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第１部 

「健康福祉都市なかの」を実現するために 

中野区保健福祉総合推進計画（案） 

 

 

 

 

 

≪計画期間≫ 

２００９（平成２１）年度から 

２０１３（平成２５）年度までの５年間 
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第１章 保健福祉総合推進計画の理念と基本目標 

 

中野区では、区民のだれもが、心身ともに健やかで、個人としての尊厳が保たれな

がら、自立した生活を営めるまち、｢健康福祉都市なかの｣の実現をめざして、平成１

６年３月に健康福祉都市を宣言しました。 

保健福祉総合推進計画の策定目的は、区が区民とともにめざす「健康福祉都市なか

の」の実現に向けた取り組みを計画的に進めていくため、保健福祉の領域全体にわた

る取り組み内容を総合的に区民の方々にお示しすることにあります。 

また、あわせて、中野区基本構想や区の基本計画である「新しい中野をつくる１０

か年計画」で示した区の将来像、とりわけ、領域Ⅲ「支えあい安心して暮せるまち」

の着実な実現に向けた取り組み内容を示すという目的を持っています。 

 

 

１ 「健康福祉都市なかの」の理念と３つの基本目標 

 

（１）実現をめざす「健康福祉都市なかの」のまちの姿 

区民のだれもが、心身ともに健やかで、個人としての 

尊厳が保たれながら、自立した生活が営まれるまち 

そのために必要な保健福祉のサービスが、 

公私のパートナーシップに基づいて、地域で総合的に提 

供されるまち 

 

 



保健福祉総合推進計画（平成２１年度～平成２５年度） 

 

 

4 

 

（２）「健康福祉都市なかの」の４つの理念 

「健康福祉都市なかの」は、つぎの４つの理念によって形づくられます。 

 

人間性の尊重と権利の保障 
 

高齢者、障害者、子どもをはじめとしたすべての区民の人間性が尊重され、 

その人らしく生活できる地域社会であること。 

また、疾病や加齢、障害などにより心身の機能が低下しても、一人ひとりの 

権利が守られる地域社会であること。 

 

 

個人の意思と自己決定の尊重 
 

区民一人ひとりが、自らの意思に基づいた選択や自己決定が尊重され、多様 

な担い手によって提供されるサービスを利用しながら、個人としての自己実現 

が図られる地域社会であること。 

 

 

自立生活の推進 
 

区民のだれもがいつまでも健康で、積極的な社会参加が行なわれる地域社会 

であること。 

また、状況に応じた適切な支援が確保され、一人ひとりが持っている能力を 

十分発揮しながら自立した生活が営める地域社会であること。 

 

 

区民参加、区民と区の協働による地域保健福祉の推進 
 

地域保健福祉の推進にあたって区民が主体的に参加する地域社会であること。 

また、区民や町会・自治会等の地域団体、保健福祉サービスの提供事業者、 

非営利活動団体、関係団体、区など、さまざまな主体が適切な役割分担のもと 

で連携、協働する地域社会であること。 
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（３）「健康福祉都市なかの」を実現するための３つの基本目標 

保健福祉総合推進計画では、「健康福祉都市なかの」の理念を実現するため、柱と

なる３つの基本目標を掲げ、この目標ごとに施策を体系化して組み立てます。 

（３０ページの体系図を参照してください。） 

 

基本目標１ 健康でいきいきとした生活の継続 

年齢、障害・疾病の有無やその程度などにかかわらず、いきいきとした生活が

継続できるよう、身近な地域で、区民一人ひとりの健康づくりが進むようにしま

す。 

高齢期に至っても、寝たきりや認知症などによる要介護状態にならずに、元気で、

はつらつと過ごせる期間をできる限り長く維持したいのは、万人のそして社会の願い

です。そのためには、各人が、自ら健康意識を高め、主体的に健康の自己管理を始め、

健康を維持向上する取り組みを継続することが欠かせません。 

特に生活習慣病の予防については、妊娠期や乳幼児期、学童期・青年期からの望ま

しい生活習慣の確立のための取り組みなど、各世代（ライフステージ）を通じた取り

組みが重要な意味を持ちます。また、発達の遅れや障害、疾病に対応した健康づくり

も欠かせません。 

区は、健康づくりのための生活習慣が拡がり定着していくよう、健康診査など、健

康状態を把握しやすい情報提供や事後指導などの支援をはじめ、個人にあった健康づ

くり活動を実施していくための環境整備や介護予防のための事業を展開していきま

す。 

基本目標２ 共に生きるまちづくり 

誰もが、人として対等な存在として受け入れられ、各人が能力に応じて役割を

担い、必要に応じて支えあいながら、それぞれが納得のいく自立生活を維持でき

る地域社会の創造を進めます。 

高齢になっても、障害があっても、尊厳をもって自分らしい生き方ができ、また、

安心して次世代を育むことのできる環境づくりを進めていくためには、法やしくみに

よるサービスやケア（支援・世話）が十分に提供されるよう、サービス基盤の整備を

進めるとともに、住民や町会・自治会など住民団体、ボランティアやＮＰＯなどの活

動主体が、地域できめ細かな活動をおこなうことにより生活課題を解決するという、

新たな支えあいの仕組みづくりの領域を拡大、強化することが求められています。 

こうした新たな支えあいのためのつながりが地域に拡がり、有効に機能するよう、



保健福祉総合推進計画（平成２１年度～平成２５年度） 

 

 

6 

 

区は支援・調整などの中核を担う(仮称)すこやか福祉センターを区内４か所に開設す

るなど、積極的に働きかけをしていきます。 

要援護者に直接の関わりを持つ専門職、専門機関等のネットワークはもとより、町

会・自治会や民生児童委員などをはじめ社会福祉協議会などと連携して、地域でとも

に生き、支えあうための地域の包括的なケア体制を整え、共に生きるまちづくりを進

めていきます。 

基本目標３ 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 

多様な提供主体による良質な保健福祉サービスが確保され、必要とするサービ

スを区民が適切に安心して選択できるようにします。 

意思判断能力が低下した方に対する成年後見制度の利用促進、サービス利用に

関する苦情・トラブルの調整、虐待防止などの権利擁護の強化など、安心して豊

かな地域生活を送るために必要な環境の確保に努めます。 

障害のある人や介護を必要とする人など、他からの支援を必要する人が、安心して

納得のいく自立生活を過ごしていくためには、それぞれのニーズに対応する多様なサ

ービスが用意されるとともに、その情報が的確に得られ、選択の幅が豊かでなければ

なりません。区は、良質なサービスが適切に供給されるようにするため、区民の保健

福祉のニーズを的確に把握し、サービス基盤の充実を図るとともに、評価のしくみな

どを活用しながら、サービスを提供する民間活動に対する助言や必要に応じた助言・

指導をおこなっていきます。 

判断能力が低下した認知症の方などには、サービスの契約や利用手続きなどの自己決

定への支えが必要となります。このため、成年後見制度の利用促進やサービス利用に伴

う苦情の調整、不利益・被害の救済、あるいは、虐待防止など権利擁護の取り組みの充

実を図ります。 

さらには、生活保護などセーフティネット機能の確保、新型インフルエンザなど健

康危機への対応体制の整備、衛生的な環境や医療環境の確保、誰もが住みやすい地域

をめざしたユニバーサルデザイン(※)の推進など、地域での安全で豊かな生活を確保

するための公的責任を区は積極的かつ確実に果たしていきます。 

                                                
※ ユニバーサルデザイン 

年齢、性別、国籍、個人の能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が利用可能できる

ように、利用者本位、人間本位の考え方に立って都市施設や製品・サービスなどを作り上げていく

こと 
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健康福祉都市なかの 

サービスの充実と利用支援・権利擁護 
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２ 保健福祉総合推進計画の概要 

（１）計画の性格について 

保健福祉総合推進計画は、基本構想とその基本計画である 「新しい中野をつくる

１０か年計画」のもとに位置づくもので、保健福祉の領域における基本計画です。 

また、健康増進法に基づく健康増進計画（「健康日本２１」の地方計画）、老人福祉

法に基づく老人福祉計画及び障害者基本法に基づく障害者計画、さらに、社会福祉法

に基づく地域福祉計画の４つの計画を総合した計画として位置づけています。 

区は、本計画を前提として、各年度の予算編成の検討をおこなうこととなりますが、

計画の進捗状況・目標達成状況を常に評価分析し、必要な見直しや新たな工夫を加え

ながら具体的な取り組みを進めていくことになります。 

 

 

各計画の根拠となる法令は、つぎのとおりです。 

 

○健康増進計画   健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第８条 

●老人福祉計画   老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２０条の８ 

○障害者計画    障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）第９条 

○地域福祉計画   社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条 

 

●印は、策定が義務づけられているもの 

※ 子どもや子育て領域に関する区の考え方、目標、取り組み内容等については、

次世代育成支援対策推進法に基づき「中野区次世代育成支援行動計画」として、

保健福祉総合推進計画から独立して計画化しています。このため、本計画の対象

からは除きますが、同計画との整合性を図ります。 

※ 前計画では、老人保健法に基づく「老人保健計画」の性格を含んでいました。

平成２０年４月に老人保健法は「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、

「老人保健計画」の規定が削除されました。このため、本計画には「老人保健計

画」の位置づけは含まれていませんが、高齢者の福祉と保健、医療については、

密接な連携を図り、総合的に推進していく必要があることから、本計画は老人保

健の内容も含めた計画として策定しました。 
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（２）計画期間 

健康増進計画と障害者計画では、１０年を期間とした計画の策定が求められていま

す。また、老人福祉計画と地域福祉計画では５年を期間とし、３年ごとに計画の見直

しを行うこととされています。 

これらを踏まえ、本計画については、初年度を２００９年度として、１０年後（２

０１８年度）の目標を定め、その実現に向けた５年間（２００９年度～２０１３年度）

における取り組みを対象とすることとしました。 
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（３）計画の構成（章立て） 

本計画は、以下の２つの章によって構成しています。 

第１章では、「健康福祉都市なかの」の理念と３つの基本目標、さらに、高齢者人

口や障害者数などの将来見通しを踏まえ、計画期間において重点的に取り組むべき内

容を４つの戦略として示しています。 

第２章では、健康福祉都市なかのを実現するための３つの基本目標に対応した３つ

の節で構成し、今後区として取り組みむべき内容を詳細に記述しています。 

第１節 主として健康づくりの取り組みについて 

第２節 共生のまちづくりに向けた社会参加の促進や包括的な地域ケア体制の

構築などの取り組みについて、 

第３節 保健福祉のサービスの基盤整備と権利擁護、人にやさしいまちづくり、

健康危機への対応などの取り組みについて 

第２章の各節では、課題ごとに施策を体系化しています。各々の施策には、「実現

すべき状態」を掲げ、その状態への達成状況を明確化するための「成果指標」を設定

しています。さらに、施策ごとの具体的な取り組み内容を示すため、「取り組みの柱」

を記述します。 

（４）将来見通し 

■人口減少と少子高齢化の進展 

２００８年 1 月 1 日現在、区の総人口は３１０,４２０人（住民基本台帳人口＋外

国人登録人口）となっています。現状の傾向が続けば、区の人口は今後減尐すると予

測しています。 

世代別に見ると、全人口に占める高齢者（６５歳以上）の割合である高齢化率は、

２００８年 1月現在で、１８.９％に達し、今後も増加すると予測しています。 

一方、合計特殊出生率（人口統計上の指標で、一人の女性が一生に生む子どもの数を

示す）は、２００５年に０.７５と最も低くなり、２００８年には若干持ち直したものの

０.７７という状況になっています。人口学上、自然増と自然減との境目となる出生率は

２.０８とされており、人口減尐、尐子高齢化傾向は強まっていくと言えます。 

 

■増え続ける後期高齢者の割合 

全人口に占める高齢者の割合（高齢化率）は、改定前の計画を策定した３年前には

１８.２％でしたが、現在（２００８年１月１日）は１８.９％、およそ５万９千人と

なっています。今後も、高齢者の割合は増加していくと予測しています。 

高齢者の年齢を細分化して状況をみると、２００８年現在、高齢者全体のうち、前

期高齢者（６５～７４歳）は、およそ３万人、後期高齢者（７５歳以上）は、およそ
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２万８千人となっていますが、２０１０年には、後期高齢者の数が、前期高齢者の数

を上回ると見込んでいます。 

年齢が高いほど要介護者の出現率が高くなるため、今後については、要介護認定を

受ける方の増加が予想されます。 

 

■増加する要介護認定者・認知症高齢者 

要支援や要介護の認定を受けた方は、制度開始当初の２０００年は５,１９４人で

したが、年々増加し、２００８年４月には、１０,２７７人（認定率１７.４％）とな

っています。５年後の２０１３年には認定率が１８.６％まで拡大し、認定者数は１

２,０００人近くになるものと見込んでいます。 

また、認知症傾向のある高齢者数の目安となる、介護保険認定調査に使用する「認

知症老人の日常生活自立度」が２以上の方の数は、２００８年にはおよそ５,１００

人となっています。このうち、約４,５００人を７５歳以上の後期高齢者の方が占め

ています。今後の後期高齢者人口の増加にともない、認知症高齢者についても増加が

見込まれます。 

 

■ひとり暮らし高齢者・高齢者のみ世帯の増加 

区が民生児童委員の協力を得て行っている、ひとり暮らし高齢者確認調査によると、

７０歳以上のひとり暮らし高齢者の数は、６,７０９人でした（２００７年度調査）。

２００５年度の調査では６,５０５人であり、増加傾向が読み取れます。また、高齢

者のみで暮らす世帯も増加しています。 

 

■健康・生活習慣病への懸念 

２００８年の保健福祉に関する意識調査では、約３割の方が「自分は健康である」

としていますが、「しばしば」「たまに」ストレスを感じる方が７割に達しており、

ストレスを解消し、心の健康を保持することの必要性の高さが伺われます。 

また、同意識調査によると、なにかしら生活習慣病の予防に気をつかっている人

は９割にのぼっていますが、区がおこなっている成人健診（４０～６４歳）での生

活習慣病の有所見率をみると、改定前の計画を策定した３年前に比べて、肝疾患で

は０.２％改善しているものの、糖尿病、高血圧、高脂血症では、それぞれ、 

１.４％、０.５％、２.３％悪化しており、生活習慣予防の取り組みが必ずしも結果

に結びついていない状況が見受けられます。 

※成人健診（４０～６４歳）の有所見率（２００４年度と２００７年度の比較） 

区分 ２００４年度末 ２００７年度末 

肝疾患 １６.６％ １６.４％ 

糖尿病 １０.９％ １２.３％ 

高血圧 １９.３％ １９.８％ 

高脂血症 ４６.５％ ４８.８％ 
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■増加・高齢化する障害者 

身体障害者手帳の所持者は、改定前の計画を策定した２００５年には７,０５１人

でしたが、年々増加し、２００８年４月には、およそ７,２００人となっています。

今後は総人口の増減に伴って変動し、５年後の２０１３年には、およそ６,８００人

になると予測しています。 

身体障害者手帳の所持者のうち、高齢者の割合は６１.３％となっており、改定前

の計画を策定した３年前より１％増加しています。また、身体障害者手帳の所持者の

うちで、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている方の数は、２００８年１０月

末で２,３８２人（構成比３２．３％）となっています。 

愛の手帳の交付を受けている知的障害者は、２００８年４月現在で１,０９９人であり、

改定前の計画を策定した２００５年と比較して１８７人の増加となっています。 

精神障害者保健福祉手帳の所持者は、３年前の２００５年４月には、７９６人、２

００８年４月現在で１,０９８人となっています。また、精神疾患による通院患者数

でみると、２００７年度で２,９８９人となっています。精神障害者保健福祉手帳の

交付申請者については、制度の充実により今後増加すると考えられます。 

 

■低所得者層の自立 

生活保護の被保護者の世帯数は、２００７年度では、４,４２４世帯、５,５１０人

で、保護率１７.７‰（人口千人比）となっています。改定前の計画を策定した２０

０５年度と比較すると、２６５世帯、２４５人、保護率０.８‰（人口千人比）増え

ています。 

被保護世帯の内訳をみると、そのうち約９割が、高齢、傷病、障害、母子世帯とな

っています。特に、高齢者の被保護者全体に占める割合は拡大傾向にあります。また、

被保護世帯に占める単身世帯の割合も、８４.７％と高くなっています。 

さらに、不安定就労等による低所得世帯層の増加も大きな問題となっています。 

 

以上の将来見通しからすると、増加する高齢者、特に要介護認定者数の出現率が

高い後期高齢者の増加を視野に入れた、介護予防や健康づくりなどの充実、認知症

への対策が急がれます。また、一人暮らし高齢者等の増加に対しては、災害時の対

応なども含め、町会・自治会など近隣の団体による地域の支えあいがますます必要

になるといえます。 

障害者全体の増加傾向や、生活保護世帯の増加とその大半が高齢者・障害者世帯

であることなどを踏まえた、自立生活の支援策、あるいは、経済基盤の安定に結び

つく就労支援策についても必要性が高まっています。 

健康面では、ストレスを感じる人の割合や生活習慣病の有所見率が高い水準にあ

ることから、健康づくり活動の推進、特にこころの健康、生活習慣病予防に対する

対策の充実を図っていく必要があるといえます。 

この計画では、こうした傾向を踏まえ、以降の戦略や施策を組み立てました。 
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３ 「健康福祉都市なかの」を実現する４つの戦略 

 

「健康福祉都市なかの」の４つ理念と実現のための３つの基本目標、また、今後の

人口等の将来見通しを踏まえ、つぎのとおり４つの戦略を設定します。 

計画期間中においては、これら４つの戦略に重点をおき、効果的に取り組みを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉都市なかの 

戦略２ 

区民の尊厳と権利を守るための

セーフティネット機能の確保 
 
展開１ 身近な地域での相談支援体制

の充実 

展開２ 成年後見制度の利用促進と支
援体制の確保 

展開３ 認知症高齢者対策の充実 

展開４ 困難ケースや緊急時の対応体
制の確保 

展開５ 安心して利用できるサービス
の質の確保 

戦略１ 

活動的に暮らし続けられる 

健康づくり 
 

展開１ 健診・保健指導と区民による
健康づくり活動の推進 

展開２ いつまでも自立して活動する
ための介護予防活動の推進 

展開３ 健康づくりを支援するまちづ
くり 

展開４ こころの健康づくり 

展開５ 地域で生きがいをもって暮ら
していくための環境づくり 

戦略４ 

包括的な地域ケア体制の 

確立 
 

展開１ 住民間で支えあう活動を推進
していくための環境整備 

展開２ 専門職、専門機関の機能確保 

展開３ 地域全体で支えていくための
活動のネットワーク化 

展開４ 地域の活動を支援するための
コーディネート機能の充実 

展開５ 緊急時、災害時に備えた平常
時からの地域の関係づくり 

 

戦略３ 

障害者の自立生活促進 
 

 
展開１ 地域で安心して自立生活を送

るための相談支援の充実 

展開２ 障害者に対する正しい理解の
促進と障害者の社会参加 

展開３ 一般就労に向けた支援の強化 

展開４ 地域での生活を継続するため
の住まいの確保 
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戦略１ 活動的に暮らし続けられる健康づくり 

■現状と課題 

わが国は世界一の長寿国となっている一方で、身体機能が低下し、支援や介護を必

要とする高齢者の数は年々増加しています。いつまでも自分らしくいきいきと暮らし

ていくためには、高齢期に入る前からの介護予防のための取り組みが不可欠です。ま

た、「超高齢社会」を見据えた、高齢者の生活様式の多様化に対応した保健福祉サー

ビスの確保、高齢者が地域のなかで元気に生きがいをもって自己実現を図れる社会環

境の整備が急務となっています。 

糖尿病などの生活習慣病は、国民医療費の約３割、死因全体の約６割を占めていま

す。生活習慣病の予防対策は急務であり、国の医療制度改革では、生活習慣病の患者

や予備軍を２０１５年度までに２５％減らすことが目標に掲げられています。特に糖

尿病の有病者は全国的に増加傾向にあり、糖尿病が強く疑われる人又は予備軍と考え

られる人は、４０歳～７４歳の都民のうち、３人に１人となっています。 

平成２０年４月から健診・保健指導の仕組みが変わり、メタボリックシンドローム

（内臓脂肪症候群）等の該当者・予備群に対する保健指導の徹底が図られました。 

また、介護保険制度が改正され２００６年４月からは介護予防事業のサービスが本

格的に開始されました。 

区には、高齢者会館など健康づくりの拠点となる施設が地域ごとに設置され、地域

団体による自主的な運営による地域に根ざした取り組みも始まっています。 

こうした動きや中野区の特色、区民の健康意識の高まりを活かしつつ、活動的に暮

らし続けられる健康づくりを推進していく必要があります。 

 

【解決すべき点】 

・高齢者の身体機能の低下、認知症高齢者の増加 

・各種健診結果を活用した取り組みの不足 

・ひとり暮らしや高齢者のみ世帯の孤立 

・不確かな健康情報の氾濫 

・行動に結びつかない健康意識 

・継続しない健康づくりの取り組み 

・身近な地域における健康づくりの場、機会の不足 

・健康づくりに関する地域の自主活動の不足 

・広がりが不足している区民の保健福祉活動 

・地域活動の担い手の高齢化 

・地域の活動の核となるリーダー役の人材不足 

・地域コミュニティの希薄化 
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■戦略構想 

健康づくりを効果的に推進していくためには、区民一人ひとりが健康に関する知識

や健康づくりのための実践方法を習得し、積極的に自分にあった活動を継続していく

ことが重要です。また、こうした個人の努力と併せて、地域社会全体がこの取り組み

を支援して後押しをしていくことが重要となります。 

区民自ら進める健康な生活習慣の取り組みや、環境の整備、地域における健康づく

り活動を支援し、誰もが地域のなかで元気に生きがいをもって自己実現を図れるまち

づくりを進めます。 
 

展開１ 健診・保健指導と区民による健康づくり活動の推進  

区民自らが積極的に生活習慣病の予防を進めることができるよう、自らの身体状況

を認識するとともに、生活習慣を見直すきっかけとするための各種健診・保健指導を

実施します。 

身近な地域で気軽に取り組むことのできる健康づくり事業を実施するほか、健康づ

くりをともに進める仲間づくりや自主活動を推進・支援することによって、区民自ら

が行なう健康づくり活動を支援します。 

生活習慣病に関する正しい情報を蓄積し提供するとともに、運動・身体活動を通じ

た健康づくりの推進、栄養・食育を通じた健康づくりの推進、たばこ対策などの取り

組みを進めます。 

計画中での位置づけ 

○第１節 健康でいきいきとした生活の継続 ＞ 課題１．生活習慣病予防と健康増進 

◆施策１ 健康的な生活習慣づくりの推進（第２章 ３５ページ） 

《取り組みの柱》 “メタボリックシンドロームに着目した保健指導の充実” 

“健康づくり自主グループの育成、支援” 

“栄養・食生活の改善” 

“運動・身体活動の継続” 

“禁煙支援・受動喫煙防止” 

“口腔のホームケアの普及推進” 

 

展開２ いつまでも自立して活動するための介護予防活動の推進  

高齢になっても要介護状態にならず、いきいきと暮らしていくためには、加齢にと

もなう身体の衰えや低栄養などの危険性をいち早く発見し、効果的な体力づくりや食

生活を改善することが大切です。 

介護予防に関する正しい知識の普及を図るとともに、心身機能低下の早期発見と、

維持・改善に向けた介護予防サービスを充実することによって、元気で活動的な高齢

者を増やします。 

 



保健福祉総合推進計画（平成２１年度～平成２５年度） 

 

 

16 

 

計画中での位置づけ 

○第１節健康でいきいきとした生活の継続 ＞ 課題２．元気な高齢期の実現 

◆施策１ 健康寿命を延ばす介護予防の推進（第２章 ４２ページ） 

《取り組みの柱》 “正しい理解の普及” 

“介護予防のための生活機能評価の推進” 

“介護予防特定高齢者施策の充実” 

“介護予防の自主活動に対する育成・支援” 

“高齢者福祉センター及び高齢者会館の機能充実” 

 

展開３ 健康づくりを支援するまちづくり  

健康に関する情報を学習する場や活動機会の確保をはじめ、身近な地域で運動やス

ポーツをする場の整備、地域の関連機関の連携による健康づくりの支援体制の構築な

ど、健康づくり活動をまち全体で支えるための環境づくりを推進し、区民の自発的な

健康づくり・介護予防の活動が継続されやすく、より一層の効果を生む地域づくりを

進めます。 

また、かかりつけ医やかかりつけ歯科医づくりを推進するとともに、夜間・休日の

診療体制をはじめとした救急医療サービスが十分に提供され、安心して暮らすことの

できる、地域の医療環境を確保します。 

計画中での位置づけ 

○第１節 健康でいきいきとした生活の継続 ＞ 課題１．生活習慣病予防と健康増進 

◆施策２ 健康を支える環境づくり（第２章 ３９ページ） 

《取り組みの柱》 “健康づくり公園の整備、地域スポーツクラブの設立” 

“気軽に健康づくり活動に参加できる場の提供” 

“区全体で取り組む健康づくり” 

“障害者等に対する口腔ケアの充実” 

“かかりつけ医、かかりつけ歯科医の推進” 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題４．健康危機に対応
した衛生的で住みやすい地域づくり 

◆施策１ 地域医療体制の整備（第２章 １０８ページ） 

《取り組みの柱》 “身近な医療の充実” 

“小児初期救急体制の確保” 

展開４ こころの健康づくり  

こころの病を早期に発見し対応するため、健康や生活上の悩みごとなどの相談事業

を充実します。また、ストレスや疾病を理解し解消・解決方法を見つけられるよう知

識の普及に努めるほか、疲れた体や心を休めるための休養や睡眠の重要性、家庭・地

域とのつながりやふれあいの大切さについて啓発していきます。 

計画中での位置づけ 

○第１節 健康でいきいきとした生活の継続 ＞ 課題１．生活習慣病予防と健康増進 
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◆施策１ 健康的な生活習慣づくりの推進（第２章 ３５ページ） 

《取り組みの柱》 “こころの健康づくり” 

展開５ 地域で生きがいをもって暮らしていくための環境づくり  

高齢者がそれぞれのライフスタイルに応じて、自らスポーツ活動や文化活動などに

取り組める環境を充実します。また、高齢者が自ら地域社会における役割を見いだし、

長年培ってきた技術や経験を活かし、生涯現役として活躍できる環境を整備します。 

さまざまな世代と交流し、支え合い、明るくにぎわいのある、いきいきとやりがい

を持って暮らせる地域づくりをめざします。 

計画中での位置づけ 

○第１節 健康でいきいきとした生活の継続 ＞ 課題２．元気な高齢期の健康づくり 

◆施策２ 生きがいづくり支援（第２章 ４５ページ） 

《取り組みの柱》 “生きがい活動への支援” 

“区民の学習活動支援の推進” 

“就業支援の促進” 

“地域団体活動の支援” 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題１．社会参加・社会貢献の機会拡充 

◆施策１ 幅広い区民の社会参加（第２章 ５５ページ） 

《取り組みの柱》 “幅広い区民のボランティア活動への参加促進” 

“区民団体の公益活動の支援” 

“ポイント制導入など活動の担い手確保のためのしくみづくり” 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
現状値 

（年度） 

2013年度 

目標値 

2018年度 

目標値 

健康であると

感じる６５歳

以上の区民の

割合 

自分が健康と感じていること

は、心身の健康状態を総合的に

示すため 

７０.７%(※) 

(2008年度) 

７３％ 

 

７５％ 

 

６５歳から７

４歳までの前

期高齢者の要

介護・要支援

認定率(※) 

心身の健康や機能の維持に努

め、介護が必要な状態にならず

に過ごせているかどうかを示す

ため 

４.５％ 

(2007年度) 

４.０％ 

 

３.５％ 

 

６５歳の健康

寿命(※) 

健康寿命は、自分らしくいきい

きと元気で暮らせる期間を示す

ため 

男１５.６歳 

女１７.２歳 

(2007年度) 

男１６.４歳 

女１９.４歳 

 

男１７歳 

女２０歳 

 

※「高齢福祉・介護保険サービス意向調査」の「健康である」（26.3％）と「どちらかといえば健康で

ある」（44.4％）の合計 

※ 前期高齢者(６５歳から７４歳まで)の区民が、「要介護・要支援」状態になる率 

※ 病気や認知症、衰弱などで介護の必要となった期間を平均寿命から差し引いた寿命 
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戦略２ 区民の尊厳と権利を守るセーフティネット機能の確保 

■現状と課題 

介護や障害者福祉などの福祉サービスについては、国の社会福祉の基礎構造改革に

沿って措置制度からの転換が図られ、利用者の意思の尊重と多様な民間からのサービ

ス供給を柱にするものとなりました。その結果、介護保険制度や障害者の自立支援制

度によるサービスの供給量は着実に増加しましたが、保健福祉のサービス利用者の立

場に立った良質なサービスが提供され、利用者の選択が可能となるよう、行政が必要

な関与をしていくことが求められています。 

そのためには、区が、サービス全体を見渡し、必要に応じて指導を行うこと、また、

サービス利用者本人の意思を尊重した適切なケアプランを作成するためのサービス

従事者に対するスキル向上の働きかけを行うことなどが必要となります。また、困っ

たときにいつでも相談できる相談体制の確保も必要となっています。 

さらに、独居で意思疎通が困難な方や介護保険等制度の狭間でサービスを受けるこ

とのできない方への処遇、虐待事例への対応など、民間事業者だけでは対応が困難な

人々への権利保障について、区がしっかりと責任を果たす体制を確保することが求め

られています。 

高齢化社会の進展により、認知症高齢者は今後増加していくと予想されます。たと

え認知症になっても、住み慣れた地域で、その人らしく生活を継続していくためには、

認知症高齢者本人とその家族に対する、地域社会全体の支援が求められます。しかし、

知識不足による認知症に対する偏見もあり、区民の理解や関わりが不足している状況

にあります。 

高齢者をねらった詐欺・悪徳商法の発生、高齢者や障害者などに対する虐待など、

新たな福祉課題が表面化してきており、権利・利益を擁護するための成年後見制度の

普及や虐待防止対策を進めるなど、区民の尊厳を保つための取り組みの充実が喫緊の

課題となっています。 

 

【解決すべき点】 

・増加するひとり暮らしや高齢者のみの世帯への対応 

・権利を擁護するための仕組み、相談窓口に関する周知の不足 

・専門職、専門機関どうしの情報共有や連携体制が不十分 

・サービス従事者の低い定着率、専門知識の不足 

・認知症に対する偏見 

・高齢者をねらった詐欺・悪徳商法の発生 

・成年後見に関する理解の不足、後見人の担い手の不足 

・認知症高齢者が地域で暮らし続けるためのグループホームの不足 
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・増加傾向にある高齢者の虐待事例 

・家族の介護負担を軽減するサービス（緊急ショートステイなど）の不足 

■戦略構想 

保健福祉サービスを利用している高齢者や障害者が、人としての尊厳をもって家庭

や地域で自立した日常生活を送るために、区は、良質なサービスが選択できるよう必

要な働きかけをするとともに、困難ケースに対応するためのバックアップ体制を確保

します。また、身近な地域における相談窓口を整備するほか、専門相談の充実を図り、

本人や家族が、安心して暮らし続けられる地域づくりを進めます。 

 

展開１ 身近な地域での相談支援体制の充実  

保健福祉センターを(仮称)すこやか福祉センターへと発展させ、子どもや高齢者、

障害のある人が生涯にわたる総合的、継続的な相談支援を受けられるよう体制を整備

します。地域包括支援センターや保健福祉センター（(仮称)すこやか福祉センター）

が核となり、迅速かつ適切な相談支援が身近な地域で受けられるようにします。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（第２章 ６７ページ） 

《取り組みの柱》 “(仮称)すこやか福祉センターの設置と総合相談窓口の開設” 

“高齢者の相談支援窓口の充実” 

“ライフステージを一貫した障害者総合相談支援体制の構築” 

“発達障害者(児)支援体制の整備 

“高次脳機能障害者に対する相談体制の充実 

“ケアマネジメントの充実” 

 

展開２ 成年後見制度の利用促進と支援体制の確保  

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が低下し自らの財産管理や契約行

為などが困難となった場合に、地域で安心して生活を継続できるよう、成年後見制度

などの利用促進を図ります。利用促進のための広報・啓発活動、相談窓口の周知をお

こなうほか、後見人の担い手の拡大をめざします。 

消費者センターなど権利擁護、消費者保護に関係する機関の連携を強化することに

よって、認知症高齢者や障害者の権利侵害の未然防止、早期問題解決を図ります。 

計画中での位置づけ 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題２．サービス利用者
支援の推進と権利擁護 

◆施策１ 保健福祉サービス利用者の権利擁護（第２章 ９０ページ） 

《取り組みの柱》 “成年後見制度の啓発と利用促進” 
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展開３ 認知症高齢者対策の充実  

認知症に対する啓発を進めることによって、認知症の正しい理解を普及し、偏見を

なくし、周囲の区民の適切な対応が拡がるようにします。 

町会・自治会などの近隣関係に基づく地域支え合いのしくみを充実するとともに、

地域包括支援センター、医療機関、ケアマネジャーなど、専門ケアを担う関係機関ど

うしが必要な情報を共有し、連携して取り組んでいくための体制整備を進めます。 

グループホームの開設誘導など必要なサービス基盤の整備を進めることによって、

認知症高齢者が地域で暮らし続けることを支援します。 

また、本人を支える家族などの介護負担を軽減するための支援を充実することによ

って、介護負担が原因で虐待に至るケースを未然に防ぎます。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策４ 認知症高齢者対策の充実（第２章 ７４ページ） 

《取り組みの柱》 “認知症に対する正しい理解、適切な対応のための啓発” 

“認知症相談体制の充実” 

“施設や事業所を起点とした相談、啓発活動の推進” 

“家族の介護負担を軽減するための取り組みの充実” 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題１．在宅生活支援の
ためのサービス基盤 

◆施策１ 在宅生活を支援するための基盤整備（第２章 ７９ページ） 

《取り組みの柱》 “地域密着型サービスの整備” 

“要介護高齢者等に対するショートステイの充実” 

“要介護高齢者の地域生活継続支援” 

◆施策２ 住み慣れた地域で暮らし続けるための住まいの確保（第２章 ８３ページ） 

《取り組みの柱》 “認知症高齢者グループホームなどの誘導整備” 

 

展開４ 困難ケースや緊急時の対応体制の確保  

地域における支えあい活動の拡がりや緊急通報体制の整備などの環境づくりを進

めることによって、虐待への対応や異変時の対応体制を強化します。 

意思疎通が困難な方や制度の狭間でサービスを受けることのできない方への処遇、

虐待事例への対応など、民間事業者だけでは対応が困難なケースには、区が受け止め

民間事業者や地域の力を結集し解決を図ります。 

また、犯罪被害者が抱える困難や生活の再建を支援するための相談を充実します。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “地域支えあいネットワークの構築” 

“包括的な地域ケア体制の構築” 
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◆施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（第２章 ６７ページ） 

《取り組みの柱》“(仮称)すこやか福祉センターの設置と総合相談窓口の開設” 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題２．サービス利用者
支援の推進と権利擁護 

◆施策１ 保健福祉サービス利用者の権利擁護（第２章 ９０ページ） 

《取り組みの柱》 “権利擁護に関する相談機能の活用” 

“成年後見制度の啓発と利用促進” 

◆施策２ 高齢者、障害者等の虐待防止（第２章 ９３ページ） 

《取り組みの柱》 “虐待防止のための相談窓口の充実” 

“高齢者虐待防止マニュアルの周知と関係機関連携の推進” 

 

展開５ 安心して利用できるサービスの質の確保  

保健福祉サービスの利用者が安心して良質なサービスを選択できるよう、サービス

提供状況を見渡し、必要に応じて事業者に対する指導を行います。また、サービス従

事者のスキルを向上させる働きかけをおこないます。 

また、民間福祉サービス紛争調停、福祉オンブズマン制度などの苦情解決のしくみ

を活用することにより、利用者の保護に努めるとともに、より質の高いサービスの提

供へと結び付けていきます。 

計画中での位置づけ 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題２．サービス利用者
支援の推進と権利擁護 

◆施策１ 保健福祉サービス利用者の権利擁護（第２章 ９０ページ） 

《取り組みの柱》 “権利擁護に関する相談機能の活用” 

◆施策３ サービス事業者の支援と質の向上（第２章 ９６ページ） 

《取り組みの柱》 “サービス従事者のスキルアップ” 

“介護保険事業者等に関する指導の強化” 

“自立支援サービス事業者に対する指導の強化” 

“第三者評価の推進” 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
現状値 

（年度） 

2013年度 

目標値 

2018年度 

目標値 

子どもから高齢者、

障害者に対する 

総合相談窓口の数 

区民の尊厳と権利を守るための

身近な相談支援の基礎となる体

制の整備状況を示すため 

０か所 

(2008年度) 

４か所 

 

４か所 

 

高齢者緊急一時 

宿泊事業利用人数 

（延日数） 

介護者の負担軽減を示すため 

54件 

(388日) 
(2007年度) 

65件 

(400日) 
 

100件 

(635日) 
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戦略３ 障害者の自立生活促進 

■現状と課題 

障害者自立支援法が施行され、障害の種類（身体障害・知的障害・精神障害）にか

かわらず、障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは、一つの制度により

提供されることになりました。 

今後については、相談支援の機能強化・充実についても三障害に対応した総合相談

機能の強化が要請されています。また、障害者個人に着目すると、幼年期、学齢期、

青年期等のライフステージの意向に応じた適切な支援をするためのケアマネジメン

ト体制の構築が求められています。 

就労支援については、障害者の働く権利を保障する視点から、障害者の能力や意向

に基づき、一般就労や福祉的就労等を選択できるよう適切に支援できるしくみが求め

られています。また、一般就労への再チャレンジを地域全体で支え、安心して一般就

労にチャレンジできる体制の構築、障害者が地域で就労する機会を増やすための環境

整備も求められています。 

長期入所、社会的入院している障害者の地域生活への移行促進については、東京都

等の他機関とも緊密に連携を図りながら、地域への移行を働きかける体制を強化する

とともに、地域において障害者の生活を支えるサービスの整備が欠かせません。また、

グループホームの整備などの居宅系サービス以外にも、賃貸住宅への入居や緊急時の

対応など、日常生活を支援するためのサービスが十分に用意されていることが求めら

れています。 

法による支援策が進んでいない発達障害児（者）や高次脳機能障害者への支援につ

いても、身近な地域での相談体制の整備、充実が求められています。 

 

【解決すべき点】 

・障害者に対する地域社会の理解不足 

・特に精神障害者に対する理解の不足 

・サービスが一体的・総合的に提供されるためのケアマネジメントの未整備 

・総合的な自立生活支援を行うための関係機関の連携不足 

・一般企業の障害者雇用の低調さ 

・区内で障害者が就労するための受け皿の尐なさ 

・障害者が地域でくらし続けるためのグループホームなどケア付き住宅の不足 

・確立されていない地域の支えあい活動との連携 

・障害者を支える家族の高齢化 

・広がりの不足している当事者活動 
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■戦略構想 

障害者が住み慣れた地域で自立して生活し社会に参加するために重要な役割を果

たす相談支援機能について、ケアマネジメントを強化するなど充実を図ります。また、

障害者の働く権利を保障する視点から、障害者が当たり前に働くことのできる社会の

実現をめざし、就労に向けた支援を強化します。 

長期入所、長期入院している障害者が自らの意思に基づいて、地域での自立生活を

送ることができるよう、住まいを始めとした地域生活基盤の確保に努めます。 

また、障害者サービスの大きな柱の一つである日中活動系サービス（いわゆる施設

系事業）について、自立支援法に基づく新体系への円滑な移行を支援します。 

さらに、支援手法の確立していない発達障害児（者）や、高次脳機能障害者に対し

て支援するため、相談機能の充実を図ります。 

 

展開１ 地域で安心して自立生活を送るための相談支援の充実  

障害者が地域で自ら望む生活を送ることを支援するため、乳幼児期から学齢期、成

人期、高齢期など各世代を一貫した相談や三障害に対する相談を 1か所で２４時間対

応する相談支援拠点を身近な地域に整備します。また、障害当事者の力を高める（エ

ンパワメント）視点に立ち、ケアマネジメント（総合的かつ継続的なサービスの供給

を確保するための重要な援助手法）を相談支援事業の中心的な機能として位置づけま

す。 

また、相談窓口に行くことが困難な方への訪問相談や、出張相談の実施、障害者が

気軽に集い語り合うことのできる「たまり場」的な機能と相談機能をあわせもった相

談環境の整備など、障害者が相談しやすい環境づくりを進めます。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（第２章 ６７ページ） 

《取り組みの柱》 “(仮称)すこやか福祉センターの設置と総合相談窓口の開設” 

“ライフステージを一貫した障害者総合相談支援体制の構築” 

“発達障害者(児)支援体制の整備” 

“高次脳機能障害者に対する相談体制の充実” 

“ケアマネジメントの導入・充実” 

 

展開２ 障害者に対する正しい理解の促進と障害者の社会参加   

区民の障害者に対する理解や認識を深めるとともに、人権尊重の意識を醸成するた

め、区報への掲載や講演会の開催等を通じた啓発活動を継続するとともに、当事者や

ボランティア、地域組織等の幅広い参加・協力を得ながら、区民の障害者理解促進に

つながる、わかりやすい啓発広報活動の推進に努めます。 

さらに、学校や、家庭、地域との連携により、低年齢からの福祉教育を充実し、ノ
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ーマライゼーション(※)の理念の定着を促進します。 

また、障害者施策の形成やサービスの開発・改善のプロセスへの当事者の参画や、

障害者自らが支援者となりお互いを支えあっていく当事者間活動（ピアサポート、ピ

アカウンセリング）や当事者による啓発活動など、受け手だけでなく、担い手として

社会の中で活躍できるよう当事者の力を引き出す支援をすることによって、社会参加

を促進します。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題１．社会参加・社会貢献の機会拡充 

◆施策２ 障害者の社会参加促進（第２章 ５７ページ） 

《取り組みの柱》 “障害者の社会参加の促進支援”  

“社会参加のための支援サービスの充実” 

“当事者活動の支援” 

 

展開３ 一般就労に向けた支援の強化  

障害者がその能力と意向に基づき、ふさわしい就労形態を選択し、当たり前に働く

ことのできる環境を整えるため、特別支援学校や障害者関連施設、障害者福祉事業団、

公共職業安定所（ハローワーク）、民間企業等との連携を強化し、ネットワークを拡

充することにより、雇用環境の改善や就労を安定・継続させるための支援など、就労

支援施策を強化します。 

また、特例子会社の誘致や区役所の優先的発注を促進することなどにより、就労の

場、機会の拡大を図ります。 

就労後の定着支援についても、区内事業所にジョブサポーター(※)の役割を担う人

材を位置づけるための働きかけや、就労相談の充実などにより強化します。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題１．社会参加・社会貢献の機会拡充 

◆施策３ 障害者の就労機会の拡大（第２章６０ページ） 

《取り組みの柱》 “就労の場の創設” 

“一般就労の促進” 

“就労継続・定着支援” 

 

展開４ 地域での生活を継続するための住まいの確保  

地域における自立生活の基盤となるグループホームの確保や一般住宅への入居を

する際の支援をおこなう居住サポート事業を実施します。 

また、自立生活を継続するための、障害者とその家族が必要とするホームヘルプ、

                                                
※ ノーマライゼーション 

あらゆる人々がともに住み、ともに生活できるような社会を築くこと 

※ ジョブサポーター 

障害者やその家族，雇用されている事業主からの要請に応じて，障害者が働く職場に支援者（ジ

ョブサポーター）を派遣し，職場の習慣や人間関係に適応し働いていけるようサポートする制度 
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ショートステイなどの居宅系サービス、一人ひとりの希望や状況に応じて利用できる

日中活動の場などの地域生活基盤の確保に努めます。 

長期入所、長期入院している障害者の地域生活への移行を促進するため、ショート

ステイ事業を拡充し、地域生活の体験の場を確保するなど、移行訓練機能を強化しま

す。 

 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策３ 障害者の地域生活の継続・移行支援（第２章 ７１ページ） 

《取り組みの柱》 “身体・知的・精神障害者等の地域生活への移行支援”  

“身体・知的・精神障害者等の地域生活継続支援” 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題１．在宅生活支援の
ためのサービス基盤 

◆施策１ 在宅生活を支援するための基盤整備（第２章 ７９ページ） 

《取り組みの柱》 “障害者（児）ショートステイの充実” 

“障害者の日中活動の場の整備” 

“障害者日中一時支援の拡充” 

◆施策２ 住み慣れた地域で暮らし続けるためのすまいの確保（第２章 ８３ページ） 

《取り組みの柱》 “高齢者・障害者のための住宅の確保” 

“障害者グループホームの誘導整備” 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
現状値 

（年度） 

2013年度 

目標値 

2018年度 

目標値 

外出する時に特に困る

ことはないと考える障

害者の割合 

外出を困難と考えない障害

者の割合が多いほど外出や

社会参加の基盤が整ってい

ることを示すため 

２５.１％ 

（2008年度） 

２９％ 

 

３４％ 

 

年金・手当以外に給料な

ど就労による定期的な

収入のある障害者の割

合 

障害者の経済的自立を直接

示すため 

２９.２％ 

(2008年度) 

３６％ 

 

４０％ 
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戦略４ 包括的な地域ケア体制の確立 

■現状と課題 

今後、中野区を含む大都市部は、尐子高齢化が急激に進展し、人口減尐社会を迎え

ることとなります。こうした中で、地域住民に発生するさまざまな問題にきめ細かく

対処し、さらに問題の発生を予防していくためには、介護保険制度や障害者自立支援

法によるサービスなどの法や制度に基づくサービス提供だけではなく、地域に根づい

た住民どうしの支えあい活動の存在が大変重要となってきます。 

現在も地域ではさまざまな担い手により支えあい活動が行われていますが、それぞ

れの強みを活かし、弱みを補完するにはネットワークが有効です。安心して暮らし続

けることのできる地域づくりを進めていくためには、さまざまな活動主体の活動をよ

り活性化していくとともに、地域のさまざまなつながりを担う活動主体が重層的、複

線的に連携して、地域全体の安心安全生活の手助けをするための支えあいネットワー

クの役割が重要となってきます。 

地域支えあいネットワークとは、住民間の支えあい活動を担う町会・自治会や民生

児童委員などの地域活動主体をはじめとして、ボランティアやＮＰＯ、社会福祉協議

会、保健福祉サービスの提供を担う民間事業者、関係する専門機関、行政などがそれ

ぞれの役割を果たして協力・連携し、地域ぐるみで高齢者や障害者などの自立生活を

支えるための相互連携のしくみです。 

問題が発生しても対処できる地域へ、さらには問題を予防していく地域へとまちづ

くりを進めていくためには、こうした地域の支えあいのしくみと、法や制度による在

宅や施設でのサービス提供の２つが地域で密接に結びついた、包括的な地域ケアの体

制を確立することが必要であり、その充実が求められています。 

 

【解決すべき点】 

・孤独死の防止 

・認知症で徘徊のある人などの見守り、発見 

・虐待の発見（高齢者虐待、児童虐待、障害者虐待、ＤＶなど） 

・高齢者などの消費者被害の防止 

・ひとり暮らしや日中孤立しがちで生活している人への支援 

・障害者に対する施設などからの地域生活への移行支援 

・法や制度の対象とならない軽度者や一時的な要支援者に対する支援 

・災害時の要援護者の支援 

・社会的排除の対象となりやすい者への対処（外国人やニート(※)、不安定就労層、

路上生活者など） 

                                                
※ ニート 

就業、就学または職業訓練のいずれもしていない人たち 
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・地域コミュニティの希薄化 

・広がりが不足している区民の保健福祉活動 

・地域の活動の核となるリーダー役の人材不足 

■戦略構想 

町会・自治会など地縁による団体や民生児童委員の協力を得て、支えあいの基盤づ

くりを進め、区内どこでも、支えあいの活動が行われている状況をつくっていきます。

さらに、その基盤を整えたうえで、ボランティアグループやＮＰＯなどの活動とも結

びつけながら、地域における支えあいの活動をさらに重層的、複線的なものとしてい

きます。 

また、社会福祉協議会を中心としたボランティアの育成や活動の推進、医療機関や

民間事業者などとの連携を強化することによって、包括的な地域ケア体制を実現し、

高齢者や障害者が安心して暮らし続けることのできる地域を築きます。 

 

展開１ 住民間で支えあう活動を推進していくための環境整備  

支援の必要な対象者の個人情報を町会・自治会等に提供するためのルールづくりな

ど、地域での支えあい活動がしやすくなるよう、必要な環境を整備します。また、地

域の課題を住民が共有し、ともに考え、解決に向けて活動していくための場を地域ご

とに設置するなど、地域の支えあいのネットワークづくりを推進するための働きかけ

を積極的におこないます。 

なお、地域における支えあい活動の推進については、行政の主導ではなく、地域の

実情や団体の活動の考え方を尊重し、行政がその動きを支援するという形で進めてい

きます。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “町会・自治会と連携、協力しての地域の支えあい活動の推進” 

“地域支えあいネットワークの構築” 

“包括的な地域ケア体制の構築” 

 

展開２ 専門職、専門機関の機能確保  

当事者を支援する立場にあるケアマネジャーやサービス提供事業者、民生児童委員、

ケースワーカー、保健師、地域包括支援センター、社会福祉協議会、医療機関など、

さらに警察、消防なども含めた、専門職、専門機関どうしのネットワークを検証し、

その機能が十分に果たされるよう、継続的な働きかけをしていきます。 

区は、住民からの異変を知らせる情報や通報を受けた場合には、専門職、専門機関

と連携しながら問題への対応を図っていきます。 
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計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “包括的な地域ケア体制の構築” 

“民生児童委員、社会福祉協議会との連携強化” 

 

展開３ 地域全体で支えていくための活動のネットワーク化  

町会・自治会など地域の住民力と、民生児童委員、社会福祉協議会、消防、警察、

医療機関、サービス提供事業者などの専門職、専門機関の力とが、うまく関係を保ち

ながら、複線的、重層的に地域の支えあい活動にかかわり、「地域の福祉力」を高め、

お互いに連携をしながら地域社会全体で支えるしくみを構築していきます。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “地域支えあいネットワークの構築” 

“包括的な地域ケア体制の構築” 

 

展開４ 地域の活動を支援するためのコーディネート機能の充実  

地域の事情をわかったうえで、近隣どうしの支えあいを推進し、地域の協力を得や

すい状況をつくっていくため、区は、地域の多様な地域福祉活動を推進する役割を果

たす社会福祉協議会とも協働しながら、地域全体の福祉サービスや支えあい活動を柔

軟にコーディネートしていきます。 

計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “地域支えあいネットワークの構築” 

“包括的な地域ケア体制の構築” 

◆施策２ 地域における総合的な相談支援体制の充実（第２章 ６７ページ） 

《取り組みの柱》 “(仮称)すこやか福祉センターの設置と総合相談窓口の開設” 

 

展開５ 緊急時、災害時に備えた平常時からの地域の関係づくり  

震災発生直後など一刻を争う事態では、行政などの公的機関による支援が間に合わ

ないため、地域の主体的な対応が重要であることが、過去の災害時の教訓として明ら

かになっています。そのため、見守り活動や声かけなど、普段から町会・自治会の活

動などを通じた隣近所の身近な人たちの支えあいの関係づくりを推進し、日常から顔

の見える関係をつくり、災害時の要援護者の避難支援に備えます。 
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計画中での位置づけ 

○第２節 共に生きるまちづくり ＞ 課題２．包括的な地域ケアの構築 

◆施策１ 保健福祉の地域での連携体制の確立（第２章 ６４ページ） 

《取り組みの柱》 “地域支えあいネットワークの構築” 

“包括的な地域ケア体制の構築” 

○第３節 保健福祉サービスの充実と利用支援・権利擁護 ＞ 課題３．人にやさしいま
ちづくり 

◆施策２ 災害時要援護者対策（第２章 １０５ページ） 

《取り組みの柱》 “災害時要援護者対策の再構築” 

“災害時のボランティア受け入れ体制の強化” 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 
現状値 

（年度） 

2013年度 

目標値 

2018年度 

目標値 

日常的に見守りや支え

あい活動をしている人

の割合 

活動している人の割合を示

すため 

４.６％ 

(2008年度) 

８％ 

 

１０％ 

 

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 

支えあいの成果を示すため 
１４.６％ 

(2008年度) 

１８％ 

 

２０％ 

 

 


