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指標の種類 26年度 27年度 28年度 29年度 29目標 32目標

分野目標 61.1% 70.6% 71.4% 72.0% 75.0%

ベンチマーク

分野目標
１０か年

計画
74.0% 71.6% 70.3% 77.3% 78.5%

ベンチマーク 63.4% 62.4% 64.3%

重点取組
１０か年

計画
15.7% 27.7% 29.5% 30.0% 30.0%

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

分野目標

平成29年度 地域活動推進分野 活動の喜びとその実りのある地域

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○地域活動や公益活動を行う団体の中には、活動の担い手の固定化や高齢化などの課題を抱える団体が少なくないため、組織
力強化や地域力向上が必要となっている。少子高齢化の進展など社会情勢の変化に伴い、区民が安心して暮らし続けることの
できる地域包括ケアシステムの構築が求められている。

頼りになる知り合いが近所にいる人の割合
（兵庫県）

室内の施策指標が向上した割合（前年度比較）

いざというときに地域に頼れる人がいる区民の割合

○住民相互の見守り支えあい活動が拡充することにより地域包括ケア体制を支えている。地域においては、地域活動の核であ
る町会・自治会と公益活動団体等が連携し、地域課題に積極的に対応している。また、子ども関連事業の展開により子どもの
育ちを支える地域づくりも進んでいる。

○すこやか福祉センター、区民活動センター、高齢者会館、キッズ・プラザ等の地域施設は、計画に基づく整備、必要な施設
営繕により良好な状態に保たれ、地域自治の推進や区民の活動支援、相談支援、安全・安心、ネットワークづくり等に関する
地域拠点として機能している。

平成29年度に重点的に行う取組み

○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
進め、安心して暮らすことのできる地域づくりを着実に進めていく。
○町会・自治会活動の活性化、公益活動支援等の充実を図り、支える側、支えられる側の区別なく、全ての人が能力に応じて
役割を果たす全員参加型の社会の実現を目指す。

分野の指標

地域住民相互で見守りや支えあいの活動をしている割合

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）

○地域住民間の見守りや支えあいの活動をしていると回答した者/健康福祉に関する意識調査回答者数。「10か年計画
（第3次）」に示された指標と同じ指標を設定した。目標値は現状を向上させるものとして設定した。（健康福祉に関す
る意識調査）

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 61.1% 70.6% 71.4% 72.0%

②

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1601 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。

○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(26～28)・目標(29)

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26･27年度に向上した施策数／平成26･27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。

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）

【概要】

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 74.0% 71.6% 70.3% 77.3%

② 5,091 5,146 5,116 5,300

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【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） 戦略Ⅴ－１イ①要支援者の見守り等の強化

事業４ 地域支えあいネットワーク調整

【概要】
○災害時に支援が必要となる要支援者の災害時個別避難支援計画書の作成を進めるとと
もに、区民による平常時からの見守り・支えあい活動を災害時にも効率的に活用できる
よう、見守り対象者名簿と災害時避難行動要支援者名簿を統合する。
○また、区内事業所との連携を強化し、孤立する要支援者の発見等、支援に結びつきに
くい区民を早期発見するための見守り・支えあいネットワークを広げていてく。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅴ－１イ①要支援者の見守り等の強化

事業３ 民生児童委員活動支援

事業１ 区民活動センター調整

【概要】
○地域課題の解決に向けた地域住民の自主的・主体的な取組みを促進するために、集会
室受付業務を含む区民活動センター施設管理業務と運営委員会の地域支援業務の一体化
を進める。
○区民活動センター運営委員会支援として、事務局員を対象とする研修、相談及び連絡
会を実施するとともに、事務局員の採用要件でもある地域活動コーディネーター養成講
座を実施する。

10か年計画（第３次） 戦略Ⅴ－１ア②地域で課題を解決する活動の充実支援

事業2 町会・自治会等活動支援

【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、
活動の活性化に向けた検討会を立ち上げるとともに、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） 戦略Ⅴ－１ア①町会・自治会への加入促進等、地域への参加や担い手育成の推進

○地域活動の核である町会・自治会は、他の公益活動団体等と連携し地域課題に積極的に取組んでいる。区民は地域活動に参加し
て絆を強め、支援が必要な人を地域全体で支えあうコミュニティが形成されている。

○町会・自治会や民生児童委員、社会福祉協議会、ＮＰＯ、ボランティア団体、民間事業者や医療機関などが連携し、見守り、医
療・福祉、介護、健康づくり・予防、住まいなどを一貫してサポートする体制が地域に整っている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

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。

施策目標

1602 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）

○安心して暮らし続けられる地域の実現に向けて、災害発生時も視野に入れた支えあい活動の推進、地域包括ケア体制の早期実現
が求められている。地域コミュニティの土台である町会・自治会は担い手の高齢化などの課題を抱えており、組織力強化や活性化
のための支援が必要である。地域の現状を把握し支援の隙間をカバーするために、区のアウトリーチ体制の強化と、その体制を支
える医療・介護などに係るデータ集約システム、情報連携支援システム等の開発、導入を図っていく必要がある。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

①
179,655

人
186,267

人
195,566

人
200,000

人

② 3,056回 3,714回 3,660回 3,700回

③

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

【概要】
○キッズ・プラザ、学童クラブ運営を民間事業者に委託し、サービスの充実を図る。併
せて質の向上のための事業者への研修等を実施する。
○小学校の再編に伴い、学童クラブの定員を確保するために必要な地域には、民設民営
学童クラブの誘致を行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ－１ア 子どもの育ちを支える地域づくり

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）

事業3 民間運営施設管理

事業１ 地域子ども事業調整、計画

【概要】
○すこやか福祉センター圏域ごとに配置された地域子ども施設が、地域の育成活動団体
や育成者と連携し、子育て支援機能を効果的に推進できるよう総合調整を行う。
○計画に従い、キッズ・プラザや学童クラブを効率的に整備する。

10か年計画（第３次） Ⅳ－１ア 子どもの育ちを支える地域づくり

事業2 地域子育て支援

【概要】
○子育てひろば事業を区内全域の乳幼児親子が利用しやすい 身近な場所に計画的に展
開する。
○第４期となる次世代育成委員の能力の向上を図るため、研修等を実施する。
○放課後子ども教室推進事業の充実を図り、子どもたちに様々な体験・活動の場を提供
する。
○地区委員会や子ども会など地域で子育て支援を行う団体に向けて、人材育成、広報活
動等の支援を充実する。

10か年計画（第３次） Ⅳ－１ア 子どもの育ちを支える地域づくり

○すこやか福祉センターが所管する学童クラブや児童館、キッズ・プラザ運営にかかる全区的な調整や子育てひろば事業の展開、
キッズ・プラザ等の整備を計画的に進めることにより、子どもと家庭を支える地域づくりを推進し、子どもたちは地域ですこやか
に成長している。

○キッズ・プラザや学童クラブの運営に民間事業者を活用することでサービスの向上が図られ、保護者は安心して子育てと仕事の
両立が図られ、子どもたちは放課後充実した生活を過ごしている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

中野区放課後子ども教室の参加者（延人数）

次世代育成委員の活動実績（年間活動回数）

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○中野区放課後子ども教室は、区民団体に委託する放課後子ども教室推進事業、キッズ・プラザ事業、児童館が実施する学校
地域連携事業からなり、地域の育成者に支えられる子どもの活動拠点である。地域の活動を支援し、活性化することで地域ぐ
るみで子どもを育てる環境づくりが推進できる。

○次世代育成委員は、中学校区ごとに区長が委嘱している。区は、その活動を支援し、地域子育てネットワークの要としての
役割を期待している。活動の広がりが地域力向上の指標となる。

施策目標

1603 地域子ども施設調整 地域に育まれ豊かに育つ子どもたち

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子どもたちの「豊かな人間性や社会性の育成」のため、家庭・地域・学校が一体となって地域の子育てネットワークを広げ、地
域ぐるみで子どもを育てていくことが求められている。すこやか福祉センター圏域ごとに、子どもたちがのびのびと交流し、自由
な遊びと幅広い活動ができるような放課後の安全・安心な居場所の整備や、親の孤立感や不安を解消するために乳幼児親子が集う
ことができる子育てひろば事業を展開する。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 基本計画 基本・実施設計
文化財調査
工事着工

工事竣工

② - - - 基本方針

③ - - - 実施設計

①

②

③

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

年度 27 28 29

事業費

人件費

総額 0

施策目標

1604 地域施設 地域活動拠点の確保、調整

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○平成30年2月竣工予定の東中野区民活動センター整備を進めるため、建築工事に着手している。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の調整が必要である。昭和区民活動センター及び鍋横区民活動センターの整備を進めるため、整備基本方
針・基本計画を策定する。基本方針等の策定にあたっては、必要な代替施設や併設施設の整備も含めた検討が必要となる。

○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(26～28)・目標(29)

東中野区民活動センター整備

昭和及び鍋横区民活動センター整備

キッズ・プラザ整備

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。

○昭和区民活動センター及び鍋横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。

○キッズ・プラザ整備が、計画通り実施されることを指標としている。

事業3 北部すこやか福祉センター整備

事業１ 東中野、昭和、鍋横区民活動センター整備

【概要】
○平成30年2月竣工予定の東中野区民活動センター整備を進めるため、平成29年1月に
建築工事に着手している。隣接地における民間事業者が行う公園施設等の整備との調整
を図る。
○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を含めた
基本方針を策定する。また、鍋横区民活動センターの移転整備を進めるため、高齢者会
館機能や併設となる鍋横自転車駐車場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2 キッズ・プラザ整備

【概要】
○平成31年度に江原小学校内にキッズ・プラザを開設するため、整備工事にかかる実施
設計を行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ－１ア 子どもの育ちを支える地域づくり

【概要】
○沼袋小学校跡地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の整備を含めた基本方針を策定する。なお、基本方針の策定に
あたっては、沼袋地域の防災まちづくりや西武新宿線沿線まちづくりとの調整を図り、
関係部署と連携して検討を進める。

10か年計画（第３次） Ⅴ－２ア 地域包括ケア体制の構築

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・天井等の内装改修を計画的に
改修するとともに、和式トイレの洋式化を進める。
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