
福祉･保健グループ（第６グループ） 

第８回グループ会議 次第 

 

平成 25年 12月 17日（火曜日）午後 6時 00分 

港区役所 9階 研修室 

 

 

（ 開 会 ） 

 

１ 提言に向けたとりまとめについて 

２ その他 

 

（ 閉 会 ） 

 

 

● 配付資料 

・みなとタウンフォーラム第 6グループ 提言に向けた意見のまとめ 

   ・提言書の構成案 

   ・<参考> エンディングノート 

 

● 事前送付資料 

資料１ 障害者施策について 

資料２ サポートみなと 

   資料３ サービス付き高齢者向け住宅 

 

● 貸与資料 

１ 港区基本計画 
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みなとタウンフォーラム 第６グループ 提言に向けた意見のまとめ 

１．高齢者施策について 

１－１ 高齢者施設について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①在宅介護を支援
す る 施 設 整 備
（小規模多機能
型居宅介護施設
の整備） 

○施設への入所より在宅介護の希望者が多い。 

 

○施設に入所することを勧めるより、住み慣れた地
域でできるだけ暮らせる支援が必要ではないか。 

 

○在宅介護を進めていくためには、高齢者を支える
家族への支援も重要である。 

 

○在宅介護のニーズが増えることに対応するための環
境や仕組みを整備してほしい。 

 

○特に小規模多機能型居宅介護施設は、住み慣れた地域
での介護や、介護する家族への支援にもなるので、今
後積極的に整備してほしい。 

②施設配置の地域
差解消 

○台場には介護事業所が尐なく、訪れるヘルパーに
も負担が大きい。 

 

○台場にはいきいきプラザがなく、他の地区に行く
のに交通費がかかってしまう。 

 

○病院が近くになく、いざという時に心配である。 

 

○台場など、高齢者施設が尐ない地域には、長期的には
施設の整備の検討が必要ではないか。 

 

○他地域の施設へのアクセスが向上するなどの対応を
お願いしたい。 

 

○いきいきプラザで行なっているような事業を開催し
てほしい。 

 

③利用者の視点に
立ったいきいき
プラザの運営 

○敬老室などへ個人で利用する場合に入りにくいと
ころがある。 

 

○施設に来れない人への対策が必要である。 

 

○各地区の施設のイベント情報などが行き渡ってい
ない。 

 

○区の施設は条例上、年末年始は休みだが、高齢者
のためには開館してもよいのでは。 

○事業の内容は良いので、さらなる質の向上として、健
康相談や体操など、一人でも気軽に利用できるような
工夫があるとよい。 

 

○介護予防プログラムを受けやすいように工夫する必
要があると思う。 

 

○介護予防リーダーの活動を支援する仕組みを検討が
必要ではないか。 

 

○情報不足やアクセスの悪さから施設に行っていない
人の掘り起こしが必要ではないか。 

 

○施設によってサービスの内容などに差があるので、施
設間での情報交換をして相互に良いところを取り入
れてほしい。 

 

○正月三箇日を一人で過ごす高齢者のために年末年始
に開館し、イベント的なことをしてほしい。 

 

④高齢者施設の周
辺環境における
安全性の向上 

○高齢者のため環境整備（公園内、歩道の確保など）
が必要である。 

 

○歩道に、自転車が多くて、危険で歩けないところ
がある。 

○高齢者が多く訪れる施設の周辺の公園や道路などで
は、高齢者が安全に通行できる配慮が必要である。 

 

○特に自転車は危険なので、歩道と分けるか、自転車マ
ナーの徹底が必要である。 

 

○バリアフリーマップなどをもっと充実して、分かりや
すく知らせてほしい 
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１－２ 高齢者施策について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①買い物弱者対策
の推進 

○神明マーケットや虎ノ門で買い物弱者対策をして
いるが、他にも買い物弱者が多い地域がある。 

 

○高齢者の行動範囲は狭いため、一部の地域だけの
取組では効果が薄い。 

 

○高齢者には自分の目で見て買い物したいという意
識がある。 

 

○神明マーケットのような高齢者の買い物支援の取組
を積極的に進めてほしい。 

 

○最近は通販もあるが、高齢者の自分の目で商品を選び
たい意識や、地域での見守りとして、こういった取組
を増やしてほしい。 

②高齢者が生き方
を見直す機会を
提供 

○人によっては、コミュニティに参加しない、行政
サービスを受けない傾向がある。 

 

○考え方を変えていかないと、地域の中で支え合っ
て生きていくことが難しくなる。 

 

○高齢者が、生きがいを持って過ごすための、高齢者の
学びの場（チャレンジコミュニティ大学など）を充実
させてほしい。 

 

○生き方を見直すことの大切さも、知ってもらうような
取組が必要と思う。 

 

③公共施設におけ
る高齢者対応へ
の配慮 

○図書館で高齢者向けのプログラムがない。 

 

○学校開放のプールでは高齢者が利用しにくい。 

 

○多世代が利用する公共施設では、高齢者が利用しにく
い状況になっていることがあり、高齢者向けのプログ
ラムや、利用環境に配慮してほしい。 

④施設に頼らない
高齢者福祉への
転換 

○施設は造っても老朽化していく。たくさん造れば
よいということではない 

 

○施設は、一度入所すると出てこれない。できるだ
け地域で暮らすことができることが望ましい。 

 

○在宅介護への支援を重視する。 

※ 小規模多機能型居宅介護施設の整備と合わせて整
理する。 

 
 

１－３ ひとり暮らし高齢者の施策について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①ふれあい相談員
の充実 

○ふれあい相談員の人数は、港区で 10 名ということ
だが、尐ない印象がある。 

○ふれあい相談員のなり手がいないという課題がある
のなら、報酬など待遇面を改善する必要がある。 

 

○ふれあい相談員の活動が、地域との連携などにより、
広がっていくための検討を期待したい。 

 

②高齢者の外出を
支える公共交通
の充実 

○ちぃばすは、利用しやすい場所はよいが、地区に
よっては、バス停まで遠い。 

○高齢者施設だけでなく、美術館などの文化施設に行き
たい高齢者もおり、生きがいを持って暮らすためにそ
ういった施設に行きやすいことも重要と思う。 

③高齢者住宅入居
についての区民
優先 

○高齢者住宅の入居については、外から移り住んで
きた人も、昔からの住民と同じように入居できる
が、不公平感を感じる。 

○高齢者住宅の入居要件において、納税者優先、居住年
数優先になるような仕組みにできないか検討してほ
しい。 

④見守りや地域と
の関わり 

○ひとり暮らし高齢者になると見守りのサービスを
受けるようになるが、高齢になる前やひとり暮ら
しになる前からのコミュニティに参加することが
必要である 

○孤立してしまう前に、コミュニティに参加させる仕組
みをつくる。 

 

○特に、男性に対しては、仕事を辞めた時から、地域に
強制的にでも関わらせるような取組をしてほしい。 
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２．地域福祉・生活福祉について 

２－１ 地域福祉について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①成年後見人制度
の利用促進 

○成年後見人制度が使いづらい。 

 

○成年後見人制度を使うタイミングや判断基準がわ
からない。 

○成年後見人制度の周知や、利用による効果などをわか
りやすく広報してほしい。 

 

○高齢者については、判断能力が衰える前から、制度に
ついて理解し、必要な時に利用できるようにしておく
ための支援をしてほしい。 

 

②ボランティアに
参加しやすい環
境づくり 

○一人でもボランティア活動ができるかどうかわか
らない。 

 

○ボランティア情報を入手しにくい。情報はあって
も、ボランティアしたい人と募集のマッチングが
上手くいっていない。 

 

○一人でも気軽にボランティアに参加できるような仕
組みづくりをしてほしい。 

 

○サロンや自治会以外の形でも、身近な高齢者の手助け
などをできるような仕組みになっているとよい。 

③誰もが歩きやす
い道路整備 

○道路に設置された点字ブロックは、高齢者にはバ
リアになってしまう。歩道の小さな段差や、傾斜
でも、高齢者にとっては歩きにくい。 

 

○自転車の通行により危険を感じることがある。 

 

１－１の④と同じである 

④医療情報の IC
カード化 

○マイナンバー制度導入時には、個人の医療情報を
まとめられないか。 

 

○それぞれの人が、どの程度までの医療を受けるの
か、最期をどう迎えるかを考えておき、それも医
療情報として入れてはどうか。 

 

○IC カードに様々な医療情報を入れることで、救急対
応が確実になる、医療ミスを防げるなどの効果が期待
できるのではないか。 

 

⑤地域で支えるコ
ミュニティづく
り 

○港区では、マンションも多いので、地域づくり、
コミュニティづくりが難しい。 

 

○社会情勢も、個人情報保護など、コミュニティづ
くりが難しい方向になっている。 

 

○地域のコミュニティの大切さや必要などをみなさん
にもっとお知らせする工夫が必要ではないか。 

⑥情報の伝達 

 

○必要な人に行政の情報が行き渡っていない。 

 

○必要な情報をホームページや広報誌に掲載されて
いても見ない。 

 

○必要な人に、分かりやすいチラシやパンフレットなど
で情報が届く工夫をしてほしい。 

 
 

２－２ 生活福祉について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①生活保護に至ら
ないための就労
支援 

○リーマンショック以降、失業等により、生活保護
に至る人が増加している。 

 

○失業しても生活保護に至らないよう、就労等自立
に向けた働きかけが必要ではないか。 

 

○生活保護受給者、生活保護に至る前の段階の人に対す
る就労支援を強化すべきである。 

②生活保護の不正
受給対策 

○全国的に生活保護の不正受給が問題になってい
る。 

 

○港区でも不正受給者が増加しているが、さらに増
加しないよう対処すべきではないか。 

 

○定期的にチェックを行うなど、不正受給を未然に防止
するための仕組みづくりが必要である。 
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３．健康づくりについて 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①健康診断・がん
検診の充実 

○検診の種類が多いので、対象、会場などをわかり
やすくしてほしい。 

 

○がんによる死亡率（７５歳未満）について、港区
は都平均と比べ男性で１５％低い一方、女性は１
３％高い。とりわけ乳がんの死亡率が２３％も高
い。 

 

○がん検診の受診率は、国の目標値（５０％）には
到達していないものの、２３区中トップクラス。 

 

○区民の状況に合わせて、どのような検診をいつ受ける
べきかなど、わかりやすく、具体的に教えてもらえる
仕組みにしてほしい。 

 

○がん検診は、区民のがん死亡率が減るなど一定の成果
が認められるものの、女性のがん死亡率が他自治体よ
り高いなど課題もある。地域の実状に合わせた検診の
充実、強化をしてほしい。 

②受動喫煙防止の
徹底 

○みなとタバコルールが徹底されていない。 

 

○喫煙指定場所の付近に広がって吸っている人が多
い。 

 

○「家庭での受動喫煙の機会がある」とする区民が
１万５千人いると推計されている。 

 

○乳幼児健康診査に訪れた母親の約１０％が家庭で
喫煙していた（速報値）。 

 

○習慣的な喫煙者のうち、およそ４割の人が禁煙を
希望しながらやめられない実態がある。 

 

○指定の喫煙場所で、不適切な状況になっている場所も
あるので、喫煙場所での吸い方の指導を徹底するか、
指定場所の再検討をお願いしたい。 

 

○受動喫煙の危険性について、とりわけ子どもをタバコ
の煙から守ることの重要性について、区民へ啓発を強
める必要がある。 

 

○禁煙したい人がタバコをやめられるよう、行政による
禁煙支援策を強化することが重要である。 

 

４．障害者施策について 

テーマ 現状・課題 具体的な提案 

①日中活動の場の
確保 

○障害者数に見合う施設数があるのか。 ○障害児や障害者が増加している現状を踏まえ、障害児
等が適切に支援を受けられるよう必要な施設の整備
や場の確保を行ってほしい。 

 

②障害者の就労の
場の確保 

○親が亡くなった後に、障害者が自立して生活して
いけるよう、就労の場を整備する必要がある。 

○障害者が、それぞれの能力に応じて働くことができる
場所を確保してほしい。 

 

○障害があっても、働きながら自立できるよう、企業や
区が連携して取り組んでほしい。 

 

③障害者のケアに
関する情報提供
の充実 

○障害者への支援のケアに関する情報が不足してい
る。 

 

○障害者やその家族に、ケアに関する情報を適切に提供
できる仕組みを構築してほしい。 

 

 

 

 



 

みなとタウンフォーラム 

第６グループ【福祉・保健分野】 

 

提 言 書 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 3月*日 

  

みなとタウンフォーラム第６グループメンバー 

 

みなとタウンフォーラム第６グループ 

リ ー ダ ー ＊＊ ＊＊ 

サブリーダー ＊＊ ＊＊ 

メ ン バ ー ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊ 

       ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊ 

       ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊   ＊＊ ＊＊ 

※メンバーは五十音順 氏名は同意のあった方のみ掲載 

 



（開催経過） 

 開催日時 出席者数 開催場所 

第 1回 平成 25年 4月*日（*） 

18：00～20：00 

*名 区役所*階***会議室 

    

    

 

 

１ 提言にあたって 

 

 

 

 

２ 提言内容 

施策への提言 

 

 

 

提言理由 

 

 

 

 

 

提言を実現（推進）するための具体的な事業提言 

● 

● 

● 

 

 

 

 

 























福祉・保健グループ（第 6グループ）会議録（第８回） 
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みなとタウンフォーラム 

福祉・保健グループ（第６グループ） 

 

会議録（第８回） 

 

 

■開催日時・場所・出席者 

日 時：平成 25年 12月 17日（火）18時～20 時 

会 場：港区役所 9階 研修室 

メンバー参 加 者：10名（3名欠席） 

事 務 局：9名（保健福祉課長、高齢者支援課長、障害者福祉課長、 

サポートメンバー２名、企画課グループ担当１名）、 

委託事業者 1名 

  

■会議次第 

  （開 会） 

1 提言に向けたとりまとめについて 

 2 その他 

  （閉 会） 

 

■配付資料 

 資料番号 資料名 

 みなとタウンフォーラム第 6 グループ 提言に向けた意見のまとめ 

 提言書の構成案 

 ＜参考＞エンディングノート 

 

■事前送付資料 

 資料番号 資料名 

1 障害者施策について 

2 サポートみなと 

3 サービス付き高齢者向け住宅 

 

■貸与資料 

 資料番号 資料名 

1 港区基本計画 
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■会議要旨 

 

1 開会 

リーダーより、第 8回グループ会議開催にあたっての開会宣言が行われた。 

当日の全体スケジュールについて説明が行われた。 

リーダーより、1名欠席の連絡があったことが報告された。 

 

2 本日の運営について 

リーダーより、本日の議題について、「提言に向けたとりまとめについて」とするこ

とが説明された。 

 

3 前回会議の振り返り  

事務局より、第 7回の会議録についての確認が行われた。 

リーダーより、前回の会議の振り返りとして、生活福祉について、生活保護受給者

の住まいの状況について議論があったこと、健康診断等については、禁煙支援につい

て議論があったことが確認された。また、障害者施策については、障害者への就労支

援についてや、発達障害児･者の支援、障害者への年金について、早期発見の取組など

について議論があったことが確認された。 

 

4 前回会議の持ち越し分の資料説明 

（障害者施策について） 

障害者福祉課長より、各種手帳取得の手続きや基準、障害者数の推移について、資

料 1を使って説明が行われた。 

 

（成年後見制度について） 

保健福祉課長より、成年後見制度の仕組みについて、資料 2 を使って説明が行われ

た。 

 

（サービス付き高齢者向け住宅について） 

高齢者支援課長より、サービス付き高齢者向け住宅について、資料 3 を使って説明

が行われた。 

 

（その他の話題について） 

保健福祉課長より、<参考>として、エンディングノートについて説明が行われた。 

事務局より、いきいきプラザの料金設定、公の施設の使用料の改定について、説明

が行われた。また、前回会議からこれまでの間に、メンバーから明治学院大学の河合

克義教授の話を聞きたいとの提案があったが、日程的に難しいことから、河合教授が

所長として関わっている港区政策創造研究所が平成 24年に発行した「ひとり暮らし高

齢者の生活と意識に関する調査報告書」の内容の紹介が行われた。 
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5 質疑及び討議 

 

（主な意見等） 

 ＜高齢者施設について＞ 

  参 加 者：住み慣れたところでできるだけ暮らせるというところでは、リバースもゲ

ージのマンションへの適用を考えてほしい。 

  事 務 局：区では、現状の不動産市場に関する状況からは、リバースモゲージの運用、

活用は難しいと考えている。 

  参 加 者：今日は、このグループとして、何を提案していくかを議論するということ

でよいか。 

  事 務 局：港区だけで独自に何かをする必要があるということがあれば、提案してい

ただいてもかまわない。 

  リーダー：リバースモゲージは、個人向けの金融商品でもあるので、あえて区が何か

する必要があるか、できることがあるか。 

  参 加 者：武蔵野市では、以前、マンションのリバースモゲージに取り組んでいたと

聞いている。戸建てであれば他にも取り組んでいる自治体もある。年金が

少なくなってくると、保有している財産を使って、亡くなるまで生活費を

得る手段として考えられないか。金融機関などに頼るのではなく、行政で

何かできることはないか。 

  参 加 者：行政に何とかしてもらう仕組みを作ってもらうのではなく、自分で何とか

していくことを考えていくことも必要ではないか。 

  事 務 局：リバースモゲージは、退職して個人の収入がなくなった後、介護などの費

用を払えなくなった時に、資産を評価して、担保として生活費用に充てて

いく仕組みで、金融機関がお金を貸し付ける。一時期は注目されたが、そ

の後、資産価値の変動が激しくなり、評価が難しくなってしまった。土地

はまだ運用できるが、建物、特にマンションは運用が難しい。武蔵野市も

取り組んではいるが、難しいと聞いている。その方が何年間生きることが

できるか、といった年数の設定も運用が難しい点の一つである。 

  参 加 者：在宅介護を進めるために小規模多機能型居宅介護施設を進めるべきと思う

が、月当たり 10万円と、費用が高いと聞いている。事業者側も見返りが少

ないと参入できないので、スポンサーを付けるなど、事業者が参加しやす

く、利用者にも負担が少ないような仕組みづくりをしてほしい。 

  リーダー：入所者の負担のことと、参入する事業者のことの両方の話ということか。 

  事 務 局：整備に対しては行政から補助を出し、運営経費に対しても支援をして、安

定して運営できるようにしていくことが考えられる。 

       また、この話題について、本日欠席の方から、事前に意見をいただいてお

り、在宅介護に関する相談体制を整えてほしい、在宅介護における家族へ

の支援を充実させてほしいとのことであった。 

  事 務 局：他のテーマにも共通するが、行政が行っているサービスを知ってもらうよ
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うな取り組みが求められていると思う。 

  参 加 者：以前、自分がケガをした時、区に相談したら、分厚い本を渡されて、そこ

から事業者を探すように言われた。家族に手伝ってもらって、事業者を探

して連絡を取り、来てもらったが大変であった。民間の事業者を選ぶとい

うことで、区が指定することができないのかもしれないが、ここは良い、

という所を案内してほしい。 

  参 加 者：いきいきプラザは、イメージとして入りにくいところがあるが、行ってみ

るとどうなのかを知るために、利用者の生の声を知りたい。利用者の満足

度調査を実施して、その内容を公表してはどうか。平成 22年度に実施した

ものは一部公開されているが、それ以外も見てみたい。 

買い物支援事業については、虎ノ門、神明だけでなく、他にも広げてほし

い。また、買い物リストが見にくいので、見やすくしてほしい。商品につ

いては、魚など生鮮品がないので、取り扱うようにしてほしい。 

いきいきプラザが、条例で決まっているから年末年始に開けないというが、

家族の負担の軽減のためにも、何とかしてほしい。条例は区が定めるもの

なので、変えることもできるのではないか。 

台場については、いきいきプラザがないということだが、新しい施設を造

るのは難しいと思うので、コミュニティプラザのような施設で、いきいき

プラザのようなこともできないか。また、ちぃばすやレインボーバスの本

数を増やしてほしい。 

  参 加 者：サービス付き高齢者向け住宅や、小規模多機能型居宅介護施設は、これか

らたくさんできるとよいと思っている。地域格差については、台場の人だ

けフリーパスを出すとか、保健所の支所や分室で、いきいきプラザのよう

なことができないか。一つの建物の中で、いろいろなサービスを受けられ

るようにできるとよい。 

  参 加 者：台場には、デイサービスを受けることができる施設があり、行けばお風呂

にも入ることができるが、健康な高齢者は入りにくい。 

  参 加 者：70 歳以上になると、シルバーパスがあるので、レインボーバスでも使うこ

とはできる。台場にあるデイサービスの施設では、カラオケなどもしてい

る。台場ができた頃には、まだ高齢者が多くなかったので、高齢者向けの

施設が少なくなってしまったのかもしれない。今 60 歳代の人が 80 歳代に

なると、もっと特養ホームも必要になるのではないか。港区は在宅を重視

していくということだが、特養ホームのような施設ももっと必要になるの

ではないかと心配している。 

  参 加 者：ハコモノは要らないという話もあったと思うが、いきいきプラザでも、高

齢者と子どもの施設を併設していて、先日お祭りがあった時に、とても多

くの人が集まった。今はリサイクル可能な建材もあるので、施設を造って

も無駄にはならない。地域の人が本当に必要であるのなら、台場にも施設

を建てればよいと思う。 
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  サブリーダー：保険では、ライフプランナーというのがある。高齢者に対して、相談

を受けるための資格を持った人を育てて、区が認定する相談員としていく

仕組みを提案したい。 

  参 加 者：ふれあい相談員というのがいるが、人数が少ないし、若いので、高齢者の

気持ちを汲んでくれない。 

  サブリーダー：しっかり専門の学習した人が、必要である。 

  参 加 者：高輪地区は、多くの高齢者がいるが、弱っている人に回りきれていないと

思う。自分が、情報提供しても、行ったけれど会えなかった、話してもだ

めだったり、拒否されたりしている。やはり、若い人では、上手く高齢者

に対応できていないのではないか。 

  参 加 者：自分も元気であれば、相談に乗るような活動をしたいと思うが、身体が弱

っているので実際に行くのは難しい。高齢者同士なら共感もできると思う。

いきいきプラザは、仕切っている人がいて、新しい人は入りにくいという

話も聞いたことがある。 

  参 加 者：いきいきプラザでも、三が日に開けてくれているところもある。神明いき

いきプラザは、港区のモデルとして、頑張っている。今後は、ありすや西

麻布のいきいきプラザができると、赤坂の人も使えるようになると思う。 

  参 加 者：高齢者相談センターで相談を受けてくれるが、他のところを紹介するので

はなく、ワンストップサービスとして、時間がかかっても、そこで答えを

だしてもらいたい。 

  事 務 局：区では、高齢者相談センターで相談を受け付けているが、基本は訪問して

話を聞いて、適切なアドバイスや申請の支援をしている。居宅支援事業者

を紹介するのは、民間事業者なので難しいということはある。本人が判断

できるような情報を提供するということになるが、もう少し丁寧に説明す

べきであると考えている。 

  参 加 者：行政の方ではわかっていても、本人にとっては初めてのことなので、わか

るように説明してほしい。 

  リーダー：相談制度について、判断材料が不足していたから、どういったサービスを

利用していいかわからなかったということについて、区の方はもっと丁寧

に情報を提供していくということだが、それでも相談制度はあった方がよ

いということ。その人は、高齢者の立場がわかる同世代の人が望ましい、

そして、ボランティアでなく、きちんと区から報酬がある形で、というこ

とでよいか。 

  サブリーダー：ボランティアでは続かないと思う。一つの例として、青山にある「あ

い・ぽーと」では、職員が、講習を受けないと職に就けなくなっていて、

研修で資格を取った人を積極的に活用するということになっている。その

仕組みが上手くいっているように見えた。介護士のように、きちんと、コ

ミュニケーション能力や心理学を学んだ人が携わるというのと、そうでな

いのは全然違うと思う。 
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  事 務 局：「あい・ぽーと」は、旧青葉幼稚園の施設を、ＮＰＯに貸しているものであ

る。そのＮＰＯが区の補助を受けながら、子育てひろば事業や、一時預か

り事業などを行っている。それとは別に、ＮＰＯ法人の事業として、保育

のことを身につける講座を開いて、そこを卒業した人が、地域の保育園な

どで働くなど貢献できるようにするなど、ボランティアとして活動したり

などしている。区が行っているのではなく、ＮＰＯ法人の事業として行っ

ていて、マスコミなどにも取り上げられている。今の提案としては、区が

資格を作って、区が認定して、訪問、相談などを行うようにするというこ

とだと思う。区としては、高齢者相談センター、ふれあい相談員というの

と近いと思う。 

  サブリーダー：その制度は、家族支援にもつながっていけば理想的と思う。 

  事 務 局：高齢者相談センターだけでなく、区役所にも相談窓口があってもよいし、

そういったものに活用していくということもあるかもしれない。 

  事 務 局：区民を活用した相談というのは、今でも行っているが、総合的なものは幅

広くなって難しいので、認知症サポーターや、介護予防リーダーなど、特

化した形のものは作ってきている。高齢者の全体の相談を受けるのは、分

野が広くて難しいと思う。高齢者相談センターの職員の資質を問う意見も

あるので、非常に分野が広く、介護保険制度や、区の様々な福祉サービス

を熟知しているとともに、区の他の関連の分野もある程度は知っていない

といけないので、なかなか育てるのが厳しいかもしれない。 

  サブリーダー：難しいといっているままでは、高齢者の相談にうまく対応できないま

まになってしまう。 

  リーダー：いくつかの分野に分けて、それぞれを身に付けた人を一か所に集めるとい

う形ではどうか。 

  事 務 局：高齢者相談センターは、そういった形になっている。各地区にセンターが

あるが、それを補完するために、もっと身近なところで相談に乗ることが

できる人を育ててはどうかという提案だと思うが、そういった課題もある。

住民に参加してもらう形で、認知症サポーターなどの仕組みを作ってきて

はいる。 

  サブリーダー：大部分の方が、高齢者相談センターがあるということもわかっていな

いのが現状。自分が住んでいる地区では、70％が高齢者だが、高齢者相談

センターのことを知っている人はほとんどいない。広報も、新聞と一緒に

配布されているが、最近では新聞を取っていない人も多い。難しい面はあ

ると思うが、提案することによって、区の方で何らかの支援を考えていた

だけるのであれば、提案していきたい。 

 

 ＜高齢者施策について＞ 

 ＜ひとり暮らし高齢者の施策について＞ 

  リーダー：ふれあい相談員については、なり手を増やすということでよいか。 
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  参 加 者：相談というものは、例えば弁護士などでは時間に応じて報酬がある。相談

する人は無料ということではなく、相談する人も一定の負担があるように

してはどうか。それによって相談員の報酬も増えるのでは。タダより怖い

ものはないというし、相談員の質も高くなると思う。公共交通なども、受

益者負担であるべきと考える。 

  サブリーダー：高齢者の電話相談の体制はどのようになっているか。 

  事 務 局：区の電話相談員はいる。高齢者に対しては、高齢者相談センターで電話で

の相談ができる。区は、ふれあい相談員は委託によって実施しており、専

門職を配置する仕様としている。 

  サブリーダー：電話相談は、いのちの電話のような、カウンセリング的な相談もでき

るのか。 

  事 務 局：港区では、法律相談などは受け付けているが、そういったカウンセリング

的な電話相談は行っていない。 

  参 加 者：専門のところを紹介はしてもらえるのか。例えばどのようなところがある

か。 

  事 務 局：紹介は可能である。法律関係、医療関係など、相談の中身によって対応す

る。 

  サブリーダー：人生相談のようなものは、どこに紹介されるのか。必ずしも専門的で

なくても、話を聴いてもらえるだけで解決することも多いと思う。 

  事 務 局：そういった相談であれば、一義的には高齢者相談センターで受けることに

なる。医療や法律などの専門的な話になれば、紹介することになる。 

  参 加 者：相談の時間的な制限はないのか。 

  事 務 局：特に制限はない。ふれあい相談員については、港区内の 5地区それぞれで 2

名、合計 10名任命している。区が、年間に訪問する高齢者の数から人数を

決めたものなので、訪問数を増やすことになれば、人数も増やすことにな

る。 

  リーダー：今の相談の話は、ひとり暮らし高齢者のところに入れるということでよい

か。 

  参 加 者：ちぃばすの路線が、六本木ヒルズのところにみんな行くようになっている

のはなぜか。路線が複雑で、行きたいところに直接行けないことが多い。

例えば、麻布十番の駅から鳥居坂を上がって六本木に行く路線がない。ホ

ールに行くのにあの坂を上がっていくのが大変という高齢者も多いので、

区民のニーズに配慮した路線にしてほしい。 

  事 務 局：ちぃばすは、まちづくり部門の方で議論している。こちらのグループで扱

うのであれば、自転車と同じように、高齢者の視点から捉える必要がある。 

  リーダー：今の話は、該当グループに伝達していただくことでお願いする。 

  参 加 者：公共施設で、高齢者に対応するために出てくる職員が、子ども扱いしてい

るように感じることがある。きちんとした礼節をわきまえてほしい。 

  リーダー：それは、高齢者施策の中の、公共施設における高齢者への配慮に加えるこ
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ととする。 

 

6 次回の日程（進め方）について 

事務局より、次回の日程について、1 月 21 日火曜日の午後 6 時からの開催とするこ

との説明があった。次々回は、2 月 18 日火曜日を基本として、次回の議論の進捗によ

り、必要に応じて調整することした。 

 

（主な意見等） 

  リーダー：今日は高齢者施策まで終わったということで、次回は、構成案にこれまで

の議論を踏まえたものを記載して配布するという形で行うこととする。 

  事 務 局：次回は、提言書の形で示すこととするが、それで決まってしまうのではな

く、議論の中で表現が変わっていくものである。区の方では、既に行って

いることなどを含めて、次回も発言させていただく。本日は最後まで議論

できなかったが、次回では、最後の部分まで、本日の資料を基に作成させ

ていただく。最終的には、グループの総意としての提言となるよう議論を

進めていただく。 

  リーダー：今回最後まで議論を進めることができなかったこともあり、次回の議論の

進捗によっては、もう 1 回グループ会議を開催する必要があるかもしれな

い。その場合は、2月の上旬に 1回開催し、2月の中旬か下旬には開催して、

確認という形にすることも考えられる。 

  サブリーダー：関係する課長が出席できなくても、グループでまとめる議論としては

問題ないのでは。 

  参 加 者：次回は、資料を早めにいただければ、効率的に、まとまった議論ができる

と思う。 

  事 務 局：日程については、改めてリーダーと調整する。資料については、今回は当

日配布になったが、次回は資料を事前送付する。 

（閉会）リーダーが、第 8回グループ会議の閉会を告げ、終了。 

                     以上 


