
29

 

20 21 22 23 23目標 31目標

68.6% 70.8% 80.0% 85.0%

- 344人 3,000人 5,000人

69.2% 112.7% 100.0% 100.0%

福祉推進分野（23年度）

地域福祉を支えあう区民

保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の元に展開され、区の健康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

　保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の下に展開され、区
の健康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

　認知症や権利擁護のしくみについての理解が広がり、また、必要なサービス基盤が整備されることにより、支
援を必要としている区民が適切なサービス、制度を活用でき、不安なく地域生活を継続している。

分野の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23・31)

区の保健福祉施策についての満足度

認知症サポーター数（累計）

地域密着型サービス（認知症グループホーム、小規模
多機能型居宅介護）の整備率

現状と課題

事業の委託、施設の指定管理者制度導入が進み、事業に対する適切な評価が課題となっている。また、区民との
接点が少なくなる中で、区民ニーズを直接に把握することが難しくなってきている。

確実に増える認知症高齢者や虐待等による処遇困難な事例に対する専門的な対応が求められている。
また、様々な権利擁護のしくみの普及、サービス基盤の整備等により、地域の中で支援が必要な区民が安心して
生活を継続できる環境整備を進める必要がある。

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

公有地活用や補助の制度を整えることにより、民間事業
者を活用した地域密着型の介護サービス基盤を整備する
ことができる。

公有地活用等により地域密着型の介護施設の整備を推進
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）

68.6% 70.8% － － 80.0% －

21年度 22年度 23年度

事業１ 部の経営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 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）

部経営 保健・福祉・医療が効果的に連携する部経営

施策目標

保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の元に展開され、区の
健康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

　区の保健福祉施策についての満足度

現状と課題

　事業部制の導入により、予算編成・定数配分・人事異動等の一部権限が委譲されているが、区の厳しい財政状
況や、職員2,000人体制への取り組みにより、事業部制のメリットを活かした財源配分や人員配置の実行が難し
くなっている。

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】
　部内の目標管理、予算編成、組織、人事に関する調整を行う。

実績：

【概要】

実績：

区の計画との関係

【概要】

実績：
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

68.6% 70.8% － － 80.0% －

- - 78.0%

施策のコスト等

21年度 22年度 23年度

事業１ 保健福祉総合推進計画等の改定 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 健康・福祉施策に対する区民ニーズの把握 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 福祉総合システム 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

保健福祉企画 保健・福祉・医療が効果的に連携する企画

施策目標

保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の元に展開され、区の
健康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

福祉総合システムの適正な運用により、区民サービスの向上と部内事業の円滑かつ効率的な実施が確保されてい
る。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

　区の保健福祉施策についての満足度

　福祉総合システム利用者満足度

現状と課題

事業の委託、施設の指定管理者制度導入が進み、事業に対する適切な評価が課題となっている。また、区民との
接点が少なくなる中で、区民ニーズを直接に把握することが難しくなってきている。

福祉総合システムについて、頻繁に行われる保健福祉制度の改正等への迅速な対応を進めるとともに、区民への
サービス提供を円滑に進めるための適正かつ効率的な運用が求められている。

区民アンケート調査を実施するなど、区民ニーズの把握に努める。

実績：

主な取組み

区の計画との関係

【概要】
制度改正、各部署からの改善要望等をシステムに反映し、適正・円滑な運
用環境を整備する。

実績：

※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】
区民意識調査、保健福祉審議会での議論等を反映し、保健福祉の基本計画
（保健福祉総合推進計画、障害福祉計画、介護保険事業計画）の改定を実
施する。

実績：

【概要】
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

ー 340人 500人

468人 310人 500人

69.2% 112.7% 100.0%

21年度 22年度 23年度

事業１ 緊急通報システム 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 認知症対策 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 高齢者虐待等専門相談 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

高齢福祉 いきいきと暮らす高齢者

施策目標

保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の元に展開され、区の健
康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

   日常生活圏域に地域密着サービス事業所をはじめ、高齢者の在宅生活を支える介護サービスが展開され、高齢者
が身近な地域で必要なサービスを受けることが可能となっている。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

　認知症サポーター数

　相談件数（区民・地域包括等関係機関）

介護保険事業計画期間の目標に対する地域密着型サービ
ス（認知症グループホーム、小規模多機能型居宅介護）
の整備率

現状と課題

   高齢者が元気で自立した生活を続けられるため、心身の健康や機能の維持・向上が図られるように、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が営めるよう支援を行っていく必要があ
る。

区は、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。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。

介護保険施設の整備に計画的に努めているが、密集した区内において事業者による土地の確保が難しく、大規模
施設をはじめ、地域密着型の施設においても生活圏域毎にバランスよく施設整備が進んでいない。公有地の活用
等積極的に進めていく必要がある。

　地域包括支援センターの職員やケアマネジャー等を対象にキャラバンメイ
ト養成研修を行い、さらにキャラバンメイトを講師として、区民対象に認知
症サポーター養成講座を行う。

実績：

主な取組み

区の計画との関係

(１)１０か年計画　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　介護保険サービス基盤整備支援
    領域Ⅲ－１　健康寿命を延ばす介護予防の推進                           (２)保健福祉総合推進計画
　　主な取組み　高齢者健康づくり事業の推進　                             高齢期の健康特性に応じた健康づくりの推
進
　領域Ⅲ－３　権利擁護と地域ケアの連携体制の確立　                   地域生活の継続・移行支援
　　　　　　　豊かで適正なサービス供給の促進　　　　　　　　 (３)介護保険事業計画
　　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　　　　在宅サービスの充実を考慮した「小規模多
機能型居宅介
　　　　　　　　保健福祉の地域での連携体制の確立　　　　　　　　護」など、地域密着型サービスの整備
　　　　　　　　認知症高齢者対策の充実、高齢者等への虐待防止対策

【概要】

　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は、精神科医や
弁護士等に相談し、専門的な見地からアドバイスを受け、対応する。

実績：

※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】

　65歳以上ひとり暮らし高齢者及び65歳以上の高齢者のみの世帯で、心臓
病など慢性疾患のある高齢者には、無線発報ペンダントによる即時通報シス
テムを設置する。

実績：

【概要】
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20年度 21年度 22年度 23年度 23年度目標 （達成度）

4,503人 4,856人 － － 5,000人 －

145人 419人 500人

26人 53人 55人

施策のコスト等

21年度 22年度 23年度

事業１ アシストなかの（権利擁護センター）の活用 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ 中野区成年後見支援センターの利用促進 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件） － － －

事業３ 犯罪被害者等相談支援窓口の相談支援充実 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

権利擁護推進 権利擁護のしくみに守られる区民

施策目標

保健福祉総合推進計画に基づいた施策、社会情勢等の変化に対応した施策が、十分な調整の元に展開され、区
の健康・福祉施策に対する区民の満足度が高まっている。

施策の成果指標

成果指標／実績(20～23)・目標(23)

アシストなかの（権利擁護センター）の利用者数

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

成年後見や犯罪被害者などの権利擁護制度の周知や利用を一層促進する必要がある。

   判断能力が低下した場合でも地域で安心して生活できるように、成年後
見制度に関する普及、相談、申立てに関する支援を実施する。

実績：

主な取組み

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　保健福祉の地域での連携体制の確立　権利擁護の推進　(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

【概要】

   犯罪被害者等に対する支援体制の周知と、必要なときに必要な支援を適
切に実施し、犯罪被害者等の権利利益の保護を図る。

実績：

※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】

   判断能力が十分でない者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。

実績：

【概要】


