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中野区保健福祉総合推進計画（改定素案）からの主な変更点  

 

下線部分が変更箇所 

№ 該当 素案 計画案 

１ 
計画の 

表紙 

 サブタイトル（新規） 

「公的なサービスと住民の力によ

る支えあい活動をつなぐ」 

２ 
P13、P14

ほか 

戦略１「健康な６５歳」「活動的な

８５歳」をめざす健康づくり 

戦略１ 活動的に暮らし続けられ

る健康づくり 

３ 

P9 

 

P30～ 

（各施策） 

 保健福祉総合推進計画と介護保険

事業計画、障害福祉計画の関係性

をわかりやすくするため掲載内容

を追加 

（１）保健福祉総合推進計画と介

護保険事業計画、障害福祉計画、

３計画の相互関係、国が策定を求

めている計画との関係性を明示す

るためイメージ図を掲載（新規） 

（２）保健福祉総合推進計画と介

護保険事業計画、障害福祉計画の

関連性を明らかにするため、他計

画における関連部分の参照ページ

情報を掲載（新規） 

※このほか、区の高齢者施策、障

害者施策の全体像を把握できるよ

うに、介護保険事業計画、障害福

祉計画の前段に、保健福祉総合推

進計画に掲げる理念や基本目標、

施策の方向などの関連個所を再掲

する。 

４ P23 

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 

 

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

対応する相談支援拠点を 

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 

 

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 
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№ 該当 素案 計画案 

５ P43 

６５歳から７４歳までの前期高齢

者の要介護・要支援認定率 

2013 年度目標値  4.0％ 

2018 年度目標値  3.5％ 

６５歳から７４歳までの前期高齢

者の要介護・要支援認定率 

2013 年度目標値 4.1％ 

2018 年度目標値 3.6％ 

６ P.69 

③ 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 

 

３障害に対応した専門性を確保

したうえで整備します。 

 

また、保健福祉センターや地域自

立生活支援センター（つむぎ）、地

域生活支援センター（せせらぎ）、

特別支援学校、地域包括支援センタ

ー、地域子ども家庭支援センター、 

③ 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 

 

３障害に対応した専門性を確保

したうえで、緊急時にも対応できる

よう２４時間の相談体制を整備し

ます。 

また、地域子ども家庭支援センタ

ー、特別支援学校等の教育機関、保

健福祉センターや地域自立生活支

援センター（つむぎ）、地域生活支

援センター（せせらぎ）、地域包括

支援センター、 

７ P.72 

②身体・知的・精神障害者等の地

域生活継続支援 

《おもな取り組み》 

○ ショートステイの充実などレ

スパイトケア体制の整備 

 

②身体・知的・精神障害者等の地

域生活継続支援 

《おもな取り組み》 

○ ショートステイの充実などレ

スパイトケア体制の整備 

○ 緊急一時保護の推進 

８ 

P.80 

P.81 

P.85 

P.87 

 施設整備箇所数の表示方法の変更 

 

「おもな取り組み」の内容中に今

後５年間の整備箇所数を掲載して

いたが、介護事業計画及び障害福

祉計画に掲載している３年間以降

の整備については、変更となる可

能性があるため掲載を削除した。 

（今後３年間の整備数については

各々の計画に掲載している。） 

＜例＞ 

○障害者グループホーム誘導

整備（４か所） 

  ↓ 

○障害者グループホーム誘導

整備 
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№ 該当 素案 計画案 

９ P.84 

■施策の成果指標と目標値 

高齢者向け民間賃貸住宅登録戸数 

2013 年度目標値  1,400 戸 

■施策の成果指標と目標値 

高齢者向け民間賃貸住宅登録戸数 

2013 年度目標値  760 戸 

10 P100 

成果指標 

退院促進支援事業による退院者数 

 

2018 年度目標値 10 世帯 

成果指標 

長期入院入所者地域移行支援事業

による退院者数 

2018 年度目標値 16 世帯 

11 P.109 

① 身近な医療の充実 

 

《おもな取り組み》 

○地域医療ネットワークの推進 

① 身近な医療の充実 

 

《おもな取り組み》 

○地域医療ネットワークの推進 

○医療に関する相談体制の整備 

12 計画全般 

 わかりにくいと思われる用語につ

いて注釈を追加した。 

（例：メタボリックシンドローム、

特例子会社、福祉有償運送など） 
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第４期中野区介護保険事業計画（素案）からの主な変更点 

 

下線部分が変更箇所 

№ 該当 素案 計画案 

１ P.168 

（４）介護サービスに係る人材確

保・育成支援 

（４）介護サービスに係る人材確 

保・定着・育成支援  

 

２ P.182 

 ③見込み量確保のための方策 

平成２１年度からの３年間で基

盤整備を進めるにあたり、特に不足

している下記のサービスについて、

整備する地域を定め、事業者の参入

を促進します。誘導にあたっては、

国の交付金、都の補助金を活用する

ほか、必要に応じて区独自の補助金

の活用や公有地の活用など、さまざ

まな手法を検討します。 

（施設ごとに記載していた表現を

削除し、一括して示した。） 

 

３ P.184 

８地域支援事業の見込み 

  

未記載 

第８節 地域支援事業の見込み 

※主な事業内容と見込みを追加 

②特定高齢者把握事業 

③介護予防特定高齢者事業 

④介護予防一般高齢者事業 

 

４ P.193 

９介護保険財政と保険料の見込み 

 

保険料基準額 

 第４期の保険料基準額は、介護報

酬の改定や基金の活用等を反映す

る前の金額としては、４，４５０円

程度となっています。 

 

介護保険料所得段階 

多段階設定 

第９節 介護保険財政と保険料の

見込み 

保険料基準額 

（年額）４８，９００円 

（月額） ４，０８０円 

 

 

 

介護保険料所得段階 

８段階設定から１２段階設定 

 

５ P.195 

１０介護保険事業とその他高齢者

施策との連携について 

 

●高齢者や介護する家族の方々が、

１０章 総合的な相談体制づくり

と福祉サービスとの連携について 

 

●高齢者や介護する家族の方々が、
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身近な窓口で気軽にさまざまな相

談ができるよう、相談窓口を拡充さ

せていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

●地域の団体や関係諸機関が、支援

の必要な方の見守りや、日常生活を

送る上での諸問題の支援・災害時の

支援などを協力して行い、地域で支

えることにより、介護サービスをよ

り有効に活用し在宅生活を支える

仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●高齢者会館、高齢者福祉センター

などの高齢者施設を活用し、介護予

防事業との連携を進めます。 

 

 

身近な窓口で気軽にさまざまな相

談ができるよう、相談窓口を拡充さ

せていきます。 

また、高齢者在宅サービスと介護

保険サービスを総合的に提供して

いくケアマネジメントが実施され

るよう、研修の実施などによりケア

マネジメント体制の充実について

取り組んでいきます。 

 

●地域の団体や関係諸機関が、支援

の必要な方の見守りや、日常生活を

送る上での諸問題の支援・災害時の

支援などを協力して行い、地域で支

えることにより、介護サービスをよ

り有効に活用し在宅生活を支える

仕組みづくりを進めていきます。 

このため、認知症地域支援拠点モ

デル事業の活用や、地域密着型サー

ビス事業所などを拠点とした地域

単位の活動、地域包括支援センター

単位や日常生活圏域単位での地域

特性に応じた仕組みづくりを働き

かけていきます。 

 

●高齢者会館、高齢者福祉センター

などの高齢者施設を活用し、介護予

防事業との連携を進めます。 

また、地域における元気な高齢者

の方たちの活動の支援を行うとと

もに、地域の中での「見守り」や「日

常的な支援」が行われるような働き

かけを進め、地域単位での支え合い

を進めていきます。 
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第２期中野区障害福祉計画（素案）からの主な変更点 

 

下線部分が変更箇所 

№ 該当 素案 計画案 

１ P.211 ６ 策定プロセス 

 

本計画の策定に際しては、次の事項

をふまえています。（予定含む） 

（① ⑥省略） 

６ 策定プロセス 

 

本計画の策定に際しては、次の事項

をふまえています。（予定含む） 

（① ～⑥省略） 

 

◎本計画案の策定にあたっての全般的

留意事項 

障害者自立支援法の施行後３年後の

見直し等関連法令の改正、国及び東京

都による障害者福祉関連施策の動き

等、本計画を取り巻く状況は変化が予

想されます。 

本計画は原則として現行制度を前提

に見込量の設定等を行っていますの

で、法制度の変更に基づき、必要な見

直しや修正を行う場合があります。 

 

２ P.212 第２節 事業及びサービスの見込量 第２節 事業及びサービスの見込量 

 

≪見込量に関する留意事項≫ 

 見込量のうち、「区内事業実施箇所見

込数」は当該サービスを区内で提供す

る事業所数を表します。「利用者見込数

（人、時間、日等）」は中野区が援護の

実施者として費用負担する数を表しま

す。したがって、「区内事業実施箇所見

込数」には区外からの利用も想定され、

「利用者見込数（人、時間、日等）」に

は区民の区外事業所でのサービス利用

が含まれることになります。 

 

 

３ P.215 （４）重度障害者等包括支援 

【特記事項】 

（省略） 

 

（４）重度障害者等包括支援 

【特記事項】 

（省略） 

なお、平成２０年１１月現在で、重
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度障害者等包括支援の対象者となりう

る者は、ＡＬＳ等による呼吸管理を要

する者等であり、現在重度訪問介護、

移動支援等のサービスを利用していま

す。 

 

４ Ｐ216 ２ 日中活動系サービス 

【留意事項】 

 （省略） 

２ 日中活動系サービス 

【留意事項】 

現在の就労移行支援に係る事業の数に

ついては、事業者等との協議を踏まえ

て確実に実現できる数を見込んでいま

す。今後区として就労移行支援に対す

る取り組みの強化については事業者と

協議を進め、協議の進捗により就労移

行支援に関するサービス見込み量を増

やします。 

 

５ P.219 （４）就労移行支援 

≪サービス見込量≫ 

 

２３年度 

９４０  

５９  

５  

  

（４）就労移行支援 

≪サービス見込量≫ 

 

２３年度 

１，１１０   

６９  

６  

  

６ P.221 （６）就労継続支援（Ｂ型） 

≪サービス見込量≫ 

 

２３年度 

６，６９０  

３９３  

１４  

  

（６）就労継続支援（Ｂ型） 

≪サービス見込量≫ 

 

２３年度 

６，５２０  

３８３  

１４  

  

７ P.221 （６）就労継続支援（Ｂ型） 

【特記事項】 

 

なお、第２期計画期間では旧法施設

の大規模な移行が見込まれることか

ら、平均工賃月額の設定は困難ですが、

引き続き工賃額向上に支援を行いま

す。 

 

（６）就労継続支援（Ｂ型） 

【特記事項】 

 

なお、第２期計画期間では旧法施設

の大規模な移行が見込まれることか

ら、平均工賃月額の設定は困難ですが、

引き続き工賃額向上に向けた支援を行

います。（※） 

 

（実績表略） 

 



-8- 

※平成 19 年度は、工賃実績が相当程度

高い事業所が新法に移行したことか

ら、平均額が大幅に上昇しました。同

様に、今後の各事業所の新法移行によ

り平均工賃月額の大幅な変化が推定さ

れるため指標として適切でないと判断

し、第２期計画では目標から削除しま

した。 

 

８ P.221 （６）就労継続支援（Ｂ型） 

【第１期計画実績】 

 

１８実績 

９４０  

  ５１  

１  

２９，３６８  

  

（６）就労継続支援（Ｂ型） 

【第１期計画実績】 

 

１８実績 

９４０  

  ５１  

１  

７，６４２  

  

９ P.228 【特記事項】 

 

 

 

 

相談支援におけるケアマネジメント

を充実し、計画的で適切なサービス利

用を促すためにも、特に、生活環境が

大きく変わる時期での利用を促進しま

す。 

 

【特記事項】 

サービス利用計画作成については、

報酬の対象となる障害者の範囲や制度

上の作成時期等が、利用されない一因

と思われます。 

相談支援におけるケアマネジメント

を充実し、計画的で適切なサービス利

用を促すためにも、特に、生活環境が

大きく変わる時期での利用を促進しま

す。 

 

 

10 

 

 

P.230 

 

（１） 相談支援事業 

≪サービス見込量≫ 

住宅入居等支援事業の実施の

有無 

住宅入居等支援事業の利用者

数 

 

【特記事項】 

（省略） 

（１） 相談支援事業 

≪サービス見込量≫ 

居住サポート事業の実施の有

無 

居住サポート事業の利用者数 

 

【特記事項】 

基本的な取り組みの方針については、

「第３節 １ 相談支援体制の整備」

（２４５ページ～２５１ページ）参照。 

 

11 P.232 （２）コミュニケーション支援事業 

≪サービス見込量≫ 

 

 21 年度 22 年度 23 年度 

（２）コミュニケーション支援事業 

≪サービス見込量≫ 

 

 21 年度 22 年度 23 年度 
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(省略) ４８  ４８  ４８  

(省略) １１  １１  １１  

 

 

(省略) ４８  ４８  ４８  

(省略) １１  １１  １１  

(下記) ２  ３  ４  

 

指標名は「手話通訳者設置数（人）」 

 

12 P.245 ②総合相談機能の強化 

 

知的障害、身体障害及び精神障害を

含めた３障害に対応する体制を整えま

す。 

②総合相談機能の強化 

 

知的障害、身体障害及び精神障害を

含めた３障害の緊急時にも対応できる

２４時間相談体制を整えます。 

 

13 P.250 （２）その他の相談支援事業 （２）その他の相談支援事業 

 

〈（１）相談支援事業（２３０ページ）

を参照〉 

14 P.261 （１）就労の場・機会の拡大 

 

① 特例子会社の誘致 

障害者が通いやすい環境で就労の機

会が得られるよう特例子会社の誘致を

進めます。 

（１）就労の場・機会の拡大 

 

① 特例子会社（※）の誘致 

障害者が通いやすい環境で就労の機

会が得られるよう特例子会社の誘致を

進めます。 

 

※「特例子会社」 

「障害者の雇用の促進等に関する法

律」で事業主に課せられる法定雇用率

（法人の総従業員数に応じて算定され

る障害者の従業員数の割合）の算定に

関して「特例」が認められる子会社。

特例子会社が雇用した障害者数を、親

会社の法定雇用率の算定に際して通算

することができる。特例子会社は、勤

務条件や採用の方法などを親会社とは

別に定めることができることから、障

害者の特性に応じた柔軟な対応によっ

て障害者雇用を促進するとされる。 

 

15 P.264 （３）福祉施設における支援の強化 

① 工賃アップの支援 

（省略） 

（３）福祉施設における支援の強化 

① 工賃アップの支援 

国や都においては「工賃倍増５ヵ年計

画」によって、企業的な経営手法の活

用、官公需の発注の配慮等を推進する

としています。区としても、国や都の
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制度を活用し、中小企業診断士等によ

る助言、障害者による地域緑化推進事

業の取組み、また、区の業務の委託増、

発注増を進め大幅な工賃アップを目指

します。さらに、区役所福祉売店の機

能拡充及び福祉施設との連携強化や区

内民間企業からの発注促進に向けて、

企業への障害者施設のＰＲや情報提供

などの働きかけを強化します。 

 

 

 


