
地域支えあい推進部地域包括ケア推進課
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本人の意思と権利が尊重され、安心して暮らせるまち

“オールなかの”による多様なサービスが常に生み出され、重
層的で包括的な支援が提供されるまち

それぞれの人が望む形で必要な支援につながり、誰もがい
きいきと地域で暮らし続けられるまち

すべての人に多様な居場所があり、無理なく支えあえるまち
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※　２０４０年は、団塊世代ジュニアが６５歳～７０歳を迎える年。高齢者人口がピークになる。



少子高齢化の一層の進展に伴い生産年齢人口が減少。

個人や世帯が抱える課題は、複雑化・複合化。

新型コロナウイルス感染症の影響により、新たな課題を抱
える人に対する支援が必要。　

地域包括ケア体制は地域共生社会を実現するもの。
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子ども

　生活困窮

　　疾　病

　団体活動の中止・延期

　　　ひきこもり、生活困窮　　



　区と区内関係団体及び区民が

　　ともに行動するためのプラン
　　　　　　

　策定は

　　　中野区地域包括ケア推進会議
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区民

事業者

区
教育機関

医療機関

活動団体

社会福祉法人等



取組をより一層発展・充実させ、“オールなかの”の取
組を推進するための活用本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　○プラン策定の趣旨、2040年に目指す姿
　　　　　　　　　○実現に向けた区民、関係団体及び区の役割と推進体制
　　　　　　　　　〇８つの柱別の目的、区・関係機関・地域団体等の取組例
　　　　　　○団体等の取組のコラム
　　　　　　○すこやか圏域ごとの活動団体の拠点マップ、一覧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか
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【掲載内容】



　　令和3年度（2021年度）から

　　令和７年度（2025年度）までの5年間
　　　　　　　　

　　　総合プランは、

　　　「中野区地域包括ケアシステム推進プラン」の改定版
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社会的孤立をなくし、支援を必要とする人を一
人残らず支援につなげる。

孤独で苦しむ人をなくす。

地域包括ケアの取組を“オールなかの“に広げ
る。
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「できることから始めよう！

　　“オールなかの”の地域包括ケア」
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　孤立感・孤独感を感じている人に、社会とつながる居

場所を身近な地域により多く提供したり、安定的な就労

ができるようにしたりすること、また障害者や高齢者の

ような移動弱者が外出しやすくなる環境を整備すること

で、孤立感・孤独感を解消する必要があります。
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　誰一人取り残さない相談支援体制を構築するためには、　　

まずはＳＯＳを発信できないリスクが高い人が、自らＳＯＳ

を発信しやすくなるような環境を整えること、そのために

は繰り返し、特に相談窓口や居場所などに関する情報を

発信していく必要があります。
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　地域活動の担い手を増やすには、ターゲットによって支援

の仕方（場所を用意するのか、一緒に活動する人を募るのか、

研修等を提供するのか、など）を工夫することや、相応の収入　　

が得られる形でスキルや知識を地域に生かす方法を工夫す

る必要があります。
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ひきこもりの状態が継続している期間は、以下のとおり。

　「１年以上３年未満」　１８．５％　　　　　「５年以上１０年未満」　１５．１％

　「１０年以上２０年未満」　１４．０％　　　※「２０年以上」　８．７％

ひきこもりの状態にある若年層（概ね３９歳まで）への支援において課題と感じて
いることは、以下のとおり。

　「若年層の当事者がいる家庭の存在を把握したことがない」　４３．６％

　「家族から相談があっても、当事者が相談・支援を望んでいない」　３１．４％

　「ひきこもりに係る知識や支援ノウハウを有していない」　２８．６％

　「相談・支援に至るまで長期間経過しているケースが多く、対応が難しいと感じる」

　２５．６％
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世話をしている家族が「いる」には中学2年生で５．７％、全
日制高校2年生で４．１％、世話をしている家族の内訳とし
て「きょうだい」が最も多い。

世話をしているためにやりたいけれどできていないことが
ある中学2年生が４２％、全日制高校2年生が約48％。一
方、ヤングケアラーと自覚している子どもはともに2％前
後で、ヤングケアラーという言葉への認知度も低い。
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見守り支えあい活動の事例が増え、課題発見の大事な部分を担ってい
ると感じる。

取組の継続により区民に認知されるようになったり効果を確認できて
いるが、多職種連携や地域への発信をもっと強化する必要がある。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、活動の中止・自粛が余儀なく
される中、可能な範囲での活動等で連携の維持・強化に努めた。しかし、
感染防止のための自粛生活が高齢者の健康障害を引き起こしている
ように感じる。
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地域包括ケアシステムについての区民の理解を深めて、身近に感じて
もらうイベントや世代を超えた交流などの実施を希望する。

見守りや支援が必要と判断した場合は、関係機関などと連携して対応
する仕組みを確立して定着させたい。また活動が地域住民や関係機関
などに広く浸透していき、閉じこもりや孤立が減る支援体制を整えて
ほしい。

これまで以上に行政と関係団体や企業等のかかわり方が広範囲にな
ると想定されるので、意見交換と施策実現の場を拡充させるための方
策を示してほしい。
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アウトリーチを区職員による責任ある体制のもと進める取組は特徴的
であるが、区民や社会に対して十分に見えないため、さらなる情報共
有と区民参加が必要。

居場所づくりについては、多くの区民の参加が得られ、見守り支えあ
いの活動が充実してきている。住民主体の活動をどう地域課題につな
げ、地域包括ケアシステムの深化が図れるかが課題。ケース会議への
参加や福祉何でも相談との連携などにおいて、関係機関をもっと活用
してほしい。

地域包括ケアの対象を、高齢者からいち早く全世代に広げる取組は先
駆的。
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ヤングケアラーや引きこもり状態の人をはじめ、ひとつの機関では対応できない
課題を抱える家庭への支援を充実させるため、
が必要。

継続的な伴走による支援がより重要になることから、
を図る。

居場所づくりや就労支援などの社会参加の支援、地域づくりに向けた支援を進め
るため、 との整合性を図りながら体制整備を進める。

これまで地域で実施してきた個別ケースの支援会議の重要性から、二層の

新型コロナウイルス感染症による様々な活動の制限や自粛が、高齢者をはじめと
する区民の心身の状態に大きな影響を与えていることから、可能な範囲での

を図る。
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　《役割》

向上心をもって自ら学び、生きがいや自己実現のために行動する。

子どもや障害者の権利養護について、またバリアフリー、ユニバーサルデ
ザインの考え方など生活弱者や多様な人すべてが生活しやすい社会の実
現について理解を深める。 

町会・自治会やボランティア団体等の社会活動に参加する。

健康づくり・介護予防に取り組む。

健康診断の受診などセルフケアマネジメントに取り組む。

認知症への理解に努めるとともに、自ら要介護や認知症になった場合の
生活について、意思表示と準備をする。
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関係団体 役　　割

医療 在宅医療介護連携の推進、口腔機能改善、 在宅服薬管理の推進

地域団体等 地域の見守り支えあい活動の推進、地域のつなぎ役、青少年の健全育成、
食育、健康づくり・介護予防の率先的実践、生活支援サービスの提供

事業者団体 地域の見守り支えあい活動の推進、住まいの確保、就労、社会参加、介護
予防の推進、質の高い介護・看護の提供推進、在宅療養介護連携の推進、
認知症啓発活動

中野区社会福祉協議会 社会福祉の推進、生活支援サービスの創出、提供、セーフティネットの担
い手

非営利団体 健康・社会参加・就労の場の提供、地域の見守り支えあい活動の推進、生
活支援サービスの提供

社会福祉法人等 地域の見守り支えあい活動の推進、セーフティネットの担い手、介護予防
の推進
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《役割》

中野区における地域包括ケア体制の構築に向けた総合調整と施策の実
施

制度の狭間に落ちる人がいないよう地域のセーフティネットの役割を果
たす。

必要なサービスの確保とその質の向上

権利擁護の推進
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柱 課　　　　題

１　本人の選択／権利擁護 （1）権利擁護の推進と理解促進　　　（2）虐待の防止　　　（3）区民が望む在宅療養生活の実現

２　住まい・住まい方 （1）居住支援体制の推進　　 （2）在宅生活が困難な場合のケアを行う施設の確保
（3）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり 

３　健康・社会参加・学び・就
労

（1）健康的な生活習慣の定着支援、健康づくり、感染症対策
（2）就労や地域活動を通じた社会参加の促進　　　　（3）生涯学習の機会の充実 

４　地域の見守り支えあい （1）地域における見守り支えあいの推進と、交流の場や機会の創出 
（2）避難行動要支援者への避難支援

５　生活を支えるサービス、生
活を豊かにするサービス

（1）生活支援サービスの質・量の確保
（２）住民主体サービスの拡充、民間サービスとの役割、コーディネート機能

６　地域医療 （1）在宅医療、地域での医療提供の充実と多職種連携の一層の推進
（2）かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

７　セーフティネット （1）包括的な自立支援の推進 　　（2）貧困対策、自殺対策、犯罪被害者等支援、再犯防止

８　子どもと子育て家庭、障
害者及び高齢者特有の課題

（1）子どもと子育て家庭特有の課題 　　（2）障害者特有の課題 　　（3）高齢者特有の課題 

－　総合プランには、８つの柱にそって、区の取組、関係者（団体）の取組を掲載します。ー
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【課題】（1）権利擁護の推進と理解促進

　　　　（2）虐待の防止　

　　　　（3）区民が望む在宅療養生活の実現

【区の取組例】 人権施策推進事業

(仮称)中野区子どもの権利に関する条例の推進

児童相談所の設置及び子ども・若者支援センター等運営

成年後見制度利用促進に向けた中核機関の設置

妊産婦への支援体制の充実

認知症とともに暮らす地域安心事業
－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】（1）居住支援体制の推進

　　　　（2）在宅生活が困難な場合のケアを行う施設の確保

　　　　（3）バリアフリー・ユニバーサルデザインのまちづくり

【区の取組例】 セーフティネット（ＳＮ）専用住宅登録促進モデル事業

区民活動センター等の整備・改修

多文化共生の推進

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】（1）健康的な生活習慣の定着支援、健康づくり、感染症対策

　　　　（2）就労や地域活動を通じた社会参加の促進

　　　　（3）生涯学習の機会の充実

【区の取組例】 若者育成支援事業

新型コロナウイルス感染症自宅療養者支援事業

新型コロナウイルス感染症対策

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】（1）地域における見守り支えあいの推進と、交流の場や機会の創出 

　　　　（2）避難行動要支援者への避難支援

【区の取組例】 児童館の機能拡充等

地域活動の再開・活性化支援

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー



27

【課題】（1）生活支援サービスの質・量の確保

　　　　（2）住民主体サービスの拡充、民間サービスとの役割、コーディネート機能

【区の取組例】 一時預かり事業

在宅要介護者受入体制整備事業

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】（1）在宅医療、地域での医療提供の充実と多職種連携の一層の推進

　　　　（2）かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進

【区の取組例】 成人歯科健診の受診勧奨

日常生活用具「発電機・蓄電池等」の給付

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】（1）包括的な自立支援の推進 　　

　　　　（2）貧困対策、自殺対策、犯罪被害者等支援、再犯防止

【区の取組例】 ひきこもり支援事業

子どもの貧困対策の推進

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー
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【課題】　（1）子どもと子育て家庭特有の課題 

　　　　　（2）障害者特有の課題 

　　　　　（3）高齢者特有の課題 

【区の取組例】
プレーパーク活動団体等支援

区立重度・重複障害児通所支援施設における居宅訪問型児童発達
支援

生活寮の法内化に向けた再整備

在宅障害者受入体制整備事業

－　総合アクションプランは、区と区内関係団体及び区民がともに行動するためのプランです。ー



柱１「本人の選択／権利擁護」
・中野区オレンジカフェ連絡会（認知症とその家族の支援、RUN伴なかの）
 
柱２「住まい・住まい方」 

・中野区国際交流協会（日本語支援・学習支援、多文化交流） 

柱７「セーフティネット」 
・つくろい東京ファンド（生活困窮者の住まい支援、交流の場の運営他） 
・中野よもぎ塾（子どもの学習支援＋α、こどもほっとネットinなかの） 

☆各団体の皆様の発表にご期待ください！
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【ホームページURL】
http://city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/172050/d031899.html

【連絡先】
                      ：houkatukea@city.tokyo-nakano.lg.jp
　　　　　　　　　　　：０３－３２２８－８７１６
　　　　　　　　　　　：０３－３２２８－５８０３
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