
14

指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

－ 56.3% 61.1% 71.0% 75.0%

ベンチマーク

分野目標
10か年計画 76.6% 74.0% 71.6% 77.3% 78.5%

ベンチマーク 60.7% 63.4%

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

指標／実績(25～27)・目標(28,32)

平成28年度 地域活動推進分野 活動の喜びとその実りある地域

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　多くの町会・自治会が見守り支えあい活動を行っているが、地域のだれもが参加している状況には至っていない。支援の結
び付けや多様なサービスの発掘・育成など、地域包括ケアシステムの充実に向けた地域づくりが着実に進められるよう、室の
経営を担う分野として、核となるすこやか福祉センターや他分野との調整、条件整備等を進めていくことが求められている。

分野目標

 　区民の自治活動や地域活動が活発に行われ、公益的活動が一層広がるよう、地域支えあい推進室全体の総合的な調整を行
うことによって、区民がすこやか福祉センター、区民活動センター、児童館等を拠点としたさまざまな支えあい活動を行って
いる。

すこやか福祉センターや区民活動センターの施設が段階的に整備され、地域の相談支援、安全・安心の拠点として機能してい
る。

平成28年度に重点的に行う取組み

　安心して暮らすことのできる地域づくりに向け、支えあい活動の地域での定着を図るとともに、災害時に一人では避難が困
難な方の避難行動を支援するための体制づくりを着実に進めていく。
　町会・自治会への加入促進、公益活動支援等の充実を図り、支える側、支えられる側という垣根のない全員参加型の社会の
実現を目指す。

分野の指標

①

室内の施策指標が向上した割合（前年度比較）

②

いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合

頼りになる知り合いが近所にいる人の割合
（兵庫県）

③

④

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

 地域支えあい推進室の全分野における施策指標が向上した割合。室の経営を担う分野であるため、地域支えあい推進室
の成果を測るものとして、設定した。

　いざというときに地域に頼れる人がいる人の割合は、住民の意識の向上、地域の結び付き、支えあい活動の活性化に向
けた働きかけなど、安心して暮らし続けられる地域づくりの実現に向けた分野の成果を示すものとして設定した。（区民
意識・実態調査）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 56.3% 61.1% 71%

②

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3

事業１ 室の経営

【概要】
　室の目標管理、部枠予算編成、組織、人事に関する調整を行う。

10か年計画（第３次）

事業2 すこやか福祉センター調整

【概要】
　４圏域のすこやか福祉センターが地域の活動団体と連携し、子育て・保健福祉の総合
相談・支援機能を効果的に推進できるようさまざまな調整を行う。

10か年計画（第３次）

効率的で効果的な組織体制が構築され、経営資源（人・物・金・情報など）の適宜・適切な各分野への配分がなされている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

室内の施策指標が向上した割合（前年度比較）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　平成25･26年度に向上した施策数／平成25･26年度地域支えあい推進室内各分野の施策数の合計。室経営が適宜適切な調整を
行い、すこやか福祉センターが成果をあげているかを測る指標と考え設定した。目標値は、今後、成果指標が向上していくこ
とを見込んで設定した。

施策目標

1401 室経営 支えあい活動が地域展開する室の経営

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　地域支えあい活動の拠点であるすこやか福祉センターの機能を可能な限り発揮できるよう、適切な財源配分や人員配置等の調整
機能が求められている。また、地域活動支援、子育て相談支援、保健福祉の総合相談、健康づくりの推進など、複数の部に関連す
る課題の解決に向け、他部と調整を行う必要がある。



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 76.6% 74.0% 71.6% 77.3%

② 4,891 5,091 5,400

③

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1402 地域活動推進 実りある活動が自立して行われる地域

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　中野区の人口構成は、今後生産年齢人口の減少が見込まれ、高齢者を支えていく世代の負担が大きくなると推測される。ま
た、地域で活動する人たちの減少も危惧され、人と人とのつながりによるコミュニティ形成機能も低下しつつある現状である。
一方で、東日本大震災等の自然災害による防災意識の高まりや、ひとり暮らし高齢者等への見守り・支えあい活動の必要性が大
きくクローズアップされている。そのため、地域自治活動の一翼を担い、地域コミュニティの核である町会・自治会の組織力強
化のための支援と地域で活動する公益団体との連携による課題解決への仕組みづくりを構築していく必要がある。

　町会・自治会への加入促進に向けた支援をさらに強化するとともに、様々な公益活動団体との協働を促進することで、コミュ
ニティ意識が醸成された暮らしやすい地域となっている。

　地域支援分野と連携し、区民活動センターを区民の意思に基づいて運営される地域自治の拠点として機能させることによって、
平常時・災害時を一貫した地域の支えあい活動が拡がっている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合

緊急連絡カード発行枚数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　いざというときに地域に頼れる人がいる人の割合は、住民の意識の向上、地域との結び付き、支えあい活動の活性化に向けた
働きかけなど、安心して暮らし続けられる地域づくりの実現に向けた施策の成果を示すものとして、設定した。（区民意識・実
態調査）

　高齢者等の緊急時に、迅速に救急隊へ緊急連絡先等の必要情報が提供されるように、カードに情報を記載して高齢者宅(冷蔵
庫内)に専用ボトルに入れて保管するカード。民生委員による高齢者調査、すこやか福祉センター、地域包括支援センターの訪
問活動の折にカードの活用を促すことで、必要な機関が連携しての緊急時対応ができる。

事業3 地域活動の推進

事業１ 地域支えあいネットワーク調整

【概要】
　地域支えあいネットワークを推進するため、見守り対象者名簿の作成や関係団体等
との連携・調整等を行う。また、地域での支えあいの対象となる高齢者等の情報を一
元化したシステムを活用し、災害時の支援計画作成、職員の訪問活動やサービスの
コーディネート等を効果的に進める。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1イ見守り・支えあい活動の拡充

事業2 区民活動センター調整

【概要】
　区民活動センター運営委員会への支援として、地域活動コーディネーター養成講座
や研修・相談・連絡会を実施する。また、民間事業者に委託している区民活動セン
ターの集会室受付等業務も、28年度から希望する運営委員会に移行できることとす
る。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1ア地域課題を自ら解決する活動の推進

【概要】
　区民による公益活動の推進のため、地縁団体である町会・自治会、友愛クラブ(老人
クラブ)、NPO等の公益団体に対し、助成や情報提供を行う。町会・自治会について
は、加入促進に向けた支援を充実する。また、NPO等に対しては、その運営に関する実
務講座やネットワークづくりのための交流会を実施する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1ア地域課題を自ら解決する活動の推進

事業4 民生児童委員による地域活動

【概要】
　すこやか福祉センターと連携し、支援を必要とする高齢者等について、行政との情
報共有をさらに進め、民生・児童委員活動が円滑に行えるように支援していく。ま
た、民生・児童委員協議会が実施する事業の運営支援を行う。

10か年計画（第３次）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 基本方針 基本計画 基本・実施設計
文化財調査
工事着手

② ー ー ー 基本方針

③ ー ー ー 基本方針

①

②

③

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

年度 26 27 28

事業費

人件費

総額 0

1403 地域施設 地域活動施設の整備

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　平成29年2月の竣工を目途に東中野区民活動センターの整備を進めるため、建築工事に着手する。建築工事にあたっては、隣接
地における民間事業者が行う公園施設等の整備と調整する必要がある。平成32年度の竣工を目途に北部すこやか福祉センターの整
備を進めるため、整備基本方針を策定する。基本方針策定にあたっては、併設施設となるスポーツ・コミュニティプラザの整備、
沼袋小学校跡地活用を踏まえる必要がある。

昭和区民活動センターの整備が、計画通り実施されることを指標としている。

施策目標

すこやか福祉センター、区民活動センター等の地域施設の整備が計画的に進んでいる。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

東中野区民活動センター整備

北部すこやか福祉センター整備

昭和区民活動センター整備

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

東中野区民活動センター整備が、計画どおり実施されることを指標としている。

北部すこやか福祉センター整備が、計画どおり実施されることを指標としている。

事業3 昭和区民活動センター整備

事業１ 東中野区民活動センター整備

【概要】
　平成29年2月の竣工を目途に東中野区民活動センターを整備するため、東中野小学校
跡施設の解体工事及び埋蔵文化財の試掘調査等を完了し、建築工事に着手する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1ア地域課題を自ら解決する活動の推進

事業2 北部すこやか福祉センター整備

【概要】
　平成32年3月の竣工を目途に北部すこやか福祉センターを整備するため、併設施設と
なるスポーツ・コミュニティプラザ整備を含めた基本方針を策定する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-2ア地域包括ケア体制の構築

【概要】
　平成31年度の竣工を目途に昭和区民活動センターの現地建替えを進めるため、工事期
間中の暫定移転先等を含めた基本方針を策定する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1ア地域課題を自ら解決する活動の推進

事業4 区民活動センター及び高齢者会館等の施設改修

【概要】
　老朽化した区民活動センター及び高齢者会館の床・壁・天井等の内装を計画的に改修
するともに、和式トイレの洋式化を進める。

10か年計画（第３次）


