
43 地域ケア 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

21% 23% 33%

3,598 3,870 ー ー 5,070 6,170

- - 32.5% ー 34.5% 38.5%

69% 67% 67% ー 80% 90%

- - - - 100 117

成果指標と目
標値

現状と課題

町会・自治会や民生児童委員の活動が各地域で展開されているが、地域のコミュニティの
希薄化という課題がある。

介護保険制度改正にともない高齢者の総合相談窓口として、平成１８年度、新たに地域包
括支援センターを開設したが、周知度は十分ではない。身近な相談窓口として地域の高齢
者が気軽に安心して利用できるようその役割や所在地の周知が必要である。

地域福祉や権利擁護の推進の役割が不明確でネットワーク間の連携も未成熟である。

包括的地域ケア体制の推進

分野目標

障害者や要介護高齢者など支援を必要とする区民が住み慣れた地域で安心して暮らしてい
けるよう、行政・民間、団体・個人など多様な主体の連携による相談や支援の地域支えあ
いのしくみづくりをすすめるとともに地域コミュニティの活性化を目指す。

多様で豊かな民間活動により、公共サービスの多くが提供されるために、サービスの質・
量ともに適正に供給される体制を目指す。

地域包括支援センターによる高齢者相談業務のサービスの質を向上させ介護保険サービス
や他の保健福祉サービスが適正に供給される体制を目指す。

認知症や表面化しにくい高齢者虐待など、自身の権利を守るために支援が必要な人やその
家族などに対して権利擁護のしくみが整備されている。

民間福祉サービス紛争調整相談件数

成年後見制度認知度
　　　　　　【保健福祉の意識調
査】

地域包括支援センターの認知度（名
称、所在地）【保健福祉の意識調
査】

社会福祉協議会ボランティア保険加
入者数（調査報告データ）

見守りや支えあいの活動をしている
人の割合（％）【保健福祉の意識調
査】

成果指標

社会福祉協議会のボランティアセンターに登録されている団体は､保健福祉に関する団体
が多く､現状は固定化・高齢化がめだつが、環境や防災など新たな形態の団体登録も増え､
それらとの有機的な活動への社会福祉協議会の支援のあり方や区との役割分担を検討する
必要がある。

認知症高齢者など判断能力が不十分な人を保護する成年後見制度の利用促進及び周知を図
るための成年後見制度推進機関を設立し､当該制度の更なる利用促進･普及が必要である。



16年度

482,804

1,563区民一人あたりコスト(円)

１９年度に重
点的に行う取
り組み

特に連携する
必要のある事
項と分野

地域包括支援センターの運営支援

認知症高齢者など判断能力が不十分な人を保護す
る成年後見制度の利用促進及び周知を図るための
成年後見制度推進機関の設立準備を行う。

地域支えあいネットワーク体制の構築 地域で個別に展開されがちなコミュニティ
を、有機的な活動の方向へ導く。

保健福祉センターを核とした地域の支えあい
ネットワーク体制の構築を行う。

1,152

17年度

地域保健福祉分野、介護保険分
野

成年後見制度推進機関の設置準備 政策計画分野、障害福祉分野

地域支えあいネットワーク体制の構築 地域保健福祉分野、防災分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

354,850 -

-

-

-

成年後見制度推進機関の設置準備

・地域の高齢者の相談窓口として、より多くの区
民に認知され利用されるよう高齢者にわかりやす
いＰＲ活動や出前説明会など積極的に行う。区
は、介護予防ケアマネジメントや認知症高齢者、
虐待予防などの相談業務が適切に行えるよう支援
する。

地域包括支援センターの運営支援

取り組み

広く区民にその役割や所在が認知され、身
近な地域の高齢者の相談窓口として利用が
促進できる。
介護保険サービスや他の保健福祉サービス
が適正に供給される体制が整備できる。

推進機関窓口が明確になり、制度の周知と
利用の促進が図れる。



様式３

保健福祉活動

4301

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 3,598 3,870 ー 4,430 5,070

長期 58% ー 60% 64%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 3,598 3,870 4,430

事業概要

事業名

実績 101,671 108,364 115,200

事業概要

地域の保健福祉を担い支えあう区民

認知度は「中野区の保健福
祉に関する意識調査」（調
査対象者２０～８０歳代
３,０００人）結果を使用

児童･民生委員の活動がより理解されるため、区報の特集記事掲載やリーフレットの作成、包括支援セ
ンターとの連携を図るなど、地域の他の援助者との連携が図りやすくなっている。

相談機関としての民生
児童委員の認知度

ボランティア保険の加
入者数

民生児童委員による地域活動

民生委員活動件数

施策目標

(1)地域の高齢者実態把握のための調査(2)問題を抱えた人に対する適切な相談・支援･見守
り(3)中野まつりでのＰＲ活動(4)高齢、障害、児童等の福祉に関する研修や施設の見学など
の民生児童委員による活動の支援。(5)各関連機関等との連携･協力。

　

社会福祉協議会が地域福祉活動の強みを生かし、従来の団体の主体的な活動の支援とともに、環境や
防災など新たな形態で活動を始めている団体なども含めた、地域活動の連携を図っている

社会福祉協議会援助

成果指標
と目標値

ボランティアセンター、ファミリーサポートセンター、ほほえみサービスの運営等、社会福祉を目的
とする事業を実施する中野区社会福祉協議会に対する事業運営費や人件費相当の助成。
区と社会福祉協議会と協働をすすめるが、保健福祉サービスにおける共助の範囲を整理し、社会福祉
協議会の特性を強める。また、 地域活動の推進者にボランティア保険の加入を勧奨することで活動の
リスクをなくし、ボランティア活動への積極的な参加を促す。

ボランティア保険加入者数

現状と
課題

＜主な取組み＞

社会福祉協議会のボランティアセンターに登録されている団体は､保健福祉に関する団体が多く､現状
は固定化・高齢化がめだつ。しかし､徐々に環境や防災など新たな形態の団体登録も増え､それらとの
有機的な活動に対する社会福祉協議会の支援のあり方や区との役割分担を検討する。

町会・自治会や民生児童委員の活動が各地域で展開されているが、地域のコミュニティの
希薄化という課題がある。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績

事業概要

事業名

実績

事業概要

19年度18年度16年度 17年度

ー322,045406,386 ー
施策のコスト（千円）

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

(1)10か年計画
領域Ⅲ-1地域活動を中心に、ともに支えあうまち
主な取り組み
地域見守り支援ネットワークの推進、地域団体を中心にした身近な支えあいの推進、地域の保健福祉
活動の推進調整　(2)保健福祉総合推進計画
第2節　共に生きるまちづくり（2　包括的な地域ケアの構築）
主な取組み
高齢者の相談支援窓口の充実(地域包括支援センター設置）、社会福祉協議会との連携強化

－1,0451,315 ー



様式３

権利擁護推進

4302

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 2,160 2,866 3,000 3,300

長期 14 31 180 220

長期 69% 67% 67% 71% 80%

72 100

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 1,737 1,907 2,500

事業概要

事業名

実績 12 8 6

事業概要

＜主な取組み＞

区が行う福祉サービスに関する苦情を第三者機関である福祉サービス苦情調整委員（福祉オン
ブズマン）を通じて処理することにより、区民の権利・利益を擁護することを目的として設置
している。

新たに民間福祉サービスを対象とした紛争調整機関を設立し、多様な担い手による福祉サービ
スの提供が、適切かつ円滑に行われている。

地域福祉権利擁護事業

判断能力が不十分な方の福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理、書類預かり等のサービス
を本人の意思を尊重しながら実施している。

相談件数

成果指標
と目標値

高齢者緊急一時宿泊事業利用日
数

アシストなかの（権利擁護セン
ター）の利用・相談者数

成年後見制度認知度

権利擁護のしくみに守られる区民

民間福祉サービス紛争調整相
談件数

認知症などにより自身の権利を守るための支援が必要な高齢者やその家族などに対して権利擁
護のしくみが整備されている。

福祉サービス苦情調整委員

苦情申立て件数

成年後見制度推進機関を設立し、当該制度の利用促進・普及が図られている。

現状と
課題

福祉サービス利用者に対する援助、地域福祉権利擁護事業、成年後見制度の利用相談･支援を一
括し、総合的に実施する。

認知症高齢者など介護を必要としている高齢者が、介護者の急病や高齢者虐待などのときに高
齢者を一時的に預かって家族の介護負担等を軽減するために実施する。

認知症高齢者など判断能力が不十分な人を保護する成年後見制度の利用促進及び周知を図るた
めの成年後見制度推進機関を設立し、当該制度の更なる利用促進・普及を図る。

施策目標

独力では保健福祉サービスの利用手続きが難しい区民でも、安心してサービスが利用できてい
る。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 2 8 14

事業概要

事業名

実績 14 31 180

事業概要

利用日数

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）１０か年計画
　　　領域Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち
　　　　主な取組み　　高齢者等への虐待防止対策
　　　　　　　　　　　権利擁護の推進
　　　　　　　　　　　高齢者が安定した地域生活を送るための支援
（２）保健福祉総合推進計画
　　　　第３節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　　　２　サービス利用支援の推進と権利擁護
　　　　　　　施策１　保健福祉サービス利用者の権利擁護
　　　　　　　施策２　高齢者、障害者等の虐待防止

高齢者、障害者など判断能力が不十分ない人を保護する成年後見制度において、申立人がいな
い場合の家庭裁判所に区長申立を行うための費用助成を行う。

高齢者緊急一時宿泊事業

家族に対するレスパイトケア（介護負担を軽減するための支援）を充実するため、介護者が急
な入院などで介護できなくなった場合に高齢者が利用したり、介護を要する認知症高齢者など
を一時的に預かって家族の介護負担を軽減するために実施している。

成年後見制度利用支援

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

106

16年度

248

32,80576,550 ー

区長申立件数



様式３

地域ケア

4303

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 - - 32.5% 34.5% 38.5%

長期 - - 18,600 18,800 19,200

長期 - - 21.1% 22.5% 26.5%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - 18,800

事業概要

事業名

実績 - 56 60

事業概要

施策目標
地域包括支援センターによる高齢者相談業務のサービスの質を向上させ介護保険サービス
や他の保健福祉サービスが適正に供給される体制を整備するため、従事者に対する研修会
や事例検討会等、実施方針の作成や人材育成方針を作成する。

障害者や要介護高齢者など支援を必要とする区民が住み慣れた地域で安心して暮らしてい
けるよう、行政・民間、団体・個人など多様な主体の連携による相談や支援の地域支えあ
いのしくみづくりをすすめるとともに地域コミュニティの活性化を目指す。

現状と
課題

地域包括支援センター相談支援事業等について、高齢者が等しく適切なサービスを受ける
ことができるよう、区は責任主体として、８地域包括支援センターの質の向上や人材育成
を進めることが課題である。

地域包括支援センター運営協議会の事務局として、その役割が十分に機能するよう運営の
工夫が必要である。

町会・自治会や民生児童委員を活動が各地域で展開されているが、地域のコミュニティが
希薄であり、見守り支えあいの風土を醸成のためには新たな地域ネットワークの仕組みづ
くりが必要である。

地域包括ケア体制で支えられる区民

地域包括支援センター運営協議会

委員出席数（延べ人数）

成果指標
と目標値

地域包括支援センター相談
件数

地域包括支援センターの認
知度（名称、所在地）40
歳以上区民

見守りや支えあいの活動を
している人の割合（％）
【保健福祉の意識調査】

　地域包括支援センターの適正な運営、公正・中立性の確保、その他、センターの円滑な
運営のため、運営協議会のチェック機能を発揮できるよう運営する。人材の確保や育成方
法等について協議する。

支援を必要とする高齢者、障害者等を地域において見守り・支える区民主体の支えあいの
ネットワークが広がっている。

地域包括支援センター相談件数支援センター運営支援

地域の高齢者の相談窓口として、介護予防ケアマネジメントや認知症高齢者、虐待予防な
どの相談及び支援を行う。高齢者にわかりやすいＰＲ活動や出前説明会など積極的に行
う。

地域包括支援センター相談件数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 204 215

事業概要

事業名

実績

事業概要

ー

見守り協力機関、団体数

地域の支えあいネットワークの推進

－

ー

16年度

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）10ヵ年計画
　　領域Ⅲ－３権利擁護と地域ケアの連携体制の確立
　　　主な取組み　保健福祉の地域での連携体制の確立
（２）保健福祉総合推進計画
　　第3節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　　2　サービス利用支援の推進と権利擁護

　高齢者が身近な地域で安心して生活ができるよう地域住民やボランティア、民間事業者
による声かけや見守りを行う。
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