
44 地域保健福祉 分野（20年度） 様式２

16 17 18 19 20目標 26目標

17.2% - 18.6% 19% 20%

25.1% 32.9% 28% 30% 35%

54.4% 72.0% 73% 78%

地域で支えあう保健・福祉・医療

分野目標

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。

高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、住民や関係団体が相互に
連携して地域での支えあい活動へ参加することを促し、生活圏域内での住民同士による支えあい
のネットワークの構築を支援する。

現状と課題
高齢者が要介護状態にならず健康で生き生きした活動ができるよう、高齢者福祉センターや高齢
者会館が健康づくりや介護予防の拠点となることが求められている。

認知症などにより地域で生活するために支援を必要とする高齢者が増加しており、虐待を予防す
るためにも地域包括支援センターと連携して地域で支えあう仕組みづくりが求められている。

成果指標
と目標値

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】

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】
※平成17年度の調査対象は65歳以上のみ。平
成19年度以降は満20歳以上の区民に変更し
た。

生活習慣病の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身につけるとともに、地域全体で健康づくりに取り組む必要がある。

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、こころの健康について正しい知識や
対応方法について普及啓発していくことが必要である。
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798,221

2,584

※平成18年度は、高齢者会館及び高齢者福祉センターの所管が新たに加わり、コスト増の要因になった。

地域支えあいネットワークの構築支援

999,046

3,235

区民が自分の生活習慣を見直し、自分に適
した効果的な方法や手段を選択して、積極
的に健康づくりに取り組むことにつなが
る。

直営の８か所の高齢者会館のうち２館の運営を地域
の保健福祉団体やＮＰＯなどに委託する。
（１５館中７館はすでに委託済み）

高齢者会館の民間委託の推進

1918

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

メタボリックシンドロームの概念や食事バランスガ
イドとともに「中野区健康づくり行動プラン」を普
及啓発し、区民の健康づくりを支援する。

高齢者会館の運営を地域の保健福祉団体等
に委託することによって、区民の創意や活
力が運営に生かされ、より地域に密着した
活動が展開できるようになる。

生活圏域ごとに地域支えあいネットワークの構築を支援する

一人暮らしや認知症の人もいつまでも住み
慣れた地域で安心して生活できるようにな
る。
地域内に虐待の予防や虐待への早期対応の
しくみができている。

生活圏域ごとに地域特性を生かした支えあいネット
ワークの構築を支援する。

地域ケア分野

生活習慣病対策や介護予防対策として「中野区健康づくり行
動プラン」を普及していく

健康・高齢分野

健康づくりの支援

成果指標に対する効果取り組み

区民一人あたりコスト(円) 2,745
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分野のコスト（決算）（千円）
845,497



様式３

支えあい支援 （２０年度）

4401

16 17 18 19 ２０目標 (達成度）

17.2% - 18.6% 19%

33.8% - 27% 29%

16 17 18 19 20目標

事業１

実績 - - -

概要

事業２

実績 - - 1,755

概要

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。

高齢者が要介護状態にならず健康で生き生きとした活動ができるよう、高齢者福祉センターや
高齢者会館が健康づくりや介護予防の拠点となることが求められている。

自立支援医療（精神通院）申請（含変更等）受付件数

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り新規の利用者
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。

地域保健福祉相談

精神保健福祉手帳交付や自立支援医療の申請受付、難病医療費助成申請受付などを通して、本
人や家族の相談に対応するとともに、保健師等専門職や障害担当ワーカー、地域包括支援セン
ター等につなげていくなど支援を図っていく。

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。

成果指標
と目標値

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

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
※平成17年度の調査対象は65歳以上の
み。平成19年度以降は満20歳以上の区
民に変更した。

地域支えあい活動支援

地域支えあい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、当該圏域ごとに関係団体等と協
働し会議開催などを通して、ネットワーク形成を図っていく。

ネットワークと連携している団体数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

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。

16 17 18 19 20目標

事業３

実績 3 3 5 7 9

概要

事業４

実績 105,195 110,110 116,523 122,000

概要

－

16

－

19

高齢者会館運営

610,455

高齢者会館の委託件数

－－

18

高齢者会館の利用者数

（１）10か年計画
　　　領域Ⅲ－2　地域活動を中心に、ともに支えあうまち
　　　　主な取組　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
　　　領域Ⅲ－1　人々が自分の健康や暮らしを守るために努力しているまち
　　　　主な取組　高齢者会館の機能の充実
（２）保健福祉総合推進計画
　　　　主な取組　高齢者会館の機能充実

１５箇所の高齢者会館の運営を地域の民間団体等に委託し、地域性や創意工夫などを生かし
て、より地域に根ざした事業の展開を図っていく。

高齢者会館運営

高齢者会館は高齢者の健康づくりの拠点として、高齢者の健康特性を配慮した健康づくりや生
きがいづくり、介護予防事業を実施していく。

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,977区民一人あたりコスト（円）

区の計画との関係



様式３

健康支援 （２０年度）

4402

16 17 18 19 ２０目標 (達成度）

5.4% 5.2% 4.8% 5.0%

29.4% 25.1% 32.9% 28% 30%

19 23 24 25

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 69 68 60

概要

事業２

実績 63 53 40

概要

実施講習会数

地域で取り組む健康づくり

地域健康学習支援

平成20年度以降は特定保健指導や健康推進分野へ役割の一部が移行する。保健福祉セン
ターは「中野区健康づくり行動プラン」を普及啓発し、地域センターや地域団体等と連携
して健康講座を開催し、自主グループの活動を支援していく。

実施講習会数

＜主な取組み＞

現状と
課題

施策目標

（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。

（２）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を増やし、前期高齢者の
要介護・要支援認定率が低下している。

成果指標
と目標値

（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。

成果指標

保健福祉センターでの社会復帰訓練
からの自立者数

前期高齢者の要介護・要支援認定率

健康診断の結果、生活習慣を見直し
た人の割合

区民の食生活改善のため、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。

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。

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が、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状況がある。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。

高齢者人口が増加し、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。

地域栄養活動支援

16 17 18 19 ２０目標

事業３

実績 53 79 98 80

概要

事業４

実績 4,232 3,766 3,763 4,000

概要

364,152303,570

18

参加者数

19

口腔保健

986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
　　　  主な取り組み　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
　　　  主な取り組み　介護予防事業の推進
　　 領域Ⅲ－３　心の健康支援
　　　  主な取り組み　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

区民の生涯にわたる歯と口腔の健康のため、歯周疾患の予防や口腔機能の維持向上を目的
とした健康講座を実施する。

精神障害者回復者社会生活適応訓練

精神障害者が地域で自立した生活をおくることを目的に、集団での活動を通じて社会生活
の訓練を行う。19年度から、より円滑な自立生活への移行のため複数のコースを設置して
いる。

17

施策のコスト（決算）（千円）

1,182

16

983

304,365

歯科健康学習実施回数



様式３

地域支援 （２０年度）

4403

16 17 18 19 ２０目標 (達成度）

10.9% － 6.6% 15.5%

454件 550件

16 17 18 19 ２０目標

事業１

実績 6,333 6,800

概要

事業２

実績 454 550

概要

地域包括支援センターの存在が身近に感じられてきているが、さらにそのPRをすすめてい
く必要がある。

介護予防プラン作成量が増大しているため、地域連携の取り組みが不十分である。

管理事務

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

高齢者やその家族等に対して、地域包括支援センターが高齢者の総合相談窓口として周知
され、利用されている。

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
供をすすめる。

成果指標
と目標値

成果指標

相談窓口として身近に感じている。
※平成17年度は在宅介護支援センター
についてのもの

介護予防プラン作成件数

介護予防プランの作成件数

中野地域包括支援センター運営

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相談実績

＜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 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
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