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22 23 24 25 25目標 31目標

66.2% 56.8% － － 72.0% 80.0%

15.7% 15.4% － － 19.0% 20.0%

男15.6年
女18.1年

男15.9年
女17.7年

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り組み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
事業が円滑におこなわれるよう、調整・支援を行う。

地域支えあいネットワーク活動推進 　区が行う見守りや支えあい活動を支援する取り組みに
よって、町会・自治会を中心にさまざまな地域団体による
活動が活性化し、住民同士のつながりが深まることによ
り、日常的に見守り、支えあい活動が行われる安心・安全
な地域社会が形成される。

　区の高齢者訪問、町会、自治会への見守り対象者名簿
の提供、緊急時連絡態勢などの取り組みを推進し、ネッ
トワーク会議による地域支えあい活動の情報共有や情報
の交流により一層の活動の活性化を図る。

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。

25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

成果指標／実績(22～25)・目標(25・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付き
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（25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。

町会・自治会を中心に近隣同士互いに交流しあう住民が増え、支援を必要とする人には、地域による日常的な見守
り活動が行われるとともに、区や地域、関係機関の連携によって、適切なサービスが提供され、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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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

48.6% 45.6% － － 52.0% －

66.2% 56.8% 72.0%

23年度 24年度 25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）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

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

【概要】

実績：

【概要】

実績：

　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。

実績：

【概要】

集会室の利用者が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25年度末の鷺宮高齢者福祉センターの廃止に伴い鷺宮すこやか福祉センター事務室の移転を予定してお
り、引き続き円滑にサービスが提供できるよう準備を進める必要がある。

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・地域活動に参加してきているが、地域
の課題への取り組みがより積極的に展開されるよう支援していく必要がある。

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

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

区民活動センター集会室の利用率

区民活動センター施設（集会室）利用者の満足度

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

15.7% 15.4% － － 19.0% －

－ 18.9% 74.5%

23年度 24年度 25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）

事業４ 事業費

人件費

総額 0 0 0

実績(件）

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

【概要】

実績：

【概要】

実績：

　町会・自治会、各種ボランティア団体などの活動を中心に、より広範
な地域住民や団体が支えあい活動へ参加し、地域ぐるみで支えあい活動
が展開されるよう、適切な支援を行う。

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】

　区の高齢者訪問、町会・自治会への見守り対象者名簿の提供、緊急時
連絡態勢などの取り組みを推進し、ネットワーク会議による地域支えあ
い活動の情報共有や情報の交流により一層の活動の活性化を図る。

実績：

【概要】

地域の特性を活かした自主的な取り組みや活動団体、人材等の情報が相互に発信され、地域において新たな活
動が生まれるなど、団体や個人が互いの協力や連携を引き出せるように支援する必要がある。

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に取り組んでおり、すこやか福祉センターを中
心にした地域支えあいネットワークの形成が着実に進んでいる。さらに区、地域、関係機関が重層的に連携を
深められる取り組みが必要である。

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

区による地域住民の見守り・支えあい活動に対する支援が定着し、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、日常的な見守り活動が広がっている。

地域住民による支えあいの活動が活発に行われ、安全・安心な地域社会が実現している。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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

現状と課題
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22年度 23年度 24年度 25年度 25年度目標 （達成度）

男15.6年
女18.1年

男15.9年
女17.7年

－ －
男16.0年
女18.3年

－

82.3% 83.3% 87.0%

23年度 24年度 25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）

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
(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進
課題2　元気な高齢期の健康づくり

【概要】

　65歳以上の高齢者が身近な地域の施設を利用して、介護予防につなが
る運動や講座を受ける機会を設けるとともに、意欲のある区民を介護予
防の担い手として育成することを目的とした事業を高齢者施設等で実施
する。 実績：

【概要】

　高齢者施設で実施する事業は、高齢者の生きがいづくりの一環として
地域の人材活用を図り、高齢者の知識や特技を生かす事業を多く取り入
れる。また、健康・生きがいづくりや介護予防事業は、高齢者施設等で
実施し、事業者の経験や専門性を生かしながら展開していく。 実績：

　65歳以上の高齢者を対象に介護予防の必要性・重要性を広く周知し、
自主的な介護予防への取り組み及び介護予防に対する認識の向上を目的
とした介護予防事業や介護予防講演会などを実施する。

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】

　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、保健
師・管理栄養士・歯科衛生士等が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】

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。

高齢者人口の増加に伴い、高齢者施設の機能は従来の高齢者同士の交流の場、憩いの場の提供とともに、より
多くの高齢者が参加しやすい事業を実施していく必要がある。現在の利用者は性別、年齢等に偏りがある傾向
があるため、健康増進を図る事業や生きがいづくり事業において、創意工夫された事業展開が求められてい
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。

地域健康推進 地域で展開する健康づくりと介護予防

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。

高齢者施設は、憩いの場、生きがいづくりの場として利用されるとともに、高齢者の健康づくりや介護予防事
業の実施拠点として活用する。

施策の成果指標

成果指標／実績(22～25)・目標(25)

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

現状と課題




