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21 22 23 24 24目標 31目標

65.5% 66.2% － － 72.0% 80.0%

15.2% 15.7% － － 19.0% 20.0%

男15.8年
女17.6年

男15.6年
女18.1年

ー ー
男16.0年
女18.3年

男16.8年
女19.5年

　区民活動センターの運営 　地域課題の解決に向けた取組を展開する地域活動の拠点
である区民活動センターは、多くの活動者に利用され、か
つ、活動者から寄せられる声が反映されることにより満足
度の高い施設運営が可能となる。

　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、調整・支援を行う。

　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
ワークの仕組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
どを地域団体と連携し実施する。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
による情報共有を行う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と運営委員会に
よる運営やそこでの事業が円滑に進むことが課題であり、関係する活動者や機関との連携が必要である。

  地域では様々な個人や団体が見守りや支えあい活動を行っているが、こうした地域の取り組みを推進するため地域
資源の把握や人材の発掘に努め、相互に連携・協力を築いていくために、ネットワーク形成のための支援を行う必
要がある。

取り組み 成果指標に対する効果

成果指標／実績(21～24)・目標(24・31)

区民活動センター施設(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
合いをしている人の割合

６５歳の健康寿命

分野の成果指標

地域支援分野（24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進み、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
知され、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地域に行き渡り、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、安心して暮らすことができる地域社会が実現している。
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21年度 22年度 23年度 24年度 24年度目標 （達成度）

49.3% 48.6% － － 52.0% －

22年度 23年度 24年度

事業１ 区民活動センターの運営 事業費

人件費

総　額 0 0 0

実績(件） － － －

事業２ すこやか福祉センターの運営 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）

実績：

【概要】

【概要】

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

  すこやか福祉センターの地域ケア分野と連携・調整をとりながら、すこ
やか福祉センター内での事業が安全に実施できるよう施設運営を行う。

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】

　区民活動センターでの事業（地域活動支援、集会室の提供）が適切に
実施されるよう、運営委員会との連絡・調整を十分行う。また、区民の
理解を深めるため、引き続き広報を行っていく。

現状と課題

　集会室の利用率が5割程度であることから、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23年度から中部すこやか福祉センターに続いて他の３所においてもすこやか福祉センターが開設され
た。施設規模や設備においては４所間に差異があるが、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。

　平成23年7月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した。運営は地域住民が組織する
運営委員会が行っている。区民活動センターの開設にあたっては、運営委員会による運営に対する理解が深ま
り、多くの区民が自治活動・地域活動に参加できるよう、十分な周知を行ったが、引き続き運営が円滑に行わ
れるよう支援していく必要がある。

成果指標／実績(21～24)・目標(24)

　　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、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、自治活動や地域活動を推進する拠点となっている。

施策の成果指標
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21年度 22年度 23年度 24年度 24年度目標 （達成度）

15.2% 15,7% － － 19% －

- - ー ー 30% ー

22年度 23年度 24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 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

実績：

区の計画との関係

（１）１０か年計画（第２次）　領域Ⅲー２地域活動を中心に、ともにささえあうまち　　　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】

実績：

　地域の支えあい活動を推進するため、区は、訪問により支援を必要と
する高齢者等の実態を把握するとともに、状態に応じた情報提供を行っ
ている。また見守り活動者を支援するために、町会・自治会に見守り対
象者名簿の提供を開始するとともに、24時間365日緊急連絡態勢の整備
を行った。更に見守りや支えあい活動を行う町会・自治会等への相互支
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。

【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参加促進を行っていく。

実績：

【概要】

主な取組み

現状と課題

　地域資源の把握や人材の発掘・支援、活動をしている個人や団体との協力・連携の仕組みづくりなどについ
て、更に取り組む必要がある。

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
としている人に対する、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、安心して暮らす事ができる地域社会が実現している。

施策の成果指標

成果指標／実績(21～24)・目標(24)

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

町会・自治会に対する見守り名簿提供の割合

　地域では様々な個人や団体が、見守り支えあいを目的とした活動を行っているが、進度に差がある。このた
め一層相互の連携・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。



1503

 

21年度 22年度 23年度 24年度 24年度目標 （達成度）

男15.8年
女17.6年

男15.6年
女18.1年

－ －
男16.0年
女18.3年

－

86.3% 82.3% ー ー 87.0% ー

22年度 23年度 24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）

   生活習慣病予防や健康づくりに関する講座を実施するとともに、高齢
者施設や地域活動団体への出前講座を実施し、区民自らが健康づくりに
取り組むよう普及啓発活動を行う。また、地域での自主的な取り組みを
推進するための人材育成を行う。 実績：

【概要】

区の計画との関係

　介護予防の必要性・重要性を広く周知し、自主的な介護予防への取り
組みや機能の維持向上を図るため、体力づくり教室、食生活改善講座、
介護予防総合講座、介護予防講演会などを実施する。

実績：

主な取組み

【概要】

　高齢者の地域交流や仲間づくり、社会参加を促すため、高齢者会館や
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、レクレー
ションなどの事業を実施する。

実績：

【概要】

   高齢者施設で実施する事業には、地域住民の知識や経験を生かす事業
を多く取り入れ、地域の人材活用を図るとともに、退職を迎えた方々の
地域参加を促す。また、健康・生きがいづくりや介護予防事業は、高齢
者施設の他、区民活動センターでの事業展開を図っていく。 実績：

(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
(2)保健福祉総合推進計画　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　  課題２　元気な高齢期の健康づくり

※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】

現状と課題

今後、退職を迎え地域社会への参加が期待できる区民の増加が見込まれる。高齢者会館や高齢者福祉センター
では、退職された方々がこれまで蓄積してきた技術や知識を地域で発揮できるよう、地域参加を促す事業や健
康づくり事業に対し、新たな視点をもった展開が必要となっている。

介護が必要となる可能性が高い高齢者の増加が懸念される中、運動機能向上、栄養指導、口腔機能向上などの
介護予防事業の充実とともに、すこやか福祉センターが中心となりながら、より身近な施設での展開が必要と
なっている。

　毎年健康診断を受けている区民は約７割、継続的に運動を行っている区民は約３割と依然として低い状態が
続いている。区民自らが生活習慣を改善し、主体的に健康づくりに取り組むことのできる環境整備が課題と
なっている。

成果指標／実績(21～24)・目標(24)

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

区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、バランスのとれた生活習慣を身につけるとともに、自ら健康の自主
管理に努め、健康を維持向上するための取り組みを継続している。

高齢者会館等は、高齢者の健康づくりや介護予防事業の拠点として利用されると共に、利用者等で組織された
団体やＮＰＯ、社会福祉法人などにより創意工夫された運営がなされ、新たな利用者層が開拓されている。

施策の成果指標


