
43 福祉推進 分野（２２年度） 様式２

18 19 20 21 22目標 31目標

- - 19.9% - 25.0% 30.0%

82.0% 78.4% 74.6% - 78.4% 85.0%

成果指標

成果指標

地域住民相互で見守りや支えあいの活動をして
いる割合【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】

地域福祉を支えあう区民

分野目標

１　地域において区、区民、団体、事業者が協力して要援護者の見守りや支えあい活動が推進さ
れ、地域支えあいのためのネットワークが形成されている。

２　高齢者が多様なサービスの中から自分にあったものを選択し、いきいきと自立して生活して
いる。

３　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総合的な支援体制が構築されている。

４　成年後見や民間福祉サービス紛争調停など、権利擁護のしくみについて区民への周知が進
み、必要としている区民が積極的に制度を利用している。

20.0% 23.9% 23.0% - 25.0% 30.0%

67.4% 67.8% 59.3% - 70.0% 80.0%

- - - - 40.0% 60.0%

現状と課題

１　地域では様々な個人や団体が見守りや支えあいを目的として活動しているが、取り組みの進
度に差があり、今後一層相互の連携・協力を深め、すこやか福祉センター・保健福祉センターを
中心とした地域支えあいネットワーク形成のための支援が必要である。

２　高齢者在宅福祉事業は、地域包括支援センターの高齢者相談による区民の意見や要望をふま
えて改善等を図っていく。高齢者活動推進事業については、自立的に地域社会で生活できるよう
高齢福祉サービスや民間サービスなど社会資源の幅広い活用を促す必要がある。

３　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、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、対応が困難なケースについて地域包括支援センターへの支援体制を充実させる。

４　認知症についての理解や認知症高齢者への支援を進めていくため、認知症サポーターを養成
し、地域での応援者を増やしていく。

５　区民の状況に応じた権利擁護のしくみは段階的に整備されている。犯罪被害者等相談支援は
開始後２年を経過し、区民への周知や問題解決のため関係機関との連携を一層充実させ、具体的
な生活支援を考える必要がある。

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】

成年後見制度認知度【保健福祉に関す
る意識調査】

「認知症」の症状や対応方法について
の理解度

連携の内容

連　携

連携による成果
向上内容と分野

連携により期待される効果 連携による実績

地域支えあいネット
ワーク推進

地域保健福祉分野：地域支えあい
ネットワーク構築に向けたプロジェ
クトが効果的に展開できる。
地域活動分野：町会・自治会への働
きかけがスムーズに行える。

連携による成果

権利擁護推進 支援が必要な者が制度を利用し、地域のな
かで不安なく生活を続けられる。犯罪被害者等相談支援窓口を区民へ周知し、活用の

推進を図る。また、成年後見制度については、中野
区成年後見支援センターを中心に制度の普及・利用
の促進を図る。さらに法人後見、後見監督を実施し
ていく。

重点取り組み

22年度に重点的
に行う取り組み

取り組み 成果指標に対する効果

地域支えあいネットワーク推進
地域での要援護者に対する見守りや支えあいを推進
するために、すこやか福祉センター・保健福祉セン
ター対して必要な支援を実施する。

認知症対策推進 区民が認知症について正しい理解を深める
ことで、身近な問題としても認識し、地域
における認知症を抱える家族への支援にも
つながる。

確実に増える認知症高齢者が地域で安心して生活で
きるための、地域支援の拠点づくりや区民の認知症
への理解を深めるための取組

すこやか福祉センター・保健福祉センター
が推進する地域での活動が円滑に進み、要
援護者が安心して地域に住み続ることがで
きる。

18

分野のコスト（決算）（千円）

19 20 21

区民一人あたりコスト(円) 2,509

782,548



様式３

福祉推進 （２２年度）

4301

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - 19.9% - 25.0%

82.0% 78.4% 74.6% - 78.4%
成果指標
と目標値

成果指標

地域住民相互で見守りや支えあいの活動をし
ている割合【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】

１　地域福祉を担い支えあう区民

施策目標

１　要援護者に対して、地域の活動主体が見守りや支えあいを行い、要援護者が地域で安心
して暮らしている。

２　民生・児童委員の活動がより理解されるよう、様々な手法を用いてを周知を図る。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。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 6 - 12

概要

事業２

実績 113,670 108,939 92,841 - 115,000

概要

１　地域では様々な個人や団体が見守りや支えあいを目的として活動しているが、取り組み
の進度に差があり、今後一層相互の連携・協力を深め、すこやか福祉センター・保健福祉セ
ンターを中心とした地域支えあいネットワーク形成のための支援が必要である。

２　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。

地域懇談会の開催回数

地域支えあい活動における、保健福祉センター単位での協議や情報交換の場として、地域懇
談会を開催している。

民生児童委員による地域活動

民生委員活動件数

(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。

＜主な取組み＞

地域支えあいネットワーク推進

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 229

71,408
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

区の計画との関係

(1)10か年計画（第２次）
　　　領域Ⅲ-2 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、地域団体と連携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
　　　　課題２　＜施策１＞幅広い区民の社会参加促進



様式３

高齢福祉 （２２年度）

4302

18 19 20 21 22目標 （達成度）

- - 70.8% - 73.0%

- - 8 - 7
成果指標
と目標値

成果指標

区の保健福祉施策についての満足度
(保健福祉に関する意識調査）

3分の１のケアマネージャーが不足
と感じている介護サービスの数

２　いきいきと暮らす高齢者

施策目標

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。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 311 361 389 - 420

概要

事業２

実績 14,031 14,684 15,486 - 16,000

概要

設置者数

ひとり暮らし高齢者等の住居に民間通報センターに直結する通報機を設置し、緊急時の通報
を助ける。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。

おむつサービス

現物給付件数

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する。

＜主な取組み＞

緊急通報システム

現状と
課題

１　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。

２ 高齢者在宅福祉事業については、地域包括支援センターの高齢者相談による区民の意見
や要望をふまえて改善等を図っていく。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 240 273 279 - 300

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 913 801 798

281,806 248,117 248,871
施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20

認知症による徘徊行動のある高齢者を介護する者に対し、位置情報専用探索機を貸し出し、
GPSを利用した探索くシステムで徘徊時の位置情報を提供することにより、徘徊高齢者の早
期発見と安全の確保を図り、介護者の負担を軽減する。

21

徘徊高齢者探索システム

延利用者数

区の計画との関係

(1)10か年計画（第２次）
　　　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　　高齢者、障害者が安定した地域生活を送るための支援



様式３

高齢者地域支援 （２２年度）

4303

18 19 20 21 22目標 （達成度）

20.0% 23.9% 23% - 25.0%

248日 388日 257日 - 300日

- - - - 40%

成果指標
と目標値

成果指標

地域包括支援センターの認知度（名
称、所在地）

高齢者緊急一時宿泊事業利用日数

「認知症」の症状や対応方法につい
ての理解度

３　介護保険事業者や民生委員、区民への高齢者虐待の考え方が周知され、地域での早期発
見と適切な支援を行うため、関係機関と連携して充分な対応が図られている。

３　高齢者相談体制支援

施策目標

１　地域包括支援センター職員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。

２　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。

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 27,793 44,107 60,411 - 65,000

概要

事業２

実績 195 - 300

概要

１　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適確な支援を行うための機能維持が課題である。

２ 支援が必要な認知症高齢者や家族に対しての身近な地域での支援や、地域における認知
症に対する理解の促進などを講じるため、認知症の包括的事業に取り組む必要がある。

３　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。また虐待防止について区民に広く周知し、理解を深める必要がある。

地域包括支援センター相談件数（８箇所）

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。

認知症対策推進

認知症対策関連事業への参加者数

認知症高齢者への理解と支援をすすめるため、認知症サポーターを養成し、地域への普及啓
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。

＜主な取組み＞

地域包括支援センター運営委託

現状と
課題

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 248 388 257 - 300

概要

事業４

実績 57 67 - 67

概要

区の計画との関係

区民一人あたりコスト（円） 1,343

418,809

利用日数

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

高齢者虐待通報件数

地域包括支援センターや関係機関から虐待の通報を受け対応する。また相談のうち、高齢者
認知症や虐待等で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６回）

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

高齢者緊急一時宿泊事業

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）
　　領域Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち
　　　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
　　　　　　　　　　　　   　認知症高齢者対策の充実　　　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
　　　　　　課題１　＜施策１＞　在宅生活を支援するための基盤整備



様式３

権利擁護推進 （２２年度）

4304

18 19 20 21 22目標 （達成度）

3,227人 4,287人 4,503人 - 4,600人

67.4% 67.8% 59.3% - 70%

- - 145人 - 500人

- - 36人 - 50人

18 19 20 21 22目標

事業１

実績 3,227 4,287 4,503 - 4,600

概要

事業２

実績 - - 145 - 500

概要

１　中野区成年後見支援センターを平成２０年１０月に立ち上げたが、成年後見制度の普及啓
発、利用促進、相談・支援をより一層推進する必要がある。

２ 犯罪被害者等を支援する専門相談窓口の存在をさらに区民へ周知し、関係部署との一層の
連携をはかる。

アシストなかのの利用者数

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。

権利擁護推進

中野区成年後見支援センターの新規相談者数

判断能力が低下した場合においても地域で安心して生活を継続できるよう成年後見制度に関す
る相談、申立て支援等を実施する。

＜主な取組み＞

権利擁護推進

成果指標
と目標値

成果指標

アシストなかの（権利擁護センター）
の利用者数

成年後見制度認知度

中野区成年後見支援センターの新規相
談者数

犯罪被害者等相談支援窓口の新規相談
者数

現状と
課題

３　成年後見支援センターが活用され、当該制度の利用促進・普及が図られている。

４　犯罪被害者とその家族等が専門相談窓口を利用し、適切な支援を受けている。

５　多様な担い手による福祉サービスに係る問題の解決が、適切かつ円滑に行われている。

４　権利擁護のしくみに守られる区民

施策目標

１　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。

２　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
利擁護のしくみが周知され、活用されている。

18 19 20 21 22目標

事業３

実績 - - 36 - 50

概要

事業４

実績

概要

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）　　　領域Ⅲ－３　安心した暮らしが保障されるまち
　　　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
　　　　　　　　　　　　   　認知症高齢者対策の充実　　　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２章第３節　保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護
　　　　　課題２　＜施策１＞　保健福祉サービス利用者の権利擁護

区民一人あたりコスト（円） - - 139

- - 43,460

犯罪被害者等相談支援窓口の新規相談者数

支援を必要とする者に対して、適切な支援を行うことにより犯罪被害者等の権利利益の保護を
図る。

施策のコスト（決算）（千円）

18 19 20 21

犯罪被害者支援


	43_福祉推進分野
	43-02

