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指標の種類 25年度 26年度 27年度 28年度 28目標 32目標

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%

分野目標 4.5% 4.5% 4.0% 3.5%

ベンチマーク 4.7% 4.7%

重点取組 － ー ー
500
活動

600
活動

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)

①

②

③

④

町会・自治会における見守り・支えあい活動数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　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施策の成果を示す。（区民意識・実態調査）

　前期高齢者における要介護・要支援認定率は、介護を必要とせず自立して自分らしくいきいきと元気で暮らすことを目
指した健康づくりの取り組み、介護予防の取組みの成果を表わしうる。（中野区介護保険の運営状況）

　町会・自治会における見守り・支えあい活動数の推移は、地域における支えあい活動の定着状況を示すことから指標と
した。目標値は、今までの見守り対象者名簿提供を受けた町会・自治会での実績値を踏まえ設定した。（全町会・自治会
を対象として7月に調査を実施する「前年7月から本年6月までの支えあい活動状況報告書」）

分野目標

平成28年度 地域支援分野 展開する価値の高い地域活動

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区民活動センターは運営委員会の創意工夫により地域ごとに特色ある事業を実施してきている。また、集会室の利用率や利
用者の満足度も上向きの傾向にあり、区民活動センターが地域自治活動の拠点として着実に定着していると考えられる。今後
は、運営委員会による安定した運営とともに機動性を高め、地域課題解決に向けた取り組みをさらに推進させ、地域の一層の
発展を目指していくことが求められている。
　町会・自治会ごとの特色ある見守り活動が展開されるなど、地域での支えあい活動は一層充実してきている。一方、震災等
災害時に備えた体制整備を進めていく中で、平常時と災害時をうまく絡ませながら安心安全のまちづくりを進めていく必要が
ある。今後、さらに支えあい活動を地域に浸透させ活性化していくためには、主要な担い手である町会・自治会の抱える課題
（高齢化、人手不足等）に丁寧に対応していく他、関係者相互の連携を進め支援のしくみづくりを積極的に行う必要がある。

頼りになる知り合いが近所にいる人の割合
（兵庫県）

前期高齢者における要介護・要支援認定率
（東京都）

いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合

前期高齢者における要介護・要支援認定率

　区民活動センターが橋渡し役となり、地域の団体間の協力や連携が進むことによって、区民は、地域課題の解決に向けた取
組みを活発に行っている。
　すこやか福祉センターが子どもから高齢者までの保健福祉に関する総合的な相談対応とセーフティネットの役割を担うこと
によって、区民は、地域での支えあいや健康づくりを活発に行っている。
　町会・自治会を中心とした地縁による見守り支えあい活動を推進するとともに、関係機関が連携し適切な支援を継続して行
うことによって、安心して暮らし続けることのできる地域社会が実現している。

平成28年度に重点的に行う取組み

　地域ケア会議を核とする地域連携のしくみづくり、民生・児童委員に対する支援(フォロー調査、情報共有等)、緊急時連絡
態勢などセーフティーネット機能の充実、を柱とする安心して暮らし続けられる地域づくり
　地域資源を的確に把握するとともに支援が必要な人を適切につなげる「生活支援コーディネーター」としての役割を担う職
員のスキルアップ
　地域での町会・自治会による見守り支えあい活動の活性化、民間事業者等の協力による通報、機器による通報など、異変が
あった際に気がつくための複層的な手段の厚みを増すための働きかけ



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 19,599人 20,333人 21,500人

② 59.9% 63.5% 63.4% 67.0%

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】
　区民活動センターでの地域課題に解決に向けた事業が適切に実施されるよう、運営
委員会との運営委員会事務局に対して適宜、必要な支援を行う。また、区民の理解を
深めるため、引き続き区民に向けた広報を行っていく。

事業3

【概要】

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

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

指標／実績(25～27)・目標(28)

区民活動センターにおける地域事業参加者数

区民活動センター施設（集会室）利用者の満足度

1701 地域活動 連携して展開する地域活動

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　区民活動センターで運営委員会による地域の特性を踏まえた事業が行われるとともに、地域ニュース等を通じた広報が行われ
るようになってきた。一方、地域の中での認識度、住民の積極的な関与については、一部にとどまっている。引き続き、理解の
促進、地域に根差した事業の展開、持続可能な厚みのある運営体制の確保などに対応していく。
　保健福祉・子育て支援の地域拠点としての役割を果たしていくため、ワンストップの総合相談体制のより一層の充実を図る必
要がある。そのため平成28年に南部すこやか福祉センターを中野富士見中学校の跡に整備し、4つのすこやか福祉センターで同じ
サービスを提供する。

施策目標

　区民活動センターは、町会を核とする運営委員会による自主的な運営により、地域の実情に応じた様々な事業等が活発に実施
されている。

　すこやか福祉センターは、地域における保健福祉・子育て支援の総合的な拠点拠点として、地域への必要な働きかけ、専門機
関等による支援の橋渡し、またセーフティネットとしての役割を担い、地域での安心生活の確保に努めている。

施策の指標

区民活動センターの運営事業2

10か年計画（第３次） Ⅴ-2ア地域包括ケア体制の構築

10か年計画（第３次）

【概要】
　南部すこやか福祉センターの移転（平成28年7月予定）に向け、滞りなく工程を進め
る。すこやか福祉センターでは、ワンストップの相談支援体制を充実し、円滑なサー
ビス提供を安定的に行う。

すこやか福祉センターの運営事業１

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　区民活動センター運営委員会が実施した事業への参加状況の推移は、地域の活性化の状況を示す。これまでの事業実績及
び指定事業の取り組み状況などを踏まえ、目標値を設定した。

　センター施設の満足度は、区民活動センターが地域の自治活動の拠点としての区民から認識され、地域課題の解決に向け
た活動の場として定着していることの度合いを示す。目標値は、地域センター時代の満足度（66.2％）を上回ることを目指し
設定した。（区民活動センターでの利用者アンケート）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

① 16.5% 14.0% 14.9% 19.0%

② ー ー ー 500活動

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

1702 支えあい推進 地域で展開する支えあいネットワーク

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　27年度から実施したすこやか福祉センターごとの地域ケア会議によって地域支えあいネットワークの形成が着実に進んでおり、
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進んでいる。
　区は、地域の団体や区民が行う見守り支えあい活動の情報の共有や発信を継続して支援していく必要がある。
　地域ではそれぞれの地域課題を意識した新たな見守り支えあい活動が始まっている。区がこうした活動の情報発信を積極的に行
い、他の地域の活動の活性化に資するよう努める必要がある。また見守り支えあい活動において、見守り支えあい活動への関心や
参加意欲を一層高める工夫が求められている。

　区が地域住民の見守り・支えあい活動のネットワーク支援を強化することにより、支援を必要としている人に対する、日常的な
見守り活動がよりきめ細かく展開され、互いに助け合う機運が高まっている。

　地域住民による支えあいの活動が活発に行われ、住民同士の異変などへの気づきが常に意識され、安全・安心な地域社会が実現
している。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

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・自治会における見守り・支えあい活動数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

町会・自治会を中心にさまざまな地域団体による日常的な見守り・支えあい活動が活性化し、住民同士のつながりが深まるこ
とにより、安心・安全な地域社会が形成されるため。（健康福祉に関する意識調査）

　町会・自治会における見守り・支えあい活動数の推移は、地域における支えあい活動の定着状況を示すことから指標とし
た。目標値は、今までの見守り対象者名簿提供を受けた町会・自治会での実績値を踏まえ設定した。（全町会・自治会を対象
として7月に調査を実施する「前年7月から本年6月までの支えあい活動状況報告書」）

事業3

事業１ 地域支えあいネットワーク活動推進

【概要】
　民生児童委員に対する支援(フォロー調査、情報共有等)、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するとともに、各地区の地域団
体や医療・介護事業者等でケース検討を行うすこやか地域ケア会議において、地域支え
あい活動の円滑な情報共有や連携の具体的な方策を検証することによって地域包括ケア
体制の推進を図る。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1イ見守り・支えあい活動の拡充、Ⅴ-2ア地域包括ケア体制の構築

事業2 地域支えあい活動への参加の促進

【概要】
　区は、より多くの区民が日常生活の中で異変に気づき、助け合いをする気運が高まる
よう地縁団体や民生・児童委員、各種ボランティア団体等と連携、協力し、引き続き支
えあい活動を積極的に支援する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-1イ見守り・支えあい活動の拡充

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）



25年度 26年度 27年度 28年度 28目標

①
男性17.0

年
女性20.2

男性17.1
年

女性20.6

男性17.5
年

女性21.0

② 81.0% 81.0% 80.8% 85.0%

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

1703 地域健康推進 地域で展開する健康づくりと介護予防

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

　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と働きかけが課題となっている。
　介護が必要となる可能性が高い高齢者人口が増加する中、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上など介護予防事業の充実が
必要である。高齢者施設は、憩いの場、生きがいづくりの場、そして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
されているが、すこやか福祉センターが中心となりながら、身近な施設でのさらなる展開を検討していく必要がある。

　地域で健康づくりを推進する取り組みが展開され、区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、自主管理に努め、健康を維持向
上するための取り組みが継続されている。

　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
して活用されている。

施策の指標

指標／実績(25～27)・目標(28)

65歳の健康寿命（要介護2以上の認定をうけるまでの平均自立期間）

高齢者会館を利用して満足と感じている人の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

　現在65歳の人が、何らか障害のために要介護認定を受けるまでの状態を「健康」と考え、その障害のために要介護認定
（この指標では要介護2以上）を受けるまでの平均自立期間。高齢者が地域で自立した生活を送るための支援や健康づくり・
介護予防の成果を示す。目標値は、平成32年に男女ともに約１年健康寿命を延伸させることを目標として設定した。平均寿
命（東京保健所長会方式）。平成25年度実績は平成24年結果、平成26年度実績は平成25年結果。

　高齢者会館の利用満足度は、高齢者会館が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され、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んでいる状況を示している。目標値は現在の状況を踏まえ、5年後に90％を目
指すことを踏まえ設定した。（高齢者会館での利用者アンケート）

事業3 健康・生きがいづくり事業

事業１ 地域健康活動支援（地域健康学習・地域栄養活動・口腔健康学習）

【概要】
　生活習慣病予防や健康づくりの講座、地域でのネットワークづくりを進めるための
事業等を実施するとともに、保健師・管理栄養士・歯科衛生士等が地域活動団体への
出前講座を実施し、区民の主体的な健康づくりの取り組みを支援する。地域で取り組
みを推進する人材を育成する。

10か年計画（第３次） Ⅵ－2ア心身の健康づくりの推進

事業2 高齢者施設介護予防事業

【概要】
　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・健康づくり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。また、介護予防に取り組む人材を育成す
る。

10か年計画（第３次） Ⅵ－2ア心身の健康づくりの推進

【概要】
　65歳以上の高齢者が身近な地域の施設を利用して、健康・生きがいづくりや社会参
加につながる運動や趣味等の講座を受ける機会を設けるとともに、意欲のある区民を
健康・生きがいづくり活動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。

10か年計画（第３次） Ⅵ－2ア心身の健康づくりの推進

事業4 地域高齢者施設運営

【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。

10か年計画（第３次） Ⅵ－2ア心身の健康づくりの推進


