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20 21 22 23 23目標 31目標

63.2% 65.5% － － 72.0% 80.0%

14.6% 15.2% － － 19.0% 20.0%

男15.7年
女17.4年

男15.7年
女17.3年

－ －
男16.0年
女18.0年

男17.0年
女20.0年

　区民活動センターの開設・運営 　区民活動センターが地域自治や地域活動の拠点として地
域課題の解決に向けた取り組みを展開することで、安心し
て住み続けることができる地域が実現でできる。その活動
拠点である区民活動センターは、多くの活動者に利用さ
れ、これらの地域住民の声によりより、より満足度の高い
施設運営が可能となる。

　区民との意見交換や広報活動も行いながら、15か所の
区民活動センターを開設する。運営委員会の運営や、地
域活動支援事業・集会室の提供事業が円滑に行われるよ
う、区は、連絡・調整を十分に行っていく。

　地域支えあいネットワーク活動推進 　すこやか福祉センターを中心に区民活動センターや高齢
者施設が連携し、地域の団体や区民とともに考え、実践し
ていくことで、見守り活動を中心とした支えあいネット
ワークのしくみの構築を推進することができる。

　地域の支えあい活動を推進するための担当職員を配置
し、支援が必要な人の実態を把握するため、訪問調査な
どを実施する。また、２４時間３６５日緊急連絡態勢の
整備を図る。
　地域において見守りなどの支えあい活動を行う町会、
自治会等への相談支援を充実し、区や地域、関係機関に
よる情報共有のための地域懇談会を開催する。

現状と課題

　区民活動センターが、地域自治・地域活動の拠点として機能するためには、区民への一層の周知、運営委員会に
よる運営やそこでの事業が円滑に進むことが課題である。また、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。さらに、地域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・連携のしくみづくりなどにも、取り組んでいく必要がある。

　40歳から74歳の国保被保険者を対象とする特定健診では、メタボリックシンドロームの該当者・予備群は、20年
度24.3％、21年度23.3％と、およそ4人に1人の割合である。区民それぞれが生活習慣を見直し、地域全体で健康づ
くりに取り組むための支援を充実する必要がある。

23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

分野の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

　区民活動センター（地域センター）施設（集会室）
利用者の満足度

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

　６５歳の健康寿命

地域支援分野（23年度）

展開する価値の高い地域活動

分野目標

　区民活動センターでは、区民による運営が定着し、さまざまな地域の団体の協力や連携がすすみ、地域の課題へ
の取り組みが積極的に展開されている。すこやか福祉センターは、保健・福祉・子育ての地域の拠点として区民に
周知が図れ、活用されるとともに、地域の支えあいの自治活動や地域活動を推進する拠点ともなっている。

　区による地域における支えあい活動に関する情報が的確に把握され、区や地域、関係機関の連携により支援を必
要とする人に対する日常的な見守りや支援が行われている。また、支援を必要とする高齢者などが、必要なサービ
スが適切に提供されることにより、地域で安心して暮らすことの出来る地域社会が実現している。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

48.0% 49.3% － － 52.0% －

21年度 22年度 23年度

事業１ （仮称）区民活動センターの開設・運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 区民活動センターとの一体的な運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

実績：

【概要】

　区民活動センターに配置される職員の役割を明確にし、運営委員会と
の円滑な運営を目指す。

実績：

区の計画との関係

【新しい中野を作る１０ヵ年計画(第２次)】
　第３章　１０年後の中野の姿とめざす方向
　　領域Ⅱ　自立してともに成長成長する人づくり
　　領域Ⅲ　支えあい安心して暮らせるまち
　　領域Ⅳ　区民が発想し、区民が選択する新しい自治
【保健福祉の総合的な推進をめざして】全編

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　区民活動センターが円滑に開設できるよう準備を進め、そこでの事業
（地域活動支援、集会室の提供）が適切に実施されるよう、連絡・調整
を十分行う。また、区民の理解を深めるため、広報や意見交換を行う。

実績：

現状と課題

　平成23年7月を目途に地域センターを再編し、15の区民活動センターとして開設する。運営は地域住民が組
織する運営委員会によることを想定しており、既に全地域で運営委員会準備会が設立されている。4地域で
は、平成22年2月から先行実施(地域センター業務の一部業務委託)が行われている。区民活動センターの開設に
あたっては、各地域の運営に対する理解が深まり、多くの区民を自治活動・地域活動に巻き込んでいけるよ
う、十分な周知が必要である。また、運営を円滑に軌道にのせることが喫緊の課題である。

　地域センター集会室の利用率が5割程度であることから、区民活動センターへの転換後は、各地域の実情を
反映しながら、利用しやすく使い勝手のよい集会室として改善策を講じていく必要がある。

　平成２２年７月に中部すこやか福祉センターが開設され、平成２３年度からは他の３所においても開設され
る。施設規模や設備においては４所間に大きな差異があるが、事業展開では格差を少なくするよう、事業の実
施方法の工夫はもとより、人員配置や施設や設備の改善を行っていく必要がある。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

　　区民活動センター集会室の利用率

地域活動 連携して展開する地域活動

施策目標

　区民活動センターでは、運営委員会による運営が定着し、様々な地域の団体の連携協力により地域課題への
取組みが活発に行われている。

すこやか福祉センターは事業が安全に展開されるとともに、相談支援及びサービス提供を通じて、保健・福
祉・子育て支援の総合的な拠点となっている。また、区民活動センターや高齢者会館などの中部圏域の施設と
ともに、地域支えあいの自治活動や地域活動を推進する。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

14.6% 15.2% 19.0% －

ー ー 150団体

21年度 22年度 23年度

事業１ 　地域支えあいネットワーク活動推進 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 　地域支えあい活動への参加の促進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 　地域支えあい活動への事業者の協力態勢の整備 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

　区内で活動する事業者との連携を強化し、日常生活の様々な場面にお
ける、見守り、異変通報のしくみを、より重層化したものとする。

実績：

【概要】

　町会・自治会、ボランティアなど既存の団体による活動を基本とし
て、地域における支えあい活動への参加団体以外への広がりの促進や、
未参加団体に対する支えあい活動への誘導を行っていく。

実績：

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

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】
　　地域の支えあい活動を推進のため、区は、地域の支援が必要な人の実態を把握するた
めの訪問調査などを実施する。また、見守り活動者を支援するために２４時間３６５日緊
急連絡態勢を整備する。
　地域において見守りなどの支えあい活動を行う町会、自治会等への相談支援を充実する
とともに、区や地域、関係機関による情報共有のための地域ごとにネットワーク会議を開
催し、具体的な取り組みを推進する。

実績：

現状と課題

　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た活動を行っているが、取り組みの進度に差が
ある。このため、今後は一層相互の連携・協力を深め、すこやか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。

　地域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。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

　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

　地域支えあい活動への事業者参加数

支えあい推進 地域で展開する支えあいネットワーク

施策目標

　区による支えあい活動に関する情報が的確に把握され、地域では区や地域、関係機関の連携により支援を必
要とする人に対する、日常的な見守りや支援が行われている。

　地域住民による支えあいの活動が活発に行われ、安心して暮らすことのできる地域社会が実現している。
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

男15.7年
女17.4年

男15.7年
女17.3年 － －

男16.0年
女18.0年

－

75.5% 86.3% 87.0%

21年度 22年度 23年度

事業１ 地域健康学習支援・地域栄養活動支援・口腔健康学習支援 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 介護予防普及啓発事業 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 地域介護予防活動支援事業（健康・生きがいづくり事業） 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

事業４ 地域高齢者施設運営 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

【概要】

　高齢者会館、高齢者福祉センターで、各種体操などの健康づくりや介
護予防、社会参加を促す講座による、地域交流や仲間づくりを実施す
る。

実績：

【概要】

　高齢者福祉センターや高齢者会館については、健康・生きがいづくり
や介護予防の拠点として、社会福祉法人、地域団体、NPO等の民間の創意
工夫を活かし、新たな利用者を開拓する。また、運営に際しても、地域
の高齢者の知識や技術などが活かせる事業も取り入れ、地域の人材活用
を図っていく。

実績：

【概要】

　体力づくり教室、食生活改善教室、介護予防総合講座、介護予防講演
会などのほか、健康に寄与する区内の事業所を会場とする腰痛・膝痛予
防体操を実施する。

実績：

主な取組み

※主な事業の経費は、行政コスト計算により算出した数値です。単位：千円　→

【概要】

　地域において生活習慣病予防や健康づくりに関する講座などを実施す
るとともに、障害者施設、高齢者施設、地域センター等地域の施設や団
体と連携,協力して講習会を実施するなど、区民の学習機会を提供する。
また、依頼に応じて自主グループ活動・交流への支援及び人材育成など
を行う。 実績：

現状と課題

　40歳から74歳の国保被保険者を対象とする特定健診では、メタボリックシンドロームの該当者・予備群は、
20年度24.3％、21年度23.3％と、およそ4人に1人の割合である。区民それぞれが生活習慣を見直し、地域全体
で健康づくりに取り組むための支援を充実する必要がある。

　団塊世代が高齢期を迎えたことにより、高齢者人口はますます増加している。このような状況において、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。また、高齢者がこ
れまで蓄積してきた技術や知識を地域で発揮する受け皿や、身近で気軽に運動や健康づくりに参加できる施設
として、高齢者福祉センターや高齢者会館への期待は大きい。

　高齢者ができるだけ要介護状態にならず、健康でいきいきと暮らせるようにするため介護予防事業を充実す
る必要がある。また、事業参加者を増やすために、参加しやすい実施形態や、高齢者のニーズに合った魅力あ
る事業内容の工夫を、高齢者福祉センターや高齢者会館などの身近な会場で展開していく必要がある。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

65歳の健康寿命

高齢者会館を利用して満足と感じている人の割合

地域健康推進 地域で展開する健康づくり

施策目標

　健康診査の受診や健康講座などの事業に参加することを契機に、自ら生活習慣を見直し積極的に健康づくり
に取り組む区民が増加している。

　高齢者福祉センターや高齢者会館は、高齢者の健康づくりや介護予防事業の拠点として広く利用されると共
に、社会福祉法人や地域団体、またNPOなどにより創意工夫した運営が行なわれている。



区の計画との関係

（１）10か年計画（第２次）
　　  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
　　　　　　　　　　ア　健康な生活習慣づくりの支援
　　　　　　　　　　　　主な取り組み　①健康的な生活習慣づくりの支援
　　　　　　　　　　ウ　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　　　　　　　　　　 　主な取り組み　②介護予防事業の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　③高齢者健康づくり事業の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　④高齢者福祉センター及び高齢者会館の機能充実
（２）保健福祉総合推進計画
　　第１部｛健康福祉都市なかの」を実現するために
　　　第２章　第１節　健康でいきいきとした生活の継続
　　　　　　　　課題１　生活習慣病予防と健康増進
　　　　　　　　　＜施策１＞　 健康な生活習慣・健康自己管理の推進
　　　　　　　   　＜施策２＞　 健康を支える環境づくり
　　　　　　　　課題２　元気な高齢期の健康づくり
　　　　　　　　　＜施策１＞　健康寿命を延ばす介護予防の推進
　　　　　　　　　＜施策２＞　生きがいづくりの支援
　　第２部高齢者の保健福祉を進めるために
　　　第２章　第４節　平成２６年度に向けての取り組み
　　　　　　　　（２）介護予防の充実
　　　　　　　第８節　地域支援事業の見込み
　　　　　　　　（１）介護予防事業


