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１ パブリックコメント実施状況 

（１）実施期間  平成２６年１２月５日から平成２７年１月１３日まで 

（２）周知方法 

ア めぐろ区報掲載（１２月５日号）、目黒区ホームページ掲載（１２月５日） 

イ 素案閲覧場所 

目黒区総合庁舎１階区政情報コーナー・２階健康福祉計画課、各地区サービス事務所（東部地区を除く）、各住区センター、 

各区立図書館、各社会教育館、各老人いこいの家、各地域包括支援センター（東部包括を除く） ほか 

ウ 素案説明会 

１回目：１２月１７日（水）１８時から 目黒区総合庁舎大会議室  ＜参加者２８名＞ 

２回目：１２月２０日（土）１０時から 目黒区総合庁舎大会議室  ＜参加者２４名＞ 

 

２ 意見提出状況                   

提出者 
個人 団体(事業者含む) 議会会派 合計 

６ １１ １ １８ 

 

３ 意見に対する対応区分ごとの件数 

対応区分 内    容 件 数 

１ ご意見の趣旨に沿い、計画改定に反映します。   ２件 

２ ご意見の趣旨は素案に取り上げており、その趣旨に沿って計画を推進します。   ８件 

３ 計画改定には取り上げませんが、事業運営の中でご意見の趣旨に沿って努力します。  ２０件 

４ ご意見の趣旨は、今後の検討課題であると考えます。  １５件 

５ ご意見の趣旨に沿うことは困難です。   ３件 

６ その他   ３件 

合      計  ５１件 

目黒区保健医療福祉計画改定素案に対するパブリックコメントの実施結果について 
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４ 意見の内容と検討結果 区民意見 
番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

計画「全般」について 

1 議会 啓蒙に終始する講演会は整理縮小し、いずれも実効

的な政策へ移行させてほしい。 

健康福祉計画課 3 支援を必要とする人への理解を深め、福祉のまちづくりを

推進するためには、啓発・啓蒙活動は不可欠であると考えて

います。地域福祉審議会においても、様々な施策において啓

発・啓蒙の必要性について意見が出ています。 

また一方で、限られた財源の中で効果的に施策を進めて

いくために、真に必要な事業を見極め実施していきたいと考

えています。 

2 個人 今回の計画改定を機に、障害の「害」の字を平仮名

に改めてはどうか。 

障害福祉課 4 障害者の表記については、平成２１年に内閣府に設置され

た障がい者制度改革推進本部における検討項目のひとつで

したが、結論に至らないまま組織が廃止されました。 

また、平成２２年１０月に実施した目黒区障害者計画のため

のアンケートにおいて、表記に関する調査を行ったところ、

「障害者がよい」と回答した人が４２.２％、「障がい者がよい」が

１１.３％、「障碍者がよい」が２.３％という結果でした。このよう

な状況の中、区では、主に法令と同じく「障害者」と表記して

いますが、この表記に固執することなく、社会情勢の変化や

関係団体等の要望も踏まえ、分かりやすい表記に努めたいと

考えています。 

「基本理念」について 

3 団体 「個人の尊厳と人間性を尊重」し、「だれもが住み慣

れた地域で、自立して安心して暮らしていくことができ

る」ことは、憲法第１３条の幸福追求権、同第２５条の生

存権に基づく区民の権利であり、これを保障するため

に社会福祉法第６条で福祉サービスの提供体制の確

保等に関する国及び地方公共団体の責務が定められ

ています。こうした「区民の権利」を区として保障してい

くという視点を強調していただきたい。 

健康福祉計画課 2 本計画は社会福祉法に定める地域福祉計画の位置づけ

があり、「個人の尊厳と人間性の尊重」を基本理念の基盤とし

て、区が実施する保健医療福祉施策を総合的に定めていま

す。 
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番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

「地域包括ケアの推進」「地域における支え合いの仕組みづくり」について 

4 団体 現在、地域包括支援センターは地区ごとに１か所、

区内５か所を民間法人により運営されていますが、障害

をもつ人や高齢者にとって「遠くて、不便」が実情です。

地域に密着し、より利便性を高める観点から地域包括

支援センターの増設を要望します。 

地域ケア推進課 5 このたびの保健医療福祉計画改定及び第６期介護保険事

業計画策定においては、地域包括支援センターの設置箇所

数は現状を維持し、１か所あたりの人的スケールメリットを効果

的に活かし、従来からの保健福祉の総合相談支援業務を継

続しつつアウトリーチ機能等を強化していくこととしています。 

１センターあたりの平均職員数は、平成２５年度全国平均で５.

８人ですが、人口密度が高くセンター箇所数が少ない目黒区で

は１３.２人です。この人的スケールメリットは保健福祉の総合相

談支援業務、緊急対応、人材育成などに活かすことができ、セン

ター運営の安定性や専門性の発揮につながっています。 

地域包括支援センターへの遠近にかかわらず、直接来所

できないかたへの訪問相談については、今後とも人的スケー

ルメリットを活かして柔軟に行ってまいります。 

5 団体 地域包括ケアの拠点として地域包括支援センターを

位置づけ、機能を強化し支援を必要とするすべての人

を支援していくことは賛成ですが、現在区民の間では

そのような認識はありません。くらしのガイドを見ると、相

談の中で地域包括支援センターは、保健福祉と高齢者

の窓口としてのみ掲載されています。認知度を向上さ

せるためには、支援を必要とする人すべてが相談でき

ることがわかるように工夫する必要があります。 

地域ケア推進課 2 地域包括支援センターの保健福祉の総合相談支援機能

は、保健福祉に関して相談したいかたが対象であり、高齢者

に限定したものではありません。 

今後、この保健福祉の総合相談支援機能を強化しますとと

もに、認知度を向上させるための工夫をしてまいります。 

6 団体 地域包括支援センターの認知度が上がった際に、現

在のセンターに対応するだけの力量があるでしょうか。

既存の制度では救えない人々へのアウトリーチを行

い、支援していくためには、地域連携コーディネーター

の増配置だけではなく、地域包括支援センター自らが

地域包括ケアの拠点であることを自覚するとともに、職

員の力量を向上させることが必要です。研修の充実、

関係機関との連携強化の具体的内容が問われます。 

地域ケア推進課 4 地域包括支援センターの機能強化のための施策のうち、

「職員研修の充実」、「関係機関との連携強化」、「認知度向上

と利用促進」の３つを地域包括支援センターの運営の充実策

としています。 

これらの施策の具体化は、今後検討していきます。 
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番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

7 団体 地域ケア会議については、地区により開催頻度にば

らつきがあるようですが、地域包括支援センター主催に

限らず、区が主導して開催する必要もあるのではない

でしょうか。 

地域ケア推進課 4 現在、地域ケア会議のうち、個別支援レベルと地区レベル

の地域ケア会議は各地域包括支援センターが主催して実施

しております。そのうち、地区レベルの地域ケア会議の開催頻

度等は、地区によって違いがありますので、その充実を計画

事業としています。 

全区レベルの地域ケア会議は区が主催することになります

が、地区レベルの地域ケア会議は、基本的に各地域包括支

援センターが主催するものです。 

今後は、個別支援レベルから地区レベル、地区レベルから

全区レベルへと地域課題や解決策を持ち上げていくような、

地域ケア会議の実施方法の標準化などを検討していきます。 

8 団体 区各所管の横断的連携・協力を謳っていますが、現

在具体的なシステムはありません。関連窓口の職員が

地域包括ケアを意識して仕事を進められるようなシステ

ムの構築が必要です。 

地域ケア推進課 4 高齢福祉課・介護保険課・地域ケア推進課と地域包括ケア

システムの拠点としての地域包括支援センターとの間には、

日常業務のための連携システムがすでに構築されています。 

その他、個別支援の際や、高齢者見守りネットワークにお

いては、区関係課、関係機関、関係団体、事業者との連携・

協力を行うための会議体などのしくみができています。 

今後は、個別支援レベルから地区レベル、地区レベルから

全区レベルへと地域課題や解決策を持ち上げていくような、

地域ケア会議の実施方法の標準化などを検討していきます。 

9 団体 地域包括支援センターと社会福祉協議会の連携強

化について記載していますが、具体的にどのように役

割分担して連携していくか明示する必要があります。 

地域ケア推進課 

健康福祉計画課 

3  「地域における支え合いのコーディネート機能の充実」の

ための施策のひとつとして、「コミュニティーソーシャルワーク

機能の充実」を掲げ、地域包括支援センターと社会福祉協議

会が役割分担しながら連携するとしています。 

既存の各制度では救えない人を見つけ出して、区民やボラ

ンティアの力を得ながら必要な支援を行うことが必要であり、こ

うした取り組みを検討し試行実施していく考えです。 

 



 - 5 - 

番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

10 団体 厚生労働省は、昨年７月にすべての社会福祉法人

に「地域における公益的な活動」を法律で義務付けまし

た。今回の計画でも、区内の社会福祉法人の地域貢献

活動についても具体的な内容を盛り込むべきです。 

健康福祉計画課 4 社会福祉法人に義務付けられる地域公益活動について

は、現在、国の社会保障審議会（福祉部会）において、制度

化に向けた検討が行われているところであり、当該活動の定

義や範囲、制度の枠組みは今後示されるものと思われます。 

こうした動きを踏まえながら具体策を検討していきます。 

「多様な社会参加・地域交流の促進」について 

11 団体 「いきいきサポーター」があることで、有償ボランティア

と無償ボランティアの線引きが分からなくなってしまいま

す。今、ミニデイサロンのボランティアは人手不足に陥

っているのに、サポーターが有償となると無償ボランテ

ィアが集まらず、ますますその確保が難しくなってしま

います。ボランティアの確保について、区で考えてほし

い。 

高齢福祉課 

健康福祉計画課 

3 「めぐろいきいきシニアサポート事業」については、高齢者

の健康増進、閉じこもり防止や介護予防につなげることを目

的として導入したものです。一般の無償ボランティアとの関係

について課題もありますが、高齢者の社会参加や地域貢献を

より促進するためにポイント付与を行ったところです。 

また、地域福祉の推進には区民やボランティアの福祉活動

が欠かせないものとなりますので、その確保や育成に関して

は社会福祉協議会のボランティア・区民活動センターの活動

を支援し充実を図っていく考えです。 

12 団体 私が働いている特養には、従来より活動しているボラ

ンティア団体と「いきいきサポーター」が来ています。現

在、特養の入所者はほとんどが要介護４以上で、さらに

投薬管理や喀痰の吸引など専門職でなければできな

い仕事ばかりです。いきいきサポーターには、やむを得

ずデイサービスで活動していただいていますが、施設

にはボランティアコーディネーターがいないので、誰が

面倒を見たり何かあった時に誰が責任を取るのか心配

しています。改定内容では、シニアいきいきポイント事

業の場所や内容を拡充するとありますが、早急に他の

施設での成功事例等を水平展開していただかないと、

受け入れ側は混乱してしまうと思います。 

高齢福祉課 3 

貴所の既存ボランティアと「いきいきサポーター」が共存す

る中で、「めぐろシニアいきいきサポーター事業」にご協力い

ただきありがとうございます。 

「めぐろシニアいきいきサポーター事業」は２６年度に試行

的に開始した事業で、この試行で問題点や課題が見えてまい

ります。 

こうした状況を踏まえ、問題・課題を整理しながら２７年度に

予定している本事業の充実、活動場所の拡大を進めていきた

いと考えており、全体像がまとまり次第、各施設に情報提供し

てまいります。 
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番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

13 個人 私は、高齢者が外に出る運動を積極的に展開する

活動に参加しています。地域の交流を深める目的で住

区センターを借りて食事会などを行ってきました。高齢

者が大いに活動することが介護予防になるという認識を

行政の内部でも共有し、気概を持って区民の福祉向上

のために施策を進めてほしい。 

高齢福祉課 3 元気な高齢者が住み慣れた地域で孤立することなく生活し

ていくには、自らが社会参加する意欲を持って活動することに

よって、自身の生きがいづくりや健康増進、介護予防につな

げていくことができると考えています。 

また、平成２８年度から区独自の生活支援サービスを実施

する予定ですが、元気な高齢者をはじめ、地域活動団体・高

齢者事業に取り組んでいる団体・ＮＰＯ法人が、他の支援を

必要とする人などの生活支援の担い手として活動することで、

自身の達成感や充実感を得ることができるとともに、区民同士

の支えあいの仕組みづくりも構築できると考えています。 

14 団体 老人いこいの家については、正規職員の退職不補

充により、非常勤職員の勤務が過半数となり、一部の運

営は住区住民会議、シルバー人材センターに委託され

ています。地域の高齢者の生きがいづくりや健康づくり

の拠点として充実していくためには、職員体制や人材

育成が大事ですが、この点について具体的記述があり

ません。 

高齢福祉課 3 老人いこいの家の職員体制及び人材育成につきまして

は、全体の事務連絡会等で、運営管理に必要な情報の共有

化や事前研修を行うなど体制の整備・推進に努め、地域の高

齢者の生きがいづくりや健康づくりの拠点として充実していき

ます。 

15 議会 老人いこいの家事業は、小規模多機能型居宅介護

事業を行うなど改変してほしい。また、老人いこいの家

施設は、介護予防事業・地域支援事業の場として活用

し、多世代交流ができるよう複合施設化も目指してほし

い。 

高齢福祉課 4 老人いこいの家は、地域住民が集う場であり、地域の子ど

もたちとの交流を図る場でもあります。また、地域の老人クラブ

の活動拠点となる場所です。さらに元気な高齢者の社会参加

を促す目的で、健康増進事業の展開などで、施設を地域に

開放しています。小規模多機能型居宅介護事業や多世代交

流ができるよう複合施設化などの施設の在り方につきまして

は、区有施設見直し方針を踏まえて、施設の見直しを含めた

検討が必要と考えています。 

16 議会 高齢者センターにおける指定管理者による趣味的な

講座事業は見直すか廃止し、機能訓練事業の充実や

通所リハビリ事業などを行ってほしい。 

高齢福祉課 3 高齢者センターで開催する講習会については、朗読ボラン

ティア養成講座を開設するなど高齢者の生きがいづくりを充実

させるため、事業の見直しを行っているところです。また、介護

予防事業についても各種体操事業を充実させていきます。 
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番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 

検討結果（対応策） 

「権利擁護の推進」について 

17 個人 認知症や障害者をもつ人へ成年後見制度の啓蒙を

丁寧に行ってほしい。 

健康福祉計画課 

障害福祉課 

2 計画に記載しているとおり、広く区民の方へ普及啓発を進

めていきます。 

18 団体 成年後見制度で社会貢献型後見人の養成は必要で

すが、むしろ、弁護士、司法書士、社会福祉士などの

専門家が後見人として受任できるように増やしていくた

めの仕組みを考えるべきです。また、社会福祉協議会

が法人後見の受任を増やしていくようにしていただきた

い。 

健康福祉計画課 3 専門家の成年後見受任については、成年後見制度推進機

関である社会福祉協議会において、相談ごとの状況に応じて

専門家の成年後見等受任候補者を紹介しています。 

また、社会福祉協議会において、今後積極的に法人として

の受任を増やすことができるよう体制づくりを支援していきま

す。 

19 個人 「成年後見センターの設置」について、準備委員会

の発足、この１、２年を目途に設置に向けてのご検討を

提案します。現状では、成年後見制度推進機関は社会

福祉協議会の権利擁護センターが担っていますが、認

知症についての関連部署が多岐に渡っており、また予

算運営上でも社会福祉協議会独自の取り組みは難し

いため、結果として責任体制があいまいとなっているよ

うに見受けます。縦割りの弊害、そして社会福祉協議会

は多額の税金投入先でもあり、運営責任は区にあると

思います。 

健康福祉計画課 3 区における成年後見制度推進機関は、目黒区社会福祉協

議会が担っており、成年後見制度を含んだ権利擁護事業に

ついて、すでに権利擁護センター「めぐろ」を設立して中心的

に活動中です。これらの事業に対して区では補助を行う他、

生活保護受給者等に対する報酬助成等を行う等、連携しな

がら成年後見制度を推進しています。 

今後も、補助事業として区の責務を十分に理解し、適切な

役割分担により責務を果たしていきます。 

20 個人 現在、目黒区において３０人程の方が社会貢献型後

見人の研修を受けていますが、今後、これらの人がど

のように貢献していくのかについて、区の大きな取り組

み方針が必要ではないでしょうか。 

健康福祉計画課 2 成年後見制度推進機関である社会福祉協議会は、成年後

見に係る各種利用支援事業を実施しているほか、身体障害

者等福祉サービス利用援助事業や日常生活自立支援事業

を実施しています。 

社会貢献型後見人に登録された方々には、後見人に就任

していただくことに加え、社会福祉協議会が受任する法人後

見のサポートやこれらの事業のサポート役としてご活躍いただ

きたいと考えています。 
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21 個人 目黒区が募集・要請する社会貢献型後見人の今後

の具体的な道筋を示していただきたい。現在の社会貢

献型後見人を区にどう生かしていくのかについて真剣

な議論が求められていると感じています。 

そして後見人自身が、どのような思いでいるかなど、

アンケート調査も踏まえた現状の確認をお願いしたい。

専門後見人との協議会「めぐろ成年後見ネットワーク」、

市民後見人グループとの協議等、討議できる場がある

ことを切望しています。 

健康福祉計画課 3 区では成年後見制度推進機関である社会福祉協議会に

おける社会貢献型後見人の養成を支援しており、本計画に

おいても計画的な増員を図ることとしています。社会福祉協

議会において今後は登録者を随時後見人に推薦する他、法

人後見のサポートへの活用など人材を有効活用していく考え

です。成年後見ネットワークとの協議等の要望は社会福祉協

議会へ伝えます。 

「災害時における要配慮者への支援」について 

22 団体 災害対策について。区内の幹線道路の周辺にある

倒壊の恐れがある建物に対して、速やかに災害対策の

対応をしてほしい。災害が起きたとき、物資や病人を運

ぶため通行できるように施策を進めていただきたい。 

健康福祉計画課 

防災課 

4 災害に強いまちづくりのためには、ハード面とソフト面、双

方の対策が必要になります。そこで、ハード面では要配慮者

の方の視点を取り入れ、誰にとっても安全・安心なまちづくり

を目指し各種対策を講じているところです。 

いただきましたご意見を参考に、引き続き防災対策を充実

していきたいと考えます。 

「高齢者の自立した生活への支援」について 

23 団体 ４７ページ計画事業②「認知症ケアパスの作成・普及」 

計画にある「認知症ケアパス」は早期の認知症にも有

効な内容となっていますが、区内の５大病院と医師会

が既に使っている「認知症連携パス」と統一性を図れば

もっと普及するのではないでしょうか。 

地域ケア推進課 1 「認知症ケアパス」は、認知症の人の生活機能障害の進行

にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受

ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等が、あらかじ

め、認知症の人と家族に提示されるものです。 

一方、かかりつけ医から区内５大病院の認知症専門外来

へ、迅速な紹介、的確な診断から治療への移行を実現するた

め、区医師会は既に「認知症連携パス」を使用し、医療連携

を実現しています。 

このように別々の機能を持っていますが、今後区が「認知

症ケアパス」を作成し普及を図る上では、区医師会の「認知症

連携パス」についても、その中で紹介し連携した活用を図って

いきます。 
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24 議会 一般福祉事業における健康福祉事業と、介護保険

事業における介護予防事業・地域支援事業任意事業

において、重複する事業は廃止し緊急性のない事業は

見直してほしい。 

介護保険課 

地域ケア推進課 

健康推進課 

3 生活習慣病予防・健康づくりに関する事業と介護予防事業

は密接に関連しています。 

新しい介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施に

向けて、地域支援事業及び一般福祉事業の見直しを進め、

地域の実情に沿った効果的な事業の実施に努めます。 

25 個人 特養について、杉並区は南伊豆町と連携して区域外

整備すると聞きました。目黒区は土地が高く施設建設

が困難なようですが、杉並区のように地方と連携するこ

とは考えていますか。 

高齢福祉課 

介護保険課 

4 現在、特別養護老人ホームは目黒区内に６か所、区外（都

内）の特約施設として１５か所の受付を行っています。 

しかし、申込者の約８割は区内の施設を希望されているこ

と、区外の施設は急変時の対応が難しいことなどからも、区内

での特別養護老人ホーム整備が急務であると考えています。

区外への整備につきましては、今後の研究課題であると考え

ます。 

26 団体 特別養護老人ホームの２か所開設計画は大変喜ば

しいことです。引き続き「待機者ゼロ」を目指し、公有地

を活用するなど増設の計画推進を要望します。 

介護保険課 

高齢福祉課 

2 特養の整備にあたっては、少なくとも２,０００㎡程度の用地

を確保する必要がありますが、地価の高い本区では、事業者

が新たにこれらの土地を確保することが困難であり、特養の整

備が進まない要因の一つとなっています。 

また、区有地、都有地、国有地等の公有地の活用は特養

整備の用地確保に有効な手段であると考え、関係所管と積極

的に検討していきます。 

27 団体 青葉台１丁目ＪＲ跡地は売却せず、特別養護老人ホ

ームや高齢者住宅を建設することを要望します。 

介護保険課 

高齢福祉課 

政策企画課 

5 東京都との共同開発である上目黒一丁目プロジェクトによ

るＪＲ宿舎跡地の売却は、安定した財政基盤を確立するため

に欠かせない取り組みの一つです。本プロジェクトは、都区の

基本協定や事業実施方針においてまちづくりの誘導目標を

定めており、特別養護老人ホームは想定していません。また、

高齢者福祉住宅は別の場所で確保してまいりました。 

なお、特別養護老人ホーム等の整備支援については実施

計画等に掲げ予算を配分しています。 

 



 - 10 - 

番
号 

区分 意 見（要旨） 所管課 
対応 
区分 
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28 議会 区内特別養護老人ホームにおける入所者定員拡大

のための増床改築・整備のための施設整備経費を区と

して補助してほしい。 

介護保険課 

高齢福祉課 

4 区では、民有地等による新規の特別養護老人ホームを整

備するに当たり、平成２８年度から整備費の補助を行う予定で

す。 

増床改築の補助については、今後の検討課題とさせてい

ただきます。なお、東京都では、特別養護老人ホームの整備

に当たり整備費の補助を行っています。 

29 議会 特別養護老人ホーム建設は、単独施設ではなく、認

可保育園併設など子ども施設と併設するなど合築・複

合施設化を行ってほしい。 

介護保険課 

高齢福祉課 

3 特別養護老人ホームの整備に当たっては、平成２６年３月

に策定した区有施設見直し方針を踏まえて、関係所管と連携

しながら、整備を進めていきます。 

30 議会 区内有料老人ホームの利用状況把握を行ってほし

い。区内外の有料ホーム利用区民が増加しています

が、選択の前や入居中に想定されるトラブルについて

（被害に遭う前に）、区からの的確な情報提供を行って

ほしい。苦情相談や、相談機関との仲介機能を強化し

てほしい。 

介護保険課 

高齢福祉課 

3 有料老人ホームの入居に関するトラブルを未然に防ぐた

め、相談窓口等で、有料老人ホームの選び方のパンフレット

を配布する等、周知に努めます。また、入居者の苦情相談に

ついても東京都や国民健康保険団体連合会と連携して、相

談機能の強化を図ります。 

「障害者の自立した生活への支援」について 

31 団体 児童発達支援センター機能の中で個別療育を行っ

てほしい。 

障害福祉課 5 就学後の児童に対する療育については、児童福祉法が改

正され、放課後や長期休業中に生活能力向上のための訓練

等を実施する放課後等デイサービスが創設されました。区で

は、放課後等デイサービスを運営する法人の支援を計画事

業として掲げ、就学後の児童の療育体制の整備を図ってまい

ります。 

なお、児童発達支援センターでは、就学後の障害をもつ児

童や家族からの相談に基づき適切な療育機関に繋げ、必要

な療育が受けられるよう取り組んでまいります。 
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32 団体 障害者の就労について。障害者の法定雇用率が 

１.８％から２％に引き上げられ、対象の事業所も従業員

５０人以上に変更されました。実際に就労している人も

増えていますが、受け入れ側の問題として、障害者の

就労の窓口となる企業の担当者が、利益を求める企業

方針と障害者の間で悩み辞めてしまうケースがあると聞

きました。このような実情を踏まえ、障害者が就労した後

の支援について就労支援センターに対応していただく

とともに、区としても国に対する要望を出すなど動いて

ほしい。 

障害福祉課 2 障害者就労について、利益を追求する会社の方針と障害

者の支援との間で企業の担当者が板ばさみとなる実態がある

ことは認識しています。上層部を含めて事業所全体で障害特

性や障害者雇用に関する理解を深めてもらう必要があること

から、企業に対する普及・啓発を含めて、就労支援事業の充

実を計画に盛り込み、障害者就労支援センターとともに取り

組んでまいります。 

また、ハローワークとも定期的に意見交換を行い、障害者

雇用の状況について情報共有を図るなど連携を深めてまいり

ます。 

33 団体 身体障害者用グループホームの増設を進める場合、

民間企業が土地や施設を見つけるような進め方ばかり

ですが、区が積極的に後押ししないと実現は難しいの

ではないでしょうか。 

障害福祉課 2 区内のグループホームの整備が進んでいないことは認識し

ていますが、実際に土地を確保し、グループホームを整備し

ている事例もあることから、身体障害を含めた障害者グルー

プホームの整備について計画事業に位置づけ、取り組んで

います。 

施設整備にふさわしい区有地等が出ましたら、障害者グル

ープホームとしての活用や民間事業者への貸与について検

討するほか、グループホームを運営する事業者に対し、運営

費の一部補助を行うなど、区内の障害者グループホームの増

設に向けて取り組んでまいります。 

「生活困窮・要支援者に対するセーフティネットの充実」について 

34 団体 相談者は生活保護と自立支援のどちらに該当するの

かわからないで窓口に来ます。生活保護に該当する場

合は、速やかに生活保護の申請を勧め、保護に該当し

ない場合に自立相談支援事業の利用を勧めるというよ

うに、両者の関係を明記すべきです。 

生活福祉課 3 生活保護相談窓口と平成２７年度に設置する生活困窮者

自立支援法に基づく相談窓口は異なりますが、緊密な連携を

図り、相談者の意向を踏まえながらより適切な支援につながる

よう努めます。また、窓口開設にあたっては、区のホームペー

ジや区報でお知らせするとともに、パンフレット等を作成し、新

たな窓口や各事業の周知に努めます。 
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35 団体 ライフライン事業者の窓口情報の活用も大切です

が、住民税、健康保険料(特に後期高齢者)、介護保険

料、保育料等の滞納世帯の情報を把握し、適切に対応

することも必要です。そういった点から、それぞれの窓

口で生活困窮者等要支援者の利用できる制度の案内

ができるように、区の福祉施策についての知識をある程

度備える必要があります。 

生活福祉課 3 潜在化している生活困窮者・要支援者の様々な情報は、個

人情報保護の観点からも適時適切に取り扱う必要がありま

す。国民健康保険料や住民税などの納付相談窓口では、必

要に応じ自立相談支援事業の活用について周知できるよう、

関係所管と連携を図っていきます。 

36 団体 生活保護の捕捉率が約３割であること、自立支援相

談が新事業であることから、窓口を認知してもらうことが

必要です。そのための方策を具体的に記載していただ

きたい。 

生活福祉課 3 自立相談支援事業をはじめ、同法に関わる事業内容は、

めぐろ区報やホームページでお知らせするとともに、パンフレ

ット等を作成し、新たな窓口や各事業の周知に努めます。 

37 団体 生活困窮者は、不安定な就労状態のものが多く、失

職、家賃滞納等により容易に住居を失ってしまいます。

住居がなければ、自立は困難になります。生活困窮者

自立支援法の住居確保給付金では不十分であり、い

わゆるワーキングプア層に対する住居の確保、家賃の

補助が必要です。 

生活福祉課 6 自立生活の安定のためには住居は欠かせません。失職さ

れても住居を失うことのないよう、住居確保給付金の活用をは

じめ早期就労に向けた職業紹介、就労準備に向けた支援、

生活保護制度のご案内など、課題に応じた支援策を相談者と

共に考えていきます。 

38 団体 ケースワーカーの不足は深刻で、需要を満たしてい

ません。住民からの相談に対しては、内容を十分に把

握し相談者が納得のいく方策を示していただきたいの

で、ケースワーカーの増員を要望します。 

生活福祉課 3 ケースワーカーについては必要に応じた配置に努めている

ほか、専門性の高い非常勤職員を配置し、ケースワーカーと

連携して一層きめ細かい対応を行っています。また、平成２７

年度から生活困窮者自立支援法に基づく相談窓口を設置し

ますので、これまでの生活保護相談等の窓口と綿密な連携を

図り、より適切な支援に努めます。 
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「サービスの質の向上」について 

39 団体 多職種連携研修会に施設職員がもっと参加できるよ

う、経営者に圧力をかけることはできないでしょうか。

「法人ごとに参加者数を公表する」や「地域住民への勉

強会を開催する」など工夫してほしい。 

介護保険課 

高齢福祉課 

地域ケア推進課 

3 介護サービスの質の向上には、他職種連携は必要不可欠

と考えます。管理者及び経営者に対して、職員が研修に参加

しやすい体制作りへの協力を働きかけ、施設職員はもとより多

くの方の研修参加を促していきます。 

研修の実施方法についても介護事業者連絡会と連携し、

施設の職員が参加しやすい形を検討し支援していきます。 

また、一般区民向けの出前講座を実施していますので、ご

希望があれば各包括支援センターにご連絡ください。 

40 団体 新設予定の特別養護老人ホーム２か所の職員確保

策を検討してほしい。隣接他区に職員を取られてしまう

のではないでしょうか。 

介護保険課 

高齢福祉課 

4 新たに特別養護老人ホームを整備する場合は、区で整備・

運営事業者の選定を行います。事業者選定に当たっては、

人材確保策についても評価の対象にするなど、区としても質

の高い人材確保策を検討していく必要があると考えておりま

す。 

41 団体 介護職の人材不足について区の対策をしてほしい。

介護事業者への補助金増額など、介護職が安定して

働けるようにしていただきたい。障害者が地域で暮らし

続けるために必要なヘルパーが支援を受けられるよう、

質の面でもより良いサービスが受けられるよう、人的にも

充実させていくことを計画に盛り込んでほしい。 

介護保険課 

障害福祉課 

4 介護人材は地域包括ケアシステムの構築に不可欠の社会

基盤であり、その安定的な確保・育成・定着は重要課題のひ

とつと認識しています。従事者の人材確保と質の向上のた

め、安定的に仕事を継続できる働きやすい環境や、キャリアア

ップや待遇アップなど働く環境を充実することが必要だと考え

ます。 

この問題は区のみならず全国的な課題であるため、特別区

長会を通じ、慢性的な介護人材不足を解消するとともに、質

の高い人材の確保・育成及び人材の定着に向け、総合的な

対策の実施及び財政支援について国に要望しています。 
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42 団体 １月５日付の朝日新聞で、都内の特別養護老人ホー

ムの半数近くで、職員が定数に満たないことが報じられ

ました。 施設職員、ヘルパー等の定着率が低いの

は、労働条件の劣悪さ、中でも低賃金が原因です。介

護職の賃金は全産業の平均より９万円低く、サービス残

業も多く、休暇も取りにくいとの調査結果があります。こ

の点の改善に触れず、研修の充実等だけでは、抜本

的な施策とはなりません。区独自の介護･福祉従事者

の確保策を検討すべきです。 

介護保険課 4 介護従事者の労働環境や賃金については、職務内容や勤

続年数、平均年齢等の違いなどにより、他の産業と単純に比

較はできませんが、比較的低く厳しい状況にあるものと承知し

ております。さらに、高齢者介護サービス分野における近年の

労働力不足を考えると、介護報酬や処遇の改善策は、介護

人材の確保のために有効な施策の一つであると考えます。 

今後、介護事業者連絡会との連携を図りながら、区としての

介護人材の確保・定着策を検討してまいります。 

43 議会 介護・福祉従事者の確保・育成の項目に、定着のた

めの方策を入れるべきです。また、賃金や労働条件改

善のための事業者側の取り組みを促すよう、区は奨励

策を進めてほしい。 

介護保険課 

障害福祉課 

4 介護従事者の労働環境や賃金については、職務内容や勤

続年数、平均年齢等の違いなどにより、他の産業と単純に比

較はできませんが、比較的低く厳しい状況にあるものと承知し

ております。さらに、高齢者介護サービス分野における近年の

労働力不足を考えると、介護報酬や処遇の改善策は、介護

人材の確保のために有効な施策の一つであると考えます。介

護保険サービスに係る従事者については、介護事業者連絡

会との連携を図りながら、区としての介護人材の確保・定着策

を検討してまいります。 

44 個人 東京都が「長期ビジョン」を発表し、その中で福祉の

担い手を確保するための「人材バンク」の創設を打ち出

しました。区役所内にも「福祉人材バンク」（包括支援セ

ンターの統合のようなもので）がワークサポートめぐろの

隣にあれば良いと考えます。 

介護保険課 

高齢福祉課 

地域ケア推進課 

4 東京都事業の創設を注視しながら、区としての介護人材の

確保・定着策を検討してまいります。 

45 団体 サービスの質の向上の項で、子育ち・子育てへの支

援についてほとんど触れていません。民間保育所の保

育士の給与水準は低く、労働条件も良くありません。保

育士の定着率は低く、子どもへの影響が心配されま

す。今後、私立認可保育所の整備を掲げていますが、

そこで働く保育士の確保・育成についても施策を検討

してください。 

保育課 3 目黒区保健医療福祉計画は、子ども総合計画と整合を図

っており子どもに関する施策の一部を掲げています。 

区では、私立保育園等で働く保育士の賃金改善を目的と

して、国・都の補助金を活用した処遇改善のための補助金を

交付しています。 
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46 議会 目黒区における福祉専門資格取得のための職員へ

の誘導と支援を行ってほしい。 

健康福祉計画課 4 福祉の窓口職員においては、制度への理解をより深め専

門的な知識を身に付けていくことが求められていると認識して

います。今後とも、研修の充実を図るとともに、職員への支援

等については検討課題とさせていただきます。 

「健康づくりの推進」について 

47 団体 健康寿命の延伸では、歯科、医科とも検診事業は重

要だと思います。口腔内の健康は健康寿命に深く関わ

っていると言われる中、歯科検診のみではなく医科の

検診とタイアップしながらの実施など、有機的に結び付

けるような実施方法も検討してほしい。 

健康推進課 

保健予防課 

6 区では、歯科及び医科の健（検）診について、受診券の個

別通知及び申込制により健（検）診を行っております。各健

（検）診については、目的、内容、対象者及び実施医療機関

等が異なるため、歯科健診と医科の健（検）診を直接連携す

ることは困難と考えますが、糖尿病の悪化と歯周病は深く関

わっていることは認識していますので、ご意見として参考とさ

せていただきます。 

48 議会 予防接種事業の検証を行い、区内の副作用被害を

確実に把握し救済してほしい。 

保健予防課 6 定期予防接種は、予防接種法に基づいて実施しておりま

す。接種後副反応が発症した場合は、平成２５年４月１日より

定期接種実施要領に基づき医師等から国への報告が義務付

けられており、速やかに国から区に情報提供されます。 

また、区は予防接種の有効性、安全性、副反応及び健康

被害救済制度、その他接種に関する注意事項等について周

知し、接種に当たり正しく判断できるよう情報提供をしておりま

す。 

49 団体 今後は高齢者、障害者、子どもの全ての人にとって

スポーツの推進は重要だと思います。保健医療福祉計

画の中でも、健康づくりという観点でスポーツ推進を前

面に打ち出す必要があるのではないでしょうか。 

健康推進課 2 第３節２健康づくりの推進の施策（１）「健康めぐろ２１」の推

進において、「健康づくりの中で重要な役割を持つ身体活動・

運動については、引き続き庁内関係部局や民間団体等と連

携し、事業を推進していきます」としております。「健康めぐろ 

２１」において、運動習慣作り等の施策を進めてまいります。 
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その他 

50 個人 保健医療福祉計画に資料として付いている「高齢者

の生活に関する調査」結果について。調査結果の冊子

が別にあり、その中では詳しく記載されていましたが、

改定素案に付いている資料は抜粋です。これでは、６５

歳以上７５歳未満の前期高齢者、７５歳以上８５歳未満

の中期高齢者、８５歳以上の後期高齢者の区別が掲載

されていないため、全体的なバランスが非常にわかり難

いと思います。「報告書の見方」「アンケートの見方」の

ようなものを載せていただきたい。 

健康福祉計画課 1 保健医療福祉計画改定素案では、紙面の都合により、本

文中で引用した数値の調査結果を抜粋して掲載しています。 

この度の、福祉の３計画を改定するにあたっては、改定作

業の基礎資料とするため高齢者や障害者等にアンケート調

査を行いました。各調査では、調査結果から年齢別や地域、

障害種別の分析などを行っており、調査結果とともに報告書と

してまとめています。いただきましたご意見を参考に、各調査

報告書についての案内を記載します。 

51 個人 各計画事業の年度目標に「継続」という記載が多く見

られます。全般的に、数値目標のある事業は良いので

すが、事業の内容によっては目標が「継続」では実施し

たという結果だけになってしまうのではないでしょうか。

本来、単純な実績だけではなく質の評価が重要なの

で、「どのような効果があった」や「新たな展開に繋がっ

た」というような、実施結果の先の質の評価を意識した

事業実施を目指してほしい。 

健康福祉計画課 3 本計画では、客観的に評価できるよう出来るだけ数値目標

を設定しています。また、「継続」事業においても事業目的が

達成されるよう、利用者の声などを聴きながら質を高める工夫

を行っていきたいと考えます。 

 

 


