支援事業のほうに移っていることはないで

しょうか。要するに介護認定を受けなくても、総合支援事業のほうに行かれますよね。

そうすると要支援１、２の方たちというのは、あえて要介護認定を受けないで、総合支

援事業のほうに移っているという傾向はないのでしょうか。  

 

〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 そういった傾向もあると思っております。また、今後はこういった傾向がかなり結果

として、数字として出てくるのかなとも思っています。  

 

〇岡本委員  

 だとすると、ご説明の中にもあったのですけれども、例えば、要介護認定の割合が減

るというお話があるのですが、やはり区のやっている総合支援事業との関係で、トータ

ルとしてどうなのかという点をまとめていただけると、区全体の要介護の人、要支援の

人の状況がわかるかなと思いました。  

 

〇武藤部会長  

 数字がひとり歩きするようなことはないほうがいいと思うので、グラフだけから、あ

まりに過剰な説明を求めたり、したりすると、真実の姿と違ってしまうことがあるとい

うのは、どの分野、領域でもあろうかと思うのですけれども、ただ参考値としてこうい

う傾向があるということを見た上で、要支援への対応、要介護の重度化を防ぐような対

応に活用するという姿勢が重要なのだろうと考えました。  

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、長田委員。  

 

〇長田委員  

 この資料２の３２ページになりますかね、包括的支援事業の項目の中で、①で地域包

括支援センターについての実績等お示しをいただいているのですが、聞くところによる

と区では基幹型の包括支援センターの設立をお考えだと聞いたところなのですけれども、

その狙いと、それから運営方法というのですかね、執行体制、どういうふうにお考えか、

差し支えない範囲で教えていただければと思います。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )   

 今、区といたしましては、こちらの基幹型包括支援センターという名称のものではな

くて、基幹型の包括支援機能を区の中で整備したいと考えてございます。簡単に言うと、

中野区では８つの地域包括支援センター、民間事業者に委託をしてございますけれども、

それをバックアップ、後方支援するような機能を、そこは区が担うという形で考えてご

ざいまして、今のところそれにつきましてはセンターという名称で、例えば特定地域を

持つであるとか、そのようなことは考えていないという状況でございます。現在、来年

度に向けての組織改正等でそういった機能の配置について検討してございますので、現

時点ではそのような検討状況であるということでご理解いただければと思います。  

 

〇武藤部会長  

 ありがとうございました。大丈夫ですか。それではどうぞ。  
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〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 先ほどの宮原委員の２点目のご質問についてでございます。３０年度の実績なのです

けれども、研修を２回行いまして、修了者の方は３２名でございます。また、何名就労

に結びついたのかというご質問ですが、現在調査中ということでございます。わかり次

第、またご報告させていただければと思います。  

 今後どうするのかというご質問でございましたが、来年度予算はこれから公表という

ことなのですけれども、私どもとしましては、介護従事者の裾野を広げるという意味か

らも認定ヘルパー養成研修というものは、しっかりと進めていきたい、継続していく必

要があるものと考えているところでございます。  

 

〇武藤部会長  

 よろしいですか。  

 

〇宮原委員  

 生活援助ヘルパーとの兼ね合いはどうするのですか。違いとか。  

 

〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 生活援助型のヘルパーは、国が新たに打ち出したところでございます。これも来年度

予算にかかわるところなのですけれども、区としましては、この制度は全国共通の資格

ということで必要性も高いと認識してございまして、何らか助成をしていきたいと考え

ているところでございます。あわせて、この中野区認定ヘルパーは、中野区独自の制度

でございますので、これも並行して行っていきたいと考えております。  

 

〇武藤部会長  

 この点も会議体で随分意見交換、情報交換、経験交換がありましたので、ぜひよい制

度として発展していただければと思います。  

 よろしいでしょうか、ほかに。それでは２－１の参考事例の「体操ひろば」の件は、

どなたかいらっしゃいますか。どうぞ、岩川委員。  

 

〇岩川委員  

 中野区歌にあわせて行うというのは、中野区の歌はどんな歌なのですか。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )   

 中野区歌でございますが、２６年度に中野区歌というものを新たに区が制定をいたし

ました。  

 

〇岩川委員  

 平成２６年。何か変わったのかなと。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )   

 宇崎竜童さんのご夫妻が作詞作曲されている内容なのですが。それが新しい区歌にな

ったのですけれども、それにあわせて体操を、区歌にあわせて体操というものを区のほ

うでつくりまして、それを「元気アップ体操」と呼んでいる体操でございます。ＤＶＤ

になったりしているのですけれども、その体操をこの「体操ひろば」ではやっていただ

くという中身にしておりまして、そのほかにご参加いただいた方の状況にあわせまして、
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座っていただいてやるような座位での体操とか、その辺を組み合わせて、この運動、「体

操ひろば」を展開している状況でございます。  

 

〇岩川委員  

 区歌を変えた理由というのはあるのですか。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )   

何と言えばいいのですかね。当時、酒井区長が広報担当副参事をやっていたときに変え

たのですけれども。  

 

〇武藤部会長  

 正解がないようですので。  

 

〇岩川委員  

 そんなに深く追求する必要はないのですが、ただ中野区の出身だったのもので、小中

あたりで結構歌ったので、なので「あの古い区歌がなくなってしまったのか」と思って。

ただ、ちょっと時代が違ったかもしれませんね、昔の、あの前の歌は。  

 

〇滝瀬地域支えあい推進室副参事（地域包括ケア推進担当 )   

 前の区歌を歌える人は自分しかいないと、前の区長はおっしゃっていた、というとこ

ろは耳にしましたけれども。  

 

〇梁川委員  

 前の区歌というのは、何十年も歌われていなかったのです。やはり区歌は大事ではな

いかと、議会でそういうご質問があって、では、この際新しい区歌に変えようというこ

とで宇崎竜童さんと阿木燿子さんにお願いして、大変アップテンポで、しょっちゅう流

されていますし、私たちもそらで歌えるぐらいになっているのですね。中野区役所にお

電話すると、それが区から流れますから。なかなかアップテンポでとても歌いやすいし、

小学校でも中学校でも子どもたちにも今、歌われて、区歌を大事しようということで、

今までの区歌は聞いたことも歌ったこともないという人たちがほとんどだったもので、

では、この際新たなものにという流れができた次第です。  

 

〇岩川委員  

 ただ、小学校のころに６年も歌うとしみついていたので。ただ、あれは時代で古いか

なと。  

 

〇武藤部会長  

 第１区歌とか第２区歌と位置づけて、皆さんで歴史的に語るというのもあるかもしれ

ない。ラジオ体操も第１、第２、第３とありますから、そういう手もあります。区歌を

消滅させる必要はないですね。かつてあったものを。歌論争はそのぐらいで。  

 次、ほかに何かありましたら。どうぞ。  

 

〇岡本委員  

 ちょっと変なお話になってしまうかもしれないのですが、資料２の５１ページのほう

に、「国有地（江古田四丁目）」ということで、特別養護老人ホーム江古田園を、平成３

２年４月開設予定ということであるのですが、こちらの法人さん、多分今年から老健を
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大々的にやりまして、開設することになっているのですね。東京の法人として、立川方

面にある法人さんなので、なかなか有力者が理事長をやっていらっしゃるので、経済的

にも豊かなのかもしれないですけれども、立て続けに老健と特養ということになります

と、人を集められるのかというのがちょっと不安になりまして、１００人でショート、

グループホーム、都市型特養云々かんぬんという形になっていて、このあたり、少し区

のほうで注意して見ていただきたいなと思います。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）   

 この江古田四丁目の国有地を活用した特養等の整備ということで、先般も住民の説明

会なども事業者も決まりましたというところで行ってまいりました。事業者については、

今、委員がおっしゃられたとおり、事業的にはいろいろ付随もあるということを聞いて

おりますので、できる施設も学校の隣地というところもありますので、施設の規模も非

常に大きいというところもあります。これから建設に入っていくところではございます

けれども、しっかり区のほうとしても事業者の運営状況ですとか、それからスケジュー

ルですとか、そんなことについてはしっかりと話していきたいと、そんなふうには考え

ています。  

 

〇岡本委員  

 よろしくお願いします。  

 

〇武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

 では、次に参ります。資料の３に基づきまして、辻本副参事からご説明いただきます。  

 

〇辻本区民サービス管理部副参事（介護保険担当）  

 「平成３０年度上半期介護サービス・介護予防サービス給付実績の概要について」と

いうことで、資料に基づきご報告いたします。  

 まず今年度上半期の介護給付費の執行状況ということでございます。表の右下、太線

で囲んでおりますところをご覧いただきますと、年間計画値４９．１％ということでご

ざいます。また、対前年度同期増減比率につきましては、２％の増となってございます。

この主な要因でございますけれども、まず１点目は、現役並み所得の方の自己負担割合

がこの４月から３割に増えた。さらに２点目といたしまして、後期高齢者数につきまし

て、全国平均に比べて、中野区につきましてはそれほどの伸びていないといったことも

影響しているものと考えてございます。  

 次に、サービスごとの年間計画値、前年同期の実績値との比較についてでございます。

主な内容でございますけれども、Ⅱ、「介護予防サービス」の（１）「予防居宅サービス」

につきまして、前年同期と比べ、０．５％、また、（４）の「介護予防支援」が同じく３．

１％減ということでございます。この主な要因でございますけれども、１つ目は、昨年

度から総合事業が開始したことに伴いまして、介護予防、ケアマネジメント費が地域支

援事業に移行したところでございます。ただ、移行前の平成２９年３月利用分につきま

しては、平成２９年度の実績に含まれていたということがございました。これが１つの

要因であると考えてございます。２つ目でございますが、総合事業の利用に当たりまし

て、要支援認定を受けずにサービス事業対象者になることができるということがござい

まして、要支援、介護予防支援の伸びが下がったということが考えられるということで

ございます。なお、計画値の比較につきまして、大きな差はないと見ておりますけれど

も、金額の規模が小さい、例えば住宅改修などにつきまして、若干差が見られるという
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ところでございます。全体的には順調に推移しているのかなと事務局では考えていると

ころでございます。  

 雑駁でございますが、報告は以上でございます。  

 

〇武藤部会長  

 ただいまの資料３の説明、報告ですが、何かご発言ございますでしょうか。単純に１

年目に換算すると９８％ぐらいということですから、ほぼ計画に沿った数値が示されて

おりますが、よろしいでしょうか。  

 ありがとうございました。それでは資料４の説明に移ります。長﨑副参事からお願い

します。  

 

〇長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 それでは、資料４につきまして、「中野区介護保険サービス等の基盤整備状況」でござ

います。まず１の「施設サービス」でございます。表の見方でございますが、特別養護

老人ホームの欄、ご覧をいただきますと、６期末の整備数、現在までに１０の特別養護

老人ホームがございまして、定員が７４８名という状況です。第７期の整備目標といた

しましては、新たに１カ所、１００名の施設をつくろうという計画でございますけれど

も、２０１８年の１２月末現在ではまだ整備が完了していないという状況でございます。

しかしながら、備考欄にも記載のとおり、今後の開設予定といたしましては、仮称ハー

トテラス中野弥生町が２０１９年６月。それから、先ほど議論にもありました、江古田

園が２０２０年４月に開設を予定しているところでございます。この特養の下の段にな

ります、介護老人保健施設ですとか、短期入所生活介護ともども増えていくと、こんな

予定になっているところでございます。  

 ７期に入りまして開設をいたしましたのは、一番下の段にあります、特定施設入居者

生活介護でございます。ニチイホーム江古田の杜が２０１８年１０月にオープンいたし

ました。また今後も鷺ノ宮等で２０１９年８月に開設を予定しているところでございま

す。  

 次に、この外に移りまして、特別養護老人ホームの状況でございます。中野区の待機

者数につきましては、全体で５６１名となっておりますけれども、このうち要介護区分

３以上のものは４４０人ということで、昨年１０月末の数字になっているところでござ

います。整備率につきましては、整備が進んでいる都内の市町村におきましては、青梅

市、あきる野市等が５％を超えているという状況でございます。整備率が１．５％以上

の特別区につきましても、葛飾、足立、港、千代田ということで、土地が比較的使いや

すい区、もしくは高齢者の人口の少ない区なのかなといったところで見ているところで

ございます。また中野区が、区単独で建設補助をいたしました区外協力施設ということ

で、日の出町、それから八王子市等にございまして、現在１０２名の中野区の方がこう

した施設に入っているという状況でございます。  

 ２ページに移りまして、２の「地域密着型サービス」でございます。こちらにつきま

しては、中野区民の方限定で入っていただく施設ということでございますが、こちらに

つきましては、地域密着ということで南部、中部、北部、鷺宮という、いわゆるエリア

別に目標値を設定しております。７期の事業計画におきましては、その目標が達成・整

備が進んでおりますが、グループホームにつきましては今後も北部圏域に２カ所計画が

進んでいるといった状況でございます。それから（２）の小規模多機能居宅介護でござ

いますけれども、こちらにつきましても北部地域に１つ計画が進んでいるところでござ

います。これはグループホームとの併設の施設という形になります。  

 ３ページにお移りいただきまして、（５）でございます。「定期巡回・随時対応型訪問
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介護看護」といったところでございますが、北部、南部圏域で１カ所ずつ現在計画が進

んでいる状況でございます。また、３の「高齢者の住まい」に関しましては、「都市型軽

費老人ホーム」これにつきましては１カ所の計画が進んでいるほか、「サービス付き高齢

者向け住宅」につきましては、２０１８年１０月に江古田に１２１戸開設をしていると

いう状況でございます。  

簡単ではございますが、報告は以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 先ほど冒頭のほうで基盤整備の云々という説明がありまして、もう少し頑張らねばと

いうことでありましたが、この数字、ただいまのご報告、説明を伺って何か発言はござ

いますでしょうか。  

 

○原沢委員  

 短期入所療養介護なのですけれども、この計画については全く白紙みたいな感じにな

っているのでしょうか。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 今も進めています、短期入所の療養介護でございます。現在１施設にて利用して実施

という形で、武蔵野療園病院でございますけれども、今後については、計画についての

見込みについては今のところないと、そんな状況でございます。  

 

○武藤部会長  

 ほかにいかがでしょうか。介護医療院については、これは全国的にもなかなか難しい

課題なのですけれども、中野区の状況と東京都内の状況、全国の状況を含めて、今後こ

のことをどう捉えていったらいいかについてご説明いただけますか。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）  

 介護療養型医療施設ということで、これ介護保険法によります施設サービスの１つで

ございますけれども、要介護のうち長期の療養を必要とする要介護者ですとか、それか

ら医学的な管理のもとに介護やその世話ですとか、機能訓練、そうしたものを行うこと

を目的とする施設ということで、この武蔵野療園病院さんに整備がされていたところで

すけれども、これを介護医療院に移行せよという形でもって、今ある介護療養型医療施

設については平成２９年末までとなっていましたけれども、これは経過措置が６年間延

長されたということで、その間にこの介護医療院という形で転換するといった形で国の

指針が示されているところです。それに伴いまして、この武蔵野療園病院さんについて

も７期の整備目標として、この介護医療院に移行するといったことですけれども、転換

の時期については今のところ未定ということでありますが、その６年間延長というとこ

ろで今後この辺の部分についても移行ということで注視していかなければいけないな、

そんなふうに考えているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 重要な施設になる可能性、期待が大きい施設、実際上は計画を実施して完成させるの

は非常に難しい問題があるのだろうと思うのですね。平成３６年３月までの６年間、経

過措置期間を延長するということでしたけど、医学管理とみとりと生活、そのあたり全

部総合するので、区民の立場からすると非常に期待できるのですが、実際にこれを施設

計画と管理・運用するとなると、さまざまな課題があることも事実だと思いますので、
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６年の延長はやむを得ないかなと伺っていますが、何かこの件でご発言ございますか。  

 よろしいでしょうか。それでは、資料５に参ります。平田副参事から。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 それでは資料５につきましてご説明させていただきます。  

 まず、資料５につきましてはスポーツ基本法の抜粋をさせていただいております。こ

ちらは、下線の部分ですね、ご覧いただきたいと思います。「スポーツ団体に対し補助金

を交付しようとする場合」に、「審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなければな

らない」と定められております。したがいまして、本日こちらの審議会に審議をお願い

するところでございます。  

同じく資料５のほうには、中野区の社会体育事業補助金交付要綱をつけてございます。

その中の第２条（２）、体育大会等に対しまして、こちらにつきましては用語の意味を定

めているところでございます。続きまして、第３条「補助金の交付対象者」でございま

すが、こちらは「中野区体育協会及び社会体育団体とする」と定めてございます。１枚

おめくりいただきまして、第５条「補助対象経費」でございます。こちらに（１）から

（７）までございますが、こちらの経費につきまして、中野区として各団体に補助を行

うことを定めているところでございます。  

恐れ入ります、資料５、資料６、資料７につきまして、あわせてご説明をさせていた

だきたいと考えております。今、ご説明いたしました交付要綱に基づきまして、恐れ入

ります、資料６をご覧ください。資料６につきましては、３０年度予算に対しまして、

３１年度の予定額をお示ししたものでございます。この中で３０年度、３１年度の変更

のあるものについてご説明いたします。まずちょっと番号が振っていなくて恐縮なので

すが、真ん中より下３分の１ぐらいに、「小学生カヌー教室」がございます。こちらにつ

きましては、教室の休止ということで申請がないものでございます。また、そのさらに

下のほうでマイナス３万８，０００円が出ております、「区民スポーツフェスティバル」

でございますが、こちらにつきましては会場の使用料が実際に３万８，０００円落ちた

ということで、実績による数字になっております。また体育協会の一番下、「創立７０周

年記念誌」というものが１００万円皆減になっておりますが、これは３０年度は７０周

年だったということでの補助になっておりますので、３１年度はございません。あと、

中野区少年野球連盟で「４５周年記念大会」ということで、４万円増額になっておりま

すが、こちらにつきましてはトロフィーを新調するということで補助金の増額となって

おります。  

恐れ入ります、資料７をご覧ください。資料７につきましては、平成２９年度補助金

を執行しました各種区民スポーツ事業の実施結果になっております。一番上から、実施

時期の早いもの順に並んでおりまして、春季軟式野球大会が３月に始まって、８月まで

行われております。右につきましては会場、それから参加者数、参加チーム等が記載し

ております。最後が平成３０年３月１１日ということで、バドミントンの混合大会で終

了ということになっております。あと、陸上競技大会からトライアスロンまでは、それ

ぞれ休止ということになっております。  

資料５から７までのご説明につきましては以上でございます。  

 

○武藤部会長  

 これで出されております社会体育事業補助に関する交付要綱に基づく、こちらの会議

体で意見聴取という手続でございます。何かお気づきの点はございますでしょうか。  

 この資料の６とか７の順番が実施順と伺っていたのですけれども、夏が上に来て、春

が中間にあって、間に秋があるみたいな、実施順には思えないのですが、この順番は何
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の順番ですか。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 済みません。これ平成という年が入っていないのでわかりにくいのですが、平成２９

年の３月に始まりまして、平成３０年の３月まで時期を追って記載してございます。そ

れで、開始時期が早い順になっております。  

 

○武藤部会長  

 平成３０年度の実施した順番ですか。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 恐れ入ります、資料７につきましては日付順ということになっておりまして。  

 

○武藤部会長  

 こちらは日付順で、資料６は。資料７にあわせている、あわせていないな。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

資料７につきましては、資料８がまだご説明していなかったのですが、資料８に加盟

団体の一覧がございます。その順番になっているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 そうすると、この表のつくり方、もう少し工夫していただいたほうがわかりやすいか

もしれませんね。補助対象を、中野区体育協会の加盟順というのは、軟式野球連盟から

ゴルフ連盟まであると、それに基づくものであって、資料７は実施時期順という理解で

よろしいですね。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 はい。  

 

○武藤部会長  

 何かこれに関連していかがでしょうか。  

 

○岡本委員  

 前のときも伺ったような気もするのですが、休止という部分がございますね、未開催

もあるのですけれども、インデアカ大会、スケート教室、綱引大会、トライアスロン、

これらはずっと、１回項目が挙がるとずっと休止という形で挙がってくるのか、削除さ

れるのかというのはどうなのでしょうか。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 体育協会として脱退していないので、ずっと休止という形で挙がってきております。  

 

○武藤部会長  

 資料８の１から３５にあるような、連盟の競技団体、競技協会。そこの組織があると

いうので、ゼロはゼロとして示しているという趣旨ですね。  

 それで以前にも申し上げたのですが、区としてのスポーツ政策の立案があって、どう

いうところを強化したり、充実したりしていこうと、そうしたスポーツ政策に基づいて
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事業予算と事業計画を立てて、それで半年近く議論をした上で、この時期の補助金の配

分の仕方を総論に基づいて各論を始末するというのが適切なスポーツ行政と理解してい

るのですが、これは下手をすると、体育協会が出してきた、「毎年出しているから頂戴よ」

とならざるを得ない面がありまして、減額すると副参事がかわると何かいじわるされて

しまったみたいに言われかねないので、立案すべきスポーツ政策があって、その議論を

１年半ぐらいやらないといけないと思うのですけど、今後の区としてのスポーツ政策は

どうあるべきかという議論をした上で、事業計画、事業予算をしっかり立てていくのが

よいのではないかと、この３年ぐらい、この時期に、この表だけ見させられますと、こ

こで変えようがないのですよね。細かな数字は若干変わってはいるのですけれども、そ

んなふうに思っています。  

 それからもう１つは、少年スポーツの現場で体罰、暴言、暴力、ハラスメントという

不祥事が最近非常に多く全国で起きておりますので、この補助金を出している団体、組

織で、そうした子どもたちに対するスポーツの現場での虐待みたいなことが起きないよ

うにということと、その予防的な措置と、起きた場合の相談の窓口、仕組みについては、

区の行政としてしっかりわかるように、ここに来なさいよということと、来たものにつ

いては必ず秘密を守る。「先生どうにかしてよ」と言ったときに、コピーを渡さないよう

に、そういう仕組みづくりをぜひお願いしたいと思います。  

 ほかにいかがでしょうか。  

 

○網野委員  

 表、資料の６の下の、中野区体育協会の下のほうの５２番目のところだと思うのです

けど、「スポーツ少年団の育成事業」というのが６万９，０００円となっているのですけ

ど、それは何なのかなと思って右の資料７を見ますと、多分スポーツ少年団、比較的上

のほうから３分の１ぐらいのところに、「スポーツ少年団体力テスト」と、５月２１日新

井小学校２１名と書いてあるのですよ。これはそれなのでしょうか。  

 それから、２１名のために、この少年団を育成することは悪いことではないのだけれ

ども、何かそのためだけなのかなと思ったりしたのですけれども。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 現在スポーツ少年団としては、サッカー３チームとなぎなたが１チームございます。

それでこちらの補助金に関しましては、今、委員がおっしゃいました「スポーツ少年団

の体力テスト」ということで、補助金を執行しているものでございます。  

 

○武藤部会長  

 今のご質問の趣旨は、育成事業という名前とすると、指導者を養成するとか、組織を

拡充するとか、何らかのそういった名は体をあらわすような活動のほうがわかりやすい

ような気がするけど、実際には体力テストをやっているだけですかね、という質問なの

だと思うのです。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 ご指摘のとおり、現在は体力テストのみです。ただ、スポーツ少年団としてはそれぞ

れの活動の中で子どもたちの育成はしているところでございます。  

 

○武藤部会長  

 それ以上多分質問しても困ると思いますから、次の質問にしましょう。  
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○岩川委員  

 資料１の７ページの施策１の「健康づくりのための運動・スポーツ」と、この各種区

民スポーツ事業とは、あまりリンクしていないのでしょうか。  

 

○武藤部会長  

 健康づくり事業とスポーツ事業が連携しているかどうか。  

 

○平田健康福祉部副参事（文化・スポーツ担当）  

 健康づくりのための運動・スポーツと、直接の連動ということではないのですが、い

ろいろな健康づくりの方法がある中で、体育協会に関連した団体による運動又は健康づ

くりということも行っているという、一部という形になっております。  

 

○武藤部会長  

 こうした議論が出ると、日本スポーツ協会と、日本体育協会は名称変更していて、「生

涯にわたる健康づくりから競技力向上にわたるスポーツ」という捉え方をしているので

すが、体育協会というありようと名前。別にそれが悪いと思っていませんが、こうした

理念が「生涯にわたる」という観点に立っているかどうか、そこに健康づくりが当然、

体育も社会体育という言葉があるとおり、そこに健康づくりは入っているので、レクリ

エーショナルなことも。ですから中野区として中野区体育協会という名称を保ち続ける

のは、私は見識だと思うのですけど、見識の中にきちんと健康づくりとか、競技力向上

とか、障害のある子どもや障害のある人たちのスポーツとか健康づくりとか、そういう

ことも視野に入れていますと答えていただくと、なるほどと思うのですが、何か分けて

考えてしまうと本当に体育協会は大丈夫かなという感じがするのです。答えなくても結

構ですから、そういうコメントです。  

 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、ただいまの資料６、７、

８はよろしいでしょうか。  

 それでは、資料１から８まででひとまずおさらいをして、もう１つ聞きたかった点と、

もう１つここで発言したかったというものがありましたら、いかがでしょうか。  

 

○高松委員  

 済みません、先ほどお伺いしようかと思っていたのですが、資料１の９ページの真ん

中ちょっと下、⑦の「災害時医療体制の充実」のところで、さまざまな災害医療救護訓

練等々で、それが毎年、毎年いろいろな意味で実を結んでいるなと思ってはいるのです

が、ちょっと気になったのが、災害発災時に、地域で３日分ぐらいの医薬品を確保する

ということは、私どもも十分承知しているのですが、その後、卸から薬品の供給を受け

るというところで、東京都の考え方だと、卸と中野区で協定を結んで、発災時には協定

に基づいて、卸が医薬品を運んでくるという流れがあったと思うのですが、その協定自

体を中野区が結んでいないのではないかなということをちょっと聞き及びまして、その

確認なのですが。どのように今、進められていらっしゃるのか、もしおわかりになれば

お願いします。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）   

 ここは防災分野の所管ということで、今日は副参事の防災担当がいないところもあり

ますけれども、ご指摘ありましたような、東京都との関係、連携で、その辺どこまでや

っているのかというところについては、この中ではわからないところがあって、１回調

べましてご連絡させていただければと思います。  
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○高松委員  

 そうするとまた、二次医療圏の災害連携会議があると思いますので、その辺でも恐ら

く進捗状況等々報告しなければいけなくなると思います。ちょっと確認をよろしくお願

いします。  

 

○武藤部会長  

 今、大きな災害のときに水と食料と薬、物がどう供給されたり確保するかというのは、

どこの地域でも同じなのですね。それぞれ工夫はされていると思いますけれども、現状

どうなっているかをまず確認していただいて、薬剤師会とも十分連携協力関係を形成し

て、ほかの区に勝るとも劣らないような仕組みが形成されていくといいかなと思います。

いざとなると取り合いになりますので。  

 

○高松委員  

 そうなのです。まさにそこなのです。協定を結んでいないと後回しにされてしまうの

で。  

 

○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  

 資料１の１ページの⑥「子どもへの虐待の未然防止と適切な対応」ということで、す

こやかで、妊娠届出や妊産婦の相談支援事業で把握した高リスク妊婦に対してというこ

となのですが、やはり虐待って高リスク妊婦の範囲ではないのですね。誰にでも起こり

得ると。この認識が大事なのではないかなと思うのですね。このページの次のところに、

４ページの③「妊娠期からの切れ目のない相談・支援機能の充実」。中野区はここにもあ

りますように、カンガルー面接といって、妊娠２０週目にほとんどの人がここに来て相

談することになっているのですね。ところがやはり私現場で聞くと、この妊娠２０週目

のときのカンガループランで事細かに説明がないと。実際そのトータルケアで、産後ケ

アで、ドゥーラさんが行っているのですが、「こういうことをしてくれるのかなんてとい

うのは想定外だった」と。しかし、やはりカンガループラン、２０週目って、ここで子

育て応援券１万円をくれるわけですよね。だからここに来る妊婦さんというのは９０

数％なのではないでしょうかね。そうするとほとんどの中野区の妊婦さんがここ来てい

ると。ここで本当に大事なことは、きちんとどんな制度があって、どんなことをやって

もらって、こういうことがあるのだということをきちんと説明してあげていないという

のが現実なのですよ。このカンガループランはナイチンゲールという、この事業者に委

託していますね。この人たちが実際にトータルケアがどんなことをやっているのかとい

うことを知らない。さっきも吉成会長が、やはりアウトリーチのことも地域でかかわっ

ている人たちが一番よくわかっている。その地域とのかかわりのある人が、やはりその

メンバーたちをサジェスチョンして、やってもらっているというように、民間との、今

度はコラボレーションでセーフティネットをどこまで引いていくかということで、リス

クを回避できるのではないかと思うと、やはり私はここを大事にするのであれば、コー

ディネートをどうしていくのか。あまりにも現場を知らなさすぎる、行政が。ここがや

はり課題なのかなと。昨日も民間団体の子育てのメンバーがスマイルで、もちろん社協

のファミリーサポートの人たち、あるいは子家センも来ていた、里親の会も来ていた、

ドゥーラ協会も来ていた、いろいろな人が子どもたち、お母さんたちを支えるのに動い
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ているわけですね。こういった現状を区としてちゃんと理解し、ちゃんとコーディネー

トできるようにならないと、本格的な児童虐待の芽を摘むことはできないのではないか

なと思うので、この辺をどう考えているのか、ここからはちょっと読み取れないので、

お聞かせいただきたいです。  

 

○滝浪北部すこやか福祉センター副参事（地域ケア担当）  

 北部すこやか地域ケア担当、滝浪です。カンガルー面接ですが、それぞれの妊婦さん

にあわせていろいろな事業を案内しているので、非常に事業数が多いので、全てを１か

ら１０まで必要のないものまで説明していないところもあって、もしかして必要ないと

判断したものが、本人にとっては実は必要だったというところに、申しわけないですけ

ど、漏れがあったのかもしれません。この事業については、基本的に区の事業について

は全て把握して、説明したもので委託事業者さんが対応しておりますので、知らなくて

やっているということではないと思うのですが、もしそういう不足があって、というこ

とがあるのであれば、改めてもう一度きちんとした指導をして、説明していくという形

はやっていきたいと思っております。  

 この事業については、トータルケア事業ということで、基本的には全ての妊婦さんに

対して面接をしていくという前提でやっておりますので、そこで妊婦さんに会って、出

産後はお子様のほうの訪問をしてということで、中野区全ての妊婦さんと新生児につい

てフォローをしてくということで、虐待の防止ということも含めて、養育支援というこ

とでやっていきたいとは思っております。  

 

○梁川委員  

 そうではないという声をいっぱい聞いているし、知っている、知らないではなくて、

やはりこの２０週に妊婦さんが来て、大体わかるではないですか、「ちょっと心配だな」

とか。そういう人に対して、こういう人たちの派遣があるのだから、行かせてあげると

か。言ってみれば親切ではないのです。やはりここで児童虐待の芽を摘んであげられた

という実績というのですか、ドゥーラさんたちの話、一度聞いたほうがいいと思うのよ

ね。お宅に行って、上がってですよ、赤ちゃんとお母さんを支援するわけですから、玄

関を上がって、台所に立ったり、沐浴したり、ママの状況がよくわかる。ちょっと心配

だなということは、みんなプロですから、そういう実態がよくわかる。そういうことを

区もきちんと、ちゃんと理解していかなくてはいけないのではないかと思っております。 

 

○古川子ども教育部、教育委員会事務局副参事（子育て支援担当、子ども家庭支援セン

ター所長）  

 私ども中野区の子ども家庭支援センターも児童虐待に関しましては予防ですとか、早

期発見、早期対応といった役割を行っているところでございます。今、梁川委員のほう

から最初のほうにお話がございました、例えば妊娠届が出された際にも、望まない妊娠

であったりですとか、あと家庭生活が不安定な様子が妊娠届のほうにありました場合に

は、そういったところでよくよく聞き取りをいたしまして、それで本当に出産病院は決

まっているのかといったところも含めまして、適切に妊娠を経て出産できるかどうかと

いったところを相談の中で把握しているところでございます。そういった中では、今後

お子さんが生まれた後にどういったサービスにつなげていくかといったところは、今、

お話に出ております、カンガループランの面接といったところがやはり重要になってく

るかと思っておりますので、実際に提供されているサービスの実態を踏まえながら、そ

ういったサービスのご案内をしていくといったところは、大変大事な視点かと思ってお

りますので、丁寧なご案内ができるように、子ども家庭支援センター、それからすこや
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か福祉センターのほうで連携しながら対応を進めてまいりたいと考えてございます。  

 

○武藤部会長  

 残念ながら全国に児童虐待の事例は、毎年数多くありまして、その事例がなぜ、どう

して、どこで起きてきたのかという実例をつぶさに分析をしたり、検討をしたりすると、

当然学習すべきことは多々含まれていると思うのですね。ですから、中野区内だけの事

例ではなくて、全国に起きてしまった、まことに不幸な事例もあるので、そこの分析を

したり、集めたりして整理して、中野区に応用できるような、具体的に実現可能な政策

に持っていくといいますか、それと同時に、事業者にそういう事例を通した指導教育な

り、助言をしていただくと、より有効になるのではないかと感じました。  

 

○原沢委員  

 ちょっと言葉尻になってしまうのですが、今、古川さんのほうから「望まない妊娠」

という言葉があったのですけど、今、「予期しない妊娠」とか、「予期せぬ」と、そうい

うことになっているので、よろしくお願いいたします。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。よろしいでしょうか。  

 それでは、小林委員と金沢委員はご発言を。  

 

○小林委員  

 何度かお話が資料の４や１で出ている、施設サービスの拡充に関して、今、資料の１

のほうでは三角がついていますけれども、これぜひ力を入れていただきたいなと思って

います。今、国としても女性の活用など言われていまして、子育てのほうは今もお話に

出ているような手厚い支援ですとか、こちらの資料の１など見ていても、二重丸がつい

ている項目が多いのですけれども、在宅で介護をしながらフルタイムで働く女性への支

援というのは、これほど手厚くないです。実際、家で親を見ながらフルタイムで働くと

いうときに、やはり入所待ちの期間、すごく苦労をしているので、なのでこういった拡

充の計画があるのは大変ありがたいと思いますし、もちろん国の方針として在宅推進さ

れていることとか、それから高齢者人口がピークの後、減っていくということもわかっ

てはいるのですけれども、ぜひこちらの部分にも資源を投下していただいて、整備を進

めていただきたいなと思いました。以上です。  

 

○武藤部会長  

 事務局のコメントはありますか。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）   

 貴重なご意見ありがとうございます。こうした介護施設を整備するというところに向

けましては、今後高齢者人口が増えていくと、区のほうとしても当然想定をしていると

ころでございます。施設の整備もそうですし、こうした小規模多機能型ですとか、看護

多機能型ですとか、在宅でもって見られている方を支援するような、そういった施設も、

これから地域の中ではどんどんニーズが増えてくると思いますので、そこはしっかりと

ニーズを受けとめながら整備等を図ってまいりたいと、それはもう重々肝に銘じながら

やっていきたいと感じております。  

 

○武藤部会長  
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 金沢委員、どうぞ。  

 

○金沢委員  

 これとは全然関係ないのですけど、民生委員は今年、改選の時期に当たります。私た

ち民生委員は高齢者、または子どもたちを地域で見守っておりますので、なかなか民生

委員になるなり手がいないということで、非常に困っている状況です。１１月で今期は

終わりますので、それまでに５０人近くの新しい民生委員さんを決めていただくよう、

皆さん努力していただけたらと思います。よろしくお願いします。  

 

○武藤部会長  

 何か名案はありますか。  

 

○金沢委員  

 ないですね。  

 

○武藤部会長  

 これはどこの区でも、民生委員はなかなか大変そうなのですが、切実な声ということ

でありがとうございました。ほかに１から８までの資料、そのほかでも結構ですが、ご

ざいますか。  

 それでは、情報提供、話題提供ということで、まず「おかえりＱＲシール」について、

岡本委員どうぞ。  

 

○岡本委員  

 明日、アップされるということなので。昭文社という地図の会社と共同で開発したも

のなのですけれども、ここにあるとおり最初は認知症高齢者が徘徊をしているときに、

ＱＲコードをパチッとやると、あらかじめ登録している３人の方に、ここにいますよと

いう連絡が行くと。地図の会社がやっているものですから地図も出てくるし、近くの交

番はここですと、交番にお連れしますとやると近くの交番が出てくるというものです。

こんなことを何人かで話していましたら、高齢者だけではなくて子どもがいいねという

のと、あと知的障害の子どもたちにとってはすごく重要だと、あとワンちゃんネコちゃ

ん、迷子になったときに、保健所の人がピッとやれば、これがついていればちゃんと家

族に連絡が行くということで、今までは川口市のほうの郵便局にしか売っていなかった

のですけど、今度ネットで買えるようになったということで、少し広まればいいなと思

って、皆さんにこんなものがあるということのご紹介でございます。  

 ソフトバンクが、会員になっていると地域の方たちで、徘徊すると、「徘徊しています、

何々さん」と顔写真がピッと出るというシステムをやっているのですね。その顔写真を

見て、会員になっている人が探して、見つかったら全部消去ということなのですが、そ

うすると会員になってくれる人をまず探さなくてはいけないというのがちょっと大変か

なというので、これだったら誰でもということです。ちょっと声かけるのが大変だとか、

「ちょっと済みません、ＱＲコードさせてください」というのも何か難しいねというい

ろいろなお話は出ておりますが、こんなものを開発いたしましたので、皆さんお気にと

めていただければと思います。  

 

○武藤部会長  

 ありがとうございました。私も初めて伺いました。  

 私のほうからご紹介するのは、２つございまして、スポーツ・コンプライアンス・オ
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フィサーの養成講習会です。先ほど申し上げましたように、今、日本のスポーツ界で暴

力、暴言、ハラスメント、それから不正経理などいろいろなことが起きておりますが、

私どもが２０１７年につくりました機構で、初めての養成講習会を開くことになってお

りますので、プログラム、講師、講師概要をご覧いただいて、ご関係のところにご紹介

をいただいて、次のリーダーを育てるという講座でありますので、よろしければご紹介

いただければと思います。体育スポーツ系の方でぜひ行ってみようという方があったら、

ご自分でぜひ登録をいただければと思います。  

 それから、「Ｍｏｖｉｎｇ」という雑誌、これはフリーマガジンで、これも運動器の健

康日本協会という公益財団法人が、４シーズンで発刊しているものです。フロントペー

ジはちばてつやさんという、日本漫画協会会長さんにこの前インタビューしてまいりま

した。「漫画家ちばてつやの歩み」というのがありまして、どの漫画を知っているかによ

って年代がわかると。私は「ちかいの魔球」の前の「紫電改のタカ」というのを知って

いるのですが、もう学生に聞くと「あしたのジョー」をかろうじてわかるかわからない

かになっているので、漫画によって時代がわかるということかなと思いました。それか

ら、疲労骨折の話は、この前駅伝の女子の選手が疲労骨折を起こして転んで、四つ這い

になってゴールしたということがありましたが、女子のスポーツ選手におけるさまざま

な問題が疲労骨折という形で象徴的にあらわれているというお話でございます。最後は

「せごどん」の「足半（あしなか）」と読みますが、そんなコーナーがございますので、

参考にお配りをいたしました。  

 以上ですが、何かほかにございますでしょうか。  

 

○吉成委員  

 情報提供なのですけど、今日この会議に出る前、６時３５分に電話が入ったのですけ

れども、「中野区保健福祉部のワタナベと申しますが、吉成さんですか」「はい」「今自宅

ですか」「はい」、私、転送してあるのですね。「昨年の１０月に」でプツンと切れてしま

ったのです、その電話が。何だろう、今日の会議のこと何かあるのかなと思って、区の

職員に、「保健福祉部にワタナベさんっておりますか」と言うと、「いますよ」、「電話切

れちゃったんだよ」「じゃあ今、聞いてあげましょう」と、調べたら２人いるというので

すね。ところが２人とも帰ってしまっていないというのです。何だろうねと。その電話

番号、残っていますから。０３－６７０９－０７１２です。  

 これすぐ調べてもらったら、振り込み詐欺の電話なのです。ということは、ちょっと

嫌な感じがしたのは、今、はやっている振り込み詐欺ではなくて、自宅にいると、その

家に３人の人が来て、強盗みたいな。今度はそこから私の名前をインターネットで調べ

たのですね。職員に調べてもらったのです。会長のところにいろいろなことをやってい

る要職が書いてあって、電話番号が書いてあるのですね。それが情報で流れているので

すね。それを聞いて、もしかすると、その電話で今日この会議があることがあって、何

だか連動しているのですね。それでプッと切られてしまって、この電話番号にかけたら

切られてしまうのですよ。ということで、ふと思うと、そういうことがこれからあるの

かな。  

だから自分たちがたまたまこの会議に出る、まるきり健康福祉に対する似たようなこ

とで言われてかかってきたものですから、「自宅ですか」と私言われたら「はい」と言っ

たのですけど、そういうこともこれからもあるのかなと。その後、お金にかかわること

だったらすぐわかるのですけど、そこで切られてしまったものですから、ふと思ったら

最近は３人の強盗が来て、自宅にいるということがわかって、さらに予め住所も調べて

あるのかなとふと思ったりしたものですから、情報としてお話しました。  
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○武藤部会長  

 ありがとうございました。貴重な情報提供でありました。今のお話は後半から警察の

生活安全のほうにお伝えしていただいて、事例として出すと似たようなケースがあるか

もしれません。それでＮＨＫも今、そういう事例を収集して整理して、模擬事例で全国

に流したりしていますので、そういうところに行きますと同じようなことが起きている

かもしれません。しかも、この部会に関係した事件に近いことかなと思いましたので、

ありがとうございました。  

 

○吉成委員  

 言っておかなくてはいけないと思って。始まる時間になって、ここへ来てしまったの

で、生活安全課のほうに連絡してみます。  

 

○武藤部会長  

 ぜひそうしていただくといいかなと思いました。  

 それでは、事務局から次回以降の日程についてであります。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）   

 次回の日程でございますが、次第にも記載いたしました、次回１１回につきましては

現在未定としてございますけれども、通常ですと来年２０２０年の１月から２月ごろと

いうことでございます。今回と同じような進捗状況とご報告を中心にということで開催

をさせていただきたいと思っております。また日程につきましては部会長とも改めて調

整をさせていただきたいと思っております。  

 

○武藤部会長  

 部会長としての希望は、せっかくこれだけの方がお集まりになっていて、相当意見交

換が熱心になされている会議だと、私は考えています。したがいまして、上半期に１回

やって、現状どうなっていますかとか、次年度以降どうしますかとか、そういうことが

ないまま来年の１月、１年ぶりにお会いしますねという感じだと、意見を散発的に言わ

ざるを得ないということかなと思って聞いていました。皆さんの意見にもよるのですが、

せっかくこれだけの方が集まっていただいて意見交換をしている会議なので、やはり前

半どうなっているのと中間的なことを聞いておいて、後半もっと頑張ってよとか、この

あたりもっと続けたらとか、変更したらとか、次の年度の事業計画とか事業予算はこう

したほうがよいのではないかとか、先ほどのスポーツ政策の話などはその象徴的なもの

かなと思っているのですが、そんなふうに部会長としては思いますが、皆さんは来年の

１月、１年ぶりに会うということでよろしければあれですけど。もう少し近いところで

会いたいかなと思いますが、先生、どうですか。  

 

○岡本委員  

 事務局のほうとしてはデータをまとめたり大変かもしれないのですけれども、やはり

半期に１度ぐらい、前期こうでした、後期こうですという形でやっていただいたほうが、

実際にどう動いているのかが具体的にわかるかなと思いますので、できれば年２回とい

う形でやっていただければいいかなと思います。皆さんお忙しいのでいろいろご意見も

あるかと思いますが、個人的にはそう思います。  

 

○武藤部会長  

 参考にしていただいて、新区長になって新体制になったはずなので、ぜひよい方向に
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計画していただけるとありがたいと思います。  

 それでは、事務局のほうから、いつもだと駐車場の案内があるのですが。  

 

○長﨑健康福祉部副参事（福祉推進担当）   

 変わらず、お車でお越しの方は事務局まで申し付け下さい。  

 

○武藤部会長  

 では、ご多忙の中ありがとうございました。これにて終了させていただきます。  

 

―  了  ―  

 


