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日 時：令和２年１２月７日（月） １８時３０分～ 

開 催：【ＷＥＢ】Ｚｏｏｍ Ｃｌｏｕｄ Ｍｅｅｔｈｉｎｇｓ 

    【会 場】高齢者総合サポートセンター 

         ４階 会議室１・２・３ 
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日時 令和２年１２月７日（月）１８時３０分～２０時 

場所 
（ＷＥＢ）Ｚｏｏｍ Ｃｌｏｕｄ Ｍｅｅｔｈｉｎｇｓ 

（会 場）高齢者総合サポートセンター ４階 会議室１・２・３ 

出席者 

委員 

粟田会長、小池委員、加賀委員、西田委員、臼田委員、池田委員、

本井委員、神戸委員、中嶋委員、尾方委員、落合委員、外記委員、

三橋委員、飛田委員、蛇平委員、二上委員、松永委員、松下委員、

廣木委員、上村委員、歌川保健福祉部長、原田千代田保健所長兼

地域保健担当部長 

（欠席：元田委員） 

事務局 

地域保健課 山﨑課長 

健康推進課 松本課長 

高齢介護課 土谷課長 

在宅支援課 佐藤課長、高山係長、赤石澤係長、古庄係長、 

竹中主事 

傍聴の可否 可 傍聴者数 １名 

 

■議題 

（１）千代田区高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画について 

（２）千代田区認知症総合事業の取り組みについて 

 

■議事録 

佐藤課長 それでは、時間を過ぎましたので、会議を始めさせていただきます。 

本日は、オンラインと会場とでのハイブリッドということで、初めて開催

させていただきます、千代田区在宅医療介護連携推進協議会の認知症連携

推進部会でございます。１時間半程度の内容を予定して進めさせていただ

きます。私は在宅支援課長の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

開会にあたりまして早速ですが、保健福祉部長の歌川よりご挨拶申し上

げます。 

 

歌川部長 こんばんは、保健福祉部長の歌川です。会場のみなさま、座ったまますみ

ません。 

12 月に入りまして、忙しいだけではなくて、この会の皆さまは、新型コ

ロナウイルス感染症の対応で、連日主に肉体的にも精神的にも大変ご苦労

されていらっしゃる。こういう中でご参加をいただきまして、誠にありがと

うございます。 
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この推進部会は、昨年 10月の上旬以来、約 1年 2ヶ月ぶりの開催となり

ます。今年 2020年というのは東京オリンピックパラリンピックの年だと、

去年の今頃は考えていました。もし開催されていれば今頃はオリンピック

よかったねとか、メダルいくつとったねっていうような話をしてたのかな

と思いますけども、誰が今この状態を想像したでしょうか。11 月中旬ぐら

いから寒くなってきて、12 月に入って、感染拡大の第３波がきて、ご高齢

の方の重症化が問題になってます。全体として言えば、経済は止めない、感

染は止めという難しい課題に直面しているというふうに言われてますけれ

ども、医療や介護の現場にいる私たちは、経済も大事だけど、ちょっと止め

て欲しいと思っています。高齢者の方たちは、重症化リスクが高いというこ

とで、皆さん自粛されてるようで、動きを止めて、ステイホームの方が多い

ようです。その反作用というか、体力が衰えたり、ちょっと鬱になったり、

心身の衰え等、精神的な落ち込みというのが、認知症を進めてしまうんじゃ

ないかということを危惧しているところです。 

以前からこの部会でも指摘されている通り、高齢になれば認知症が起き

るのはごくごく自然な流れで、千代田区でも高齢化が進んで、さらに言うと

一人暮らしの方が増えてるということで、認知症への対応が急がれている

というところですが、このコロナ禍を受けて、対応を加速させる必要がある

と思っています。本日は、現在策定中の千代田区の第 8 期の介護保険事業

計画と改定される高齢者福祉計画の素案の概要、それと、この 1 年間の認

知症対応の取り組みの状況を報告させていただいて、皆様からのご意見や

アドバイスをいただきたいと思ってます。高齢者を地域全体で支えるため

に、この地域全体、社会全体で認知症にどう対応していくかということを考

える、その機会となるように、皆様から積極的なご発言をいただいて、一緒

に考えていきたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 

佐藤課長 ありがとうございました。それではこの先進めさせていただきます。 

今年度、皆さまには新たに委員として委嘱をさせていただきました。委嘱

状の交付につきましては、こちらにご来場いただいてる皆様には机上の配

付、その他の皆様には郵送で配付をいたしますので、よろしくお願いいたし

ます。次に部会の成立についてご報告いたします。今回の成立には、要領第

6条の規定によりまして、委員の半数以上の出席が必要でございます。本日

は、23 名中１名欠席の方がいらっしゃるんですが、その方以外は皆様出席

いただいておりまして、本部会が成立していることをご報告いたします。ご

欠席なのは元田委員でございます。また、本部会は公開となっております。
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議事録作成のため、録音撮影等についてご了承いただきたいと思います。ま

た後日議事録の確認を皆様にお願いいたしますのでご協力のほどよろしく

お願いいたします。 

続きまして資料についてでございます。会議資料は事前に郵送させてい

ただきました。また先週末に追加で名簿をお送りしております。本日の追加

の資料等はございません。なお、今回は会場とオンラインのハイブリッド会

議として開催しております。オンライン参加の皆様にはメールにて、参加に

あたってマイクをミュートにしていただくよう、ご案内しております。意見

交換の際にご発言されたい場合は、マイクをオンにしてお待ちください。順

次、指名させていただきます。 

では、今回は新しく委員を委嘱いたしました最初の部会でございまして、

本来でしたら自己紹介をお願いするところではございますが、このような

開催ですので、自己紹介は省略させていただきたいと思います。皆様事前に

お配りしました名簿でメンバーの方をご確認いただければと思います。 

それでは会長の選出を進めて参りたいと思います。部会の実施要領によ

り、部会長は互選することとなっております。委員の皆様でご推薦ありまし

たら、お願いできますでしょうか。特にございませんでしょうか。ないよう

でしたら、事務局から前回会長お願いいたしました東京都健康長寿医療セ

ンターの粟田先生に引き続きお願いできればと思っておりますが皆様いか

がでしょうか。ありがとうございます。 

それでは粟田先生、また、今回もよろしくお願いいたします。皆様に一言、

ごあいさつをお願いいたします。 

 

粟田委員 どうも東京都健康長寿医療センターの粟田でございます。ご指名いただ

きましたので昨年に引き続きですけども、本部会議で会長を務めさせてい

ただきます。 

今般、コロナ感染拡大化の中で皆さん、先ほど歌川部長からお話ありました

けど、それぞれの職域で様々なご苦労、ご心労があるかと思いますが、そう

いった状況の中で、これからもこの認知症施策どのように進めていくのか

ということも大変重要な検討課題なんだろうなと思っております。という

ことで、そんなことを含めまして皆さんからの忌憚のないご意見とご討議

をいただければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

佐藤課長 粟田先生ありがとうございました、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、議事に入らせていただきます。本日ハイブリッド開催のため全

体進行は事務局の方で進めさせていただきまして、意見交換の進行を部会
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長にお願いすることとしておりますのでご理解のほどよろしくお願いいた

します。 

それでは次第の議事 1 千代田区高齢者福祉計画第 8 期介護保険事業計画

の策定状況について、事務局からご報告を申し上げます。お手元の資料の 1

と 2 をご覧ください。少し概要についてはスライドの方にも整理をしてお

りますが、資料の 1が素案の概要となりまして、資料の 2が素案の、今回、

冊子の状態になっているものでございます。この資料の 1 の方ご覧いただ

いて、基本理念「その人らしさが尊重され住みなれた地域で生き生きと暮ら

し続けるまち千代田を実現する」、基本目標は地域包括ケアシステムの推進

については前回と大きな変更はございません。 

重点事項につきまして、前回は 3 点上がっておりますが、今回 4 点とい

たしました。重点事項 1がフレイル対策・介護予防の推進、重点事項の 2、

支える地域づくり、重点事項の 3、高齢者の日常生活支援の充実、重点事項

の 4、介護サービス基盤の強化でございます。前回の計画では事項の 2と 3

が、大くくりで一つの項目だったんですけれども、今回地域共生社会の実現

ということが計画の大きなテーマになってきている状況がございますの

で、地域づくりの部分を少し分けて打ち出しているという状況です。 

計画の細かい内容については、それぞれご覧いただいていることかと思

いますので、策定において留意した事項について事務局からご報告申し上

げます。 

まず地域共生社会の実現に向けまして、地域包括ケアシステムの推進を

意識した作りになっています。先ほどお伝えしましたように、支え合える地

域づくりについて項目出しをしたというところでございます。また認知症

施策については重点事項 2に位置付けております。普及啓発を施策の 2、地

域での生活支援は施策の 3、権利擁護は施策の 4に位置付けております。ま

た冊子の方の 28ページ、29ページの方、ちょっと見ていただきたいんです

けれども、千代田区で自助・共助・公助・互助のイメージを共有したいとい

う思いが事務局の中でございました。区民の方が、ただサービスを受ける立

場というだけではなくて、自ら地域に参加したり、自分の役割も果たしてい

ただきながら、それを区が支援していくという役割を明示したいというこ

とで、千代田区の理想の姿ということでライフステージ別の施策の提示を

させていただきました。 

それから今後の計画策定のスケジュールでございます。この 12月にパブ

リックコメントを実施いたします。広報誌等ですでに周知をしておりまし

て、今お手元にお配りしてるものは議会報告をしたものなんですけれども、

そこから若干の修正を加えたものをこちらのかがやきプラザやあんしんセ
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ンター等の各施設に置いておりますので、ご興味があれば、ぜひご覧いただ

きたいと思います。 

このパブリックコメントが終わりましたら、修正を加えまして、介護保険

運営協議会にて計画の素案を協議検討いたします。令和 3 年 2 月に保健福

祉委員会・区議会の方に計画案を示しまして、3月に計画が正式に策定され

るという手順で今後進めて参ります。本日の認知症の部会の方でも、皆様か

らご意見を頂戴できましたら、パブリックコメントの結果とあわせて反映

させていきたいと考えておりますので、もしご意見ありましたら、頂戴でき

ればと思っております。 

事務局からは以上でございます。ここからは意見交換の時間とさせてい

ただきます。粟田先生、意見交換について、進行のほうよろしくお願いいた

します。 

 

粟田委員 わかりました。それでは、ただいまの事務局からの説明に関します資料 1

のこの計画素案の概要と、資料 2 のこの計画素案、２つの資料に基づいて

説明していただきましたけども、ただいまの説明につきまして、ご質問がご

ざいましたらご発言いただければと思うんですが。 

これを見ますとすべての委員の顔が私見えてるわけではないので、発言

にあたってやっぱり声を出してもらえないと、ちょっとわからないと思い

ますので、ご発言されるときは発言されるときはミュートを外してさらに

声を上げていただければと思います。全員の顔が見えればいいんですけど、

全員の顔が見えないんですね、これ。何人かの顔しか見えないので、特に発

言していただくときに声を上げていただけないといけないなっていう感じ

なんですけど、いかがでしょうか。、第 8期の介護保険事業計画。広くは千

代田区の高齢者福祉計画、説明だったと思いますが。質問ある方は居ますで

しょうか。 

そうすると私の方から一応重要な確認なんですけども。この後、千代田区

の認知症の総合支援事業のことを説明いただくわけですけども、千代田区

の認知症施策は、この介護保険事業計画の重点事項 2 の中に大体すべてが

包含されてるというふうに考えてよろしいですか。 

 

佐藤課長 はい、大体主なものは重点事項 2に入っております。 

 

粟田委員 分かりました。それでは全体との関係性を見る時には、資料 2もですね、

まだでき上がっていない素案でありますけども、介護保険事業計画全体の

仕様と突き合わせながら見ていただくということで。この後千代田区の認
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知症施策に関連する総合事業についての取り組みを、事務局からまず説明

していただくというようなことでよろしいでしょうか。 

 

佐藤課長 計画についてはのちほどまとめてお伺いすることにいたしまして、施策

の内容についてのご説明に移らせていただいてよろしいでしょうか。 

 

粟田委員 はい。よろしくお願いします。 

 

佐藤課長 はい。かしこまりました。では、少し先に進めて参りたいと思います。 

では資料 4 をご用意いただけますでしょうか。Ａ３の横長の資料でござ

います。こちらの資料でございますが 1 点ちょっとお詫びを申し上げなけ

ればならない点がございます。取り組みの整理は 7 つの新オレンジプラン

の柱に基づいているんですけれども、一番右端の実績の令和 2 年度の、上

から 5 つ目の欄ですね、医療介護等の支援ネットワークの構築のところ、

認知症地域支援推進員の配置のこの数字なんですけれども。決められた単

位で計算することになってるんですけれども、その単位の考え方にそれぞ

れの施設で違いがあったようで、数字がうまく合ってないことが会議の直

前に分かりました。大変申し訳ないんですけれども、こちらの数字について

は改めて資料を作成してお送りしたいと思っておりますので、心よりお詫

びを申し上げます。申し訳ありません。 

その他の部分について、ご説明して参りたいと思います。この認知症の総

合事業は、先ほど申し上げました通り新オレンジプランの 7 つの柱に沿っ

た体系のもとで進んでおります。一つ目が理解を深めるための普及啓発で

認知症サポーターの養成・活用、認知症ケアパスの作成・普及、認知症の施

策のホームページ掲載というふうになっております。認知症サポーター養

成は、コロナ禍の影響で実施回数が大幅に減っております。オンライン開催

について、協会にいろいろと申し入れをしたんですがなかなか了解が得ら

れなかったのですが、夏になってオンライン開催の指針が示されましたの

で、かがやきプラザ研修センターでオンラインの認知症サポーター養成講

座を開催いたしました。また、認知症ケアパスの作成・普及ですけれども、

こちら配布が令和元年度に比べて大幅に減っております。こちらは昨年度

までの関係機関への配布が一定済んでいることに加えまして、配布の機会

になっておりました講演会等の研修が減っていることが起因しておりま

す。 

続きまして柱の二番目、適宜・適切な医療介護の提供でございます。こち

ら上から順にご説明して参りますと、認知症初期集中支援事業、こちらの資
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料 5－1が別の資料としてついております。こちらの支援実績について、令

和 2 年度からやや減っている状況ですけれども、10 月末現在の数字でござ

いますので、年度を通すと例年通りの実績になろうかと考えております。認

知症地域支援推進員の配置の部分につきましては後程ピックアップした形

で、推進員ご本人たちに、いろいろと報告をしていただくつもりでおりま

す。 

続きまして、認知症早期発見事業についてでございます。こちらは別の資

料で資料 5－3を用意しております。ハイリスク者の早期発見を図るために、

「こころとからだのすこやかチェック」で郵送調査を行っているんですけ

れども、そちらの未返送者の方にさらに案内を発送しまして、訪問に繋げて

いく事業でございます。こちらは、554通お送りした中で 216通の回収があ

って回収率は上がっているんですけれども、やはりコロナ禍の影響かと思

われるんですが、訪問をしていいよって言ってくださる方がとても少ない

という状況でございます。訪問看護ステーションによる見守り支援につき

ましては、実施がやや遅れましたが、6月から徐々に訪問を開始しておりま

す。ご本人に認知症の自覚がなくご家族がお困りのケースや、独居で軽度の

認知症のケースの見守りに対応していただいている状況でございます。 

続きまして柱の 3 番目、若年性認知症施策の強化でございます。千代田

区ではこの認知症本人ミーティングを主体に位置付けて行っているところ

でございますので、こちらも後程ピックアップしてご説明を差し上げたい

と思っております。 

柱の 4番目、介護者支援でございます。認知症カフェは、高齢者施設を会

場としていたカフェについて、感染症対策の強化に伴い会場が使用できな

くなってしまいましたので、かがやきプラザでの開催が主体となっており

ます。そのために回数が減となっております。 

続きまして 5 つ目、認知症高齢者を支える地域づくりでございます。多

職種協働研修は、緊急事態宣言の発出に伴いまして、3月に予定していた研

修を延期いたしました。その予定していた内容が千代田区医師会の髙野先

生をお招きした講座だったんですけれども、オンラインの研修として、11月

に改めて開催したところでございます。 

最後に 7 つ目、認知症の人や家族の視点の重視でございます。こちらは

本人ミーティングが該当してるんですけれども、7月から再開しております

ので後程詳細をご報告いたします。 

概要の説明は以上でございます。それでは少し取り出してご説明をする

とお話ししておりました認知症地域支援推進員の報告の方に進んで参りた

いと思います。 
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松永委員 私、認知症地域支援推進員で、あんしんセンター神田の方で働いておりま

す松永と申します。よろしくお願いいたします。 

まず、今年度の推進員のこれまでの経緯と、今後抱える課題について概略

としてご説明をさせていただきます。お手元の資料の中にも、認知症推進員

の活動目標ということで挙げさせていただいてるんですけれども、その中

の権利擁護や意思決定について、先ほど 8 期の施策の計画にも入っていた

文言の中で土台を支える、人と人との繋がりを作る、あるいは社会との繋が

りを作るという、コミュニティの部分の機能が今回、このコロナによってか

なり断たれたというのは、現状としてございます。ネットワーキングのとこ

ろで、居場所としてのカフェですとか、相談に応じられる窓口、それから連

携とか、先ほどのお話の中にもありました認知症サポーター養成講座とい

った啓発にかかるもの、連携であったりコミュニティとの関係をつくり出

すという機能のものが、実質のところ 7 月まで全面的に中止という状態で

ございました。途中何度か推進員と区の方で協議をさせていただきまして、

安全な開催をどういうふうにしていくかということを何回か検討重ねてい

く中で、緊急事態宣言が終わったあたりから徐々に、先ほどお話ありました

ように認知症カフェについては、ひだまりホールの方で開催しました。それ

からあんしんセンターの麹町・神田それぞれが月１回開催というところで、

徐々に、ただやはり定員削減のことで、今までフリーに参加していただいた

ものを、事前申し込みという非常に心苦しい形で進めさせていただいてい

たりしました。やはり来れる方というのも、場所としては千代田区の真ん中

なんですけど今までそれぞれ神田・麹町にあったカフェより通いにくくな

って、それぞれのコミュニティがちょっと寸断されてしまってるかなとい

うところは、今のところ課題としてございます。 

その他には、昨年度取り組んできたところとして、両あんしんセンターの

カフェを合同で開催したり、その経験を踏まえて今年度は本当を言えば、ジ

ロールさんとか三井さんの料理カフェとかそういったものと合同して、さ

らに区民への周知を広げるっていうところが目標であったんですけれど

も、そこのところも停止をしております。 

今後の課題のところにつきましては、それぞれの推進員のそれぞれの地

区の発表でさせていただきます。あと私どものもう一つの業務として、認知

症初期集中支援の現場での認知症対応のところなんですけれども、個々の

相談に関してはそんなに状況として大きな変化はありません。事業の取り

組み、相談件数に変わりはないんですけれども。個々に言えばやはり、社会

の資源を使えなくなったのがまず高齢者であったというところで、予防と
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か体操とかそういった部分での活動ができなくなったことによって、孤立

を深められて、認知症、あるいは介護的に不適切な状態に陥られるというケ

ースが挙がったということも、コロナ禍の特徴としては挙げられるという

ふうに考えます。最初の方で申し上げましたけども、人と人との繋がりとい

うところ、それから社会との繋がりという土台が大きく見直しを迫られて

おりますので、今年度以降、残りの下半期、それから次年度の認知症の取り

組みについて、それぞれ思うところをちょっと発表させていただきます。 

 

二上委員 あんしんセンター麹町の二上と申します。私の方からは主に麹町の活動

を中心にご報告申し上げます。 

認知症のカフェですが、コロナ禍のために 4月は中止となりまして、5月

からカフェの再開に向けての打ち合わせをさせていただきました。千代田

区の感染ガイドラインに従って、7月より月 1回の形で再開しております。

またカフェ中止の期間も、認知症サポート医の先生方からのアドバイス等

を掲載した関係誌の投函をさせていただいたり、安否確認が必要な方には

電話訪問という事業がございまして、そちらで相談員と 20分程度お話をし

ていただいて、心身の状況の把握を行っております。認知症の方にとって、

コロナ禍の中、コミュニケーション活動や運動機会を得るということは大

変難しい状況です。テレビを見ると、コロナ関連のニュースをやっていて、

不安になって、外出ができない、買い物ができないということで低栄養にな

ったり、足腰が弱って転倒されて、ご入院されて、そこから退院に当たって

の相談が、あんしんセンターの方に非常に多く入っております。また、自宅

におられるということで、消費者被害とか特殊詐欺に遭われる方も非常に

多くて、相談の内容が以前より深刻な状況となっております。そのような方

を初期集中支援で病院にお繋ぎしたり、あとは介護保険のサービス導入へ

つなげるという活動を行ってまいりました。最近は、ここにいらっしゃいま

すご出席の先生方より心配な方のご連絡をいただくなど、早期発見に繋が

っておりまして大変感謝を申し上げます。千代田区においては、認知症の相

談窓口を知っている方が 27.5％ということで非常に少ない状況です。認知

症の方への正しい理解であったりということで、認知症サポーター養成講

座の開催の継続やケアパスの普及、あとは次年度は出張所を借りて、また協

力機関等へアウトリーチを行いまして、コアな人数に対しての居場所づく

りや、啓発活動、相談対応などを行っていければと思っております。今後と

もよろしくお願いいたします。 

 

松永委員 入れ替わり立ち代わり失礼します。あんしんセンター神田の方の取り組
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みに関してですけども、今、麹町の方のお話にもありましたように、当セン

ターの方でもカフェが開催できない期間中、もともとあんしんセンターと

して通信の発行ということは年数回行っていたんですけども、今年度に関

しては毎月発行して、できるだけポスティングという形の取り組みをさせ

ていただきました。といいますのも、やはり今回非常に情報難民という部分

ですね、今 zoomで開催していますが、高齢者はまだ黒電話のおうちもあっ

たりします。そもそもガラケーからスマホに切り換えられないっていう方

がほとんど我々の相談対象でありますので、そういった方にこの新しい生

活様式のインフラのことをご説明してもなかなか乗りにくいというところ

があります。そうしますと先ほどの二上さんの話にもありましたように、地

域の中で小さく、けど広い拠点を、できるだけ身近なところでどうやって増

やしていくかということが今後の課題というふうに考えておりまして、今

年度私たちも、地域の中でご協力いただける民間の場所とか、いろんなとこ

ろで、顔の見える関係のところからミニ講座とかそういったものを開いて

いくという、アウトリーチの進め方というものを、今、模索しているところ

です。ですので、やはり今繋がりの確保というところで、周知率がまだ低い

というところもありますので、神田の方では昨年から、一人暮らしと高齢者

のみ世帯の見守り訪問って事業を開始させていただいておりまして、今、マ

ンションなどにも見守り相談が行っています。そういった中で課題を見つ

けたり、或いはＳＯＳを発信される方に関しては直ちに早期発見といった

形の社会資源につなげられるような、やはり地に着いた取り組みを継続し

ていかなければいけないというふうに考えておりますので、またいろいろ

お気づきの点がありましたらご教示いただければと思います。以上です。あ

りがとうございました。 

 

佐藤課長 ありがとうございました。では引き続きになりますけれども、認知症本人

ミーティングにつきまして医療と介護連携係長の赤石澤からご報告いたし

ます。 

 

赤石澤係長 みなさま、こんばんは。医療と介護連携係長の赤石澤と申します。よろし

くお願いいたします。私の方から千代田区認知症本人ミーティング『実桜の

会』について報告をさせていただきます。 

認知症本人ミーティング『実桜の会』は、認知症バリアフリーの地域づく

りの一環ということで、認知症と診断された人や物忘れで悩んだり、不安を

持っている人が抱えている想いを自由に語り合える場を創出することを目

的に、昨年の秋ぐらいから、認知症ケア推進チームの定例会の中でコアメン
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バーを募りまして、そのメンバーを中心に検討を始めました。それに先駆け

てすでに高島平の方で開催されている、「ここから話そう会」というところ

を見学させていただいたり、いろいろな方にご相談をしたり、アドバイスを

いただいたりということをして、今年の 2 月に初めて第 1 回の本人ミーテ

ィングを開催しております。人数もたくさん集まって盛況だったんですけ

れども、そのあと残念ながらコロナの影響で、3月からの 6月の開催は中止

になりました。この間、コアメンバーの間で、会の名前はをどうしようです

とか、会場はどうしよう、それから、コロナだけれどもどんなふうな形で開

催をしていこうかなどを検討しまして、今年の 7 月からまた再開をして、

それ以降は月 1回、感染防止対策を図りながら開催をしています。9月には

千代田区内にあるセブン＆アイ・ホールディングスの協賛を得て、そのグル

ープ会社のデニーズさんに協力をいただいて、デニーズ二番町店を会場に、

開催させていただいています。今はレストランと、ひだまりホールの２か所

を拠点として開催をしている状況です。 

開催なんですけれども、先ほど申しました千代田区認知症ケア推進チー

ムのコアメンバーが中心となって企画したり運営したりということをして

いるんですが、そのほかに、若年性認知症の当事者の方にお願いをして、そ

の方がファシリテーターとして話し合う場に参加していただいたいます。

参加希望者につきましては、現在は千代田区在住にこだわらずに受け入れ

ています。今のところ、当事者の方は毎回 5名前後の参加がありまして、ほ

かにオンラインで参加をされている方もいらっしゃいます。 

ミーティングではこのほかに、当事者のご家族にも別にブースを設けま

して、体験談や悩み事などを分かち合って情報交換できる場を提供してい

ます。資料の 6 の下の方に参加者の声ですとか、あとスタッフの声など載

せさせていただいていますが、これまでの参加者の中で私が印象に残った

ものを、ここでお話したいと思います。 

1点目なんですけれども、若年性認知症のご本人の方が初めて参加をされ

まして、その時に「今まで自分の病気のことを話せませんでした。ここに来

て、やっと話をすることできました」というふうに言われたこととか、あと

は物忘れをずっと心配し、心配だわどうしようと思いながら生活されてい

た高齢者の女性の方が、当事者の方に、「忘れちゃったら誰かに助けてもら

えばいいんだよ」って言われたら、ああそうねそうよねっていうふうに言っ

て、すごい笑顔になったりとか、そういう当事者同士が交流するということ

の意義を感じています。 

また、夏からデニーズで会を開催していますけれども、そこのスタッフの

方に私たちは、「皆さん認知症の方が参加しますけど、いつも通りに接して
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くださいね」っていうことをお話しているですね。その時にそのスタッフの

方が、「いつも通りに接してくださいって言われたんですけれども、認知症

のお客様がいらっしゃるって聞いて、やっぱりちょっと特別な気持ちにな

っていたんだなっていうふうに思いました。でも実際接してみたら、全然私

たちと何も変わらないし、本当に普通の接し方でいいんだなって分かりま

した」っていうふうに話していただきました。こういう体験を重ねることで

私たち自身も、これからもっともっと地域に当たり前という、ことを広げて

いく活動をしていかなければいけないなというふうに感じています。 

あと課題なんですけれども、今、会場が麹町地域の方でしか開催してない

んですね。どうしても神田地域の方々が通いにくいけれども通ってくださ

っているという状況が続いています。今後は神田地域で開催が出来る場所

として、区の施設だけではなくて、町中のカフェとか、企業さんとか、大学

さんとかそういうところとの協催も検討していきたいなというふうに思っ

ています。まだまだ始まったばかりの本人ミーティングなんですけれども、

今後会を重ねる中で、参加される方々から様々な意見をもらって、認知症が

あっても当たり前に街に出て生活を楽しんでいけるような、そういう地域

づくりをみんなで検討していけるといいなと思っています。報告は以上に

なります。 

 

佐藤課長 では、以上で事務局からの報告は終わりになります。 

粟田先生、ここからまた恐れ入りますが、意見交換の方、どうぞよろしく

お願いいたします。 

 

粟田委員 はい、ありがとうございました。 

ではここからですね、皆さんの自由なご意見をいただければと。ご質問ご

意見、それから、これからの千代田区の認知症施策へのご提言ですね。自由

なご発言いただければと思います。今この zoomの仕組みを見たらですね、

下の方に参加者っていうボタンがありますので、参加者のボタン押すと

zoom の参加者の一覧が出て、一番右に手を挙げるっていうボタンがござい

ますので、この手を挙げるっていうボタン押すと、ここに手が出てきて、私

が指せるようになりますので、画面の方でぜひこれも活用して、ご発言いた

だければというふうに思います。 

それからハイブリッドなので、そちらの会場にいらっしゃる先生方、そち

らの方はぜひ声を上げて、私が気づかなかったら、千代田区の方にご指摘い

ただいて指させていただきますんで、そういうやり方で、よろしくお願いい

たします。それでは皆さん何かご質問ご意見等ございましたら自由にご発
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言いただければ。すいませんいかがでしょうか。 

 

佐藤課長 では会場の画も皆さんの方に、見えるようにカメラを切り換えておりま

すので、こちらでも何かございましたらぜひご発言の方お願いいたします。 

加賀先生からご発言がございます。 

 

粟田委員 加賀先生、よろしくお願いします。 

 

加賀委員 千代田区でいつもこういう会議で話すときに、この事業の取り組みなん

ですけど。もともと千代田区に住んでる方と、千代田区は高級マンションが

たくさんできました。それで我々はもう 30年ぐらい前から往診をしてるん

ですけど、この認知症早期発見事業で回答が約 40％、大体この残り 60％っ

ていうのが、高級マンションに住んでいらっしゃるような方が回答してい

ただけないんじゃないかと思うんですね。私も在宅で往診はしてますけど、

新しく例えば世田谷とか、各方面から億ションを買いに来た方が千代田区

に住んでらっしゃる。そういう方たちは、我々町医者を相手にしてくれなく

て、どこそこの大学の何先生に診てもらってると言って、なかなかコンタク

トができない、そういうことに時々ジレンマを感じます。やはり私はいつも

思うんですけど、こういった高級マンションっていうのは、なかなかセキュ

リティが難しくて、現場まで 2 回ぐらいこうボタン押していかないと入っ

ていけないんですね。そういう方達が、もしそういった早期の認知症になっ

たときに、誰が早く見つけていくのか。こういうことがこれから問題になっ

てくると思うので、やはり町内会や皆さんが、そういったマンションの中の

会合とか、そういうところに、千代田区に昔からある伝統のよさ、下町のよ

さ、三軒長屋の良さを、皆さんにそういうところを周知していただいて、早

めに発見する、見つけていくと。私はやはりこのあんしんセンターっての

は、とても重要な役目を果たしてると思います。私も水道橋の高齢者の住宅

に往診に行ってるんですけど、やっぱりあんしんセンターの人に頼んで鍵

を作ってもらって、そこで今往診をしてるんですけど、とてもあんしんセン

ターの方たちがよくしてくれるので、そしてまた患者さんには、主治医・か

かりつけ医を作るっていうことをこれからしていっていただいて、そして、

何人も認知症のサポート医がいますので、早期の発見ができればいいなと

思っております。以上です。 

 

粟田委員 ありがとうございました。 

ただいまの加賀先生のお話ですね。これ非常に重要なテーマだと思うん
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ですけども。ちなみにその資料 5－2ですね、認知症地域支援推進員の役割

が三本柱で書かれていて、そのうちの一番上に支援ネットワークを構築す

るって書かれておりまして。特にここに適時、必要な医療や介護等が受けら

れるような連携体制を構築するって書いてありますが、実はこれは非常に

重要なことでございまして、つまり、必要な時に必要な社会的支援が利用で

きる社会環境の構造を作るっていうことが、認知症地域支援推進員の役割

の一つであるというですね。こう掲げられてるということで、個別に一人一

人の社会支援を調整する中のコーディネーションはやれてるんですけど

も。今言ったように、独居の人とかマンションで一人暮らしで、閉じこもっ

てる人が必要な時に支援が利用できる社会構造をどうやって作るのかって

ことですね、これは検討されなければならない大きな課題です。 

ちなみにこれは情報ですけども、今マンション管理組合でそのことが大

きなテーマになっていて、マンションの管理人さんと、地域包括支援センタ

ーが連携できるような体制づくりが必要なんではないかっていうのを、日

本マンション学会で提言されたりしております。実際一人暮らしのマンシ

ョンに暮らしている認知症の人を発見できるのは、特にセキュリティの高

いマンションで発見できるのは、管理人さんが一番多いんですね。管理人さ

んが認知症に気づくっていう、そういうスキルを持って、気づいたら、もち

ろん家族に連絡するんですけども、同時に地域包括支援センターに連絡し

て連携を取れるようなことをできるようにしていくっていうのが、一つ課

題としてあるんではないかな。その際には、加賀先生がおっしゃったよう

に、特に地域包括支援センターの方がセキュリティの高いマンションに入

りたいと思っても、しばしば入れなかったりするんで。その辺のところが可

能になるような、自治会とかそういうところとの調整とかそういうことを、

行政としてやらなくてはいけないのかなと、そんな課題が出ておりました

ので、ぜひこの問題は考えてもらいたいと思うんですが、これについて千代

田区の方から何かご意見、或いは、ご説明がございませんでしょうか。 

 

佐藤課長 はい。では佐藤からお話させていただきたいと思います。 

今までいろいろ話していただきましたような課題は、行政の方でも十分

認識しております。例えば、先ほどあんしん神田のアウトリーチの見守り相

談窓口事業という話が出ましたが、訪問して「訪問しました」っていうこと

が分かるように「何かあったらご連絡をください」という紙を残して帰られ

てると思うんですけれども、その紙を見て、誰にもわからないようにそっと

ここで一人暮らしをしている、ここに年寄りがいるってことを周りに悟ら

れたくなくてここに住んでいるのに、わざわざそんなことをしてくれるな
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と。そういったクレームの電話が入ったりするようなこともあるぐらい、や

はり自由な一人暮らしを千代田区でされたいっていう思いの方もいらっし

ゃるという状況です。 

支援に対して拒否的な方も、すごく認知症が進んでいるような、良くない

状況になってるとはたから見て思っても、受け入れてもいただけないって

いうようなことも、しばしばでございます。その中で、先ほどマンションの

お話が出まして、マンションのことも度々いろんな会議で話題になってい

るところですけれども、マンションによっては、そのマンションの資産価値

が、孤独死が出たりして下がってしまわないように、管理を徹底したいって

いうことで、通いの場みたいなものをマンションの中に作りたいというよ

うな、ちゃんとそういったことを考えてらっしゃるようなところもありま

すし、やっぱりまだご理解いただけないというところもございます。 

今回、第 8 期の計画に向けて、地域づくりということが少しクローズア

ップされてくるところをとらえまして、生活支援体制整備事業ですとか、今

後の重層的支援、ちょっと厚生労働省の施策の話になってしまいますけれ

ども、高齢者に限らずいろんな地域の方と繋がって支援していく事業とい

うものも、広く言われるようになってきていますので、なかなかすぐ何かを

したから一気に後退するというようなことではないんですけれども、区と

しても地域の方に自分たちで皆さんで考えていただいて、どうしたらより

良い老後、高齢者としての生活を快適に送っていただけるか、また厳しい状

態になっても、様々な支援があるんだっていうこともある程度分かってい

ただきながら自分で備えていただいたり、人からの支援を受け入れていた

だくっていうことをどう啓発していくのかということは、取り組んでいく

べき課題だと認識しておりますので、いろいろとご意見いただきながらご

支援いただきながら進めて参りたいと考えております。以上でございます。 

 

粟田委員 ありがとうございます。そのほか皆さん何かご質問ご意見ございません

でしょうか。じゃ、どうぞ。 

 

小池委員 飯田橋小池クリニックの小池と申します。どうぞよろしくお願いします。 

高齢者の方は、あんしんセンターの方たちがすごく丁寧に見守ってコン

タクトをとるように、いろいろシステムがあるんですけれども、今ちょっと

教えていただきたいことは、初老期認知症と書いてありますけれども、ちょ

っと実際私そういう認知症で若い方は今外来ではいらっしゃらないんです

が、40代、50代で脳梗塞を起こして、その方達も後遺症で認知症をこれか

ら併発されるかもしれないんですが、その方たちがご両親とか親の方と同
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居していれば、生活が成り立ってたりするんですけど、お仕事を辞められて

しまうケースが多くて、中には積極的に仕事に戻りたいって必死に努力し

て、リハビリをされてる方がいらっしゃいます。どのように戻っていくか、

治りたいんだっていうことを切々と何かちょっと見てるんですけれども。

そういうシステムっていうのが、この認知症の若い方だと、お話をするミー

ティングっていうことでちょっとあったんですけれども、それ以外に社会

復帰をする、全体的に脳梗塞を起こしたとか、要するに仕事に戻るためのサ

ポートをするような、何か取り組みがありましたら教えていただきたいと

いうことと、あとちょっと区の方で、そういうシステムがありましたら教え

ていただけますか。かなり真剣に仕事に戻るっていうことを考えて、悩んで

る方が多いっていうのは現実にあります。ただ、50代 60代ぐらいで、介護

保険を受けられない方達の社会復帰の仕方、そういう何かそういう取り組

みがありましたら教えていただけますでしょうか。 

 

粟田委員 はい、ありがとうございます。非常に重要な質問です。 

千代田区の若年性認知症支援の施策で今言ったように、就労支援ある就

労継続支援とかですね、それからこれはいろいろあるんですけど、じゃあ千

代田区の方からご説明をお願いいたします。 

 

佐藤課長 千代田区の場合ですね、まだこの若年性の認知症の方というのが実際に

あまりこちらに相談に繋がっていないということもありまして、私の方で

承知しているような、ちょっと具体的な支援っていうのは思いつかないん

ですが、支援員さんとかいかがですか。 

 

松永委員 あんしんセンター神田の松永です。 

今の若年性認知症と言われる方で、一つまず触れておきたいのが、実際に

何件か、年に１～２件事例として、診断を受けて医療機関側からご相談をい

ただくんですが、ご本人から相談をいただけないっていうケースになって

るんですね。というのはなぜかと言いますと、やはり診断名を受け入れられ

ないというところで、医療機関側としては、例えばそうなってきますと脳梗

塞から認知症という部分がありまして、あと高次脳機能障害という形で飲

み込まれているケースがあったりして、そういった場合に、まだ千代田区の

中では残念ながら、直接的な若年性の再度就職支援といったものが主機能

に結びついた事例っていうのは、直接的にはこの 2、3年間で私ども神田の

方でやってきたなかではありません。目黒の方に若年性認知症支援センタ

ーというのがありまして、そちらを介して、都内広域で活動されている団体
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に一回お繋ぎしたケースがあると思うんですけど、千代田区内で単体で、若

年性の方の就労に繋がったというケースがまだないっていうのが 1点。 

あとリハビリの過程とかのところで、私ども高齢者の部門ってこともあ

って、ご本人自身がやっぱり高齢者の認知症と一緒にして欲しくないって

いう事例というのも、ちょっと質問の主旨とはずれてしまうかもしれませ

んけども、やっぱりそこの問題として自分を取り扱って欲しくないってい

うことを、ご本人もしくは家族が訴えられるケースっていうのがあって、結

局そのまま民間団体の方のＮＰＯとかのサポートの方を選択されたという

ケースも、自分の中で記憶してるとこなんですね。 

今後、我々としても、実際のところ保健所とか社会資源の開拓というとこ

ろでは、先ほどの居場所づくりではありませんけれども、モフカさんとかそ

ういった障害関係の居場所のところとの連携っていうのは、認知症定例会

を毎月行ってる中でも、情報共有させていただきますので、まず手挙げをし

てもらえるような啓発が我々の課題かというふうに考えております。 

 

粟田先生 ありがとうございました。私が発言するのは何なんですが、私、国の施策

の中でもちょっと責任ある立場にいますので、ちょっとお話させていただ

きます。 

若年性認知症の実態調査を東京および全国でやりまして、昨年度その報

告書を出しまして、政策提言も出させていただいております。非常にたくさ

ん課題があるんですね。有病率は、18歳から 64歳人口の 10万台 50.9人っ

てことが分かっておりますので、大体千代田区だと 20人ぐらいはいるであ

ろうと思います。課題はもうたくさんあるんですけども、今の中の話の一つ

では、診断直後に必要な社会支援に繋がるようなサポートが十分行われて

いないっていうことがあるんですね。全国で若年性認知症の方が一番診断

されてるのが、認知症疾患医療センターであることが分かっておりますん

で、多分千代田区の中では中嶋先生のところが一番多いんじゃないかなっ

て思うんですけども、若年性認知症って原因疾患がいろいろあるので、今、

小池さんおっしゃられたように、血管障害の人が結構多いんですね。脳梗塞

の人も結構多くて、脳梗塞の方とアルツハイマー型認知症の方ではその後

の支援が全然違いますので、きちんとその原因疾患に基づいて、そのあとど

ういう社会支援を利用すればいいのかっていう情報提供を、認知症疾患医

療センターのような専門医療機関でまずやるってことが大きな政策課題の

一つなんですね。そのための手引きもガイドも何もないんですけど、そうい

うふうにする必要があるだろうと。脳梗塞の場合は、おっしゃるようにリハ

ビリで回復する可能性もあるし、それから回復すれば就労できる可能性も
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あるんで、そういうことも含めてやっていくと、変性型認知症は難病の場合

が多いですから、ちゃんと難病の指定を受けるようにするとかいろいろ、こ

れはやっぱり専門医療機関でなければできないので、各地域において若年

性認知症の診断・診療ができる医療機関をきちんと明示して可視化させる

べきだっていうことも、政策提言させていただいております。それは都道府

県レベルじゃなくて、区市町村レベルでそういうことをやった方がいいで

す、ケアパスも関連してますんで。そんなことも提言させていただき、その

ほかにも就労支援についていっぱい提言してますけど、ぜひ千代田区の方

に報告書を見ていただければというふうに思います。ありがとうございま

した。 

中嶋先生何かございませんでしょうか。 

 

中嶋委員 ご指名いただいたのでお話します。 

要は若年性認知症というふうに言って、認知症とそれからいわゆる軽度

認知障害のようなレベルっていうのが一緒くたにされて論じられてるのが

すごくおかしくて、実際上、若年性認知症の方も、最小軽度認知障害レベル

で我々のところにやってこられることが圧倒的に多いわけなんですよね。

それでそれを病理があるとかいうふうなことで、とりあえず若年性認知症

の枠組みの中でまとめてしまって、どちらかというと精神科領域だと統合

失調症のようなリハビリテーションモデル、或いは現在高齢者の認知症の

方たちに向かって行われているリハビリテーションモデルの中に押し込め

ようというふうなのが、もともと無理があると思います。 

私はやっぱり、実際上、仕事を持ってらっしゃる方っていうのが多いの

で、むしろ産業保健の仕組みで言う就労と治療の両立支援というふうな観

点で、とりあえず仕事を持ってらっしゃる方は仕事が続けられるようなサ

ポート、それから仕事を一旦失われていらっしゃるような方は、それこそ再

就職を含めた就労移行支援、あるいは就労の支援みたいな形の枠組みをや

はりやるべきで、何かしら障害を持った方たちは障害を持った方たちで、も

っと高齢の方たちと一緒に参加するっていうモデルはですね、僕はあんま

り適切ではないというふうに思います。 

ですから、若年性の認知症のここでいうような支援は、千代田区の場合、

まあまずはその軽度認知障害、そういった方に対してどういうふうに支援

をしていくかっていうモデルをですね、それも居住人口だけではなくて、実

際昼間人口はものすごい数があるわけですから、千代田区で就労されてい

らっしゃる人たちに向けて、何かしら取り組みとしてやっていく方がいい

んじゃないかっていうふうに思っています。 



19 

 

粟田委員 ありがとうございます。それではせっかくなので、神戸先生も何か一言言

っていただければと。もう一つの認知症疾患医療センターが順天堂にあり

ましたので、神戸先生、若年性認知症の方の支援について何か、ございませ

んか。 

 

神戸委員 順天堂の認知症疾患医療センターの神戸と申します。 

認知症疾患医療センターで診断をして、そこからどういうふうに支援に

つなげていくかっていう話だと思うんですけれども、各認知症医療疾患セ

ンターごとに、おそらくその辺りがまだ定まってないというか、人も動くし

その辺りが固まるのはなかなか難しいんですけども、疾患センターごとに

その資源があるかどうかっていう問題もあるかと思うんですけれども。そ

こでどういうふうにその方に合わせて、いろんな案内ができるかっていう

ところが少し足りないのかなというふうには感じております。なのでその

辺りをいろいろな方に合わせたものを、揃えるっていうことはまず必要か

なとは思ってます。 

 

粟田委員 ありがとうございます。そのほかに何かご質問ございませんでしょうか。 

本井先生が手挙げてますね。本井先生、よろしくお願いします。 

 

本井委員 はい。 

私も若年性認知症の方を多く拝見させていただいております。中嶋先生

と一緒に支援していきたいなというふうに考えております。実際問題とし

て、個々の人にハローワークに行ってくださいとか、会社から相談を受けた

りとか、若年性認知症の方を雇用していると一年間でいくら支援が受けら

れるとかいろいろな支援があるみたいなんですが、なかなか情報が入らな

いようです。個人によって needsにも差があります。ただ、ハローワークで

仕事を見つけてくれた人もいますし、支援は少しずつ広がってきてはいる

と思います。認知症疾患医療センターの相談員の人に講習を受けてもらい

支援の補助ができないのかなというふうに思います。 

 

粟田委員 ご指摘の通りです、ありがとうございます。 

他には何かご質問ございませんでしょうか。私から一つ質問させていた

だきたいんですが、千代田区は東京都 23区の中では人口規模もあんまり大

きくないっていうことで、いろいろ充実したことができてるんじゃないか

なと私も思ってるんですが、その中で、ひとり暮らしの高齢者と夫婦のみの

高齢者に対して見守り訪問っていうのをやってるっていうお話をお伺いし
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たんですが。これはすべての一人暮らしあるいは夫婦のみ高齢者の家に見

守り訪問ということでやれるっていうのは、東京ではなかなかないことだ

と思うんですけど、そのあたりは悉皆で全員に対して行われているものな

のかどうか、ちょっと教えていただきたいです。 

 

佐藤課長 はい、では、佐藤です。 

悉皆で実は実施できているものでは、必ずしもございません。いろいろな

訪問の糸口をとらえながら、例えば熱中症の訪問の時に、サービスを受けて

いらっしゃらない一人暮らしの一定の年齢の方とか、そういった抽出をし

た形で、季節ごとにインフルエンザの訪問があったり、熱中症の方法があっ

たりということもございますし、神田の見守り相談窓口の訪問については、

公営の集合住宅をまず最初に取りかかるということで着手して、それを他

の地域に広げるという形で行っていまして、なるべく高リスク、こちらが捉

えていないリスクがありそうな方々を少し抽出した形で行っているのが実

情でございます。 

 

粟田委員 ありがとうございます。実はこれも来年あたり政策提言が出るんじゃな

かろうかと思ってるんですが。 

今、認知症高齢者の行方不明高齢者、年間に警察庁統計で 1 万人ぐらい

あるんですけども、届け出を入れないと 1万 5000人くらいになるんですけ

ど。その行方不明の認知症高齢者の死亡リスクを高めてる要因は、独居なん

ですね。独居は相当死亡率高いです。これは発見が遅れるからなんですけど

も、その中で定期的に誰かが訪問していると、発見が非常に早くなるってい

うことが分かっていますんで、多分死亡のリスクもすごく少なくなるので、

独居の高齢者の場合には、家族がそれをやれているといいんだけどやれて

いない場合が多いので、行政の方で、認知症かどうかわからないけど見守り

の事業やれてるっていいますのは、非常に意味があるんじゃないかなと思

っております。ぜひ、千代田区の行方不明高齢者の実態が分かんないんです

けども、少なくとも行方不明になっても死なない千代田区っていうふうに

なるといいんではないかなという風に思っております。ありがとうござい

ます。 

その他には、ご質問ございませんでしょうか。いかがでしょうか、特にご

ざいませんか。 

それでは私の方からですね、もう一つ質問させていただきたいと思うん

ですが。本人ミーティングが定例的に行われてるのはこれもなかなか他所

の区ではないところでございまして、確かに板橋区ではやってるんですけ
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ども、高島平っていうところでやってるだけであって、実は高島平地区の人

口と千代田区の人口が大体同じなので、似たような感じはするんですけど。

ただ、板橋区全域ではとてもとてもできないということで、千代田区では少

なくともコロナのときはちょっと一時休んだりしても、7月から定例的にや

ってるってことでこれも大変すばらしいことだと思ってるんですが。ここ

にも書いてありましたけども、本人ミーティングの一つの目標が、その本人

の、当事者の意見などを聞きながら認知症の地域づくり、あるいは施策づく

りを進めるようにしていこうってのが一つの目標なんですけども。そのと

きに、やはり本人ミーティングで話されたことに耳を傾ける行政の方とか、

そういう方たちがいて、その時にこれが必要だって気づくっていう、そうい

うことがあるっていうことがとても大事だと思うんですけども。そんなこ

とで、何か千代田区で、本人ミーティングをきっかけに、何か作ろう、ある

いは始めようみたいな、そういうような動きは今のところどうなのかって

いうことを聞きたいんですが、いかがでしょうか。 

 

赤石澤委員 はい、赤石澤です。 

本人ミーティングを担当していまして、もう回数が 6 回 7 回と、皆さん

の資料のところもあるかと思うんですが、もう大分回数を重ねてきていて、

最初は皆さん、1回行ったら来ないんじゃないかとか、シューっと消えちゃ

う方が多いのかなと思ってたんですけど、皆さん継続でいらっしゃってる

方がすごく多いなということを感じています。もちろん、すぐにちょっと違

うなと思っていらっしゃらなくなる方もいらっしゃるんだろうなと思った

んですけれども、やっぱりそういう点で何か、まだちょっとはっきり何とは

言えないんですが、ここにきて何か自分が話をできるとかそういうものが

あることと、あとはやり甲斐っていうのじゃないですけど、そこに来て自分

が役立つっていうことも結構、皆さん経験されている方は、やはり常連さん

みたいな形でいらしてくださって、他の方の悩みとかそういうことを癒し

てくださるとか、本人ミーティングと一緒にやってる家族会の中でも、ご家

族の成長っていうのがすごくよく見えてですね。最初に自分がすごく悩ん

で乗り越えてきた道を、今この方が乗り越えていこうとしているところで

つまずいてる、悩んでる、そういう姿を見てまたそのご家族の方が思いを新

たにされたりですとか、癒されたり、或いは反対に癒したりということがあ

るようなので、相互関係みたいなところはすごく大事なので、やっぱりもう

少しこう、何とか広げていけたらいいなあということは考えています。 

あと、なかなかご本人の発言を生かしていくっていう、そういう場を持て

なくているので、来年度以降に少し皆さん、当事者の方にも入っていただい
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て、これからどういうふうにしていこうとか。あとは今いろいろ考えてるの

が、認知症サポーターの方がものすごく増えていて、この方達に地域で活動

して欲しいんだけれども、それをみんなで考えていくところに認知症の本

人の方にも入っていただいたり、あとは本人ミーティングをサポーターの

方に見ていただいて、そこで「本当、当たり前だよね」っていうことをもっ

ともっと広げて欲しいとか、いろんなことを考えています。すいません、ま

とまりがなくなってしまいました。以上になります。 

 

粟田委員 ありがとうございます。その他いかがでしょうか、皆さん自由にご発言い

ただければと思いますが、いかがでしょうか。何かご意見、ご提言、ご質問

ございませんでしょうか。Ｗｅｂ会議で私もちょっとよく慣れてないので

なかなかその、感覚がよくわからないところがあるんですけども、いかがで

しょうか。 

ちょっと私からもう一つだけ質問させていただこうと思うんですが。こ

れは、ある意味で本質的な問題じゃないのかもしれないんですけども。千代

田区の認知症総合支援事業はオレンジプランの 7 つの柱に沿ってでき上が

ってるんですけども。皆さんご承知の認知症施策推進大綱の 5 つの柱って

のが出てきたもんで、今後どうするのかっていう。第 8 期の介護保険事業

計画で、この認知症施策推進大綱の中に出てくる 74項目のＫＰＩなんです

が、それとの関連で各市町村でも指標を決めて進捗を考えていくみたいな

ことが、今後出てくるであろうということが予想されるんですけども。その

辺のところは千代田区はどんなふうに考えてらっしゃるか。あくまで 7 本

柱でいこうってのも一つの見識だとは思いますけど、そんなところをです

ね、千代田区として今後の何かお考えとか、お聞きしたいと思うんですが、

いかがでしょう。 

 

佐藤課長 はい、では佐藤でございます。 

まさにご指摘の通りですね、今回の実は会議の準備をしておりまして、新

オレンジプランの 7 つの柱って、もうちょっと古いっていうと言い方が悪

いんですけれども、施策大綱の 5 つの方に置き換えていったりする必要が

あるんじゃないかというふうに課題意識は持っていたんですけれども。両

方の柱同士の対照といいますか、整理の方がまだ追いついていませんでし

た。第 8 期計画で、今地域づくりを主体に全体をまとめるというところに

かなりこれまで注力しておりましたので、認知症の細かい、区の計画に基づ

く認知症施策についての検討まだこれからという状況でございます。 

赤石澤のほうも、認知症の推進チームの方でいろいろ議論をさせていた
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だいて、課題意識も持ってますので、地域づくりの部分とあとは実際に早期

発見して、対応に繋げていくっていう部分と、どういうふうに整備をしてい

こうかと思っておりますので、逆にお伺いするような形になって恐縮なん

ですけれども、施策推進大綱を踏まえたポイントとして、千代田区の今の状

況を今日いろいろ報告させていただいたんですけれども、それを踏まえて、

こういう重点化が必要じゃないかとか、ここ弱いんじゃないかとか、地域特

性を踏まえてここを取り組んでいったらいいんじゃないかみたいな、もし

ご示唆がありましたら頂戴できればと考えております。 

 

粟田委員 ありがとうございます。それではそろそろ時間ですので、シナリオにより

ますと私がここで少しまとめてって書いてあるんですけども、なかなかま

とめるのも難しいんですが。 

これからの認知症施策の新たな方向性として、これから地域共生社会と

いうのが一つの大きなキーワードになって、これは地域包括ケアシステム

のですね、大きな目標になってくるわけですけども。第 8 期の介護保険事

業計画の基本理念にも、「その人らしさが尊重され、住みなれた地域で生き

生きと暮らし続けるまち千代田を実現する」とあり介護保険事業計画ある

いは高齢者福祉全体の目標になってるわけですが、こういったアウトカム

に認知症施策も収斂するような形で、認知症施策を第 8 期の介護保険事業

全体に埋め込んでいくっていうようなことが求められると思うんですが。

特にこの地域共生社会っていう観点では推進大綱にも共生という大目標を

掲げておりますので、その共生・予防を実現していくための施策の 5 本柱

が描かれていて、それが特にこの地域共生社会で重要と思うんですが、そこ

にちゃんと構造的に繋がっていくような施策づくりがこれから求められる

んではないかなというふうに思ってます。それぞれについての指標づくり

というのも、国がＫＰＩを作っておりますが、ちょっとＫＰＩは大急ぎで作

った気がありまして、いろいろとまだまだ課題が残って、そもそも測定でき

るのかなっていうものもございますし、そういうところは逆に言うとボト

ムアップで、千代田区独自の施策、千代田区で測定できる指標を作りなが

ら、地域共生社会に向けた認知症施策を考えていくっていうことが、これか

ら大事なんではないかなと考えているところでございます。 

こんなことを言われてる自治体はまだあんまりないと思いますんで、全

く手探りの状態だと思いますが、ぜひ千代田区の行政と区民、それから各領

域の専門職の方々、それから千代田区は大学も近くにございますが、そうい

う学術領域の方たちとも一緒にそういう問題に取り組んでいただければな

という考えてるところでございます。 
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ということで、私の司会はこれで一旦締めさせていただいて、ここからは

ですね、進行を事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

 

佐藤課長 ありがとうございました。いろいろと示唆の深いお話を頂戴しました。や

はり専門領域にかかることもございまして、事務局の職員の勉強が追いつ

かない面もありますけれども、またご教示いただきながら進めて参りたい

と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、今日、様々なご意見を頂戴しました。不慣れなハイブリッド会

議の進行ということで、皆様にもまんべんなくご発言いただくようなとこ

ろまで行き届きませんでしたけれども、今日いただきましたご意見を区の

施策に反映させて参りたいと考えております。みなさま活発なご意見あり

がとうございました。 

ちょっと今日ご発言をいただけなかったところもございますので、後程、

メールでも結構ですので、本日会議の中でいろいろとお感じになられてご

発言されてなかったというようなことがありましたら、ぜひ事務局までお

知らせいただければと思います。報償費の書類の方、事務局からちょっと伝

達事項としてありますけれども、12月 11日、今週の金曜日まで期間短いで

すけれどもご返送お願いできればと思います。 

これで会議の方は閉めさせていただこうと思いますが、最後に何かご発

言ある方いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。本日はこのよ

うな会でいろいろと途中で少しトラブルもありまして行き届かない点が

多々ございましたが、今後また改善して会議の方法を考えて参りたいと思

います。どうも本日ご参加いただきましてどうもありがとうございました。 

これで、オンラインの会議の方は、閉じさせていただきますので皆様順次

ご退室をお願いいたします。ありがとうございました。 

 

 

■ご意見等 

１  「地域との関わりを持たない」ことを希望して千代田区に転入してきた方

と関わるのは難しいです。 

 そういう方には、日ごろは関わらない距離感を持ち、いざサポートが必要

になった時に、繋がろうと思ってもらえる人になるにはどうしたらよいの

か。マンションの管理人との連携はとても良い取組みだと思います。 

コロナ禍で人と会う機会やコミュニケーション・運動の機会が減り、転倒

やストレスで病気になる人が増加、そして、ステイホームで滞在時間が増
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え、特殊詐欺にあう可能性が高くなるという厳しい状況。 

認知症に関わる問題は、高齢者・障がい者など弱者といわれる全ての人の

問題に通じていると思いました。 

 

２  家族会もコロナ禍で活動を中止しています。その間、ご本人やご家族に

は、電話やメール等でお話を伺いました。不安と不自由さを感じながらも感

染防止を最優先に色々な思いで日々過ごされていると思います。 

 活動中止期間に認知症本人ミーティング（美桜の会）に参加させていただ

いたことで、ご家族やご本人の今まで聞けなかった本音のお話を聞くこと

ができ、人と人との繋がりの大切さを感じました。地域の中に皆が集える場

所がたくさんあることは今後も必要になってくると思います。 

 

３  地域のレストランやカフェで認知症本人ミーティングを行うことによっ

て、日常生活の中で外出のハードルを下げることに繋がることもあると思

うので、デニーズ以外にも場所が広がり、継続開催できるとよいと感じてい

ます。 

 

 

以上 

 


