
43 福祉推進 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

- 17.2% - 18.6% 19.0% 20.0%

- 82.0% 78.4% 80.0% 85.0%

86.3% ー ー ー 55.0% 50.0%

20.0% 23.9% 25.0% 38.5%

69.4% 67.0% 67.4% 67.8% 70% 80%

成果指標
と目標値

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】

成果指標

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、保健福祉に関する意識調査】

認知症高齢者や家族を地域で支える仕組みが不十分であり、認知症の普及啓発や地域の社会資源
を結ぶ拠点づくり、認知症対策の包括的な施策構築が必要である。

介護保険制度の改正に合わせて18年度より在宅福祉サービスを介護保険サービスを補完するサービスとし
て位置づけ見直しを図った。介護度に応じたサービスの提供という事業のしくみについて利用者の理解を
引き続き求めていく。また食事サービスを始めとして各サービスの目的や役割等を再確認するとともに、
地域支援事業の再編等も検討していく必要がある。

民生児童委員の認知度【保健福祉に関する
意識調査】

ケアマネジメントを行う上で、サービスが不足
していると感じるケアマネージャーの割合

成年後見制度認知度【保健福祉に関す
る意識調査】

現状と課題

区民の状況に応じた権利擁護のために、各種の支援システムの整備や活用が必要であるが、区全
体としての取り組みや、各分野相互の連携が不足している。

地域の保健福祉のネットワークづくりに関しては、既存の「元気でねっと」が協力者の不足や、関係団体
との活動領域や連携の調整不足などから進捗しておらず、新たな連携の仕組みを考えていかなくてはなら
ない。今後の「すこやか福祉センター」の設置を踏まえて、地域の団体の掘りおこしや仕組みづくりを明
確にする必要がある。

地域福祉を担い支えあう区民

分野目標

支援を必要とする区民が地域で安心して暮らすことができるように、民生児童委員が地域の福祉
活動を活発にすすめ、各種団体と連携しあう地域コミュニティが形成されている。

地域支えあい活動の支援のために、生活圏域単位ごとのネットワークの構築を支援する。

支援が必要な人やその家族などの権利を守るために、権利擁護のしくみの整備を目指す。

高齢者が地域でいきいきと生活し、要介護状態になっても自立して生活ができるよう、多様な
サービスの中から自分にあったものを選択できている。

地域における認知症に対する理解が促進されるとともに、地域包括支援センターによる高齢者相
談が充実し、虐待や認知症など困難ケースについての包括的支援体制が構築されている。

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、区として、地域包括支援センターのより一層の認知度の向上や人材育成を進めると
ともに、単独で対応が困難なケースについての支援体制の仕組みをつくる。
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区民一人あたりコスト(円)

17

分野のコスト（決算）（千円）

成果指標に対する効果

18

重点取り組み

20年度に重点的
に行う取り組み

連　携

連携による成果
向上内容と分野

地域の介護サービス事業者に認知症地域コーディ
ネーターを配置し、認知症の普及啓発や、区民、地
域活動団体、商店街などとの連携、ネットワークづ
くりを進める。

取り組み

戸籍住民、保険医療、生活援護、
子育て支援、学校教育、住宅など

認知症支援拠点づくりモデル事業 認知症に対する理解が促進し、認知症の相
談体制の充実や、認知症をめぐるネット
ワークづくりが推進される。

19

認知症高齢者への包括的支援体制
保健福祉センター､介護保険､地域
包括支援センター、防災分野など

(仮)成年後見推進センターを設置することにより、判断
能力が不十分な人への支援が促進される。

障害福祉、保健福祉センター、地域包
括支援センター、社会福祉協議会など

犯罪被害者に対する支援は、その対象によって区の各分
野に関連してくるため、全庁的な取組みが必要

(仮)成年後見推進センターの設置

権利擁護の取り組みの一つとして、新たに犯罪被害
者に対する支援窓口を設置する。

(仮)犯罪被害者対策支援 支援を必要とする区民が、速やかにかつ適
切な援助を受けることができる。

区民とともに、事業所の職員の認知度を上
げることで、区民一人ひとりへの周知度が
増し、成年後見制度の利用促進が図られ
る。

より多くの区民や事業者に成年後見制度が認知され
るよう、積極的で分かりやすいPR活動や、制度活
用のための個別支援などを行う。



様式３

保健福祉活動 （２０年度）

4301

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- 17.2% - 18.6% 19.0%

- 82.0% 78.4% 80.0%

45.48% 46.28% 46.34% 47.00%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 204 203 205

概要

事業２

実績 101,671 108,364 113,670 118,000

概要

保健福祉部門や防災部門が持っている要援護者情報を、地域において共有するうえで、プ
ライバシー保護や提供する情報の範囲、提供先などについて制度的な仕組みができていな
い。

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にもかかわらず、地域の支
え合いの仕組みが十分にできていない。

民生児童委員は、｢言葉は聞いたことがある」人を含めると、約80％の区民に知られている一方、身
近に感じる人の割合は、5％にも満たない。当面の具体的な相談がない限り、身近な存在になってい
ないと考えられる。地域での単独の活動に留まらず、地域コミュニティの中核となり得る存在として
の活動を進める必要がある。

民生児童委員による地域活動

(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。

地域支えあい活動の支援のために、生活圏域単位ごとのネットワークの構築を支援する。

民生・児童委員の活動がより理解されるように、区報への特集記事掲載やリーフレットの作成を行う。また、地
域包括支援センターや公的機関との連携が強化され、地域の他の担い手との協働もできている。

成果指標
と目標値

成果指標

緊急連絡カード作成率（対70歳以上
ひとり暮らし確認調査数）

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、保健福祉に
関する意識調査】

民生児童委員の認知度【保健福祉に
関する意識調査】

民生委員活動件数

地域の保健福祉を担い支えあう区民

地域支えあいネットワーク推進

　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事業であるが、既存の「元気でねっと」は個人協力員の不足
などにより、事業として進捗していない。今後の「すこやか福祉センター」の設置を踏ま
えて、新たなしくみの中で地域の見守りができるよう検討しているところである。

見守り協力機関、団体数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

 

16

 

(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）

17

施策のコスト（決算）（千円）

区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

  

18 19



様式３

高齢者支援 （２０年度）

4302

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

54.0% 56.0%

86.3% ー ー ー 55.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 719 3,380 3,100

概要

事業２

実績 243 268 296 496

概要

介護予防の視点からいきいき入浴・はつらつ事業を展開しているが、はつらつ事業への参加
者が伸びていない。参加者を増やす工夫が必要である。

食事サービスを始めとして各サービスの目的や役割等を再確認するとともに、高齢者相談の
状況もふまえて地域支援事業の再編等を検討していく必要がある。

介護保険制度の改正に合わせて18年度より在宅福祉サービスを介護保険サービスを補完する
サービスとして位置づけ見直しを図った。介護度に応じたサービスの提供という事業のしく
みについて利用者の理解を引き続き求めていく。

見守り・緊急通報システム

ひとり暮らし高齢者等にセンサーを設置し、見守りを行う。また、発作性の慢性疾患のある
高齢者には、ペンダントによる即時通報システムも設置する。

(1)高齢者が元気で自立した生活を続けるため、心身の健康や機能の維持・向上に努めてい
る。

(2)高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けるために、状況にあった在宅福祉サービスを利用
している。

成果指標
と目標値

成果指標

はつらつ事業定員充足率

ケアマネジメントを行う上で、サー
ビスが不足していると感じるケアマ
ネージャーの割合

設置者数

いきいきと暮らす高齢者

いきいき入浴・はつらつ事業

いきいき入浴の定期開放にあわせて、脱衣場等で介護予防を目的とした軽体操などを実施す
る。

はつらつ事業延べ参加者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 463 360

概要

事業４

実績 12,175 13,295 14,031 16,900

概要

1,607

16

1,781

組織改正

281,806

月平均利用者数

(１)１０か年計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(３)第３期介護保険事業計画
　領域Ⅲ－１　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　主な取組み　高齢者健康づくり事業の推進
　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　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
　　高齢期の健康特性に応じた健康づくりの推進
　　地域生活の継続・移行支援

自力調理が困難なひとり暮らし高齢者等に週1～3回食事を提供するとともに、安否確認を行
う。

おむつサービス

65歳以上で要介護1以上の認定をうけた、常時失禁の高齢者等に紙おむつを支給し、入院中
の高齢者等には月6000円を限度におむつ代を助成する。

17

施策のコスト（決算）（千円）

913区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係

494,820550,071

18

現物給付件数

19

訪問食事サービス



様式３

高齢者支援

4303

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

- - 20.0% 23.9% 25.0%

- - - - 20%

14日 31日 248日 270日

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 - - 27,793 35,000

概要

事業２

実績 - - ー 600

概要

地域包括支援センター相談支援事業等について、区は責任主体として、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８地域包括支援センターの質の向上や人材育成、相談
支援にかかる情報提供や困難ケースへの支援を適確に行うことが課題である。

高齢者虐待防止法の制定により、２００６年４月から区は、高齢者虐待防止や介護家族等へ
の支援について新たな役割を担うことになった。区は、地域包括支援センターや関係機関と
連携し、高齢者虐待防止に取り組む体制を構築し、個々の事例への専門性や対応力の向上が
求められている。

認知症対策の企画調整を行う部門が明確でないためそれぞれの所管で取り組みが実施され連
携が不十分である。認知症対策の総合調整を図り、支援が必要な高齢者や家族に対し、身近
な地域での対策を講じる必要がある。

認知症支援拠点づくり

認知症支援拠点づくりモデル事業を行う事業者に事業費の一部を助成し、認知症高齢者への
普及啓発活動を行うとともに、認知症高齢者の生活を支援するネットワークづくりを進め
る。

地域包括支援センター従事者に対する研修会や事例検討会の充実、また困難ケース対応への
支援等により、高齢者相談サービスの質が向上し、区民に介護保険サービスや他の保健福祉
サービス等が的確に供給される体制が整備されている。

虐待の早期発見と適切な支援を行うため、発見のためのネットワークの構築や発見後の関係
機関と連携して対応ができる仕組みが整備される。

区における認知症総合対策を推進し、区民の認知症高齢者への理解を深めるとともに家族へ
の支援施策の充実を図る。

成果指標
と目標値

成果指標

高齢者緊急一時宿泊事業利用日数

地域包括支援センターの認知度（名
称、所在地）

認知症の認知度（病名が痴呆症から
変わったこと）

認知症対策関連事業への参加者数

　高齢者相談体制支援

地域包括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（８箇所）

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 14 31 248 270

概要

事業４

実績 ー ー ー

概要

16年度

286,751

利用日数

（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（Ｐ10４）
　　　権利擁護と地域ケアの連携体制の確立
　　　　　　　主な取組み　①保健福祉の地域での連携体制の確立主な取組み
　　　　　　　　　　　　   ②認知症高齢者対策の充実 ③高齢者等への虐待防止対策
　　　　　　　　　　　      ④権利擁護の推進　⑤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（Ｐ８０）
　　　　　　２　サービス利用支援の

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。

認知症・虐待防止等相談支援（平成１９年から実施）

地域包括支援センターや区の窓口で受けた相談のうち、高齢者認知症や虐待等により処遇困
難な事例について医師や弁護士等に相談し、専門的な見地からアドバイスを受ける。（年１
２回）

ー

17年度

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

178,925

18年度

ー

困難ケース専門相談件数

19年度

高齢者緊急一時宿泊事業



様式３

権利擁護推進

4304

16 17 18 19 ２０目標 （達成度）

2,160 2,866 3,227 3,500

69.4% 67.0% 67.4% 67.8% 70.0%

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 2,160 2,866 3,227 3,500

概要

事業２

実績 - - - - 80

概要

犯罪被害者支援事業利用者

(2)権利擁護のしくみに守られる区民

権利擁護推進

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する。

アシストなかの利用・相談者数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

ひとりで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。

犯罪被害者とその家族等が速やかに専門窓口を利用し、適切な支援を受けている。

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。

成果指標
と目標値

成年後見制度推進機関が設立され、当該制度の利用促進・普及が図られている。

民間福祉サービスを対象とした紛争調整機関により、多様な担い手による福祉サービスに
対する紛争の解決が、適切かつ円滑に行われている。

成果指標

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

支援を必要とする区民に対して、速やかにかつ適切な援助を行う。

社会福祉協議会の地域福祉権利擁護事業と区が実施する成年後見制度の普及啓発、利用相
談･支援を総合的に実施する。

区で取組まれていない、犯罪被害者に対する支援について専門相談窓口の開設と関係機関
の連携整備及び区民への周知を図る。

区の福祉サービスに関する苦情調整や法外の民間福祉サービスのトラブルに関し、第三者
機関の存在を周知し、サービスの質の向上を図る。

犯罪被害者対策

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

18年度

ー

19年度

74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　　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

ー

17年度

施策のコスト（千円）

16年度

22,782


