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千代田区 高齢介護課 
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■開催日時 

令和２年１１月４日（水）１８：３０～ 

 

■場所 

千代田区役所 ４階 ４０１会議室 

 

■日程 

１ 開会 

２ 議事事項 

   （１）「千代田区高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画」（素案）について 

     ①第１章 基本理念と目標、第２章 計画策定の概要 

②第３章 計画の現状と課題 

③第４章 施策の推進、第７章 計画の推進に向けて 

3  報告事項 

（１）いきいきプラザ一番町大規模改修の進捗について 

（２）（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備について 

   

■資料一覧 

・次第 

・座席表 

・第７期千代田区介護保険運営協議会委員名簿 

・千代田区介護保険運営協議会執行機関（事務局）名簿 

資料 １ 千代田区高齢者福祉計画 第７期千代田区介護保険事業計画（素案） 

資料 ２ いきいきプラザ一番町大規模改修の進捗について 

 

■議事録 

〈開会〉 

○土谷高齢介護課長 こんばんは。高齢介護課長の土谷でございます。定刻になりました

ので、第３回目の介護保険運営協議会を始めさせていただきたいと思いま

す。座って説明させていただきます。 

急に寒くなってきた中、お忙しい中、今日、介護保険運営協議会第３回
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にお集まりいただき、ありがとうございます。会議を始める前に委員の皆

様に確認が２点ございます。 

１点目が、公開を前提にしている会議ですので、傍聴の許可をお願いい

たします。また、議事録を区のホームページに載せておりますので、録音

機での録音することをご了解いただけますでしょうか。会議録作成の際に

は、皆様にご発言を確認させていただいて、最終的にホームページで公開

をいたします。事前の説明は以上でございます。この段階で何かご質問等

ございますでしょうか。 

それでは、飯島会長、よろしくお願いします。 

○飯島会長   皆様、改めまして、こんばんは。ただいま課長からもお話がありました

ように、急に寒くなって、新型コロナに加えてインフルエンザも心配な季

節になってまいりました。そうした中でお集りいただきまして、どうもあ

りがとうございます。 

        それでは、ただいまより第３回介護保険運営協議会を開催いたします。

まず、議事に先立ちまして、運営協議会成立の報告を事務局からお願いい

たします。 

○土谷高齢介護課長 本日の介護保険運営協議会の成立についてでございます。千代田区

介護保険規則第１４条第２項の規定に基づきまして、委員２４名に対し、

２分の１以上の出席が条件とされております。本日、ご出席いただいてお

ります委員の数は、現在のところ、２１名でございますので、運営協議会

が成立していることをご報告申し上げます。なお、あらかじめ作道委員、

櫻井委員の２名の方からは、ご欠席の連絡を事前に頂いております。 

        続きまして、資料の確認をさせていただきます。事前の送付を含めまし

て、本日お手元に、次第、２点目として座席表、３点目として資料２、

「いきいきプラザ一番町大規模改修の進捗について」の資料、あと、最後

４点目として、本日の運営協議会が終わった後も意見を頂けるように意見

票の４点をお手元の座席に配付させていただいております。 

        事前の配付資料を含めまして、お手元に資料がない方、いらっしゃいま

したら、挙手をお願いします。事務局からご持参申し上げます。資料は大

丈夫でしょうか。ありがとうございます。 

それでは、改めまして、会長、お願いします。 

○飯島会長   それでは、次第に沿って議事を進めてまいります。本日の議事は、１番

目が「千代田区高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画（素案）につい

て」でございます。こちらは本日の審議を経まして、協議会として素案と

いたします。 

報告は２点ございまして、「いきいきプラザ一番町大規模改修の進捗に

ついて」。２つ目が「（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備について」で

ございます。 

        進め方といたしましては、最初に事務局から説明を頂きまして、その後、

皆様からのご意見やご質問を頂くということにさせていただきます。 
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        一応、会議終了時刻を、目途として午後８時を予定しておりますので、

円滑な議事進行を図るため、簡潔なご発言をお願いいたします。 

        それでは、「千代田区高齢者福祉計画・第８期千代田区介護保険事業計

画（素案）について」ということですが、まず、第１章と第２章について、

第１章の「基本理念と目標」、第２章「計画策定の概要」について、事務

局からご説明をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 座って説明させていただきます。まず、今日の資料の説明に入る前

に１点、ご報告申し上げます。 

        これまで「（仮称）二番町高齢者施設」と申し述べておりました特別養

護老人ホーム、令和３年４月に開設予定の施設ですが、このたび正式名称

が「ザ番町ハウス」に決定をいたしました。したがいまして、本日の素案

の中でも「ザ番町ハウス」という名称で記載をさせていただいております。

以上があらかじめの報告でございます。 

        それでは、資料１について説明させていただきます。まだまだコロナ禍

ということで、お席の間につい立のほうも仕切りを入れさせていただいて

おりますので、ポイントを簡潔に絞って説明をさせていただきます。 

        まず、第１章と第２章は、１６ページまでになります。２ページと３ペ

ージ、見開きのところを御覧いただけますでしょうか。 

        今回の第８期の計画につきまして、基本理念、「『その人らしさ』が尊

重され、住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるまち 千代田を実

現する」この基本理念でありますが、今、日本全国で地域共生の実現とい

うことで進めております。「地域包括ケアシステムの推進」この基本目標

につきましては、第８期の高齢者福祉介護保険の事業計画でも踏襲して、

進めてまいります。 

        以下、４ページ目からがこの基本目標の地域包括ケアシステムを支えて

いく内容として、４ページで地域包括ケアシステムについて説明し、千代

田区で平成２７年１１月から始めております高齢者総合サポートセンター

かがやきプラザ、地域包括ケアシステムの拠点について、５ページから７

ページまでで改めてご説明申し上げております。 

        ８ページにつきましては、区の医療と介護の連携ということで、ポンチ

絵の形で分かりやすくイメージ図を付してございます。 

        ９ページ目からが日常生活圏域の考え方です。また、かがやきプラザに

ございます相談センターと連携して進めております高齢者あんしんセンタ

ー麹町・神田の事業内容について落とし込みをしているところまでが、第

１章基本理念と基本目標であります地域包括ケアシステムの推進を網羅し

たページでございます。 

        １３ページ目からが「計画策定の概要」ということで、記載をさせてい

ただきました。 

        １４ページ、１５ページにつきましては、この千代田区高齢者福祉計

画・第８期介護保険事業計画の趣旨や計画の位置づけについて記載してお
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ります。この高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画が位置づけられて

いるところを１４ページに記載し、１５ページの上段では第８期の計画期

間を令和３年度から令和５年度と記載しております。また新聞報道でござ

います団塊の世代のお子さん方、団塊ジュニアといわれる方々が６５歳以

上になる年代として２０４０年、こちらにつきまして、第１０期の計画の

最終年になりますけれども、計画の期間として落とし込んでございます。

計画の策定の体制については、この介護保険運営協議会に区長から諮問が

行われておりまして、本日のご審議いただく内容でございます。 

        冒頭の第１章、第２章につきましては、最後の１６ページに今回の介護

保険制度等の改正のポイントをまとめております。この計画の理念・目標

とこの計画を作る前提につきまして記載したところが第１章、第２章でご

ざいます。 

        駆け足でございます。以上が事務局からの説明になります。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。第１章の基本理念・基本目標について

は、基本的に第７期を踏襲して進んでまいるということでございますが、

ただいまのご説明に対して、ご意見、ご質問ございますでしょうか。よろ

しくお願いいたします。いかがでしょうか。 

        では、私から１つ質問させていただきますが、千代田区においては、高

齢者総合サポートセンターというものを設置しています。これが１つの中

心になっているのですが、これを作るに当たっては、３６５日、２４時間

対応ということ、それからワンステップで何でも対応できるようにという

ことで作ったと思うのですが、実際、現在の運用状況はいかがでしょうか。

２４時間対応にどれくらい需要があるのかとか、あるいは医療との連携が

できているかというのをお聞かせいただければと思うのですが。 

○佐藤在宅支援課長 高齢者総合サポートセンターの所管をしております在宅支援課長の

佐藤と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

        かがやきプラザの今の運営状況でございますが、まず相談業務につきま

しては、夜間に限っては件数としてはあまり多くない状況でございます。

ただ、やはりちょっと不安定な方からのご相談のお電話など、電話対応が

中心になりますけれども、夜間の不安な時間帯の受け止めとしては、区民

の方の生活を支える一助になっているのかなと認識しているところでござ

います。 

        相談のほうはどちらかというと、いろいろな高齢者からのご相談を受け

て、医療と介護、退院してからサービスを受けるまでの調整ですとか、お

困りの方の相談から様々な必要な資源を調整して、生活が送れるように支

援していくところで、職員と相談センター、地域包括支援センターのあん

しんセンターの神田と麹町、いろいろな機関と連携しております。千代田

区にとっては高齢者総合サポ―トセンターにあります九段坂病院がいざと

いうときには支援の一助としていろいろ相談に乗ってくれる体制になって

おりますので、そういった中で地域の医師会の先生方にもご協力いただき
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ながら、地域包括ケアシステム一体となって進めるべく努力しているとこ

ろでございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。ほかに第１章で何かありますでしょう

か。 

○大渕委員   １６ページの「医療・介護のデータ基盤の整備の推進」というのが、国

で示されているわけですけれども、医療についてのデータに基づいて医療

するというのはかなり一般的になってきているのですけれども、介護につ

いては、医療のように、ここが治ったという形で示しにくい部分がありま

して、国のほうでもＶＩＳＩＴ以外にも、ＣＨＡＳＥという形で進めてお

ると聞いているのです。そういった意味で介護分野についてどれくらい情

報を取りながら、それを生かしていくとお考えなのかお聞きしたいのと、

私の意見としては、そういう意味では、介護についても少し介護の科学化

みたいなものが進むと聞いているのですけれども、できればそういうので

計れない部分が多いので、千代田区におかれましては少しゆっくりと構え

ていただいて、ご判断いただけないかなと思っているのが私の意見です。 

        現状として、このデータをどのようにお使いになるおつもりなのかとい

うことについてお聞かせ願えれば幸いです。 

○佐藤在宅支援課長 在宅支援課長からご説明いたします。 

        介護のデータとしては、郵送調査で健康長寿医療センターのご協力も得

て、「こころとからだのすこやかチェック」という郵送調査を継続的に行

っているところでございます。この調査では、２年間で区内の高齢者全部

の方にお手紙を差し上げて、その返送状況から、返してくださった方には、

介護予防事業のご紹介を兼ねたフィードバックを差し上げて、ご連絡のな

い方についてはリスクがある方として、その中から一定の条件に該当する

方を抽出をして、抽出をされた方に訪問看護ステーションの看護師から訪

問調査をかけるといった取組につながっているものでございます。 

        今まではこの調査を支援のツールとして活用している面がとても多かっ

たのですけれども、今後、ＫＤＢシステムというのがここにも出てくるの

ですけれども、そういったデータで、例えば返送がなかった方にどういう

状況の医療に罹っている状況があるのか、少しクロスさせてみようとか、

アイデアレベルで今後どう活用しようかということを話している検討段階

でございます。ですので、そこでどういった状況が見えるかなどは少しお

時間を頂戴できればと思っているところでございます。 

○土谷高齢介護課長 データの活用については、高齢介護課からも申し上げます。 

        実際のところ、今回、後ほど今日の運営協議会でも説明等させていただ

きますけれども、保険料の関係を算出していくためには、保険給付のとこ

ろでデータを活用していかなければなりません。ＫＤＢなどと合わせまし

て、国の見える化システムについても活用させていただいております。ま

た、保険給付の実績についてはデータを持っておりますので、月報、年報

の形で、保険給付の情報については、千代田区については当然毎月見なが
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ら日頃の運営に備えております。ただ、他自治体との完全な比較というと

ころでは、正直そこまでは進んでおりません。大渕副会長からもお話があ

りましたが、データに基づいた介護保険の運営というところは、保険者と

してこれから進めていかねばならない、やはり大きな課題と認識してござ

います。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。つい最近変わって、デジタルデータの

有効活用ということが盛んに言われるようになってきたのですが、研究者

の間では、以前から医療のデータと介護のデータをどうやって連結するか

みたいなことを盛んに議論していたのですが、そういったことはこれから

やりやすくなると思います。 

        高齢者で医療と介護が一体なわけですけど、これまでは政府が別々だっ

たので、全く別々に分析していたところがあったのだと思います。そうい

うところがかなり進歩するのではないかなと考えております。 

        ほかにご意見、ご質問ございませんでしょうか。小笠原委員、お願いし

ます。 

○小笠原委員  １０ページの一番下に、千代田区の独自事業で「地域よろずケア」を実

施するとあるのですけれども、これはもう既に始まっているのですか。 

○佐藤在宅支援課長 これはもう従前から相談業務の中で行っているもので、どうしても

制度に切れ目ができてしまうような場合に、それを切れ目なく相談をお受

けできるようにするために、様々な法のすき間を埋めるようなサービスを

区独自で行っておりまして、区民の方が受けられる相談のレベルでは、全

くそれは多分感じられないことだと思うのですけれども、行政のほうでそ

の相談に対応するための仕組みとして、「地域よろずケア」として継続的

な支援ができるように制度的な隙間をいろいろな施策で埋めている状況で

ございます。 

○小笠原委員  それは利用していらっしゃる方もいらっしゃるのですね。 

○金井委員   それでは、ご説明しましょうか。 

○飯島会長   金井委員、よろしくお願いいたします。 

○金井委員   特別養護老人ホームかんだ連雀施設長の金井です。２年前まで相談セン

ターにいて、その前に地域包括支援センターのセンター長を４年ほどやっ

ていました。ですので、実際に区から地域よろずケアを受託している立場

でした。具体的には、例えば介護保険を申請すべきような体の状態だった

り、心身の状況にもかかわらず、それは使わないと言って、地域の中で孤

立している高齢者の方がいたりしますよね。そういう方に対して、何らか

の形で支援は必要でして、我々が関わってきちんと見守って、それに対し

て適切な情報提供だったり、場合によっては緊急時に飛んでいって、倒れ

ているという話であれば入院とか、介護保険の申請とかを行います。ご本

人は嫌かもしれないのですけれども、必要なケアですとか、制度につなげ

る動きはとらなければいけないのですけど、制度の利用を拒否している人

なので、具体的に法律に沿って考えてしまうと、その人は何も手助けがで
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きなくなってしまったりするわけですね。でも、そのため、そういう人を

必ず支援をしなくてはいけないし、助けなければいけない。そのまま見殺

しにして、亡くなっていましたみたいな話というのは非常によろしくない

ので、そのためにやはり人も必要だし、お金も必要です。それから柔軟に

動ける体制も必要だったりします。介護保険の制度や区の福祉の制度にも

乗っからないけど、でも支援が必要な人というのは、やはり狭間で本当に

いらっしゃるのです。そういう方をきちんと手助けができるようにという

事業になります。 

        非常に形にしづらい話なので、分かりづらいとは思うのですけど、そう

いう方はいろいろなところに点在されていますので、そういう方の支援を

するための予算を組んでいただけて、我々あんしんセンター、地域包括支

援センターが受託していくということで理解していただければと思います。 

○飯島会長   よろしいでしょうか。千代田区は比較的独自事業が充実しておりますの

で、制度の狭間というところにも、きめ細かく対応していくという非常に

大切なものだと思います。引き続きよろしくお願いいたします。 

        ほかにご意見ございませんでしょうか。よろしいですか。 

        それでは、続きまして、第３章の「計画の現状と課題について」ご説明

をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 第３章「計画の現状と課題」は、１７ページから２５ページになり

ます。こちらの第３章で、第８期に進めるべく、内容の課題を挙げてある

ところの章立てになってございます。 

        １８ページ、１９ページについては、これまで千代田区が第１期から第

７期まで国の介護保険の制度とともにどういうことをやってきたのかとい

うのを網羅的に掲載したページになります。 

        ２０ページからが、千代田区の状況を、グラフを使って表したページで

す。高齢化率。千代田区の場合、現在６万５，０００人を超える人口です

けれども、６４歳までの年齢の方の千代田区への流入が多いために、高齢

化率が１６．９％と低い状況になっております。 

        ２１ページの上段、こちらが千代田区の１つの特徴であるひとり暮らし、

また高齢者の方々だけで世帯構成をして暮らしている方についてです。こ

ちらが非常に多くなっているのが特徴となります。高齢者の４割以上はひ

とり暮らし高齢者ということを表したものです。 

        ２１ページの下段、健康寿命と申しますのは、要介護２になるまでを自

立して生活ができると考えた場合に、要介護２になる年齢が、少し語弊が

あるかもしれませんけれども、健康な寿命がどれくらいあるかということ

を下の段のグラフで示しております。２３区で比較してございますが、男

性ですと、８３.４２歳で第２位となります。女性ですと、８５.９８歳で

第６位となります。 

        ページをめくっていただけますでしょうか。資料についてですけれども、

２２ページの上段が要介護別のそれぞれの構成の人数です。６５歳以上の
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人口が約１万１，０００人に対して、要支援、要介護の認定を受けている

方が今日のお手元の資料では平成３０年度末で２，１８９人となります。

２２ページの下段、こちらは介護給付費についてです。介護保険でどれだ

けのサービスを賄ったかということを金額で示したものでございます。 

        おおむね横ばいになってございますけれども、千代田区の特色として、

所得階層について介護保険の自己負担が１割負担、２割負担、３割負担と

ありますが、千代田区では３割負担をしていただいている方がサービスを

使っている方の２５％弱ほどでございますので、自己負担の割合が全体で

は高いということでございます。 

        元年度に実施した６５歳以上の要介護の認定を受けていない方４，００

０名を対象とした介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅でのサービス

を使っている方を対象とした在宅介護実態調査調の結果を２３ページから

２５ページまで掲載してございます。 

        課題としては、介護予防の取組の充実と普及啓発の推進が必要であろう

ということ、区の特色であるひとり暮らしや、高齢者のみの世帯に対して

の施策が必要であろうということをアンケートの結果から出してございま

す。先ほど飯島会長からもお話がありましたけれども、在宅療養、医療と

介護の連携ということを調査から浮き彫りにしたものが２４ページの下段

にございます。 

        ２５ページについては、国からの指針でも認知症施策を強化しようとい

うことになってございますので、認知症についての調査結果から分かる内

容を上段に記載しております。 

        ２５ページの下段については、介護をしている方について、どのような

ことが必要だろうかということを、調査結果からグラフに表してございま

す。この第３章で調査等から現れた具体策を第４章に記載した施策へつな

げていきます。こちら第３章については、千代田区の現状と課題について

の説明の章立てでございます。 

        事務局からの説明は以上になります。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。千代田区の現状と課題についてという

ことでご説明いただきましたが、ご質問、ご意見ございますでしょうか。

国全体の高齢化はもっと進んでいるわけですが、千代田区に限って言いま

すと、高齢化率がむしろ下がっているという、ある意味恵まれた状況にあ

るのです。ただ一方で、ひとり暮らしの方が非常に多いという問題が大き

いと思いますが、いかがでしょうか。ご質問、ご意見はいかがでしょうか。 

        介護が必要になった場合の暮らし方の希望というのは、我が国では自宅

でそのまま暮らしたい、あるいは自宅で最期まで過ごしたいという方が常

に多いことが話題になっていますが、最近は結構男女によってその希望が

変わってくるようです。女性のほうが比較的現実的で、むしろ施設を望む

女性が増えている気もしますけれども、このデータは男女一緒に全体でと

ってもらっていますが、何か男女差みたいなものはございますでしょうか。 
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○土谷高齢介護課長 今、飯島会長からご質問があったのは、２４ページの下段の表でご

ざいます。在宅療養支援の場合、自宅で暮らしたい方が半数を超えていま

すと言いましたけれども、この図表３も介護が必要になった場合の暮らし

方の希望のところ、全体ではなくて男女別でどうなのかというご質問にな

ります。男性につきましては、自宅で暮らしたいという数値が５３.７％

です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特別養護老人ホー

ム、認知症高齢者グループホームなど自宅以外で、家族ではなくて自宅以

外で住み替えたいというこの２つを合わせますと、自宅の希望が５３.７

に対して、施設など３５.７％が男性です。それに対しまして、女性です

けれども、自宅で暮らしたいが、女性ですと４８.５％。有料老人ホーム、

特別養護老人ホームなどで暮らしたいは、３９.４％でした。会長から、

女性のほうが現実的というお話がありましたが、今回の調査からも女性の

ほうが自宅以外で暮らしたいというのは、調査の数字からも見てとれます。 

○飯島会長   どうもありがとうございます。ほかの調査に比べると、女性もやはり自

宅にいたいということで、千代田区の方はご自宅が非常に住み心地がいい

のかなと感じました。最近の調査では、女性の場合は、自宅よりもむしろ

施設を望む方が多いという調査もあったりしますので。それでも、千代田

区はやはりいろいろな面で恵まれているのかなと感じました。 

        ほかに何かご質問ございませんでしょうか。認知症の支援、それから介

護者の支援策、非常に大事なことだと思います。こうしたアンケート調査

の結果を踏まえて、施策を進めていただければと思います。 

        それでは、特にご質問がなければ、次の第４章「施策の推進」、それか

ら第７章「計画の推進に向けて」のご説明をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 それでは、続きまして、今回の計画の柱である第４章「施策の推

進」からご説明申し上げます。 

       ２８ページ、２９ページを御覧いただけますでしょうか。今回のこの計画

をここまで作成する中で、高齢者に関係する部、また保健所や他部の課と

も協力して、職員が自分たちの今の仕事を踏まえながら、どういったこと

が課題なのかグループ討議を重ねてまいりました。それが今回２８ページ、

２９ページで一覧にして、どういう状態のときにどんなサービスが必要だ

ろうかということを網羅的にお示ししたものとなります。 

        左側が自立、右側に行くほど心身状況が重度になって行きます。上段に

は区民の方々が暮らしていく上で、どのようなことが必要かということを

まとめています。自立期から要支援軽度のときには、フレイル、介護予防

など、やはり体を動かすことをはじめ、食生活、口腔の関係についても必

要だということを記載しています。一番右側については、中重度・終末期

となりますので、エンディングノート等について記載しています。千代田

区では社会福祉協議会でエンディングノートについて区民の方に啓発して

いますが、自分がどういう最後、人生を送っていったらいいのかというこ

とをご自身で考えることで、どういったサービスが必要なのだろうかとい



 

   １０ 

うことをご自身で考えるきっかけにして欲しいということで、エンディン

グノートの活用等を上段に掲げております。 

        下段については、８期計画の重点事項１から４までを左側に置きまして、

それぞれどのような施策などが、事業などが必要かということを自立期か

ら中重度のほうに網羅的にお示ししたところがこのページです。 

        したがいまして、次のページの体系図、またそれ以降について、重点事

項ごとに説明してまいりますけれども、何か気がついたときには、２８、

２９ページを振り返っていただければ、一目で分かるようにまとめており

ます。 

        めくっていただきまして、３０ページ、３１ページです。今ご説明差し

上げたことを理念、目標、重点事項の４点でまとめた図となります。各重

点事項１、２、３、４を支える施策、一番右側には個別事業とありますけ

れども、第８期につきましては、区が行っている事業を全て重点事項、施

策ごとに当てはめてはございません。この重点事項、施策を支える主な事

業を個別事業として取り組んでおります。 

        もう１点、第７期からの変更点ですけれども、重点事項の２が「支えあ

える地域づくり」、重点事項の３は「高齢者の日常生活支援の充実」、高

齢者からの相談、また日常生活の支援について、第８期では２つの重点事

項に分けたことが、第７期と比べた場合の大きな変更点になってございま

す。 

        ３２ページ、３３ページを御覧いただけますでしょうか。重点事項１

「フレイル対策・介護予防の推進」を説明したページでございます。 

        ここ以降のページの作りは、重点事項を説明し、現状と課題と施策の実

現に向けた主な事業というものを記載する形になっております。 

        今回の８期の計画のもう１つの特色は、３２ページの中段に「重点事項

１の成果指標」というところがございます。こちらは介護保険法等で作成

する義務ということではなくて、今回の３年間の計画を進めていく中で千

代田区独自の目標を設定して、それをどのように進めていけるかというも

のをそれぞれの重点事項ごとに掲載してございます。 

        フレイル対策・介護予防の推進では、主観的健康観を成果指標にしてい

ます。介護予防やフレイル対策に取り組んでいる人の割合について、今後

の方向性は増加という形で書かせていただいておりますけれども、ここに

ついては、まだまだ最後答申を得るまでに工夫できないかというところを

考えていきたいと思っております。 

        重点事項の１番で、特に御覧いただきたいところは、この４つの重点事

項の中で、それぞれ区として成果指標を設けているところでございます。 

        施策の柱としては、３５ページからが「虚弱高齢者への支援」、３７ペ

ージからは「社会参加・生涯学習活動の促進」を記載しております。社会

参加は、外に出ることを進めていくことで、健康寿命を延ばしていこうと

いうところでそれぞれ施策を書いてございます。 
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        ３９ページからが重点事項２「支えあえる地域づくり」でございます。

こちらも重点事項２の成果指標として、かかりつけ医の有無、認知症相談

窓口の認知度を記載しています。この認知症相談窓口の認知度については、

千代田区では、ニーズ調査の結果が２７.５％と３割に達していないこと

がございます。認知症について、どこに最初に相談したらいいのかという

ところを広めていきたいというところで、指標に設けて掲載してございま

す。 

        施策の１番「相談体制の充実」、それを支える施策につきましては、４

０ページ、４１ページでございます。この施策の中で、４０ページの下か

ら２つ目の（６）番「重層的支援体制構築に向けた検討」を御覧いただけ

ますでしょうか。こちらが第８期で事項として新たに設けたところになり

ます。 

        高齢者、障害者、生活困窮の方々などと連携した支援体制の構築を千代

田区としても進めていくことで、施策の主な事業の取組として掲載をして

ございます。 

        ページをめくっていただきまして、４２ページ、４３ページ、こちらが

施策２の「つながりある地域づくり」でございます。こちらの両ページで

御覧いただきたいのは、４２ページ（２）番「居場所づくり等によるひき

こもり防止とつながり創出」、（３）番「高齢者の意思表明とライフプラ

ンニングの支援」、４３ページ、一番上の（５）「８０５０問題への対

応」です。こちらの（２）、（３）、（５）については、これまでも相談

の中で区としても様々な対応をしてまいりましたけれども、高齢者の相談

の中から中高年のひきこもりのことが表面化してきて、その方々の対応を

どうしていこうかというところで記載しました。いきいきプラザ一番町、

かんだ連雀のあんしんセンターにつきましても、相談は高齢者を対象とし

てございますので、例えば８０５０問題が出てきたときに、区としてどう

していこうかというところがやはり課題ということで、今回検討し記載し

ております。 

        ４４ページ、４５ページは、「支えあえる地域づくり」の施策３として

「認知症予防・ケアの充実」について記載しております。認知症の方の家

族の会の関係が立ち上がりまして、コロナ禍になってしまいましたけれど

も、千代田区でも家族の会が立ち上がってございます。また、若年性認知

症につきましても、千代田区の人口規模ですと、なかなか多くの事例とい

うことではございませんけれども、取り上げていく内容となってございま

す。 

        ４６ページ、４７ページです。こちらは高齢者の相談、また、高齢者の

権利擁護の推進ということで、施策を記載しております。エンディングノ

ートにつきましては、先ほど申し上げましたので、先へ進ませていただき

ます。 

        ４８ページ以降が重点事項３「高齢者の日常生活支援の充実」です。介
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護をしながら働き続けられる割合、また看病や世話をしてくれる人の割合

ということを成果指標として掲載してございます。 

        重点事項３の施策としては、１番として「医療と介護の連携」、５０ペ

ージから「生活支援サービスの充実」、５２ページ、５３ページに「住環

境の充実と住まい方の支援」ということで掲載させていただいております。 

        ５２ページの施策の実現に向けた主な事業のところを御覧いただけます

でしょうか。高齢者向け住宅の供給というところで、サービス付き高齢者

向け住宅につきましても、介護保険の事業計画の中で記載をするようにと

いう国の方針が出ております。現在、千代田区ではサービス付き高齢者住

宅について、整備するような計画がないものですから、千代田区内では未

整備のサービス付き高齢者住宅を含め検討を行います、という記載をして

おります。 

        ５４ページ、５５ページからが重点事項４「介護サービス基盤の強化」

でございます。５４ページ、５５ページに区内施設について、表の形で載

せていただいております。５４ページの下の３行を御覧いただけますでし

ょうか。第８期の令和３年度から令和５年度に新たに開設する施設につき

まして、掲載をさせていただいております。下から３行目、アリア一番町

が令和３年２月開設予定です。こちらは現在のいきいきプラザ一番町の東

南のほうにございます施設で、現在、外壁の養生壁がとれて施設が見られ

るような状態になっております。 

        ザ番町ハウス、こちらは二番町の国有地を活用した高齢者施設でござい

ます。 

        一番下のウィーザス九段、こちらは俎板橋の先、神保町三丁目で、今、

解体工事が進められているところ、こちらが令和４年９月開設予定という

ことで、新たな施設について記載をさせていただいております。 

        ５６ページ以降が、施策の重点事項４「介護サービス基盤の強化」とい

うところで、「マンパワーの確保・活用」、こちらについては、ＩＣＴの

活用を含めて、施策ということで記載をさせていただいております。 

        施策２「在宅及び施設サービスの維持・向上」が続きまして、６０ペー

ジ、「施設整備の推進」として、いきいきプラザ一番町の大規模改修と千

代田保健所がございました神田錦町三丁目の福祉施設の整備について記載

をさせていただいてございます。ここまでが第３章の課題を受けた重点事

項４つについての記載でございます。 

        ６１ページからは、今回国から示されております指針の中で、災害や感

染症対策について、区としてどのような取組をするかということで、新た

に事項として記載したものとなります。 

        災害への対応ということで、千代田区としても避難所と福祉避難所につ

いて記載しました。昨年の令和元年の台風１９号のときには、千代田区は

福祉避難所の開設には至りませんでした。現在４カ所ありますけれども、

そのガイドラインがこの令和２年にできましたので、大きな項目として、
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６１ページに掲載をさせていただいています。 

        ６２ページには、区として作成した福祉避難所のガイドラインに対して、

今後どのように進めていくか、施設ごとのマニュアルの整備等を記載させ

ていただいております。 

        ６３ページからが感染症の対策のページです。新型コロナの前から、高

齢者の関係の施設などでは、厚労省から示されております感染症対策マニ

ュアルに基づいて、インフルエンザやノロウイルス対策、これまでも十分

な対応をしていただいております。それに基づいて、今回新型コロナも対

応していることから、千代田区では、今日までのところ幸いなことに、休

業するような施設、事業所はございません。 

        ６６ページに、現在千代田区が新型コロナで対応しているＰＣＲ検査、

また介護予防、集合型の研修ができませんでしたので、オンラインなどを

活用した予防講座を実施しているというところを６６ページに記載してお

ります。 

        今回の資料の最後が第７章「計画の推進に向けて」です。６８ページ以

降になります。 

        ６９ページには、「介護給付費等の適正化」ということで、東京都の計

画に添いまして、６９ページ下段に給付費の適正化の取組ということを、

７期と比較する形で、８期はどのようなことを取り組んでいこうかという

ことを、要介護認定の適正化から、住宅改修の点検など、７０ページの中

段まで６項目付してございます。 

        ７０ページの最後のところですけれども、「自立支援・重度化防止の取

組」。こちら指標については、誰もが分かりやすくて、取組の内容が検討

できるような指標については、現在作成中です。こちらについては、毎年

介護保険運営協議会実践報告のときに、報告をさせていただいている内容

になります。 

        ７１ページについては、重複になりますけれども、各重点事項のところ

を区として独自に重点事項については、評価を設けて、進めさせていただ

いております。 

        資料については、少し長くなりましたが、以上の説明でございます。 

        最後に資料にはなってございませんけれども、現在のところの千代田区

の第８期の介護保険料について、進捗を口頭で報告させていただきます。 

        第８期の介護保険料は、令和３年から５年の３年間にどれだけ給付サー

ビスを使っていただいて、その給付サービスの量から千代田区の高齢者の

数、また要介護認定を受けていて、サービスを使っていただいている方の

人数を推計した上で、３年間に必要な介護保険料を推計して、それを毎年

幾ら頂くか推計してございます。 

        月額方式でいきますと、第７期の介護保険料については、現在５,３０

０円が基準になっておりまして、１５段階で、第１段階から一番高い第１

５段階まで設定しております。第１回目に推計したところでは、介護保険
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のために使える基金というのは３億円あるのですけれども、この基金を使

った上で、一月の月額が５,５００円になるという結果でございます。今

日が１１月に入ったところなのですけれども、どれだけサービスを使うか、

また高齢者の方々の人数がどれくらいになるのか、要介護認定がどれくら

いになるのかということで、推計の精度を高めてまいります。 

        サービスを使う推計を行うにしましても、令和２年度はコロナの関係で

千代田区でも少しサービスの量が低かったのではないかという推計です。

国からこのまま推計していいのかどうかという細かな内容について、これ

から連絡がございますので、どれだけサービスを使っていただけるか、高

齢者の要介護認定の作業を含めまして、これから精緻に進めてまいります。 

        現在の保険料推計について、ご説明は以上でございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。施策の体系について。重点事項４つご

ざいますが、それぞれの内容について詳しく説明していただきまして、最

後保険料の見込みについてまでご説明いただきました。 

        ただいまのご説明、全体についてご質問、ご意見ございますでしょうか。 

        荒木委員。 

○荒木委員  ご説明、ありがとうございました。２点あるのですけれども、よろしいで

しょうか。 

        まず３５ページにございます、「こころとからだのすこやかチェック」

なのですけれども、こちら郵送調査を行い、返送があった方には助言など

が行われているということなのですが、これまでどの程度の割合の返送状

況で、さらに回答のない方には、訪問看護または訪問調査などを実施する

ことでということが記載されていますが、当然全員の方には難しいのだろ

うとは思います。先ほどのよろずケアのようなところにかかる人もいらっ

しゃると思いますが、これまでどの程度で、今後どういう目標を持ってい

らっしゃるか教えていただきたいです。 

        ２つ目。続けてよろしいですか。 

○飯島会長   １つずつ答えたほうが答えやすいですか。では、まず最初の質問からお

願いいたします。 

○佐藤在宅支援課長 「すこやかチェック」でございますけれども、今回コロナ禍の影響

もありまして、昨年度は５０％少し切っていたのですけれども、今回は５

０％を超えるご回答を頂いております。細かい数字を本日用意しておりま

せん。申し訳ありません。ただ、昨年度に比べまして、少し増えておりま

す。今回は特にコロナ禍ということもございましたので、昨年度調査に回

答してくださった方が、１年たってどうなっているかというのを少し調べ

る必要もあるだろうということで、年末にかけまして、昨年度の回答者の

方に向けて、追加の調査の準備をしているところでございます。 

         認知症の訪問看護の仕組みについては、担当の係長から説明させてい

ただいてもよろしいでしょうか。 

○赤石澤医療と介護連携係長 医療と介護連携係長の赤石澤と申します。「こころとから
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だのすこやかチェック」の訪問調査につきまして、ご説明させていただき

ます。 

        訪問調査のほうは、「こころとからだのすこやかチェック」の郵送調査

に未返答だった方、さらに年齢的に７５歳以上の方、あとは独居あるいは

高齢者世帯、高齢社のみの世帯の方、そういった介護保険の認定を受けて

いらっしゃらない方を対象にしています。名簿を作成しまして、さらにそ

れぞれの皆様に訪問の調査をお勧めするお手紙を出してきて、「いいで

す」とおっしゃった方に対して調査をさせていただいています。 

        今年度はコロナの影響があって、訪問調査を希望されない方もいらっし

ゃるのですが、そのあたりがあんしんセンターですとか、相談センターの

相談員、あるいは保健所の保健師と相談をしまして、必要な方が漏れない

ような体制では調査を進めていくことになっております。今、ちょうど調

査が始まったばかりでして、今後１２月末までかけて調査をして評価をし

ていくことになっております。 

        以上です。 

○飯島会長   よろしいでしょうか。では、２番目のご質問お願いします。 

○荒木委員   ありがとうございました。では、続けて失礼します。 

        もう１つなのですけれども、コロナ禍において、運動教室ですとか、い

ろいろなサロンなどが停止されたときに、こちらの自治体でもそのリーダ

ーの方ですとか、新規の担い手の皆さんが主体的に支えあいの活動をされ

たと伺っています。これは非常にすばらしいことだと思いますし、自然発

生的に声をかけ合ったり、訪問したりということがあったと聞いています。

ほかの自治体でもそういうことが発生していったと聞いているのですね。 

        こちらでもそういう地域の方の主体的な支えあい活動があったというこ

となのですが、実際２８ページにも「支えあえる地域づくり」ということ

で、これから居場所だとか、それから生活支援の体制を整えていかれるこ

とを進めていかれる上で、現在、担当部署ごとにはそういう関連する方の

こんな活動があったということは把握されていると思うのですが、例えば

コーディネーターなり、どなたかなりが、認知症サポーターとか、いろい

ろ分かれてあると思うのです。そういったことで自然発生的に起こったこ

とを共有するような場面というのはご用意されていますでしょうか。 

○佐藤在宅支援課長 地域活動の把握ということかと思うのですけれども、実はこれまで

生活支援コーディネーターのサロン活動の掘り起こしがこれまで中心でし

たので、その在り方では、例えば千代田区の地域資源としては大学ですと

か、企業さんでいろいろ協力してくださるとお申し出もある中で、少し不

十分だったろうという視点に立って、現在調査検討を行っているところで

す。それを受けて、やはりこちらからいろいろ働きかけるケースもあれば、

頂くものもあるのですが、それをうまく地域の高齢者の方のための活動と

してつなげていくための区として仕組みを作って、把握もできる仕組みに

してということをいろいろトータルで考える必要があると思っていまして、
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それを今までのあり方とは少し違った仕組みづくりをした中でやっていこ

うという方向性は確認しているところです。 

○荒木委員   ありがとうございます。というのは、なかなか地域、ささえ愛まち会議

などでこれまで様々に努力を重ねてこられた結果、よい動きやよい活動が

促進されてきて、せっかく息吹が芽生えたところで、このコロナというの

が、大変な事態ではあるのですけれども、そんな中でまちの皆さんが主体

的に頑張られたという実態があります。なぜそれができたのか、連絡先を

知っていたからなのかとか、そのメリットとか、デメリットだった部分な

どを整理しておかれると、今後の「支えあえるまちづくり」の支援に役立

つのではないかと思った次第です。 

        それと、認知症サポ―ター間ではこんなことがありました、こちらの生

活支援ではありましたということを、共通して認識することによって、橋

渡しができて、さらにつながりを深めていけるのではないかなという気が

します。ご検討いただけるということなので、ぜひ進めていただければと

思います。ありがとうございました。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。貴重なサジェスチョンではないかと思

います。よろしいでしょうか。ほかにございますか。廣木委員、お願いい

たします。 

○廣木委員   先ほど荒木委員からご指摘いただいたところで、社会福祉協議会も幾つ

か関わっているので、ご報告も兼ねてお伝えしたいと思います。 

        社会福祉協議会はまさに地域づくりというところに関わっておるのです

が、特にまちの方たちや町会の福祉部の方などの活動の推進を進めている

こともありまして、やはりそこの活動も自分たちが思うようにできないと

いうご相談もコロナ渦ではありました。だけれども、自分たちにできるこ

ともあるかもしれないということで、例えばマスクを作って町会の高齢者

の方たちに配りに行ったり、体操や茶話会などの代わりに、ちょっと声を

かけ合って少人数でできることを少しずつ自粛が終わった後から進めてい

きたいということで活動を始めるなどしております。 

        この間、社会福祉協議会からも、福祉部の連絡会をやりましょうという

ことでお声をかけさせていただきました。その中でいろいろな町会で行っ

ている取組を共有し、自分たちにできることがあるかもしれないというこ

とで、活動の広がりにつなげています。 

        また、区のほうで実施しておられるシルバートレーニングスタジオです

が、休止をしていたのですが、その間も先生方たちがお電話で、今、どん

な状態かということの声がけはされていました。その中でやはり自主的に

できることはないかと、ＬＩＮＥを交換している仲間で、ＬＩＮＥを使っ

て、みんなで体操をやりたいねということで声をかけ合っておられました。

例えば、テレビの体操の番組を一緒に今からやろうということで、声がけ

してやっているというお話を聞きました。また、最近自粛明けからはその

参加しているいきいきリーダーさんたちの声かけによって、自分たちで月
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に１回ではちょっと少ないので、週１回やりたいということで、グループ

ができまして、それで活動を始めたという現状がありますので、ご報告い

たします。 

○飯島会長   どうも大変貴重なお話を頂きまして、ありがとうございました。ほかに

ご意見。ただいまのご意見に対するご意見でも構いませんが、ご意見、ご

質問ございますでしょうか。 

        大渕委員、お願いします。 

○大渕委員   それでは、２８ページと２９ページの一覧表、これはすごくいいですね。

仕事も整理されるし、これは僕が他の自治体に提案してきたのですけど、

なかなか整理しきれなくて、ここまでやるとすごく分かりやすくていいと

思います。 

        その上で少しだけアドバイスというか、サジェスチョンなのですけど、

支えあえる地域づくりのときは、必ず個人情報の話が出てきますよね。で

すから個人情報保護の研修みたいなものをまちで、そんなに立派なもので

なくてもいいのだけど、やはり一緒に考えて注意しながら使っていますよ

という雰囲気づくりを地域で作っていくことは大事だと思うのです。です

ので、個人情報保護の研修みたいなものを地域で数多くやるということを

少し考えられたらどうかなと思います。 

        それから介護サービスとか、介護予防サービスの中に、どちらかという

と、してもらうサービスは多いのですけど、今、国のほうでも就労的アク

ティビティということで、何か物を作って売ったりとか、そういうのも高

齢者のやる気といいますか、そういう意味で、支えられるだけではないよ

というのが、すごいメッセージだと思うのです。僕たちもこんなことがで

きるのだよというのをその就労的アクティビティ等について、少しモデル

的でも結構ですけど、進めていくということをされたらどうかなと思いま

す。これは認知症も身体も両方であります。 

        それから、災害についてなのですけれども、私のほうの調査で通所事業

所というのが、前の東日本大震災のときに、一時的に預かってくれたりと

いうことで、大きな力を発揮したことは分かっています。それから、都市

災害の場合ですと、恐らく中まで物資が入ってこないことはありますので、

やや要援護の方々を外に出すという、例えばここだと千葉に出しますとか

ですね。そういう考え方もあると思うのですね。そうすると、そういう送

迎車も持っていたりということで、通所事業所との災害協定みたいなもの

とかもお考えになると、かなりレジリエントな強いシステムになるかなと

考えたところです。  

        それから、第７章のところの、これで終わりですけれども、施策を進め

ていく上で、地域包括ケアで大事なものである地域ケア会議というのがあ

って、地域ケア会議が受託の立案機能みたいなものも想定されているので

すね。ですので、要は今の形だと、区が決めて皆さんがそれをやるという

システムになっていますけど、むしろ地域になるから、これが必要だとい
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うのが出てきて、それがこの区の施策になるような、模索も必要だと思う

のです。ですから、地域ケア会議からの施策を吸い上げるという目標みた

いなものも１個入れてもいいかなと思いました。 

        以上です。 

○飯島会長   どうもありがとうございます。事務局の方から何かございますか。 

○佐藤在宅支援課長 今の一番最後の地域ケア会議の件についてです。地域ケア会議につ

いて、ここ数年間で会議の仕組みとしては一定整って、個別の地域ケア会

議から圏域の地域ケア会議を行って、それを今の千代田区の状況では地域

包括運協に諮って、その後、介護保険運営協議会に報告するというような

流れができているところです。 

        ただ、実際に会議を個々で見ていきますと、個別の会議は割と必要に応

じてやっていくようなところがあるのでいいのですけれども、圏域の会議

で、多職種の方とか、地域の方が集まって議論をした時に、施策に引き上

げるようなご意見というのをうまく出していただく仕組みづくりというか、

会議の仕掛けといいますか、そういったところがまだちょっとうまくこな

れていないところです。例えば見守りでコンビニの協力を得たらいいので

はないかとか、身近なところで思いつくことを出して、何となくそれで終

わってしまう部分もまだまだありますので、そういったところで、アイデ

アとか発想とか、いろいろ出していただけるような工夫が必要だと思いま

す。ここは引き続き検討してまいりたいと思います。 

○飯島会長   ありがとうございます。高齢介護課長、お願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 大きく４点、ありがとうございます。１点目の個人情報につきまし

ては、千代田区でも本当に正しく使っていることを、地域にもっと知って

もらうということは確かに大事だと思います。この計画云々ではなくて、

日頃の行政の私どもがやっている仕事からもそのように考えております。 

        ２点目の就労的アクティビティ、こちらも自分が社会的にどう認められ

るということでしょうか。それも含めてのご提言だと思います。 

        ３点目の災害時の通所施設で、例えば東日本大震災のときに一時的な預

かりなどを含めたことについても、検討を進められればと事務局としても

考えております。 

        最後の地域ケア会議、この介護保険運営協議会が地域ケア会議の千代田

区の第一層になってございますので、改めまして、地域からの課題をこの

場に持ち上げられるような取組というのを進めていければと思います。 

        ご提言、ありがとうございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。大渕委員、よろしいでしょうか。 

        ほかにご意見ございますか。藤田委員。 

○藤田委員   藤田です。自宅でできる介護予防と書いてありまして、タブレットとか、

ポケットＷｉ－Ｆｉを貸し出し可能ということを書いてあるのですけれど

も、区としてはどのような状態で貸し出して、どれだけの機械というもの

が幾つあって、個人的にどういうところにお訪ねすればよろしいのでしょ
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うか。 

○佐藤在宅支援課長 今、お尋ねのタブレットやＷｉ－Ｆｉの貸し出しの講座は、オンラ

インのフレイル予防講座と申しまして、在宅支援課の所管でございます。

ですので、在宅支援課の介護予防係にお尋ねいただければ、ご検討いただ

けます。 

○藤田委員   分かりました。ありがとうございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。 

        では、私から１つ、お願いというか、質問なのですが、重点事項ごとに

成果指標をあらかじめ設定して、施策を進めるというのは非常に大事なこ

とだと思います。ですので、何を成果指標にするかということは非常に大

事と思うのですが、例えば重点事項４では、ボランティア団体数というの

が、成果指標になっていますが、重点事項全体の成果指標として、果たし

てこれがふさわしいのかなとちょっと疑問に思うのです。本来介護サービ

ス基盤の強化ですので、介護サービスを利用する方の側から見て十分だっ

たかどうか、利用したいときに利用できたかという形の調査の評価ができ

ればいいのかなと思います。いかがでしょうか。 

○佐藤在宅支援課長 今のご指摘のボランティア団体数の考え方についてご説明いたしま

す。この指標を一旦考えるときに非常に悩みましたのは、先ほど荒木委員

からのご指摘にもありましたけれども、自主的な活動を区がどこまで網羅

的に把握できるかという点がございます。 

        やはり自主的なものなので、区から見えていないものもたくさんあろう

かと思う中で、今、ここに上げているものが、区が初めから育成しようと

取組をして、それができる団体という考え方ですので、これはこの指標が

十分かと問われれば、あまり十分ではないのですけれども、確実にその取

組の成果を確認できるという意味で、一旦この指標を掲載している状況で

ございます。 

○飯島会長   分かりました。この団体数の趣旨は分かりましたが、そのサービス基盤

の強化ということから言えば、利用者から見て、サービスが十分提供され

ているかというのが一番大事だと思いますが、それを指標とするようなこ

とはできないのでしょうか。 

○土谷高齢介護課長 今、飯島会長からあった点を踏まえて、成果指標について増やすこ

とを含めて検討させていただきます。 

○飯島会長   よろしくお願いします。それからあとついでなのですが、４章、７章と

説明していただいて、５章、６章がまだできていないわけですが、その内

容について説明いただけますでしょうか。 

○土谷高齢介護課長 今日のお配りした冊子の３枚目、目次のところを御覧いただけます

でしょうか。目次のページの５章、６章。資料編が現在作成中ですけれど

も、５章、６章と先ほど口頭で申し上げましたが、介護保険について、令

和３年から５年にどれだけサービスを使っていただけるかというところの

サービス種類ごとの推計を踏まえて、第６章の介護保険料のところで、第
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８期の介護保険料について記載します。先ほどは、新しい３つの施設もで

きるので、５,５００円というところでこれから精査させていただきます

と口頭で申し上げたところを、次の運営協議会を開催する際には、細かな

数値を網羅した形で御覧いただいた上で、計画を答申の形に結びつけてい

ただければと考えております。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。 

        それでは、ただいま事業計画、素案をご説明いただいたわけですが、全

体を通じてこの素案について何かご意見ございますでしょうか。なければ、

これを運営協議会としての素案とさせていただくということで、ただいま

のご説明がございましたとおり、５章、６章も作っていただきまして、完

成させていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

        それでは、次に報告事項に移らせていただきます。「いきいきプラザ一

番町大規模改修の進捗及び（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備につい

て」事務局より一括してご報告をお願いいたします。 

○武福祉施設整備担当課長 福祉施設整備担当課長の武ございます。座ってご説明させて

いただきます。資料２を御覧いただければと思います。 

        いきいきプラザ一番町の大規模改修の進捗でございます。いきいきプラ

ザは平成７年に竣工し、今年で築２５年を迎えております。今後施設を適

正に維持していくために、経年劣化した「空調設備機器・設備配管等」を

計画的に大規模改修する必要があり、検討を進めてきましたが、転移先が

未確定であること、新型コロナウイルスの感染状況から、改めて見直すこ

ととしました。 

        １の「大規模改修の検討状況」でございますが、平成３０年度から大規

模改修に向けて検討を始めました。令和元年 7 月には仮施設に移転し、大

規模改修する方針ということで、議会の保健福祉委員会や本協議会におい

ても報告いたしました。その後、庁内で仮施設の移転先を検討してきまし

た。 

        令和２年度におきましては、いきいきプラザ一番町の指定管理が令和３

年３月で終了となるため、仮施設までの運営期間ということで、令和３年、

４年度の指定管理者の選定を実施しました。しかし、現在仮移転先が決ま

らない現状から、大規模改修の計画を見直すことといたしました。 

        ２の「特別養護老人ホームの居室状況」でございます。４人部屋が２０

室、２人部屋が２室、１人部屋の個室が６室となっております。今般の新

型コロナウイルスの感染状況から感染予防のための個室化の必要性が高ま

っており、個室化についても改めて検討したいと考えております。 

        ３の「今後の予定」でございますが、令和５年度からの指定管理者の選

定がございますが、現施設の指定管理の選定で進めてまいります。 

        次に、（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備についてのご説明でござい

ます。こちらは旧千代田保健所敷地、神田錦町にある敷地でございますが、

そこに障害者支援施設、高齢者施設、地域交流機能を有するものを整備す
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る計画でございます。こちらの計画につきましては、令和３年３月に基本

計画を策定しております。その基本計画策定の段階で、説明会を開催する

ことを予定していましたが、新型コロナウイルス感染状況から、中止した

ということで、本年９月に感染対策予防を講じて、改めて開催させていた

だきましたので、その開催状況について、ご報告させていただきます。 

        ９月６日の日曜日に神田公園区民館にて開催し、４２名の方に出席いた

だいております。そこでの主な意見としましては、施設整備に関しての賛

成のご意見、この施設の１階スペースについては、就労の第１歩となる多

様な人が居場所となるカフェができないかというご意見を頂いております。

また、しっかりした社会福祉法人を選定し、地域に開かれた施設にして欲

しいといったご意見を頂いております。近隣のお住まいの方からは、現在

旧千代田保健所が６階となっておりますので、その高さに抑えて欲しい、

また、住まいとの建物間隔を維持して欲しい、工事中や運営時の騒音に配

慮して欲しいなどの意見を頂きました。さらに、継続して説明会の場を設

けて欲しいという意見も頂いております。 

        区としては、地域の方と話合いを進めながら整備したいという考えから、

１２月中旬に説明会の開催を考えております。整備手法や運営方法につい

て検討しておりますので、検討状況について説明をしたいと考えておりま

す。 

        説明は以上でございます。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。ただいまのご報告の説明に対してご意

見、ご質問ございませんでしょうか。 

        いきいきプラザ一番町の大改修については、仮移転先が見つからないと

いうことで、ちょっと行き詰っている状況でございます。それからコロナ

禍ということで、個室化を検討されているということ、少し見直しが必要

になっているかと思います。いかがでしょうか。 

        神田錦町三丁目については、説明会なり、いろいろなご意見を頂いて進

めているところだというご説明だったかと思いますが、いかがですか。ご

質問、ご意見ございませんか。 

        それでは、ないようですので、本日予定した議事は以上ですけれども、

全体を通じて何か言い忘れたこととか、言っておきたいこととか何かござ

いましたら、いかがですか。よろしいでしょうか。 

        それでは、今日は大変お忙しいところ、長時間にわたり、ご審議を頂き

まして、どうもありがとうございます。先ほど申し上げたとおり、第８期

の計画については、本日の内容を踏まえまして、協議会として素案とさせ

ていただきます。 

        以上で予定された議事は全て終了いたしました。事務局から次の予定に

ついてのご説明をお願いいたします。 

○土谷高齢介護課長 まずは本日素案にまとめていただきまして、ありがとうございます。

今日、頂きましたご意見を踏まえて、最終的な形にします。 
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        本日まとめていただきました素案については、高齢者の関係、地域包括

運営協議会等の委員の方にも送付を行いまして、意見を求めていきます。

今日お配りしました、この場でもし意見が述べられなかったということが

ございましたら、１２月１８日まで、恐縮ですけれども、今日の意見・質

問票に書いていただきまして、事務局のほうに、高齢介護課のほうに送付

をお願いいたします。 

        今後の予定ですけれども、最終的な形に、今日の意見等を踏まえた形で

パブリックコメントとして、１２月５日から１２月２５日までの期間を設

けて、広く千代田区の区民の方から意見を求めていく手順になっておりま

す。このパブリックコメントを踏まえて、次回の予定ですけれども、年が

改まりました１月下旬、最後の週あたりを今、想定しているところなので

すけれども、会長と日程を調整させていただいた上で、次回の日程が決ま

りましたら、改めてご連絡申し上げます。 

        事務局からは、以上になります。 

○飯島会長   どうもありがとうございました。ただいまの予定で進めさせていただく

ようですので、引く続きご協力をお願いいたします。 

        それでは、以上をもちまして令和２年度第３回介護保険運営協議会を閉

会とさせていただきます。ご協力どうもありがとうございました。 

（閉会） 


