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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
１０か年

計画

男性17.1年
女性20.6年

(25年)

男性17.4年
女性20.9年

(26年)

男性17.6年
女性21.0年

(27年)

男性17.7年
女性21.1年

男性18.1年
女性21.5年

ベンチマーク
男性17.2年
女性20.3年

(25年)

男性17.4年
女性20.5年

(26年)

重点取組 11.7% 9.5% 15.2% 21.0% 25.0%

ベンチマーク

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

○見守りや医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まいが一体的に切れ目なく提供される体制が整うことによって、高齢
者、子育て世帯、障害者などを含む地域の誰もが、個人として尊重され、人生の最期まで、住み慣れた地域で暮らしている。

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④

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（東京保健所長会方式）。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。

○健康福祉に関する意識調査において「認知症の症状や対応方法について、よく知っている」と答えた人の割合。認知症
に対する周囲の理解が進むことにより、高齢者が安心して地域生活を送ることができることを示す。目標値は、今までの
実績値を踏まえ設定した。

分野目標

平成29年度 地域包括ケア推進分野 地域包括ケアにより安心して生活できる地域

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○介護保険や医療保険の給付によるサービスだけでなく、住民活動やボランティア活動等、数多くの資源が地域にはあるが、
これらの資源は断片化した状態であり、有機的に連動し多様なサービス等が提供されるシステムを構築していく必要がある。

東京都 ６５歳の健康寿命（要介護２以
上）

65歳の健康寿命（要介護2以上の認定を受けるまでの
平均自立期間）

認知症をよく理解している区民の割合

○若い年代からの健康づくりや介護予防の主体的な取組みが進むことによって、すべての人が、持てる力に応じて社会参加
し、疾病や加齢により心身の機能が低下しても、自立した生活を送っている。

平成29年度に重点的に行う取組み

○「地域包括ケアシステム推進プラン」に基づき、区民及び地域関係機関・団体と連携して中野区の地域包括ケアシステムの
機能を充実させ、常に検証しながら体制を確実なものにしていくとともに、子育て世帯、障害者などを含めた地域包括ケアシ
ステムのあり方について研究する。
○総合事業を開始し、要支援者及びサービス事業対象者に向けた介護予防の取組みを進めていく。（短期集中予防サービス、
住民主体サービス等の実施）
○認知症に対する理解を促進し、認知症にやさしい地域づくりを推進するために、認知症サポーター養成講座をさらに拡大す
るとともに、新たに認知症サポートリーダーを育成し、活動を支援する。

分野の指標



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① - - 47.9% 49.0%

② 18.1% 20.3% 21.0% 22.0%

③ ー
18.4%

（26年）
20.4%

（27年）
21.0%

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

1701 地域包括ケア推進 地域包括ケアシステム推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○介護保険や医療保険の給付によるサービスだけでなく、住民活動やボランティア活動等、数多くの資源が地域にはあるが、これ
らの資源は断片化した状態であり、有機的に連動し多様なサービス等が提供されるシステムを構築していく必要がある。

○見守りや医療、福祉・介護、健康づくり・予防、住まいが一体的に切れ目なく提供される体制が整うことによって、高齢者、子
育て世帯、障害者などを含む地域の誰もが、個人として尊重され、人生の最期まで、住み慣れた地域で暮らしている。

○要援護高齢者の発見から対応まで、地域の社会資源を活用した活動を行うことによって、高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生
活を続けている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

介護や病気での療養が必要になっても、地域で暮らし続けられる環境
が整っていると思う人の割合

地域包括支援センターを身近に感じる割合（60歳代以上の人の割
合）

死亡総数のうち自宅で亡くなった方の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○健康福祉に関する意識調査において「介護や病気での療養が必要になっても、医療、介護サービスや地域の見守り等を受け
ながら身近な地域で暮らし続けられる環境が整っていると思う」または「ほぼ整っていると思う」と答えた人の割合。住み慣
れた地域で安心して療養できる体制が整備されていることを示す。目標値は、類似した設問の実績値を踏まえ設定した。

○健康福祉に関する意識調査において「地域包括支援センターについて身近に感じる」と答えた人の割合。区内に8か所設置し
ている高齢者の保健福祉の総合相談、支援の窓口である「地域包括支援センター」が、区民に認知され、事業を展開したこと
を示す。目標値は、実績を踏まえ設定した。

○死亡の場所別にみた「自宅」の割合。地域包括ケアシステムの進捗の度合いを示す。目標値は中野区の結果を踏まえ設定し
た。 【参考】平成27年人口動態統計（厚生労働省）全国12.7％　東京都17.3％

事業3

事業１ 地域包括ケア体制整備

【概要】
○地域での高齢者への支援の充実とそれを支える社会基盤整備の推進のため、多機関、
多職種の連携による地域包括ケア推進会議を開催する。
○また、28年度策定の「地域包括ケアシステム推進プラン」に基づき、区民及び地域関
係機関・団体と連携して中野区の地域包括ケアシステムの機能を充実させ、常に検証し
ながら体制を確実なものにしていくとともに、子育て世帯、障害者などを含めた地域包
括ケアシステムのあり方について研究する。

10か年計画（第３次） Ⅴ-2ア地域包括ケア体制の構築

事業2 地域包括拠点機能充実

【概要】
○高齢者の相談支援専門機関である地域包括支援センターや障害者相談支援事業所の機
能強化を進める。高齢者への支援に関しては、ケアプランの適正チェックやケアマネ
ジャーへの包括的支援を進めるとともに、特に29年度の介護予防・日常生活支援総合事
業の開始に伴い、ケアマネジメントの質の向上を図るためケアプランチェックのあり方
について検討を行う。また、すこやか福祉センターと連携し、相談窓口が円滑に機能す
るよう調整を行う。

10か年計画（第３次） Ⅴ-2ア地域包括ケア体制の構築

【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
男性17.1年
女性20.6年

(25年)

男性17.4年
女性20.9年

(26年)

男性17.6年
女性21.0年

(27年)

男性17.7年
女性21.1年

② - - 35.7% 38.0%

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

地域住民同士が交流する「場づくり」ができていると感じる人の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○支える側としての取組を進めることによって、地域で多様な人々が多様なかたちで協力し活発な活動が展開されている。

○若い年代からの健康づくりや介護予防の主体的な取組が進むことによって、すべての人が、持てる力に応じて社会参加し、疾病
や加齢により心身の機能が低下しても、自立した生活を送っている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

65歳の健康寿命（要介護2以上の認定を受けるまでの平均自立期間）

施策目標

1702 介護予防体制整備 誰もが能力を活かし地域で参加し暮らし続けられるまちづくりの推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○ひとり暮らし高齢者の増加、地域コミュニティの弱体化、また介護保険費用の増加などの社会経済情勢の変化を踏まえ、持続可
能な中野区版の地域包括ケアシステムの充実を図っていく必要がある。

○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（東京保健所長会方式）。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。
○健康福祉に関する意識調査（調査項目としては、場は高齢者のものに限定していない）。地域住民同士が交流する場ができ
ていることを実感し、住み慣れた地域で多様な人々が多様なかたちで協力しあえる社会となっていることを示す。（60歳代以
上の人の割合）

事業3

事業１ 介護予防体制整備

【概要】
○介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、事業対象者を含めた要支援者等に対
する新たなサービスとして住民主体サービス及び短期集中予防サービスを開始し、介護
予防の取組みを強化する。住民主体サービスについては、通所型を高齢者会館で、訪問
型をシルバー人材センターで始める。また、要支援者等に対する地域包括支援センター
による介護予防ケアマネジメントを強化し、改善を図っていく。

10か年計画（第３次） Ⅴ－2イ地域での生活を支える多様で質の高いサービスの提供

事業2 生活支援サービス体制整備

【概要】
○区民活動センター圏域ごとに配置される地区担当（アウトリーチチーム）による潜在
的な要援護者の発見から地域情報の把握、ネットワークづくりや地域資源の開発、住民
主体活動の立上げ支援など総合的取組みに関して、全体的な調整を行う。（生活支援
コーディネーターの役割を兼ねる）
○主体的な地域での活動を促進するための地域支援講座及び生活支援サービスに係る活
動に参加する人向けの担い手養成講座を実施する。

10か年計画（第３次） Ⅴ－2イ地域での生活を支える多様で質の高いサービスの提供

【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 30.0% 37.0% 34.4% 37.2%

② 11.7% 9.5% 15.2% 21.0%

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

認知症をよく理解している区民の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○医療と介護に関わる関係者の連携が強化され、在宅での療養を必要とする区民が適切な医療やサービスを受けながら、安心して
生活できるための体制が整備されている。

○認知症に早期に気づき、進行予防も含めた適切な医療やサービスを受けながら地域で生活できている。また、地域での認知症に
関する理解が深まり、見守りや支援する体制ができている地域を目指す。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

長期療養が必要になった時自宅で過ごしたい人の割合

施策目標

1703 在宅医療介護連携推進 在宅医療と介護の連携推進

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○今後さらに増加が予想される認知症高齢者や在宅で療養する区民を支援するために、医療と介護が連携し必要なサービスを提供
できる地域の体制整備が求められている。

○健康福祉に関する意識調査において「長期の療養が必要となった場合、自宅や実家で過ごしたい」と答えた人の割合。在宅
療養に関わる地域の医療・介護体制が充実し、区民理解の深まりにより、自らが希望する場所で療養できる意思を示すことが
可能となる。目標値は、今までの実績値を踏まえ設定した。

○健康福祉に関する意識調査において「認知症の症状や対応方法について、よく知っている」と答えた人の割合。認知症に対
する周囲の理解が進むことにより、高齢者が安心して地域生活を送ることができることを示す。目標値は、今までの実績値を
踏まえ設定した。

事業3

事業１ 在宅医療介護連携推進

【概要】
○在宅療養の理解促進のための区民向け講演会やリーフレットの発行を行う。多職種連
携推進のための事例検討会や研修を実施するとともに、効果的な情報共有の在り方を検
討する。摂食・えん下機能支援事業、在宅療養者のための緊急一時病床確保事業につい
ては医師会に委託し継続する。

10か年計画（第３次） Ⅴ－2ア②医療と介護等の連携体制の推進

事業2 認知症対策

【概要】
○地域での認知症の理解を促進する認知症サポーター養成講座を大幅に拡大する。さら
に認知症サポーター養成の講師役や地域で認知症の人への支援活動をする認知症サポー
トリーダーを養成する。パンフレット等の普及により、認知症の気づきを相談、医療、
サービスに早期につなげるための取組みを行う。相談を受ける体制としては、認知症初
期集中支援チームが地域包括支援センターだけでは対応の難しいケースについて、医療
機関や他の関係機関とも連携して解決にあたる。

10か年計画（第３次） Ⅴ－2ア③認知症高齢者等にやさしい地域づくりの推進

【概要】
　

10か年計画（第３次）

事業4

【概要】

10か年計画（第３次）


