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＜開 会＞ 

事務局： 

今年度第３回目の総合高齢社会対策プロジェクト本部会議を開催する。この後、1月 28日に区民

が参加する推進協議会、2月 4日にプレス発表が控えている。それに向けてしっかり準備をしてい

きたいと思っている。 

＜本部長挨拶＞ 

本部長： 

全庁を挙げてこの取り組みをしていきたいということは、皆さんお分かりだと思う。予算の打ち合わ

せ等をやった中で、私は、令和 2 年度は福祉と教育を基点にしていきたい思いである。この保健

福祉、教育というのはただ予算をつければいいというわけではなく、やはり、ソフト面、内容を充実

させて、この高齢者に優しい街づくりに大々的に取り組んでまいりたい。消滅可能性都市の４つの

大きな柱の１つであり、いよいよ、本腰を入れて取り組んでまいりたい、そんな思いをしている。 

事務局： 

しっかりと進めてゆく。資料の１をお取り出し願う。本日の資料のメインはこの１つだけになる、ペー

ジ数も少ない。この後の予算プレスを想定して作っている、ご意見を頂戴できればと思う。 

＜議 事＞ 

１．総合高齢社会対策の取り組みについて 

事務局： 

（資料１～３、参考資料の説明） 

本部長： 

資料３について、３０の事業全てに予算が付いていないが、民生児童委員欠員解消や選択的介

護モデル事業など、これは付けようがないのか。 

事務局： 

選択的介護モデル事業については、元々都との連携のため 3か年同額で予算を計上しており、

令和 2年度については新たな新拡事業はないということである。予算は付いている。 

本部長： 

目玉事業となっているのではないか。 

事務局： 

もちろん目玉事業の一つである。新規拡充という形にはなっていないということである。 

本部員： 

この事業に予算はあるのか。 

事務局： 

確か 1千万円の予算額である。ただ、民生委員・児童委員の欠員解消、これ自体は予算がかかる

ものではない、私共の努力で解決するものである。 

本部長： 
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「としまる体操」の普及や「としま健康チャレンジ！」の促進。これも予算を付けないのか。 

本部員： 

としまる体操は区民の皆さんが区民ひろば等で行っているものについて、パンフレット等を提供す

る事業になる。 

本部員： 

予算は付いている。 

事務局： 

資料 3の予算額部分、空欄は予算が無いわけではない。あくまでも令和２年度の新拡予算がな

いものであり、経常の予算は付いている。 

本部長： 

資料３の 30のアプローチ中で最重点的、福祉に力を入れていきたいとわかるような。この事業は

二重丸というものはあるのか。 

事務局： 

それぞれの分野のトップにしている。まず「社会参加」の一番上の「就労の促進」、「健康」の一番

上の「フレイル予防の全区展開」、「安心」の一番上の「終活支援」、これらが最重点の目玉として

掲げているところである。 

本部長： 

本部員からご意見をいただきたい。 

本部員： 

今回、事務局の総合高齢社会対策推進室長から話をしたとおり、資料１の中で、それぞれの分野

の１番のところを上げている。例えば、健康のところの番号でいうと 15番、認知症の早期発見・早

期対策については、新規拡充事業が認められており、区民の皆様にお伝えする中では、フレイル

で体と社会参加を進めていただくとともに、今、認知症についてのご不安をお感じの方々も大変

多いので、そういった方々のところにもきちんとお伝えをしていきたいという風に思っている。また、

終活についてはユニークな取り組みができるようになると思っている。一昨日も区議会議員から遺

骨の話について質問頂いており、今回、総合高齢社会対策の中で検討しており、予算プレス以降

にご説明にするという風に話をしている。 

本部長： 

シルバー人材の活用について、担当部門はどのように考えているのか。 

本部員： 

まず、協力員の方、活動する方を広く集めるということが、今後、大事になってきていると認識して

いる。シルバー人材センターと一緒に進めていきたいと思っている。 

本部長： 

シルバー人材センターでは、高齢化はどんどん進んでいるが、会員が増えないと伺っているが。 

本部員： 

民間の方で定年延長や雇用が進んでいるため、なかなかシルバー人材センターに人が集まらな
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い。今までは 60歳で退職した方はシルバー人材に登録をするので、それなりに人の確保はでき

ていたのだが、それが 65歳まで雇用継続になると、人を集めるのが難しい状態になる。今回、示

しているようなパワーアシストスーツ等、そういった技術を利用することで、より高齢な方でも色々な

仕事が出来るようになる、そういった取り組みができれば、会員の数も広がっていくものと考えてい

る。 

本部長： 

全体的に年々高齢化が進んでおり、パイが小さくなるわけではないのだから、会員増強も含めて

考えないといけない。仕事がないから会員が増えないのではなく、社会参加をしてもらえるような環

境づくりをしてもらう必要がある。次に、高齢者クラブの活性化についてどのように考えているの

か。 

本部員： 

高齢者クラブの活性化については、高齢者クラブ連合会と打ち合わせながら、様々な協議をして

いる。例えば、会員増強のところでは、現在、概ね 30名を１つの団体の結成要件としているが、そ

こを緩和するだとか、そういった様々なことを高齢者クラブ連合会と一緒に検討している。 

本部長： 

予算は不要なのか。 

本部員： 

予算については、既に付いている。 

本部長： 

資料上の数字がゼロになっている。 

本部員： 

表の作り方で、既存事業の予算が入れられていない。後にカッコ書き等で記載する。 

本部長： 

入れた方がいい。地域区民ひろば課の所管事業が沢山あるが大丈夫か。 

本部員： 

地域の方の力をお借りして充実させていきたいと思う。需要は進んでいるが、まだまだな部分があ

る。新規の方には積極的に来館してほしいと思うので、色々な PRを重ねながら、高齢者クラブの

方々にご利用いただきたいと思う。 

本部長： 

次は、生涯学習スポーツの推進を担当する学習・スポーツ課はどうだ。課長は会議に参加してい

ないようだが。 

事務局： 

部長が基本の会議であるため、課長はメンバーに入っていない。 

本部長： 

事業が多いがメンバーに入っていなくて大丈夫なのか。 

事務局： 
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しっかり連携しているので大丈夫である。 

本部長： 

事業内容もソフトではなくハードが多い。 

本部長： 

公園関係は大丈夫か。 

本部員： 

公園の方は、新たに池袋本町や雑司が谷公園が完成するので、その維持管理。後は、使い方、

ソフト面で高齢の方にどうやって使ってもらうかを充実させていくことで連携をしていく。来ていただ

いた方が気持ちよくということでトイレや、後は防犯面のカメラの設置、その辺を新規事業にしてい

る。 

本部長： 

これは豊島区の公園が変わったということだ。街のトイレを含めて、街の品格が上がるということだ

と思う。今後も引き続きお願いしたい。フレイルはどうだ。 

本部員： 

先程の資料の中にもあったように、フレイル予防、フレイル対策センターの設置とともに大変注目さ

れている。昨日も、宮城県からの視察を受けた。本日も八潮市、今月から来月にかけ宜野湾市、

東広島市、市議会も含めて視察を多く受けて注目されている。特に、フレイルチェックというものを

中心に行っているが、区民ひろばにフレイル対策機器を設置することによって、そういったチェック

の充実も図れるのではないかなと思っている。 

本部員： 

東京大学の飯島教授のセミナーに参加するのか。 

本部員： 

東京大学の飯島教授等にご助言いただきながら進めている。2月にはフレイルチェックを行ってい

る 68の自治体のサポーターが集まる中で、豊島区の取り組みをご紹介させていただく機会を得

たところである。 

本部長： 

これは来年の目玉となる。がん検診はどうだ。 

本部員： 

しっかりと予算をがん検診は付けている。肺がんと胃がんになる。 

本部長： 

1億円規模か。 

本部員： 

併せて１億円を超えている。実績は伸びている。 

本部長： 

健康対策について、今回はがん健診を推進するということか。後は、保健所は移転したが、どう

だ。 
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本部員： 

非常に快適である。広いし、明るい。 

本部長： 

そうか。移転後の、あぜりあ歯科等の休日診療はどうなっている。 

本部員： 

やはり、旧施設と比べると明るいし、施設も広くなって綺麗になっている。 

本部長： 

区民の利用回数等の利用度はどうなのか。 

本部員： 

歯科の方は、予約なのでほぼ変わらずに皆さん来ていただいている。身障者の方は車で来る方も

いらっしゃるので来やすい。薬局等についても、繁華街の中からサンシャインシティの裏側に移転

した訳ですから、利用者がガラッと変わるのではないかと想定していたが、半数以上の利用者は

わざわざ来て処方していく。お客さんが定着しているので、それなりに皆さん使いやすさはあるの

ではないか。それから、医科の方では、内科・小児科の方が、ちょうどインフルエンザが流行ってい

る時期なので、土日の利用者が非常に多くなっているが、1階の講堂まで待合の代わりに使えるよ

うに設計しており、機能的には予想をしたとおりに使えていると感じている。 

本部長： 

移転前では溢れていたのか。 

本部員： 

そのとおりである。移転前は、エレベーターホールまで利用者が溢れていたため、そういったことを

無くそうということで、移転後の施設は講堂を隣接させて、使用していない時にそこを使おうとして

いた。まさに、今、使っているところである。 

本部長： 

それを訴えて欲しい。区民に、非常に安心できる保健所を活用しに来てもらいたい。区民の方の

声を聴きながら、移転したメリット。利点は大いに出して欲しい。やはり、これからの健康対策等々

で大事になる。 

本部員： 

承知した。 

本部長： 

次は終活支援について、これについてはどんな考えなのか。 

本部員： 

昨年頃から、区民の皆様からお問い合わせが増えている。今回、横須賀市の事例等を参考にしな

がら効果的に進めていきたい。総合高齢社会対策推進室とも連携しながら準備を進めたいと考え

である。 

本部長： 

これは、初めての取り組みなのか。 
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本部員： 

２３区初と、全国初の取り組みになる。 

本部長： 

これは目玉になる。相当しっかり取り組むように。具体的に、事例等の情報収集をしっかりと行うよ

うに。後は、選択的介護に予算がまったくないようだが。 

本部員： 

これも既存事業になる。会議後、カッコ書きで追記する。 

本部長： 

追記したほうが、絵面がいいと思う。 

本部員： 

承知した。 

本部長： 

後は、成年後見人制度。これは、社会福祉協議会と一緒に進めるのか。 

本部員： 

そのとおりである。一緒に進める。 

本部長： 

そのとおりだと思う。これについて何か課題はあるか。 

本部員： 

総合高齢社会対策推進室長、成年後見人の課題を教えて欲しい。 

事務局： 

利用促進の条例と計画という話がある。それらをしっかりと進めていかなければと考えている。 

本部長： 

条例等について、あちこちから様々な意見を頂戴しているようだが。 

本部員： 

新年度の折のいい時期に各会派の方とご相談させていただこうと考えている。１定ではなく、2定

か 3定で行いたい。 

本部長： 

後は、介護施設整備についてどうだ。 

本部員： 

これは改修なので、着実に推進する。 

本部長： 

他に何か、中核の２人から意見を頂戴したい。 

副本部長： 

今回は、2年間検討をした。これが１つの成果になると思う。今後のプレス発表の時、１番の目玉に

したい。どこまで資料を出すかが重要だ。今回の資料１が基本だと思うが、この中の３事業につい

ては、今はタイトルしかないのか。 



 審 議 経 過              № 7 

 

事務局： 

そのとおりである。 

副本部長： 

社会的孤立ゼロプロジェクト、フレイル予防の全区展開、終活サポートというのが大きな３事業とい

うことだが、もう後２つぐらいあってもいい気がする。全部で５つくらい。 

本部員： 

今回、住宅課の方でも住居について、ある程度安心していただけるための仕組みを作っていただ

いている。また、先程区長の方からお話があったシルバーですとか、高齢者クラブ、いわゆる参加

の促進を、資料でいうと 29番目になるが、手引きの全面改訂の中で区民の皆様に 5歳ごとの刻

みで、お届をさせていただきたいと考えている。そのあたりをもうちょっと強調してもいいのかなと思

う。 

副本部長： 

保健福祉部の中で見せ合うのでは無く、高野区長として行えばいいのだから、他の部署に協力し

てもらいたい。先程の、がんのことでもよいが、目玉と言えるところについてはピックアップして、今

は３つだが、もうちょっと増やしてもいいのではないか。 

本部員： 

承知した。 

副本部長： 

ボリュームでは、ページ的には半ページくらいだろうか。 

本部員： 

同意する。半コマくらいか。 

本部長： 

以前から高齢者社会対策を含めて行っていた健康長寿医療センターと連携をとるような話があっ

たと思うが。 

事務局： 

健康長寿医療センターとは、当然、しっかり連携をとっている。今現在も介護予防なり、認知症対

策なり、連携している。今回も、新拡で上がっているものの中では、認知症対策でしっかり対応がと

れているところである。そういったものも、前面に出せればなと思う。 

本部員： 

としまる体操もですよね。 

事務局： 

としまる体操もそうだ。 

本部員： 

としまる体操を含めた、介護予防、特に介護予防リーダーの養成などについても、健康長寿医療

センターの方とやりながら今進めているところである。 

本部長： 
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これ、出した方がいいのではないか。 

事務局： 

そう思う。 

本部長： 

今まで、僕が行って院長にもお会いしたりした。東京都と強力に連携っていうのでは選択的介護

モデルもあるが、医療センターも東京都との連携になる。 

事務局： 

東京都の健康長寿医療センターとは、この間しっかりと連携しているので、しっかり前面に出した

い。 

本部長： 

この連携について入れた方がいい。 

事務局： 

承知した。かなり緊密に行っているので、前面に出したいと思う。 

本部長： 

相当なバックアップや力を借りてやっていったわけですから。是非それは、表にだして、それは大

いに出して連携をとるように。 

事務局： 

承知した。しっかり出していきたいと思う。 

本部員： 

一人暮らし、社会的孤立がゼロや、フレイル予防等、新しいテーマでいいと思う。やはり区民の皆

さんに伝わるようにするのが大事だ。フレイルという言葉を知っている方もいるが、まだ知らない方

もいる、しかしながら、介護手前が大事ということはわかっている、そういうことを、予算は予算で分

けるとして、取り組んでいる民間企業はたくさんあるので、そういうところと相互的に連携し、区の予

算をただ使うのではなく、区民の皆さんに伝えるような方法がいいと思う。また、先程の住宅の話は

入れてもらっていいと思う。ちなみに、話を聞きながらだが、フレイル予防のために区民ひろばや

センターに出てきてもらわなければいけないところもある。そのきっかけとして、例えば、バスを使う

等の手法もある。私も応援していきたいと思う。 

本部長： 

教育の方から何かあるか。 

本部員： 

高齢者の方は学校の中に入って連携している。子どもと一緒に給食を食べたりする、ふれあい給

食や、紙芝居やアニメなんかを作ったりしている。最近の高齢者は非常に精神的にも肉体的にも

若い方が多い。 

本部長： 

教育についても、今言ったように、連携をとってといることを入れてもらいたい。大事なことで、福祉

と文化の融合っていうのを常に言っている。その辺のところを項目に入れて欲しい。 
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本部員： 

5番目に福祉と文化の融合が入っているが、１項目しか入れていない。先程の話をこの中で表現

させていただければと思う。 

事務局： 

今、項目として 30のアプローチに入ってはいる、もう少し説明の方で分かりやすく標記できるよう

にする。 

本部長： 

福祉と文化の融合が、ゆきわりの不戦賛歌だけでは寂しい。 

事務局： 

もちろん、実際には様々な取り組みがある。単独の事業を並べてもどうかと思うので、今一度標記

方法を再考したい。 

本部長： 

社会福祉協議会事務局長にも参加してもらっている、今、話を聞いてどう思うか。 

本部員： 

現在、社会福祉協議会も予算編成で重点課題に取り組んでいる。この、今回 30の対策に合わせ

たものを作ってゆくが、とりわけ、中高年の引きこもり対策、8050問題、色々な地域で課題として言

われている。CSWを活用した形で、動きを効率化かしていきたいということがある。それから、孤食

の問題、一人暮らし高齢者の孤食、一人で食べること、特に男性の一人暮らし高齢者が多い。女

性だと、サロン活動をすると、出てきてくれるが、男性の一人暮らし高齢者は来ない、ほとんど呼び

掛けてもこない、こういった方の社会参加を、地域に出ていくようなアプローチの仕方を社協として

何かできるのではないかと、今は認識している。 

本部長： 

区民ひろばとは連携をしているのか。 

本部員： 

CSWを配置しており、そういった取り組みを実施してもらっている。 

本部長： 

社会福祉協議会や CSWについて、もっと区民に知ってもらえるような。そういう方がよい。 

本部員： 

若い職員が非常に多く、逆に地域に育てられているような状況がある。できるだけベテランと若手

をバランスよく配置して、地域に入っていける体制をとりたいと思う。 

本部長： 

社会福祉協議会との１番の連携は区民ひろばだと思う。効率的である。是非、積極的に進めるよう

に。子ども家庭部では何かあるか。 

本部員： 

今回あまりないが、フレイル対策に関して、対策センターが中高生センタージャンプと近いことがあ

って。ジャンプの子供たちが、初めて聞いた言葉であるフレイルってなんだろうっていうことで、対
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策センターに取材にいかせていただいて、そこから高齢者の方との交流等が始まっています。子

ども達が、フレイルを、高齢者をどういう風に把握して、見守っていけるかを、同時に考えていけれ

ばと思う。 

２．その他 

本部長： 

他に何かなければ、最後まとめて欲しい。 

事務局： 

承知した。冒頭で説明したが、この後、1月 28日に区民参加の推進協議会、その後、プレス発表

と続く。まだまだ、資料は十分ではないと思っており、今回頂いたご意見も含め、もうちょっと練った

上で、区民及び外部の方の納得いく、豊島区が本当にしっかりやっていくことを示していけるよう

にして行きたいと考えている。 

＜閉 会＞ 

本部長： 

以上で、令和元年第３回総合高齢社会対策プロジェクト本部会議を閉会する。 
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会 議 の 結 果 

１． 総合高齢社会対策の取組みについて 

・会議中に出された意見を踏まえ、今後予定している推進協議会

や予算プレスの資料を作成する 

２． その他 

・１月２８日（火）総合高齢社会対策推進協議会 

・２月４日（火）令和２年度予算プレス発表 

提出された資料等 

【配付資料】 

資料１ 総合高齢社会対策の取り組みについて 

資料２ 令和元年度第１回豊島区総合高齢社会対策推進協議会資料  

資料３ 社会とつながる「30 のアプローチ」関係 令和２年度新規・拡充事業  

 

【参考資料】 

参考資料１ 総合高齢社会対策プロジェクト本部 座席表 

参考資料２ 本部名簿（令和２年１月１６日改正） 

そ の 他 特になし 

 


