
 第 3 回会議録(260910).docx 

- 1 - 

会 議 録 

◇詳細―企画調整グループ 電話０３－３９８１－４２０１ 

附属機関又は 

会議体の名称 
豊島区政策評価委員会（第３回） 

事務局（担当課） 政策経営部企画課・行政経営課 

開催日時 平成 26年 9月 10日（水） 18時 30分～20時 00分 

開催場所 第１委員会室（本庁舎 4階） 

会議次第 １． 開 会 

２． 議 事 

(1) 基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

(2) その他 

公開の 

可否 

会議 
■公開  □非公開  □一部非公開    

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開  □非公開  □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

出席者 

委員 

原田久（立教大学法学部教授）・外山公美（立教大学コミュニティ福祉学部教授）・益

田直子（立教大学法学部特任准教授）・猪岐幸一（公認会計士）・水島正彦（副区

長）・ 藤忠晴（政策経営部長） 

 

欠席者２名 

区側 

出席者 

保健福祉部長・健康担当部長・福祉総務課長・高齢者福祉課長・障害者福祉課長 

 

事務局 企画課長・行政経営課長 
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審議経過 

１．開会 

原田委員長 : 第３回政策評価委員会を開催させていただきます。本日は、福祉健康分野関係の成果指

標の達成度合い等々について、お尋ねするということでございます。「すべての人が地域

で共に生きていけるまち」の（１）から順にまいりましょう。 

事務局: それでは、本日出席している区側の職員の紹介させていただきます。 

保健福祉部長の吉末でございます。 

健康担当部長の佐野でございます。 

福祉総務課長の常松でございます。 

高齢者福祉課長の直江でございます。 

障害者福祉課長の森でございます。 

本日はこの５名です。よろしくお願いいたします。 

２．議 事 

（１）基本計画の進捗状況に係る点検・評価について 

原田委員長 : 資料３－１－１からまいりましょう。 

担当の部局からご説明をお願いいたします。 

保健福祉部

長    : 

まず、２－１の地域福祉の推進政策の概要でございます。 

これにつきましては、先日行われました保健福祉審議会の会長からも、豊島区内でも孤

立死、孤独死される方が 200人を超える状況であるという報告がございました。そうした

方々をいかに少なくするか、なくすかという観点に立ち、住み慣れた地域で自立した生活

を送れるようにするために、多様なサービスの選択肢を用意するとともに、地域の方々、

ＮＰＯ、それから民間の方々などの協力を仰ぎながら、支え合い、見守り合いのネットワ

ークをつくっていく。そのような観点から施策を推進するものでございます。そうしたこ

とにより、地域社会が活性化、コミュニティが醸成されていくことを目的としているもの

でございます。 

高齢者福祉課

長   : 

それでは、順番に成果指標についてご説明させていただきます。 

まず１つ目、一人暮らし高齢者等アウトリーチ事業による高齢者支援件数でございま

す。こちらは、孤立しがちな一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の生活状態、健康状態等

を把握して、必要なサービスの提供につなげるための訪問活動の件数です。この一人暮ら

し高齢者等アウトリーチ事業ですが、従来、特に福祉につきましては区民からの申請があ

って初めて対応するというようなところがございましたけれども、高齢者が増える中でこ

ちらから積極的に働きかけをしていくと。その結果として実際に支援をした件数というこ

とです。 

指標の選定基準としましては、この支援件数がそのまま成果を数値で表していると判断

したため選定したものです。 

取組状況・成果ですが、相談対応や訪問活動等によりまして、ひとり暮らし高齢者等の

生活状況などを把握し、必要と思われるサービスにつなげたり、また地域での見守り体制

構築等の支援を行い、孤立化を予防したものでございます。 

達成に向けた課題ですが、高齢者支援件数は増加傾向にございますけれども、支援を実

際に実施するアウトリーチの担当者の人数には限りがございますので、今後、地域の住民
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同士による見守り等の地域づくりをいかに構築していくかが大きな課題であると考えて

おります。 

続きまして２番目、支援困難ケース検討事例の件数です。これは、保健、福祉、医療に

関わる地域の関係者で構成していますケア会議というのがございます。このケア会議で支

援困難ケースについて検討した事例の件数でございます。 

指標の選定理由としましては、関係機関が支援困難ケースの検討を行うことで、互いの

スキルアップを図っているとゆうことでございます。 

目標としましては、高齢者人口の増加に伴い検討件数が増加するということで、目標も

増と設定しております。実績としましては、高齢者人口の増加をはるかに上回るペースで

増えてきているところでございます。 

取組状況・成果ですが、関係機関と連携し、地域の課題を発見、把握し、課題解決に向

けた取り組みにつながってございます。 

今後の課題としては、ちょうど今、介護保険制度改正に伴いまして、より機能強化した

地域ケア会議といったものが求められておりますけれども、そのような中で今後、運営方

法等を整備していかなければいけないといった辺りが課題となってございます。 

障害者福祉課

長   : 

次に３つ目の保健福祉や介護等に関する情報や相談窓口が多様であると考える区民の

割合のところでございます。こちらは企画課で実施いたしました協働のまちづくりに関す

る区民意識調査の割合でございます。３年ごとの調査ですので、実績といたしましては

22 年度と 25 年度の状況です。 

選定の理由ですが、多様化するニーズに対し、適切な情報提供や個別のニーズに即した

相談窓口を設けていくことが必要ということで選定いたしました。 

取組状況・成果のところでございますが、制度が多様化する中、その谷間で地域での支

援を求めている人たちに、コミュニティソーシャルワーカーの配置、関係機関と連携しな

がら必要な情報の提供や、サービスへの橋渡しを行っております。また、高齢者総合相談

センターの機能を強化し、アウトリーチ事業の実施や関係機関のネットワークを構築して

いくことで、地域の高齢者の相談機能の充実を図っております。また、権利擁護の推進に

向けて、認知症をはじめとする高齢者や障害者、子どもの虐待などに関する専門相談窓口

の整備に取り組んでおります。 

達成に向けた課題でございますが、ニーズの多様化に対する専門的な対応、また制度改

正が目まぐるしく行われる中でのそれに対応した相談窓口や情報提供のあり方が求めら

れております。一方で多様化した相談を的確に必要なサービスへつなげていけるような総

合相談やコーディネート機能の充実も求められております。 

保健福祉部

長    : 

政策の評価ということで説明させていただきますと、今申し上げた成果指標について

は、いずれも目標と比較し評価はＡとしております。これは計画の指標においてはという

ことでございます。地域には高齢者、障害者、生活に困っておられる方がおり、そうした

方々をいかに支え、見守るネットワークをつくるかという観点から様々な事業を実施して

いるわけですけれども、全く水が漏れるところがないかと言えば、そういったところがな

かなかわかりにくい面もあります。現実として漏れている部分があれば、そうした部分を

いかに救っていくかが今後の課題ということでございます。 

平成 18年度には地域包括支援センターを設置し、また、平成 21年度から圏域ごとにコ
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ミュニティソーシャルワーカーを配置するという計画で増やしてきており、相談件数も増

えてきています。そのような事情にはございますが、今後ともそうした方々にいかに対応

していくかということを考えますと、一人ひとりの資質の強化、さらには圏域で全ての

方々に対応できるような仕組み、サービスを構築していくのが今後の役目ではないかと考

えてございます。 

地域包括ケアシステムの構築がうたわれており、これは第６期介護保険事業計画の大き

な目玉でもございます。そうした中で、いかにして地域の方々を見守り、支え合い、そし

てまた社会参加を確保していくかということが求められておりますので、そうした視点で

今後も取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

原田委員長 : それでは、まず私からお尋ねいたしますけれども、この３つの成果指標でともにＡとい

うことでありますけれども、どれぐらいだったらＢだったかなというところをお答えくだ

さい。数字でこれぐらいだったらＢだっただろうというところをお答えいただけるとあり

がたいのですが、いかがでしょうか。 

高齢者福祉課

長     : 

 

まず１つ目のアウトリーチ事業につきまして、これは 23年度に開始したものでして、

当初の計画を立てた段階ではまだ実績がなかったもので、その辺りの判断は整理していな

かったところです。明確な、具体的な数字は持ってございませんでしたが、実績としてか

なり高齢者数の伸びを大幅に上回って伸びているということからＡという判断をさせて

いただいています。 

同様に、２番目の支援困難ケースにつきましても、まだまだ新しい事業でして、認知さ

れていないところが徐々に認知されてきているというようなこともございまして、かなり

数値の伸びが大きいということでＡとさせていただいています。 

原田委員長 : もう一回お尋ねしますが、数字としてどれぐらいだったらＢでしたでしょうか。 

高齢者福祉課

長     : 

具体的な数字は持ってございませんが、横引きでＢかと思ってございます。 

福祉総務課

長     : 

平成 17年に５万 2千人でありました高齢者人口が、平成 22年になりますと６万人近く

になってございます。その伸び率からいたしますと、当初が１万 3千人程度でございまし

たので、同じように伸びていくと１万 5千人ぐらいだったのかなと。これが１万 7千人に

なっていることでＡとさせていただいたわけですが、１万 5千人程度で、高齢者の伸び率

と同じ程度であればＢだったのかなというように思っています。 

障害者福祉課

長     : 

成果指標の３番目のところでございますが、３年ごとのアンケートということで 22年

度と 25 年度で比較しております。こちらのアンケートは、区内に２年以上在住する 18

歳以上の区民ということで、5千人の方を区域割りにして無作為抽出してございます。そ

のアンケートの設問の結果を 22年度と 25年度で比較して高くなっておりますので、Ａ評

価となっております。この数字がほぼ横ばいであればＢというように考えております。 

原田委員長 : ありがとうございました。他の方はいかがでしょうか。 

Ｂ委員 : １番目と２番目については、今ご説明いただいたように指標をつくればよいのではとい

う感想を持ました。つまり、今は高齢者が増えれば増えるほど評価がＡのままであるとい

う、そのような数字になっているので、業務に活かしにくいと思います。ただ、お考えの

中にも入っていますので、高齢者の伸び率と実数の伸び率、前年度比でご判断された方が

使いやすい数字になるのではないかなというように思います。 
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あと、高齢者人口の高齢者とは、何歳以上と思っておけばよろしいですか。 

高齢者福祉課

長   : 

高齢者の定義は色々ございますが、65歳と考えてございます。 

Ｂ委員 : ３番目の指標ですけれども、この区民意識調査の方も、パーセントもいいですけれども、

何分の何という実数も載せるとよろしいのではないかと思います。アンケートは同じ対象

者で行っているわけでもないので、それは載せた方がより使いやすい数字になるのではな

いかと思います。 

Ｄ委員 : 今、豊島区の方で孤独死される方というのは実際にいらっしゃるのですか。 

保健福祉部

長    : 

これは東京都監察医務院の統計でございまして、24 年度で 291 人という数字が出てお

ります。特別区全体で確か二千何百人かという数字だったと思います。 

Ｄ委員 : そうしますと、その人数が毎年把握できるものであれば、数がだんだん増えているのか、

あるいは減っているのかというのがまず結果から見て一番大切な指標だと思いますし、高

齢の方が増えているから、この人数が増えるというのは社会的にはやはり通らないと思う

のですね。その辺りはどうお考えでしょうか。 

保健福祉部

長    : 

確かに、おっしゃるように孤独死、孤立死の方が 65歳以上の方ということで捉えます

と、数が減るということは施策が有効に寄与しているという判断になると思いますが、一

方で高齢者が増えていくという現状もございますので、そこをどう考えるかというところ

が焦点です。少なくとも孤独死、孤立死する人の割合が低下するとか、そのような方向に

持っていければ施策としては有効であると考えられますので、そこは工夫できればと思い

ます。 

Ｄ委員 : 実際、結果として、今の割合で結構なのですが、それは低くなってきているのですか。

それは把握されているのでしょうか。 

保健福祉部

長    : 

大変申し訳ありませんが、その数字については把握してございません。 

高齢者福祉課

長   : 

ただいまの孤独死、孤立死ということでございますけれども、大変定義が難しいという

ことがございまして、豊島区で一人暮らし高齢者の数自体が増えてございます。一人暮ら

し高齢者の場合は他の家族がいらっしゃらないので、亡くなってしまえばその時点で孤立

しているということでございます。そういうことで、どうしても実数自体が増えているの

は確かです。 

ただ、この間、アウトリーチ事業を行うことによりまして、以前でしたら本当に孤立し

て亡くなった後、何カ月も発見されないというようなことが起こりましたが、そういった

ことは見守りを頻繁にすることによって何日か後に発見されるというように日数が短く

なっています。それでいいのかというのはございますけれども、どうしても１人で亡くな

られてしまうということ自体はなかなか減らせないのですけれども、本当の意味での孤立

自体を減らせているかなというようには思ってございます。 

Ｄ委員 : 確かにおっしゃるとおり、一人暮らしの方がそのまま亡くなってしまう、それ自体を事

業にするというのはなかなか不可能に近いと思うのですが、ご指摘のとおり日数ではかる

とか、その辺りを工夫していただけると効果がわかりやすいのではないかと考えておりま

す。 

Ａ委員 : ３つ目のところで質問します。多様であると考える区民の割合が増えるということは、
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情報や窓口が多様だからわかりにくくなっている、どこに相談に行けばいいかわかりにく

くなってしまっているという数が含まれていると考えることはできないでしょうか。ある

いは、意識調査の聞き方で何か工夫があるならば教えてください。 

障害者福祉課

長   : 

アンケート調査の設問自体なのですけれども、設問自体は、「高齢者等一人ひとりの状

態に合わせた、きめ細やかな介護や生活支援サービスが受けられる」というところで、「ど

ちらかというとそう思う」という方の割合を掲載しております。 

Ａ委員 : その設問は、相談窓口が多様だとか、情報が多様だということと、どのような連関があ

るのでしょうか。 

障害者福祉課

長   : 

この「一人ひとりの状態に合わせた、きめ細やかな介護や生活支援サービスが受けられ

る」ということは、多様化する色々なサービスを受けるために、そのニーズに対して情報

提供や相談窓口を設けていくことが必要だということなると考えております。 

Ａ委員 : そこの今の文脈は、質問の意識調査の中でどこかで説明があるのですか。それとも、設

問の答えをそうとっただけなのでしょうか。 

障害者福祉課

長   : 

設問はそれだけでございます。 

Ａ委員 : いかがなものかと思います。特に総合センターとかコーディネート機能、よくいう相談

のワンストップサービス、そのようなものが充実しているということを根拠に、そのよう

なことをおっしゃるならともかく、今の質問で果たして多様化が進んでいるという区民の

割合が増えていると判断していいかという点は疑問です。 

Ｇ委員 : 今の区民意識調査は、調査票の中の説明が少し足りないところがあるのかなという思い

もいたしました。 

ただ、これは経年で３年ごとに実施しているものでありますので、私の方は３番のとこ

ろで、その区民の意識調査を指標に上げて、前回と比べて割合が高くなっているというこ

とでＡ評価と。福祉の施策については、全体的に評価というのは低いのですね。これは豊

島区だけの問題ではないと思うのですが。ですので、割合は低いのですけれども、22 年

度の前の調査を実施した結果も当然あるので、低いなりにも、この評価する人の数が増え

ているというのは、一定の事業に対する評価として考えてもいいのかなと思います。です

ので、この 22年度だけではなく、取組状況・成果の中でもいいのですけれども、過去の

分まで傾向を記載すると、もう少し施策の評価を区民がどのように受けとめているのかと

いうことを説明する指標になってくるのかなと思います。調査票については、企画課が所

管しておりますので、改めて検討したいと思います。 

原田委員長 : 全般的に、他の部局もそうなのですけれども、指標の設定そのものに何となく皆さん方

も含めて「うん？」と思っていらっしゃるのだけれども、それをあえて、どのような根拠

を持ってＡとおっしゃっているのかというような評価の結果について、私は意図的にお尋

ねしています。特にこの福祉健康分野でそういったことが必要かということを私なりにど

う考えているのかということで申しますと、政策全体の評価の計画事業数が少しずつ増え

ているし、さらにそれ以上に、金額的にどんどんアップしていくと。福祉の事業というの

は、要するにどれだけお金を投入するかということでアウトプットがどんどん増えていく

わけですから、アウトリーチにせよ、困難ケースについても、お金が増えればどんどん増

えると。問題は、そこからどれだけ努力して、どんな結果が出たかということをやはり捕
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まえるべきなのだろうなという気がしているのです。先ほどＤ委員がおっしゃったような

ところが、やはり一番聞きたいところだし、区民にとって一番気になるところなのかなと

いう気がしております。 

新しい基本計画を今年と来年でつくっていく作業が進んでいるわけですけれども、ぜひ

そのときに本日の議論をもう一回思い出していただいて、10 年後にまた同じことをお互

いに、こんな指標で議論してもしようがないよねという雰囲気の中で議論が進むことがな

いように、この指標についてはこのような設定でオーケーですよねということで議論がで

きればと思います。 

ただ、１つだけつけ加えると、アウトリーチにしても、支援困難ケースにしても、おそ

らくアウトリーチなどが典型的だと思うのですが、10 年前にアウトリーチの議論がどれ

だけできたかというところも多いにあると。ということは、また 10年後また違う色々な

取り組みが必要になってくる。ですから、やはり先を見越した指標の設定みたいなところ

もあわせてチャレンジですけどやらないといけないのかなという気がこの評価委員会と

しては思ったところでございます。 

福祉総務課

長    : 

ご指摘いただきましたとおり、私どもがアウトリーチという考え方にたどり着きました

のは、４年ほど前かなと思っております。それまでは、待ちの福祉みたいなところがあり

まして、やはりどうしても申請主義で、介護保険で言えば契約だといったような形がござ

いました。それのニーズを掘り起こしていくといったようなところにいきましたのは、４

年ぐらい前の地域包括ケアシステムといったような考え方を区の中でも導入しようと思

っていた頃だったと思っています。 

まさに今、コミュニティソーシャルワーカーという新たな手法につきましても、東京の

中でも豊島区は非常に先鋭的に取り組んでおりまして、そういった取り組みの結果とし

て、これから福祉についてはどうあるべきか、また地域のコミュニティの問題とも多分に

絡んでしまいますので、その辺りの指標につきましては、本日ご議論いただきましたこと

も踏まえまして、客観的にやはり福祉が向上しているというようなことを区民の皆様にご

理解いただけるようないい指標をこれから探してまいりたいと思います。 

原田委員長 : それでは、「（１）地域福祉の推進」についてのディスカッションはこれまでといたし

ます。 

続いて政策２－２「地域での自立生活支援」の説明をお願いいたします。 

保健福祉部

長    : 

政策の概要ですけれども、高齢者も、障害者も、生活に困っている方でも、住み慣れた

地域で自立した生活ができるために必要なものとして、在宅サービスの充実、それから施

設の整備、これが車の両輪でございます。豊島区は面積も 13.01 ㎢と狭い中で、20 年５

月からは人口密度が日本で一番というような自治体ですが、そうした中でも在宅サービス

と施設整備とは進めていかなければならないのが現実でございます。 

また、一方で高齢者、障害者の社会参加ということを考えますと、就労支援や生きがい、

こういった生活支援の場をいかにつくっていくかが大事になります。そうしたことが地域

社会への真の意味での参加ということにつながっていく、孤立化を予防できる、そのよう

な観点から施策を立案しているものでございます。 

高齢者福祉課

長   : 

では、成果指標、１番の元気な高齢者の割合です。これは、65 歳以上高齢者のうち、

介護保険制度による要介護、要支援の認定を受けていない方の割合でございます。 
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こちらは評価がＡとなってございますが、これは不適当だったかなと考えてございま

す。21年度末で 83.0％の現状から、目標は増としていますが、年々落ちてございます。 

こちらにつきましては、内容を見ますと私どもは決して状態が悪くなっていると思って

ございませんが、その要因として考えていますのは、先ほどのアウトリーチですね。23

年度以降、アウトリーチということで区から積極的に区民に働きかけを行っていますが、

その結果として、これまで介護保険の認定を受けようとされなかった区民の潜在的な要介

護を発掘してしまったと。結果として、認定を受けない区民の方の割合が減ってきてしま

っているというように考えてございます。 

そのため、指標としてどうだったかというのはございますけれども、元気な高齢者を増

やしていかなければいけないというのは間違いなく重要な目標ですので、しっかり受けと

めていかなければいけないと考えているところでございます。 

取組状況・成果ですけれども、生活元気度チェックにより、介護の必要性の高い虚弱高

齢者を把握し、介護予防のプログラムにつなげることで、要支援・要介護認定者の伸びを

抑えていると考えてございまして、介護予防の成果等、様々な効果測定を行ってる中では

一定の成果も見えてきているところでございます。その辺りの指標等については今後工夫

しなければいけないと考えてございます。 

なお、今後の課題ですけれども、今般、介護保険制度改正で地域の活用等がうたわれて

います。健康増進の視点もあわせまして、介護予防につながる運動プログラムなど、地域

の資源を活用して、より参加しやすい展開のあり方を検討していかなければいけないと考

えてございます。 

障害者福祉課

長   : 

続きまして２番の障害者就労支援センター及び就労移行支援事業所から一般就労した

人数でございます。 

指標を選定した理由は、障害者雇用の拡大のための様々な施策に対する成果であり、ソ

ーシャルインクルージョンの具現化と申しますか、地域の中や職場の中で障害のある人を

受け入れていくということにつながります。 

取組状況といたしましては、他の就労機関や企業との連携強化を図りまして、障害者就

労促進事業への参加や障害者雇用に関する講演会などを開催して、障害者雇用への理解を

高める取り組みを行っております。 

達成に向けた課題ですが、まだまだ企業の理解度が低く、積極的な雇用に結びついてお

りませんので、今後は企業に対して精神障害者雇用の理解を高めるなど、企業訪問やセミ

ナーの開催など積極的な取り組みを行う必要があると考えます。 

福祉総務課

長    : 

続いて３番目の特別養護老人ホームの定員数でございます。 

目標につきましては、27 年度で 830 人。当初から現在まで 630 人が続き、75.9％でＡ

といったような評価につきましてはどうかというように思われるかもしれませんが、今２

施設が進捗しておりまして、27 年春には 200 人増えるのかなと思っています。そういた

しますと、830人につきましても現実的には可能というように思っておりますので、目標

年度においては最終的に評価Ａとさせていただきたいと思いまして、このように記載させ

ていただきました。 

障害者福祉課

長   : 

では、４番の高齢者や障害者が自立した生活ができ、社会参加しやすいと考える区民の

割合です。こちらの方は、先ほどと同じ協働のまちづくりに関する区民意識調査の割合で
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す。３年に一度の調査ですので、こちらの方も 22年度と 25年度の記載となっております。 

選定の理由ですが、高齢になっても、障害があっても、住み慣れた地域で安心した自立

生活を続けていく、生き生きとした生活を送る上で、積極的に社会参加ができることが大

切であり、その実感度をはかることが重要ということで設定いたしました。 

取組状況・成果ですが、介護保険や障害福祉サービスの各種在宅サービスの展開や日中

活動の場の整備、グループホーム等の居住の場の整備、外出支援サービスの展開、障害者

に対する福祉的就労を始めとした一般就労支援、ハード面とソフト面からのバリアフリー

施策の展開等に継続的に取り組んでおります。 

達成に向けた課題ですが、国の制度が目まぐるしく変化していく中で、各種事業の再編

や再検討も求められております。そうした動向を適切に見きわめながら今後の事業展開を

進めていく必要があります。また、高齢化や障害の重度化が進んでも安心して地域で生活

ができるように、医療面との連携が重要になってくると考えております。 

保健福祉部

長    : 

一部不適当と思われる評価もあったということは大変申し訳ございません。全体を通し

ては、高齢者の方でも、障害者の方でも長く住み慣れたところで住み続けるために、豊島

区は狭い自治体で施設整備はなかなか困難でございますが、方向性としては在宅サービス

を強化する、利用者の方が様々選択できるような多様なサービスをつくっていく、こうい

うことが大事かなと考えております。 

高齢者に関しますと、現在、高齢者人口が約５万 5 千人で、高齢化率が 20％という状

況でございます。2035 年にはこれが３人に１人になるのではないか、そういった予測を

立てているところでございます。そうした中で、施設整備が全くないというわけにはいか

ず、いかに施設を確保するか、また、在宅サービスをいかに充実していくか、その２点を

施策を進めていかなければいけないと思っております。 

一方で、社会参加ということを考えますと、高齢者クラブの構成員も減っているような

状況でございます。特に男性の方は、仕事をやめられたり、伴侶の方が亡くなられたりす

ると地域に出られる割合も非常に少ないというような指標も出てございます。そうした

方々をいかに地域の方々とつながりを持たせ、生きがいを持って生活できるかという視点

から施策を充実させていかなければいけないと考えているところでございます。 

原田委員長 : ディスカッションに入ります。 

私から１つお尋ねをいたしますけれども、最後に説明がございました政策全体の評価の

中で、計画事業数が 26年、27年、その前の年に比べて少し増えているのだけれども、27

年で事業費自体は下がっています。これは特養が完成する関係ですか。 

福祉総務課

長    : 

特養が完成して、27 年も若干補助金を支払うのですけれども、それが減るということ

です。 

原田委員長 : わかりました。 

Ｄ委員 : 先ほどお聞きすればよかったのですが、この区民意識調査の対象の方というのは二十歳

以上の区民の方ということなのでしょうか。 

障害者福祉課

長   : 

豊島区内に２年以上在住する 18歳以上の方を対象としております。そのうえで、区内

を５つの地域に分けまして、各地域より 1,000人、合計 5,000人をを無作為に抽出して実

施しております。 

Ｄ委員 : そういたしますと、先ほどの地域福祉の推進のところもそうなのですが、対象になって
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いる高齢者が満足しているのかどうかという結果が全く見えてきていないような、意識調

査の中で一部高齢者が入っているので多少は反映されるのでしょうが、ストレートに反映

されているのが全くないように感じるのですが、その辺りはいかが思われますか。 

福祉総務課

長    : 

この指標は、これまでお話をさせていただいた区民意識調査の結果を用いているもので

ございます。当然、私どもの部門別計画の方におきましては対象者を絞りまして、障害者

の方、高齢者の方といったような形で調査を実施いたしております。本当はそちらを使用

するべきだったかもしれません。 

ただ、その都度その都度で質問を最適化してしまうものですから、経年の確認がしづら

いようなところで、うまくできていないところがありまして、指標につきましてはこちら

を使わせていただいたということでございます。 

Ａ委員 : 関連で、また同じ質問で恐縮ですが、協働のまちづくりに関する区民意識調査のうち、

どのような項目のパーセンテージが 11.4から 15.7に上がっているのでしょうか。 

障害者福祉課

長   : 

こちらの方は２つの設問の合計でございまして、１つの設問が「必要な支援を受けなが

ら、高齢者や障害者が自立した生活を営むことができる」でして、もう一つの設問が「高

齢者や障害者が、社会参加し、交流しながら、いきいきとした生活を送っている」という

設問でございます。こちらの２つの設問の中で「どちらかというとそう思う」方の割合の

平均をとってございます。 

Ａ委員 : 平均をとっている。わかりました。 

Ｄ委員 : それは非常に危険だなと思うのは、一般の区民の方が高齢者は幸せだと見えているのと

本人たちがそう思っているというのは全く違うと思うのですね。その辺りはどうお考えに

なっているのでしょうか。 

障害者福祉課

長   : 

先ほど福祉総務課長からお話したように、高齢者、障害者への直接のアンケート調査の

方も検討する必要があるかと思います。 

原田委員長 : 指標については、皆さんが多分色々なご意見をお持ちなので、私は言わないようにしよ

うと思っているのですが、お話を伺っていて、２つのアンケートを合わせるというのは、

やはり余りよくないだろうなということは言っておきます。 

なぜかというと、一方は下がって他方が上がると、値は同じなのだけど、例えば社会参

加はできているのだけど、自立ができていないと。そういうことはないのだろうと思うの

ですけど、どうかなという気がいたしました。１つずつお示しになってもよかったのかな

という気がいたしました。 

福祉総務課

長    : 

今、委員長からお話がありましたとおり、フォームの問題でそういった形にしてしまい

ましたけれども、項目としては、乖離が出ているような場合はやはり２本にするべきだっ

たと思っています。 

原田委員長 : ちなみに、どのようになっているのでしょう。この２つの数字、平成 22 年と平成 25

年でそれぞれがどれぐらいなのでしょう。両方とも上がっているということであれば、ま

あという気がしますけれども。 

障害者福祉課

長   : 

「必要な支援を受けながら高齢者や障害者が」というところは、平成 22 年度調査で

10.6％だったものが、25年度で 14.6％。「高齢者や障害者が社会参加し、交流しながら

生き生きと自己実現している」というところは、22年度が 12.1％だったものが、25年度

で 16.8％に上がっております。 
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原田委員長 : これはそれぞれを足して割ったという数字ですね。多分、社会調査をやる方々がご覧に

なると、一番いけない質問の項目で、アンドなのか、オアなのかとか、本当はＡを満たし

ているのだけれども、Ｂは満たしていないというのを落としてしまうというように誤解さ

れてしまうようなところがあるかなという気がします。実際にはそうではないということ

がよくわかりました。 

Ｂ委員 : 各指標について簡単にコメントさせていただきます。 

１つ目の元気な高齢者の割合ですが、政策の目的は先ほど説明いただいたように高齢者

や障害者が長く定住してもらえるような、安心して定住してもらえるようにというように

お考えになっているということがわかりましたが、１つ目の指標を見てみますと、長くこ

の場所で生きれば生きるほど介護対象者になることは当然なわけです。もしそうでなけれ

ば亡くなる前日まで元気でいけなければいけなくなるので難しいわけですね。そういった

場合には、例えばですけど、60代で１回分けて指標をとって、70代で指標をとられると

いいのではないかと思います。例えば 22年度に 70歳だった人が 71、72、73となれば徐々

に介護認定の対象者になるわけですので、その方が使いやすい指標になるのではないかと

思います。 

２つ目の障害者就労支援センターの項目ですけれども、これは事業所やセンターのトレ

ーニングをされた方ですかね、その母数の何人が就職されたのかをとらえるとよろしいの

ではないかと思います。それから、さらに障害者といっても幅が広いということはご説明

の中からわかりましたが、特に精神障害者とそれ以外の障害者で分けて数字をとられると

管理しやすい、事務方として政策のコントロールがしやすいのではないかというように思

います。 

３点目の特別養護老人ホームの定員数なのですけれども、これは計画を立てたときの予

定どおりということなのでしょうか。数字がずっと同じように並んでいるのを見ると観測

しなくてもいいのではないかと、平成 27年度は 830人で予定どおり事業が進みました、

でもいいのかもしれません。 

それから、４つ目ですけれども、今までも他の委員の方からも質問がありましたが、先

ほどの政策の３番目の指標と同様で、つまりアウトプットとアウトカムの関係が見えな

い。アウトカムは世論調査でおとりになられているのだけど、そのアウトプットとの関係

がよくわからないというような形でやっているということだと思います。アウトプットを

ちゃんとやれば、例えばターゲットもはっきりしてくるし、それから何を見ていきたいの

かということもわかると思います。１つの案ですけれども、今まで区民意識調査をとられ

ているので、それをずっとおとりになられた方がいいかと思いますが、その中で例えば、

ちょっと漠然としたアウトカムの質問をして、その後にこういうサービスを知っています

かとか、こういうサービスを利用したことがありますかとか聞くと、少しアウトプットと

アウトカムの関係、つまり数字の動きを見れば、全然関係ない動きをしているかもしれな

いのでうまく出ないかもしれませんけど、その方が使いやすい指標になるのではないかな

というように思います。 

高齢者福祉課

長   : 

１つ目の元気な高齢者ですけれども、ご指摘のとおりなのですが、当然私どもとしては

ずっと元気でいていただきたい、そのための施策を展開するところでございますけれど

も、どうしてもそうはなりません。実際、実績として下がってございます。その辺りは本
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当に指標のとり方とかが必要なのかなというようには考えてございます。 

Ｇ委員 : 先ほどからご意見をいただいている、区民意識調査の設問の構成、考え方なのですけれ

ども、基本構想を実現するためにつくられている基本計画、これの８本の柱のもとに 26

の政策があって、その政策に 76の施策がついています。この区民意識調査は、区民の方

にどのように評価されているかを参考に、この基本計画のいわば進捗状況を把握するため

の資料として使うために実施するものであります。ですので、この区民意識調査のアンケ

ートの項目は、施策をわかりやすく区民に表現したものです。今回は成果指標としてこれ

を活用するということで表をつくられているので、設問自体は施策をわかりやすく表現す

るものなので、なかなかこれ自体を動かすというのは難しいのですけれども、ただ高齢者

がどのぐらいこの設問に回答しているのかとか、そのような分析は所管課の方の意向を踏

まえてつくることは可能でございます。今回いただいたご意見なども踏まえまして、実施

したこのアンケート結果のデータに基づいて、それを所管課の方でも有効に活用できるよ

うな、そのような分析を工夫していきたいと思います。 

原田委員長 : 最後に全般的なコメントと思うのですが、一つ前の政策２－１と同じように今回も全て

の指標の進捗状況についての評価はＡであると。Ａであることによって何か見落とされる

のかということですが、あるいは逆にＢであるとかＣであるとどういう情報あるいはどう

いう行動を促すことができるかという点でいうと、おそらく施策を構成している事業のラ

インナップはそれで足りるのかとか、あるいは本当はもっと効果的な事業がこの施策の目

標達成のために有効なものがあるのではないか、抽象的にいうと例えばそのような発想に

つながっていくことなのかなと。Ａ判定となると、そうした情報が得られないということ

になる。ですから、事前にここまで来るともう少し施策を構成している事業や事業の量や

組み合わせをもう一回考えましょうというような、そのようなロジカルな仕組みみたいな

ものをやはり構築しておく必要があるのかなという気がします。もちろん福祉分野、特に

介護関係でいうと、やることは決まっていて、あとはお金をどれだけつぎ込むかみたいな

ものがあって、新しいメニューみたいなものというのはなかなか考えづらいのかもしれま

せんけれども、だからこそ固定的になりがちな事業のラインナップや予算で制約された事

業量というものよりも、より与えられた中でどれだけ効果的に施策を達成できるかという

発想をやはり常に持つ必要があるのかなと。そのためにこそ、この施策につけられている

成果指標の進捗というのを見ていって、評価をつけていくということなのかなという気が

します。 

実際にこの政策は 30本以上の事業から構成されているわけで、おそらく金額も色々ま

ちまちで、ずっと前からやっていることもあれば、そうではないものもあるのでしょうけ

れども、そうしたものを見直す一つのチャンネルにこうした施策の指標の上がり下がり、

あるいはそれに基づく測定という評価ということがあるのかなという気がいたします。 

特にＡ判定ばかりですと、順調だからこのままでいいではないかというように思考停止

することはおそらくないと思うのですけど、住民の方からするとそのように受けとめられ

てもしようがないと。頑張っているよね、それではいいではないかということで、本当に

いいのか。だからといって、Ｂをつけろというわけではないのですけれども、そういうこ

とを反省するとか自省するような機会にしてくださればというように思います。 

Ｆ委員 : そのような意味では、３番の特養ホームの定員数はベッド数の確保の数、これに待機数
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を入れると違ってくる。母集団に対してで、何人ぐらいの待機者がいてこの結果なのか、

というとがらりと変わってくるので、今、委員長がお話になったように、これがＢになっ

たり、Ｃになったり、そういう評価だってあり得るわけで、そのような表し方にした方が

良いのかもしれません。 

原田委員長 : 私は柄の悪い九州の人間でございますが、一言でいうとぴんぴんころりで家で死ぬとい

うのが理想だとかというように言ってしまえばいいのでしょうけれども、九州ではよく言

うのですけど、そういうことは豊島区では余りおっしゃらないのですか。 

福祉総務課

長    : 

いえ、多分皆さんはそれを求めていらっしゃって、本当に前の晩まで元気だったのにみ

たいなことを当然求めていらっしゃると思っています。それは、そういった形で元気な高

齢者の割合ですとか、そういった形で示せればいいのかなというように思っておりますけ

れども、その元気さみたいなところを実は指標として出していけるように、経年観測をで

きていくためにはどうしたらいいのかということを高齢者福祉課長の方と考えていると

ころでございます。 

原田委員長 : やはり家で亡くなる方の数字ではないでしょうかね。もちろん最後は病院に行くのでし

ょうけど、その日に病院に担ぎ込まれるのはしょうがないにしても。在宅中心でいいかど

うかというのは、今、Ｆ委員がおっしゃった特養関係の施設で亡くなる方の対比という数

字を単純に分母で考えていいのかどうかというのが多分一番悩まれているところだと思

うのです。でも、最低限必要だということも言えるわけで、なかなか難しいところですね。 

ただ、分母と分子があってもいいかなという気がしますけどね。 

福祉総務課

長    : 

もちろんそうでして、あともう一つは、さっき委員の方からご指摘をいただきました、

65歳から 75歳までの前期高齢者と、75歳を超えた後期高齢者と同じに今 65歳以上とい

う形になってしまっていますので、そういう考え方についても、国の方でも介護保険が確

か 65歳以上といっているので統計的にはとっていかなければいけないのかなというよう

には思いますけれども、この短期間の中でアウトプットがどうだったのかということを考

える上では、その 65歳というところにもそろそろこだわらなくてもいいのかなというよ

うに、今そういう実験を始めているところでございます。 

原田委員長 : わかりました。 

２－２の「地域での自立生活支援」については以上といたしましょう。 

それでは、本日の最後３つ目「健康」でございますが、成果指標が４つということです。

説明をお願いします。 

健康担当部

長    : 

健康政策につきましては、国が目指す方向といたしまして、健康日本 21で健康寿命の

延伸ですとか生活習慣病の発症予防、それから重症化予防というのを掲げております。こ

のため、区におきましてもこうした状況を踏まえまして、メタボ対策ですとか生活習慣病

の早期発見、早期治療などの二次予防を進めますとともに、生活習慣そのものを見直して

疾病に患りにくい身体をつくる、すなわち生涯にわたって健康増進して疾病の発症予防を

するという一次予防に重点を置いた対策を推進しているところでございます。また、多様

化する新たな保健課題、健康危機管理課題に対応するため、関係機関と連携の強化を図る

ことを重視しているところであります。 

次に、各項目の成果指標の進捗状況であります。 

まず１つ目、運動習慣のある人の割合でございます。これにつきましては、区民健康意
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識調査、これは健康プランという健康分野の計画がございまして、この改定が３年ごとに

ございますが、その材料とするためにその都度実施しているものであります。その調査に

おいて１日 30分以上、週２回以上の運動を１年以上継続していると回答した人の割合を

指標とさせていただきました。 

指標とした理由ですけれども、まずもって健康維持のための要素は疾病予防、発見、治

療、それから運動習慣、食生活でございます。その一つであります運動習慣の割合の変化

を見ることが区民の健康状態をはかる一つのバロメータとなるということが１つござい

ます。それから、もう一点は、厚生労働省が研究成果から生活習慣病、生活機能低下のリ

スクが低くなる基準としているということで、国で用いている基準を活用したというの

が、その理由です。 

次に、目標値の設定根拠でありますけれども、これまでの実績を参考にして約２割程度

の数値の向上を目標としたということでございます。 

次に、取組状況・成果ですけれども、区では体育施設の増設、これは昨年４月に南長崎

のスポーツセンターを設置したことですとか、あるいは特定保健指導におきます運動指導

ですとか、健康づくりを目的としたとしま健康チャレンジという事業、こうした事業など

を通じてその成果として運動実施者が増加したということでございます。 

達成に向けた課題でありますけれども、年代別に指標を見ていきますと高齢者ほどよく

運動される方が増えているということで、介護予防等の政策の成果もありまして増加傾向

にあるわけですが、一方で家事、子育てで忙しい年代、30代から 40代の方々は逆に減少

しているというような状況がございます。こうした非常に忙しい世代の方々の運動習慣の

普及拡大というのが課題というように考えております。 

次に、２番目の三大生活習慣病による死亡率であります。 

これを指標とした理由でございますけれども、区民の死亡原因の６割弱ががん、心疾患、

脳血管疾患ということになっております。こうしたことで、この大きな３つの疾病を減ら

していく、罹患率を減らすというのが国民共通の課題になっているということで、国とし

ても重要課題としておりますことから設定をいたしました。 

次に、この目標の設定根拠でありますけれども、記載のようにがん検診の推進ですとか

特定健診、特定保健指導、こうした取り組みによって改善が可能な目標であるということ

で、重要性もありますので設定をさせていただいたところです。 

取組状況・成果ですけれども、特定保健指導、特定健診、それにがん検診の受診率向上

ですとか健康チャレンジ事業など、普及啓発事業の予防事業の効果と医療の高度化、こう

したことによりまして、三大生活習慣病の死亡率は減少傾向にあるという状況になってお

ります。成果といたしましては、生活習慣病を合わせました人口 10万人に対する死亡率

という統計があるのですけれども、国、東京都の数値に比べて豊島区は低くなっていると

いうような成果が出ております。 

それから、達成に向けた課題でありますけれども、健診、がん検診とか、そうした受診

率向上のための受診勧奨ですとか普及啓発をやっておりますけれども、それに加えてそれ

をさらに進めるということと、これからやはり医療費拡大も含めて糖尿病を始めとした生

活習慣病の重症化予防、こうした課題に取り組むことで健康寿命の延伸の実現を図るよう

な対策が求められるというように考えております。 
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次に、３番目の項目であります、特定健診の結果、メタボリックシンドローム基準に該

当する人の割合ということでございます。 

メタボについては高血圧、糖尿病などの生活習慣病の要因となりますことから、特定健

診、特定保健指導の実施後の成果指標としております。これが国の目標ともなっておりま

す。こうしたことから指標とさせていただきました。 

目標の設定理由でありますが、特定健診、特定保健指導の実施計画というのを国と区で

つくっておるのですけれども、国が目標値を設定しておりますが、それと同じ数値を区の

方でも計画で採用したということで目標値としたところです。 

取組状況・成果でありますけれども、これらの特定健診等の実施をしております。それ

で、一般の啓発もしております。運動習慣、食生活の改善をＰＲするなどの取り組みも講

座等を通じて行っております。それから、医師会にお願いいたしまして、医療機関にこう

した方が来た場合には指導、アドバイスをするような形、こうした取り組みで現在進めて

いるということでございます。成果につきましては、特定健診については、受診率が 40％

程度ということで横ばいの状態が続いております。一方で、特定健診でメタボに該当する

方、それから予備群に該当する方には、特定保健指導というものを受けていただいて改善

を図っていただくわけですが、この特定保健指導の成績については 23区中ここ数年２位

から４位ということで、比較的上位に位置しているという成果が得られております。 

次に課題でありますけれども、特定健診については今申し上げましたように、受診率が

伸び悩んでおりますので、受診率向上のための勧奨策ですとか受診者が受診しやすい環境

の整備とか、そういった工夫が必要だというように考えます。それから、特定保健指導に

つきましても、利用率をさらに高める仕掛けというものが必要だというように考えており

ます。 

次に４番目の課題のがん検診の受診率であります。これについては、現在区で６種類の

がん検診を実施しております。中でも厚生労働省がガイドラインに基づいて各自治体に推

奨している胃がん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、この五大がん、これの受診

率の向上を特に区の重点目標にしております。 

まず１つ目の指標の選定理由でありますけれども、まず１つ目が区民のがんによる死亡

率、罹患率低下のために、早期発見、早期治療につなげるがん検診受診率を向上させるこ

と、これが区の最重要課題に位置づけているという点があります。 

それから、目標値の設定理由でありますけれども、これは豊島区で平成 23年にがん対

策の推進計画というものをつくっておりまして、こちらで目標値を定めております。これ

は、国の計画目標を踏まえまして定めたがん検診の受診率の数値を採用しているというこ

とでございます。 

取組状況・成果でありますけれども、検診の無料化ですとか検診期間の延長、それから

がん検診の受診勧奨、再勧奨といった様々な受診率を上げるための取り組みをこれまで行

ってまいりまして、受診率は 22 年度に 12％であったものが、25 年度には 15.8％という

ように、これまで右肩上がりに上昇している状況でございます。 

課題でありますけれども、やはりさらに受診率を高めていくための方向として、勧奨す

る、再勧奨する。勧奨と申しますのは、対象者の方に受診案内を差し上げることなのです

けれども、勧奨しても受診されない方には、さらに再勧奨という取り組み、こうした働き
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かけを小まめに丁寧にやることで、効果が非常に高いものですから、今後そうした勧奨、

再勧奨を様々な形で電話勧奨等も含めて行っていくですとか、あるいは普及啓発、ＰＲを

これまで以上に工夫していくというようなことで対応する必要があると考えております。 

最後になりますが、政策全体の評価について申し上げます。 

現状と成果、課題等の進捗状況でありますけれども、何よりも健康政策については、区

民一人一人の健康に対する意識を高めて、健康の三要素と言われております疾病予防、健

康づくり、それから食生活の改善、これらを実践してもらうことが重要でございます。そ

のために、普及啓発、それから健康維持のための正しい知識、情報を提供する、それから

予防、発見、健康づくりの場の機会を提供していくことに取り組む必要があると思ってお

ります。課題でありますけれども、やはり検診の受診率の向上ということ、それからこう

した受診率を低くしている原因といたしまして若年世代の方々になかなか関心を持って

いただけないという点がございます。そうしたことを克服していくことが課題になってお

ります。 

今後の方向性でありますが、主要な生活習慣病の発症予防にさらに力を入れることと、

今後さらに新たな課題としてそうした生活習慣病の重症化予防を重点に置くことによっ

て、健康寿命の延伸につなげていくことが必要であろうかと思います。それから、区が様々

な社会資源ですとか地域の関係の主体と連携をして、区民が自主的に健康づくりをしやす

い環境をつくるということもあわせて行っていくことが必要だというように思っており

ます。 

原田委員長 : それでは、ディスカッション入りますが、この分野は特に成果指標として従来のアウト

プットではなくてアウトカムあるいはアウトカムに近いような成果指標が設定をされて

いるようにお見受けします。他方で、そのアウトカムに対して区の活動がどれだけ寄与で

きるかというところがかなり限られているということも承知の上でお尋ねいたします。三

大生活習慣病による死亡率の割合が低い、これは区が頑張ったおかげであるというように

声高らかに言いたいのですが、本当にそう言えるのか、あるいは何か住民の特性みたいな

ところでどれぐらいの割合で説明できるのか。多分これはエヴィデンスベースでかなり言

えるのではないかなという気がしています。また、特に健康分野は、わかったからといっ

てできるわけではないというのがなかなか悩ましいところですが、この点はいかがでしょ

うか。 

健康担当部

長    : 

三大生活習慣病の死亡率の統計を見ますと、豊島区については、現状値から結果的に

25 年度と比較いたしますと下がっているというような状況でございます。ところが、全

国や東京都の統計を見ますと、全国ベースですとがんとか心疾患、それから脳血管疾患、

こうしたものは上昇傾向になっていたりします。東京都の方も、部分的に下がっている疾

患はあるのですが、押しなべて総括的に言いますと全国と東京都はこの三大疾患のいずれ

も増加傾向にありますが、豊島区の場合は低下しているというような状況があります。そ

れは、やはりおっしゃったように、自治体の力だけで対策を講じてこのようになったとい

うことは言えない部分がありますけれども、少なくとも 22年度以降に豊島区がこうした

死亡率の割合が目に見えて低下しているという点が出てきております。22 年度以降とい

うのは特にがん検診を区が始めた、それから特定健診に力を入れ始めた時期でありますの

で、そうした検診受診率の向上に力を入れたことと、それから健康チャレンジ等の区民に
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自主的に運動に取り組んでくださいというような働きかけを強くしたことが少しは寄与

しているのかなという感じがしております。 

原田委員長 : まさにその辺りをこの指標の上がり下がりで分析なさるというか、エヴィデンスベース

でやっていただくというのが、この成果指標の使い方なのかなと。こうではないかと言わ

れると、こう思いたいというのはあるのですけど、どうなっているのかというのが本当は

知りたいのです。例えば実際にこのがん検診の受診率がしばしば低いとか言われますけれ

ども、実際に受診して、どれぐらい発見に至ってということ自体はもちろん区でも把握し

ていらっしゃるはずなので、それがどれぐらい死亡率にきいてそうかということも、やろ

うと思ったらできるのかなと、がんに関してですよ。他の例えば心疾患あたりはなかなか

難しいかもしれませんが、どうでしょう。 

健康担当部

長    : 

現状ではそこまでの分析は、正直なところしておりません。発見率とかまでですので、

そうしたデータとデータをぶつけて分析するというようなことはやはりおっしゃったよ

うに重要だと思いますので、今後そうした点についても考えていきたいと思います。 

原田委員長 : おそらくこの数字だけ見ると、単純にいうと厚労省がここはモデル地域だと。要するに、

全て他は上がっているのにここは下がっていると。ここは相当いいことをしているのでは

ないかと言って厚労省の関係者が来たときに、胸を張ってこれがきいています、こういう

事業がきいていますというように言えないと、それはわからない、偶然ですねと言われる

となかなかモデル地域にはならないかなと。 

実際に下がっていること自体はウエルカムなのですが、だからこそ、どうなるかという

ことを分析するというのは、非常に全国的に貢献できる余地がもしかしたらあるかもしれ

ないなというのが、私の単純な発想です。 

Ｄ委員 : 三大生活習慣病で死亡しなければ健康なのだという発想は、私には今ひとつわからない

ところがあるのですが、区民の平均寿命が伸びているかどうかというのは把握されている

のでしょうか。 

健康担当部

長    : 

区民の平均寿命の伸びについては、調査が何年に一遍とかという頻度ですので毎年では

ないのですが、 

Ｄ委員 : わかりました。 

あと、医療費の増減というのは毎年の趨勢でどうなっているかというのは把握されてい

ますでしょうか。 

健康担当部

長    : 

今手持ちはないのですけれども、国民健康保険の方で、区の守備範囲の部分については

数字があるはずです。 

Ｄ委員 : 申し上げたいのは、ミクロではそれぞれみんな大事な指標だというのはわかるのです

が、やはり今までと同様に最終的な結果がどうなっているかというのが、なかなか設定さ

れている指標からは見えにくいなと思って質問してみたのですが、それらはどう考えてい

るのか。総合的な指標というのはあまり大事ではないとのお考えでしょうか。 

健康担当部

長    : 

おっしゃるように、先ほどの話もそうなのですけれども、そうした指標をこういう政策

をやって、それがこういう結果が出て、それがこういう影響を与えて、良い結果になって

いるとか、そういうところまでの連関した分析というのが、現時点ではまだやっておりま

せん。 

ところが、やはり先ほど医療費削減のために生活習慣病の重症化予防の分析をして、そ
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こでハイリスク者を抽出し、そういった方にアプローチしていくような取り組みをしま

す。そうした形での分析作業というのは、これまで行政の方では余りやらなかった部分で

すので、そうしたことをきっかけにして、ただいまいただいたような分析の視点というの

を取り入れながら、これから統計などを出すことによって、さらに先の見える施策の取り

組み方ができるようになると思います。研究していきたいと思います。 

原田委員長 : 繰り返しですが、やはりこの分野というのは非常にエヴィデンスベースで展開して、一

定の成果が出てくる分野だと思うのですね。ぜひ職員の方々も、しっかり統計の研究や疫

学の知見みたいなところを少し学んでいただくと、そうした何かこれというのが見つかる

のかなという気がしますね。事業もちゃんとできていると。事業量も一定の量があると。

施策も結構指標が動いていると。しかし、その連関がわからないわけですよね。だから、

そこが非常に難しいところだとは思うのですけど、それでも多分、全国の自治体でどの自

治体も国保のデータ、あるいは都道府県レベルから出てくるデータしか持っていないわけ

ですから。状況としては同じ状況で、今、私が申し上げた連関みたいなものをどう捕まえ

ていくかというのは、多分試行錯誤しているはずです。そういうことが今後の課題かなと

いう気がいたしました。 

Ｂ委員 : 質問ですけれども、指標３番目の「科学的根拠に基づいた指標として」と指標４番目の

「科学的な根拠に基づくがん検診の受診率」、この「科学的根拠に基づいた」というのは

どのような意味合いになりますか。 

原田委員長 : 委員のご質問の趣旨は色々なとり方があるのですが、メタボの定義についても色々な議

論があるところで、それを厚労省が言っているからといって科学的だというように言って

いいのかという趣旨ですか。どのような趣旨でしょうか。 

Ｂ委員 : 余計な言葉は載せなくてもいいのではないかと。 

健康担当部

長    : 

これは深い意味で出したものではなく、国が調査研究したものだから、区の方で持って

きたということで、いずれにしても余り私どもとしては深い意味はございません。 

原田委員長 : これは厚労省が言うところの科学的であって、実際に検診したらがんが発見できるのか

とか、検診すること自体の、しないこととすることをきちっと疫学的に調べたとか、そう

いうのが本当は正真正銘の科学的なのでしょうね。 

Ｂ委員 : なので、これをもっと集計して全国的にアウトカムとのつながりを見ていくなら科学的

な根拠かなと。要するに、国の言葉をそのまま載せなくても、他に載せなければいけない

ことがあるから要らないのかなというような印象を受けました。 

原田委員長 : 実際にメタボの定義が変わっただとか、あとは実際に胃がんの検診で、実際にそれが発

見につながっているという感触というのは現場の部局としておありなのでしょうか。厚労

省が言っているからこうなのだという説明はもちろんわかるのですが、実際の現場の保健

師さん辺りはどのように考えているのでしょうか。 

健康担当部

長    : 

成果があるのかどうかどのように見ているかというと、検診を受けた方の中でどれぐら

いがんが発見できたかという発見率に、国の方で基準値みたいなものを設けてありますか

ら、それに達しているかどうかという物差しの比較で見ているのかもしれないです。 

原田委員長 : 例えば大腸でも、お尻から入れた方が恐らくはっきり見えるわけですよね。胃がんでも、

例えばカメラを飲んだ方が明確に見えるわけですよね。だから、そういう意味では国保で

できる範囲は非常に限られているということがある中で、それでもなおやはりやった方が
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いいのかというようなところは、実際にデータに出てきていない、国保を使っていない人

たちが企業の検診で見つけている中で、おそらくこんな差が出てきているのではないかな

という気が個人的にはするのですが、どうでしょう。 

健康担当部

長    : 

おっしゃるとおり、例えば胃がん検診でとりますと、区はバリウムで見ているわけです

けれども、一般には内視鏡でもって医療機関で見て、それでがんが発見される確率の方が

高いというのは明らかです。 

原田委員長 : ですから、本当に科学的なのかというところ科学的にと書いてあれば非常に気になって

くるので、それが国保でできる範囲が決められているというか、やはり制限があるという

ことが非常に大きいところかなという気がします。 

他の方々はいかがでしょう。 

Ａ委員 : ４番の指標の目標値の下に、括弧内の説明があるのですが、実績のところでは表記して

ありません測定不可能という意味ですか。「カッコ内は、推計により職場検診、個人検診

を加味した」というのは、把握が不可能だということで記載されていないのでしょうか。 

健康担当部

長    : 

がん検診の場合は、国の方で 27年度に 50％の受診率を目標値にしております。国全体

では 50％の目標値なのですが、その内訳がありまして、区が実施する検診で受ける方と、

それから職場検診ですね、各事業所や企業で受ける方、それから人間ドックとか個人で医

療機関で受ける方、この３通りあります。自治体と、それから職場検診と個人検診の全部

合わせたトータルの目標値が全体で 50％で、そのうち区の検診の目標値が 22.5％と、こ

のような意味合いになっております。 

原田委員長 : 把握しようがないとゆうこと。 

健康担当部

長   ： 

そういうことです。 

原田委員長 : 測定しようがないということなのでしょうけど、それでもなお、例えば区が実施してい

る中での受診率の全国的な高い、低いというのは当然把握できるわけですよね。 

健康担当部

長    : 

区の数字は、他との比較は当然できます。 

原田委員長 : 例えば、自営業者や農家の方々がたくさんいらっしゃるところと余りいないところとい

うのは当然自治体によって差があるわけで、またその数字だけ比べても本当にそうなのか

どうかというのはなかなか難しいところですね。 

健康担当部

長    : 

各区市町村が主体になって実施している検診については当然ながら数字はわかるわけ

ですけれども、各職場でしている検診や個人で受けている検診がどのぐらいの数かという

のは、国も、都も、どこも調査していないので、その辺りは意識調査とかをした推計の数

字しか把握できないというのが現状なのです。 

原田委員長 : もちろん職域というか、例えば企業単位では当然把握はしているのですけど、それが集

約されたデータとしては存在しないということですよね。 

ですから、やはりこの分野というのはなかなか区で把握できるデータが非常に難しいと

いうことと、アウトカムと実際にやっていることとのつながりのパスがよく見えないとい

うことで、非常に難しいところですね。 

Ａ委員 : 個別計画のところで歯の健康づくりが挙がっていますが、一切歯についてはこの健康の

指標バロメータに入っていない。この計画とのバランスでそういうのは特に意識していな
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いわけですか。 

健康担当部

長    : 

歯と口腔の健康づくりの施策については、この成果指標をつくった時点では、区ではま

だ今ほど力を入れていなかったという話になります。 

原田委員長 : 口腔ケアというのは比較的最近の話で、介護あたりとうまく結びついていくとなかなか

いいのでしょうけれども、ケアマネジャーさんもそこまで気にしないというか、歯につい

て、80歳で 20本みたいなところはなかなかこれまでは手が回らなかったところの一つな

のでしょうね。ですから、分野としては、これからは出てくるのでしょうね。 

福祉総務課

長    : 

まさに豊島区は、歯と口腔のケアにつきまして条例もつくっていただきまして、対応さ

せていただいております。それを健康の分野と福祉の分野とで、ともに歯科医師会のお力

添えをいただきながら進めております。今の基本計画のときには先ほどお話がありました

ようにまだそこまで意識が上がってなかったのかなというようには思っております。 

原田委員長 : 豊島区もかなり歯医者さんっていらっしゃるのでしょう。ですから、実際に巡回してく

ださるような人たちがどれぐらい出てくるかという点でいうと、やりようによってはかな

り進んでいくのかなという分野ではあるかなという気がします。 

では、私から簡単にまとめだけさせていただくと、やはり今後、今年と来年にかけて新

しい基本計画をつくっていく際に、大体方向性としてはこの分野というのは目指すところ

が大きく変わっていくということはおそらくないのだろうなという気がしているのです

が、先ほど申し上げたように、アウトカム指標を設定して、そこを目標に活動しても、一

体区の活動がそこにどれだけ関わってくるのかということをもう少し緻密に見ていく必

要が今後はあるのだろうと思います。 

もう一つは、先ほどの国民健康保険の問題ですけれども、やはり企業単位で色々な検診

が行われている中で、国民健康保険に基づいて色々なことをするというのは量的に限りが

ある。その中で、どういったところを区全体として目指していくのかということを示して

いくというのは非常に難しくて、引き続き大きな課題かなという気がしております。 

私からはそれぞれ個別の感想を申し上げましたけれども、各委員から何かこの分野に関

して感想だけでもいただければと思います。 

Ｂ委員 : 同じことの繰り返しですけれども、アウトカムの把握で区民におそらくこれだけやって

いますよというところを言いたい事業ではあるかと思いますが、自分がコントロールでき

る部分、つまりアウトプットのところはデータをお持ちだと思うのですけれども、なるべ

くそこをきちんととって、アウトカムとの関連を見るというようにしないと、数字を見る

とすごくうまくいっているのだけど、あるとき数字ががくんと落ちて、何で落ちたのかが

わからないで右往左往するのが一番残念なので、コントロールできる指標のところを大事

にされるといいかなと思います。 

Ａ委員 : これは全体的なコメントにもなるのですが、本日、意識的に聞かせていただいた意識調

査の問題ですが、例えば政策の項目の１のところにあるように、こういう調査においてこ

う回答した人の割合というような示し方ですね、これをできる限り他のところでも、例え

ば政策の２－２の４は協働のまちづくりに関する区民意識調査の割合になっているので、

その中のどのような設問に対して割合が伸びているのかということをお示しいただくと

いいのかなという感想です。 

それから、目標として矢印はやはりどうなのかなと。これも今回ということではないの
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ですが、数値を示してそれ以上とか、できるだけ数値を示す方向の方がいいのではないか

なというのが前回、今回で感じた感想です。 

Ｄ委員 : 高齢福祉については前回の委員会で対象にした町会などのことと非常に絡むところが

あって、ただ所管課が違うということもありまして、委員会としてもまた別の回でお話を

するということになっているので、その辺りがもう少しうまく連携できないかなというの

を思っております。 

Ｆ委員 : 大変適切なご指摘をいただきまして、ありがとうございます。ご意見を参考にいたしま

して検討させていただきたいと思います。 

Ｇ委員 : 区民意識調査を指標として活用することは、これを所管する立場からいうと、そのため

の調査でもありますのでありがたいです。今ご指摘いただいたように、例えば２－２の４

で、どの部分ということで言えば、今回、地域での自立生活支援という政策に対して施策

が５つありまして、その中の社会参加の促進が一体区民にとってどのように受けとめられ

ているのかなというのをこのような表現で質問しているわけです。その政策、施策、そし

てその施策に対してこのような設問で区民に問いかけているというようなのがわかるよ

うに工夫をしたいと思います。 

原田委員長 : ありがとうございました。では、ディスカッションや感想については以上ということに

いたしまします。事務局から何か事務連絡ございますか。 

（２）その他 

事務局 : 次回の日程でございます。来週 9月 17日水曜日 18時から、場所は本日と同じ場所を予

定しております。 

次回の分野でございますが、政策で申し上げると「子どもを共に育むまち」ということ

で、こちらも指標が 12ほどあり、比較的多い分野かと思いますが、ご審議をお願いした

いと存じます。 

原田委員長 : それでは、以上をもちまして第３回政策評価委員会を終了いたします。 
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会議の結果 

（１） 基本計画に掲げる以下の政策の進捗状況について、所管部局との質疑応答を

行った。 

２－１ 地域福祉の推進 

２－２ 地域での自立生活支援 

２－３ 健康 
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