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1 ．認定第 1 号 平成 21年度豊島区一般会計歳入歳出決算の認定について
認定第 2 号 平成 21年度豊島区国民健康保険事業会計歳入歳出決算の認定に
ついて
認定第 3 号 平成 21年度豊島区老人保健医療会計歳入歳出決算の認定につい
て
認定第 4 号 平成 21年度豊島区後期高齢者医療事業会計歳入歳出決算の認定
について
認定第 5 号 平成 21年度豊島区介護保険事業会計歳入歳出決算の認定につい
て
認定第 6 号 平成 21年度豊島区従前居住者対策会計歳入歳出決算の認定につ
いて
6 件一括して、中島決算特別委員長より審査報告を受ける。
1 ．第 52 号議案 南長崎中央公園（仮称）の整備に関する工事委託契約の一部の変更・ 1
について
竹下総務委員長より審査報告を受ける。
1
1 ．第 53 号議案 負担付き贈与について
竹下総務委員長より審査報告を受ける。
1
1 ．第 54 号議案 平成 22 年度豊島区一般会計補正予算（第 2 号）
竹下総務委員長より審査報告を受ける。
1 ．第 55 号議案 平成 22 年度豊島区国民健康保険事業会計補正予算（第 1号） 、・
第 56 号議案 平成 22 年度豊島区老人保健医療会計補正予算（第 1号）
第 57 号議案 平成 22 年度豊島区後期高齢者医療事業会計補正予算（第 1号）
第 58 号議案 平成 22 年度豊島区介護保険事業会計補正予算（第 1号）
4 件一括して、河野区民厚生委員長より審査報告を受ける。
1 ．議員提出議案第 15 号 豊島区認証保育所等保護者補助金の交付に関する条例・・
小林（俊）子ども文教委員長より審査報告を受ける。
1 ．審査を終了した陳情
了承する。
1. 閉会中の継続審査申出
了承する。
1・報告第 7 号 専決処分の報告について 1

1

1
1
1
1

報告第 8 号 専決処分の報告について J
2 件一括して、横田総務部長より説明を受け、質疑を行う。
1 ．第 59 号議案 訴訟上の和解について
2
横田総務部長より説明を受け、質疑を行う。
1 ．たび重なる未臨界核実験に断固抗議するとともに核兵器廃絶への取り組みを求める・ 5
要請書
堀議長より報告を受ける。

1. 「広報としま」の全戸配布の試行について
上野広報課長より説明を受け、質疑を行う。
1. セーフコミュニティ認証に向けた取り組み状況について
書藤セーフコミュニティ担当課長より説明を受け、質疑を行う。
1 ．長崎すくすくルームのダニ被害発生への対応について
関子育て支援課長より説明を受け、質疑を行う。
1‘新庁舎整備について
天貝庁舎建設室長より説明を受け、質疑を行う。
1 ．休憩前までの本会議上程順序
案を了承する。
1‘本会議開会時刻
午後 1 時とする。
1 ．第 59 号議案 訴訟上の和解について
竹下総務委員長より審査報告を受ける。
1 ．再開後の本会議上程順序
案を了承する。
1. 本会議再開時刻
直ちに再開とする。
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20
20
20
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0
〇堀議長 それでは、次にまいります。
セーフコミュニティ認証に向けた取り組み状況について。
替藤セーフコミュニティ担当課長より説明がございます。
〇書藤セーフコミュニティ担当課長 セーフコミュニティにつきましては、 2 月の取組
宣言以降進めてまいりましたが、なかなか断片的な情報になってしまいまして、今回、
これまでの取り組みを体系的に取りまとめてご報告することができるようになりました。
大変その局面が遅れましたことについてはおわびを申し上げたいと思います。申し訳ご
ざいませんでした。
この素案は今後来月、 1!月 16 日に百人委員会であるセーフコミュニティ推進協議
会に諮りまして、この（素案）を取っていこうという考え方でございます。
ページをおめくりいただきまして 1 ページ、目次の次でございます。まず、全体とい
たしまして、今後のスケジュールについてご説明をさせていただきます。 22 年、 23
年と表側にございますけれども、これまで、今、これからをすべてここに書いてござい
ます。今は 22 年 10 月が間もなく終わる時点でございますので、今、申し上げました

11月にセーフコミュニティ認証に向けた基本方針をこういった形で作成をしていくと
いうことが大きな節目でございます。
また、後程申し上げますけれども、 12 月には豊島区のセーフコミュニティが取り組
む 10 本の重点テーマを今回設定いたしました。その 10 本の重点テーマについて、こ
れから I 年間ぐらいかけまして、それぞれのテーマがどのような課題があって、どのよ
うな解決策があるかといったようなことを、対策委員会を設置いたしまして検討すると
いう局面があります。ですから、 23 年に入りますと 3 月に中間レポートの作成、 6 月
には WHO 認証センターから認証員を海外から招鵬いたしまして、豊島区の取り組みを
そこで見ていただこうと思っております。ですから、今の対策委員会を含めまして、豊
島区のセーフコミュニティの取り組みのーつの節目が 23 年では 6 月のこの認証センタ
ーからの認証員の招鵬ということになるわけでございます。具体的な日程は 6 月 10 日
と 11日でございます。
さらに 9 月になりますと、今度は認証の申請書の骨格を認証センターに提出すること
になります。さらにそこで、いろいろご指導を受けた上で、 12 月には認証申請書を提
出するということになりまして、 24 年 1 月には認証センターから、やはり豊島区に認
証員がいらっしゃいまして、現地審査を行うわけでございます。そして、現地審査の結
果、いろいろ指摘事項があると思いますが、そういったものを修正いたしまして、それ
が可となれば 24 年中の認証取得が可能になるわけでございます。
次のページをお願いいたします。セーフコミュニティの認証制度について簡単にご説
明いたします。
2 ページの 1 番、セーフコミュニティとはというところにアンダーラインがございま
す。安全と健康の質を高めていく「決意」と「技術」を持ち、部門を越えた連携・協働
を広げながら、将来にわたって活動を継続できると認められた都市に世界認証が与えら
れます。セーフコミュニティの「認証」は、過去あるいは現在の取り組みを「認める」
というよりも、コミュニティが安全を追求する長期的な取り組みに際して、自分たちの
可能性を試し、それを高めるための「足場」となるものですとございますが、つまりは
豊島区が他の団体と比べて非常に事故が少ないとか、犯罪が少ないとかということだけ
で認証されるわけでないということでございます。逆に、たとえ多かったとしても、そ
れをしっかり受け止めて未来に向けて何とかしていこうと、そういった仕組みづくりを

しっかりしている、そこが評価の対象になるわけでございまして、逆に言えば認証とい
うものはそういった豊島区の未来への成長性を買っていただいて評価いただくと、そし
て認証を受けるという性格のものでございます。
今現在、 26 カ国で 20!の都市が認証を受けております。日本ではこれまでも、ご
案内のとおり、京都府の亀岡と青森の十和田でございますが、 11月には厚木が認証を
取得するという予定を聞いております。東京からは豊島区が初めての挑戦でございます
ので、ぜひ世界のモデルとなるような取り組みを展開していきたいと考えております。
それから、 3 ページの上段のところで認証の手続きとありますけれども、先程申し上
げましたとおり、まずは書類を提出いたします。書類審査に基づいて現地審査を受けま
して、必要な修正を加えた上で認証の可能性を判断することになります。
また、認証後の手続きというところがございますが、認証は I 回で終わりではござい
ませんで、認証を取得できたといたしましても、その後毎年、これは簡単なものと聞い
ておりますけれども、年間の活動レポートを WHO に提出いたします。また、 5 年後に
は再認証の手続きを今回と同等程度の審査を受けるということで再認証の手続きがある
ということでございます。
次は 4 ページ目、 5 ページ目でございます。これは高野区長からWHO のセーフコミ
ュニティ協働センターへの書簡、それから、右側のページがその書簡に対する協働セン
ターの世界の責任者、トップであります、写真がございますけれども、レイフ・スヴァ
ンストローム氏という方でございますけれども、その方からいただいたお返事の手紙で
ございます。ぜひ頑張ってくださいということでいただいたものでございます。
次のページ、 6 ページ目、 7 ページ目をお願いいたします。セーフコミュニティの歴
史ということでまとめてみましたので、後程お目通しいただければと思います。基本的
には健康から出発いたしまして、健康を守るためには疾病だけではなくて、けがや事故
についても取り組む必要があるという流れが書いてございます。
次のページをお願いいたします。 8 ページ目、 9 ページ目でございます。認証に当た
りましては、 6 つの指標というものがございまして、そこに囲みであるものでございま
す。後程ご説明いたしますけれども、非常に簡潔な指標でございます。したがいまして、
詳細なチェック項目がたくさん、 100 も 200 もあるというわけではございませんで、
こういった非常に基本的かつ簡潔な指標に基づきまして、地域自らが課題設定をしてく
ださいという中身でございます。 8 ページ目の一番最後に書いてございますけれども、
白いキャンバスに安全・健康の全体像を描くとございますけれども、まさに豊島区が論
文を書くといいますか、絵を描くといいますか、こういった基本的な指標に基づいて、
自らの問題意識を踏まえてこれからの取り組みを描いてそれを見せてくださいといった
ような審査でございます。
9 ページ目でございますが、中程に絵がございます。セーフコミュニティでは、この
絵の左側に人、モノ、環境、仕組みとございますが、様々な要因によって事故が起こっ
たりするわけでございます。これは航空機事故から鉄道事故、それから高齢者の方が自
宅で転倒してしまうというものも全部事故でございます。その事故に対して、まずは事
故を起こさないようにしましょうというのが 1 つ目でございます。予防対策・バリアと
ございますが、それが 1 つ目。
そして、さらには事故が起こってしまったとしても、その事故によるけがを最小限に
とどめるということもセーフコミュニティが求めているところでございます。例えば子
どもが自転車で転んでしまう、交通事故に遭うということは、いろいろな要因があって、
人、モノ、環境、仕組みが複雑に絡み合って起こるわけでございますけれども、ただ事
故はなかなかゼロにすることはできないと思います。ただ、ヘルメットを着用させるこ
とによりまして、その事故が起こっても、子どもができる限り事故をしないような取り
組みをすると、そういった姿を豊島区としてどのように考えているか描いてくださいと
いうことでございます。
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次の 10 ページ目をお願いいたします。また、これまで申し上げてまいりましたけれ
ども、セーフコミュニティでは、科学的な手法の活用ということと、横断的な協働・連
携ということを非常に重視いたします。行政だけが、また警察だけが活動しているとい
うことでは、セーフコミュニティとしては認定されないということでございますので、
豊島区の地域の皆様と一緒に取り組む姿を、また取り組んでいくことが求められており
ます。
それから、次の 12 ページ目をお願いいたします。ここに、インターナショナル．セ
ーフ・スクールとございます。実はセーフコミュニティとは別の認証制度で、同じ WH

0 がやっておるのですけれども、セーフ・スクールという認証制度がございまして、こ
れをセーフコミュニティと一緒に取り組むことが非常に効果的であるという話をお聞き
いたしました。セーフ・スクールにつきましては、まだスタートが、歴史がまだそんな
に深くはないのですけれども、日本では今年の 3 月に大阪教育大学附属池田小学校、以
前痛ましい事故があった学校でございますが、そこが認証を取得いたしました。また、
11月には先程の厚木市がセーフコミュニティと同時に、このセーフ・スクールの認証を
とるということでございまして、豊島区といたしましても学校の安全、子どもの安全は
セーフコミュニティの最重点課題でございますので、同時にこのセーフ・スクールの認
証取得についても取り組んでいこうと考えたわけでございます。仕組みにつきましては、
ほぼセーフコミュニティと同じでございますけれども、今後、年内にもう少し詳細な取
り組みのスケジュールを検討してまいりたいと考えております。

13 ページは取り組む意義でございます。豊島区が高密都市であればこその非常に重
要なことになってくるのが安全とコミュニティでございます。これから豊島区が成長し
ていく上でも安全とコミュニティがなければ、その上に政策を立てていくということが
できませんので、非常に重要なこと、その 2 つにこたえるのがセーフコミュニティとい
うことでございます。また、豊かな地域力に支えられた安心を高めるということも、安
全とコミュニティの上に初めて安心感というものが本当に実感できるということからも、
豊島区が取り組む都市政策、都市づくりにとって、セーフコミュニティというのは非常
にマッチした政策モデルではないかということで考えているわけでございます。
次の 14 ページ目をお願いいたします0 それ以外にも、世界基準で評価することで改
善につなげると申しますのは、豊島区がこれまで進めてきた様々な安全・安心活動を、
決算委員会で申し上げましたけれども、自らの姿を鏡に映すということで、改めて健康
診断、人間ドックをしてみようということでございます。その結果を改善につなげるこ
とができるのではないでしょうかということでございます。また、まちのイメージアッ
プにとっても非常に、認証を取得するということは大きな効果があると思いますし、医
療・介護等の費用を削減につなげることも長い目で見ればできると思っております。

15 ページ目からは、そういった豊島区のけがによる死亡の状況を統計的に見たもの
でございます。 15 ページのところで、上にございますのが不慮の事故と自殺のグラフ
でございますけれども、横ばいといえば横ばいでございますけれども、少し増えている
のかなといったところが見えているところでございます。左下、不慮の事故による死亡
者を 10 万人当たりで全国、東京都と比べてみますと、全国よりは低いのですけれども、
東京都平均よりは高いような状況ということでございます。自殺につきましては、その
右側でございますが、非常に変動が大きいのですけれども、少し最近増加傾向が見られ
るかなといったところだと思っております。

16 ページをお願いいたします。ただいまの不慮の事故につきまして、その年齢別に
見たものが 16 ページの上段のグラフでございます。高齢者で多くなっております。ま
た、下段では、自殺を年齢別、男女別に見たものでございますが、豊島区の場合、 20
代、 30 代前半の方の自殺が多いというのが気になるところでございます。
17 ページの上段でございますが、豊島区の、これは病気も含めまして各年齢別に死
亡原因の順位を見たものでございます。 5 歳から 9 歳、 10 歳から 14 歳というところ
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では、不慮の事故が死亡原因の第 1 位でございまして、また、 '5 歳から 19 歳、 20
歳から 24 歳、 25 歳から 29 歳のあたりも、 1 位は自殺で、 2 位が不慮の事故という
ことになっております。したがいまして、豊島区にとって、やはり不慮の事故と自殺と
いうものは非常に大きなテーマかなと思っているところでございます。
次の 18 ページ目をお願いいたします。 18 ページ目の下段なのですが、孤独死の推
移とございますが、ここを大変申し訳ございません、 「人口 10 万人当たりの」という
言葉をタイトルから漏れてしまいましてつけ加えていただきたいと思います。 「人口 1
0 万人当たりの孤独死の推移」ということでタイトルでございます。こちらは孤独死と
いうのは定義が非常に難しゆうございますので、実態はなかなかつかむことはできない
わけでございますけれども、東京都監察医務院のご協力によりまして、 65 歳以上の一
人暮らしの高齢者の方で、自宅において不自然死によって、監察医務院が検視を行った
という方の数でございますが、 23 区の平均と比べますと、豊島区はやや、やはり高齢
化が進んでいることもありまして、多い状況になっております。
19 ページ以降はけがのことでございます。ここまでは死亡でございましたけれども、
死亡の背景にはその何百倍ものけががあるわけでございまして、それを調べたものでご
ざいますが、こちらはまた後程ご覧いただければと思っております。
少しページを進めまして、 23 ページまで進めていただきたいと思います。こちらか
らは交通事故の関係でございますが、交通事故につきましては着実に減少しております。
人口 10 万人当たりで見ましても、豊島区は東京都や 23 区平均を下回っております。
次のページをお願いいたします。さらにその事故を自転車にスポットを当てたとして
も、豊島区は少し自転車については過去は多かったのですけれども、最近では非常に改
善いたしまして、ほぼ 23 区、東京都の平均と同じレベルまでになっております。ただ、

24 ページの下段でございますけれども、これは救急車で交通事故によって救急搬送に
至った原因を見たものでございますが、これを見ますと、交通事故である程度けがをし
て救急車を呼んだという方を見ますと、水色の部分、自転車のほうが非常に各年齢層と
も多くなっています。特に子どものところでは 60 ％以上が交通事故の中では自転車が
原因でということの割合が多うございますので、豊島区は交通事故の改善をしてまいり
ましたが、今後はその自転車の事故にスポットを当てた展開をということでございます。

25 ページから犯罪でございますけれども、犯罪につきましても大きく改善してきて
いるわけでございますけれども、 25 ページの下段で人口 10 万人当たりで見るという
ことになりますと、やはり繁華街を抱えているということもありまして、やはり豊島区
は東京都、全国と比べるとまだまだ人口 10 万人当たりで見ると犯罪の防止がさらに必
要だということだと思います。
また、 26 ページ、次のページでございますが、それを町丁目別に見るとどうかとい
うことでございますが、やはり繁華街があるところで非常に突出しておりまして、豊島
区の犯罪をこれからなくしていくためには、住宅地の防犯対策も当然重要ですけれども、
こういった繁華街での防止対策が非常に大事かなと思っております。
28 ページまでお進みいただきたいと思います。先程、 6 つの指標と申し上げました
けれども、その 6 つの指標に基づいて申請書を書いていくわけでございます。指標の 1
番、 2 番、 3 番、 4 番、 5 番、 6 番とありますが、指標の 1 番と 6 番は計画、 2 番と 3
番は活動、 4 番と 5 番は評価といったような図式になるのかなと思っております。
29 ページからが指標の 1 番でございますが、分野を越えた協働を推進する組織が設
置されていますかという設問に対しましては、豊島区はまずセーフコミュニティ推進協
議会という横断的な分野を越えた組織を設置して活動しているということを申し上げた
いと思います。
30 ページ、 31ページでございますが、 30 ページはその推進協議会のメンバーで
ページは、 2 つ目は対策委員会を設置しようということでございまし
ございます。 3'
て、中程に図がございますけれども、先程のセーフコミュニティ推進協議会のもとに、

各重点テーマ、これからまたご説明いたしますけれども、ごとに対策委員会を設ける。
その対策委員会もできる限り部門、横断的な構成とするということで、この問いかけに
答えていきたいと思っております。
次のページをお願いいたします。 32 ページ目では、対策委員会でどのような検討を
していくかということが、スタートから、原因を考える、課題を明確にする、実施中の
対策を整理して紹介する、アピールする、対策を評価する、さらに改善策を検討する、
また、 5 年後の目標を設定して、最後にゴールは宿題として残ることと、こういったこ
とを対策委員会で十分検討いたしまして、WHO に示していきたいと考えておるところ
でございます。
さらに 33 ページ目以降は、さらに豊島区のオリジナルといたしまして、豊島区では
地域区民ひろば、そして地域協議会というものを、今、展開しつつあります。したがい
まして、豊島区のそういったコミュニティづくり、また住民自治の充実といった取り組
みをこの際、セーフコミュニティを手段として活性化するとともに、こういったことが
非常に豊島区の個性なのですよということを示していきたいと思っておりまして、この
区民ひろばと地域協議会の連携を積極的にとっていきたいと考えているところでござい
ます。
そのうち 34 ページでございますが、地域協議会につきましては今現在、北池袋地区
でモデル事業を展開しております。したがいまして、そこにモデル地区をお願いしたと
ころでございまして、協議会の構成も非常に部門を越えた、横断的なものになっており
ます。また、これまでの活動経過でございますけれども、そこにございますとおり、夏
には地理情報システムを使ったまち歩きワークショップ等を開催しまして、これからも
子どもの安全・安心に関するアンケートを実施するなどをいたしまして、 3 月を目標に
安全カルテ、課題の見える化を図っていきたいと考えているところでございます。

35 ページでは、地域区民ひろばについてでございますが、先程も申し上げました 1
0 本の重点テーマ、それぞれに何らかの形で地域区民ひろばをその活動の現場とするこ
とが可能ではないかということでございまして、こういった豊島区のセープコミュニテ
ィと区民の皆さんの接点として、地域区民ひろばの機能を拡充していくことができれば
と考えているわけでございます。
さらに 37 ページをお願いいたします。 37 ページの指標 2 番でございますけれども、
すべての性別、年齢、環境を力バーする長期・継続的な予防活動を実施していますかと
いう設間でございます。これにつきましては、そこに表がございますが、表の左側では
住宅内、交通、学校、職場といった形で考えられる環境や状況が書いてございます、ま
た、表の上のところには子ども、青年、成人、高齢者という形で年齢層が書いてござい
まして、こういったマトリックスに豊島区が今やっているものを当てはめていくと、ど
こが空欄ですかといったようなことがわかってまいります。どこが手厚いかということ
もわかってまいりますので、こういった形で、 WHO に豊島区の全体像をお示ししてい
くということになるわけでございます。
少しページが進みまして、 49 ページまでお願いいたします。子どもや高齢者など、
ハイリスクのグループや環境等に焦点を当てた予防活動を実施していますかということ
でございます。豊島区の高密都市であればこその様々な課題を踏まえまして、今回、 1

0 本の重点テーマを設定いたしました。リスクの分野といたしましては、高齢者・障害
者、子ども、それから死亡原因に特徴があるということで、自殺やがんの早期発見、交
通については自転車利用の安全、さらに都市環境としては繁華街と地震災害の防止とい
うことで考えているわけでございます。その 10 本を今後豊島区の重点テーマと設定い
たしまして、先程の対策委員会を設置し、検討を進めていくわけでございます。
50 ページ以降は、ただいま申し上げました 10 本の重点テーマ、一てンーつが、今、
出発点の段階でいろいろ情報が整理されたものでございますので、また後程お目通しを
いただければと思っておるところでございます。

長くなって恐縮ですが、最後に 70 ページまでお進みいただきたいと思います。指標
の 4 番、 5 番というのがありまして、先程、 2 番、 3 番が活動に対して、 4 番、 5 番は
仕組みということでございます。一つは傷害が発生する頻度・原因を継続的に記録する
仕組みということでございまして、もうーつはそれを評価する仕組みということでござ
います。先程も申し上げましたとおり、死亡については統計があるんですが、けがにつ
いてはなかなか統計がございません。そういったものを豊島区版として様々な既存デー
タやアンケート調査を組み合わせまして、けがについても、その頻度を記録する仕組み
をつくっていこうと考えておるところでございます。
72 ページ、最後のページでございますが、指標 6 番というのが、やはり豊島区もセ
ーフコミュニティの一員となる以上、豊島区の活動を国内外に発信し、また、国内外と
も積極的に交流をして、セーフコミュニティという活動を広めていってくださいよとい
うことでございまして、これにつきましても国内、それから国際的に機会があれば様々
な形で豊島区もそういった役割を果たしていくということをここで述べたいと思ってお
るところでございます。
以上がこの基本方針の中身でございますが、これから、こういった基本方針がやっと
年間の活
できましたので、これから I 年間が本当に正念場でございます。これからの l
動が今後の認証の可否を左右すると思っておりますので、議員の皆様におかれましても
ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
〇堀議長 説明が終わりました。ご質疑があればお願いいたします。
〇日野議員 何点か質間させていただきます。
今さっと見ただけなのでよく理解はできていないところがあるかもしれませんけれど
も、ご説明の中であったというか、基本的なところにあったように、認証の取得自体が
目的ではなくて、それによってどう改善されていくのかというところが目的なわけです
ね、多分。ということだと思うのです。そうすると、目標値をどう置くのかというとこ
ろがきっと課題になってくると思うのです。
それで、 28 ページのところに、恐らくそこについて触れているのは、指標 S のとこ
ろで目標設定、評価というところがあるのですけれども、 70 ページのところでは余り
その辺が詳しく書かれていないのですよね。それで、これからその目標値を多分設定す
るのでしょうけれども、その基本的なほうというのは、例えば 15 ページから 27 ぺー
ジぐらいのところにわたって、現状と課題ということで、ああこういう数値があります
よと述べられましたよね。このすべてについて、悪いところは減っていくのだという目
標値を設定していく、このように理解してよろしいのですね。
〇斉藤セーフコミュニティ担当課長 目標設定につきましては、これから、先程申し上
げました重点テーマを中心に設定していこうと思っております。ですから、全体として
けがや事故の件数がどう推移するかということも大きなテーマでございますけれども、
その下にそのけがや事故に至るいろいろな要因がございます。それを今回 10 本の重点
テーマという形で設定いたしましたので、非常に大きな政策的な目標とそれから施策的
な中間レベルの 10 本のテーマの目標、その両方を設定していくという考え方でござい
ます。
〇日野議員 すみません、今のご説明で、私の理解が足りないのかもしれないのですけ
れども、現状がよくなるというのは、例えば 15 ページのところに、不慮の事故と自殺
による死亡者数の推移とあるではないですか、何かをやってこれの数値が改善しました
よと、だからよくなるのですよね、多分。だから何らかの仮説、こうこうこういう、今、
ご説明あったように、このーつの現象については至るまでのものについてこうこう要因
として幾つかあると、そこをつぶしていくことによって、きっとそこにつながってくる
だろうと、その仮説に向けて取り組んでやった成果がそうだよときっとなると思うので
すよ。だから数値目標というのは立てるのですよね、このような、今、 15 ページ以降
でご説明されたものについて、そこのところだけ聞きたいのですけれども。
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〇書藤セーフコミュニティ担当課長
うのですけれども、 50 ページのところでは先程の重点テーマのーつ、一人暮らし高齢
者の見守りというところがございます。その下に予防活動の対象というところがござい
まして、①番で住宅内における転倒等によるけがの防止というのがございます。この住
宅内における高齢者の転倒によるけがというのは、それがいろいろ大きな全体のけがの
一部を構成するわけでございます。ですから、住宅内における転倒等によるけがの防止
というものについて目標を設定すると、結果として全体がどうなるかということはある
のでブー（ナれども、目標設定については、今、 50 ページでいえば①番、②番、③番、④
番とございますが、そういった具体的なテーマについて数値目標を設定していきたいと
考えております。
ですから、これは行政評価と非常に似通った考え方をすると思いますので、その場合
の数値の設定する物差しは何かというところから始まりまして、物差しを決めた後、そ
の物差しのどこまでという数値も検討したいと思っております。
〇日野議員 まだ私の理解が足りないかもしれない。そうすると、いわゆる結果として
の数値目標というよりも、行動目標というか、そういうことが中心になるということな
のでしょうか。そうではないのですか。その辺がよくわからないのですが、今のご説明
で。
〇書藤セーフコミュニティ担当課長 活動があって成果があると。その成果の目標をで
きる限り設定していきたいということでございます。
〇日野議員 わかりました。だから、それが多分数値なのだろうなという理解で、否定
はされなかったので、きっといいのだろうなと思います。
それと、あと具体的なところなのですけれども、 14 ページのところ、 5 番として医
療・介護等の費用削減につなげるとありますよね。もちろんこれが非常に重要なところ
だから、取り組む意義として上げるということは非常に重要なのですが、そうすると、
これはだから費用ということが具体的に削減なのだから、これもだから具体的な数値み
たいなものというのを出していくのですよね、きっと。
〇書藤セーフコミュニティ担当課長 この算出ですけれども、もし算出するとすれば一
定の仮説を立てて、例えば自殺によっての経済的損出がどのぐらいかといったようなこ
とがある程度数字を置くことで、また介護が必要になってしまうということで、どうい
う形で介護費用、医療費が増えてくるかということは、一件一件積み上げないとできま
せんので、ある一定程度仮説を置くことで可能かもしれませんが、今の段階ではその数
字をつなげてはおりません。
〇日野議員 であるならば、今後のことについてということで要望などということにな
るかもしれませんけれども、私の知っている、ある市なんかでは、何年間の取り組みを
すると。恐らく数値的な差が出てくるだろうという仮説を最初から持っていましたから、
介入群と非介入群というのを分けておいて、そこでずっと何年間かの項で比べて、それ
で、ああ効果がありましたということをやっているわけですよ。
だから、そういうものを当初に持たないと、意義としてこうですよと言われても果た
してやったことによるものなのかどうかということ自体もわからないし、やっているこ
とが意義ないと言っているのではないのですけれども、最初の考え方が大事なのではな
いかなと思うので、その辺はぜひ取り組んでいただきたいなと思うのです、せっかくや
るのでありますから。
〇替藤セーフコミュニティ担当課長 数字でできるかどうか、少しよく検討してみたい
と思います。
〇堀議長 ほかにこの件についてご質間はございませんか。
「なし」
◇

