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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 - - - 75.0% 80.0%

ベンチマーク

重点取組 97.8% 97.1% 97.4% 98.0% 98.0%

ベンチマーク - 91.5% -

ベンチマーク

ベンチマーク

①

②

③

④

分野の指標

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○3歳児健診は、トータルケア事業として全ての子どもが対象であり、健診に来所した保護者から、すこやか福祉セン
ターを身近に感じるかどうかのアンケートを実施し、集計する。

○こんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問率であり、子育て家庭に対するアウトリーチの指標とするとともに他区との比較が
できる。23区平均（実施区）については、2年に1度の公表。

指標／実績(26～28)・目標(29,32)

①

②

③

④

分野目標

平成29年度
すこやか福祉センター地域ケア分

野
地域で展開する保健福祉の包括的ケア

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○複雑化している保健福祉に関するさまざまな課題に関して、可能な限り地域で総合的な相談支援を実現するために、地域包
括支援センター、障害者相談支援事業所の機能を強化するとともに関係機関との連携体制がより一層必要となっている。
○核家族化、地域のつながりの希薄化が進み、孤立して子育てをする家庭が増えている中で、気軽に悩みを相談したり、地域
で子育て仲間を作る機会を設定し、地域全体で子どもと子育てを支える体制づくりが必要である。

23区平均（実施区）

3歳児健診においてすこやか福祉センターを身近に感じる
人の割合

乳児家庭全戸訪問事業訪問率

○保健・福祉および子育てに関する情報提供や相談支援を行う総合相談機関としてすこやか福祉センターが活発に利用される
ことによって、区民は、住み慣れた地域で安心して暮らしている。
○すこやか福祉センターが地域で、講座や講習会などを行うことにより、区民は健康づくりを活発に行っている。

○身近な地域で、子どもの発達や子育てについて家庭の状況に応じた支援やサービスを適切に提供することによって、区民
は、安心して出産・子育てができている。

平成29年度に重点的に行う取組み

○子育て家庭や高齢者・障害者等支援を必要とする区民に、ライフステージに応じた相談を行い、住み慣れた地域で安心して
暮らせるよう、相談や支援の包括的な地域ケアのしくみを構築し、関係機関の連携を進める。



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① - - - 70.0%

② 31,241件 37,920件 39,576件 40,000件

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

1801 保健福祉包括ケア 保健福祉の包括的ケア

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○区内4所のすこやか福祉センターにおいて、保健福祉の包括的ケアを地域で展開しており、28年度からはすべてのすこやか福祉センターで土曜日および平日夜間の相談時間延長
を行っている。一般に精神疾患は、身体疾患に比べ差別や偏見の問題もあり、医療につながるまでに時間を要する。平成25年度保健福祉に関する意識調査では、うつ病などのここ
ろの病を相談することに抵抗を感じない人の割合は9割を超えているが、かかりつけ医や専門医、関係機関とが連携し、早期に適切な治療に繋がり必要な支援が受けられるような
連携の充実が課題である。

○妊婦から子ども、高齢者、障害者や難病を抱えた方等すべての年代の区民の相談に対し、総合的で効果的な相談・支援を行うこ
とで相談者と家族が安心して生活している。

○心の健康について区民が正しい知識を持ち、必要な時には相談や医療が早期に受けることができる。また、精神障害者や難病患
者等が適切な支援を受けて地域で自立した生活をしている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

すこやか福祉センター主催の講座受講者の満足割合（一般対象事業）

すこやか福祉センターの障害者の相談・支援件数

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○すこやか福祉センターで地域ケア分野が主催して実施している講座への参加者に、その講座についての満足度のアンケート
を行い、区民の要求に適合できているかどうかの把握を行う。

○すこやか福祉センター4所が地域の総合相談窓口として受けた障害者（児）に関する相談・支援件数。すこやか福祉センター
が、障害者（児）が地域で自立した生活が送れるよう、相談・支援を行った指標として、設定した。

事業3 精神保健相談・支援

事業１ 保健福祉相談

【概要】
○障害者や高齢者、難病、子どもに関する福祉サービスの相談・受付を行う。本人や家
族の相談に対応するとともに、必要に応じて関係機関と情報共有を行い包括的な支援を
実施する。また、電話や面接、訪問等により保健師、栄養士、歯科衛生士等が疾病や治
療、健康づくりなどに関する相談に対応する。

10か年計画（第３次） Ⅵ-3ア①相談支援体制の整備・体制強化

事業2 障害者相談・支援（障害者相談支援事業所委託）

【概要】
○身体・知的・精神・発達・難病等障害者(児)とその家族の相談・支援業務、自立支援
給付や地域生活支援事業の利用に伴う調査、福祉サービスの申請援助、取次業務等を委
託により実施する。

10か年計画（第３次） Ⅵ-3ア①相談支援体制の整備・体制強化

【概要】
○一般精神、うつ、嗜癖、認知症等に関する専門医の相談を実施している。また、保健
師が電話、面接、訪問等により本人、家族、関係者の相談に応じる。

10か年計画（第３次） Ⅵ-2ア①健康づくり・食育の推進

事業4 精神障害回復者社会生活適応訓練（精神デイケア）

【概要】
○精神障害者が地域で自立した生活を送ることを目的に、集団での活動を通じて社会生
活の訓練を行う。（平成22年度から委託して実施している。）

10か年計画（第３次） Ⅵ-2ア①健康づくり・食育の推進



26年度 27年度 28年度 29年度 29目標

① 97.8% 97.1% 97.4% 98.0%

② 23.4% 25.6% 25.3% 22.0%

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

施策目標

1802 地域子ども家庭支援 地域で支えられる子どもと家庭

現状と課題（行政評価結果等を踏まえて）

○子育てに不安や悩みを抱える家庭が増えている中、子育て家庭に早期にかかわり、身近な地域で総合的に、かつ家庭状況に合わ
せた個別の相談支援の充実が求められている。また、すこやか福祉センターが、地域の子育て関連施設との相互の連携を強化し、
地域で適切な支援ができる体制を整える必要がある。

○子育て家庭が、妊娠期から出産を経て乳幼児期・学齢期まで、子どもの成長段階やそれぞれの家庭状況に応じて総合的・継続的
に相談への対応や支援を受けながら子育てをしている。

○地域の子育てネットワークの活用による個別支援が受けられる地域づくりが進み、子どもたちは地域で見守られ、支えられて
育っている。

施策の指標

指標／実績(26～28)・目標(29)

乳児家庭全戸訪問事業訪問率

子育てに困難さを感じている乳幼児の保護者の割合

指標の説明、設定理由、目標値の根拠

○出生数に対するこんにちは赤ちゃん訪問事業の訪問率。訪問時、家庭の養育環境を把握して助言その他の支援を行い、子ど
もの発達や子育てについて状況に応じた支援やサービスの提供を行っている。子育て家庭に対するアウトリーチの指標と考
え、設定した。

○【1歳6か月児健診の受診者アンケート調査】子育てに困難さを感じている乳幼児の保護者の割合は、個別の環境要因に左右
される部分も大きいが、地域における妊娠・出産期からの切れ目ない多様な支援の指標と考え、設定した。

事業3 個別相談・訪問

事業１ 妊産婦保健指導

【概要】
○全妊婦を対象に保健師、助産師等が面接による個別相談を実施、各家庭のニーズに応
じた支援プランを作成し、妊産婦の心身の健康保持・増進をはかる。また、面接を実施
した妊婦に育児パッケージを配付し、子育て環境の向上を目指す。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1イ①切れ目のない一貫した相談・支援体制の整備

事業2 乳幼児健康診査

【概要】
○疾病や発育発達、障害等の早期発見、支援のため、乳幼児健康診査（3か月・1歳6か
月・3歳）を実施する。個別相談や子育てサービスの情報提供、集団指導を行い、育児
不安の軽減を図る。また、特に養育や発達に関して支援が必要な家庭を的確に把握して
個別支援につなげる。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1イ②子どもの健康増進支援

【概要】
○妊産婦および乳幼児から18歳までの子どもとその家庭の相談窓口として、来所相談や
電話相談を行う。出産直後の全家庭に助産師・保健師が訪問する。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1イ①切れ目のない一貫した相談・支援体制の整備

事業4 地域子ども家庭支援

【概要】
○巡回育児相談や地域育児相談会を開催し、子どもやその家庭に対して、地域の子育て
施設と連携しながら適切な支援を行う。

10か年計画（第３次） Ⅳ-1ア①地域の子育てコミュニティの拠点づくり



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 - - - 70.0%

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

施策目標

1803 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。

○地域で健康づくりを推進する取組みが展開され、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
るための取組みが継続されている。

○高齢者施設は、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(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）

 すこやか福祉センター主催の講座受講者の満足割合（健康づくり事
業）

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。

○すこやか福祉センターで地域ケア分野が主催して実施している講座への参加者に、その講座についての満足度のアンケート
を行い、区民の要求に適合できているかどうかの把握を行う。

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

【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組みを支援する。また、地域で取組みを
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 地域介護予防事業推進

【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

【概要】

10か年計画（第３次）


