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地域福祉の施策体系 

 

第１節 個別施策 

課題１ 社会参加の機会拡充 

＜施策１＞幅広い区民の社会参加促進 

＜施策２＞生きがいづくりの支援 

課題２ 地域支えあい活動の推進 

＜施策１＞保健福祉の地域での連携体制の確立 

＜施策２＞すこやか福祉センターの機能充実・整備 

＜施策３＞災害時要援護者対策 

課題３ 生活の安定と自立への支援 

＜施策１＞生活の安定と自立への取り組み支援 

課題４ ユニバーサルデザインのまちづくり 

＜施策１＞だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり 

課題５ 権利擁護の推進 

＜施策１＞権利擁護の推進 
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第１節 個別施策 

課題１ 社会参加の機会拡充 

■現状と課題 

保健福祉に関する意識調査（中野区）によると、町会・自治会やボランティアなど

地域の活動に参加した区民の割合は、ここ数年 25％前後で推移しています。 

区では平成 23 年７月に、より多くの区民の地域活動への参加を促進するため、地

域自治の活動拠点として 15 か所の区民活動センターを開設し、地域住民が組織する

運営委員会に地域活動の支援業務を委託しました。 

町会・自治会や区民活動センターのボランティアコーナー、中野区社会福祉協議会＊

の中野ボランティアセンターなどでは、これまでも多くの区民が活動を展開してきま

したが、担い手の高齢化や固定化などの課題も抱えています。 

地域の活動に参加したいと思っていてもなかなか行動できない区民を後押しする

ためには、活動のきっかけづくり、一人ひとりが気軽に地域と関わることのできる働

きかけが必要です。 

■実現すべき状態 

地域や社会の役に立ちたいと思う人、地域で何らかの活動をしたいと思う人が必要

な情報やきっかけを得て、積極的な行動に移し、自分にあった活動を継続して行う人

が増えています。 

町会・自治会など地域団体やボランティア団体、ＮＰＯ＊などの活動に、幅広い年

代の多くの区民が参加し、ノウハウを受け継ぎながら、活動範囲を拡大しています。 

区民は、自分らしく行動し、身体を動かし、学び、働き、そして主体的に社会との

交流を図りながら、心身ともに豊かに暮らしています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 
地域住民で相互に

見守りや支えあい

活動をしている人

の割合 

実際に活動している人

の割合を示すため 

15.4％ 

（23 年度）
25％ 30％ 40％ 

町会・自治会やボラ

ンティアなど地域

の活動に参加した

区民の割合 

地域の活動への参加割

合の高さは、地域自治

意識の高まりを示すた

め 

26.0％ 

（23 年度）
30％ 33％ 40％ 
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＜施策１＞幅広い区民の社会参加促進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

社会福祉協議会と連携したボ

ランティア活動の活性化支援 

 中野区社会福祉協議会の中野ボランティアセンターの運営、高

齢者困りごと支援事業等の実施を支援した。 

公益活動の支援  区民公益活動の事業助成を行った。 

活動の担い手を拡大するため

の取り組みの実施 

 支えあいポイント制度及び他のポイント制度との整合について

検討を行った。 

地域団体の運営による（仮称）

区民活動センターの開設、運営

支援 

 平成 23 年７月 19 日に区民活動センターを開設した。 

 地域住民により組織された運営委員会の運営が円滑に行われる

よう、地域活動コーディネーター養成講座の実施や運営委員会

への研修などの支援を行った。 

■おもな取り組み 

① 区民団体の公益活動の支援 

公益活動への助成制度や区民向け講座の実施により、さまざまな区民団体の公益活

動がさらに発展するよう支援します。 

 

② 地域住民が組織する区民活動センター運営委員会への支援 

地域住民の力によって暮らしやすいまちづくりを進めていくことを目的に設立さ

れている区民活動センター運営委員会が、円滑に業務を行えるよう支援し、地域の自

治活動・公益活動を推進します。 

 

③ 地域支えあい活動の担い手拡大 

地域での支えあいについて理解を深め、潜在している担い手を発掘し、支えあい活

動の輪を築いていくため、広報活動や区民を対象とした講座などを行い、参加の裾野

を拡げます。 
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＜施策２＞生きがいづくりの支援 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

生涯学習情報提供の充実 

 情報紙「ないせす」、「生涯学習・スポーツガイドブック」、ホー

ムページ「ないせすネット」、「まなＶＩＶＡネット」、相談窓口

「生涯学習活動・支援コーナー」の運営等、多様な形態で学習

活動を支援する情報を充実させ、提供した。 

生涯学習活動を通じた人材の

育成 

 「なかの生涯学習大学」を開設し、学習成果を地域における活

動に活かしていけることを目指してプログラムを充実した。 

求職活動を支援するための場、

機会の充実 

 コミュニティビジネス入門講座『コミュニティビジネスってな

んだろう？』の開催した。 

■おもな取り組み 

① 区民の学習活動支援の推進 

区民に多彩な学習機会を提供するため、生涯学習に関する情報提供を充実していき

ます。 

また、区政や生活上の課題について学び、社会・地域活動への参加につながるよう

な人材の育成や学習活動を推進します。 

 

② 高齢者の就業支援 

中野区就労・求人支援サイトによる情報の提供や、シルバー人材センターへの支援

などにより、就業意欲のある高齢者を就労に結びつけるための支援を充実します。 

 

③ 老人クラブの活動支援 

地域の高齢者が生きがいと健康づくりなどを目的として自主的に組織している老

人クラブ及び老人クラブ連合会に対して、運営の支援を行います。 
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課題２ 地域支えあい活動の推進 

■現状と課題 

保健福祉の地域での連携体制の確立 

少子高齢化の進展や生活様式の多様化により、高齢者のみ世帯やひとり暮らし高齢

者が増えています。中野区においても、ひとり暮らし高齢者は約 7,000 人（中野区高

齢者調査（平成 23 年））にのぼり、平成 23 年４月時点の要介護高齢者は約１万１千

人、さらに、身体・知的・精神障害のいずれかの手帳所持者は約１万人となっていま

す。 

このため、区は、地域の支えあい活動や保健福祉、子育て相談の総合相談支援の拠

点として、平成 22 年 7 月に中部すこやか福祉センターを設置し、翌 23 年４月には北

部・南部・鷺宮保健福祉センターを、施設面の整備に先んじて地域子ども家庭支援セ

ンターと統合し、組織体制を整備しすこやか福祉センターに転換しました。 

社会的に孤立しがちな高齢者や、支援を必要としている障害のある人、子育て家庭

が、地域で安心して暮らし続けられるよう、区や関係機関、地域住民、事業者等が連

携した支えあい活動を推進していくとともに、支援が必要になった時に、適切なサー

ビスやさまざまな問題について相談することのできる窓口が、身近な地域に必要です。 

 

災害時要援護者対策 

平成 23 年３月に発生した東日本大震災では、多くの高齢者や障害のある人が犠牲

になりました。 

同年４月に行った障害福祉サービス意向調査（中野区）では、火事や地震などの災

害時の不安について、「一時的であっても避難所で過ごすことが難しい」「自力で避

難できない」「初期消火できない」と答えた人がそれぞれ２割を超え、多くの人が避

難所生活や自力での避難に不安を抱えています。 

そうした人たちへの平常時における支えあい活動はもとより、災害時における支援

の強化が急がれています。 

26.6%

26.7%

27.0%

29.9%

30.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

自力で避難できない

初期消火ができない

病院等に行けないため、薬の手配が難しい

特にない

一時的であっても避難場所で過ごすことが難しい

火事や地震などの災害に関して不安を感じていること（複数回答上位５位）

 
出典：平成 23 年度障害福祉サービス意向調査 
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■実現すべき状態 

要介護高齢者や障害のある人など支援を必要とする区民が、住み慣れた地域で安心

して暮らし続けられるよう、地域における支えあい活動が進んでいます。 

また、相談や支援の地域ケアのしくみが、行政・民間、団体・個人など多様な主体

の連携によって構築されています。 

地域の支えあいネットワークにより、ひとり暮らしの高齢者や障害のある人、子ど

もなど、防災面で特に配慮を要する人たちも、被災した際に安全かつ適切な避難がで

き、被災後の暮らしを立て直すための支援体制が確保されています。 

さらに、家具の転倒防止器具の設置などハード面の防災対策も進み、区民は安心し

て暮らしています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 
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 

15.4％ 

（23 年度）
20％ 25％ 35％ 

見守り対象者名簿

を活用した活動を

行っている町会・自

治会の割合 

支えあい活動への意識

の高まりを示すため 

18.9％ 

（23 年度）
65％ 80％ 100％ 

施設整備が完了し

たすこやか福祉セ

ンターの数 

身近な相談支援の基礎

となる施設の整備状況

を示すため 

１か所 

（23 年度）
１か所 ２か所 ４か所 
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＜施策１＞保健福祉の地域での連携体制の確立 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

要援護者の個人情報を地域で共有

するためのルールづくり 

 支援を必要とする人の個人情報を地域で共有するためのルール

を盛り込んだ「地域支えあい活動の推進に関する条例」を平成

23 年４月に施行した。 

 条例に基づき、見守り対象者名簿の提供に着手した。 

 専用電話を設け、町会・自治会等支えあい活動者から 24 時間緊

急連絡を受ける態勢を整えた。 

町会・自治会と連携、協力した地

域の支えあい活動の推進 

モデル地区による支えあいネット

ワークの取り組みの実施 

 職員によるモデル地区内の高齢者実態把握のための訪問調査を

実施した。 

 関係者、関係機関を構成員とする地域における支えあい活動検

討会を立ち上げ、学識経験者や活動者を交えて勉強会の実施や

町会・自治会の支えあい活動の状況把握を行った。 

地域の課題を共有し、解決に向

けて活動していくための場の

設置 

 民生児童委員＊、町会・自治会長、ボランティア、地域包括支援

センター＊などの専門機関が出席し、ネットワーク会議（情報交

換会、事例検討等）を開催した。 

民生児童委員への情報提供の

充実 

 積極的に情報提供や意見聴取を行い、また、会議を夜間にも開

催するなど、民生児童委員が情報を収集しやすい工夫を行った。

■おもな取り組み 

① 町会・自治会等への見守り対象者名簿提供の推進 

区は、ひとり暮らし高齢者など誰もが地域で安心して暮らせるよう、地域支えあい

活動の推進に関する条例に基づき、希望する町会・自治会や民生児童委員などへ見守

り対象者名簿の提供を進め、地域の支えあい活動の基盤を、より強固なものとしてい

きます。 

さらに、そうした活動を、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。 

 
② 関係団体・機関とのネットワークの推進 

町会・自治会、こども育成団体など地域の活動団体をはじめ、ボランティアやＮＰＯ、

民生児童委員、中野区社会福祉協議会＊、民間事業所、医療機関など、さまざまな活

動の担い手との連携を図り、高齢者や障害のある人への地域での支えあいを進めます。 

 

③ 地域支えあいネットワークを推進する会議体の運営 

支援を必要とする人を様々な活動団体が重層的に地域で支え見守るネットワーク

を形成するため、その基盤を整備するとともに、区内全域、すこやか福祉センター単

位、区民活動センター単位の会議体を機能的に運営します。 
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④ 地域支えあい活動を行う区民への 24 時間緊急時連絡態勢の周知と円滑な運用 

地域で支えあい活動を行う区民が、高齢者等の異変に気付いた際の通報を 24 時間

365 日受け付けるとともに、その周知を図ります。 

 

⑤ 元気でねっとの地域支えあいネットワークへの統合 

町会や自治会、防災会など地域の自治の取り組みや民生児童委員、ボランティア団

体やＮＰＯ、当事者などによる地域の福祉活動のネットワークを張り巡らすことによ

り、実質的なセーフティネット（安全網）を確立していきます。 

高齢者見守り支援ネットワーク「元気でねっと」については、この地域支えあいネ

ットワークに発展的に統合していきます。 
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＜施策２＞すこやか福祉センターの機能充実・整備 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

（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 

 平成 22 年７月に中部すこやか福祉センターを開設した。 

 平成23年４月に他の３圏域についても施設面の整備に先んじて

すこやか福祉センターとしての組織体制を整備・開設し、地域

の保健福祉、子育てに関する様々な相談窓口を一元化した。 

■おもな取り組み 

① 包括的な地域ケア体制の構築 

これまでの保健福祉センター及び地域子ども家庭支援センター機能に加え、地域包

括支援センター、障害者相談支援事業所を包含したすこやか福祉センターにおいて、

子どもや高齢者、障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、介

護・健康・医療・生活支援や子育てに関するさまざまな相談窓口を一元化し、総合的

な視点での相談支援を行います。 

 

② 職員による訪問活動 

高齢者や障害のある人などの実態を把握し、必要なサービスに結びつけるため、職

員による訪問活動を進めます。 

 

③ （仮称）地域支えあい要支援者情報等管理システムの構築 

地域の支えあい活動を推進するため、要支援者に関わる情報を一元化し、職員の訪

問活動やサービスのコーディネート等に活用できるシステムを構築します。 

 

④ すこやか福祉センター施設の整備 

南部圏域については、中野富士見中学校跡施設を活用し、南部すこやか福祉センタ

ーを整備します。さらに、北部圏域、鷺宮圏域についても区有施設を活用して整備を

進めます。 
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＜施策３＞災害時要援護者対策 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

災害時の協力体制の枠組みの

構築 

 中野区総合防災訓練に中野区社会福祉協議会及び中野区福祉団

体連合会が参加し、ボランティア受付訓練等を協力して行った。

家具転倒防止器具の取り付け

の周知と費用の助成 

 区報、ホームページ、耐震対策チラシ配布等により周知を行い、

取り付けにかかる費用助成を行った。 

■おもな取り組み 

① 災害時要援護者対策の再構築 

災害時における要援護者対策を強化するため、非常災害時救援希望者登録制度と地

域支えあいネットワークとの整合を図るとともに、二次避難所の周知、運営マニュア

ルの充実等を行います。 

 

② 災害時のボランティア受け入れ体制の強化 

災害時のボランティア本部を担うものとして区と協定を結んでいる中野区社会福

祉協議会との連携を強め、災害時のボランティアの受け入れや連絡、派遣手配などの

調整機能を強化し、ひとり暮らし高齢者などの生活の立て直しを支援します。 

 

③ 家具転倒防止器具の設置促進 

木造住宅等の耐震化支援とあわせ、家具転倒防止器具の取り付けを働きかけます。

高齢者や障害のある人などの世帯を対象に、家具転倒防止器具の取付費用の助成を行

い、各世帯における防災対策を支援します。 
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課題３ 生活の安定と自立への支援 

■現状と課題 

生活保護世帯数及び受給者数は、平成 20 年９月のリーマン・ショックに端を発し

た経済危機により 21 年度以降急増に転じ、22 年２月時点で 5,000 世帯、6,000 人を

突破しました。平成 23 年７月１日現在、区の生活保護世帯数 5,734 世帯、受給者 6,683

人、保護率（人口千人比）は 21.3‰であり、依然として増加傾向にあります。 

生活保護制度は、最後のセーフティネットとして活用しやすいものとしていく一方

で、就労支援による自立助長など、地域社会の一員として充実した自立生活を送れる

ように、個別の自立支援プログラムを用意し、被保護者の抱える多様な課題への対応

を図っていく必要があります。 

■実現すべき状態 

生活保護制度は、生活困難な状況に陥った区民の最後のセーフティネットとしての

役割を果たしています。 

生活に困窮した区民は、目的にかなった支援を受けながら、生活の安定と自立を確

保しています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

生活保護から就労

自立した世帯数 

就労支援プログラムの

実施により、生活保護

から経済的な自立を促

進し、自立を助長する

ため 

111 世帯 

（22 年度）
150 世帯 154 世帯 164 世帯 

長期入院入所者地

域移行支援事業に

よる退院者数 

地域生活に移行した数

により、事業の成果を

示すことができるため

2人 

（22 年度）
8人 12 人 16 人 
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＜施策１＞生活の安定と自立への取り組み支援 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

自立支援プログラムによる自

立支援の促進 

 財産管理支援事業、高齢者居宅介護支援プログラム、居宅生活

移行等支援プログラム、精神障害者退院促進プログラムを開始

した。 

ホームレス対策事業の強化 
 新型自立支援センター＊を設置し、平成 23 年４月より運営を開

始した。 

■おもな取り組み 

① 自立支援プログラムによる自立支援の促進 

生活保護世帯が地域社会の一員として充実した自立生活を送れるよう支援するた

め、被保護者の抱える様々な問題に的確に対応するための自立支援プログラムを推進

します。 

 

＜自立支援プログラム一覧＞ 

事業名 内容 

就労支援プログラム 就労移行支援 

精神保健福祉支援プログラム 精神障害のある人の自立支援 

財産管理支援事業 保護費等の金銭管理支援 

精神障害者退院促進プログラム 精神障害のある人の退院支援 

高齢者居宅介護支援プログラム 高齢世帯の自立支援 

居宅生活移行等支援プログラム 低額宿泊所利用者の自立支援 

 

② ホームレス対策事業の強化 

ホームレス対策は 23 区と東京都が共同して実施しています。平成 23 年４月に開設

した新型自立支援センターは５年間中野区内で運営し、第４ブロック(中野、杉並、

豊島、板橋、練馬)のホームレスが自立した生活を送れるよう支援します。 

 

③ 雇用と福祉の一体的就労支援事業の推進 

ハローワークと区の生活保護の相談窓口が一体となった就労支援体制を確保し、生

活保護受給者等の生活困窮者に対する経済的自立に向けた就労支援を効果的・効率的

に実施するため、区役所庁舎内にハローワークの就労支援コーナーを設置し、就労支

援ナビゲーターによる就労支援と求人情報提供端末の設置による求人情報の提供等

を行います。 
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課題４ ユニバーサルデザインのまちづくり 

■現状と課題 

近年、駅のホームにはエレベーターやエスカレーターの設置が進み、乗降を容易に

したノンステップバスも見られるようになりました。 

また、道路の段差解消や視覚障害者向け誘導ブロックが設置されるなど、「どこで

も、だれでも、自由に、使いやすく」というユニバーサルデザイン＊の考え方に沿っ

たまちづくりが進んでいます。 

しかし、平成 23 年度障害福祉サービス意向調査（中野区）によると、身体障害の

ある人が外出時に困ることで最も多かった回答は、「自動車や自転車が多くて危険を

感じる」（22.8％）で、次いで「電車やバスの乗り降りがしにくい」（19.1％）、「道路

や利用する建物に段差が多い」（18.9％）と、移動手段を含めユニバーサル化が十分

でないと感じている障害のある人も少なくありません。区が平成 21 年度に公共施設

や福祉施設などを対象に行った調査でも、東京都や区の整備基準（多目的トイレ、授

乳室、手すりの設置など）をすべて満たしている建物は少なく、より一層のユニバー

サル化が必要です。 

31.5%

22.8%

19.1%

18.9%

18.4%

0% 10% 20% 30% 40%

特に困ることはない

自動車や自転車が多くて危険を感じる

電車やバスの乗り降りがしにくい

道路や利用する建物に段差が多い

建物や駅にエレベーターがない

外出時に困ること（複数回答上位５位）

 

（出典：平成 23 年度障害福祉サービス意向調査） 

■実現すべき状態 

ユニバーサルデザインの考え方が、区民や施設整備事業等に広く浸透しています。 

地域の再開発や施設整備などにあわせたユニバーサルデザインのまちづくりが進

み、だれにとっても利用しやすいまちの環境が実現しています。 

また、誰もが容易に移動できる環境が整い、障害のある人や高齢者の行動範囲も広

がっています。 
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■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 

歩道のバリアフリ

ー＊化率 

区内全駅周辺の歩道の

バリアフリー化の進捗

状況を示すため 

32.7％ 

（22 年度）
50％ 60％ 85％ 

福祉有償運送＊年間

利用件数 

移動制約者が外出してい

る状況を示すため 

245 件 

（22 年度）
300 件 350 件 400 件 
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＜施策１＞だれもが利用しやすいユニバーサルデザインのまちづくり 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

警察大学校等跡地におけるユニ

バーサルデザインに基づく施設

整備 

 ユニバーサルデザインに配慮した道路、公園の設計や、「だれ

でもトイレ」等の設置、絵文字（ピクトグラム）を使っての各

種表示を採用した。 

駅周辺での道路段差の解消など

の整備 
 新江古田駅周辺、中野新橋駅周辺の整備を行った。 

区有施設のバリアフリー化推進 
 施設の大規模改修工事等にあわせて、バリアフリー化を進め

た。 

道路上障害物等除去の推進 

 毎月１回、クリーンキャンペーンやチラシ配布などにより、普

及啓発を行い、あわせて監察パトロールを実施した。 

 違反屋外広告物の撤去を実施した。 

コミュニティバスの広報等の支

援 

 コミュニティバス「なかのん」について区施設でのチラシ配布

やホームページ掲載による広報等の支援を行った。 

福祉有償運送団体に対する活動

支援 
 NPO＊法人１団体へ助成を実施した。 

■おもな取り組み 

① 中野駅周辺におけるユニバーサルデザインに基づく施設整備 

中野駅や駅周辺地区において、ユニバーサルデザインに基づく施設整備やだれもが

わかりやすいサイン計画を取り入れた施設整備を行います。これらの地区をモデルと

し、区内のユニバーサルデザイン化を進めます。 

 

② 駅周辺道路などのバリアフリー化 

公共交通機関をだれもが利用しやすいように、道路や駅舎などの環境を整えていき

ます。区がまとめた「交通バリアフリー整備構想＊」にもとづき、区内５つの重点整

備地区（新中野、東中野・落合、鷺宮、野方、中野）について、順次、駅までの道路

の段差解消などを行うほか、鉄道事業者や東京都などの協力を得ながら駅舎等のバリ

アフリー化を進めます。そのほか、重点整備地区以外でも、歩道の段差・傾斜・勾配

の解消や階段・坂道への手摺り設置などを進めます。 

 

③ 区有施設のバリアフリー化の推進 

だれもが安全で快適に利用できるよう、施設の保全やバリアフリー化を進めます。 

 



第２章 地域福祉 

 63

④ 安全で歩きやすい歩道空間の確保 

自転車駐車場利用促進の啓発や放置自転車の撤去活動とともに、違反屋外広告物や

一部商店の商品はみ出し等、不法占用に対して、商店街や地域、警察などの関係機関

と連携し、指導・取り締まりを推進します。 

 

⑤ 福祉有償運送団体に対する活動支援 

福祉車両等を活用したＮＰＯ法人等による福祉有償運送の利用者の拡大を支援し

ます。 

 

⑥ ユニバーサルデザインの普及啓発 

ユニバーサルデザインの考え方を、ホームページやパンフレットにより、広く区民

に周知するとともに、区内の公共施設等に関するバリアフリー情報の提供を充実しま

す。 
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課題５ 権利擁護の推進 

■現状と課題 

介護保険サービスや障害者自立支援法によるサービスのような、民間事業者との契

約による福祉サービスの利用に関するトラブルがあった際の相談及び調停のしくみ

として、区は、平成 19 年度に民間福祉サービス紛争調停制度＊を立ち上げました。 

保健福祉サービスの利用者の増加に伴い、事業者とのトラブルや利用者に対する詐

欺行為も増え、特に高齢者をねらった詐欺行為の多発は社会問題となっています。 

こうしたトラブルに関する相談窓口を充実するとともに、認知症＊高齢者や知的障

害のある人などの判断能力が低下した人の権利を守るための取り組みを進めていく

ことが喫緊の課題となっています。 

■実現すべき状態 

保健福祉サービスの利用者がサービス提供者とのトラブルがあっても、迅速に解決

が図られています。 

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な人に対し、権利擁護の

しくみが十分に用意され、利用されています。 

■成果指標と目標値 

成果指標 指標とする理由 

現状値及び新たな目標値 

現状値 

（年度）

26 年度 

目標値 

28 年度 

目標値 

33 年度 

目標値 
成年後見制度＊につ

いて、言葉、しくみ

とも知っていると

答えた区民の割合 

区民のあいだで成年後

見制度がどれだけ浸透

しているかを示してい

るため 

26.5％ 

（23 年度）
30％ 35％ 40％ 
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＜施策１＞権利擁護の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（21 年度～23 年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

権利擁護に関する各種相談窓

口の周知、活用促進 

 福祉サービス苦情調整、民間福祉サービス紛争調停、犯罪被害

者等相談支援を充実した。 

 中野区社会福祉協議会＊「アシストなかの」（権利擁護事業）、人

権相談等を目的別に周知案内し、活用を促進した。 

成年後見支援センターの周知

と利用拡充 

 相談会や制度説明会を各所で実施し、利用者数は年々増加して

いる。 

成年後見人の養成、確保 
 東京都の養成講座を活用し、中野区社会福祉協議会が計画的に

成年後見人を養成した。 

■おもな取り組み 

① 福祉サービスに関する苦情相談窓口の充実 

区が行う保健福祉サービスに関する苦情については福祉オンブズマン＊を、また民

間福祉サービスについては民間福祉サービス紛争調停制度を設けています。今後、こ

れらの制度や窓口の区民に対する周知を徹底するとともに、関係機関との連携を図っ

ていきます。 

 

② 権利擁護サービスの拡充 

判断能力が不十分な人の財産や権利を守るため、中野区社会福祉協議会の「アシス

トなかの」（権利擁護事業）と連携し、生活支援に関する相談を充実していきます。 

 

③ 成年後見制度の啓発と利用促進 

中野区社会福祉協議会が運営する成年後見支援センターを中心として、成年後見制

度の普及・啓発活動を進めます。 

また、成年後見支援センターは、弁護士や社会福祉士による専門相談を行っていき

ます。 

 

④ 成年後見人の養成・確保 

今後不足が見込まれる後見人を養成、確保するため、成年後見支援センターを中心

に、社会貢献型後見人＊養成研修を実施します。 

また、成年後見支援センターによる法人後見、法人後見監督の受任を推進します。 

 

⑤ 犯罪被害者相談の充実 

犯罪被害を受けた人の生活をサポートするため、犯罪被害者相談窓口の周知を徹底

するとともに、関係機関との連携を図っていきます。 


