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2015.11.26 : 平成 27年第４回定例会（第 13号） 本文 

◯５番（河野清史議員） 江東区議会公明党の一員として、大綱３点について質問いたします。 

 大綱１点目は、住みなれた町で全ての人が安心して暮らすためについて伺います。 

 ひとり暮らしの高齢者が増加してきており、ついに世帯構成の割合で１番になりました。それとと

もに、日本は世界一の長寿国として高齢者の方が長生きできるようになりましたが、昔のように大

家族で住むことも少なくなり、身内も近くにいない場合もふえております。その中で、自分の将来を

考えると、今後何が起こるかわからず、不安を感じる方も少なくありません。住みなれた地域で生

活していく上で、将来の不安を解消していくことが求められています。 

 まず、日常生活自立支援事業について伺います。 

 現在、福祉サービスの利用、日常的金銭管理など、自分で契約できる方が自立した生活をでき

るように、生活支援員によって援助が行われております。23区の中では利用実績が多いと伺って

いますが、本区の現状と課題を伺います。 

 さらに、判断能力が十分でなくなった場合には、成年後見制度による支援が重要になると考えま

す。国では、成年後見制度利用促進法案が来年の通常国会で上程される予定とのことです。本区

でも、制度の啓発や、法人後見、法人後見監督の受任を始めるなど、利用促進に努めております

が、現状を伺います。 

 先日、品川成年後見センターを視察させていただきました。23区の中でも成年後見の体制が充

実しており、とても興味深いものがありました。その中で、判断能力があるうちに自分のことは自分

で決めておきたい方を対象とした「あんしんの３点セット」というものがあり、後見開始前に、任意後

見契約とあわせて、日常生活自立支援事業を発展させた「あんしんサービス契約」と、自分の死後

のことについての公正証書遺言作成支援を組み合わせたサービスを行っております。本区も、日

常生活自立支援事業との連携も考慮しながら、このような先進的な取り組みを進めていくべきと考

えますが、所見を伺います。 

 また、品川成年後見センターでは、法人後見、法人後見監督の受任を積極的に実施しておりま

す。そのために、後見報酬などで人件費を賄えるほどになっており、常勤、非常勤合わせて 100名

程度が従事しております。当センターも初めは４名からの出発でした。その後、成年後見が必要な

方の全体把握をする中で、体制を整えていかなければいけないと真剣に考え、市民後見人の養

成や信用金庫ＯＢ、行政書士の有志グループなど、地域の方々と連携しながら現在に至っており

ます。 
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 本区でも、これから成年後見の必要性はますます高まってくると思っております。東京では、弁

護士や司法書士など専門の方が多いので、市民後見人は今すぐ必要ではないとの意見はありま

すが、身上監護中心の後見活動が本来の後見人の役割と考えると、市民後見人は、専門家には

ない身近な存在として寄り添う支援ができると思っております。 

 2025年を 10年後に控え、今から本区も体制を充実させていくべきと考えます。本区での市民後

見人養成を含めた体制の充実についての所見を伺います。 

 さらに、あんしん江東と連携する地域の協力者にも啓発していくことも大切であると思いますが、

現状と今後の考えを伺います。 

 現在、本区のあんしん江東は、常勤、非常勤合わせて８名の体制です。今後の利用を考えると、

現在の体制での対応は大変であると思っております。来年度、在宅介護支援センターの地域包括

支援センター化で強化される中、現場の声をさらに受けとめられるよう、さらなる体制の充実のた

めにも、社会福祉協議会の体制を強化していくべきではないかと考えますが、御所見を伺います。 

 これから高齢になる方も増加していきます。また、障害のあるお子さんを持つ親御さんも高齢化

が進んでいます。住みなれた町で安心して暮らせるように、今後の地域包括ケアシステム構築に

向けてさらなる体制の充実を願い、次の質問に移ります。 

 大綱２点目は、ともに支えあい、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現について伺います。 

 介護保険法が改正され、平成 28年度より新しい総合事業が始まります。本区でも要介護認定者

の人数は、高齢化とともに年々増加してきております。これからも、お一人お一人がますます元気

であっていただきたいとの思いで質問いたします。 

 東京都では、介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪

化の防止を目的に行うものであるとし、生活機能の低下した高齢者に対しては、リハビリテーショ

ンの理念を踏まえて、「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける

ことが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった、心身機能の改善だけを目指すも

のではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人一人の生き

がいや自己実現のための取り組みを支援して、ＱＯＬ、いわゆる生活の質の向上を目指すもので

あるとうたっております。 

 まず初めに、本区では介護予防一次予防教室事業、介護予防グループ活動事業などを実施し

てきましたが、今後、新しい総合事業により再構築されると思いますけれども、今までの課題と今

後の展開について伺います。 

 先日、荒川区に視察に伺いました。今回、荒川区は都内で唯一、介護保険料を減額することが

できたと報道されました。その要因の一つが、平成 14年度に首都大学東京と区と区民の三者が

共同で開発した、転倒予防体操の「荒川ころばん体操」でした。26会場で週１回開催され、運営は

区民の荒川ころばん体操推進リーダーが担っています。高齢者は転倒すると骨折し、その後、寝

たきりになることが多いので、骨折しないためにこの体操が生まれたと伺いました。 

 参加者の中からは、足腰がよくなり、行動範囲が広がったとの喜びの声も出ているとのことです。

今、本区で検討されている体操でも、区内の大学や専門家、区民の意見を取り入れながら誰でも

どこでもできるものをつくっていくべきと考えますが、所見を伺います。 

 また、高知市の「いきいき百歳体操」は有名です。介護予防の考え方として、元気高齢者を虚弱
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にしない、虚弱高齢者を元気にする、要援護高齢者を自立に近づけるとあり、目標を、寝たきりの

期間をできる限り短くする、要介護状態の重度化を予防するとしています。 

 これは、平成 14年に開発され、開始時の２カ所から平成 26年 7月で約 300 カ所に拡大されて

います。住民主体で行政はサポート役となり、さらに視覚的資料を用いた体操効果の宣伝などで

広がっていき、今では県外でも導入する自治体もあります。 

 このように、身近な地域でボランティアの方々が推進して広がってきております。自分の健康だ

けではなく、ほかの方の健康が向上することで活動に対する喜びも生まれ、生きがいを感じ、共通

の体操を通じて推進役の方が交流をしながら、さらに活動の輪を広げる結果に結びついていると

思います。このように、社会貢献を望む方は少なくありません。本区でも、地域ボランティアやリー

ダーの育成、交流会などの取り組みを推進して、活動の輪をつなぎ、広げる支援をしていくべきと

考えますが、所見を伺います。 

 このようなつながりの形成や課題調整を行政が行い、さらに、地域介護予防活動支援事業など

で各団体をサポートしていくことは大切であると思います。また、一般介護予防事業の一つである

地域リハビリテーション活動支援事業を、本区でも早期に導入していくべきと考えます。地域介護

予防活動支援事業では年２回の派遣ですが、その後の継続的な支援として、理学療法士などの

専門的な立場から、地域の中で団体が活動しやすい環境をつくり、これらを組み合わせて利用が

できるようにすることも検討してはどうかと考えますが、所見を伺います。 

 さらに今後、介護予防を進めるに当たり、介護予防活動を実施すると具体的な効果があらわれ

てメリットが感じられるように、見える化していくことが大事であると思います。それによって参加者

は介護予防の効果を実感することができます。さらにそれを裏づけることができれば、張り合いも

出て、友人を誘うときにもより声がかけやすくなり、参加する方の動機づけになると思います。会場

で血圧測定や健康チェックをして本人にもわかるようにし、全体としてもデータ化して効果が見える

ようにしていくことが大切であると思いますが、伺います。 

 また、介護予防の中では、認知症予防も重要です。特に軽度認知障害、いわゆるＭＣＩの段階に

おける予防では、早歩きによる歩行の取り組みなどで効果が出ているとの報告もあります。また、

国立長寿医療研究センターが、体を動かしながら脳を鍛える認知症予防エクササイズの「コグニ

サイズ」を開発し、推進しております。 

 本区は、認知症の早期発見のために、順天堂東京江東高齢者医療センターと取り組みを進めて

いますが、今後、認知症予防についても、日ごろの生活や介護予防の中で広く区民に普及してい

くメニューをつくり、力を入れていくべきと考えますが、御所見を伺います。 

 本区において、今後も介護予防を通して地域づくりにつなげていけるよう要望し、次の質問に移

ります。 

 大綱３点目は、町の魅力発信における地域振興施策についてです。 

 初めに、大活字本購入支援についてです。 

 10月 27日から 11月 9日まで読書週間でした。文字・活字文化振興法が制定されて、ことしで 10

年目を迎えました。誰もが読書を楽しめる環境づくりが着実に進む中、弱視者や高齢者が読みや

すい大きな字の活字本の普及が求められています。 

 日本眼科医会の推計によれば、弱視や高齢のため読書や読み書きに困っている方は、164万
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人を超すと言われています。そうした方たちの読書に役立っているのが、文字サイズの大きな活

字本です。これは、一般の書籍で使われる約３ミリメートル角の文字より二、三倍大きな文字を使

った書籍です。中には黒色の背景に白い文字で印刷された書籍もあります。大活字本はページ数

がふえるため、通常の１冊の内容をおさめるのに３冊程度が必要になるなど、購入費用がかさん

でしまう側面があることから、昨年５月、厚生労働省は、日常生活用具を必要とする障害者の暮ら

しを支援する日常生活用具給付等事業の一覧に、大活字本や、音声と画像で読書ができるデジ

タル録音図書を明記しました。区市町村が事業主体になっていることから、千代田区と江戸川区

が対象品目に加え、大活字本の購入費用の助成事業を開始しています。 

 江戸川区では、障害者手帳などを持っていれば、大活字本を価格の１割の負担で購入できます。

１人当たり年間６万円を上限とし、既に支給決定例もあり、今後も利用はふえる見通しとのことで

す。 

 弱視者からは、「本等を読もうとすると、楽しさより苦しさが先に来てしまう」との声もあります。ま

た、高齢による文字を読むことの困難さから、文字を拡大する天眼鏡や拡大コピーにより読みづら

さを解消することもあります。大活字本の普及は、本区の魅力向上につながると考えます。そこで

本区でも、弱視者の大活字本の購入支援策として、国の制度を活用することを要望いたしますが、

御所見を伺います。 

 次は、婚姻届け書と出生届け書の魅力度アップについてです。 

 我が国は、少子高齢化による人口減少時代に入り、少子化対策を重要施策として実施していま

す。デフレ経済が長く続いたことによる社会構造の変化等によって、未婚化、晩婚化が進み、また、

こどもの出生率も低迷傾向であり、この好ましくない状況を解消しなければなりません。 

 最近、持続可能な地域社会の明るい展望につなげるため、未来を担う世代に対する結婚への支

援を、一部行政や民間、マスメディア等が実施し、新しいカップルの誕生につながっているようです。 

 本区においては、晴れて夫婦になるカップルからの婚姻届の提出数は、過去 10年間の平均で

約 5,860件となっています。さらに、新しい命の誕生による出生届の提出数は、過去 10年間の平

均で約 5,480件となっています。大変喜ばしいことであり、心からの祝福を送るとともに、家族のき

ずなをさらに深めていただき、本区への愛着を深めていただくこともさらに願うものです。 

 さて、恋人同士から夫婦としてスタートしていく過程には、結婚式、披露宴、新婚旅行など、さま

ざまなイベントがめじろ押しであります。中でも、婚姻届け書への署名は、初の共同作業となりま

す。婚姻届け書は白地のシンプルな書式がお決まりですが、生涯の伴侶と契りを結ぶあかしとし

ては、やや無味乾燥なデザインである感は拭えません。また、夫婦にとって、妊娠、出産時には出

生届の提出が必要です。 

 それぞれの様式は戸籍法で決まった書式があるものの、色やデザインなどはある程度自由に決

めていいことになっています。最近、一部の自治体では、婚姻届け書や出生届け書の余白を利用

して地元のオリジナルのものを施したり、複写式を用いて、その控えにそれぞれの気持ちを文字と

しておさめたり、記念の写真を貼付するなど、生涯の記念として手元に残せるような工夫もされ、

結婚、出産を支援する町の魅力発信につなげています。 

 これは、ポテンシャルの高い本区でも、町の魅力発信とふるさと江東への愛着を深めていただけ

る施策と考えますが、見解を伺います。 
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 また、婚姻届け書は提出するだけですので、その際、婚姻届け書を持つ２人をカメラにおさめる

ため、窓口の職員がお手伝いされているほのぼのとした光景を見ることもたびたびあります。 

 葛飾区では、提出の際、記念撮影ができるスポットを設け、希望者のみで撮影できる場を提供さ

れており、とてもよい空間でした。また、港区でも「幸せのＭＡＲＲＹブース」を設置して、ボードに名

前や日付も記入でき、お祝いの記念になる場所になっております。 

 本区でも、新しい門出に当たり、撮影コーナーを設けて、記念の１ページに残していただくことで、

町の魅力発信になると考えますが、御所見を最後に伺い、質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

   （山崎孝明区長登壇） 

 

 

◯区長（山崎孝明） 河野清史議員の御質問にお答えします。 

 最初に、住みなれた町で全ての人が安心して暮らすための御質問にお答えいたします。 

 まず、日常生活自立支援事業の現状ですが、本事業は、社会福祉協議会のあんしん江東が実

施しており、平成 26年度は、認知症などにより判断能力が不十分な 100名を超える利用者に対し

て、生活支援員が約 2,400回訪問して生活支援を行っております。 

 課題としては、地域コミュニティの希薄化に伴い生じる社会的孤立、ごみ屋敷の問題、身寄りの

ない独居高齢者、独居の認知症高齢者など支援困難な利用者がふえており、その対応に苦慮し

ている状況であります。 

 次に、本区の成年後見制度についてですが、あんしん江東では、区民への制度啓発を目的に、

弁護士、司法書士を講師とした講習会を開催するとともに、町会・自治会、民生・児童委員などの

依頼を受けて職員を派遣し、丁寧な制度説明に努めております。また、法人後見、法人後見監督

の受任や利用促進状況ですが、社会福祉協議会が行う後見が２件、後見監督が２件で、後見人

の選任支援については、平成 26年度で 90件となっております。 

 次に、他区の成年後見センターについてであります。 

 御質問のサービスのうち、定期訪問や金銭管理機能については、需要も高く、本区においても、

日常生活自立支援事業を活用して充実、強化に努めてまいります。また、任意後見契約や公正証

書遺言作成支援につきましては、民間事業者のサービス提供状況も踏まえ、今後の検討課題とさ

せていただきます。 

 次に、市民後見人の養成、あんしん江東と地域の連携についてであります。 

 現在、市民後見人候補者 11名のうち２名が市民後見人として後見活動に従事しており、今年度

は新たに３名が養成研修に参加し、候補者として養成を図っております。来年度は、本区独自の

養成研修を実施する方向で準備を進めており、本区の福祉状況や地域特性を踏まえた研修内容

を盛り込み、実践力の高い市民後見人候補者の養成を図ってまいります。 

 また、地域との連携では、後見受任者との連絡会等の開催、司法書士会との協働による法律相

談会を開催しているほか、潜在的な福祉ニーズの発見、地域ネットワーク構築等の役割を担う地

域福祉コーディネーターを社会福祉協議会に配置して、個別支援や地域の実情把握を含め、地

域との連携強化を図る考えであります。 
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 次に、社会福祉協議会の強化についてであります。 

 団塊の世代が 75歳以上を迎える 2025年までに、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の大幅な

増加が予測されており、身寄りがなく判断能力が十分でない方等に対する権利擁護業務の需要

は、今後ますます増大していくことが予想されるところであります。区では、こうした状況に備えると

ともに、成年後見制度利用支援や日常生活自立支援事業などの頻繁な訪問支援によるきめ細や

かな個別支援を行うため、来年度、権利擁護業務を担うあんしん江東の人員体制の強化を図る考

えであります。 

 なお、その他の御質問につきましては、所管部長から答弁いたさせます。 

   （大塚善彦福祉部長登壇） 

 

 

◯福祉部長（大塚善彦） 次に、ともに支えあい、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現に

ついての御質問にお答えいたします。 

 まず、本区の介護予防の課題と今後の展開についてですが、現行の介護予防事業の課題とし

て、参加率の低さと、介護予防事業を終了した方が継続して運動する場が不足していることが挙

げられます。 

 また、今後の展開ですが、新しい総合事業の導入に伴い介護予防事業の見直し作業を進めて

おり、現行事業の課題を踏まえ、わかりやすく参加しやすいプログラム構成と住民主体の介護予

防推進の２つをコンセプトに再構築を図り、本人の自発的な参加意欲に基づく、継続性のある効

果的な介護予防を実施してまいります。 

 次に、他区のオリジナル体操を参考にした本区独自の体操についてであります。 

 現在、住民主体の介護予防推進策の一つとして、魅力的で取り組みやすい運動プログラム、オ

リジナル体操の開発を検討しております。開発に際しては、他自治体の体操で効果が既に検証さ

れているものをベースにして、区内の専門職からの意見を参考に追加やアレンジなどを加え、完

成させたいと考えております。区民参画については、ネーミングの公募等を考えてまいります。 

 次に、高知市の「いきいき百歳体操」等、地域主体の取り組みへの支援についてであります。 

 住民主体による介護予防活動の通いの場を息の長い取り組みとして継続させるためには、運営

側の担い手に対する支援が必要であると考えております。その支援策の一つとして、介護予防の

ノウハウなどを習得するリーダー養成講座の開催を検討しております。また、社会福祉協議会と

連携し、担い手の裾野を広げる地域ボランティアの養成も行っていきたいと考えております。 

 次に、今後の一般介護予防事業についてであります。 

 作業療法士等のリハビリテーション専門職が行う、家事などの日常生活上の活動に必要な生活

環境の調整や、生活の質を上げる地域活動の参加支援などの維持・向上ノウハウは、ケアマネジ

ャーや介護福祉士等の介護専門職を上回るものがあります。 

 地域リハビリテーション活動支援事業を活用したリハビリテーション専門職の派遣は、住民主体

の通いの場を継続する上で、非常に有用な支援となり得ると考えておりますので、リハビリテーシ

ョン団体等と協議を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、介護予防の効果の見える化についてであります。 
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 本区では、二次予防事業参加者に対して、事業実施前後で体力測定を実施して効果測定を行っ

ており、約８割の方が健康観の維持・向上を実感しているところであります。しかし、客観的なデー

タに基づく参加者全体への予防効果のアピールは課題と考えております。住民の自発的な参加

意欲をかき立て、継続的な介護予防を推進するためにも、介護予防の効果をわかりやすく伝える

工夫をさらに検討してまいります。 

 次に、認知症予防への本区の取り組みについてであります。 

 現在、グランチャ東雲で一次予防事業として実施しているゲームセンター・グランチャや脳いきい

き散歩は、脳を活性化する認知症予防効果のあるプログラムであり、来年度は、御質問にありま

した「コグニサイズ」を実施する予定で準備を進めております。認知症予防に対する区民ニーズは

高まっておりますので、今まで蓄積してきたノウハウを活用するなど、自宅や自主的な通いの場で

気軽にできる認知症予防のプログラムの開発などに取り組んでまいります。 

   （山岸了区民部長登壇） 

 

 

◯区民部長（山岸了） 次に、町の魅力発信における地域振興施策についての御質問にお答えし

ます。 

 まず、大活字本購入支援についてですが、お尋ねの厚生労働省の日常生活用具給付等事業は、

区市町村が行う地域生活支援事業の必須事業の一つとして定められており、対象となる具体の

品目等については、区市町村で定めることができるものです。本区では、拡大読書器や活字文書

読み上げ装置を給付対象とし、視覚障害者の方が、活字を通して情報をより得やすくなるように支

援を行っております。 

 大活字本ですが、最近は書店などでも見かけるようになりましたが、自分が読みたい本がないと

いった、さらなる充実を求める声も聞かれます。また、購入支援を受けるためには、障害者手帳の

取得が条件となりますが、手帳取得にまでは至らない程度の方は対象にならないといった課題が

あります。 

 なお、本区の図書館では、広く視覚に障害がある方のために約１万冊の大活字本を用意してお

り、読書を楽しむことができますが、個人が自分の好きな本を購入し、好きなときに読むことができ

る環境づくりについても配慮する必要があると考えており、支援策については、引き続き検討して

まいります。 

 次に、婚姻届け書、出生届け書の魅力度アップについてであります。 

 戸籍事務は、法律に基づき、人の身分関係を登録、公証するもので、届け書の様式も規定され

ておりますが、23 区の中には、華やかな彩りを施し、破れにくいコーティング加工をした婚姻届け

書や、カラフルな挿絵が入った出生届け書を作成している区もあります。 

 このような届け書からは、こどもの誕生と親となる喜びや夫婦となる喜びを、より一層お祝いした

いとの思いをうかがうことができます。 

 一方で、用紙が特殊加工されているため、インクや印鑑がにじみやすく届け書を汚してしまうこと

や、挿絵がある分、事務処理の補正欄が不足するなどの実務上の課題もあると伺っております。 

 婚姻届、出生届は、届け出をする方々にとっては、人生における最大のイベントであります。本
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区独自の届け書は、区の魅力発信につながるとともに、江東区への愛着を一層深め、江東区をふ

るさとと思う地域振興策の一つにもなると考えますので、今後、他自治体の取り組みや課題を整

理し、検討してまいります。 

 次に、記念撮影ができるコーナーの設置についてであります。 

 お尋ねのとおり、葛飾区では、庁舎屋上庭園に記念撮影スポットを設置し、また港区では、庁舎

玄関付近にモニュメントとブースを設け、婚姻届の記念として写真撮影ができるようにしております。

撮影スポットは、区のイメージや観光施設等をＰＲし、区の魅力を発信するツールの一つともなり

ますので、まずは庁舎管理上の課題を整理し、その上で検討を進めてまいります。 

 また、豊洲特別出張所でも婚姻届などを受け付けており、豊洲シビックセンターは地域のランド

マークとなる施設でありますので、今後、撮影スポットの可能性について研究してまいります。 

 

2016.09.26 : 平成 28年第３回定例会（第 10号） 本文 

◯５番（河野清史議員） 江東区議会公明党の一員として、大綱３点にわたり質問いたします。 

 大綱１点目は、在宅介護支援について伺います。 

 初めに、地域密着型サービスの充実についてです。 

 特別養護老人ホームの入所待機者が多いところではありますが、施設整備を一気に進めること

は難しい状況です。しかしながら、要介護者の日常生活は現在進行形で進んでおり、在宅におい

ても地域で安心して生活ができる環境を整備していく必要があると考えております。 

 その中で、平成 24年からスタートした定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業は、24時間 365

日、住みなれた地域の中で生活をしていくために、とても有用な事業であると思っております。実

際に奈良県大和郡山市で特別養護老人ホームを運営している社会福祉法人が、24時間の訪問

介護を事業の柱に据えて、生活リハビリテーションに取り組み、効果を上げております。大和郡山

市では、特別養護老人ホームの入所待機者は大きく減少しているとのことです。 

 さらに、本事業においては、退院後の生活や介護離職防止、ダブルケア支援にも役立つものと

考えております。 

 第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画では、地域密着型サービスが計画されています

が、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は予算なしで推進することになっております。 

 練馬区では、日常生活圏域ごとに計画をし、具体的に公募をかけて進めております。本区でも、

ケアマネジャーにも計画しやすく、また、要介護者及びその家族も利用しやすいように、身近な存

在として充実させるために積極的にかかわり、事業を広げていくべきであると考えますが、御所見

を伺います。 

 また、小規模多機能型居宅介護の充実、支援や医療への需要の高まりから、訪問看護を組み

合わせた看護小規模多機能型居宅介護の導入も計画していくべきと考えますが、伺います。 

 次に、お節介士について伺います。 

 介護に起因する痛ましい事件を聞くと、近くの誰かが声をかけてあげられなかったのかと考えま

す。現在、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯は年々増加傾向にあり、家族のきずなも弱くなってき

ているとも言われております。その反面、遠くの親戚より近くの他人と言われるように、隣近所の方

が心配して声をかけ、おかずを持っていくといった、下町人情も江東区では残っていると思ってお
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ります。 

 今、江東区は、各地域に長寿サポートセンターや生活支援コーディネーター・地域福祉コーディ

ネーターを配置し、介護をする方などを支援する体制の整備を進めております。しかしながら、全

てを網羅することは容易ではなく、地域住民との協力によって充実したシステム構築が必要になっ

てくると思っております。 

 そこで、介護者支援の一つとして、大阪府堺市が進める「お節介やさかいプロジェクト」のお節介

士は、地域住民の力を生かせる事例であると考えます。ちょっとした介護等のお悩みを気軽に相

談でき、声をかけてくれる方が身近にいることで孤立せず、必要な機関につなげることができれば

介護者の負担の軽減につながると考えますが、御見解を伺います。 

 また、認知症サポーターの方がお節介士にもなっていただき、介護という意識を持った助け合い

での介護者支援を進めていけるとも考えますが、御見解を伺います。 

 次に、つながりノート等について伺います。 

 現在本区も、地域包括ケアシステムの構築について、医療と介護の連携を推進しております。本

人を中心に、医療と介護の連携のツールとして、大阪大学が考案したものをもとに、兵庫県川西

市が川西市医師会とともに作成したつながりノートがあります。つながりノートは、特に認知症の

方を支える全ての方の間で必要な情報を共有するためのノートです。家族介護者が抱える不安な

どのお声を逃さず、また、診察をした医師も、その後の患者の生活がどのように行われているかを

確認できるメリットがあります。今後の医療と介護の連携のツールとして、介護される方が多職種

の方から支えられていることを実感し、安心できるよう、中身を工夫したノートのようなものの作成

を検討してはどうかと考えますが、伺います。 

 また、介護されている方の御家庭に伺うと、手書きでケアマネジャーや事業所の担当者の連絡

先をつくって、壁や冷蔵庫等に張っております。このような各事業者が一目でわかる連絡表などを

作成、もしくはホームページ等からダウンロードできるようにして、連携の一助にしてはどうかと考

えますが、伺います。 

 次に、見守りサービスへの支援について伺います。 

 最近では、故郷から移住して江東区に在住している方、家族が区外にいる方で江東区に親御さ

んが在住している方、区内でも同居していない方などが、親を介護しなければならない状況になっ

ております。地域の見守り支援とともに、江東区に住む親御さんや御家族の方が安心してそれぞ

れの地域で働き、生活ができるような支援も必要と考えます。 

 その中で、ＩＣＴを活用した見守り支援もふえてきました。ＩＣＴを活用した見守りシステムの利用に

よって、今後、それぞれの家庭でのコミュニケーションがふえるきっかけになればと思っております。

今後、江東区で安心して住み続けられるように支援をしてはどうかと考えますが、御見解を伺いま

す。 

 大綱２点目は、健康施策について伺います。 

 初めに、てんかんについてです。 

 てんかんによる重大事故が報道されたことで、運転免許証の申請、更新等では、てんかんなど

を罹患している方は申告が義務づけられています。てんかんを持つ人は 100 人に１人とも言われ、

症状も小さいものから大きいものまでさまざまで、80％以上の方が薬などで安定した生活を送って
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いるとのことです。しかしながら、てんかんについて正しい知識を知っているかと言われれば、残

念なことに知らないことが少なくありません。そのためにてんかんを持つ方の中には、仕事や生活

などに対して心配されている方もおりますが、正しい診断、治療を受けられるように、国は全国８カ

所に拠点病院を設置しております。まずは患者さんが正しい診断を受けられるように、長時間ビデ

オ脳波モニタリング検査や地域のてんかん専門医などの情報をまとめた相談体制の確立が必要

と考えますが、伺います。 

 また、公益社団法人日本てんかん協会は、毎年 10月をてんかん月間と宣言して活動されており

ます。全国に支部を置く当該協会とも連携しながら、本区でも機会を捉えて正しい知識の普及啓

発を進めるべきと考えますが、伺います。 

 さらには、仕事や生活等への支援においては、ハローワーク等とも連携した日常の取り組みも大

事であると考えますが、見解を伺います。 

 次に、ロタウイルス・おたふく風邪の予防接種費用の助成について伺います。 

 出産後、こどもが元気で健やかに成長してほしいと思うのは、偽らざる親の気持ちだと思います。

そこで、事前に予防ができるものは対策を進めていくべきであると考えます。これまでにもヒブワク

チンや小児用肺炎球菌ワクチンが定期接種化になり、本年 10月からはＢ型肝炎ワクチンも定期

接種化になります。 

 本区は、こどもに優しい区として、子育て支援に力を入れてきたことは高く評価しております。本

年は、本区と人口規模が近く、地下鉄延伸で縁のある千葉県松戸市が、子育て支援のためにロタ

ウイルス等の予防接種費用への一部助成をスタートいたしました。そこで、さらに本区において、

現在、任意接種であるロタウイルス及びおたふく風邪の予防接種費用にも本区独自の助成を行

い、さらなる定期接種化に向けて、こどもたちの命を守る江東区として、子育て世代の安心を後押

しする取り組みを進めていくべきと強く望みますが、御所見を伺います。 

 次に、受動喫煙防止対策について伺います。 

 今回、厚生労働省において、いわゆるたばこ白書が改定されることになり、その中では受動喫煙

による健康被害について、特に肺がんへの影響が今までの「ほぼ確実」から「確実」に格上げされ

ました。 

 受動喫煙防止対策については今までも訴えてまいりましたが、今回の白書を受けて、オリンピッ

ク・パラリンピックを迎える本区としても、再び検討を進めていくべきと思いますが、見解を伺います。 

 今までの喫煙所については、駅前や公園などにおけるポイ捨て等を防止し、安全かつ清潔な生

活環境を保全するために、通勤動線上付近への設置が少なくないように思っております。本区は、

平成 21年 7月から、区内での歩行喫煙、ポイ捨てを禁止しており、喫煙をする方は喫煙場所を探

してマナーを守って喫煙していると思っております。そのため、通学路などで受動喫煙の影響を受

けやすいこどもたちへの一層の配慮や、公共施設内での全面禁煙化など、さらに進めていくべき

と考えますが、見解を伺います。 

 大綱３点目は、防災対策について伺います。 

 初めに、高層住宅震災対応マニュアル作成の手引き作成後の取り組みの充実について伺いま

す。 

 平成 25年 3月に作成した当該手引きは、中高層住宅が増加している本区において、地域の防
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災力向上に寄与するものと思っております。マニュアル作成過程は、自分たちの住んでいるところ

がどのような状況にあるのかを把握するよき機会であり、さらに実際の災害時にどのように避難等

を進めていくかを判断する材料になると思います。しかしながら、思いはあっても実行につなげる

には、お願いだけではなかなか進まないのが現状であると感じます。災害時に対応ができるよう

に、作成を促すきっかけをつくっていくことが重要と考えますが、御所見を伺います。 

 次に、地域防災力向上のためのＬＯＤＥの活用について伺います。 

 事前防災では、マニュアルだけではなく実際の訓練も充実させていくことが大事です。我が会派

からも、災害図上訓練のＨＵＧやＤＩＧなどの取り組みを勧めておりますが、中高層住宅等が多い

本区において、ＤＩＧを発展させたＬＯＤＥという図上訓練も有効ではないかと考えます。 

 ＬＯＤＥとは、小さき者（Ｌｉｔｔｌｅ ｐｅｏｐｌｅ）も、老いたる者（Ｏｌｄ ｐｅｏｐｌｅ）も、障害を抱える者（Ｄｉｓａ

ｂｌｅｄ ｐｅｏｐｌｅ）も、みんなで避難（Ｅｖａｃｕａｔｉｏｎ）しようと、それぞれの頭文字をとった住民参加型

の災害図上訓練ゲームです。このゲームを通して、こどもや高齢者、障害者の思いや置かれてい

る状況を深く学んで理解していくこと、そして災害時だけではなく、平時の見守りにも役立てること

を目的としております。 

 現在、避難行動要支援者名簿の確認等を進め、また、地域では高齢者地域見守り支援事業も

実施してきており、平時・災害時ともに連携していく上でも効果があるのではないかと思っておりま

す。今後のさらなる地域防災力向上のためにＬＯＤＥの活用をしてはどうかと考えますが、見解を

伺います。 

 次に、帰宅困難者対策としての安否確認のさらなる徹底について伺います。 

 東日本大震災の際には、家族の安否確認がなかなかとれず、不安な思いで自宅を目指して歩き、

何時間もかけて帰っている方を多く見かけました。その後、平成 25年に制定された東京都帰宅困

難者対策条例では、安全を確認して施設内に残り、むやみに移動しないことや、企業などでは食

料等の備蓄をすることなどが盛り込まれました。震災から５年半が経過した今、振り返って確認し、

いざというときの備えをしていくことが大事であると感じております。 

 先日、新聞報道でも、「薄らぐ意識」との見出しで、安否確認手段の認知度低下が投げかけられ

ておりました。本区議会でも毎年災害を想定した安否確認の訓練を行ってきておりますが、いざと

いうときの安否確認手段については、総合防災訓練とともに各町会・自治会の防災訓練などで、

周知徹底をし、実際に実施して体験を積み重ねていくことが重要と考えますが、見解を伺います。 

 最後に、地震・火災・水害等からの避難方法について伺います。 

 鬼怒川の決壊から１年が経過し、水害への対応が強く意識されている中、江東区は昨年 10月に

江東５区大規模水害対策協議会をほか４区とともに設置して、この８月にも協議し、広域避難の方

針をまとめました。地震など予測ができない災害や台風等の予測可能な災害などに対して、本区

にも対応が求められております。災害はいつ起こるかわかりません。そのために、どのような災害

に遭っても、区民一人一人が迷うことなくみずからの命を守れるよう、避難方法など区民にわかり

やすく伝えていくべきと思いますが、本区の見解を伺います。 

 以上で質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。 

   （山崎孝明区長登壇） 
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◯区長（山崎孝明） 河野清史議員の御質問にお答えします。 

 防災対策についてであります。 

 まず、高層住宅震災対応マニュアル作成の手引き作成後の取り組みの充実についてであります。 

 本区では、区民の８割以上が集合住宅に居住しており、大地震の際には、高層階での大きな揺

れによる家具転倒や、エレベーターの停止による、いわゆる高層難民の発生が危惧されることか

ら、高層住宅にお住まいの方々の自主的な防災対策を促すため、平成 24年 3月に集合住宅防災

ガイドブック、平成 25年 3月には高層住宅震災対応マニュアル作成の手引きを作成し、個々の中

高層住宅の特性に合わせた防災マニュアルの作成を推奨しているところであります。 

 また、高層住宅での災害協力隊の設立に当たっては、防災カルテ・防災計画にかえて高層住宅

震災対応マニュアルの作成、普及でも可として、マニュアルの作成を促しておりますが、今後は、

防災講話や地域における防災訓練、各学校で開催される学校避難所運営協力本部連絡会など、

さまざまな機会を捉えて高層住宅震災対応マニュアルの作成を促進してまいります。 

 次に、地域防災力向上のためのＬＯＤＥの活用についてであります。 

 ＬＯＤＥは、マンション等の中高層住宅にも活用でき、障害者や高齢者等の避難行動要支援者に

配慮した図上訓練であると言われております。現在の避難行動要支援者名簿の目的外利用は、

プライバシーの観点から制限があるため、平時の図上訓練としてその情報を活用することは困難

でありますが、本区では、御提案の視点を取り入れた避難行動要支援者の個別計画づくりや、高

齢者地域見守り支援事業等を推進しているところであります。お尋ねのＬＯＤＥの活用につきまし

ては、訓練の有効性や活用方法などについて十分に検討してまいります。 

 次に、帰宅困難者対策としての安否確認のさらなる徹底についてであります。 

 災害時に備えて安否確認方法を周知することは、災害対策上、重要なことと考えております。こ

れまで総合防災訓練や地域防災訓練等において、災害用伝言ダイヤルの啓発や実施訓練を行っ

ておりますが、災害時に各避難所に設置される特設公衆電話や災害時優先電話の活用等も含め、

町会等の防災訓練や学校避難所運営協力本部連絡会等の機会を通じて、安否確認方法のさら

なる周知に努めてまいります。 

 次に、地震・火災・水害等からの避難方法についてであります。 

 地震は発災後に避難を開始するのに対し、水害は発災前に一刻も早く避難を開始する必要が

あるなど、避難時期や避難先、避難方法は災害の種別により大きく異なります。 

 本区では、これまで事前の予測が不可能で大きな被害が想定される首都直下地震等の大地震

及びそれに伴う大規模な延焼火災を中心に、避難方法の周知に努めているところでありますが、

昨年９月の鬼怒川氾濫以後、水害への関心が高まっております。 

 こうしたことから、昨年 10月に、江東５区で大規模水害対策協議会を立ち上げ、本年８月に避難

等の対応方針を取りまとめたところであります。今後は、江東５区広域避難推進協議会において、

広域避難の具体化に向けた検討に着手いたしますので、この検討結果を踏まえて、本区の災害

の種別に応じた避難方法等を検討し、区民の皆さんにわかりやすいように工夫を凝らして周知し

てまいります。 
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 水害の避難方法については、まずは、早い段階で予測がつけば遠く離れた安全なところへ避難

するという方法なのですが、果たして 100万人が移動できるかと言えば、それは到底不可能なこと

だと思います。そのため、まず垂直避難ということで、高層階へ逃げることになります。ただし、そう

なりますと、そこに避難した何万人、何十万人の方は一時的に命は助かりますが、長い間水が引

きませんから、その間の長い間において、どうやってその方々を安全な場所に避難させるかという

大きな問題があります。しかもトイレの問題、あるいは食料の問題といったこともあり、これらを含

めて、非常に難しい問題だと思います。垂直避難から広域避難へどう移行させていくかということ

は、近隣区だけで解決できる問題ではなく、国も都も含め、あるいは近県も含めまして、相当考え

ていかなければなりませんし、御協力もいただかなければならないと思います。難しい問題ではあ

りますが、江東５区広域避難推進協議会において今後しっかりと検討していきたいと思っておりま

す。 

 なお、その他の御質問につきましては、所管部長から答弁いたさせます。 

   （大塚善彦福祉部長登壇） 

 

 

◯福祉部長（大塚善彦） 次に、在宅介護支援についての御質問にお答えいたします。 

 まず、地域密着型サービスの充実についてですが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、要

介護高齢者の在宅生活を支える重要なサービスであり、地域包括ケアシステムの中核的な役割

を担うサービスであると認識しております。 

 今後も地域に根差したサービスとして、その周知や利用促進を図り、在宅での負担軽減につな

がるよう、積極的に推進してまいります。 

 また、看護小規模多機能型居宅介護については、介護と看護の両面から柔軟なサービスが組

み合わされており、保健師や看護師等の配置基準により人材の確保が必要となることから、事業

者の参入状況を踏まえ、計画化については検討課題といたします。 

 次に、お節介士についてですが、本区には昔ながらの下町人情が今も残り、介護支援だけでな

く子育てなど、日常生活の中で地域住民同士の支え合いや助け合いが実践されていると認識して

おります。こうした身近な地域の力をより有効に活用する仕組みづくりにより、効果が期待できると

考えております。 

 また、認知症サポーターについても、地域住民の１人として役割を担っていただく連携体制の構

築を検討してまいります。 

 次に、つながりノート等についてですが、在宅介護の現場においては、主に訪問介護事業所で

利用者宅にノートを置き、専門職間、または御家族とのやりとりを行っていると聞いております。ま

た、国は、在宅医療・介護連携推進事業において、情報の共有支援策として連絡帳などの活用を

例示し、取り組みを促しているところであります。区では、こうした状況に加え、江東区医師会で取

り組んでいるＩＣＴを活用した連携ツールの運用状況なども踏まえ、ノートを連携ツールの一つとし

て検討してまいります。 

 また、連絡表の作成については、利用者個々の状態に応じて必要な方にはケアマネジャー等が

作成していると聞いておりますが、御指摘の連絡表の必要性については、現場の声を確認してま
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いります。 

 次に、見守りサービスへの支援についてですが、今日の通信機器の急速な発展により、各御家

庭や個人でさまざまな用途に活用されております。また、固定型の機器だけでなく、持ち運びが可

能な通信機器により、離れた場所で暮らす御家族がいつでも連絡をとり合い見守りを行えるなど、

ＩＣＴの活用は有効であると認識しております。 

 一方、各御家庭の実情により、必要となる通信機器の機能や購入価格などは多岐にわたるもの

と考えております。 

 今後、区としてどのような支援ができるかについて、ＩＣＴを活用した見守りに関する他の自治体

の事例など、情報を収集し研究してまいります。 

   （福内恵子健康部長登壇） 

 

 

◯健康部長（福内恵子） 次に、健康施策についての御質問にお答えします。 

 初めに、てんかんについてです。 

 てんかんは、乳幼児、小児から成人、高齢者に至るまで、さまざまな年齢層において発症する神

経疾患で、我が国の患者数は約 100 万人と推定されながら、どこで専門的な診療を受けられるの

か、患者にとってわかりにくい現状があるとされています。 

 区ではこれまで、早期発見・早期治療のため乳幼児健康診査等で、必要に応じ小児神経専門医

による診察や専門医療機関への紹介を行うほか、成人に対しても、精神保健相談事業等で個別

に支援しているところです。 

 就労等に関する御相談については、個別支援の中でハローワーク等関係機関と連携していくと

ともに、今後、区報やホームページを通じ、てんかんに関する正しい知識の普及啓発に努めてま

いります。 

 次に、ロタウイルス・おたふく風邪の予防接種費用の助成についてです。 

 国では、平成 26年に策定されたいわゆる予防接種基本計画で、諸外国と比較し、接種を推奨す

るワクチンの種類が少ない事態を解消するため、水痘、おたふく風邪、Ｂ型肝炎、成人の肺炎球

菌感染症の４疾病や、ロタウイルス感染症に対し、必要な措置を講じる必要があるとしています。

これまで水痘ワクチン、成人の肺炎球菌感染症ワクチンが、また、来月よりＢ型肝炎ワクチンが定

期接種とされたところです。 

 ロタウイルスワクチンについては、ワクチン接種後の腸重積発症等に関する基礎研究を続け、

有効性・安全性の評価はもちろんのこと、医療経済学的な評価等を続けることが必要とされていま

す。 

 また、おたふく風邪ワクチンについては、平成５年当時、麻疹、風疹、おたふく風邪の３種類のワ

クチンが混合されたＭＭＲワクチン接種後、無菌性髄膜炎が多発したことから、より安全性が高い

ＭＭＲワクチンの承認が必要であり、その開発を待つとされています。そのため、ロタウイルスワク

チン、おたふく風邪ワクチン接種の費用助成については、国の動向を見据え、今後検討してまいり

ます。 

 次に、受動喫煙防止対策についてです。 



15 

 

 今回の国が取りまとめたいわゆるたばこ白書にある喫煙と各疾患の因果関係については、新た

な科学的知見に基づき判定されたものです。また、オリンピック・パラリンピック大会の開催は健康

増進のはずみとなるものであり、今回のたばこ白書も踏まえて、区といたしましても、さらに受動喫

煙防止対策を推進してまいります。 

 特に、こどもや多数の方の利用が想定される公共的な空間、例えば公園や通学路、公共施設な

どでの受動喫煙防止対策は重要と考えます。このため区では、通学する児童への影響を懸念す

る声が寄せられてきた辰巳駅西口喫煙所を移設しました。今後とも、通学路などについては、駅

前等の整備に合わせ、考慮してまいります。 

 さらに国は、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据えて、ことし１月、幅広い公共の場等

における受動喫煙防止対策を強化するため、検討チームを設置しており、本区といたしましては、

国の動向を注視しつつ取り組みを進めてまいります。 

 

2017.02.22 : 平成 29年第１回定例会（第２号） 本文 

◯５番（河野清史議員） 江東区議会公明党の一員として、大綱３点にわたり質問いたします。 

 大綱１点目は、誰もが安心して住めるまちづくりについてです。 

 平成 28年 4月に、障害者差別解消法が施行されました。障害のあるなしにかかわらず、誰もが

住み続けられる共生社会の実現が求められています。本区としても、３年後に控えた 2020年東京

オリンピック・パラリンピックを見据え、ユニバーサルデザインについては、ハード面とともに心のバ

リアフリーを積極的に進めていくべきと考えます。 

 本区では、他区に先駆けてユニバーサルデザインのまちづくりを進めており、小学校でのユニバ

ーサルデザイン出前講座やユニバーサルデザインまちづくりワークショップなどを推進しています。

私も以前、亀戸と門前仲町のユニバーサルデザインマップを一緒に作成いたしました。やさしいま

ちづくり相談員の皆様のお力をかりながら、これらの事業は行われていると思いますが、今後の

普及拡大に向けての課題と現状について伺います。 

 これらを推進する中で、さらに多くの区民の方がユニバーサルデザインの考え方を学ぶことがで

きる機会をふやし、「スポーツと人情が熱いまち 江東区」を感じてもらいたいと望んでおります。 

 昨年、その運動を県民や全国へ広げるため取り組んでいる鳥取県に伺いました。鳥取県では、

認知症サポーター養成講座をヒントにし、障害者の権利に関する条約における合理的配慮などの

理念を実践するために、平成 21年 11月からあいサポート運動をスタートいたしました。 

 あいサポート運動とは、障害のある方でも暮らしやすい社会を実現するために、さまざまな障害

を正しく理解し、障害のある方へのちょっとした配慮や手助けができるあいサポーターなどを広め

ていく取り組みのことです。この取り組みは、知らないことからくる不安や偏見などをなくし、思いや

りで人と人をつなぐすてきな事業であると感じました。視察に行った私たちメンバーも研修を受けて、

あいサポーターになりました。本区においても、あいサポート運動を東京都の中で最初に導入して

広げていくべきと考えますが、所見を伺います。 

 この運動は、個人に加え企業、団体にも研修を行い普及に努めており、接遇向上、企業のイメー

ジアップや地域での思いやりの醸成などに寄与しております。 

 現在、政府でも、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて、自治体、企業等への研修プ
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ログラムを検討しております。本区でも、ワークショップを信用金庫等で実施して、反応がよかった

と伺いました。私も、ユニバーサルマナー検定を受けて、目隠しをしての歩行や車椅子に乗る体験

をしました。座学だけではわからない当事者の立場に立った研修は、ちょっとした気遣いが必要で

あると考えさせられるものでした。このような体験型の研修はとても有効であると感じます。今後は、

区の職員研修での実施や商店街、中小企業等へも広く普及できるように展開する必要があると考

えますが、本区の見解を伺います。 

 今まで我が会派では、東京都のヘルプマークやヘルプカードといった、手助けされる側が訴えや

すいツールを推進するよう提案してまいりました。手助けされやすい社会を築くためにも、例えば

先ほどのあいサポート運動では、研修修了後にバッジをつけたり、認定企業等では認定証などを

わかるように掲示して、声をかけやすいまちづくりをしております。東京都でも、店舗へのおもてな

しサービスステッカーを作成するといった啓発もしています。このように、おもてなしができる方や

企業等をわかるようにすることも、優しいまちづくりにつながると考えますが、見解を伺います。 

 鳥取県は、全国初の手話言語条例を制定された県で、手話を広める知事の会を設立して、手話

を使いやすい環境の整備を進めております。あいサポート運動でも、研修の最後に簡単な手話を

習います。私も「こんにちは」や「ありがとう」などを覚えることができました。 

 手話は我が国でも障害者基本法で言語として位置づけられており、本区議会でも、平成 26年第

２回区議会定例会で、国に対して手話言語に関する法の制定を求める意見書を提出しています。

そこで、写真や映像、見出し字幕などで工夫され、江東区の魅力を発信している区長の定例記者

会見の動画などで、ユニバーサルデザインを進める本区みずからが、手話での情報発信をするこ

とも大事であると思いますが、見解を伺います。 

 また、本格的な手話講座とともに、気軽に手話を知ることができる機会をふやしていくことも、外

国語とともに必要と思いますが、あわせて所見を伺います。 

 この 3月 4日には、初めての障害者スポーツフェスタこうとうが開催されます。これは、スポーツ

を通して障害についても知ることができるいい機会であり、応援していきたいと強く思っております。

これからも多くの区民が障害のことを知ることで、気がついたら自然と声をかけることができる人

情が厚いまち江東区になることを信じております。 

 大綱２点目は、図書館施策について伺います。 

 本区には 10館の図書館が配置されており、多くの区民に利用されております。今までの図書館

のイメージは、貸し出しサービスを中心として、こどもの読書推進などボランティアの方とともに進

めてきたというものだと思います。 

 今後の図書館のあり方について、文部科学省も検討会で提案し、本区でも検討会が開催されて

おります。そこで、今後の図書館像について伺います。 

 初めに、区民に役立つ図書館についてです。 

 図書館は蔵書も多く、分類別にきちんと整理がされ、職員の方に聞けば本の位置はすぐにわか

ります。しかしながら、本屋で本を探すときは、コーナーがはっきりとしていて探しやすいようになっ

ています。読者の興味が高いものについては、わかりやすくしていくことが望まれており、特に法

律、健康、子育て、ビジネスなど、分野別にコーナーを設置して、すぐにわかる工夫が必要と考え

ます。それにより、区民が望むものにつながることとなり、役立つと思います。今後、図書館内のレ
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イアウトの変更が必要と考えますが、見解を伺います。 

 また、テーマごとの資料を作成し、それに関する本や相談先などをお知らせする工夫も大切であ

ると思いますが、あわせて伺います。 

 次に、課題解決型の図書館について伺います。 

 今、文部科学省が示す今後の図書館像の中で、課題解決型の図書館が求められています。そ

こで、貸し出しサービスとともに、レファレンス機能の充実が重要と思います。 

 昨年、Library of the Year を２度受賞している鳥取県立図書館を視察しました。当図書館は、県

民に役立ち、地域に貢献する図書館を目指して活動されており、その柱の一つに、「仕事とくらし

に役立つ図書館」と定め、特にビジネス支援サービスは充実していました。 

 常設の相談窓口を設置し、本のことだけではなく、例えば地域でお店を立ち上げるために商圏デ

ータの提供をしたり、新製品の開発のために豊富な資料から情報を提供したりと、現実的な支援

で成果を上げております。その陰にはいろいろな場へ出向き関係を築いて努力されている姿があ

り、感心いたしました。 

 本区も、ビジネススペースの提供とともに、このようなビジネス支援サービスとして、本区の経済

課や他の関係機関との連携を密にすることで、生きたレファレンスになり、機能強化につながると

感じました。本区においても、このようなレファレンス機能の強化を推進していくべきと考えますが、

所見を伺います。 

 そして、それには図書館司書のスキルアップも必要と感じますが、あわせて伺います。 

 次に、学校支援についてです。 

 本区では、図書館活用の推進のため、全小学校に学校司書を配置するとともに、司書教諭も在

籍しております。現在、調べ学習などで図書館と連携し、団体貸し出しが行われております。こども

たちが活字に触れ、情報を正しく得ることや、物事を想像して感じることがとても大事であるため、

今後も、学校と図書館の連携は重要と考えます。 

 司書教諭は専任ではなく、日常業務が多忙であるため、図書館が学校教育のバックアップをして

いくことが望まれます。 

 ホームページの内容を、学校に関するテーマ別資料、例えばいじめや英語教育についてなど選

択しやすいように整えることや、本区は学校図書購入費を計上しているため、新刊本などの選書

がしやすいように支援できるセンター的機能を持つ拠点を図書館で提供するなど、環境を充実さ

せるべきと考えます。 

 また、学校司書のスキルアップを図書館司書と連携して行い、各学校のボトムアップも進めるべ

きと考えます。図書館における本区の学校教育支援に関する今後の見解を伺います。 

 次に、図書館の魅力発信についてです。 

 図書館を拠点とした魅力発信も、図書館を身近に感じてもらえる機会であると思います。 

 長野県塩尻市立図書館では、「信州しおじり 本の寺小屋」事業を平成 24年度から実施しており

ます。これは、著者から読者まで、本に関する各方面が連携し、みずから課題解決に取り組む事

業で、地域支援の一環として行われており、地元書店との連携を重視しています。多くの印刷業者

があり、文人が居住していた江東区として、図書館を中心としたこの本の寺子屋のような事業を実

施することは魅力発信につながると思いますが、見解を伺います。 
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 また、本の魅力発信として、若い世代から誕生した知的書評合戦であるビブリオバトルのような

イベントを開催することも、本に興味を持ち、プレゼンテーションすることによる魅力発信と、本を中

心に人の輪を広げていくのに適していると思いますが、見解を伺います。 

 さらに本区は、深川図書館を初め、郷土資料を多く所蔵しております。ふるさと江東区を知っても

らい、所蔵品に関心を持ってもらうようテーマごとに資料を活用するなど、工夫も大切と思います

が、伺います。 

 地域の中で親しまれてきた図書館が、さらに事業内容を充実させ、江東区、また区民にとって役

に立つ図書館に発展することを願っております。 

 大綱３点目は、本区のさらなる魅力度アップについてです。 

 本区は、2020年東京オリンピック・パラリンピックを好機と捉え、区の魅力を発信するブランディ

ング戦略として、ブランドコンセプト、ロゴマークを活用し、国内外へＰＲするため、ロゴマークを施し

たさまざまな展開をしています。さらなるブランディング戦略を展開するため、３月中に区本庁舎の

壁面や柱等をロゴマークシート等で装飾し、建物をドレスアップしましたが、多くの方に見てもらえ

るようになり、認知度と郷土愛が広がるものと評価しております。 

 今般、施工される本庁舎壁面等へのロゴマークの貼付を踏まえ、本庁舎２階西側の広場と大型

ガラス面等の利活用について伺います。 

 本庁舎２階の区民課、医療保険課などの窓口に、毎日多くの来庁者が来られております。それ

らの窓口へ来るには、四ツ目通りからの階段と防災センター横のスロープを利用される方が多い

と感じますが、本庁舎の玄関とも言える２階広場は、開放感は感じるものの、何となく殺風景な雰

囲気は拭えません。また、西側ガラス面の内側には日差し等を考慮したブラインドがあり、内外を

仕切っています。この大型ガラス面やブラインドの利活用もあわせて、本区らしいおもてなしの装

飾を施してはいかがでしょうか、伺います。 

 次に、私は平成 27年第４回区議会定例会での一般質問において、「町の魅力発信における地

域振興施策について」の中で、婚姻届け書と出生届け書の魅力度アップについて質問しました。

本区独自の届け書は、区の魅力発信につながるとともに、本区への愛着を一層深め、ふるさとを

思う地域振興策の一つと考え提案したところ、本区は、他自治体の取り組みや課題を整理し、検

討するとの見解を示されました。そして、区民課職員のアイデアが取り入れられ、オリジナルデザ

イン入り婚姻届け書を作成し、本年 2月 2日から配布されたので、早速拝見いたしました。色合い

やデザインもよく、高く評価しております。今後、デザインのバリエーションをふやしていくことにつ

いても楽しみにしています。配布されて日が浅いですが、反響と今後の展開について伺います。 

 また、新しい門出をお祝いする撮影コーナーの設置についても要望したところ、区は、イメージア

ップや魅力を発信するツールの一つと捉え、管理上の課題を考慮した上で、記念撮影用のメモリ

アルボードを作成し、昨年６月に区役所２階及び豊洲シビックセンター３階の豊洲特別出張所内に

設置しました。 

 メモリアルボードには、祝福の文字のほか、本区のブランディング戦略のロゴマークと観光キャラ

クターが施され、設置から約９カ月ですが、婚姻届け書や出生届け書等を提出される方に好評と

聞いております。しかし、夜間や休日に提出される方には、現在の撮影コーナーでの記念撮影が

困難と思われます。そこで、時間外に提出される方への配慮について区はどう取り組まれるのか、
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伺います。 

 また、設置されたメモリアルボードを背景に記念撮影していただくことで、相乗的に区のＰＲ効果

も期待できると考えますが、あわせて伺います。 

 次に、ブランディング戦略の新たな展開についてです。 

 人は人生の一こまを写真に残し、よき思い出とします。現在、本区が行っている新成人を祝う場

では、人力車に乗って晴れ着姿での記念撮影を行っており、大好評と聞いています。 

 本区には区民館、福祉会館、スポーツ施設、文化センター、教育施設、保育施設など、区民の身

近に魅力のある施設が多数あります。そうした施設の壁面に記念撮影用ボードなどを設置するこ

とで、区民のみならず区外からの来訪者にも活用していただき、本区への愛着心の深まりやＰＲ

効果も広がるのではないでしょうか。 

 今後、区のブランディング戦略を内外に広めていくことを考えると、今般設置されたメモリアルボ

ードを一つの例として、区のさまざまな施設でブランディング戦略を進める施策を拡大してはいか

がでしょうか、最後に伺い、質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

   （山崎孝明区長登壇） 

 

 

◯区長（山崎孝明） 河野清史議員の御質問にお答えします。 

 誰もが安心して住めるまちづくりについてのお尋ねであります。 

 まず、ユニバーサルデザインのまちづくりについてです。 

 本区では、ユニバーサルデザインの意識向上を図るため、小学校への出前講座やまちづくりワ

ークショップを実施しております。平成 22年度に開始した出前講座については、近年、計画数を大

幅に超える学校からの要望を受け、今年度は過去最高の 17校で行い、児童への意識啓発に努

めているところです。 

 しかしながら、さらなるユニバーサルデザインの認知度向上を図るため、成人に向けた意識啓発

が課題と考えています。 

 次に、あいサポート運動についてです。 

 今年度のまちづくりワークショップでは、深川江戸資料館通り商店街と東京東信用金庫での実地

体験を踏まえ、成人向けの意識啓発プログラムを検討してきました。 

 あいサポート運動の取り組みについては、この意識啓発プログラムを区内へ展開する中で参考

にしてまいります。 

 次に、自治体・企業・団体への取り組みについてです。 

 このたび実施した商店街や信用金庫での取り組みを広げるために、現在、マニュアルを作成中

です。おもてなしをする方と受ける側である障害者や高齢者、子育て中の方、外国人などが、お互

いの特性を理解し合い、区民、事業者それぞれが実践していけるようまとめています。 

 これとあわせて、体験型の研修を実施することが区内への普及のために有効であり、東京東信

用金庫においては、やさしいまちづくり相談員と連携し、継続して実施する予定です。 

 また、商店街についても、区内ＮＰＯ団体と連携した実施を考えており、今後、区職員への窓口
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体験に加え、金融機関を初めとした企業などへの展開策を検討してまいります。 

 次に、おもてなしの見える化についてです。 

 来年度のまちづくりワークショップでは、オリンピック・パラリンピックに向け、ボランティア意識の

向上をテーマに、多様な方々が町なかでどのような助けを必要としているのか、支える側はどのよ

うな声かけが有効なのかということを検証し、ボランティアマニュアルやコミュニケーションボードの

作成を予定しております。このような意思疎通のツールだけではなく、ボランティアとわかる表示方

法についても検討してまいります。 

 次に、言語としての手話の取り組みについてです。 

 本区では、毎年手話講習会を開催しており、私も必ず出席しているのです。私も多少覚えました。 

 手話での情報発信は重要であると考えており、ケーブルテレビの区政情報コーナーの中で実施

しています。 

 区長定例記者会見など、区民の皆様へ迅速に情報をお届けすることの重要性を踏まえ、手話つ

きの放送につきましては、今後、研究、検討してまいります。 

 また、本区で毎年実施している手話講習会は、本年度は 138名が受講し、開始以来の受講者数

は約 5,900名を数えています。現在、56名の手話通訳者と 181名の手話協力員が、区に登録をし

て活動していただいております。 

 手話を身近に感じられる機会をふやし、広く周知を進めるため、区のイベント等へも積極的に取

り入れ、区報を活用した啓発などにも取り組んでまいります。 

 なお、その他の御質問につきましては、所管部長から答弁いたさせます。 

   （石川直昭教育委員会事務局次長登壇） 

 

 

◯教育委員会事務局次長（石川直昭） 次に、図書館施策についてお答えいたします。 

 まず、区民に役立つ図書館についてです。 

 現在、図書館では、分野ごとの配架とともに、定期的にテーマを定めて資料の展示などを行って

おります。今後は、より利用者にとってわかりやすくなるよう、館内案内やレイアウトの見直しを行

うとともに、区民にとって関心の高い健康や子育てといった具体的な項目ごとのコーナーを設置す

るなど、わかりやすい展示を検討してまいります。 

 また、テーマごとに関連図書リストを作成するなど、情報の提供方法を工夫し、利便性向上に努

めてまいります。 

 次に、課題解決型の図書館についてです。 

 区でもレファレンス機能を充実させる必要性を認識しております。現在、調べものを支援するレフ

ァレンスサービスを実施しておりますが、利用者からの問い合わせも多様化しており、幅広いレフ

ァレンスが求められております。 

 この課題を解決するためには、図書館のデータベースの有効な活用方法を利用者に対して積極

的に紹介するなど、ＰＲが必要であると認識しております。 

 また、図書館と関連機関との連携につきましては、情報の共有化や関係機関へ相談をつなげる

など、新たな仕組みづくりが必要であり、先進的な取り組みを行っている自治体などを参考に検討
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してまいります。 

 また、図書館司書のスキルアップにつきましては、指定管理者制度の導入により、専門性の高

い司書を配置するとともに、職員の培ってきた知識と経験を活用して、レファレンス機能を充実さ

せ、区民に課題解決の場を提供してまいります。 

 次に、学校支援についてです。 

 現在、教育委員会として学校に司書を配置する事業を行っておりますが、図書館では、既に図

書館の紹介を兼ねた学校訪問や職場体験の受け入れ、図書委員との交流など、学校との連携を

図ってまいりました。図書館では児童・生徒の読書活動を推進するため、引き続き学校との連携

や支援を進めてまいります。 

 また、学校図書館の支援として、図書館の選書支援にかかわるセンター的拠点についてですが、

図書館として作成しているブックリストや調べ学習などにも活用されている団体貸し出しなどによっ

て、多様な図書の選択に活用できると認識しております。 

 さらに、図書館による学校司書のスキルアップにつきましては、委託契約であることから制約は

あるものの、学校と連携して学校図書館の充実に向けて取り組んでまいります。 

 次に、図書館の魅力発信についてであります。 

 現在、図書館では、郷土資料講演会や学童集団疎開資料の展示など、本区に関連した事業や

展示を行っております。今後は、指定管理者制度の導入を踏まえ、本区の特性や民間の発想も生

かしながら、図書館の魅力を発信できる取り組みを検討してまいります。 

 また、ビブリオバトルなどのイベント開催につきましては、読書や本への関心や興味につなげる

効果が期待でき、図書館の魅力発信策の一つとして検討してまいります。 

 さらに、図書館が所蔵する資料の活用についてですが、貴重な地域資料は本区の財産であり、

区民やこどもたちが江東区を知るきっかけとなるよう、郷土資料のさらなる有効活用を検討してま

いります。 

   （山岸了区民部長登壇） 

 

 

◯区民部長（山岸了） 次に、本区のさらなる魅力度アップについての御質問にお答えいたします。 

 まず、本庁舎２階西側の装飾についてです。 

 庁舎内の窓際は、さまざまなＰＲに活用するとともに、写真撮影機やコピー機を設置して、区民

の利便性向上に役立てております。しかしながら、広場側からはブラインドをおろした景観となって

いる状況であります。 

 御質問の大型ガラス面やブラインドを利活用し、本区の魅力を内外に発信することは、区のイメ

ージアップにつながる効果があるものと考えますので、ブランディング戦略を推進する中で、来庁

者の安全性、利便性にも配慮し、その利活用について今後検討してまいります。 

 次に、オリジナルデザイン入り婚姻届け書についてです。 

 区ロゴマークと観光キャラクター、コトミちゃんをデザインしたオリジナルデザイン入り婚姻届け書

は、例年届け出の多いバレンタインデーに間に合うように準備を進め、2 月 2 日より配布を開始い

たしました。 
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 まず、反響についてですが、ホームページ、区報での周知などにより、既に婚姻届け書は 150枚

ほど配られております。 

 また、今後の展開についてですが、現在は洋装のコトミちゃんがデザインされておりますが、和

装のものも準備しており、今後、状況を見つつ作成、配布してまいります。 

 次に、メモリアルボードについてです。 

 このメモリアルボードは、来庁時に記念撮影ができるスポットとして、現在は主に婚姻届け書や

出生届け書の提出時に活用されております。設置に当たっては、庁舎管理上の課題もあり、現在

の場所に設置したものであります。 

 御質問の夜間や休日に婚姻届け書などを提出される方への配慮についてですが、受付窓口が

庁舎１階になりますので、スペースの確保やほかの来庁者への配慮などの課題もあることから、

引き続き研究してまいります。 

 また、相乗効果についてですが、撮影した写真を個人として見るだけでなく、ＳＮＳ等の活用によ

り、瞬時に多くの方々に送り、見ていただくこともできます。区のロゴマークが写っていることにより、

個人の記念としての効果と江東区のＰＲ効果の両方が期待できるものと考えております。 

 次に、ブランディング戦略の新たな展開についてです。 

 ロゴマークを旗印としたブランディング戦略における施設への展開については、区役所を初め、

文化観光施設やスポーツ施設など、区民、来訪者が多く集まる施設にロゴマークの装飾を実施し

ていく予定であります。装飾場所やデザインなどについては、多くの方により愛着を持っていただ

けるよう、御提案の趣旨も踏まえ検討してまいります。 

 また、公共交通機関への広告掲示やオリンピック・パラリンピック 1,000 日前に合わせたカウント

ダウンデジタルパネルの設置など、引き続きブランディング戦略に基づき、広く江東区の魅力を発

信してまいります。 

 

2017.09.22 : 平成 29年第３回定例会（第 10号） 本文 

◯７番（河野清史議員） 江東区議会公明党の一員として、大綱３点にわたり質問いたします。 

 大綱１点目は、介護の充実についてです。 

 以前、認知症家族介護者教室に参加したとき、認知症の人を介護する家族の方の切実な訴えを

聞きました。その場では、具体的な方法はすぐには提示ができず、それぞれの経験も知ることは

大事だが、何かヒントになるものはないか、そのときから問題意識を持って活動してまいりました。 

 その後、テレビ番組で認知症の人への介護の技法についての特集を見て大変驚きました。それ

は、フランスのイヴ・ジネスト氏とロゼット・マレスコッティ氏のお２人が開発したユマニチュードとい

うコミュニケーション技法です。 

 ユマニチュードは、認知症の人などの個人を尊重し、その能力や状態を正しく観察し、評価と分

析を行い、見つめる、話しかける、触れる、立つことや移動を効果的にサポートし、その行動の抑

制も強制も行わない環境をつくり、これらができればケアを受ける人の能力を維持したり改善する

ことができるというものです。 

 今回、自治体としてユマニチュードを導入している福岡市を視察してまいりました。福岡市では、

保健福祉計画を策定し、その理念として、「配る福祉から支える福祉へ」、「支えられる側から支え
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る側」への具現化に向けて、持続可能な保健医療福祉の新たな社会システムの構築を加速させ

るために、市民や企業、大学など、幅広いプレーヤーの参画を得ながら、その発想と手法を取り入

れていくことが必要と考え、全庁横断的に福岡市健康先進都市戦略をつくりました。 

 その戦略では、人生 100年時代の健康社会モデルをつくる最初の一歩として、１つ目は経験から

根拠（エビデンス）へ、２つ目は一律のルールから多様性の尊重へ、３つ目は分立から統合への３

つの視点で考えられ、さらに７つの柱があり、その中で介護ケアの科学化・体系化と共有でコミュ

ニケーション・ケア技法として、実技の体系化や短期研修による普遍性・実践性の高さ、効果の得

やすさという特徴を持ち、また、認知症の行動・心理症状を低下させ、ケア従事者のバーンアウト

（燃え尽き）を軽減するなどの報告があるユマニチュードの導入が決定をいたしました。 

 そして、平成 28年度から、病院・介護施設向け研修と家族介護者向け講習を実施し、それぞれ

介護負担感が軽減され、平成 29年度も継続して行われております。 

 今後、認知症の人は増加が見込まれます。また、介護人材も不足が予想される中、「全ての市

民がケアに参加するまち」を目指す福岡市の取り組みは、本区でも必要と強く感じております。 

 そこで、本区として福岡市のように全庁挙げて戦略を立て、保健福祉計画の推進への取り組み

についてどのようにお考えか、伺います。 

 また、介護負担軽減に向けて、本区でも認知症対策としてユマニチュードの導入を進めていくべ

きと考えますが、御所見を伺います。 

 認知症については、早期発見・早期診断が大切です。本区でも今後、認知症初期集中支援チー

ムが早期につくられていくものと聞いております。 

 先日、国立長寿医療研究センターがまとめた軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者を４年間追跡調査

した研究によると、14％が認知症に進んだ一方で、46％は正常に戻ったとあり、軽度認知障害（Ｍ

ＣＩ）と認定されても改善する例も多いことを示す結果が報道されていました。 

 今後、認知症予備軍である軽度認知障害、いわゆるＭＣＩへの具体的な取り組みがなお一層重

要と考えますが、伺います。 

 そして、これからは自立への支援も力を入れていくべきと考えます。厚生労働省では、2018年の

介護報酬改定で、要介護度を軽減した事業者へのインセンティブ制度の導入を考えております。

今後、介護を受ける人が自分のできることが広がることで、生活の質ＱＯＬが向上すると考えます。 

 23区では、品川区、江戸川区で既に実施されております。介護度の軽減の判定基準については、

考慮が必要と思いますが、本区においてもインセンティブ制度の導入を考えていくべきと思います

が、伺います。 

 先日、北砂に開院したリハビリテーション病院に伺いました。その中で、術後のリハビリにより、

在宅での生活に戻れるように力を入れていることを伺い、当院のみならず、いろいろな施設におい

ても介護を受ける方がさらによくなることが大切であると感じております。その中で、老人保健施設

等について、現在主にショートステイを介護者のレスパイトとして実施していると思います。今後、

在宅での生活を向上させるためにも、リハビリテーション機能を活用したリハショートや医療機能を

活用した医療ショートなど、医療型ショートステイも利用を推進してはどうかと考えますが、伺いま

す。 

 大綱２点目は、いじめ・不登校について伺います。 
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 我が子がいじめを苦に自殺したとのニュースを聞くと、子育てをしている１人として、とても心が痛

みます。また、一番身近な存在である親に助けを求めてほしいと強く感じます。 

 9月 1日は、こどもの自殺が１年で一番多く、いろいろな機会を通じて自殺防止を呼びかけており

ます。 

 本年夏、新たな自殺総合対策大綱が決定をされ、こども、若者の自殺対策が、我が党の強い主

張を受け、重点対策に位置づけられました。そして、昨年の改正自殺対策基本法では、ＳＯＳの出

し方教育を学校に努めるように盛り込まれております。 

 昨年、東京都教育委員会が、東京都に勤務する公立学校の全ての校長先生を対象とした自殺

防止連絡会で、児童・生徒のＳＯＳの出し方教育が取り上げられ、また、足立区では、保健師が区

立小中学校を訪れて、「自分を大切にしよう！」をテーマに出前授業を行い、自己肯定感を育んで

おります。 

 本区でも、こどもがいじめ等により命を絶つことがないように、困難やストレスへの対処方法を身

につけるＳＯＳの出し方教育を進めていくべきと考えますが、見解を伺います。 

 また、物事に対する患者自身の否定的な捉え方、いわゆる認知に気づかせ、考え方や行動を修

正することで、抑うつ感や不安感などを緩和させる精神療法である認知行動療法を、教育現場で

も広く活用できるように工夫がされております。 

 この中で、日常生活で起こるさまざまな出来事に対して、しなやかな考え方や困難を乗り越える

力を身につけることを目指して開発された、こころのスキルアップ教育というプログラムもあり、本

区でも活用してはどうかと思いますが、伺います。 

 さらに、相談事業も大切です。本区では、適応相談やこうとうゆーすてっぷなどがあり、全国では

24時間子供ＳＯＳダイヤル（0120－0－78310、なやみいおう）などの電話相談事業も行われており

ます。 

 しかし、最近の十代の若者は、ＬＩＮＥなどのＳＮＳを利用する時間が音声電話の約 20倍に上ると

言われております。そこで、千葉県柏市や滋賀県大津市、長野県がＬＩＮＥなどの事業者と提携を

結んで相談事業を行っております。本区においても、こどもたちが気軽に悩みを相談できるよう、Ｌ

ＩＮＥなどの相談窓口を検討していくべきと考えますが、伺います。 

 それとともに、ＳＯＳを出せないで命を絶つこどももいると言われております。声なき声を拾ってい

くことが重要です。 

 宮崎市では、学校の自殺予防対策を強化するため、教職員を対象とした学習会を開催し、夏休

み明けに生徒が発するＳＯＳに対する感度を高めるように行っております。本区でもより一層の取

り組みの工夫が必要と考えますが、見解を伺います。 

 次に、不登校について伺います。 

 不登校については、いろいろな事情があり、柔軟な対応が求められると思います。本年、教育機

会確保法が成立し、不登校のこどもたちが教育を受ける機会を確保するための施策を、国や自治

体の責務として必要な財政上の措置を講じるように求められています。 

 これまでの不登校対策は、こどもたちの学校復帰が大前提でしたが、今回、学校に行くのが

100％正解ではなく、法律の中でも休んでもよいことが明記されました。その場合、学校以外の居

場所も必要で、本区では今までブリッジスクールなどを取り組んできました。今後も、公立、私立問
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わずの対応とさらなる拡充が必要と考えますが、伺います。 

 また、この法律では、学校以外の場の重要性を認めたことに意義があると言われており、一人一

人の児童・生徒に合った対応が求められています。ブリッジスクールだけではなく、フリースクール

など他の居場所もあり、自治体とフリースクール等の連携も求められております。 

 京都府舞鶴市では、市内のフリースクールに学習指導員を月１回派遣したり、京都市では、フリ

ースクール側に不登校のこどもの家庭訪問や学習相談を委託したりと、行政とフリースクールの

連携も行われております。本区でも、フリースクールとの連携が今後必要と考えますが、見解を伺

います。 

 今後、不登校のこどもたちが安心して学べる環境をつくることは、重要と考えます。児童・生徒の

一人一人はかけがえのない存在であることを信じて、これからも大きく成長してほしいと強く願いま

す。 

 大綱３点目は、防災と観光について伺います。 

 まず、無電柱化について伺います。 

 東京都は無電柱化推進条例を制定し、さらに、都市づくりのグランドデザインの中で、2040年代

を目標時期に設定し、都内の電柱ゼロなどを掲げております。 

 本区では、亀戸香取勝運商店街やオリンピック・パラリンピック競技場周辺などの無電柱化が実

施、推進されております。 

 また、大震災以降、都は緊急輸送道路における無電柱化を積極的に推進しております。無電柱

化の目的は、防災、景観、安全・安心な道づくりを目指しております。 

 地域を見ますと、地元の元八幡通りと仙気稲荷通りは商店街と路線バスが走るエリアで、路側

帯に電柱があり、歩行者の安全も懸念されております。また、電柱が倒れた場合、近くのマンショ

ンなどでは緊急車両の進入が困難であると思われます。今後区道においても、無電柱化をさらに

推進していくべきと考えます。そこで、本区でも推進計画の早期策定に向けて、その準備を進めて

いくべきと考えますが、伺います。 

 そこで、石川県金沢市では無電柱化推進計画を策定し、金沢城を中心とした文化的景観創出ゾ

ーンと、金沢駅などからのまちなか賑わい創出ゾーンを設定し、地域住民とともにワークショップを

重ねながら推進しております。これらは、金沢方式無電柱化として、金沢らしい町並み、低コスト手

法の優先、沿線住民の合意を基本に、既存、新規のさまざまな手法を組み合わせています。歩行

者の安全、地域振興、防災につながる事業として、金沢市の取り組みはとても参考になると思い

ますが、本区での推進への見解を伺います。 

 無電柱化が進むと電柱がなくなりますが、そのかわり道路には配電箱、トランスボックスが幾つ

も配置されます。設置場所には配慮が必要と思いますが、トランスボックスはモスグリーンのよう

なものが多く、とても殺風景に感じます。 

 杉並区では、落書き防止や町の景観向上を図るため、トランスボックスのアートデザイン化をし、

町の魅力をかるた風にしてＰＲをしています。今後の訪日外国人や旅行者などへの区の魅力発信

としてトランスボックスの活用を考えてはどうかと思いますが、伺います。 

 最近、虎ノ門ヒルズなどに太陽光発電パネルで発電した電気をスマートフォンなどで手軽に充電

ができる、ソーラー充電スタンドのシティチャージが設置をされました。シティチャージは、都民や旅
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行者が無料で利用ができ、非常用電源としても活用できるもので、海外ではニューヨーク等で導入

がされております。 

 現在、東京都では、公益財団法人東京都環境公社に委託して、自立型ソーラースタンド普及促

進事業を行っております。６月から受け付けがスタートいたしました。再生可能エネルギーの普及

啓発活動の一つではありますが、非常時にも利用ができ、観光客へのおもてなしとしても有用で

あると考えますが、伺います。 

 以上で質問を終わります。 

 御清聴ありがとうございました。（拍手） 

   （山崎孝明区長登壇） 

 

 

◯区長（山崎孝明） 河野清史議員の御質問にお答えいたします。 

 防災と観光についてです。 

 まず、本区の無電柱化推進についてです。 

 無電柱化の推進につきましては、平成 28年 12月に無電柱化推進法が施行され、各自治体で無

電柱化推進計画を立てることが努力義務とされました。また、東京都においては、無電柱化の施

策を総合的、計画的かつ迅速に推進することを目的に、平成 29年 9月に無電柱化推進条例が施

行されました。 

 本区におきましては、富岡や豊洲、亀戸地区などで無電柱化事業を進め、現在はオリンピック・

パラリンピック会場周辺区道や、都市計画道路補助 115号線、仙台堀川公園側道で無電柱化事

業を進めているところであります。しかしながら、区管理道路の無電柱化率はいまだ 5.7％であり、

まだまだ整備率が低い状況であります。このため、平成30年度には元八幡通りや仙気稲荷通りを

含めた区管理道路を調査し、平成 31年度に無電柱化推進計画を策定する予定でおります。 

 次に、他自治体の無電柱化についてであります。 

 金沢市では、平成 21年 1月に全国第１号の歴史都市に認定されたことを踏まえ、無電柱化推進

実施計画を定め、無電柱化に取り組んでおります。 

 この事業では、民家の軒下に電線をはわせる軒下配線や、電線管理者が所有する管路やマン

ホール等の既存施設を活用する既存ストックの活用など、沿道の土地利用や建物状況、道路の

埋設状況に応じて無電柱化を推進しています。 

 本区において、今後無電柱化を進めていく上で、他自治体の新たな手法や国の新技術にも目を

配り、無電柱化を推進してまいります。 

 次に、トランスボックスの活用についてです。 

 トランスボックスのアートデザイン化につきましては、既に幾つかの自治体で行われています。本

区においても、観光地などでは景観上有効な手段であると考えております。一方で、トランスボック

スは電力事業者の所有物であることから、他自治体の情報収集を行うとともに、電力事業者とも

連携し検討してまいります。 

 次に、自立型ソーラースタンド等についてです。 

 都の自立型ソーラースタンド普及促進事業は、ＬＥＤ照明、携帯電話充電口を備えた太陽電池を
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電源とする独立型スタンドの普及を目指すものです。 

 公園や駅前広場などに設置すれば、観光客へのおもてなしになるとも考えますが、現在販売さ

れているソーラースタンドは、どのメーカーのものでも一度の充電台数が少なく、災害時には多数

の避難者、帰宅困難者等の滞留やトラブルを招くおそれがあり、一時避難場所となる公園等への

防災目的での設置は、現在のところ課題も多いものと認識しております。 

 拠点避難所となる小中学校への設置につきましても、避難者数が多い場合には、公園等の設置

と同様の課題が生じます。また、導入に要する経費も高額となるため、費用対効果等、慎重な検

討が必要であると考えております。 

 なお、その他の御質問につきましては、所管部長から答弁いたさせます。 

   （長尾潔福祉部長登壇） 

 

 

◯福祉部長（長尾潔） 次に、介護の充実についての御質問にお答えします。 

 まず、福岡市の保健福祉の取り組みについてですが、本区においても、長期計画の部門別計画

として高齢者分野や健康部門の計画などが位置づけられ、策定から取り組みに至るまで、各部門

が連携した全庁的体制をとっております。しかし、区が目指している地域包括ケアシステムの構築

や地域共生社会の実現に向けた取り組みは、今まで以上に福祉以外のさまざまな分野が連携、

協力して推進しなければなし得ないものであり、御指摘の先進自治体の取り組みも参考にしなが

ら、効果的・効率的な推進体制を研究してまいります。 

 次に、ユマニチュードの導入についてです。 

 既に外国の医療・介護の現場で実践され、認知症の行動・心理症状の緩和に効果のある認知

症ケアの技法として国内でも注目されており、本区においても、認知症家族介護者教室でテーマ

として取り上げた実績がございます。 

 本区では、ユマニチュード習得を目的とした定期的な研修等の開催実績はありませんが、今後、

先進自治体の取り組みや医療・介護施設での効果検証を注視し、介護専門職や区民のニーズを

踏まえ、ユマニチュードを題材とした講演会などを検討してまいります。 

 次に、軽度認知障害への取り組みについてです。 

 アルツハイマー病などから認知症を発症する前に軽度認知障害の段階があらわれ、その段階

のうちに気づき対処することで発症を防いだり、おくらせたりすることが可能と言われ、区内に 1万

5,000人程度の対象者がいると推計されております。そのため、区ではパンフレット等を活用して、

軽度認知障害のサインを見逃さず、気づくことの重要性を区民へ普及啓発しております。 

 対処方法として、よく食べ、歩き、外出するといった日々の生活の中での取り組みや改善を主に

促しておりますが、現在、昔遊びなどを取り入れた脳活プログラムを試行実施しており、楽しみな

がら取り組む認知症予防策についても検討を進めてまいります。 

 次に、インセンティブ制度についてです。 

 国は現在、介護事業者の状態改善努力により、事業所収入が減少するなどの構造的問題を解

消するため、自立支援に向けた事業者へのインセンティブについて議論を進めております。その

中で、要介護度を改善させた事業所へのインセンティブ措置を導入すべきとの意見が出る一方、
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利用者の意に反した身体的自立支援への懸念や、適切なサービス利用の阻害につながるとの意

見も出ているところです。本区でも、総合事業検証の論点の一つに事業者へのインセンティブを掲

げて議論をしており、国の動向も踏まえ、自立支援を後押しする仕組みについて検討してまいりま

す。 

 次に、医療型ショートステイ等についてであります。 

 介護老人保健施設で提供している短期入所療養介護は、全国的な傾向として、主にレスパイト

や家族介護者の外出を目的として利用されている状況であります。一方で、介護老人保健施設の

長期入所では、区内いずれの施設も医療職が充実している強みを生かして、在宅復帰率の向上

に取り組むとともに、経管栄養などの医療ニーズを有する利用者を多く受け入れております。短期

入所療養介護の運用を含め、今後とも介護老人保健施設が有するリハビリ機能と医学的管理機

能を最大限に発揮したサービスが提供されるよう、区として支援、指導してまいります。 

   （石川直昭教育委員会事務局次長登壇） 

 

 

◯教育委員会事務局次長（石川直昭） 次に、いじめ・不登校についてお答えをいたします。 

 まず、ＳＯＳの出し方教育についてです。 

 本区においては、平成 27 年に中学生がみずから命を絶つという痛ましい事案が起きており、そ

れ以来、児童・生徒の小さなＳＯＳも見逃さないよう、アンケートの実施、スクールカウンセラーによ

る面接の実施等、学校における取り組みの強化を図っております。困難な事態における対処法を

児童・生徒に身につけさせる、いわゆるＳＯＳの出し方教育については、教員等がＳＯＳに気づく感

度を高めることとあわせて、効果的な取り組み方法について検討してまいります。 

 次に、認知行動療法の教育現場への活用についてですが、こころのスキルアップ教育としてまと

められた実践は、小中学校の学級活動におけるよりよい人間関係の形成を目指した活動として、

類似した取り組みを行っている学校もあり、今後は効果的な実践を紹介するなど、学級活動の充

実を中心に進めてまいります。 

 次に、ＳＮＳを活用した相談事業についてです。 

 現在本区では、業者によるネット監視事業に取り組んでおりますが、御指摘のような児童・生徒

が匿名で気軽に相談ができるような環境の構築について検討しているところであります。 

 次に、教職員への取り組みについてです。 

 長期休業日明けに児童・生徒の自殺が多いことから、本区では、年度末や年始、夏季・冬季の

休業日前後には、校園長会、副校園長会や生活指導主任連絡会等を通して、児童・生徒の小さ

な変化への組織的な対応や登校状況の把握等、具体的な対応について指示をするとともに、チェ

ックリストの活用や児童・生徒への言葉かけを例示した通知文を出すなど、取り組みの充実を図っ

ております。今後も、教員一人一人が児童・生徒の小さな変化も見逃さないよう、研修会を実施す

るなど、資質、能力の向上を図ってまいります。 

 次に、ブリッジスクールのさらなる拡充等についてです。 

 今年度よりブリッジスクールの要綱を改正し、在籍校の公私立にかかわらず、江東区に居住して

いる児童・生徒の入級ができるように改善を図りました。現在、不登校については、未然防止策を
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中心に取り組みの充実を図っているところではありますが、不登校者数やブリッジスクールへの入

級希望者が増加傾向にあることから、ブリッジスクールの新設を含めた拡充策について、さらに検

討を進めてまいります。 

 次に、フリースクールとの連携についてです。 

 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律では、不登校

児童・生徒の教育の機会の確保や支援、民間の団体との連携等について規定されております。本

区では、不登校総合対策を作成し、不登校の未然防止、不登校児童・生徒への支援、そして関係

機関の連携を進めております。現在本区においても、フリースクールに通っている児童・生徒がお

り、各学校では家庭、フリースクールとの連携を図りながら支援に努めております。 

 今後は、本法律の趣旨を踏まえ、フリースクールとの連携を視野に入れた不登校総合対策（第２

次）を策定し、本区の不登校児童・生徒への効果的な支援策の充実に努めてまいります。 


