
44 分野 様式２

16 17 18 19 21目標 26目標

17.2% - - 18% 19%

25.1% 32.9% - 27.5% 30%

54.4% - 56% 60%

地域保健福祉

近所づきあいの中で、相談や助け合
いなど親しい付き合いをしている人
がいる割合【保健福祉総合推進計
画】

成果指標

障害を抱えながら地域で生活する高齢者が増加し、地域包括支援センターと連携して認知
症の人や虐待予防のため地域でささえあう仕組みづくりが求められている。

うつ病などの心の病を相談すること
に抵抗を感じない人の割合

健康診断の結果、生活習慣を見直し
た人の割合【10か年計画】【保健
福祉総合推進計画】

地域で支えあう保健・福祉・医療

分野目標

高齢者や障害者が住みなれた地域で安心して暮らしていけるために、多くの人が、地域で
の支えあい活動に取り組むことを目指す。

区民が自分の健康は自分で守るという意識をもち、積極的に健康づくりに取り組み「健康
な65歳」「活動的な85歳」を目指す。

心の健康について区民が正しい知識をもつことで必要な時には相談や医療が早期に受けら
れ、また精神障害者や難病患者等が地域で自立した生活をすることを目指す。

成果指標と目
標値

現状と課題

生活習慣病に罹患する人が増加しているため、メタボリックシンドロームの概念を普及
し、区民それぞれが適切な生活習慣をもち地域全体で健康づくりに取り組むことが求めら
れている。

高齢者人口が増加しているため、高齢者福祉センターや高齢者会館において、高齢者の健
康特性に配慮した健康づくりや介護予防の取り組みを支援することが必要である。

うつ病などメンタルヘルスに問題をかかえる区民が増加しているが、こころの健康につい
ての正しい知識が普及せず、専門家の相談につながりにくい。



16年度

798,221

2,584

精神障害回復者社会生活適応訓練の拡充

生活圏域ごとに開催する

地域ケア会議の開催

取り組み

地域の自主的な活動を支援し、支えあいの
仕組み・連携作りの一助とする。

保健福祉センターでの社会復帰訓練からの
自立者数が増加する。

-

-

-

-

地域ケア分野

生活習慣病・介護予防のための健康づくり 健康・高齢分野

精神障害者の支援 障害福祉分野

目標に対する効果

19年度18年度

分野のコスト（千円）

845,497

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

地域ケア会議の開催

精神障害者の社会復帰を円滑にすすめるため
に、現在行っている週半日のコースに加え、
週２日コースを新規に開設する。

高齢者会館の民営化 高齢者会館の運営を民間団体が行うことに
よって、より地域に密着した活動に創意工
夫が生かされる。直営の１０箇所の高齢者会館のうち２館を地

域の保健福祉団体やＮＰＯなどに運営を委託
する。

2,745

17年度



様式３

支えあい支援

4401

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 17,2% - - 17,5% 18,0%

長期 33,8% - - 35,0% 37,0%

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - - - 48

事業概要

事業名

実績 3 3 5 7

事業概要

＜主な取組み＞

施策目標

１５箇所の高齢者会館の運営を地域の民間の団体に委託して、地域の拠点としての機能を充
実し高齢者の活動を支援していく。

介護や手助け・支援が必要な高齢者等とその家族を見守り、支える地域の取り組みが 始
まっている。

地域ケアネットワーク運営支援

区内を保健福祉センターを中心とした４生活圏域として捉え、生活圏域ごとに地域ケア会議
の開催などを通して、ネットワークを形成していく

地域ケア会議の開催数

成果指標
と目標値

高齢者が、趣味や施設
などを利用して、地域
活動へ参加する人の割
合

近所づきあいの中で、
相談や助け合いなど親
しい付き合いをしてい
る人がいる割合

地域支えあい活動支援

高齢者会館は、高齢者の健康づくりや介護予防事業の拠点として広く地域に利用されるとと
もに、地域の保健福祉団体やＮＰＯなどにより、創意工夫を生かした運営がなされている

高齢者会館運営

高齢者会館の委託件数

現状と
課題

地域の資源の把握や人材の発掘・支援、活動をしている人や団体との協力・連携の仕組みづ
くりなどに、取り組む必要がある。

高齢者会館などの利用者は毎年微増しているが、利用者が固定化する傾向にあるので、新規
の利用者を開拓する必要がある。特に今後増えてくる団塊の世代をどう取り込むかが重要な
課題である。



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 105,195 110,110 - 125,000

事業概要

事業名

実績

事業概要

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）新しい中野をつくる１０か年計画
　　領域Ⅲ－１人々が自分の健康やくらしを守るために努力しているまち
　　　主な取り組み　高齢者会館の機能充実
　　領域Ⅲ－３安心した暮らしが保障されるまち
　　　主な取り組み　保健福祉の地域での連携体制の確立

高齢者の健康づくりや地域の自主的な活動を支援する拠点としての場

高齢者会館運営

ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

－

ー

1,563

16年度

1,601

481,345494,651 ー

高齢者会館の利用者数



様式３

健康支援

4402

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 5.5% 5.2% - 5.0% 4.9%

長期 25.1% 32.9% 26.0% 27.5%

長期 58.6% - 59.5% 60%

長期 19 23 - 24 25

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 ー 69 - 60

事業概要

事業名

実績 - 63 - 44

事業概要

現状と
課題

生活習慣病に罹患する人が増加しているため、メタボリックシンドロームの概念を普及
し、区民それぞれが適切な健康習慣をもち地域全体で健康づくりに取り組むことが求めら
れている。
高齢者人口が増加しているため、高齢者の健康特性に配慮した健康づくりや介護予防の取
組みを支援することが必要である。

うつ病などメンタルヘルスに問題を抱える区民が増加している一方で、心の健康について
の正しい知識が普及せず、専門家の相談につながりにくい背景がある。また、精神障害者
の地域生活を支える体制づくりが求められている。

地域で取り組む健康づくり

保健福祉センターでの
社会復帰訓練からの自
立者数

（2）地域の健康づくり活動を支援することにより、心身の健康や機能の維持に努め要介護
状態にならない区民が増え、前期高齢者の要介護・要支援認定率が低下している。

地域栄養活動支援

実施講習会数

成果指標
と目標値

健康診断の結果、生活
習慣の見直しをした人
の割合

前期高齢者の要介護・
要支援認定率

食生活に気をつけてい
る人の割合

施策目標

地域における食生活改善のため、区民や地域で活動しているグループを対象に講習会を実
施し、栄養情報や調理技術を普及啓発する。また、地域での自主的な地域栄養活動を支援
して、食のネットワークを構築する。

（1）健康診断を受診して生活習慣を見直し、積極的に健康づくりに取り組む区民の割合が
増加している。

（3）精神障害者が適切な相談や支援を受け、地域で生活できる体制が構築されている。

地域健康学習支援

地域における健康づくりの普及啓発のために、地域センターや地域団体等と連携し健康学
習会や自主グループ活動の支援を実施する。

実施講習会数

＜主な取組み＞



16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 4,232 3,766 - 4,300

事業概要

事業名

実績

事業概要

364,152303,570 ー

参加者数

－

ー

1,182

16年度

983 ー

17年度

施策のコスト（千円）

19年度18年度

精神障害回復者社会生活適応訓練

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　健康づくりを支える環境の整備
　　　　主な取組み　地域で連携してすすめる健康づくりの支援
　　　領域Ⅲ－１　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　　　主な取組み　介護予防事業の推進
　　　領域Ⅲ－３　心の健康支援
　　　　主な取組み　心の健康支援
（２）保健福祉総合推進計画
　　　生活習慣病予防と健康増進
　　　こころの健康支援
　　　高齢期の健康特性に応じた健康づくりの推進

精神障害者が、地域で自立した生活をするための第一歩として、集団での活動を通じて社
会生活のための訓練を行う。



様式３

地域支援  
4403

16 17 18 19 1９目標 （達成度） 21目標

長期 14% - - 15% 16%

長期 - - 624 1000

16 17 18 19目標 19実績

事業名

実績 - 9,000

事業概要

事業名

実績 - 624

事業概要

施策目標

要支援１・２の方と特定高齢者に対して介護予防プランを作成

高齢者や家族等に対して地域包括支援センターが高齢者の相談窓口であるということが十
分周知されている。

管理事務

地域の高齢者に対する総合相談

地域包括支援センターの高齢者総合相談件数

現状と
課題

成果指標
と目標値 予防プラン作成件数

保健・福祉の相談窓口
が身近にあると感じて
いる区民の割合（％）

管理事務

＜主な取組み＞

介護予防プランの作成件数

地域包括支援センターの役割の周知がまだ不十分である。

地域のネットワークづくりに関して、配置職員数が少なく、十分にその業務がこなせてい
ない。

中野地域包括支援センター運営

要支援１・２及び特定高齢者に対して、介護予防プランを作成し、介護予防サービスの提
供を積極的にすすめている。



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

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

（１）新しい中野をつくる１０か年計画
　　領域Ⅲ－３安心した暮らしが保障されるまち

ー

17年度

施策のコスト（千円）

－

19年度18年度16年度

ーー
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