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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１１回）

開催日 令和元年１１月１９日（火）１９：００～２０：４２

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、

渡邉 仁、原沢 周且、髙松 登、上村 晃一、金沢 美代子、宮原 和道、

南 光保、藤田 温史、梅原 悦子、梁川 妙子、小笹 敏和、小林 裕子

欠席者 渡部 金雄、吉成 武男、村上 昌子

２．事務局

健康福祉部福祉推進課長 長﨑 武史

健康福祉部スポーツ振興課長 古本 正士

健康福祉部保健企画課長 鈴木 宣広

健康福祉部保健予防課長 水口 都季

子ども教育部、教育委員会事務局子ども・教育政策課長 永田 純一

子ども教育部、教育委員会事務局子育て支援課長、子ども家庭支援センター所長 神谷 万美

地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長 藤井 多希子

地域支えあい推進部地域活動推進課長 伊藤 政子

地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長 高橋 英昭

地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長 葉山 義彦

地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長 村田 佳生

都市基盤部住宅課長 三王 徹哉

【議 事】

○武藤部会長

それでは定刻になりましたので、出席予定でまだいらしていない方もいらっしゃいま

すが、始めさせていただきます。

改めまして、こんばんは。夜分遅くにお集まりいただきまして、ありがとうございま

す。第８期の健康福祉審議会介護・健康・地域包括ケア部会を開催させていただきます。

本来ですと例年は２月あたりに開かれるのが通例でありましたが、先般ご議論いただい

て、予算がある程度固まる前に議論したほうがよりよい政策に資するであろうというお

話で、行政のほうも少し工夫をしていただいて、今後本格的な予算審議が委員会で始ま

るということでありますので、今日審議した内容がそのまま予算に反映されるかどうか

は別として、少しめり張りのある予算立てにも反映される見込み、可能性があるという

ことで、この時期の設定となりました。したがいまして、率直な、活発なご議論をいた

だければと思いますし、また今日が第８期のこの審議会の最後の部会ということでござ

いますので、各委員に思いの丈を思う存分、ただし簡潔明瞭に、お１人で８分も１０分

もしゃべらないようにお願いしたいと思いますが、ぜひ各委員が１回はご発言をいただ

ければ幸いでございます。

事務局のほうも少し変更がございますが、まずは委員の交代を部会長としてご紹介を

させていただきます。中野区社会福祉協議会からの委員は長田委員から上村晃一委員に
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かわりましたので、どうぞ、お起立の上ごあいさつだけいただければ。

○上村委員

この４月から中野区社会福祉協議会の事務局長兼常務理事になりました上村晃一と申

します。日ごろから大変皆さん方にはお世話になっております。乳幼児から高齢者まで、

また成年後見支援センターの運営など、さまざまな事業を展開し、地域の皆さんに大変

お世話になっております。よろしくお願いいたします。

○武藤部会長

どうぞよろしくお願いいたします。３月まで区民部長もお務めだったということで、

この区役所の表も裏も知り尽くしている方なので、今日２時間、思う存分語っていただ

ければと思います。

それでは続きまして、新事務局体制の紹介、欠席などの状況を長﨑課長、お願いしま

す。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

福祉推進課長の長﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、前

回の２月の部会開催後、人事異動がございました。名簿に従いまして、変更等のありま

した職員をご紹介申し上げたいというふうに思っております。

子育て支援課、神谷課長でございます。

○神谷子ども教育部、教育委員会事務局子育て支援課長、子ども家庭支援センター所長

神谷でございます。よろしくお願いいたします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

続きまして、地域包括ケア推進課、高橋課長でございます。

○高橋地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

高橋でございます。よろしくお願いいたします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

介護・高齢者支援課、葉山課長でございます。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

葉山でございます。よろしくお願いします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当、村田課長でございます。

○村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

村田でございます。よろしくお願いいたします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

スポーツ振興課、古本課長でございます。

○古本健康福祉部スポーツ振興課長
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古本でございます。よろしくお願いします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

保健企画課、鈴木課長でございます。

○鈴木健康福祉部保健企画課長

鈴木でございます。よろしくお願いします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

住宅課、三王課長でございます。

○三王都市基盤部住宅課長

三王でございます。よろしくお願いいたします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

前回から変更のありました課長等は以上でございます。

続いて本日の欠席委員でございますが、吉成委員、渡部委員、それから村上委員、３

名の方から欠席のご連絡をいただいております。過半数は超えているところでございま

すので、開催に係る定例数は達しているという状況でございます。

あわせて資料の確認を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が、資料１、２、及び４から１０、そして参考１とな

っております。

本日、机上に配布いたしました資料でございますが、申しわけございません、何点か

資料の訂正等がありまして、追加と差しかえをお願いしているところでございます。ま

ず、資料１につきましては、一部差しかえということでお願いをできればと思います。

それから資料３につきましては、本日追加の配布ということでさせていただいており

ます。

続いて資料９につきましては、こちらも一部差しかえということでお願いをさせてい

ただければというふうに思っているところでございます。

それから、本日追加の資料ということで、参考１－１「介護・介助が必要となった主

な要因について」というのもお配りしているかと思いますけれども、これにつきまして

も済みません、後ほど、一部訂正がありましたので、手直しをさせていただければとい

うところでお願いしたいと思います。

そのほか、チラシもご用意させていただきましたので、これにつきましては、後ほど、

後段のところでご紹介させていただければというふうに思っているところでございます。

順次確認をいただきまして、開始させていただければと思います。

以上でございます。

○武藤部会長

追加と差しかえが幾つかございますのでわかりにくいかもしれませんが、議事の進行

の途中でもし資料の過不足がございましたら挙手をいただいて、ご指摘をいただければ

と思いますが、現在のところ何か足らないとかというのものはございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは議事に入らせていただきます。本日の議題は「その他」を含めて合計７つの

議題ということになりますが、第１項目の「『中野区健康福祉総合推進計画２０１８』進

捗状況について」ということで、 9 月末の時点、上半期の状況につきまして、資料の１
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に基づいて長﨑課長から説明をいただきます。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

それでは、健康福祉総合推進計画２０１８の進捗状況についてということで、資料１

をご覧いただきたいと思います。Ａ３版で２３ページまである資料というところでござ

いますが、これにつきましては、これまでの健康福祉総合推進計画２０１８を策定する

中で、さまざまな主な取組、施策等、これについてどこまで進捗をしているのかといっ

たようなものをあらわせていただいた表でございます。

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の課題ごと、また施策ごと

に並べてまとめているところでございます。その中でさらに細かい取組につきましては

丸囲みということで番号を振っているところでございます。それぞれの「主な取組」に

つきましては、これまでの取組状況と、今後の取組予定ということであらわしています。

また、右欄には「今後の課題」ということで、来年度また新たな計画策定という形で進

んでまいりますけれども、課題についても記載をさせていただいたというところでござ

います。また、進捗状況というところに二重丸、丸、三角、バツといった印を表記させ

ていただいておりますけれども、この表記につきましては、１ページの右上に記載のと

おり、計画どおりに進んでいるかどうかといったものをあらわしているところでござい

ます。

それぞれ項目が多岐にわたるというところで、細かな説明については省略をさせてい

ただきたいと思いますけれども、この中で１８ページの第４章「障害福祉」以降の部分

につきましては、過日、障害部会を開催させていただきまして、別にご報告をさせてい

ただいているところでございます。

さまざまなパートにわたりまして、これまでの「主な取組」それから「評価の理由」

ですとか「今後の課題」等を明記させていただいているところでございます。事前に送

付もさせていただいているところでご質問等があれば、ここで承れればというふうに思

っているところでございます。

以上、簡単ではございますが、ご報告とさせていただきます。

○武藤部会長

ありがとうございました。

２３ページを２分半で説明していただきました。ただ、せっかくかなりきれいに整え

た労作だと思いますので、気になるところとか、関心の高いところとかありましたらご

指摘をいただければと思います。ご自身が興味関心のあるところ、それを中心に質問な

りも結構ですし。どうぞ、原沢委員。

○原沢委員

この６ページの最後の「妊娠期からの健全な食生活の支援」のところで「妊婦歯科栄

養講習会を実施し」と書いてあるのです。私、勉強不足でどんなものかよくわからない

のですが、教えていただけたらと思います。

○武藤部会長

対応は可能ですか。

６ページの妊娠期のところですね。

○原沢委員

はい、１番下の。
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○武藤部会長

１番下の「健全な食生活」。妊婦さんがアンバランスな食事、栄養を摂っているケース

は少なからずあるのですけれども、そうしたことを適切に指導・支援していきましょう

という趣旨かと思いますが。どうぞ。

○村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

すこやかからお答えいたします。妊娠期からの健康保持増進のため、栄養バランスや

口腔ケアについて簡単な実習です。調理実習や口腔状態のチェックなどを行っているも

のでございます。

○原沢委員

これは、どの職種の方がやっておられるわけですか。職種。

○村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

栄養士と歯科衛生士が一緒にやっているものでございます。

○原沢委員

今後の予定として、継続して進めると書いてありますが、今年度で歯科衛生士は両名

とも、今のところ２名おるのですが、退職するのですが、その後どうなるのでしょうか。

○伊藤地域支えあい推進部地域活動推進課長

区におけます歯科衛生士の職員体制ということにつきましては、今、部内で検討して

いるところでございます。

○武藤部会長

原沢委員、いい方がいらしたら紹介してあげてください。

ほかにいかがでしょう。どうぞ。

○和気委員

済みません、質問ですけれども、１ページ目の１番下「住宅確保要配慮者の居住支援」

ということで三角の進捗状況になっています。私、区の住宅審議会でしたっけ、福祉関

係者が出るようにということで、メンバーになったにもかかわらず、済みません、会議

が昼間なのでなかなか出れなくてあまり何もすることができなくて本当に申しわけなく

思っているのですけれども、その会議でも、別の地域包括ケア推進会議のほうでもいろ

いろお話を聞いたり、区の開催をした講演会にも出席して、この居住支援協議会をつく

る、立ち上げるようなお話を随分聞いていたような記憶があるのですけれども、こちら

がまだ構築に至っていないというふうに書かれていまして、非常に重要なテーマの１つ

でもあり、その後どのように進捗されているか確認させていただきたい。

○武藤部会長

担当、対応可能ですか。どうぞ。

○三王都市基盤部住宅課長

住宅課の三王でございます。

現在、居住支援協議会の体制づくりをしておりまして、関連団体の方と今、調整をし
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ているところでございます。いつできるというのは、現状ではなかなか回答できない状

況ではございますけれども、進めていきたいと考えております。

○和気委員

つくるということは決まっているのですか。

○三王都市基盤部住宅課長

はい。つくるといった状況で今、進めております。

○武藤部会長

調整の準備を調整中だそうです。

ほかにいかがでしょう。

○宮原委員

４点、済みません教えてください。

○武藤部会長

簡潔にお願いします。

○宮原委員

２ページの、福祉有償運送の希望する団体に説明を行ったとあるのですが、どの程度

の団体か、数で教えていただければと思います。

２つ目が１６ページの「介護の日」の相談コーナー、私たちが当たるのですけれども、

相談件数は実際何件ぐらいあったのか教えていただきたいと思います。

３点目が、１７ページに介護福祉士の資格取得受験費用助成を行ったとありますが、

何件ぐらいあるのか。同様に、喀痰吸引の研修を実施したとありますが、何名ぐらいの

方が参加したか教えてください。

○武藤部会長

具体的な数字の回答を求めていらっしゃいますが、回答可能ですか。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

福祉有償運送のことについては私のほうから。

福祉有償運送につきましてはバツという形で評価が挙がっております。具体的にはＮ

ＰＯ法人が車いすでの輸送ですとか、そうした公共機関を活用するのが難しい方につい

て、このドア・トゥ・ドアの有償運送サービスを行っているところでございます。希望

する団体につきましては、数的には把握がありませんけれども、実はまたその後、また

やりたいというような話も、オファーが来ているところでございます。ぜひそういった

ものも含めまして、この有償サービスにつきましては、何とか復活できないまでも、で

きるだけ対応できればと、そんなことで考えているところでございます。

○武藤部会長

ほかの質問に対して回答は可能ですか。具体的な数字がなくても、状況の説明がもし

可能であればお答えいただければと思います。今は２ページ、１６ページ、１７ページ

の４点。数字については少し困難かもしれませんが、状況が説明できる方。
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○宮原委員

実際、介護の相談窓口で市民担当をしたのですけれども、終わって数字を教えてくだ

さいとメールは送ったのですが、お返事がなかったので、今確認しているのですけれど

も。ケアマネ部会で報告するので、数字が欲しいのですけれども。

○武藤部会長

この状況だと具体数が今すぐに出そうにありませんので、ここの公的な場で出すとい

うことをお約束していただきますので、数字についてきちっと長﨑課長は取りまとめて

４点ご回答いただければありがたいです。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

はい、わかりました。

○武藤部会長

はい、どうぞ。

○小笹委員

済みません、先ほどのご質問に関係してなのですけれども、気になるのは、バッテン

がついたのはこの「福祉有償運送団体」の関係だけではないかと思うのですが、この維

持というのは、今さらで恐縮なのですけれども、障害者の方々からお金をいただきなが

ら病院とか然るべき所に運送することをやるＮＰＯ法人に対する支援なのでしょうか。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

これにつきましては、障害ですとか介護を要する方の輸送に制約があるような方につ

きましての交通手段の確保といったようなことを目指しているところでございます。な

かなかお１人で公共の交通機関を利用するのが難しいというような方を対象に福祉タク

シー的なものをＮＰＯ団体の方に運行いただきまして、ドア・トゥ・ドアのそうしたサ

ービスを行う、そんなもので行っているというものでございます。

○小笹委員

これは、支援の実績がないとなっていますけれども、原因分析というのはどういうふ

うにやるのですかね。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

今、介護タクシーですとか、さまざまなこれに代わるようなサービスもあったりしま

すけれども、こうした輸送ということになりますと、どうしてもその運転手の確保など

が、課題と聞いております。そういった中でＮＰＯ法人が昨年まではやっていたのです

けれども、運営が難しいというところで今は滞っているところでございます。今、別の

形でいろいろオファーも頂いているところでございますので、新たに再開もしたいなと

いうふうに考えているところでございます。

○小笹委員

これ拝見しますと、ホームページなんかで周知徹底を図るとあるのですけれども、こ

の施策の存在意義も含めて、これから検討課題なのですかね。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長
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やはりこの事業のあり方ですとかも含めて、区民の方に「こうしたものもあるんだよ」

というところは、区報だとかホームページも活用して、周知を行いたいというふうに思

ってございます。

○小笹委員

ありがとうございます。

○武藤部会長

南委員が早かったのでどうぞ。

○南委員

８ページの「こころの健康についての普及・啓発」というところで、精神保健福祉講

座、家族セミナーを開催したところ、受講者アンケートの結果、高評価だったというこ

となので、この講座でどのような内容でなさったのかということと、それからこういっ

た参加者を募るというか、その場に出ていただくのがなかなか大変だと思ったのですが、

どのような形でこの参加者を公募というか、宣伝したのかということを教えていただけ

ればと思います。

〇村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

すこやかからお答えいたします。

こころの病のある方の家族セミナー、あるいは精神保健福祉講座という形で、各すこ

やか等で実施しているのですが、精神、心にご病気のある方が地域で安心して暮らすた

めにはといった形で、昨年で言いますと、北部すこやかのほうで、「精神疾患の基礎知識、

症状と接し方について」というような内容で行いました。精神保健福祉講座のほうは、

うつ病の方に対しての接し方等の講座をやることが、過去においては多かった内容にな

っております。

また、ＰＲ等告知については、通常のすこやか等でやっています事業と同じようにホ

ームページや区報、あるいはポスター、チラシ等の掲示等、また、口コミ等で皆さんで

周知をしていただいたり、私どもが地域の会議等に出たときにＰＲなどもさせていただ

いております。

○南委員

ありがとうございました。

○武藤部会長

岡本委員、次に小林委員でお願いします。

○岡本委員

先ほどのバツがついていたところについてなのですが、私も質問をしたいなと思って

いまして、今ご回答の中にあったように、福祉タクシーというのがあるわけですよね。

だとしたら、福祉タクシーを利用した場合の補助ということのほうが、せっかくあるわ

けですからいいのではないかと。今、対象になるＮＰＯが全然いなくて、これから出て

くるということなのですけれども、やはり何かこの計画自体に無理があったのではない

かなというふうに思って。今、ご回答の中に福祉タクシーということが何回か出たので、

その辺をご検討いただいたほうが早いのではないかなと思いました。

以上です。
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○武藤部会長

コメントですね。

小林委員、どうぞ。

○小林委員

質問ではなく、要望になるのですけれども、資料１全体を通して見て、やはり子育て

とか高齢者の支援はとても充実して二重丸がたくさんついていると思うのですけれども、

例えば１５ページですとか、介護の担い手が楽になるようなショートステイであるとか

入所型施設の設備は割と三角が目立っています。私のような子どものいない者は、子育

てをしている兄弟に代わって親の介護をしながら、職場でも子育て世代の方の代わりに

仕事をかぶって一生懸命納税しているのですが、でもいざ自分を在宅で見てくれる人と

いうのはいないわけなのです。なので、お金がかかるのも、高齢者人口がピークアウト

することもわかっているのですけれども、これから子どもを持たない世帯であるとか独

身の世帯が増えていく、高齢でも独身のままという世帯も増えますので、こういう入所

系の施設が充実すると、より安心して住めるかなというふうには感じています。

以上です。

○武藤部会長

貴重なご発言、ありがとうございました。

思う存分語ってくれと言ったら、この第１議案だけでたくさんご発言をいただきまし

た。ありがとうございました。どうぞ。

○岩川委員

私は簡単な質問なのですが、５ページの上から３つ目に「妊娠期からの切れ目のない

相談・支援機能の」と書いてあるのですが、二重丸もついているのですが、これは北部

すこやか福祉センターだけなのですか。

〇村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

ここでは、北部すこやか福祉センターと確かに記入されているのですが、すこやかの

ほうでとりまとめを分担をさせていただいている事務のほうがありましてそうなってお

りまして、４所ともにトータルケア事業をやってございます。

○岩川委員

そうなのですか。では、何で「北部すこやか」としか書かないの。そういうわけでは

ないの。

〇村田地域支えあい推進部南部すこやか福祉センターアウトリーチ推進担当課長

この進捗状況一覧表に回答した担当が北部すこやかだったのではないかというふうに

思うのですが、子育て支援課では、不妊相談、妊婦健診事業も含めてトータルケア事業

と言っていますが、分担をしているところでございます。

○武藤部会長

網野委員、どうぞ。

○網野委員
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１３ページの１番上の段ですけれども「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」ということで、この２０１８年の４月に相談窓口を地域包括ケア推進課

に開設したということなのですけれども、今、在宅医療についてはさまざまなところで

相談を受けたり、それから地域で医療をやっていくということがもう当たり前になって

いますが、なぜこの相談窓口が必要で、そして今それを実際にやってみて、たくさんの

相談があるのか、あるいは解決困難な問題があるのか、どのあたりのところが在宅療養

をする上で非常に困っていることなのかということの知見がある程度わかるようでした

ら教えていただきたいと思います。

○高橋地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

地域包括ケア推進課からお答えいたします。

この辺の必要性ですけれども、確かにすこやか福祉センターを初め、相談窓口という

のは多数ございますけれども、在宅療養に特化してさまざまな情報を発信できる場所と

して区に相談窓口を１カ所設けたほうがいいだろうということでご相談を受けておりま

す。具体的には区民の方、ご家族の方、それ以外にも医療・介護関係者からも相談を承

りますし、具体的なご質問としては、どういったところが在宅医療をやっているかとか、

具体的な治療に関して、こういうことを在宅で受けられるかとか、そういったかなり突

っ込んだような質問もいただいておりまして、その点を専門の相談員がその場でお聞き

して、すぐにご回答できないような詳細な内容もあるわけですけれども、その相談員が

いることで、お調べをして今後お答えをしていく、その後で折り返しでも正しい情報を

お答えしていくというような形での体制をとっております。

やはりひとり暮らしの世帯が増えてきているので、今後の課題としてはそういったも

のが考えられるかなと思っています。

実績といたしましては、昨年度で１２５件の相談がございまして、今年度も半年間で

大体同じぐらいのペースで推移しているところでございます。

○武藤部会長

よろしいですか。

それでは、もう１点だけ。第１審議では最後でございます。

○原沢委員

済みません、９ページの上から３番目、「スポーツによる事故等を軽減・予防するため

の取組」ということなのですけれども、熱中症対策とともに、いわゆる事故の軽減とい

うことで、スポーツマウスガードの取組をぜひお願いしたいということと、今後の課題

として「スポーツ安全管理に係る指導者の人材育成を図っていく必要がある」というこ

となのですが、中野区医師会でもスポーツドクターがいらっしゃると思うのですけれど

も、歯科医師会では複数名、日本スポーツ協会公認のスポーツデンティストがおります。

ぜひそういう人材を活用してやっていっていただきたいなと思っております。よろしく

お願いします。

○武藤部会長

スポーツの普及振興にかかわるような安全面の管理ということと、人材育成というこ

とだと思います。ありがとうございました。

まだまだたくさんお気づきの点があるかと思いますので、部会長としては１点だけ。

福祉の人材育成と書いてあったのですが、この地域には大学がございまして、学生たち

が十分にかかわる余地があるということで、中野区としては、この人材育成に絡めてイ
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ンターンシップをどのようにしていくかを委員にご説明いただけるとありがたいと思い

ます。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

それでは、私から。

インターンシップでございますけれども、中野区におきましては毎年インターンシッ

プ受け入れ学生を全庁的に夏場に受け入れているところでございます。今年度につきま

しても、受入れの期間を 8 月の１３日から２３日という形で約１０日間、それぞれの部
において１名ぐらいずつ受けているというような状況でございます。とりわけ健康福祉

の観点から、健康福祉部におきましては、国際短期大学の学生さんを受け入れまして、

いわゆる福祉推進に関する実習ですとか、それから健康づくり、公衆衛生、さまざまな

部署でもって体験をしていただきまして、それで最終的には区長へのプレゼンだとか、

やっているところでございます。こうした行政に携わる学生さんたちがこれからますま

す増えることによりまして、福祉、それからさまざまな場面での活躍といったところも

期待ができるというようなところで、そのような取組を中野区としては毎年推進をして

いるというところでございます。

○武藤部会長

ありがとうございます。貴重な人材育成を継続するということがこの地域の福祉の充

実につながると思います。

どうぞ。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

先ほど、宮原委員のほうからご質問のあった件で、わかる部分について答えさせてい

ただきます。

「介護の日」の相談です。ケアマネさんのほうでご対応いただいた件数として６件、

それから訪問看護師さんのほうでご対応いただいた件が１７件ございました。

それからもう１つは、喀痰の吸引の研修でございます。こちらは３０年度の数字です

けれども、６人の方が受講していただいております。

○武藤部会長

よろしいでしょうか。持ち返っていただいて、その点をお伝えください。

○宮原委員

はい。

○武藤部会長

では、議題の２に移ります。「中野区介護保険の運営状況（平成３０年度）」というこ

とで、資料の２をご覧いただいて説明をいただきます。葉山課長、お願いします。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

では、資料２でございます。「中野区介護保険の運営状況」ということで、７０ページ

ほどの冊子になっておりますので、こちらの主な部分ということで説明をさせていただ

きたいと思います。毎年１０月に、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させていただいているものでございます。

では早速でございますが、１ページをお開きください。こちらがまず中野区の人口構
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成でございます。こちらの表の１のところで人口構成の推移ということで記載をしてご

ざいます。この表の上の半分のところが全国の数字になっております。それから、下の

半分が中野区の４月１日現在ということになっております。１番右側のほうが３１年４

月ということで、直近のものということでございます。高齢者の人口でございますけれ

ども、６万７，９４６人、構成比が２０ .４％。全国のほうを見ますと２８ .３％という
ことでございます。

実は武藤委員のほうから年少人口のほうを教えてもらいたいということでご連絡があ

りましたので、それについては後ほど調べてご報告させていただきます。

それから続きまして２ページをお開きください。この 2 ページ、３ページでは、先ほ
どの人口に住所地特例などを合わせた被保険者数をあらわしております。先ほどの人口

とはその点が違うという数字になっております。

次に、飛びまして７ページでございます。下側の表１０、こちらは「第１号被保険者

の認定率の推移」でございます。表の１番右側、平成３１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、１万３，１９０人。それから

１９．１９％の認定率となっております。

続きまして、１１ページをお願いいたします。こちらが「介護サービスの利用の概況」

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」です。

こちらは平成２７年から３１年３月末現在の数字の推移です。表の右側、３１年３月末

の認定者数が１万４，２２６人。このうちサービスを利用していらっしゃる方が１万１，

６５３名です。

１３ページをお開きください。先ほどのサービス利用者を要介護度別にあらわした表

が、このページの１番下の表２５でございます。要介護度が重くなるに従って居宅から

施設サービスに移行していくというところが確認できるところでございます。ここで利

用率が要介護２や３よりも４、５で低くなっているというのは、入院などの影響が考え

られるかなというふうに分析しております。

次に１７ページでございます。グラフの３２「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思います。

次に１９ページです。グラフの３４、こちらが「要介護度別の居宅サービス利用割合」

になっております。こちらにつきましても介護度ごとの内訳をあらわしておりますので、

後ほどお読み取りいただければと思います。

次に、飛びまして２５ページをお開きください。こちらがお金のほうになります。「給

付費の状況」でございます。表の４１、表の右下。平成３０年度の介護給付費合計につ

きましては、１９０億６，１６２万円余となってございます。前年比で見ますと１．８％

の増ということでございまして、認定者数が増加する中で居宅サービス、施設サービス、

介護予防のサービス、いずれも緩やかな増加傾向ということでございます。

続きまして３１ページをお開きください。「地域支援事業」でございます。「介護予防・

生活支援サービス事業」から３３ページの（２）「一般介護予防事業」まで、こちらが総

合事業の内容ということで記載をしてございます。

続きまして、３５ページでございます。（３）「包括的支援事業」ということで、こち

らのほうでは、地域包括支援センター、それから地域ケア会議、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。こちらも後ほどご確認いただ

ければと思います。

飛びまして３９ページ。こちらの下のほうに「任意事業」ということで記載をしてお

ります。①では「高齢者成年後見制度利用支援」、以下４１ページまで各事業の実績を載

せているところでございます。こちらもお読み取りいただければと思います。
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飛びまして４９ページをお開きください。表の６１ですが、こちらが「第１号被保険

者保険料収納状況」となります。中段の「収入額の推移」の右端をご覧いただきますと、

平成３０年度の介護保険利用収入額４９億８，５０３万円余ということでございますけ

れども、収納率としては９５．９％となっております。

続きまして５０ページをお開きください。「介護サービス事業所」という項目でござい

ます。こちらは表に記載のとおり、平成３１年３月末現在の区内介護サービス事業所数

につきましては、居宅サービスが３１４、地域密着型サービスが９８、施設サービスが

１２施設となっております。

続きまして５５ページをお開きください。こちらが「介護保険の円滑な利用のための

各種施策」です。「事業者支援等」ということで、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。こちらもご確認いただけ

ればと思います。

また飛びまして６２ページをお開きください。こちらが「介護保険制度の広報活動」

になります。区のホームページあるいは個別の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等につきまして、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。

最後に６４ページですけれども、「『介護の日』の啓発活動」ということで、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

どの啓発活動を実施しているところでございます。

雑駁でございますが、私からのご報告は以上でございます。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。

７２ページにわたる大部のものでありますが、細かな数字も多く出ておりますが、何

かお気づきの点がありましたらどうぞ。

〇岡本委員

１つは３５ページの「地域包括支援センター」の表５３なのですが、相談件数という

か、相談人員が東中野と中野がほかと比べてかなり多くなっているのですけれども、こ

れは高齢者が多いということでしょうか。かなりほかと比べて突出しているということ

でしょうか。

○藤井地域支えあい推進部地域包括ケア推進担当部長

はい。そのとおりでございます。

〇岡本委員

もう１つは５８ページの表６３、介護サービス別の事故報告件数なのですが、３０年

度はかなり増えていますよね。２９年度と比べると１００件増えているのですが、この

理由というのは何かおわかりでしょうか。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

特に理由ということでは出てきてないのですけれども、事故報告の実態としてこうい

う数字が出ているということで、１つ１つの内容につきましてはその都度こちらのほう

で必要であれば指導したりということで対応させていただいているところでございます。
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○武藤部会長

それと、介護保険の状況で、要介護に至る原因の参考資料はここでご報告いただいた

ほうがいいかと思います。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

わかりました。そうしましたら皆様のお手元にあります参考資料１、それから１－１

でございます。大変申しわけありません、こちらが私のほうで間違えて作成しておりま

して、今、皆さんにお配りしているもの、そちらでご説明をさせていただきたいと思い

ます。

それでは、今、差しかえをさせていただきました参考１－１という円グラフがある資

料があるかと思いますが、こちらが「介護・介助が必要となった主な原因について」と

いう内容になります。こちらで１番多かったのが認知症で、２１．４％になります。そ

れから２番目が脳卒中でございます。こちらが１５．５％。３番目が骨折・転倒。こち

らが１３．５％。それから衰弱。加齢に伴う衰弱ということになりますけれども、こち

らが１３．１％になりまして、主な要因としては、この４つぐらいが２桁を超えた数字

になっているというところでございます。

この資料については、説明は以上でございます。

〇武藤部会長

毎年、この要介護の原因というのは、各学術集会、学会とかそのようなところでも出

てまいりますが、おおむね同じような傾向かと思います。それ以外の全般的な、７２ペ

ージのこの冊子も含めて、ご質問、コメントがございましたらどうぞ。

作業上のことですが、この資料の冊子も、先ほどの資料１のＡ３のものもそうなので

すが、サマリー、要旨ですね、Ａ４で１枚ぐらいの要旨を全体につけておくと、後で確

認するときにみんなが幸せかと思います。個別のことも大事なのですが、全体として何

がわかるのかということが要旨１枚あると共有しやすくなりますし、論点が何かという

ことも明確になると思いますので、最後の会でありますので、一応言葉を残しておきた

いと思います。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇宮原委員

全体を通してなのですけれども、介護保険が始まったときというのは、ワンストップ

で相談が済むということで我々ケアマネジャーも生まれたと思うのですけれども、介護

保険制度を見るだけでも、総合事業があったり、要支援があったり、要介護があったり、

予防があったりといろいろとこう窓口が違うのですよ。我々が相談に行ったときも、そ

れは介護保険だから、それは障害だから、それは生活援護だからとか、あちこちにたら

い回しにされてしまうことが多いのです。そういうときに、先ほどの在宅医療相談窓口

がワンストップで横串になっていただけると、そこで例えばその全部が解決するような

窓口になっていただけるとありがたいなというふうに思いました。

〇武藤部会長

コメントでよろしいですね。

〇宮原委員

はい、済みません。
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〇武藤部会長

何か回答を求めるわけではなく、その応対するコメントがあれば。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

確かに課題として区としても捉えておりますので、これからその辺は改善していかな

ければというふうに考えています。

〇武藤部会長

貴重な意見をありがとうございました。

ほかに何かございますでしょうか。

３８ページに認知症のことで、パンフレットの発行とか早期発見というのがあるので

すが、日本転倒予防学会でもこのことが随分議論になっていて、手術で治る認知症、手

術で治る転倒しやすさみたいなのものがあって、特発性正常圧水頭症という病気があり

まして、尿失禁と認知症と転倒しやすさの歩行障害、そうしたことを区民が知ることに

よって早く発見されて、場合によると脳神経外科できちっと手術すれば治る、そういう

ものもあるということをぜひこういう広報啓発活動の中の素材として入れていただくと

いいかというふうに思います。

ちなみにドラマ「ドクターＸ」では先般、これを素材にして倍賞美津子がうまい歩き

方をしておりました。正常圧水頭症ですね。

ほかにいかがでしょうか。どうぞ。

〇梅原委員

同じ３８ページなのですけれども、２９年と３０年とで認知症サポーター養成講座の

回数が半分以下になってしまったのはなぜでしょうか。

○高橋地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

地域包括ケア推進課からお答えいたします。

２９年度までは中野区職員全員を受講させようということで、それが一通り終わりま

して、平成３０年度からはその分が少なくなってしまったということで、地域における

実施の回数につきましては順調に推移していると認識しております。

〇梅原委員

職員向けが１００回ぐらいあったということですか。

○高橋地域支えあい推進部地域包括ケア推進課長

すみません、回数まではちょっと。申しわけございません。

〇梅原委員

ありがとうございます。

〇武藤部会長

回数と人数が多いから、業務命令で行ってたのですよねと、その辺のお話を言いたか

ったのだろうと思いました。

ほかにいかがでしょうか。

葉山課長、もう１つ数字が出ましたか。
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○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

はい。冒頭に申し上げました若年層、１５歳未満の方、０歳から１４歳の方の中野区

の人口でございますが、参考としていただければと思います。２万９，２９２人です。

中野区全体が３３万２，９５７人ですので、パーセンテージで言うと８．８％です。

〇武藤部会長

ありがとうございました。高齢者人口が２０．４％なので、年少人口は１４歳以下が

８．８％といったところだというふうに思います。

これは次以降のところで結構だと思いますが、人口構成の推移のところで表にすると

きに、国のデータと東京都のデータと中野区のデータ、それから高齢者のデータと生産

年齢のデータと年少人口、その３層があると、区と都と全国とがわかりやすいというこ

とで、それ３つ全部グラフを経年的に置くと、１０年、２０年、３０年どうなったかが

一目瞭然になりますので、次以降へ引き継ぎをお願いをします。

それでは、この介護保険の運営状況についてはよろしいでしょうか。ありがとうござ

います。

では、議題の３に移ります。「介護給付費の計画値と実績値の比較について」というこ

とで、葉山課長。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

では続きまして、私のほうから。資料３でございます。

先ほどまでは前年度、今までの数字で説明をさせていただきました。今年度につきま

しても上半期の数字ということで、こちらのほうで示させていただいております。令和

元年度上半期の給付費の執行状況でございますけれども、年間計画値比が４７．４％で

ございますが、年度後半のほうがやや給付実績が上がる傾向がありますので、例年並み

かなと。パーセンテージで言えばそういうことかと思います。全国的に言えば、介護給

付費の伸びが課題となっているところですけれども、現役並みの所得の方の自己負担が

３割に増えたこととか、中野区の場合は後期高齢者が全国平均に比べてあまり伸びてい

ないということも影響したのかなというふうに考えております。

内訳としましては、これまでも介護予防のサービスが介護サービスよりも伸び率が高

いという状況が続いているということでございます。

地域密着型サービスにつきましては、区内に事業所が整備されたことに伴い実績も伸

びているということでございます。

住宅改修につきましては、介護サービス、介護予防サービスとも昨年度の実績を下回

りました。計画ではこういった在宅生活を支えるニーズがあるということで推計をした

のですけれども、これまでも限度額まで利用した方がピークに達した時期には前年度の

実績を下回ったりしたこともあったので、そういった影響があるかなというふうに考え

てございます。

この資料につきましては、説明は以上でございます。

〇武藤部会長

資料３についてですが、何かご質問、確認したい点等ございますでしょうか。

なお、先ほど来、課長、課長と言っておりますが、今年度４月１日から「副参事」と

いう呼称をやめて、「課長」という呼称に改まりました。わかりやすくなってご同慶の至

りです。副参事がどの程度偉いのか全くわからないという区民からの声もあったと伺っ

ております。司会者としても「課長」のほうが呼びやすいかなと思っています。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
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それでは続きまして４、「中野区介護保険サービス等の基盤整備状況について」です。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

資料の４でございます。こちらが施設等の基盤整備の状況でございます。第７期の整

備目標がこの計画で立てておりますので、それに対する開設数ということで掲げており

ます。特養につきましては、今年の７月にも中野弥生町に開設したり、あるいは江古田

のほうで来年の４月に開設予定ということで、計画に沿って整備を進めているという状

況でございます。

その表の下のところに記載がございますとおり、特養の待機者数でございますけれど

も、５６６人。これは、いろいろな施設に申し込みをしている方の名寄せをして、結局

その人が申し込んでいるか申し込んでないかということで実質の数ということで捉えて

いただいてよろしいかと思います。

特別養護老人ホーム整備率でございますけれども、こちらは１．１％ということにな

っています。この整備率でございますけれども、３月３１日に竣工している施設の定員

数をそのときの住民基本台帳による６５歳以上の人口で割るということによって算出し

たものでございます。

それから、公有地等を利用してそのような施設の整備を進めているという状況でござ

います。

おめくりください。２ページ目からは「地域密着型サービス」の各サービスでの状況

となっております。こちらは４つの日常生活圏域ごとの数字になっておりまして、目標

になかなか届いていない部分もあるのですけれども、その辺は、やはり都会で土地の状

況であるとか、あるいは今、人材の状況とかもございまして、なかなか整備が難しいか

なという状況が読み取っていただけるかと思います。

３ページの３番「高齢者の住まい」というところでございます。「都市型の軽費老人ホ

ーム」それから「サービス付きの高齢者向け住宅」、こちらのほうがだんだんと広がって

きているという状況でございます。サービス付きの高齢者向け住宅でございますけれど

も、こちらは７期の開設数としては１２１名の定員の方が増えて、累計としては２３１

名の方が今、中野区ではあるというところでございます。

資料４につきましては、簡単ではございますが、以上で説明とさせていただきました。

よろしくお願いします。

〇武藤部会長

ありがとうございました。

基盤整備状況についての最新のデータですが、何かご質問、確認したい点があればど

うぞ。

〇梁川委員

お聞きしたいのですが、基盤整備だから数字的にはこういうふうに出ると思うのです

けれども、私の地元にハートテラスが開設して、私は毎日通るのですが、恐らく開店休

業ぐらいになっているのではないかというぐらい、３分の１しか電気がついていないよ

うにみえる。ということは、幾ら定員が６４とか、やっと２つ目の老健ができて大変喜

んでいたのですが、決してこのスタッフが集まっていないのだなという状況なのだろう

と思うのです。そうした場合、その基盤整備ができたからといって喜んでもいられない。

こうした支援を、さっき聞こうと思ったのですけれども、どのように区は考えているの

か。

すばらしい施設ができているわけです。こっちにはもう公園ができましたし、最高の
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環境になっていながら、ほとんど動いていないというのが現実で、いつも悩ましいなと

思いながら通るのですけれども、区はどんなふうに考えているのか、基盤はこういうふ

うになっているけれども、お聞かせいただければと思います。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

介護保険のサービスの人材ということでございますけれども、基本的には介護保険の

サービスというのが、報酬というのは国が決めて、それに基づいてその報酬を事業所さ

んが受け取って、その中から人件費とかいろいろなお金をやりくりしていくという状況

でございます。基本的には、その報酬がどうかというところが 1 番大きいところである
と思われますけれども、中野区としても、それ以外の部分で、やはり研修であるとか、

それから費用の助成とかで、なるべく人材を確保しようということで取り組んでいる状

況でございますけれども、それが先ほどおっしゃっていただいたように人材の確保のと

ころで本当に反映されているかというところでは、まだこれから進めていかないといけ

ない部分だと考えております。

○梁川委員

せっかく基盤整備して施設はあるものの、入りたい人はたくさんいる、しかし受け入

れてもらえない。こんなもったいない話はないので、どうか知恵を出しながら、この施

設があるわけですから、何とか行政のほうとしても、少しでもサービスが提供できるよ

うに応援してあげてほしいなと。これは要望です。

〇武藤部会長

ありがとうございました。

梁川委員は「すばらしい施設」とおっしゃったのですが、どういう点がすばらしいで

すか。

〇梁川委員

こっちは外見だけですけれども。

〇武藤部会長

中は入ってらっしゃらない。

〇梁川委員

１度入りましたけれども、本当に見事な建物です。東京都の土地だったもので、東京

都が誘致をしたわけですけれども、入りたいけど入れないというのが今現実で、スタッ

フがほとんど集まっていないのではないかなという。

〇武藤部会長

その中身についてなのですが、個室型になっているですか。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

いろいろありますね。

〇武藤部会長

何がすばらしいですか。
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○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

施設は、私も開所のときに案内していただきましたけれども、１番は新しくてきれい

で広いというところです。

内容的には、基準としては、どの施設も介護保険の特別養護老人ホームの基準という

ものを満たさなければいけないというところがございますので、その基準は満たしてい

る。ユニット型が今はもう主流ですので、なるべく家庭と同じような雰囲気ができるよ

うなところでということで、皆さんが集うような場所は集いやすいようなレイアウトと

か、例えば家具とかいったものも落ち着いた雰囲気のあるものを取り揃えているという

説明を受けましたので、そういうことかなというふうに私のほうでも認識しております。

〇梁川委員

補足なのですけれども、空間的にもすごくゆとりがあって、真ん中が吹き抜けになっ

ているのです。容積率にそこの部分が全く算入されないようで、ゆとりがあって、それ

を囲むような形で集合できるような台所というか、キッチン、ダイニングスペースがあ

って、そして上が老健で下が特養というふうに分かれているというような、特養と老健

が一緒になっている施設です。

〇武藤部会長

どうぞ、渡邉委員。

〇渡邉委員

梁川委員の答えにあまりなっていないのかなと。新しい施設なので当然いい施設がで

きていると。そのいい施設が利用できていないということで、その利用できてない理由

が、実際は人材の確保ができないから。ゆえに、必ずその人材を確保しないと、人材の

数によってオープンできる部屋の数が決定してきてしまう。そういう意味では、せっか

く建物を建てたのだから有効利用するために人材確保のための何らかの指示を行ってい

るかということだと思うのですけれども、そこにつきましては、恐らく中野区がこの特

養を運営しているわけではなくて、ほかの団体が運営しているのではないかな。ここで

業者名を挙げろというわけではないと思うのですけれども、そういったときに中野区は

そこの業者に対して、運営というかオープンをする上に当たって、営業努力をするよう

に中野区がどの程度プレッシャーをかけたとか、そういうことを言わないと。だから梁

川委員は、もう会社に任せて投げているから向こう任せですよというだけではいけない

のではないのでしょうかというようなところを伝えたかったのかなと。だから、何らか

の形で中野区もそのあたりに介入すべきではないでしょうかという、そのあたりのお答

えをしていただければいいのではないかなというふうに思うのですけれども、いかがで

しょうか。

○葉山地域支えあい推進部介護・高齢者支援課長、高齢者支援担当課長

今、渡邉委員のおっしゃったとおりだと思います。中野区としては、例えばハローワ

ークとうまく連携をしながら、出張でそこの施設に行って、この施設を見てもらって人

を募集するとか、そういった細かい部分でなるべくできることをというふうに考えてお

ります。もちろん開設した事業所さんには、こういう定員で開設しているという状況は

重々認識していただいて、人を集める努力についてはこちらとしても協力できるところ

は協力させていただきたいということで話を進めております。

〇武藤部会長
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ありがとうございます。

どうぞ。

〇梁川委員

済みません、今の件で。

別の区でかかわっているところがやはりもう３年ぐらいたってもまだ全部のユニット

をオープンできていない。すばらしい建物、すばらしい地域なのですけれども、区の担

当者がいつもその法人を呼び出していろいろご指導している姿を私も見たりしています。

そこの苦情処理委員なんかもやっているものですから。偶然、実は兄が所属している法

人の新しくオープンした特養に伺わせていただいて、別の区なのですけれども、大変す

ばらしい施設で、もう既にオープンできているということで、何がそんなに違うのかな

というところで、例えばホームの中に保育所が入っている。それで職員も結局勤めやす

いし、地域の枠もあるのですけれども、何かそういう本当のニーズを、特養だけではな

くて取り込んだ、そういう工夫をしないと、幾ら区の担当者が法人を呼びつけていろい

ろご指導をしても集まらないものは集まらないというところで、さまざまな工夫がない

と、何年たってもというか、３年たってもオープンできてないところもありますので、

いろいろな知恵を出し合う必要があるのかなというふうに思います。もちろん外国人の

方もすばらしく教育されて、１００名ぐらいですか、全国の法人の中で、すごく生き生

きと活動なさっているのもヒアリング等をさせていただいたのですけれども、いろいろ

な工夫が、指導だけではいかんともしがたいこの日本の状況になっているのかなという

ふうに思いました。

〇武藤部会長

ありがとうございました。

「すばらしい」という要素が、新しくてきれいで広い、吹き抜けがあったからすばら

しいとかということだと残念だなと思います。

日本財団と一緒に２５年ほど全国に先駆けてケアポートづくりというのをやっており

ます。例えばこの近くで言うと長野県の東御市というところがありますが、そこでつく

ったケアポートは何がすばらしいかと言うと、「温もりがある」というふうに一言で言え

ます。温もりがある。それは地域に密着をしていて、個別の部屋をつくっていただいた

り、表札も自分のところから持ってきていただいて、家具も自分のところから持ってき

ていただいて、自分の家庭空間と同じような環境を整えつつ、広いところはありますけ

れども、全体として自分らしさが貫くことができる。それと、地域のボランティアの方

が毎日来ていただいていて、先ほどおっしゃった保育所もあるので職員は安心して子育

てをしながら働くことができる。何よりも社会福祉法人を行政の主導でつくって、その

社会福祉法人がそこを運営している。隣には温水プールが３つあって、その隣には診療

所があってというようなことで一体化した総合施設をつくっています。私が知る範囲で

は、ザ・ベストに近い総合施設だと思います。だから、すばらしいとは何かという単純

な質問に対して答えられないと、チコちゃんに叱られちゃうかもしれない。

ほかにはいかがでしょう。よろしいでしょうか。

では、次に参ります。第５議案になります。「介護保険事業計画策定に向けた各種調査

の実施について」ということで、お願いをします。これは長﨑課長ですね。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

資料５をご覧いただきたいと思います。介護保険事業計画策定に向けた各種調査の実

施でございます。いよいよ来年度につきましては第８期の中野区介護保険事業計画、そ
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れから中野区の健康福祉の総合推進計画の策定に取り組んでいくというような形の日程

になっております。その中で、さまざまなこうした意向の把握をすべきということでの

調査を行っております。

目的といたしましては、高齢者、要支援・要介護認定者の健康福祉・介護保険サービ

スの利用実態ですとか、今後の利用意向、ケアマネジャーさんたちの実態だとか業務遂

行状況等を把握いたしまして、次期計画の検討に資するということを目的といたします。

調査につきましては（１）から（３）まで、３調査を実施いたしまして、１個目が高

齢者調査ですが、来年の 4 月１日現在で６５歳以上の方を中心に３，０００人を無作為
抽出いたしまして、さまざまなご質問をさせていただきたいということでの調査でござ

います。３年に１回行っていますけれども、介護予防・日常生活支援総合事業、要支援

１・２の認定者を含むという形で行っております。

２つ目が、介護サービスの利用調査、要支援１から要介護５までの認定を受けている

区民の方、施設入所の方は除くということで、これも３，０００人ということで調査を

行います。

それからもう１つがケアマネジャーの調査ということで、区内及び隣接区の居宅介護

支援事業所で区民のケアプランを１０件以上取り扱っている事業所に所属するケアマネ

ジャーさん、ここに対して２５０人の調査を行うというような内容でございます。

この内容をもとにいたしまして、介護保険事業計画等の策定に資するような形の調査

を行ってまいりたいというふうに思っているところでございます。ご報告は以上でござ

います。

〇武藤部会長

ありがとうございます。

ただいまの資料５の説明について何か質問、コメントはございますでしょうか。

〇岡本委員

済みません、調査実施時期なのですが、令和元年５月上旬から下旬ということは、も

うやっているということでしょうか。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

失礼いたしました。令和２年の５月でございます。申し訳ございません。

〇岡本委員

まだやってらっしゃらない。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

全て令和２年の５月の上旬から下旬にかけてということです。申しわけございません。

〇岡本委員

そうであるなら、今、国の介護保険のほうでケアマネジャーを有料にするという意見

が出ていますよね。「ケアマネジメントがもし有料になったら利用しますか」みたいなの

を入れていただきたいなと。これは、来年の５月６月までに国のほうがどうなるかまだ

わからないのですけれども、個人的感想としてケアマネジャーさんへの報酬が有料にな

った場合、かなり利用を控えると思っているのです。いろいろな方がそうおっしゃって

いますけれども、私自身もそう思っていまして、ケアマネジャーさんもその点をどう思

っているかというのがもし出れば、一定以上のそのデータを国に上げていって、考えて
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いただく材料にもなるかなと。もし可能なら入れていただければと思います。よろしく

お願いいたします。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

内容につきましては、やはりこのケアマネジャーさんの働きやすさですとか、そうい

ったところについても設問がありますので、その中で入れるように工夫してまいりたい

と思います。

〇武藤部会長

ありがとうございました。

資料５の調査実施期間についてはミスプリで、「令和元年」を「令和２年」と改めてい

ただければと思います。長﨑課長の調査を早く実施したいという意欲のあらわれだと思

います。

ほかに。

〇宮原委員

ケアマネジャーなのですけれども、事業所のほうで情報公表という制度があるのです

けれども、それはデータ利用で、ネット上でやるのです。なのでこれは郵送で配布・回

収をしなくても、データでできるのではないかなと思うのですけれども、そのほうが早

いし簡単だし経費も減るので、いかがかなと思います。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

ありがとうございます。各種調査、さまざま他にもあるのですけれども、最近はやは

り紙だけではなくてネットによる調査だとか、時代の流れの中ではやっていくべきでは

ないかとのご意見いただいております。

ちなみに回収率をここでご報告しておきますと、高齢者調査は約５８％、介護サービ

スのほうが５１％、ケアマネさんが４７％というような、紙で回収しておりますけれど

も、そのような状況です。これをさらに上げるための方策というのは、やはり新しい時

代を見据えたことにも取り組む必要が行政全体としてあると認識をしております。ぜひ

その辺も工夫をしていかなければいけないと思っております。

〇武藤部会長

ほかにいかがでしょう。よろしいでしょうか。

それでは、議案の６に参ります。「社会体育事業補助金の交付について」ということで、

資料をご覧ください。古本課長からお願いします。

〇古本健康福祉部スポーツ振興課長

スポーツ振興課でございます。私からは資料６から資料１０でございます。

まず資料６をご覧いただきたいと思います。「社会体育事業補助金の交付について」と

いうものでございます。こちらは、１番の目的のところにありますとおり、区内におけ

ますスポーツやレクリエーションの振興を推進いたしまして、豊かな区民生活の形成に

寄与する公益活動に対して補助金を交付するというものでございます。

資料７をお開きいただきたいと思います。次の資料になるかと思います。こちらが根

拠法規になっておりまして、スポーツ基本法の抜粋と区の補助金交付要綱の抜粋でござ

います。スポーツ基本法の中に規定がございまして、地方公共団体が区内のスポーツ団

体に対して補助金を交付しようとする場合には、下線を引いてありますけれども、「スポ
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ーツ推進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」という規定が

ございます。今日この場の部会がその場に相当するものでございまして、ご意見をお聞

きするものでございます。

次の下のところにある交付要綱と申しますのは、区がつくっているもので、この資料

でいきますと３条というところですかね。「補助金の交付対象者は、中野区体育協会及び

社会体育団体とする」という規定がございまして、次のページ以降に、その補助の対象

となる経費はどういうものかとか、補助金の交付額はどういうものか、例えば「予算の

範囲内で交付する」というようなことが書かれてございます。

次の資料、何枚かめくっていただきまして資料８というのが、字が細かいですけれど

もあるかと思います。こちらは昨年度、平成３０年度の補助金交付事業の実施結果でご

ざいます。団体名のところにそれぞれの団体の名前が書いてありまして、４つあります。

右のほうに移りまして事業名や実施の時期、そして会場、参加者数を記載しているもの

でございます。こちらが１年間の結果でございます。

次の資料９というものがあろうかと思います。こちらは、区のほうで補助金を交付す

るのですけれども、「Ｒ１」というのが令和元年度の予算額、「Ｒ２」と書いてあります

のが来年度の予算の予定額でございます。現在、区では新しい体育館を来年度に向けて

建設しているところでございまして、新しい体育館になりますと少し利用料が増えてい

く関係で、幾つかの団体では利用料が増えてございます。こちらは来年、実際には１０

月以降になりますけれども、新しい体育館のほうを使用する際の利用料が少し増加して

いるものでございます。その他、ここに書いてある体育協会の中で幾つかの事業に対し

て来年度増額している部分がございます。

最初の資料６のところに戻っていただきたいと思います。今、説明しましたのが１番

から４番のところでございまして、真ん中より少し上の５番の「特徴のある事業」とい

うところでございます。（１）から（３）までございまして、先ほど見ていただいた事業

の中で特徴のある事業といたしましては（１）で「障害者スポーツの推進」というのが

ございます。これは水泳協会が行っているもので、①番として障害者の水泳教室でござ

います。ここで文言というか表現を修正させていただきたいのですけれども、「小学生か

ら大人までの障害をお持ちの方」という書き方をしておりますけれども、「障害のある方

の水泳教室」というふうに訂正をさせていただきたいと思います。

もう１つのほうが②番の区民水泳大会で、こちらも水泳協会が行っているもので、障

害者の部というのがありまして、小学生・中学生以上の部というのがございます。

次に（２）でございます。こちらは、高齢者のスポーツ参加の促進について書いたも

のでございまして、①番としては卓球の競技で、春季の大会では、ダブルスですけれど

も、２人の参加者の年齢が例えば１００歳以上と１３０歳以上の部があります。②番と

しては、ソフトテニス連盟のほうでは、春季と秋季とシニアの部というのが設定をされ

ております。③番のほうはテニス連盟ですけれども、こちらも同様に春季と秋季のテニ

スの大会でシニアの部というのがございます。

次に下のほうに行きまして（３）番「その他の事業」でございます。①番としまして

は、中野区の体育協会が毎年体育の日に行っておりますけれども、区民スポーツフェス

ティバルと言いまして、区内の例えば体育館とかいろいろな施設を会場としまして、ス

ポーツの体験ができる事業を行っております。ちなみに今年度、令和元年度では１７の

種目でこういうフェスティバルを行いました。

次の②番です。中野区と姉妹都市になっている田村市とのスポーツ交流というのを長

く中野区としては行っておりまして、これは、向こうの体育協会との交流を行っており

ます。毎年テーマ、種目とかを決めまして、双方に行ったり来たりして、スポーツの交

流を深めている事業でございます。
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最後に６番のところ「参考」とあります。一般社団法人でございます中野区体育協会

の組織図でございます。こちらは資料１０というものでございます。こちらが中野区体

育協会の組織図となっておりまして、下のところに加盟団体として１番から３５の連盟

がございます。

説明としましては以上でございます。よろしくお願いします。

〇武藤部会長

ありがとうございます。

スポーツ基本法にあります、補助金交付に当たっては合議制の機関の意見を聴くとい

うことに基づいて、この中野区の要綱に示されている手続をして、この部会がそれに当

たるということで、提案の内容のチェックをいただく、そういう仕組みになっておりま

す。何かご質問、確認したい点ありますでしょうか。どうぞ。

〇岡本委員

資料の９でございます。スポーツフェスティバル、田村市との交流、あと事務局人件

費がかなり増えているようなのですけれども、このあたり、なぜかということをお知ら

せいただければと思います。

〇古本健康福祉部スポーツ振興課長

田村市と中野区とのスポーツ交流でございます。これは毎年交互に、例えば今年は田

村市の方が中野区に来られたのですけれども、来年は中野区が向こうに行く番になって

おりまして、その旅費の部分が増えております。

もう１つ、事務局の人件費と言いますのは、今は職員が 2 名おりますけれども、時給
が何十円か上がっていますので、その何十円かアップした部分を反映いたしまして積算

しているものでございます。

〇岡本委員

最低賃金を上げるということですか。

〇古本健康福祉部スポーツ振興課長

ええ。

〇武藤部会長

ほかにいかがでしょう。

全体を通してなのですが、資料６の「５．特徴のある事業」の（１）に「障害者スポ

ーツの推進」というのがございます。それは極めて大切なことなのでありますが、それ

に伴ってどのように対応されているかを資料８、９、１０で拝見すると、資料８、９で

特に障害者スポーツの推進に当たるような事業とか予算立ては見えないように感じてい

ます。

それと体協の中の組織図の中にも障害者スポーツ団体・組織が組み入れられているよ

うには見えないので、その中にも入っているのならよいのですが、そういう障害者スポ

ーツの推進というのを特徴のある事業とうたっているのであれば、そういうふうに項目、

事業、予算、あるいは組織の中に少しずつ大切にしているということがわかるようにし

ていただくといいかなというふうに感じています。

とりわけ最近、特に全国で展開しているのはボッチャ。ボッチャは小学生から高齢者、

障害のあるなしにかかわらず共にできるユニバーサルスポーツの代表的なものでありま



25

すので、ボッチャに限らずでありますが、そういう交流できる素材としての種目を選ん

で工夫をされてはいかがかというふうに思いました。

ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、補助金について特段ご異議はないということで、これは承認でもないので

すが、十分に意見を伺った形として通過をさせていただきます。ありがとうございまし

た。

それでは「その他」、各委員からの情報提供になりますが、よろしいですか。まず「つ

まづいても」とありますが、それは保健予防課長ですか。

〇水口健康福祉部保健予防課長

保健予防課です。

「つまづいても」～若者のいのちを支えるミュージカル～ということで、自殺対策の

ミュージカルを１２月１６日の月曜日、なかのＺＥＲＯ小ホールで実施いたします。

今年度、中野区では自殺対策計画を策定いたしました。その中でも若者の自殺対策が

重要だということが意見として審議会等でも出されており、中野区の傾向としても大学

生などの率が全国よりも高い割合となっていることを受けてこのような事業を実施する

ものです。

公演の会場としましては、令和元年１２月１６日、１６時から１８時３０分、なかの

ＺＥＲＯ小ホールで、定員７５０名となっております。費用は無料です。事前申込制で、

当日参加も可能となっておりますが、入場者数の状況によっては当日お断りする可能性

があります。現在、１１月５日号の区報に掲載させていただいているのと同時に区のホ

ームページやフェイスブックなどへの掲載を行っております。

申し込み方法は裏面をご覧ください。既に区内の大学や短大などにお声がけをしてお

りまして、学校の授業の一環で来ていただく関係で席が半分ぐらい埋まっておりますの

で、来たいと思っていらっしゃる方は、当日でも大丈夫かもしれないのですが、ぜひ申

し込んで来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。

〇武藤部会長

ありがとうございます。

関心のある方は早めに動かれたほうが賢明だと思います。「つまづいても」ということ

で、人生の転倒予防ということですね。

「つまづいた むかしは恋で いま段差」というのが転倒予防学会の川柳であります。

その転倒予防学会は、来年１０月１０日、１１日は中野サンプラザで日本転倒予防学会

の学習会が開かれます。市民公開講座は著名な文化人を招聘する予定で現在準備中であ

りますし、中野サンプラザの前の広場を使って、区民開放型の展示、あるいはさまざま

なグッズの紹介とか計測をするとか、そういう全体の転倒予防フォーラムみたいな恰好

で準備をしておりますので、ご関心がある方はぜひご参加をいただければと思います。

それから「まんがでわかる みんなのスポーツ・コンプライアンス入門」なのですが、

今、中学・高校の部活動で、体罰、暴力、暴言、パワハラ、セクハラ、アルハラ、モラ

ハラなどなど、芸能人のさまざまな薬物乱用もありますけれども、そういうコンプライ

アンス違反についてもう少しちゃんとしないと日本のスポーツがだめになってしまうと

いうことで、私が代表理事を務めておりますスポーツ・コンプライアンス教育振興機構

でありますが、教育素材として学習まんがをつくって現在、全国に配布をして活用して

いただいていますのでご紹介をいたします。

そのほか各委員から何か情報、宣伝がございましたら。

もしなければ、ご発言をひたすら待っている髙松委員、上村委員、金沢委員、藤田委
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員。では順番に、高松登委員から。

〇髙松委員

済みません、話が戻るのですが、資料１の中に新型インフルエンザ対策の部分があり

ましたよね。三角がついていたと思うのですが、１１ページ、上から２段目なのですが、

ここで「新型インフルエンザ等対策の具体的検討が止まっている」というふうに「評価

の理由」で書いてあるのですけれども、国のほうのは２９年に変わって、東京都も昨年

６月には若干変わっているはずなのです。災害対策と同じで、新型インフルエンザとい

うのもいつ来るかわかりませんので、こういうことに関しては、やはりなるべく、止ま

っているではなくて、いろいろな面で常に意識をするような形で活動を続けていかない

といけないと思いますので、ぜひ進めていただけますように、これは要望でございます。

〇水口健康福祉部保健予防課長

保健予防です。

対策の推進としましては、引き続き防護用品の備蓄等の更新は行っているということ

と、職員の防護服の着脱訓練、その他訓練等は行っております。計画の改定的な作業の

部分が特に新たなことはされていないということで、計画的にやるべき対策というか準

備というのは引き続き実施しておりますというところです。

〇髙松委員

活動が見えてこないと、我々自身も意識がやはり向かないのですよ。ですからそうい

う協議会なりをやはりしっかりと進めていかないといけないということで私は申し上げ

ています。

〇水口健康福祉部保健予防課長

臨時接種体制等の検討ですとか、医療機関のほうの登録等の作業等は進められている

ところです。

〇髙松委員

では、できるだけそれを見えるにお願いします。

〇武藤部会長

それでは、上村委員。

〇上村委員

本日の会議資料「介護保険の運営状況」は、昨年度、私、担当部長だったので発言が

しにくくてずっと黙っておりました。

社会福祉協議会からの情報提供、昨日も皆さん同じようなメンバーで地域包括ケアの

推進委員会がございましたけれども、２点情報提供させていただきます。

区内の居場所情報一覧というのを毎年まとめておりまして、さまざま、高齢者から子

どもまでのサロンとか居場所ということで４０６カ所把握して情報提供させていただい

ています。昨年比では７０増えたということで、特にこども食堂が今３２カ所把握して

おりますけれども、この１１月も２カ所増えており、毎回活発に、特に貧困とかという

イメージは薄く、いわゆるコミュニケーションの場というような形で、親御さんが一緒

に和やかに食事しています。

もう一つは社会福祉法人が今、中野区内には３９法人、施設運営等をしておりますけ
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れども、連絡会をつくろうということで８月に立ち上げまして、２６法人が参加して、

私どもが事務局をしております。介護人材も含めた福祉人材の確保にどう取り組んでい

くか、情報連携していくか。またはフードドライブですね、これはいろいろな形で食堂

をやっている方に提供していると。また、ひきこもりの当事者の会、親の会を私どもは

支援しておりますけれども、そこに集ってきた方のいわゆる就労につなげるための場所

として、社会福祉法人さんといろいろ連携しながら、中間的就労みたいな形でも支援で

きないかというようなことを取り組んでおります。

以上です。

〇武藤部会長

ありがとうございました。金沢委員どうぞ。

〇金沢委員

民生委員もやっております金沢でございます。今年は改選時期で、やはり２０何名欠

員が出ております。来年のまた３月から高齢者調査が始まるのですけれども、欠員があ

る地域はほかの民生委員がそれを負わなければならないということで非常に負担に感じ

ております。ぜひ民生委員の人材も皆さんで探していただきたいと思います。よろしく

お願いします。

〇武藤部会長

以前も同じようなリクエストをされて、状況が全然好転していないということですか。

〇金沢委員

はい、好転しません。

〇武藤部会長

事務局もずっと聞いているだけという。何か妙案があるわけではないかもしれません

が、でも訴え続けないと。大切な仕事ですものね。

〇金沢委員

はい。

〇武藤部会長

ありがとうございました。

それではトリで藤田委員から。

〇藤田委員

先ほどの資料１のところで私も２点ほど質問があります。９ページの１番下から２つ

目のところの「健康づくり事業協力者登録制度の実施」とありますが、実際にその健康

づくりパートナーに登録されている方が何人いらっしゃって、どれぐらいの方が活躍さ

れているのかが１点目です。

２点目なのですけれども、その下の「健康づくり月間」というのが毎年１月に行われ

ているというのはよく知っているのですが、何となく「健康づくりフェスタ」だけをや

っているようにしか見えないような気がするので、それ以外の活動はどんな活動をされ

ているのかを教えてください。

以上２点です。
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〇鈴木健康福祉部保健企画課長

保健企画課からお答えをいたします。

まず１点目の健康づくりパートナーの数字なのですけれども、済みません、今、手元

にはないので具体的な数字はお答えできないのですが、このパートナーの方は健康づく

りを推進する会と一緒になって、さまざまな駅前のイベントですとか、後で出てくる健

康づくりに関するフェスタ、そういうところに参加をしていただいて、区民の視点から

いろいろ健康づくりの推進をされている方々でございます。

２点目の１月のフェスタということすが、これは例年スポーツの関連とか、具体的な

取組もあるのですけれども、約５００名の方が来ていただいて、健康相談、あとお薬の

関係の相談ですとか、歯の表彰ですね。そういった取組をやっているかなり大規模イベ

ントでございます。１月は月間ということで、やはりイベントがメインにはなってくる

のですけれども、それ以外の年間を通しての取組ということについては今後の検討課題

というふうに認識をしております。

以上でございます。

〇武藤部会長

健康づくり月間は、どうして１月なのですか。

〇鈴木健康福祉部保健企画課長

理由としては、年の初めから健康づくりということで１月というふうには聞いており

ます。申しわけございません。

〇武藤部会長

１年の計は元旦にありということですね。何を計画するにも１月です。

先ほどの上村委員のご発言で福祉人材の確保というお話がございましたが、冒頭でご

質問なりコメントしたように、福祉人材をどう育成するかということが区としてもここ

に所在する大学としても大変重要な課題だと思っていますが、あわせて社会福祉法人の

チームを組んでいる社会福祉法人は２６とおっしゃいました。そういうチームの中で高

校生とか中学生とか夏休みにそういうセミナーをして、福祉関係の分野、領域がこんな

に重要で、面白いとか、幅が広くて大切なのだというようなことを中高生を対象とした

教育のセミナーだったり、究極のリクルートなのですけれども、そういうことに地道に

取り組んでいくと、１年に１人でも優秀な若者がそういうことに関心を持って入ってい

っていただくと、先ほどの民生委員の話もそうなのですけれども、「暇だからあんた民生

委員やってよ」と言っても大体来ないですよね。ということで、中学生、高校生、大学

生のリクルートを継続的に教育という形で広げていくのは極めて有効な策ではないかと

いうふうに勘案しています。ですから、人材を確保ではなく、人材を育成するというこ

とを分野、領域を越えて、施設とかを越えてみんなでやっていくということが極めて重

要ではないかというふうに思いました。

どうぞ。

〇岡本委員

済みません、お時間いただいて。宣伝がないかということで。

私がアドバイザーをやっています会社から、昭文社という地図の会社なのですけれど

も、「おかえりＱＲ」というＱＲコードで、徘回の方とか、あとはワンちゃんなどのペッ

トにつけて、逃げたときにチェックするとか、あと障害者、特に知的障害の親御さんか
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らはすごく喜ばれていて、一般の子どもたち、小さい子を持っている親御さんにも喜ば

れているのですけれども、その「おかえりＱＲ」というのを関東近辺の郵便局で売って

います。ですので、ちょっと暇があったら見てみてください。アマゾンとか楽天とか、

そういうところでも売っているようですので。なかなか実績はまだ伴わないで、実際に

買うのだけれども徘回して見つかったという実績はないのですけれども、結構評判がい

いので、よかったら見てみてください。

以上です。

〇武藤部会長

ありがとうございます。

渡邉委員、どうぞ。

〇渡邉委員

最後のほうになってこんなこと言うのもあれなのですけれども、健康福祉審議会が今

回行われていて、この中で我々、介護・健康・地域包括ケア部会ということで、今、部

会は幾つあるのですか。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

今は２つでございます。

〇渡邉委員

もう１つは、どんな部会になるのでしょう。

○長﨑健康福祉部福祉推進課長

もう１つは障害の部会です。

〇渡邉委員

障害のほうということで、そこでどこまで口出しをしていいのかなということで今、

思っていたのですけれども、健康福祉総合推進計画にのっとってやっていて、障害児が

今回入ったので、神谷さんがいらっしゃったから話もあるのかなと思ったのですけれど

も、障害はこの部会には含まれないということでいいですけれども、最初に部会長の武

藤先生がおっしゃったように、予算の前にこの計画があって、そこで我々がこのものに

ついて物を申し上げられるというようなことであれば、今、計画で聞いたのは施設系の

介護のことしか実際には出ていなくて、その施設以外の部分の介護保険の部分の充実を

どうやって図っていくかというのが少しなくて、そういう意味では、居宅介護支援事業

所が年度ごとに何件ぐらい増えているのかとか、訪問看護ステーションが年々どれぐら

い増えているのかとか、どれぐらいそういったものが充実しているかということも資料

でいただければ、どういったところが中野区では手薄なのかなとか分かるかなと。ヘル

パーさんなんかも意外に足らなくて、ヘルパー事業者がどの程度なのかなとか。今だと

老健がつくられました、予定がこうでした、どうだということはあったのですけれども、

そこも居宅サービスの部分があまりここに示されていないので、もしあるのであれば、

そういうものも資料でいただきたいなと思いました。１つがこのことですね。

健康と介護なのですけれども、今回は高齢者福祉の話ばかりだったので、あくまで中

野区が言っているのは、全ての世代にという言葉を言っているので、包括ケアに関して

も、実際には障害に入ってしまうのかもしれないですけれども、児童福祉のところがど

の程度我々がかかわれるのかなという。宮原委員が言ったように、いろいろな法律で交
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差してしまうのですけれども、子どもへのケアマネジャーに値するような人間がどこの

区でも法律上ないので、そういったものをどうやって充実していくか。子どもで障害を

持っている方だとか。ただ、こっちは障害福祉だということだったので、今回はそれが

違うのかなと思って、発言はやめたのですけれども。そういうものも少しかかわってい

るのであれば、包括ケアという意味では、その子どもたちに対してのケアも含める施策

というのを今後どうやっていきたいのかというのを教えていただきたかったなと。これ

からでいいのですけれども、そのあたりも全世代ということで。

あと、健康に対することだと予防接種と運動だけではなくて、食の話についても、歯

科医師会がやっていたら歯科医もいますので、そういったところと協力して、または栄

養士会と協力して、食の健康、いかに食べるかとか、そういうこととか、あと運動と食

事とということですね。そのあたりの食に対するものも少し、運動だけではなくて加え

ていただければいいかなと。

あと、人材のことについて報告ということでは、医師会も帝京平成大学と組みまして、

学生さんの実習の受け入れという形で介護現場、医療現場、在宅における医療現場で薬

剤師会、歯科医師会も協力して、その介護の現場、そういったところにどんどんどんど

ん学生を受け入れています。数的にもトータルで言えば今年度は３０人ぐらいは行く。

もうちょっと行くのかもしれません。

〇網野委員

そうですね、はい。

〇渡邉委員

先生がいらっしゃるので先生から聞いていただいたほうがいいのですけれども、そう

いった取組は中野区では今やっておりますし、健康というか、がんをメインとして、１

つのテーマとしてオレンジバルーンフェスタというところも、健康、介護、福祉につい

ての勉強会ができるようなものを中野区と歯科医師会と薬剤師会と医師会で、みんなで

一緒に共催して、中野区さんも協力いただいて人材育成のために若者たちの啓発活動を

行っております。つい先週終わったところだったのですけれども、そういったイベント

も介して人材育成のためにちょっとずつ頑張っております。これは報告です。

〇武藤部会長

ありがとうございました。部会の最後の包括的なご発言だったというふうに考えてい

ます。

それでは、予定していた時間もそろそろなのですが、事務局のほうから連絡事項をど

うぞ。

〇長﨑健康福祉部福祉推進課長

ありがとうございます。事務局からということで、最後に、住所の変更がありました

方につきましては、年末調整の関係というのもありまして、該当がある人のみというこ

とでございますので、作成をいただければというふうに思います。

それから、お車でご来庁の方につきましては、駐車券につきまして事務局まで申し出

ていただければと思います。

○武藤部会長

それでは、第１１回の部会をこれにて終了させていただきます。ご協力ありがとうご

ざいました。これをもって終わらせていただきます。 ―― 了 ――


