
 

 

平成29年度 都島区 区政会議 第2回 健康・福祉部会 会議録 

 

1 日時 平成30年3月5日（月曜日）午後7時～8時15分 

2 場所 都島区役所3階会議室 

3 出席者 

 （区政会議福祉部会委員） 

  森本委員・南委員・江川委員・塚田委員・半野委員・坂本委員・ 

（都島区役所） 

  林田区長・嶋村副区長・中浦保健福祉課長・萩野健康推進担当課長・中尾係長・三宅

係長 

4 議題 

（1） 妊娠期からの切れ目のない子育て支援について 

（2） 地域ケア推進会議からの提言について 

5 会議次第 

（1） 開会（林田区長挨拶） 

（2） 議事 

 

【東岡係長】 

 本日は、委員の皆様には、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。 

 これより平成29年度第2回健康・福祉部会を始めさせていただきます。 

 私は、本日の司会を務めさせていただきます保健福祉課担当係長の東岡でございます。

よろしくお願いいたします。 

 それでは、始めに林田区長よりご挨拶させていただきます。 

【林田区長】 

 皆さん、こんばんは。都島区の区政会議の第2回目の健康・福祉部会ということで、非常

に足元のお悪い中、ご参加いただきましてありがとうございます。 

 2回目ということで、前回1回目を12月に行わせていただきました。介護予防、百歳体操

などについて地域で取り組んでいただいているということなど、いろいろとご意見も賜っ

たところでございます。 

 また、保健福祉センターでの地域保健の事業の概略についてちょっとご説明もさせてい
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ただいたところでございます。 

 また、昨年度、29年度は、高齢者でありますとか障がい者の施策、要援護者の見守りと

いったことなど、ご存じのように、保健福祉、幅広いエリアでございますので、いろいろ

とご説明もさせていただきながら、また地域のほうでのご意見を幅広に賜ればというふう

に思っておりますんで、今日はよろしくお願いを申し上げます。 

【東岡係長】 

 ここで委員の皆様に会議の進行につきましてお願いがございます。議事録等の作成のた

め、事務局では会議の様子を録音、写真撮影させていただいております。また、本日の会

議はインターネット配信を行っております。以上、ご了承賜りますようお願い申し上げま

す。 

 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

 委員の皆様には事前にお送りさせていただいておりますが、まず、A4縦1枚の次第、右肩

に資料1と振っておりますA4縦のホチキスどめ資料「妊娠期からの切れ目のない子育て支援

について」、もう一つ、右肩に資料2と振っておりますA4縦のホチキスどめの資料「地域ケ

ア推進会議からの提言」という資料になっております。こちらの資料2のほうなんですけれ

ども、お送りさせていただきました資料の表記が少し小さいものになっておりますので、

本日机上にサイズの大きいものを置かせていただいております。よろしくお願いいたしま

す。 

 あと、本日の追加資料といたしまして、まず座席表、あと、当日資料といたしまして、

「都島区地域包括支援センター」と「都島区北部地域包括支援センター」と書かれたパン

フレットタイプのもの、あと、チラシといたしまして、「都島オレンジチーム」と書かれた

ものと「都島区社会福祉協議会 見守り相談室」と書かれたものを机上にお配りしており

ます。以上が本日の資料になります。皆様、おそろいでしょうか。おそろいでない方はお

配りいたしますので、挙手をお願いいたします。大丈夫でしょうか。 

 本日なんですけれども、大森様と日野様につきましてはご出席の予定でいらっしゃいま

すので、間もなくお見えになられるかと思います。 

 あと、本日、市会議員の井戸議員につきましてもお見えいただく予定となっております

ので、後ほどご出席される予定となっております。 

 それでは、これより、議事進行につきまして森本議長にお願いいたします。よろしくお

願いいたします。 
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【森本議長】 

 皆さん、こんばんは。お疲れさまです。 

 それでは議題に入りたいと思います。 

 まず、議題1、妊娠期からの切れ目のない子育て支援についてということで、事務局から

のご説明のほうお願いいたします。 

【萩野課長】 

 皆様、こんばんは。健康推進担当課長の萩野です。 

 この後、すぐに議題1のスライドを見ていただきますけれども、少しご説明させていただ

きます。 

 本年度の部会ですけれども、健康づくりに関することについて始めておりまして、前回

は、先ほど区長のほうからもありましたように、百歳体操の取り組み、ご紹介させていた

だきました。 

 本日は、妊娠期からの切れ目のない子育て支援ということで、子育てのほうの取り組み

についてご紹介させていただきます。 

 ご説明します中で、各事業の取り組みの紹介があるんですけれども、大阪市的に全区で

行っております子育ての妊娠期の両親教室というものなんですけど、それの説明と、26年

度から都島区独自で始まりました事業がございまして、両方の事業のご紹介をさせていた

だきます。どちらも、参加率を上げるにはどうしていったらいいのか、周知方法等どうし

たらいいのかなということを、この後、ご意見として頂戴したいと考えておりますので、

どうかよろしくお願いいたします。 

 では交代いたしますので、ごらんください。 

【中尾係長】 

 それでは、妊娠期からの切れ目のない子育て支援についてご報告をさせていただきたい

と思います。こちらのパワーポイントを見ながらご説明させていただきます。 

 まず、都島区の人口ですけど、皆様ご存じだと思いますけども、平成19年から並べてみ

ますと増加傾向にありまして、推計値ですけれども、平成29年、10万6,523人という数字が

出ております。ずっと右肩上がりというところです。 

 次に、こちらのほう、都島区の世帯数ですけれども、同じくやはり世帯のほうもふえて

おりまして、平成19年、4万8,000という数字ですけれども、平成29年には5万3,000世帯と

5000ほど10年の間で世帯数も増えているという、そういう傾向がございます。 
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 一方ですけれども、都島区の出生状況で、こちらは出生率を国、大阪市、都島区と並べ

ております。平成28年度の出生数は全部で867名でした。こちらに示していますのは出生率

なんですけれども、人口1,000人当たり何人子供が生まれたかという数字を並べております。

まず、国がこの紫の数字ですけれども、だんだん少子化傾向ですので、平成12年から見て

みますと非常にやはり少子化の傾向が強うございまして、国は7.7という数字が28年度はあ

ります。真ん中の水色の数字、この折れ線グラフが大阪市でして、やはり平成12年から見

てみますと少子化の傾向がどんどんありまして、子供が生まれてくる率というのはだんだ

ん下がってきているという状況です。この緑の線が都島なんですけれども、都島は大規模

なマンションが建つと出生率がその後続けてちょっと増えるというような傾向がございま

して、平成25年も大規模マンションができた後を受けまして出生率がちょっと増えるとい

うような傾向がありますが、ここ3年ほどはだんだんに減少傾向になっていまして、大阪市

と都島区、出生率とも1,000人対ですけども、8.2という数字になっています。 

 都島区にはこのような背景がありますけれども、もう一つ、特徴的なものとして、都島

区に、こちらのほうに書いておりますけれども、本社を構えておられる育児関連商品とか

衣料、食品などの輸入販売とか、母乳育児用品を販売する企業が大阪市のすこやかパート

ナーに登録をしていただいております。すこやかパートナー登録制度というのは大阪市の

制度でございますが、大阪市の自主的な健康づくり活動に取り組む企業とか団体の登録制

度であります。こういう母乳バッグなどをつくっている会社がすこやかパートナーに登録

され、平成25年に母乳育児を推進するために地域貢献をしたいということで区長に申し出

をしていただきました。 

 母乳育児について少し考えてみますが、母乳育児につきましては、まずお母さんのほう

のメリットとしては、出産後の子宮の回復が早い、あるいはお母さんの将来のがんの罹患

率が軽減されるというメリットがございます。また、子供につきましては、子供の免疫機

構を強くする、あるいは子供のアレルギーが予防できる、子供の将来的なメタボリックシ

ンドロームを予防できる、あるいは知能と神経の発達を高める、あと、基本的な信頼関係

を育むなど、子供についてのメリットは多うございます。また、一番大切なのは、母乳を

あげることで、オキシトシンというホルモンなんですけれども、これが母親の脳に分泌さ

れて脳が刺激され、いとおしいというふうな感情が湧くということが言われています。こ

のオキシトシンというのは幸せホルモンとも言われておりまして、母乳をあげることによ

ってこのホルモンが分泌され、そして母性という気持ちが高まって、お母さんと子供の愛
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着形成が促されるという効果があると言われております。 このような母乳育児のメリッ

トも踏まえまして、都島区の母子保健事業を、母乳育児の支援が取り組めているか、それ

から区民のニーズに合う母子保健の取り組みができているのか、そして3点目に母乳育児を

推進することは虐待予防につながるのではないか、この3点の検討ポイントに従って母子保

健事業の見直しを行いました。 

 こちらのほうを見ていただいたらと思うんですけれども、母子保健事業を見直しした時

点での課題としましては、両親学級の参加者が低迷しているというような課題があったり、

あと、母乳育児を進めるには助産師の力が必要であるが職員に助産師はいない、あるいは

働いてる妊婦が以前と比べて増えている、また、区内で育児をしている家庭はマンション

とか集合住宅が多うございますが、近隣と疎遠になりがちで子育てが孤立しがちである、

あるいは乳児期早期、産んですぐの1カ月ぐらいの乳児、小さな子供さんを持つお母さんは

育児に対する不安とかいらいらを招きやすい、あるいはまた、母乳育児については子供の

愛着形成には半面有効であるというようなところが課題整理として挙がってきました。 

 一方、国とか他の自治体の動きにつきましては、まず国のほうは、すこやか親子21第2

次計画というのを策定しておりまして、虐待予防の観点から妊娠期の切れ目ない子育て支

援の取り組みの強化を推奨しているというような方向性がございます。また、平成27年に

は妊娠・出産包括支援事業が創設されて、利用者支援事業、産前・産後サポート事業、産

後ケア事業という3つの事業からなる包括支援事業というのがスタートしています。 

 また、他の自治体では日本版ネウボラという動きもあり、切れ目のないいろんな支援を

つなげたご当地版ネウボラというようなことで立ち上げる動きがあり、このネウボラとい

うのは、フィンランドにおける、北欧の先進国における母子保健システムですけれども、

これをまねするような形で、いいところをとった自治体独自の取り組みが進んできている

というような現状がございます。 

 このような国の動きや自治体の動き、あるいは母乳育児のメリット、そして区内の企業

の申し出などもありましたので、都島区における現状分析をいたしました。 

 こちらに示していますけれども、まず、働いてるお母さんが多いけど、どのぐらいの数

字かということで調べましたところ、母子手帳をとりに来ているお母さんが母子手帳をと

りに来る時点で仕事があると答えた方が45.7％、約半数の方はお仕事を持っておられると

いう現状がございました。また、住んでいるところですけれども、8割、81.6％、5人に4

人は集合住宅に住んでおられて、働いてて近隣のつき合いがなく、また集合住宅に住んで
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いるためにご近所づき合いが子供を産むまで余りないというような背景があることが明ら

かになりました。 

 また、新生児を全数訪問してるんですけれども、そのときに、小さな子供さん、生まれ

て1カ月ぐらいの子供さんをお持ちのお母様に、子育てについてどう思うかと尋ねておりま

す。それを集計した結果ですけれども、こちらのほうごらんいただきましたら、子育てに

ついては「楽しい」というふうに答えた方が8割、ほぼ大多数の方は楽しい、子育てはいい

なというふうに答えているんですけれども、一方、「大変」と答えられた方も54％いらっし

ゃって、「親になってよかった」とか「充実している」と答えられた数と大体似通った数字

で、「大変」、あるいは少数ですけども、「イライラする」とか「自分の時間が無く苦痛」、

あるいは「不安が多い」などの意見もありまして、楽しいけども大変であるというふうに、

産まれたての子供さんを育てておられるお母さんが子育てについてこのような思いを持っ

ているという現状がわかりました。 

 また、生後1カ月から2カ月ぐらいで家庭訪問しましたときに、保健師あるいは助産師に

どのようなことを相談しているかというのを集計してみました。大多数は授乳相談でした。

76.3％、相談事の4つに3つはという感じですかね、ほぼ皆様が授乳についてのご相談を専

門職にしていまして、あとは、子供のあざがあるけどどうかなとか、顔に湿疹ができてな

どの子供の体の問題、あるいは子供の養育方法、あるいは保育所のこと、社会資源のこと、

あるいはお母さん自身の体の健康のことなどについてのご相談というふうに並んでいます。 

 次に、こちらのほうですけど、先ほど言いました授乳相談のうち、特にどんな内容につ

いて相談してるかということなんですけれども、やはり一番多い、約半分は授乳方法に関

すること、それから子供がうまく発育してるかというような子供の発育に関すること、あ

とミルクの足し方、あるいは授乳量が足りているかどうか、あとお乳をどんなふうに手入

れしたらいいのかというようなことで、訴えとしては、子供がうまく飲んでくれない、あ

るいは母乳がどれだけ出てるかわからずに不安、またミルクをどれだけ足したらいいのか、

あるいは夜中どのぐらい授乳を足したらいいのかというような具体的な相談がありました。 

 このようなお母さんの不安があるということを踏まえまして、都島区の母子保健事業を

再構築するために従来の事業に上乗せをさせていただきました。 

 こちらの図、見ていただきますと、妊娠、出産、そして3カ月健診と、このように時間軸

が進んでいくんですけれども、妊娠から出産までの妊婦さんの期間は大阪市の健診制度と

しては妊婦健診がございます。また、出産してからは、乳児一般健康診査といいまして、
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大体出産後1カ月ぐらいの赤ちゃん健診がございまして、医療にかかっていただいて体が健

康であるかどうかというようなことをチェックするという制度がございます。 

 個々のお母様に対しては、リスクの高い妊婦さんに対しては保健師が家庭訪問をしてお

りますし、また、出産後は赤ちゃんほぼ全数に乳児家庭全戸訪問事業というのがありまし

て、助産師が赤ちゃん訪問ということで家庭訪問をしてございます。また、保健師も新生

児訪問をしていまして、個々のお母様に対してはこういう家庭訪問事業によって支えてい

るというような体制を1つは組んでいます。 

 また、リスクが高くて見守りが必要な方につきましては、専門的家庭訪問支援事業とい

うので定期的な助産師による家庭訪問もしています。 

 また、集団的なアプローチとしましては、大阪市の事業として母親教室がございますし、

出産後は、地域ふれあい子育て教室といいまして、お母様に三々五々集まっていただいて

情報交換をしていただくような教室もあります。ここに、先ほどから申し上げてました都

島区の課題をとり出しまして、母乳育児の推進事業ということで都島区の独自事業をここ

に上乗せ上乗せさせていただきました。妊娠期間中は働いてるお母さんは孤立しがちが多

く、また母親教室にはなかなか参加できないということで、働いてるお母さんを対象にし

たこういう講座を、そして、産後は母乳についてのご相談事が多いということで、巡回母

乳子育て教室というのを都島区の独自事業として立ち上げています。それぞれの事業につ

いて簡単にご説明をさせていただきます。 

 まず、妊娠期間中のプレワーキングマザー対象の出産直前講座です。平たく言いますと、

働いてる妊婦さんを対象にしました、産休に入ってから来ていただける妊婦教室です。働

くママが母乳育児を続けるための工夫であるとか、母乳で育てるための準備とかおっぱい

ケアを中心にした内容になっておりまして、働いてるママが参加しやすいように出産直前

の大方が産休に入ってから参加できるような妊娠週数を設定しておりまして、保健師と、

あと外からの雇われの助産師、それから、先ほど冒頭に申し上げました、すこやかパート

ナーの登録企業の方と一緒に協力していただいて、こういう教室をやっております。 

 教室の様子ですけれども、このような形で、車座になっていただいて情報交換もいたし

ますので、近隣情報を盛んに情報交換していただいております。また、土曜日開催ですの

で、ご夫婦での参加が非常に多うございまして、先週の土曜日もあったんですけども、25

組のうち18組はご夫婦でのご参加ということで、イクメンも進んでおりまして、お父さん

も熱心にご参加いただいております。 
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 この妊娠期の教室をすることによりまして、平成24年、平成25年はこの事業がございま

せんでしたので、大体年間通してこのぐらいの教室の参加数ぐらいだったんですけれども、

大阪市の事業に都島の事業を上乗せしまして、この水色の部分の妊婦さんが参加できるよ

うになりました。全体では、平成26年では大体350名ぐらいなんですけれども、大体働いて

るお母様が110名ぐらい、26年、27年、28年ともご参加いただいております。全体的に減っ

ているように見えるんですけれども、一番最初に示しました出生率が減ってますので妊婦

さんも減ってくるんですね、妊婦さんがちょっと減ってる関係で減ってるように見えるん

ですけど、この上乗せした教室の参加数はほぼ変わらず3年間ずっと確保できておりまして、

この棒グラフを見ていただきますと、ターゲットにしている教室、都島区の独自事業につ

いて、働いている第1子を今度出産する妊婦さんがどのぐらい参加してるかというので割り

戻してみますと、立ち上げ当初、30％ぐらいの参加率だったんですけれども、28年度では

39.4％と参加率も増えておりまして、年を追うごとにこの事業が区民の方に知っていただ

けて、広まってきているかなということを実感できます。 

 そして、母乳育児の推進事業ということで、先ほどのこの教室にご参加いただいた方が、

その後出産して、母乳でどのぐらい育てていただいてるかというところもこちらにお示し

しています。こちらが教室に来ていただいた参加分、そしてこちらが教室に来られなかっ

た方々ですけれども、比較してみますと、これが母乳で育てておられる方、この水色が混

合栄養で育てておられる方、この赤囲いがどちらかの方法で少しでも母乳を飲ませていた

だいているというお母様ですけれども、明らかにこの教室にお越しいただいたグループの

ほうが、教室に参加してないグループよりも母乳で育てていただいてるお母さんが多くな

ったという結果になっています。 

 次ですけれども、巡回母乳子育て教室で、出産後の皆さん、お母さんにお越しいただく

教室です。一応対象は生後1から6カ月の子供とその母親としておりまして、毎月大体3回、

保健センターあるいは保育園でさせていただいております。母乳についてのご相談、ある

いはふれあいマッサージとかとベビーマッサージをご紹介したり、あと育児・母乳相談に

乗らせていただいて、助産師が従事しております。 

 教室の様子ですけれども、こんな感じで、助産師や保健師から授乳についてアドバイス

もさせていただいてますけれども、来ていただいたらやはりママ友をつくっていただいて、

ご近所同士で知り合っていただき、情報交換もしっかりしていただいてるということで、

メール交換などもされて、その後もつながっていただいております。 
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 この講座も同じように、何らかの形で母乳で育てておられるかどうかというのを比較し

ています。教室に来られた方がこの参加分、来られてない方が非参加分なんですけれども、

やはり産後の教室にご参加いただいた分のほうが明らかに何らかの形で母乳で育てていた

だいてるお母様が多いというような事業結果になっています。 

 ほかにも多面的に事業を評価しておりまして、まとめますと、まず1点目ですが、母乳育

児の推進事業に参加していただいてるお母さんが、母乳または混合栄養で育てていただい

て、なおかつ親になってよかったというふうに回答しているお母さんが多いということが

明らかになりました。 

 また、教室に参加しているお母さんの特徴ですけど、何となく不安、あるいは気力がな

い、孤独を感じるというようなネガティブな感情、大丈夫かなというような、そういう不

安な感情を持っているお母さんが多く参加しているということも明らかになってきました。 

 また、この教室に参加していただくことで、保健センターが子育てについての身近な相

談場所として活用できるということも知っていただくきっかけになりますし、また、担当

保健師の存在も知ることにつながり、いろいろ氾濫している育児情報につきましても正確

なものが的確にキャッチできるというような効果もできているのではないかと思います。 

 また、教室に参加することで、一番大きいと思うんですけど、お母様同士がつながって

いただくきっかけになっているかと思いますので、今後もこういう保健センターの安心し

て参加できる事業にご参加いただきまして、不安なく子育てが続けられる都島区をつくっ

ていけたらなというふうに考えております。 

 以上で私のご報告は終わらせていただきます。ご清聴、ありがとうございました。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、先ほどのスライドのほうに関してご質問、またご意見ございましたら、意見のほ

うお願いいたします。何かございませんでしょうか。 

 じゃ、塚田委員。今日は初めて参加ということで、何か気づいたことあれば、何でもい

いんで意見をお願いしたいんですけれど。 

【塚田委員】 

 ありがとうございます。こういった取り組み、とても大事かなと思います。やっぱり孤

立されてる若い出産後のお母さんたちってすごくたくさんいるのかなと。最近、移住して

来られる方とか多いのかなというふうに思っていまして、マンションとかもそうですし、
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ほかの地域もあるんですけども、移住してきた方が今までずっと家をここの場所で構えて

おられる方とのつながりというのがすごく少ないというので、新しく移住してきた方が孤

立していくというのよくある話で、そういった方がマンションに多いというところで、そ

こに目をつけられてされてる事業というのはとても大事かなというふうに思います。 

 実際、すみません、聞き漏らしていたらなんですけれども、こういった講座に関しては

場所はどこでされてるんですかね。 

【中尾係長】 

 妊娠期間中の講座は、保健センター分館と申しまして、医療センターの横にありますん

ですけれども、皆さん母子手帳をとりに来るので、妊婦さんは皆さんご存じの場所なんで

すけれども、そこでさせていただいております。 

 また、出産後の場所は、同じ保健センター分館と、あと保育園を、地域回らせていただ

いております。ですので、小さいお子様を連れてなかなか遠方、保健センター分館が遠方

な地域もございますので、お膝下の保育園でより身近なところに出かけていかせていただ

いてるというふうな取り組みもさせていただいております。 

【塚田委員】 

 ありがとうございます。何か、やっぱり通過点であったり、日常生活で皆さんが通過す

る場所であったり、必ず誰しもがいる場所みたいなところに拠点を置くというのはすごく

大事なことかなと思っていて、なかなか出向いていくとなると予定を組まないといけなか

ったりだとかというところが結構ネックになったりしていて、なかなか全員を対象にして

網羅するというの難しくなってくると思うんで、何かそんなところを聞きたいなと思って

質問させていただきました。ありがとうございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 ほか、ご意見ございませんでしょうか。 

 阪本委員、何かございませんか。 

【阪本委員】 

 いや、きめ細かい対応だと思うんですけれども、都島区の母子保健事業の再構築という

中の専門的家庭訪問支援事業というのは、具体的にはどういう。個別に行かれることをさ

れてますよね。3カ月まででしたか。3カ月までに。そのときに個別に行かれる方は、もう

全部個別に行かれるんですか、それとも特別な支援の方のみなんでしょうか。 
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【中尾係長】 

 専門的家庭訪問支援事業といいますのは、虐待とか、あと子育て不安がすごく強いとか、

子育てをするのにちょっと重点的な支援が必要なお母様というのは、例えば妊娠期あるい

は出産後に家庭訪問したときに把握できるんですけれども、その方に対して、1回だけの家

庭訪問ではなくてきめ細かく、出産後でいいますと週に1回、助産師がその方のところへ尋

ねていきまして、母乳がうまいこと出てるのか、子供さんが大きくなってるのか、顔の湿

疹がとれたのか、あるいはお母さんがよく寝れるようになったのかというようなことを3

カ月健診まで、約3カ月間ですね、出産後は、ずっと家庭訪問するという大阪市の事業があ

るんです。それは24区どこでも受けることができまして、リスクの高いお母さんのところ

へ助産師が家庭訪問させていただいております。妊娠期間中は月1回です。若年妊婦さん、

あるいは高齢ですごく不安の強い妊婦さんとか、心の病気を持っておられて出産に戸惑う

ようなお母さんもいらっしゃいますので、そういうお母様のところへ月1回行きながら、出

産に向けての準備を一緒にさせていただく、そういう事業です。 

【阪本委員】 

 ありがとうございました。これ、一般、100％普通の家庭に訪問されるんじゃなくて、そ

ういうことがある家庭にこういう支援をしていただくというのはすごくいいことだと思う

し、私たちも知らなかったんで、ただの乳児とお母さんの健診だけかな、対面のお話し合

いだけかなと思ってたんですけど。 

 でも、そういうことの発見と、あと、ご家庭行ったときのトラブル、受け入れ態勢みた

いなのは100％ちゃんといけてるんでしょうか。向こうが拒否されたり。数回行かれるとお

っしゃってましたけれども。 

【中尾係長】 

 やはり、この専門的家庭訪問支援事業を導入するようなお母様は、もう本当にやっぱり、

私たち的にも逃してはいけない、手厚い支援がぜひとも必要だという事例になりますので、

そこはまず保健師がお母様と関係を妊娠期からつくっていまして、出産後も行くねという

ことで、週1回がだんだん2週間に1回とかにはなるんですけれども、まず拒否というのはあ

まり… 

【阪本委員】 

 ないですか。 

【中尾係長】 
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 はい。 

【阪本委員】 

 それはよかったと思います。そういうご家庭は特に、お母様の親御さんとか親戚の方の

援助が多分あまりないんだと思うんですね、少し電話かけて相談するという。だから、そ

こを本当に手厚くやっていただけるのは本当にうれしいことやと思います。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

【林田区長】 

 今も言うていただいたようにまさに、出産にかかわりましたら要は母子手帳から始まっ

て、あと3カ月健診、1歳6カ月健診と3歳児健診と、そういう切れ目切れ目、吉書がありま

すんで、そこをきっちりやっていく、そしてそこに来られない家庭というのが、やっぱり

今まではゼロじゃないですから、そういうところのご家庭のほうがむしろ、何かあったと

か虐待であるとか子供たちの何か課題とかがあるんではないかということで、以前は、大

阪市というか、全国的にもそれがやっぱり見逃されてきたという事例もあって、それを全

部100％チェックしましょうということで、全戸訪問ということに取り組んでるということ

です。これは市として取り組み出したと。 

 ただ、全戸ということになりますと、今、専門の保健師おりますけれども、だけでは無

理なんで、助産師の方にも応援いただいて全部を回ってると。重点的に見守らなあかんな

とか、ちょっと課題があるなと感じるところについては保健師が重点的に、今申し上げた

ような専門的家庭訪問支援事業ということで引き続き取り組んでると。おっしゃるように、

やっぱりちょっと何かご家庭で、拒否ではないですけども、子供への取り組みを、もっと

やってもらわなあかんよねというようなご家庭であれば、いろいろと引き続き支援してい

くということになるのかなというふうに思ってます。よろしくお願いいたします。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 先ほどの説明を聞いてまして、やっぱりワーキングマザーという部分で、母乳の育児の

推進事業が平成26年度から区役所のほうで独自で立ち上がったということで、スライドの

ほうにも映っておりましたけれども、こういったんせっかくどこかやる中で、できるだけ

ご夫婦そろってお父さんと一緒に来て、やっぱり女性のお母さんだけやったら不安もある

やろうし、一緒に参加できる機会というのを前提に決めていただいたらいいんじゃないか
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なと。やっぱり、平日になりますと、若いお父さん、お母さんたちも皆さん忙しいですか

ら、なかなか参加もできないんでどうしても、土曜日とか日曜日にしてあげたら一緒に行

こかということで、一緒に行ける機会をこれからちょっと検討していただきたいなと思い

ます。 

 また、出産直前から、そしてお子さんが生まれて、乳児という状況で、またこれからが

大変な育児に入っていくわけなんですけれども、そこからどうやって各地域に、ゆうほう

子育て支援というのもございます、そういった部分も含めて区役所関係もこういった形で

どんどん推進していただいて、また地域もそういった部分の機関がありますので、自分と

この地域のそういったゆうほうというものも使っていただきまして、保護者同士の間の意

見交流とか子育ての状況を話しする場もございますので、そういった部分も含めて地域も

一緒に区役所と連携してやっていけたらいいんじゃないかなというふうに考えております。 

 ほか、ご意見ございませんでしょうか。 

 では、なければ、次いきたいと思います。 

続きまして、議題2、地域ケア推進会議からの提言についてということで、事務局からのご

説明のほうお願いいたします。 

【三宅係長】 

 都島区保健福祉センターで高齢福祉担当しております三宅と申します。よろしくお願い

いたします。 

 本来でしたら都島区地域包括支援センター運営協議会の委員長である医師会の副会長の

柏井先生から提言をさせていただくところではあるんですけれども、どうしても診療業務

の関係で今日はご報告できないということですので、かわりに事務局のほうから報告させ

ていただきます。 

 座って説明させていただきます。 

 私のほうは資料2というふうに書かれてます資料になりますので、そちらのほうをごらん

いただけたらと思います。 

 本日は、地域ケア推進会議からの提言ということで、個別地域ケア会議から見えてきた

課題への取り組みという内容になっております。 

 2ページのほうをごらんください。 

 この地域ケア会議というものなんですけれども、これは地域包括支援センターなどが主

催をしております。この地域包括支援センターは、介護保険法で定められました地域住民
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の保健・福祉・医療の向上ですとか、あと虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的

に行う機関でありまして、都島区には2カ所の地域包括支援センターと3カ所の総合相談窓

口を設置しております。本日資料でつけさせていただいておりますカラーの分で、都島区

地域包括支援センターと北部地域包括支援センター、2種類ございますので、またごらんい

ただけたらいいのかなと思っております。 

 資料のほうに戻らせていただきます。 

 この地域ケア会議の目的は大まかに言って3点ありますけれども、まず、医療・介護など

の他職種が協働して高齢者の個別課題の解決を図るとともに、介護支援専門員、これケア

マネジャーのことです、ケアマネジャーの自立支援に資するケアマネジメントの実践力を

高める、次、個別ケースの課題分析などを積み重ねることにより、地域に共通した課題を

明確化する、共有された地域の課題の解決に必要な資源開発や地域づくり、さらには介護

保険事業計画への反映などの施策形成につなげる、このようなことを目的に、その都度、

関係者が一堂に集まりまして個別のケース会議の検討を行っております。 

 3ページのほうをごらんください。 

 こちらが都島区内の地域ケア会議のケースの現状です。平成28年度、29年度ということ

で上げさせていただいておりますが、29年度につきましては29年4月から12月31日までの統

計となっております。これは2カ所ある包括支援センターの合わせた数になっております。

平成28年度は51回、この実件数といいますのは検討させていただいた方の数と、ですので

複数回検討させていただいてる方もおりますので、このようなことになっております。平

成29年度、途中になってるんですけれども、39回で、実件数は33件というふうになってお

ります。その実件数の中で認知症のある方がどれぐらいいらっしゃるのかというところな

んですけれども、平成28年は39名中30名が認知症ありの方でした。平成29年度は33名中26

人が認知症ありの方となっております。 

 4ページのほうをごらんください。 

 今回、地域ケア推進会議からの提言ということで冠つけさせていただきましたけれども、

地域ケア推進会議の位置づけについて簡単にご説明させていただきます。まず、包括支援

センター、2カ所ございますけれども、各区に設置されておりますので、都島区では地域包

括支援センターの運営協議会、区レベルと書いた真ん中のところにあるんですけれども、

運営協議会というのが設置されております。この運営協議会といいますのは、地域包括支

援センター及び総合相談窓口の活動の充実ですとか適正な運営を支援するために、運営協



 

14 

 

議会の委員の皆様が、それぞれ所属されてる関係機関とともに、区の実情に合わせた地域

包括ケアシステムの構築に向けて協働で取り組んでいくことを目的としまして、年に4回実

施をさせていただいております。 

 まず、運営協議会で検討する内容等は決まってるんですけれども、包括支援センターは

地域ケア会議や日々の活動から見えてきた地域課題というのを取りまとめておりまして、

第4回目の運営協議会のほうに報告をしております。この第4回の運営協議会を地域ケア推

進会議というものの位置づけにしておりまして、施策化の推進を目指すために各区単位で

取り組むべき地域課題と、その解決に向けた検討というのを行っております。その検討し

た課題解決に向けて取り組む方向性につきまして、区の政策を検討する会議、ここでいい

ますと健康・福祉部会になるんですけれども、それを提言するというのがこの地域ケア推

進会議のことになっておりますので、今回、その地域ケア推進会議から提言いただいた内

容について次に報告させていただきます。 

 次の5ページのほうをごらんください。 

 地域ケア推進会議のほうから何項目かたくさん地域課題が出てきました。全てを検討す

るということはちょっと無理でしたので、大まかに3点課題を上げて検討のほうをいただき

ました。 

 まず、1点なんですけれども、認知症で徘回など問題があるにもかかわらず、本人や家族

が支援を拒否してしまう、このような課題が出てきました。 

 この課題に対する意見としまして、本人様や家族様も認知症を受け入れるまでに時間が

かかるので、ご家族さん、ご本人様の気持ちをまず理解すること、サービスありきで入っ

ていくのではなく、高齢者、家族に寄り添う気持ちが必要である。あとは、本人に会えな

かったとしても、電気が点灯してないかどうかなど、生活面を把握することで緩やかに注

意を払うことが大切ではないか。家族や本人に例えば精神障がい者の方がいると、なかな

か対応方法がわからずに地域の方では支援が難しいようなことがある、このようなご意見

が出ました。 

 このようなご意見が出まして、どのように課題解決に取り組んでいったらいいかという

ようなんのご意見も頂戴したんですけれども、それにつきましては、本人、家族の思いに

沿えるよう、地域ケア会議で支援者が情報共有をして、地域での支援方法などの検討をし

て、役割分担をしていく必要がある。あと、もう一点としまして、地域、高齢者の支援者、

障がい者の支援者、これら各種関係機関が連携を行っていくことが大切ではないか、この
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ような提言を頂戴しました。 

 続きまして、2点目にいきます。6ページのほうをごらんください。 

 2つ目の課題は、認知症に対して、家族の理解不足や、理解をしていても家族の介護負担

が多く、ご近所とトラブルを起こしてしまう、このような課題が出てきました。 

 それに対する意見ですけれども、認知症やその対応方法に関して、周知を、地域の小さ

な範囲、身近なところから行っていく必要があるだろう。あと、認知症だけでは要介護認

定、介護保険の認定になるんですけれども、この要介護認定に反映しにくく、介護サービ

スでの支援がなかなか入らない場合がある、こういう現実問題があるんですというような

ご意見頂戴しました。あと、初期の認知症はわかりづらく、短期間ではなく長期間、時間

をかけて緩やかに注意を払っていくことも大切ですというようなご意見を頂戴しました。 

 これについて取り組んでいく方向性なんですけれども、町会などの小さい範囲からまず

は認知症の啓発を行い理解を深めてもらう必要がある。次は、地域包括支援センター、ブ

ランチ、これは総合相談窓口というとこになるんですけれども、総合相談窓口、民生委員、

地域福祉コーディネーター、見守り相談室など、各地域の関係機関の役割を周知して、地

域の相談ができる存在であるということを高齢者にも認識してもらう必要がある。3点目は、

地域や支援者が日常生活を緩やかに注意を払えるような体制をつくっていくことが大切で

あるというようなご意見のほうを頂戴いたしました。 

 最後の課題について、17ページをごらんください。 

 3点目の課題につきましては、軽度の認知症では利用できる介護サービスがないが、特に

独居男性や介護者など地域で孤立してしまうことがあり、地域での見守りも困難な場合が

あるというような課題が出てきました。 

 この課題に対するご意見なんですけれども、町会の未加入の問題がありまして、町会に

加入されていなければ、地域で見守りというのはなかなか、情報も把握してないし見守り

は難しいというようなご意見頂戴しました。あと、地域で、有料でも無料でもいいので、

気軽に誰でも集えるような場所があればよいのではないかというようなご意見も頂戴しま

した。あと、今、要介護認定を受けて介護サービスを受けられている方という方は誰かに

見守られていらっしゃる方、ケアマネジャーさんであったりヘルパーさんであったり、い

ろんな方のサービスが入っていてどなたかに見守られているので、地域で孤立していると

いう方が本来の見守りの対象者になるのではないかというようなご意見頂戴しました。 

 それについて取り組むべき方向性ですけれども、高齢者の制度など、高齢者になかなか
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文字ばかりで非常に分かりづらいということのご指摘がありまして、イラストですとか、

「はい」「いいえ」で調べていけるような簡易な言葉を駆使して、理解できやすいような内

容のパンフレットを作っていく必要があるんではないかというようなご意見頂戴しました。

あと、身近に誰でも気軽に集まれる場所をつくっていくこと、これも大事だなというふう

なことをいただきました。3点目が、地域で支援に埋もれた人でも、身なりの変化など、何

かおかしいと注意を払って、変化があれば包括支援センターに連絡するなど、関係機関で

連携する体制をつくっていくこと、これが大切なんではないかというような、課題3点に対

する提言を頂戴しました。 

 ここから、この3点の課題について、頂戴したことについて、区のほうで何について重点

的に取り組んでいったらいいかというところを検討させていただきました。 

 8ページのほうをごらんください。 

 そこについて4点、また上げさせていただいております。 

 まずは地域ケア会議の充実。地域、高齢者の支援者、障がい者の支援者が連携して支援

できるような体制をとっていく。地域ケア会議、今、回数もありましたけれども、いろん

な、高齢者の支援者だけではなく、ご家族さんに障がいの方がいらっしゃったら障がい者

の支援者の方も来て一緒に検討していく、このようなことをケースに応じて充実させてい

く必要があると思っております。 

 2点目なんですけれども、高齢者の相談できる場の周知。先ほどのご意見の中でもあった

ように、地域福祉コーディネーター、見守り相談室、地域包括支援センター、総合相談窓

口ブランチの周知を継続的に行い、高齢者の相談が気軽にできる場であることを認識して

もらうということになります。先ほどお示しした2種類のパンフレットですとか、1階の区

民情報コーナーですとか、2階の保健福祉課の窓口にも設置しておりますし、広報みやこじ

まの10月号に定期的に周知をさせていただいております。区役所でもそういうことはさせ

ていただいておりますけれども、何らかの会議のときに継続して周知をしていくというこ

とがすごく大切だと思っております。 

 その次なんですけれども、認知症及び障がい者支援の啓発。先ほどの中で知識がないと

いうようなところで出てきましたけれども、認知症の対応方法の普及啓発を小さな地域単

位で行うことも必要ですし、区民対象の講演会ですとか広報紙の利用など、幅広い周知を

行っていく必要があると思います。自立支援協議会で障がい支援のために検討させていた

だいてるような会があるんですけれども、そういう団体とも協議をしながら、障がい者に
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対する支援方法ですとか、そういうことも普及啓発を行っていく必要があると思っており

ます。 

 最後なんですけれども、地域での集いの場の体制整備。この体制整備をするに当たって

は、まず、高齢者や地域のニーズというのがどういうふうになるかということも確認しな

いといけないかと思いますので、ニーズ把握を行う中で、地域で集える場の発掘ですとか

開発とかに取り組んでいく、このような方向性で取り組んでいかなければならないかなと

いうふうに区役所のほうでは考えております。 

 以上、地域ケア推進会議からの提言受けまして、区役所のほうの取り組みをご報告させ

ていただきました。何かご意見ありましたら、よろしくお願いいたします。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。9ページのほうの説明は。 

【三宅係長】 

 すみません、抜けておりました。 

 こちらは地域包括ケアシステムといいまして、これがいわゆる2025年問題といいまして、

団塊の世代が75歳以上になるときに高齢者が非常に増えてくるということで、要介護状態

になっても地域で生活できるように、医療は医療、介護は介護、独立していくということ

ではなく、高齢者を一体的に支えていけるようなケアシステムというのを構築していこう

というのに国のほうが出していることになっております。地域包括ケアシステムの中心と

して、このシステムを構築していくのに包括支援センターが中心的な役割を担っていただ

いているわけですけれども、いろんな連携というのを、これはシステムという形になって

おりますけれども、包括支援センターとも常々話をさせていただいてるんですけど、シス

テマチックなものではなく、地域ケア会議で人と人がつながっていく、これも地域包括ケ

アシステムの一つなんだというような捉え方をしておりまして、いろんなことで連携とい

うところがキーワードで出てきてるかと思うんですけれども、このあたり、進めていかせ

ていただいております。すみません、ちょっとこちら欠落しておりまして、またよろしく

お願いいたします。 

【森本議長】 

 ありがとうございました。 

 では、ご質問、ご意見等ございましたら、よろしくお願いいたします。 

 江川委員、何かございますでしょうか。 
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【江川委員】 

 身近に集まれる、気軽に集まれる場所というのは、誰が集まるということですか。7ペー

ジでいうたら独居男性とか介護者とか、誰かというそういうくくりがなく、認知症の方と

か、普通、健常者というか普通の方でも、そういう分け隔てなく誰でも集まれる場所とい

う意味ですか。 

【三宅係長】 

 そうですね。認知症の方が集まれるような認知症カフェとかというのも今出てきてはい

るんですけれども、そういう限定したものではなくて、地域で、例えば包括支援センター

であったりとか、いろんなところが行事をやりましても、割と来てもらう方が限定されて

るというようなところがありまして、そうではなくて誰でもが、障がいがある方、高齢の

方でも集まれるような、そこで地域とのつながりができるような場所ができたらいいんで

はないかというようなご意見がありました。 

【江川委員】 

 それはイベントみたいな話ですか。それとも診療所の待合室で話してるような、井戸端

会議的な話の集まりですか。 

【三宅係長】 

 そうですね、イメージ的には。このときに、ちょっと詳しくは書けなかったんですけれ

ども、例えばコンビニであるとか商業施設のところのスペースですとか、商店街の空きス

ペースとかと、そういうようなところを利用できないだろうかというようなご意見も出て

おりました。 

【江川委員】 

 顔が見えて、見守りじゃないけど、きょうは来てないわ、あの人、みたいなことの集ま

りというか。 

【三宅係長】 

 そうですね、はい。 

【江川委員】 

 わかりました。ありがとうございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

【林田区長】 
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 今の場所ということでいえば、まさに各地域でも福祉会館とかでも食事サービスである

とかふれあい喫茶とかはやっていただいてるんで、そういうようなことに加えて、さらに

もっと、今いろいろご説明してたような無料で集まれるような場所があればということで

思ってるということです。ただ、そしたらそれだけ実際大きく広がってるかというたら、

なかなかやっぱり。いろいろ地域のご協力もいただいて、またそれこそNPOで、こども食堂

なんかまさにそういう側面もあると思うんですけども、そういう形で広がってはきていま

すけれども、まだまだ十分とは言えませんし、コンビニとかいうことでいえば、そういう

ところにも協力もお願いするというようなことになるかなと思いますけど。ここで上がっ

てる課題というのは、全て何か日々常に改善していかないとあかんかなというふうには思

ってますけど、そういうことだと思います。 

【森本議長】 

 非常に、地域ケア会議の分析、課題に対する意見、課題解決に向けての取り組み方法と

いうことで、もう本当にごもっともという内容やと思います。やっぱり一番難しいのは、

今、各地でも食事サービス、ふれあい喫茶という、高齢者の集うそういった場は設けられ

ておりますけれども、比較的こういった会議に出てきていただける方は、高齢者、皆元気

な方ですね。要は行きたいけども行けない、1つ認知症の部分の人でもちょっと頭がぼーっ

としてということで、行きたいんだけれども違う方向に行っちゃうとか、そういった部分

で、これからぜひそういった方たちの場も地域としてやっぱり取り組んでいかないと。ま

た、それをやるにして、誰がやるのかという問題が必ず出てきますのでね。やはり、もし

そういった方たちが来て、もしどこかふらっと行って、こけてけがでもされたらどないし

よかとか、そういった、やる分にはいいんだけど、じゃ誰がやって、誰が責任を持ってや

っていくのかという、そこからの仕組みづくりも、これから包括、社協、区役所と地域と、

また一体的に突っ込んで話し合いをしていかないといけない課題じゃないかなというよう

に思っております。やはり、こういう意見が出た以上、一歩でも二歩でも前に進めるよう

に協力して、連携という言葉が非常に出てきましたので、何も地域のある一部分の方がす

るのではなくて、いろんな組織、諸団体の方がおられますので、やはり協力を求めていく

というのも1つの手じゃないかなというふうに考えております。 

 半野さん、ご意見ありますか。 

【半野委員】 

 こういうところに自分から来よと思われる方はなかなか孤立はしないだろうなというと
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ころで、反対に言えば、サービスを拒否されるとか、こちらからの働きかけも拒否される

とか、こういう場を設定しても行こうと思わない方って絶対出てくると思うんですけども、

やっぱりそこに一番手を入れることが、でないとなかなか、場は設定したけども来られな

いとかというのも。うち、すぐ近くにお年寄りいてはるんですけど、やっぱりサービス拒

否しはりますし、近所とのつき合いも拒否されるというところでは、やっぱりおうちがち

ょっとごみ屋敷的になっていたりとかあるんやけれども、近隣の一緒に住んでる者として

は、どこまで手を入れるというか、相談に乗れるとか、でもほかの方たちは皆、苦情なん

ですよ、そこからは異臭がするとか、どういう生活してはるかわかれへんとか。実際には、

近所に住んでたら、どういう私らは手だてを受けるんかなというのあって、本当に遠巻き

に見てるだけなんですけどね。ご家族もきっと困っておられるんやろなと思うんですけど、

なかなかそういうところには、気がついててもなかなかどうしていいかなというか、手を

どう入れたらいいかなというのは感じてます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。難しい問題ですね、これね、本当に。すぐ、はい、じゃ来月か

らやりましょという問題でもないんでね。また、その場はつくったけれども、今、ご意見、

半野さんからありましたけれども、本人が行きたくなかったら何ぼ場つくっても。でも、

家族が一緒におじいちゃん行こうよとかね。また、高齢者だけが認知症にかかるという問

題でもないわけですから、40歳以上からもちょっと出てくるという話もございますので。

そこで本人が行きたくないと、やっぱり鬱状態になっておられる方もおられると思うんで、

そういったところでいかにして出向いていけるかな。家族を引っ張って行かすわけにもい

けないしね。やっぱり自発的、啓発的に来ていただくというのが第一の目的やと思うんで。

そういった部分も非常に難しいんじゃないかなというふうに思います。また、これに携わ

っていく方も、じゃ誰になるんかといったら、もう具体的に諸団体である程度出てきます

よね。やっぱり民生さんとか、そういった部分が主体になってくると思います。あと福祉

対策委員さんとか福祉コーディネーターとか。そういったことで、そのほかの、その人た

ちだけでなくて、その地域の人、あるいはそういう関係に携わってる方たち、そういった

部分も協力を得ながら、いろんな知恵を出して来やすい環境を整えていくのが、まず大事

じゃないかなと。しっかりと前に進めていきたいと思います。ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

 ほか、ご意見ございませんでしょうか。塚田さん。 
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【塚田委員】 

 すみません、ちょっと知識不足で申しわけありませんが、地域ケア会議に上がってくる

方というのは、どこから上がってくるケースというのが多いんでしょうか。 

【三宅係長】 

 ケアマネジャーさんとかから上がってくるケースが多かったりですとか、あと、地域の

方からご相談いただくというようなことが多いです。本来、何も困っていなければ、地域

ケア会議は実施しなくていいというところがありますので、やはり、なかなか地域との関

係が難しかったりであったりとか、あとうまくサービスが入れなかったりとかということ

になるので、そのあたり、一番苦慮されてるのはやはりケアマネジャーさんであったりと

か地域の方というとこが多いので、そこからの相談が割と多い感じですね。 

【塚田委員】 

 一般の方が相談なんですという感じで相談しても、地域ケア会議に上がることというの

はあるんですかね。 

【三宅係長】 

 まず、包括支援センターとかに、この方のご相談ということでいただきましたら、いき

なりご相談があったので行きましたとは、なかなか言えませんので、その方にどういうふ

うなアプローチをしていいのかということを検討して、支援をさせていただく中で、すん

なりとサービスとかにつながっていけばそれはないんですけれども、やはり、ご家族さん

からご相談いただいて、地域ケア会議に上がるとかというのが、ケース・バイ・ケースで、

そのようなことはあります。 

【塚田委員】 

 じゃ、一旦、上がってきたものをまた検討して、サービスの部分を、どういったサービ

スがあるかというところの検討であったり、それでも困難な場合は、こういった地域ケア

会議に上げて、関連職種及び地域の団体を声をかけて集まって、みんなで考えましょとい

う流れになるということですかね。 

【三宅係長】 

 そういうことです、はい。 

【塚田委員】 

 なるほど。実際なんですけども、この地域ケア会議に実際来られている方々の職種であ

ったり、どういった関連の方が集まっておられるかというのを教えていただいてもよろし
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いでしょうか。 

【三宅係長】 

 その方にかかわってる方ということになりますので、ケースによっていろいろ違うんで

すけれども、地域の方でしたら民生委員さんであったりとか、町会の方であったりとか、

場合によってはお医者さんに来ていただいたり薬剤師さんに来ていただいたり、あと、障

がい支援の方が入っているのであれば障がい支援の担当者に来てもらったりですとか、あ

と、高齢者支援のケアマネジャーさん、ヘルパーさん、あとは、生活保護の方とかでした

ら生活保護のケースワーカーとかも出ておりますし、あと、場合によって、その方に成年

後見人がついておられたら成年後見人の方が来ていただくというようなこともあります。 

【塚田委員】 

 ご家族さんが障がいがあったりだとか、息子さんとかが障がいがある高齢のお母さんと

かお父さん、老老介護であったり、何かいろんな問題というのが家族の中にあるとは思う

ので、結構、精神疾患のある方がご家族にいるというのが、すごく情報を外に漏らしたく

なかったりだとか、すごくデリケートな部分が大きいのかなというふうに思っていて、そ

ういった方々を支援しようと思うとそこ大変だと思うんですが、プライバシーの問題もあ

りますし、みんな呼べばいいという話ではないので、そのあたりがうまく支援が回らない

ポイントでもあるのかなというふうに思ったんです。 

 コンビニなんかの場所を使った見守りであったりというの、すごく大事かなというよう

に思っていて、今、コンビニでケアマネさんが相談を受けるような椅子があったりだとか、

そういったところというのも地域で出てきたりはしていると思うんですね、だから、そう

いった意味で、地域の中のどういったところを拠点にするかというのはすごく重要な課題

なのかなと思っていて、日々、スーパーの中にもイートインができたりだとかしていて、

スーパーの中のイートインって結構そういった方がふらっと座っておられるんですよね、

だから、そういったところに、僕なんかもたまに見ながら、あのおじいちゃんいるなとか、

おばあちゃんいるなとか思ったりするのが1点と、もう一つは、朝、僕なんか出勤するとき

に家の前にちょこっと座っておられるおばあちゃんがいたりだとか、あ、この方、長屋み

たいなとこなんですけどね、そういった方に結構素通りしていく方がたくさんいらっしゃ

るんですよね。だから、そういったところで、見守りというとすごく大層になるんですけ

ど、その取り組みというところでは、提言を受けているというところで、もっともっと下

げたところで、座っておられる方にまずは挨拶しましょうよとか、何か基本的なところな
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んですけど、何か顔見知りになるというのを地域の中で少しできたらいいなと思っていて、

商店街なんかでよく旗を持ちながら、おじいちゃん、おばあちゃんが子供たちに「おはよ

うございます」と言ってるのはよく見かけるんですけど、逆に若い人が、そういったおじ

いちゃん、おばあちゃんに「おはようございます」と声かけてるというのはすごく少ない

ような気がしていて、そういったことも、お互いが見守り合うというか、支え合うという

ところにつながっていくのかなと思うので、何かそういった取り組みを広めていくような

ことというのがこの中に入ってくると、あったかいまちになるのかなというふうに思った

りしました。 

【三宅係長】 

 ありがとうございます。本当に身近な話で、先ほどのコンビニの話とかもありましたけ

ども、本当に、包括支援センターもコンビニの方ですとかスーパーの店長さんから情報を

いただいて、この時間帯になったらこの人ここに来てるよとかというのを教えていただい

て、スーパーに訪問したりとかというようなことも実際させていただいてるんで、本当に、

おっしゃっていただいたみたいに、今すぐ、声をかけるとかその辺、そういう活動を今助

言いただきましたので、また一緒に考えていきたいと思います。ありがとうございました。 

【中浦課長】 

 先ほどの地域ケア会議にはスーパーの店長も入ってたというようなケースも、レアです

けども。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 副議長、お願いします。 

【南副議長】 

 ケア会議、僕出させてもらっていつも言うんですけども、見守るというても、中に入っ

てしまってる方、全く見えない。ほんで、前もその会議で言わせてもらったんは、ごく一

部のもんであればせめて写真だけでも撮ってきてもらって、こういう人ですよと、ごく狭

い範囲で見守るということもできるし、さっき言われたように、なかなか近所のおばちゃ

んに挨拶するって、そこにずっと住んではったら挨拶しやすいんですけど、ただぽつんと

来はって、その人に声かけるというのは非常に難しい。ほんで、そのために地域で盆踊り

なりいろんなことしてるんやけど、さっき言われたように参加しない。参加する人はどん

どんするんですね。ただ、その参加しない人をどのように参加させたげる、どのように見
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守ってあげる、せやからさっき言われたようにコンビニとか連携とって、民生とも連携と

って、ちょろっと見るとかいう程度で、このごろあの人見いひんけどどないしたんとかい

う、ケアマネの人とかも連携とってどこかに、誰かが中心になってまとめ役をつくっても

らわんと、情報が錯綜してもうて、誰かのとこへ情報をまとめるということをつくっても

らえたら、せやから町会長でもどこへ連絡したらいいとかね、一遍それをちょっと。 

 前も、昔に言うたんやけども、町会長になられた方に町会長の新任研修したらどうと言

うたことあるんですね。というのは、ぽっと町会長されたら、いろんなこと何していいか

わからない。ただ、要らんことをしゃべらないということも言うてもらわなあかんし。何

かそういうことで、いろんな情報を1つにまとめるとか、どういうとこへ持っていったらい

いとかいうのがわからない、せやからいろんな意見聞いたときに、誰がまとめてどこへ持

っていくとかいうことを1つ何かまとめてもらったらありがたいなと思って。何でもかんで

も町会長に持ってこられたらまたしんどいし、何でもかんでも民生に持ってこられたらま

たしんどいし、せやからそこらをうまいこと伝達できればいいなとは思うんですけどね。 

【三宅係長】 

 ありがとうございます。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 先ほど塚田さんが言っていただいた、これがやっぱり一番の原点やと思いますね、お互

い顔見て声をかけ合っていくというね、で顔見知りになっていくとか。また、いつも座っ

てる方、どこの地域でもおられると思うんですけど、よう見るけど、このおじいちゃん、

おばあちゃん、どこの人やと、いつも見るけど。案外自分の地域じゃなかったりね。ほか

の地域から来て、たまたまそこに座ってる方もおられた。やっぱり、そういった部分で、

いきなり声かけても向こうのおじいちゃん、おばあちゃんもびっくりしはるやろと思いま

すし、そういった部分も含めてどういうふうにやっていったらいいんかなという、温かい

まちづくりというかまちというのは本当の原点やと思いますので、そこはしっかりとぶれ

ずに一つ一つ前に進めていければいいんじゃないかなと思います。 

 また、これから100歳時代に向けて、取り組みもいろいろますます健康という部分で体操

もやってますんで、皆さん長生きしていくと思われます。親戚の誰か1人は100歳のおじい

ちゃん、おばあちゃんおられるような時代が来られると思いますけれども、それに向けて

もこういった部分のケアという部分はしっかりと築いていかないといけないし、また、若
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い人たちにもこういうことの取り組みを、今地域でやってますよと、若い人にも理解して

いただくというふうに持っていかないといけないんじゃないかなというふうに考えており

ます。 

 では、時間も大分たっておりますので、ほか、ご意見等ございませんでしたら、議員さ

んのほうに振りたいと思うんですけど、井戸議員がまだちょっと来られてないということ

で、最後、ご挨拶ということで、副区長のほうからちょっとご挨拶のほう承りたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

【嶋村副区長】 

 副区長の嶋村でございます。 

 本日はいろいろとご議論いただきまして本当にありがとうございました。前半では、妊

娠期から切れ目のない子育て支援ということで、主にお母さんと子供さんの健康という観

点からということで、後半は地域ケア推進会議からの提言ということで、認知症対策を中

心とした高齢者の方、介護予防の関係のご議論をいただきました。 

 両方に共通してますのはやはりつながりという部分で、みんなの目が行き届いて、そう

いう社会をつくっていかないけませんし、そういう部分の連携というのは非常に大事です

ので、そういった部分で課題というのは非常に多いなというふうに思っております。 

 今いただきましたご意見踏まえまして、また母子保健の事業ですとか、あと認知症対策

に注意した介護予防の事業につきましても引き続き推進してまい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。本日はどうもありがとうございました。 

【森本議長】 

 ありがとうございます。 

 あと、事務局のほうから。すみません、ちょっと前後しまして。 

【東岡係長】 

 すみません。こちらをもちまして平成29年度第2回健康・福祉部会、終了させていただき

ます。本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。 

 


