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はじめに 

急激な高齢化社会の進展に伴い、要介護高齢者や身よりのない高齢者が増加し、社

会的に孤立しがちなひとり暮らし高齢者に対する支援が喫緊の課題となっています。 
また、平成 23 年３月 11 日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、住民に身近な区市町村の果たすべき役割の大きさや地域や家族の

つながりの大切さが改めて認識されました。 

中野区保健福祉総合推進計画 2012 は、「健康福祉都市なかの」が描くまちの姿を

念頭におきながら、区民の健康づくり、高齢者や障害のある人、またその家族を含め、

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための施策と目標を掲げました。 

特にひとり暮らし高齢者や障害のある人が地域で孤立することがないように、区内

４か所に設置したすこやか福祉センターを中心に、地域の支えあい活動を推進してま

いります。 

また、介護保険事業計画と障害福祉計画は、それぞれ要介護高齢者や障害のある人

を支えるためのサービスの種類や給付見込量などを定める事業計画ですが、法改正等

を踏まえ、24 時間対応の介護と看護を一体的に提供する「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」や障害のある人が必要なサービスを適切かつ計画的に利用できるように相

談支援を強化するとともに、障害者虐待防止センターの設置を盛り込むなど、区の厳

しい財政状況の中でも、可能な限り新たな課題に対応しました。 

区は、この新たな計画を区民の皆様と共に協力して推進してまいたいと考えており

ますので、区民皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

本計画の策定にあたっては、20 歳以上の区民や高齢者、障害のある人を対象とした

アンケート調査を実施しました。また、区の付属機関である中野区保健福祉審議会に

は 1年にわたる審議を経て、本計画に盛り込むべき基本的な考え方を区に答申してい

ただきました。 

アンケート調査にご協力をいただいた区民皆様をはじめ、中野区保健福祉審議会委

員の皆様に心から厚くお礼申し上げます。 

 

平成２４年３月 

 

中野区長 

田中 大輔 
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１ 「健康福祉都市なかの」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 16

年３月に健康福祉都市を宣言しました。 

保健福祉に係る基本計画（保健福祉総合推進計画 2012、第５期介護保険事業計画、

第３期障害福祉計画）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（第２次）」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

らせるまち」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）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 
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（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 

 

 

個人の意思と自己決定の尊重 

 

 

自立生活の推進 

 

区民参加、区民と区の協働による地域保健福祉の推進 

 

 

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

される地域社会であること。 

高齢者、障害のある人、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、権利が守られ、その人らしく生活できる地域社会

であること。 

区民のだれもがいつまでも健康で、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）基本目標と重点施策 

保健福祉に係る基本計画（「保健福祉総合推進計画 2012」、「第５期介護保険事業計

画」、「第３期障害福祉計画」）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４つの基本目標を掲げ、この目標ごとに施策を体系化し、重点施策を定めて

います。 

 

 

『健康福祉都市なかの』を実現するための４つの基本目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

健康で生き生きとした生活の継続

年齢にかかわらず、健康で生き生きとした暮ら

しを持続できる地域社会 

み ん な で 支 え あ う ま ち づ く り

地域住民みんなが、公的なサービスだけでなく、互

いに支えあい、助けあい暮らしている地域社会 

健康福祉都市

なかの 

誰もが安心して暮

らせるまちづくり

障害の有無にかかわら

ず、誰もが、自らの意思

に基づき必要なサービ

スを選択し、生き生きと

生活ができる社会 

住み慣れた地域

での生活の継続

高齢者が病気や介護

が必要な状態になっ

ても、さまざまなサー

ビスを受けながら生

活 で き る 地 域 社 会
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基本目標１ 健康で生き生きとした生活の継続（健康医療） 

年齢にかかわらず、健康で生き生きとした生活を継続するためには、各人が自らの

健康状態を管理し、維持・増進するための取り組みが欠かせません。 

特に生活習慣病＊の予防については、青年期や壮年期から望ましい生活習慣を継続

することが大切です。 

区は、健康的な生活習慣が区民に拡がり定着していくよう、健康診査や保健指導の

実施をはじめ、区民が身近な地域で健康づくり活動を行うための環境整備や各種事業

を展開していきます。 

■重点施策 

• 「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心とした健康づくりの展開 
• 在宅療養者の増加を想定した関係者のネットワークの構築 
• 高齢者の摂食・嚥下

え ん げ

対策の充実 
• 地域スポーツクラブの総合的な健康づくり 

基本目標２ みんなで支えあうまちづくり（地域福祉） 

高齢になっても、障害があっても、区民が安心して地域で暮らしていくためには、

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サービス基盤が

整えられ、区、関係機関、地域住民、事業者等が相互に連携しながら、支えあい活動

を推進する必要があります。 

区は、区内４か所に設置したすこやか福祉センターを中心に、みんなで支えあうま

ちづくりを進めていきます。 

■重点施策 

• 包括的な地域ケア体制の構築 
• 町会・自治会等への見守り対象者名簿提供の推進 

 
※Ｐ７「（４）すこやか福祉センターの展開について」に詳細内容を記載 

 

基本目標３ 住み慣れた地域での生活の継続（高齢福祉） 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続するためには、医療、介護、予防、

住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される「地域包括

ケアシステム」の構築が必要です。 

区は、地域包括ケアを効果的に実施するため、介護予防＊や高齢者の在宅生活を支

えるための事業などを展開します。 
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■重点施策 

• 特別養護老人ホーム＊（要介護高齢者向け）、都市型軽費老人ホーム＊（低所

得高齢者向け）等の基盤整備 
• 定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊（24 時間随時対応）サービス拠点の

整備 
• 地域支えあい活動（日常の見守り活動）の推進 
• 認知症＊支援策の充実 

基本目標４ 誰もが安心して暮らせるまちづくり（障害福祉） 

障害のある人が安心して暮らすためには、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、その情報を的確に得られる環境が必要です。 

区は、障害福祉に関するニーズを的確に把握し、サービス基盤を充実するとともに、

相談支援体制を充実します。 

また、障害のある人が、自立して生活できるよう一般就労＊に向けた支援を行いま

す。 

■重点施策 

• すこやか福祉センターを中核とした相談支援の展開 
• 一般就労に向けた支援の強化 
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（４）すこやか福祉センターの展開について 

１．すこやか福祉センターの設置目的 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増加する一方、子育てについては周囲に

相談できる人がいないなど、地域には様々な課題があり、今後ますます地域におけ

る見守りや支えあいが求められています。こうした状況の中で、区は、子どもや高

齢者、障害のある人が安心して地域で生活できるよう、保健福祉や子育てに関する

さまざまなニーズにきめ細かく対応するとともに、地域における支えあいのネット

ワークづくりを行う拠点として、区内４か所にすこやか福祉センターを設置してい

ます。 
また、すこやか福祉センターは、区民活動センターやＵ18 プラザ＊・児童館、高

齢者会館といった、地域に身近な施設と連携し、地域における見守り・支えあい活

動の推進やネットワーク構築に取り組んでいきます。 

 
２．すこやか福祉センターの主な機能 

① 総合的な保健福祉サービスの提供と地域包括ケア体制の構築 
すこやか福祉センターは、医療系・福祉系専門職員を配置した区の総合相談窓

口のほか、地域包括支援センター＊、障害者相談支援事業所を包含し、ワンスト

ップの保健福祉・子育て総合相談を行うことを目指しています。また、民生児童

委員＊や地域の活動団体、関係機関と連携を図りながら、職員のアウトリーチ＊

による包括ケア体制の構築を目指しています。 
 
② 支えあいの地域づくり 

高齢者や障害のある人など、支援を必要とする人が、地域で安心して暮らして

いけるよう、区は、民生児童委員、地域包括支援センターなどの関係機関及び町

会・自治会をはじめとする地域の団体等との連携による日常的な見守りや支援が

行われるよう、地域の支えあいネットワークづくりを推進していきます。 
また、支援を必要とする子どもとその家族が地域で安心して暮らしていけるよ

う、地域の子ども育成団体などとも協働して、地域の子育てネットワークづくり

を推進していきます。 
 
③ 地域自治の推進 

地域住民自らの力によって暮らしやすいまちづくりを進めていくため、区は、

区民活動センター運営委員会の活動が円滑にすすめられるよう支援し、地域の自

治活動・公益活動を推進していきます。 
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３．すこやか福祉センターの地域での展開 

① 地域活動支援（区民活動センター） 
地域では、区民の様々な活動や自治の取り組みが展開されてきました。 
地域の特性を活かしながらさらに地域の取り組みを発展させていくため、地域

課題を住民自ら話し合い、自らの行動によって解決していく拠点として、平成 23

年７月に、区内 15 か所に区民活動センターを設置しました。 
各区民活動センターでは、地域住民によって組織された運営委員会が、そこを

拠点として、活動の担い手が継続して生み出され、生き生きとした活動が拡がっ

ていく地域づくりに向けて取り組んでおり、すこやか福祉センターが活動の支援

を行っていきます。 
 
② 地域子ども家庭支援（Ｕ18 プラザ・児童館） 

すこやか福祉センターは、子ども家庭支援センターと連携しながら、Ｕ18 プラ

ザや児童館、学童クラブ、キッズ・プラザなど、地域の子育て支援施設の機能を

活用し、虐待予防のための取り組みや、必要に応じた養育支援をしています。 
また、子育て家庭を地域全体で見守り支援するために、地域で展開されている

育成活動に携わる活動者や育成団体によるネットワーク形成を推進していきま

す。 
 
③ 地域健康推進（高齢者会館） 

団塊世代が高齢期を迎えたことにより、高齢者人口はますます増加しています。 
こうした状況において、すこやか福祉センターは、地域の健康づくりや介護予

防のために、地域にある高齢者会館を活用し、今まで以上に介護予防事業を広範

に展開するとともに、高齢者自らが活発に地域活動を展開する、地域における見

守り・支えあいの拠点として充実していきます。 
 
４．すこやか福祉センターの整備状況と今後の整備予定 

（整備状況） 

・平成 22 年７月 仲町小学校跡施設に中部すこやか福祉センター開設 

・平成 23 年４月 北部、南部、鷺宮すこやか福祉センター開設 

・平成 23 年８月 北部すこやか福祉センター内に地域包括支援センターを移

転 
（今後の整備予定） 

・平成 28 年度 中野富士見中学校跡施設に、南部すこやか福祉センターを移

転整備 

・平成 31 年度まで 学校跡施設等に北部・鷺宮すこやか福祉センターを移転整備 
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２ 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、介護保険事業計画及び障害福祉計画は、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（第２次）」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。 

保健福祉総合推進計画は、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。 

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 11 条 

○地域福祉計画    社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 107 条 

●介護保険事業計画  介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 117 条 

●障害福祉計画    障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）第 88 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。 

（２）計画の構成（章立て） 

本計画は、以下の２つの部によって構成しています。 

第１部では、「健康福祉都市なかの」の理念と４つの基本目標、さらに、高齢者人

口や障害者手帳所持者数などの中野区を取り巻く現状と将来見通しを踏まえ、計画期

間において取り組むべき重点施策を記述しています。 

第２部では、「保健福祉総合推進計画 2012」、「第５期介護保険事業計画」、「第３期

障害福祉計画」の３つの計画を「健康医療」、「地域福祉」、「高齢福祉」、「障害福祉」

の４つの章で構成し、今後区として取り組むべき内容を詳細に記述しています。 

第１章（健康医療）区民の健康づくりの取り組みについて 

第２章（地域福祉）区民の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章（高齢福祉）高齢者が地域で住み続けるための取り組みについて 
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第４章（障害福祉）障害の有無に関わらず誰もが安心して暮らせるまちづくり 

について 

 

第２部の各章では、課題ごとに施策を体系化しています。各々の課題には、「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「おもな取り組み」として

示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※健康づくり行動プラン：保健福祉総合推進計画の健康づくりに関する領域の行動計画 

 

（３）計画期間 

健康増進計画と障害者計画は、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、保健福祉総合推進計画については、初年度を平成 24 年度として、

10 年後（平成 33 年度）の目標を定め、その実現に向けた５年間（平成 24 年度～平成

28 年度）における取り組みを対象とすることとしました。 
また、介護保険事業計画及び障害福祉計画については、３年を期間とした計画の策

定が定められていることから、平成 24 年度から平成 26 年度までの計画期間としまし

た。 

 

新しい中野をつくる１０か年計画（第２次） 

区の基本計画 

健康医療 障害福祉 地域福祉 次
世
代
育
成
支
援
行
動
計
画 

（母
子
保
健
計
画
） 

保健福祉の３つの基本計画 

高齢福祉 

保 健 福 祉 総 合 推 進 計 画 
（健康増進計画、地域福祉計画、老人福祉計画、障害者計画） 

 

障害福祉 

計画 

 

健康づくり 

行動プラン

 

介護保険 

事業計画 
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３ 中野区を取り巻く状況 

（１）人口の推移と予測 

平成 23 年 10 月現在の区の人口（外国人登録者を含む）は 310,701 人で、近年は 31

万人前後で横ばい状態にあります。世代別に見ると、年少人口（０歳～14 歳）は 26,000

人強で横ばい状態にある一方、高齢者人口（65 歳以上）は増加傾向にあり、平成 23

年には 61,000 人を超えています。 

今後もこの傾向は続くものと見られ、特に高齢者人口比（65 歳以上人口が総人口に

占める割合）は平成 26 年には 21％を超える見込みです。 

26,345 26,208 26,160 26,111 25,982 25,866

225,699 225,019 223,482 221,098 218,574 216,043

60,439 60,896 61,059 62,244 63,476 64,560

19.3 19.5 19.7 
20.1 

20.6 
21.1 

0.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

人口と高齢者人口比の推移と予測

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口 高齢者人口比

（人）
（％）

306,469308,032309,453310,701312,123312,483

 
出典：住民基本台帳、外国人登録人口（各年 10 月１日）（平成 24 年度以降は推計値） 
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（２）世帯数の推移 

平成 23 年 10 月現在の世帯数（外国人登録者を含む）は 185,130 世帯です。近年は、

微増傾向にあります。 

また、一世帯あたりの人員（総人口／世帯数）は、平成 19 年から微減傾向にあり、

平成 23 年は 1.68 人となっています。 

181,301 183,864 184,926 185,553 185,130

1.71 1.70 1.69 1.68 1.68

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

世帯数の推移

世帯数 一世帯あたり人員

（世帯） （人／世帯）

 

出典：住民基本台帳、外国人登録人口（各年 10 月１日） 

（３）高齢者世帯数の推移 

65 歳以上の高齢者のみ世帯及び高齢者単身世帯数をみると、どちらも増加傾向にあ

り、特に高齢者単身世帯数は毎年約 500 世帯ずつ増加し、平成 23 年４月現在の高齢

者のみ世帯数は 31,667 世帯、高齢者単身世帯数は 21,325 世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳、外国人登録人口（各年４月１日） 

 

29,234 30,023 30,835 31,330 31,667 

19,219 19,783 20,457 20,909 21,325 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

30,000 

35,000 

40,000 

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

高齢者のみ世帯数 高齢者単身世帯数

（世帯）
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（４）がん検診受診者数 

区が実施している各種がん検診（大腸がん検診、乳がん検診、肺がん検診、胃がん

検診、子宮がん検診）受診者数は減少傾向にあり、平成 22 年度は、合計 63,697 人と

なっています。 

特に大腸がん検診については、平成 20 年度より 5,000 人程度受診者数が減少して

います。 

35,322 31,637 29,482 

6,139 
8,038 

7,753 

8,092 8,065 
7,726 

11,087 
10,233 

9,363 

7,363 9,351 
9,373 

0 

30,000 

60,000 

90,000 

平成20年 平成21年 平成22年

がん検診受診者数

大腸がん検診 乳がん検診 肺がん検診 胃がん検診 子宮がん検診

（人）

63,697
67,32468,003

 
出典：中野区健康福祉部事業概要、中野区保健福祉部事業概要 
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（５）生活習慣病予防のために実行していること 

生活習慣病予防のために、自ら進んで実行していることをみると、「栄養バランス

や規則正しい食事など食生活に気をつけている」が 56.3％と最も高く、次いで「睡眠・

休養を十分にとるようにしている」が 50.6％、「たばこを吸わない（喫煙本数を減ら

す）ようにしている」が 47.5％、「毎食後の歯みがきなど歯や口の健康管理を行って

いる」が 42.6％となっています。 

 

56.3 

50.6 

47.5 

42.6 

38.8 

38.0 

37.0 

12.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

栄養バランスや規則正しい食事など

食生活に気をつけている

睡眠・休養を十分にとるようにしている

たばこを吸わない（喫煙本数を

減らす）ようにしている

毎食後の歯みがきなど

歯や口の健康管理を行っている

散歩やスポーツなど積極的に

体を動かすように心掛けている

お酒を飲みすぎない

（飲まない）ようにしている

気分転換・ストレス解消に努めている

特に何もしていない

生活習慣病予防のために実行していること（複数回答）
（％）

 
※複数回答形式のため、回答比率の合計は 100％を超えている。 

出典：平成 23 年度保健福祉に関する意識調査 
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（６）介護保険被保険者数の推移と予測 

被保険者数の第４期介護保険事業計画期間中の推移、及び平成 24 年度から 26 年度

までの見込みは以下のとおりです。 

第１号被保険者数のうち、75 歳以上の後期高齢者数が増加し続けており、65 歳か

ら 74 歳までの前期高齢者数を上回っています。 

98,226 99,700 100,683 100,769 100,961 101,257 

30,562 29,769 29,411 30,349 31,502 32,633 

30,612 31,673 32,325 32,812 32,922 32,964 

0 

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

120,000 

140,000 

160,000 

180,000 

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

第4期介護保険事業計画 第5期介護保険事業計画

グラフタイトル

第2号被保険者 第１号被保険者 65歳～74歳 第１号被保険者 75歳以上

159,400 161,142 162,419 163,930 165,385 166,854

（人）

 
（単位：人） 

 第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画 

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

第１号被保険者 61,174 61,442 61,736 63,161 64,424 65,597

 65 歳～74 歳 30,562 29,769 29,411 30,349 31,502 32,633

 75 歳以上 30,612 31,673 32,325 32,812 32,922 32,964

第２号被保険者 98,226 99,700 100,683 100,769 100,961 101,257

合計 159,400 161,142 162,419 163,930 165,385 166,854

出典：住民基本台帳（各年 1月 1日現在）、外国人登録人口（各年 10 月 1日現在）（24 年度以降は推計値） 
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（７）介護保険要支援・要介護認定者数の推移と予測 

平成 23 年 10 月現在の要支援・要介護認定者数は 11,877 人で、第４期介護保険事

業計画期間中の推移、及び平成24年度から26年度までの見込みは以下のとおりです。

要支援・要介護認定者数は高齢者人口の増加傾向を受けて増加するものと予測してい

ます。 

また、第１号被保険者・第２号被保険者別の要支援・要介護認定者数の推移と予測

は以下のとおりです。 

1,634 1,921 2,021 2,059 2,123 2,181

1,639 1,540 1,637 1,719 1,782 1,841

1,334
1,593

1,756
2,070

2,385
2,6861,995

2,055
2,173

2,306
2,449

2,588
1,513

1,458
1,424

1,488

1,648
1,710

1,492
1,484

1,470

1,533

1,556
1,576

1,194
1,272

1,396

1,506

1,642

1,776

10,801
11,323

11,877

12,681

13,585

14,358

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計

（人）

 

（単位：人） 

 第４期介護保険事業計画 第５期介護保険事業計画 

平成 21年 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年

第１号被保険者 10,536 11,057 11,588 12,348 13,233 13,989

 65 歳～74 歳 1,361 1,374 1,346 1,562 1,745 1,822

 75 歳以上 9,175 9,683 10,242 10,786 11,488 12,167

第２号被保険者 265 266 289 333 352 369

合計 10,801 11,323 11,877 12,681 13,585 14,358

出典：東京都「介護保険事業状況報告」（各年 10 月現在）（24 年度以降は推計値） 
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（８）認知症傾向のある高齢者の割合 

介護認定調査対象者のうち、認知症傾向のある高齢者（認知症高齢者の日常生活自

立度＊がⅡ以上の高齢者）の数及びその割合はともに増加傾向にあり、平成 23 年４月

現在、5,472 人となっています。 

9,694 9,640 9,706 10,397 10,865 

4,452 4,659 4,748 5,060 5,472 

45.9 
48.3 48.9 48.7 

50.4 

30.0 

35.0 

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

認知症傾向のある高齢者

介護認定調査対象者 認知症傾向のある高齢者 割合

（人） （％）

 

出典：保健福祉に関する基礎データ（各年４月１日） 

 

（９）認知症についての理解度 

認知症についての理解度をみると、「認知症の症状については知っているが、対応

方法についてはよくわからない」が 61.4％と最も高く、次いで「言葉は聞いたことが

あるが、わからないことが多い」（21.2％）となっています。 

認知症の症状や

対応方法について、

よく知っている

13.2%

認知症の症状につい

ては知っているが、

対応方法については

よくわからない

61.4%

言葉は聞いたことが

あるが、わからない

ことが多い

21.2%

知らない

3.0%

無回答

1.2%

認知症についての理解度

 
出典：平成 23 年度保健福祉に関する意識調査 
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（10）日常生活圏域について 

平成 18 年度の介護保険法改正の際、住み慣れた地域で介護サービス基盤を整備す

る単位として「日常生活圏域」＊の考え方が導入されました。 

中野区では、４つの日常生活圏域を設定しています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圏域 南部 中部 北部 鷺宮 
面積（km2） 2,96 4.48 4.31 3.84

人口（人） 69,625 91,217 81,350 68,217

世帯数（世帯） 42,204 56,941 48,081 37,716

高齢者数（人） 
（65 歳以上） 

13,769 16,742 16,405 14,117

高齢化率（％） 19.8 18.4 20.2 20.7

特徴 通所介護事業所が

比較的集中してい

る。 

区役所本庁舎・

駅・区内最大の商

業地域が存在し区

の中心地となって

いる。 

北西部に特別養護

老人ホームや病院

等が集中した地域

がある。 

特別養護老人ホー

ム２か所のほか、

都営住宅・公団住

宅等が多く存在し

ている。 
※人口、世帯数、高齢者数、高齢化率は平成 23 年 10 月 1 日現在 

北部圏域 

鷺宮圏域 

中部圏域 

南部圏域 
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（11）区内介護保険施設の状況 

平成 23 年 12 月現在の区内介護保険施設＊（短期入所生活介護＊、特定施設入居者生

活介護＊、介護老人福祉施設＊、介護老人保健施設＊、介護療養型医療施設＊、認知症

対応型通所介護＊、小規模多機能型居宅介護＊、認知症対応型共同生活介護＊、夜間対

応型訪問介護＊）の状況は下表のとおりです。 

圏域ごとにみると、特に短期入所生活介護及び施設サービスについては、中部圏

域・南部圏域の整備率が低くなっています。 

 

サービス名 
 南部

圏域 

中部

圏域 

北部

圏域 

鷺宮

圏域 
合計 

居宅サービス       

 
短期入所生活介護 

施設数 － 1 5 2 8 

 専用床数 － 4 52 25 81 

居住系サービス    

 
特定施設入居者生活介護 

施設数 1 1 5 － 7 

定員数 85 24 264 － 373 

施設サービス       

 介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

施設数 1 1 4 2 8 

定員数 30 60 355 185 630 

介護老人保健施設 
施設数 － － 1 － 1 

定員数 － － 100 － 100 

介護療養型医療施設 
施設数 － － 1 1 2 

定員数 － － 161 34 195 

地域密着型サービス       

 認知症対応型通所介護 

（認知症デイサービス） 

施設数 1 2 4 3 10 

 定員数 22 36 45 46 149 

 

小規模多機能型居宅介護 

施設数 2 － 1 － 3 

 
定
員
数 

泊まり 15 － 4 － 19 

 登録 50 － 24 － 74 

 通い 28 － 12 － 40 

 認知症対応型共同生活介護 

（認知症グループホーム） 

施設数 2 1 3 4 10 

 定員数 36 26 38 45 145 

 
夜間対応型訪問介護 

施設数 1 1 

 定員数 100 100 
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（12）介護保険施設等入所者数 

平成 23 年５月現在、区の要支援・要介護認定者のうち、介護保険施設などに入所

（居）している方は、2,457 人です。 

内訳をみると、有料老人ホームが最も多く、818 人となっています。 

区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外

介護福祉施設 介護保健施設 介護療養施設 有料老人ホーム ケアハウス グループホーム

要介護５ 205 104 6 44 40 72 16 110 1 5 7

要介護４ 165 103 21 91 23 36 22 131 7 26 13

要介護３ 103 74 22 81 7 15 130 8 36 8

要介護２ 48 39 12 76 4 22 131 5 2 37 8

要介護１ 7 13 3 35 1 20 125 14 9 2

要支援２ 1 29 5 1

要支援１ 8 58 9 1

合計 528 333 64 327 63 120 104 714 49 3 113 39

0

100

200

300

400

500

600

700

800

介護施設等入所者数（人）

 
※有料老人ホーム、ケアハウスについては、介護予防特定施設及び特定施設の指定を受けたものに限る 

※生活保護受給者は除く 

出典：中野区の介護保険給付データより作成 
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（13）身体障害者手帳所持者数の推移 

平成23年３月31日現在の身体障害者手帳の所持者数は、7,793人となっています。 

障害の程度別にみると、軽度（５級・６級）の障害者手帳所持者数は横ばい状態で

すが、重度（１・２級）及び中度（３級・４級）の障害者手帳所持者数が年々増加し

ています。 

4,009

4,061

4,092

2,857

2,926

2,995

706

706

706

平成21年

平成22年

平成23年

重度（1・2級） 中度（3・4級） 軽度（5・6級）

（単位：人）

7,793

7,693

7,572

 
出典：平成 23 年（2011 年）版 中野区健康福祉部事業概要 

（14）愛の手帳所持者数の推移 

平成 23 年３月 31 日現在の愛の手帳の所持者数は、1,186 人となっています。 

障害の程度別にみると、１度から３度までの手帳所持者数は横ばい状態である一方、 

４度の手帳所持者数が増加傾向にあります。 

35

35

34

317

323

327

354

354

348

415

455

477

平成21年

平成22年

平成23年

1度 2度 3度 4度

（単位：人）

1,186

1,167

1,121

 
出典：中野区健康福祉部事業概要、中野区保健福祉部事業概要 
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（15）精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

平成23年３月31日現在の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は1,502人となって

います。 

障害の程度別にみると、２級・３級の手帳所持者数が大幅に増加しています。 

120

130

129

629

702

805

433

474

568

平成21年

平成22年

平成23年

1級 2級 3級

（単位：人）

1,502

1,182

1,306

 
出典：中野区健康福祉部事業概要、中野区保健福祉部事業概要 

（16）定期的に就労している障害のある人の就労形態 

定期的に就労している障害のある人の就労形態をみると、身体障害のある人では、

「常勤の会社員、公務員、団体職員」が、知的障害のある人では「作業所に通所」が、

精神障害のある人では「アルバイト・パート、非常勤職員」と「作業所に通所」が最

も多くなっています。 

27.6 

17.7 

20.7 

19.7 

20.7 

25.0 

11.4 

24.1 

0.7 

2.0 

57.0 

24.1 

13.2 

7.6 

6.9 

身体障害者

知的障害者

精神障害者

定期的に就労している障害者の就労形態

常勤の会社員、公務員、団体職員 自営業、家族従業員

アルバイト・パート、非常勤職員 内職

作業所に通所 その他

（％）

 
出典：平成 23 年度障害福祉サービス意向調査 
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（17）区内障害者施設の状況 

平成 23 年 12 月現在の区内障害者施設の状況は下表のとおりです。 

 

施設種別等 
南部

圏域 

中部

圏域 

北部

圏域 

鷺宮

圏域 
合計 

日中活動施設等       

 
生活介護＊ 

施設数 2 2 3 2 9 

 定員数 30 79 104 55 268 

 
自立訓練（機能訓練） 

施設数   1  1 

 定員数   ※20  ※20 

 
就労移行支援＊ 

施設数  3 1  4 

 定員数  36 15  51 

 
就労継続支援（Ａ型）＊ 

施設数   1  1 

 定員数   10  10 

 
就労継続支援（Ｂ型）＊ 

施設数 3 2 3 2 10 

 定員数 50 31 120 42 243 

 地域活動支援センター 施設数  1 1  2 

 
地域生活支援事業（都） 

施設数  1   1 

 定員数  20   20 

 
旧法知的障害者通所授産施設 

施設数 1    1 

 定員数 75    75 

 民営福祉作業所 

（法外） 

施設数  1   1 

 定員数  15   15 

 精神障害者共同作業所 

（法外） 

施設数  1   1 

 定員数  33   33 

障害者グループホーム等    

 
グループホーム＊・ケアホーム＊ 

施設数 3 3 8 1 15 

定員数 15 16 38 6 75 

入所施設       

 
施設入所支援＊ 

施設数  1 1  2 

定員数  60 40  100 

短期入所施設（ショートステイ）       

 
短期入所＊（併設型・単独型） 

施設数  1 2 1 4 

 定員数  3 6 2 11 

緊急時一時保護施設・生活寮＊       

 生活寮 

（法外） 

施設数 1   1 2 

 定員数 4   4 8 

児童デイサービス       

 
児童デイサービス＊ 

施設数   2  2 

 定員数   37  37 

その他       

 障害児地域生活支援事業 

（法外） 

施設数   1  1 

 定員数   25  25 

 障害者福祉事業団 施設数  1   1 

※1 日の受け入れ上限人数
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（18）生活保護の被保護世帯数・被保護人員及び保護率 

平成 22 年度の中野区の被保護世帯は月平均 5,429 世帯、被保護人員は 6,318 人、

保護率は 20.1‰（人口 1,000 人に対する被保護人員の割合）となっています。 

被保護世帯数及び被保護人員の推移を見ると、世帯数、被保護人員ともに増加傾向

にあり、今後も被保護世帯数と被保護人員は増加するものと予想されます。 

4,325 4,424 4,554 4,930 5,429 5,453 5,510 5,502 5,778 6,318 

17.4 17.7 17.6 18.4
20.1

0

4

8

12

16

20

24

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

被保護世帯・被保護人員及び保護率

被保護世帯 被保護人員 保護率

（人・世帯） （‰）

 
※保護停止中の世帯、人員を含む。 

出典：平成 23 年（2011 年）版 中野区健康福祉部事業概要 

（19）世帯類型別にみた生活保護の被保護世帯 

平成 22 年度の生活保護の被保護世帯を世帯類型別にみると、単身世帯の高齢者世

帯が最も多く、43.2％となっています。 

単身世帯

87.1％

二人以上の

世帯

12.9％
高齢者世帯

43.2％

傷病・障害者世帯

31.0％

その他世帯

12.8％

高齢者世帯

3.2％

傷病・障害者

世帯

2.6％

母子世帯

4.0％

その他世帯

3.2％

世帯類型別にみた被保護世帯（平成22年度月平均値）

 
出典：平成 23 年（2011 年）版 中野区健康福祉部事業概要 
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（20）地域の活動への参加状況 

地域の活動への参加状況をみると、「参加していない」が 68.8％で最も多く、次い

で「町会などの地域活動」が 13.4％、「地域まつりやバザーなどの地域の行事」が

10.2％などとなっています。 

13.4 

10.2 

9.5 

3.0 

68.8 

0 20 40 60 80

町会などの地域活動

地域まつりやバザーなどの地域の行事

趣味、スポーツ、学習などの地域活動

福祉、環境保全などボランティア、NPOの活動

参加していない

（％）

 
※複数回答形式のため、回答比率の合計は 100％を超えている。 

出典：平成 23 年度保健福祉に関する意識調査 

 

（21）近所とのつきあい 

近所づきあいの程度についてみると、「顔を合わせたときに会釈する程度」が

41.5％で増加傾向にあり、「困っているときお互いに相談したり助け合ったりするな

ど、親しくおつきあいしている」が 15.4％にとどまっています。 

15.2 

15.7 

15.4 

7.2 

7.0 

6.4 

25.2 

25.0 

23.9 

39.4 

41.2 

41.5 

12.4 

10.9 

10.5 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

21年度

22年度

23年度

近所づきあいの程度

困っているときお互いに相談したり助け合ったりするなど、親しくおつきあいしている

町会、自治会や隣近所の行事の時だけつきあう

たまに世間話をする程度

顔を合わせたときに会釈する程度

つきあいがほとんどない

（％）

 
出典：保健福祉に関する意識調査 
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第２部 個別施策の展開 
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第２章 地 域 福 祉 

 

第３章 高 齢 福 祉 
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第１章 健康医療 
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第１章  健 康 医 療 
 

 

・中野区保健福祉総合推進計画 2012 
（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 
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健康医療の施策体系 

 

第１節 個別施策 

課題１ 生活習慣病予防と健康増進 

＜施策１＞栄養・食生活の改善と運動の継続 

＜施策２＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 

＜施策３＞健康を支える環境づくり 

＜施策４＞こころの健康づくり 

＜施策５＞地域スポーツクラブの総合的な健康づくり 

課題２ 健康不安のない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 

＜施策２＞健康不安のないくらしの維持 

＜施策３＞くらしの衛生が守られるまちの推進 
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第１節 個別施策 

課題１ 生活習慣病予防と健康増進 

■現状と課題 

増加の一途をたどる生活習慣病＊ 

偏った食生活や運動不足､喫煙などの生活習慣を起因として発症するがん、心疾患、

脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は増加しており、死因の約６割を占めています。特

にがんについては、昭和 56 年に脳血管疾患を抜いて日本人の死因の第一位となって

以降、増加の一途をたどっています。現在、２人に１人ががんにかかり、３人に１人

ががんで亡くなるとも言われています。医療の進歩により、早期発見、早期治療を行

うことで完治することも可能となってきていますが、各種がん検診の平均受診率は

20％に達していません。 

区民が健康で生き生きと暮らすためには、区民自らが積極的に不規則な食生活や運

動不足などを日常的に見直して、生活習慣病の発症を予防することが必要となります。 

アンケート調査では、持続的に運動を行っている区民の割合は 49.7％と依然として

低い傾向にあり、生活習慣の改善や疾病予防、主体的な健康づくりに取り組むことの

できる環境の整備が課題となっています。 

継続的に行っている

29.3%

時々している

20.4%以前はしていたが、

現在はしていない

16.5%

全くしていない

33.3%

無回答

0.5%

健康増進のための運動習慣

出典：平成23年度保健福祉に関する意識調査  

こころの病 

日本では、うつ病が年々増加していることが知られています。うつ病は、気分の落

ち込みなど、精神的な症状だけでなく、睡眠障害や食欲低下、頭痛や肩こり、腰痛な

ども現れる場合があります。うつ病等のこころの病気にかかっていながら、治療に結

びついていなかった人の比率は高いとされており、仕事ができなくなったり、自殺を

考えたりするような重い状態にもなることがあります。 

適切な精神科医療を早期に受けられるようにする取り組みが必要です。また、うつ
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病についての正しい理解の普及啓発を行うことにより、本人や周囲のうつ病に対する

理解を進めることが重要です。 

出典：中野区健康福祉部事業概要、中野区保健福祉部事業概要 

■実現すべき状態 

すべての区民の健康意識が高まり、妊娠期や乳幼児期、学童期・青年期など早くか

ら運動・栄養・休養、禁煙・適正飲酒のバランスのとれた生活習慣を身につけ、自ら

健康の自己管理に努め、健康を維持向上するための取り組みを継続しています。 

区民一人ひとりが健康の大切さを自覚し、がん検診などを積極的に受診し、がんや糖

尿病などの生活習慣病を早期に発見し、有効な対策を講じるしくみが整えられ、健診結

果が健康の自己管理に役立てられています。 

さらに、こころの健康についての正しい知識・理解が普及し、こころの病に対する偏

見がなくなり、不調に気がついたときには、ためらうことなく専門家に相談できていま

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 

特定健康診査＊の受

診率 

特定健診の受診者が増

えることは、健康状態

の自己確認、生活習慣

病の早期発見・治療に

つながるため 

39.9％ 

（22 年度）
67％ 68％ 71％ 

がん検診の平均受

診率 

がん検診の受診率が向

上することで、区民の

がんに対する意識の向

上を示すため 

16.6％ 

（22 年度）
18％ 20％ 25％ 

健康診断の結果、生

活習慣の見直しを

した人の割合 

健康の自己管理が進ん

でいることを示すため

28.1％ 

（23 年度）
30％ 34％ 41％ 

30.0 

29.8 

30.2 

13.8 

14.5 

17.1 

9.6 

9.6 

10.4 

8.6 

8.9 

9.0 

4.3 

4.1 

3.0 

2.6 

3.4 

3.2 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

22年

21年

20年

主な死亡要因

悪性新生物 心疾患 脳血管疾患 肺炎 老衰 自殺

（％）
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食生活に気をつけ

ている人の割合（生

活習慣病予防のた

め実行しているこ

と） 

日々の生活において生

活習慣の改善に心がけ

ている様子を示すため

56.3％ 

（23 年度）
57％ 57.5％ 58％ 

持続的に運動を行

っている区民の割

合 

持続的な運動習慣は健

康づくりを進めるため

の重要な要素であるた

め 

49.7％ 

（23 年度）
55％ 57％ 61％ 

うつ病などの心の

病を相談すること

に抵抗を感じない

人の割合 

心の病を相談すること

に抵抗を感じることが

少ない方が病気の早期

発見、早期治療につな

がるため 

90.7％ 

（23 年度）
91％ 91.5％ 92％ 

＜健康づくり達成指標＞ 

１ 壮年期（40 歳から 64 歳） 

達 成 指 標 
現状値 

（平成 22 年度）

目標値 

（平成 33 年度）

40 歳～64 歳の国保特定健診の受診率 31.1％ 40％以上 

40歳～64歳の国保特定健診受診者のうちメタボリッ

クシンドローム＊判定の該当者及び予備群の割合 
21.6％ 17％以下 

40歳～64歳の国保特定健診受診者のうち糖尿病判定

の該当者及び予備群の割合 
24.4％ 20％以下 

40 歳～64 歳の国保加入者のうち疾患別治療者の割合 

 高血圧症 17.3％ 15％以下 

 

脂質異常症 15.7％ 13％以下 

 

糖尿病 15.9％ 13％以下 

２ 高齢期（65 歳以上） 

達 成 指 標 
現状値 

（平成 22 年度）

目 標 値 

（平成 33 年度）

65 歳～74 歳の国保特定健診の受診率 53.4% 60％以上 

65 歳～74 歳の国保加入者のうち疾患別治療者の割合 

 
高血圧症 44.1％ 40％以下 

脂質異常症 34.7％ 30％以下 

糖尿病 34.3％ 30％以下 

３ 歯と口腔の健康づくり 

達 成 指 標 現状値 
目 標 値 

（平成 33 年度）
進行した歯周病に罹っている者の割合（35 歳～44 歳

CPITN コード＊３以上） 
20.8％ 18％以下 

かかりつけの歯科医で定期健診又は予防処置を受け

ている者の割合（30・40 歳代） 
－ 70％以上 
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＜施策１＞栄養・食生活の改善と運動の継続 

■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 

健康づくり自主グループの育成､

支援 

 保健師・管理栄養士・歯科衛生士による地域特性を踏まえた講

習会を実施した。 

栄養相談・栄養講習会の実施  栄養相談のほか、栄養講習会を実施した。 

食を通じたネットワークづくり  ネットワークづくりに向けた講習会及び交流会を実施した。 

「健康づくり行動プラン」に基づ

く健康づくり事業の実施 

 「食育＊体験」、「健康づくり体験」、「健康づくり測定会」を

「健康得盛ＤＡＹ」として統合実施し、参加者の拡大を図った。

健康づくり公園＊等の整備・活用 
 年間を通じて健康づくり公園事業を実施し、参加者に体操の指

導・相談を行った。 

■おもな取り組み 

① 食育体験、健康づくり体験、体力測定の実施 

健康づくりを食と運動の両面から支援するため、食育体験（アイデアレシピ、野菜

クイズ等）、健康づくり体験（ウォーキング、セルフチェック等）、体力測定（速歩、

握力等の測定）をより区民に身近な地域で実施します。 

 

② 健康づくり公園の拡充 

区民が身近な地域で体操に関する指導・相談を気軽に受けられるように支援するた

め、健康器具が設置されている公園等に定期的に指導員を配置する健康づくり公園を

拡充します。 

 

③ なかの里・まち連携＊による農漁業体験の実施 

食に対する感謝を深めていくうえで、食を生み出す生産過程を理解することが重要

なため、親子で現地に宿泊して農漁業体験するなかの里・まち連携体験交流事業を実

施します。 

 

④ 歯と口からの健康づくりの推進 

乳幼児から高齢者まで、各ライフステージに応じた口腔機能を維持するとともに、

自らが歯科疾患の予防に取り組むよう、さまざまな機会を通じて歯科口腔保健の知識

を普及します。 

また、歯科疾患の予防、早期発見、早期治療を促進するため、かかりつけ歯科医を

持ち、定期的な健診や予防管理を行うことを推進します。 
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⑤ 健康づくりシンボルマーク・標語と食育マスコットキャラクターの活用 

区の健康づくりシンボルマーク・標語（中野はげんき応援区）と食育マスコットキ

ャラクターうさごはんを活用して健康づくりと食育の普及啓発を図ります。 

食育マスコットキャラクターについては、関係団体に着ぐるみを貸し出し、食育事

業の際にキャラクターの普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

区の健康づくりシンボルマーク 
標語：中野はげんき応援区 

食育マスコットキャラクター 
「うさごはん」 
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＜施策２＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 

■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 

特定健診・健康づくり健診・長

寿健診の実施 

 特定健診・長寿健診は対象者全員に受診票を送付するとともに、

特定健診の未受診者には受診勧奨を行い、受診率向上を図った。

健診結果に基づく生活習慣の

改善指導の充実 

 特定健診の受診者のうち、生活習慣の改善が必要で希望する方

に特定保健指導を実施した。 

受動喫煙防止の各種啓発 
 区内の高校や短大等の学園祭に出向き、喫煙による健康被害の

説明や受動喫煙防止の啓発を行った。 

「健康づくりプログラム（禁煙

編）」に基づく禁煙支援 

 郵便、ＦＡＸ等で禁煙を支援する「禁煙チャレンジ」を実施し

た。 

■おもな取り組み 

① 特定健診・特定保健指導、健康づくり健診、長寿健診の実施 

区民が生活習慣病予防に積極的に取り組むため、区は国民健康保険の保険者として

生活習慣病に着目した特定健診を40歳から75歳未満の国民健康保険加入者を対象に

行うとともに、生活習慣を改善するための継続的な保健指導を実施します。 

また、35 歳から 39 歳及び生活保護受給者等の 40 歳以上の区民を対象とした健康づ

くり健診、75 歳以上の区民等後期高齢者医療制度加入者を対象とした長寿健診を実施

します。 

 

② 特定健診や地域スポーツクラブと連携した糖尿病予防対策事業の実施 

区民が特定健診等を受診する際に、健診医が健診結果を基に糖尿病ハイリスク者を

判定します。区は、その方を対象に様々な運動メニューや栄養指導を行い、その後も

地域スポーツクラブ等を活用して生活習慣改善を継続できるよう支援します。 

 

③ 企業等との連携による普及啓発活動 

 「中野区がん検診の普及啓発及び受診率向上に関する協定」に基づき、区民と接す

る機会を多く持つ民間企業等と連携し、がん検診の普及啓発と受診率向上に関する取

り組みを推進していきます。 

 

④ 禁煙支援・受動喫煙防止 

特定健診・保健指導や地域での健康学習の場、区報・ホームページなど様々な機会

を通じて喫煙と健康に関する情報提供を進めます。 

施設・敷地・路上等における受動喫煙を防止するための分煙化・禁煙化の取り組み

を進めます。 
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＜施策３＞健康を支える環境づくり 

■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 

健康づくり活動の推進と関係

機関とのネットワークづくり 

 日常的に地域で活動している自主グループや関係団体との交流

を図り、健康づくりの活動支援を継続している。 

歯周疾患予防に関する知識の

普及啓発 
 相談と口腔ケアに重点を置いた「区民歯科相談」を実施した。

口腔機能維持向上プログラム

による実践指導の充実 

 地域の自主グループ、高齢者会館や高齢者福祉センター利用者

を対象に口腔ケアの具体的な指導を行った。 

■おもな取り組み 

① 「中野区民の健康づくりを推進する会」を中心とした健康づくりの展開 

健康づくりの関係団体等で構成する「中野区民の健康づくりを推進する会」が中心

となり、より区民に身近な地域で健康づくり活動や仲間づくりを行う機会を提供し、

全区的な健康づくり区民運動の定着を目指します。 

 

② 中野区摂食・嚥下
え ん げ

機能支援推進協議会の設置 

医師、歯科医師、歯科衛生士、介護事業者等で構成する「中野区摂食・嚥下
え ん げ

機能支

援推進協議会」が、医療・介護事業関係者の連携体制を構築して、高齢者の誤嚥性肺

炎＊を予防するとともに、摂食・嚥下
え ん げ

機能に課題のある方に対する口腔内リハビリを

推進し、対象者の咀嚼
そしゃく

機能、嚥下
え ん げ

機能の向上を図ります。 

 

③ 「中野区健康づくり行動プラン」の改定 

平成 19 年度に策定した「中野区健康づくり行動プラン」を改定し、地域の様々な

関係団体、事業所、医療機関等の連携を通じて、区民の健康づくりを推進していきま

す。 
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＜施策４＞こころの健康づくり 

■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 

こころの健康についての理解

促進 

 うつ講演会、家族セミナー、精神保健福祉ボランティア講座など

を開催するとともに、本人や家族に対する専門相談を実施した。

専門医療機関等との連携体制

整備 

 専門医療機関との情報交換を行うとともに、こころの病の個別事

例については、かかりつけ医や専門医、関係機関との連携に努め

た。 

自殺予防に関する普及・啓発 

 自殺予防に関する講演会等を実施するとともに、区ホームページ

への新規掲載、リーフレット・横断幕の作成、パネル展示を行っ

た。 

福祉・介護支援従事者等を通

じた自殺予防の働きかけ 

 介護保険事業従事者、民生児童委員＊を対象にゲートキーパー研

修を実施した。 

■おもな取り組み 

① こころの健康についての普及・啓発 

現代のストレス社会で大きな問題になっているうつ病やアルコール依存症に対す

る基礎知識、心身の疲労回復のための休養や睡眠の重要性、統合失調症など精神疾患

についての理解を促進します。 

 

② 専門医等との相談支援機能の充実 

かかりつけ医や専門医、関係機関と連携し、迅速に適切な治療が受けられるよう、

地域で気づき支えあうための支援を行います。 

 

③ 地域や職場等を通じた自殺予防の働きかけ 

こころの病による自殺を予防するため、地域や職場などに対して自殺の危険因子や

直前のサイン、適切な対応法などについての知識の普及を図ります。 
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＜施策５＞地域スポーツクラブの総合的な健康づくり 

■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 

地域スポーツクラブの設立と

拠点施設の開設・運営 

 中野区地域スポーツクラブ設立基本計画を策定するとともに、中

野区地域スポーツクラブを設立した。 

■おもな取り組み 

① 利用しやすい運動環境の整備 

地域スポーツクラブは、地域の運動・スポーツの総合拠点として使いやすい運動設

備、常駐トレーナー配置等による運動環境を整え、さまざまな運動や健康づくり活動

を支援します。 

 

② 子どもの健康づくり支援 

生徒数の減少や顧問教員の不足により継続が困難となっている運動部活動に対し

て、学校と連携した恒常的な支援を行うことにより、子どもの基礎体力の向上と運動

習慣の定着を進めます。 

 

③ 高齢者の介護予防＊支援と生きがいづくり 

高齢者に向けた転倒予防教室や健康体操教室等を実施し、高齢者の健康維持・向上

と生きがいづくりを進めます。また、介護や療養を防ぐことで、介護費や医療費の節

減にも貢献します。 

 

④ 健康づくりによる地域コミュニティづくり 

区内の団体（体育協会、町会、医師会等）との連携や交流による運動イベントの開

催等、健康づくりを通じて、仲間づくりや地域コミュニティづくりを進めます。 

 

⑤ 特定健診や地域スポーツクラブと連携した糖尿病予防対策事業の実施【再掲】 

区民が特定健診等を受診する際に、健診医が健診結果を基に糖尿病ハイリスク者を

判定します。区は、その方を対象に様々な運動メニューや栄養指導行い、その後も地

域スポーツクラブ等を活用して生活習慣改善を継続できるよう支援します。 
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課題２ 健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり 

■現状と課題 

地域医療体制の整備 

地域医療体制は、質の高いチーム医療の実践を地域に普及・定着させることが大切

です。準夜間小児初期救急医療体制は整いつつありますが、災害時救急医療体制をは

じめ、医療と介護の連携などの在宅医療連携体制など、今後整備を進めていく必要が

あります。 

 

各種感染症への対応 

予防接種制度は、感染症の発生及び蔓延を防止し、公衆衛生の向上及び増進に一定

の成果を上げてきました。しかし、近年、新たな感染症(新興感染症)が出現する一方、

すでに克服したと考えられていた結核などの感染症(再興感染症)が再び問題となっ

ています。特に結核については、年間約２万３千人の新規患者が発生しており、現在

でもわが国最大の感染症となっています。中野区は全国、東京都の中でも、罹患率が

高く、若年層の患者が多い傾向がみられます。 

このほか、増加傾向にあるエイズ・ＨＩＶ感染者への対策や若年層における性感染

症予防対策も大きな課題となっています。 

さらに、新型インフルエンザを含む健康危機発生時に、社会的な混乱を最小限にと

どめるための総合的な対応を図っていく必要があります。 
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結核罹患率の年次推移
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（人口10万対）

（年）

 

 

食の安全と安心の確保 

食の安全と安心を確保するためには、行政、事業者、区民がそれぞれ食の安全対策

を講じる必要がありますが、近年、食中毒が発生していない年はなく、その対策は十

分とはいえません。 

食品関連事業者の衛生管理については、保健所による監視・指導のほか、事業者の

行う自主管理が重要です。 
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また、食品管理の水準を一層向上させるためには、従来の品質管理だけでなく、材

料の受け入れから出荷まで、すべての工程における監視や記録を行なうＨＡＣＣＰ＊

など、より高度な管理システムの推進が必要となっています。 

 

医薬品の適正使用推進 

情報提供が不足していた医薬品の安全性を高めるため、医薬品販売制度が大幅に改

正されています。安心して医薬品を購入使用できるよう、区民、事業者に内容が理解

され、正しい医薬品の知識、適正な使用法が周知される必要があります。 

 

事業者による衛生自主管理活動推進 

理容・美容・公衆浴場など、環境衛生関係の営業施設は多岐にわたり、健康被害を

防止するため衛生管理の徹底が求められています。例えば、レジオネラ＊症は抵抗力

の弱い人が感染しやすい病気で、近年患者が増加しており、入浴施設などの衛生管理

が十分でないと、浴槽が感染源となることがあります。様々な営業施設の衛生管理を

徹底するには、保健所による監視・指導とともに、事業者自身による自主管理活動の

推進を図ることが必要となっています。 

 

ペットの飼養にかかるマナーの向上 

犬や猫などペットの増加とともに、マナーを守れない飼い主や飼い主のいない猫の

問題などが地域で起きています。ペットを飼っている人と飼っていない人が、相手の

立場を理解し受け入れあっていけるように、適正な飼養についてマナーとルールの普

及啓発などを行い、ペットと人間が適切に共存できる地域コミュニティを創造してい

くことが求められています。 

■実現すべき状態 

地域の診療所と高度医療を行う病院との連携が機能し、疾病や病状に応じた質の高

い医療が提供され、突発不測の傷病者が発生した際にも適切な医療が受けられる救急

医療体制が整備されています。また、在宅での医療を要する人が安心して暮らせる環

境が整っています。 

予防接種により感染症に対する予防対策が進み、結核、各種疾病、エイズを始めと

した感染症患者の発生が沈静化しています。 

区民および事業者が、健康や安全についての正しい知識を持って、自己管理を進め

ていけるよう、食中毒、飲み水、薬品、動物や衛生害虫などについての適切な情報提

供が行われています。 

また、健康危機管理対策が充実することによって、区民は、感染症や食中毒などに

よる重大な健康被害などへの不安がなく安心して暮らしています。 
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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 

かかりつけ医を決
めている人の中で、
普段から気軽に本
人や家族の健康状
態についてアドバ
イスを受けている
人の割合 

単に風邪をひいたとき

にかかる近所の診療所

ではなく、保健・医療

のコーディネーターと

してかかりつけ医を認

識している割合を測る

ため 

56.6％ 

（23 年度）
60％ 62％ 66％ 

救急時の医療を支

える医療環境が身

近な地域に整って

いると感じている

区民の割合 

区民が質の高い医療環

境のもとで、安心して生

活を送っている状況を

示しているため 

74.8％ 

（23 年度）
75％ 76％ 78％ 

MR＊（麻しん・風し

ん）の予防接種率 

MR２期（小学校就学前

１年間）対象者の予防

接種率で、予防対策の

達成度を測るため 

91.7％ 

（22 年度）
93％ 94％ 95％ 

食に関する苦情件数 

食品関係営業施設の衛

生管理状況を測る指標

となるため 

100 件 

（22 年度）
75 件 70 件 65 件 

犬・猫に関する苦情・

相談件数 

地域における飼い主の

マナーや飼養ルールの

遵守状況を示すため 

690 件 

（22 年度）
500 件 400 件 300 件 
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＜施策１＞地域医療体制の整備 

■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 

災害時の医療ネットワークの推

進 

 15 か所の拠点医療救護所に配備している医療 7 点セットを更

新するとともに、４師会、地域住民との協力による災害医療救

護訓練を実施した。 

かかりつけ医、かかりつけ歯科医

の推進 

 障害のある人、在宅要介護者等へのかかりつけ歯科医紹介事業

を行った。 

準夜間帯（午後７時から１０時）

における小児初期救急体制の確

保 

 中野総合病院において、小児初期救急医療事業を実施した。 

区内ＡＥＤ＊設置場所の案内 
 区のホームページのバリアフリー＊マップにＡＥＤマップを

掲載した。 

■おもな取り組み 

① 在宅医療連携体制の推進 

多職種協働による在宅医療の支援体制を構築し、医療と介護が連携した地域での包

括的かつ継続的な在宅医療の提供に向けて対策を推進します。 

 

② かかりつけ医の充実 

だれもが気軽に受診・相談できる「かかりつけ医」を充実し、専門医療機関と個別

医療機関の連携を図り、身近な地域で安心して医療が受けられる地域医療体制を推進

します。 

 

③ 災害時医療体制の充実 

直下型地震などの大規模災害発生時の医療需要に応えるため、必要な医薬品や医療

資器材の備蓄を行うとともに、災害医療救護訓練を実施するなどして、４師会（中野

区医師会、東京都中野区歯科医師会、中野区薬剤師会、中野区接骨師会）、地域住民、

区の相互協力体制の確立を図ります。 

 

④ ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の普及推進 

区内の各施設に設置されているＡＥＤについての情報を収集し、区民等へ設置場所

を案内するともに、ＡＥＤを使用した救急蘇生法について、わかり易く区民に周知し

ます。 
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＜施策２＞健康不安のないくらしの維持 

■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 

ＤＯＴＳ＊実施登録薬局の拡大 
 ＤＯＴＳ実施登録薬局数の拡大を図り、９か所の実施登録薬局

が増加した。 

ＤＯＴＳの普及推進  薬剤師会との連絡会や講演会を実施した。 

エイズ・性感染症に関する検査

機会の拡大、相談事業の強化 
 「ＨＩＶ即日検査・相談事業」を開始した。 

感染症発生動向調査実施によ

る調査結果の迅速な情報提供 

 インフルエンザ発生状況や感染症発生動向調査を区ホームペー

ジに掲載すると共に医療機関・保育園・幼稚園・福祉施設等に

情報提供した。 

区内の関係機関・団体を含めた

総合訓練の実施 

 関係機関・団体との連携による新型インフルエンザ対策を実施

した。 

健康危機に備えるための医療

物資の確保 

 新型インフルエンザ発生に伴い、防護用品・機材を購入し、協

力病院等へ配備・活用した。 

■おもな取り組み 

① 予防接種率の向上 

麻しん、風しん、日本脳炎などの定期予防接種及び流行性耳下腺炎（おたふく）、

水痘（みずぼうそう）、インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ＊）などの任意予防接種について

区報、ホームページによる情報提供等を行い、接種率向上を図ります。また、公立の

保育園、幼稚園及び教育委員会との連携により、小学校就学前、小学生・中学生に対

しての接種勧奨を行います。 

 

② 感染症対策の充実 

感染症予防のための知識の普及や情報提供を行うとともに、関連機関との情報の共

有化を図り、感染症患者や接触者への適切な保健相談などの対応により感染拡大を防

止します。 

 

③ 結核対策の充実 

結核を発病した患者からの感染拡大防止のため、周りの方々に対して行う接触者健

診は、ＱＦＴ検査＊を活用し高い受診率を目指します。また、薬剤耐性菌の発生を防

ぐため、結核患者が最後まで治療を継続できるように、ＤＯＴＳ事業をさらに充実し、

きめ細かな患者支援を行います。 
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④ エイズ等性感染症対策の充実 

ＨＩＶ（エイズウイルス）感染や性感染症については、ＮＰＯ＊等と連携・協力を

進め、検査機会を拡大するなど予防対策の充実を図ります。 

 

⑤ 地域医療確保計画＊の策定 

都及び 23 区西部・北西部ブロックの医療連携による地域医療確保計画を策定し、

感染症による健康危機発生時の医療体制を確保します。 

 

⑥ 健康危機に備えるための医療物資の確保 

新型インフルエンザ対応マニュアルに基づき、現在備蓄している防護用品・機材の

維持補充を行いつつ次なる発生に備えます。 
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＜施策３＞くらしの衛生が守られるまちの推進 

■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 

食の安全確保  中野区食品衛生監視指導計画を策定した。 

医療関係施設、生活衛生関係施

設等の自主管理の推進・支援 

 クリーニング所自主管理マニュアルを作成した。 

 薬事・毒劇施設、環境衛生施設への指導を行った。 

ペットなどと共存する暮らし

の推進 

 犬のしつけ方教室、猫の飼い方教室を開催した。 

 飼い主のいない猫対策のモデル地域の取り組みを行った。 

■おもな取り組み 

① 食の安全を守るための行動推進プランの策定・推進 

区民や事業者団体などの意見を反映した行動推進プランとして、毎年度、中野区食

品衛生監視指導計画を策定し、食の安全確保に関する事業を実施します。 

 

② 食の安全に係るリスクコミュニケーション＊のための会議体の設置 

消費者、事業者、行政の三者による情報・意見交換など、リスクコミュニケーショ

ンの機会を設け、食の安全・安心確保に関する普及・啓発に努めます。 

 

③ 環境衛生営業施設の自主管理の推進 

薬局などの医療施設、理・美容所、浴場、プールなどの環境衛生営業施設の衛生を

確保するため、自主管理の推進について取り組みを進めます。また、区民、事業者に

対し医薬品の正しい知識などの情報提供を行います。 

 
③ ペットなどと共存する暮らしの推進 

飼い犬の予防接種の徹底、飼い主のマナー向上のため、ペット飼養に関するルール

やマナーの普及に努めるとともに、飼い主のいない猫対策を進めます。 
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第２章  地 域 福 祉 
 

 

・中野区保健福祉総合推進計画 2012 
（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 
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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。 
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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。 
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第３章  高 齢 福 祉 
 

 

・中野区保健福祉総合推進計画 2012 
（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 

 

・第５期中野区介護保険事業計画 

（計画期間：平成 24 年度～平成 26 年度） 

 

 

中野区では、老人福祉計画を含む保健福祉総合推進計画と介護保険事業計画を

一体的に策定しました。 
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高齢福祉の施策体系 

第１節 個別施策 

課題１ 高齢期の健康づくり 

＜施策１＞健康寿命を延ばす介護予防の推進 

課題２ 在宅生活支援のための基盤整備 

＜施策１＞在宅生活を支援するサービスの充実 

＜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 

＜施策３＞入所型施設の整備促進 

課題３ 認知症高齢者対策と虐待防止 

＜施策１＞認知症高齢者対策の充実 

＜施策２＞高齢者の虐待防止 

課題４ 介護保険制度の適正な運営 

＜施策１＞介護保険制度の適正な運営 

＜施策２＞介護サービス事業者の支援と質の向上 

第２節 介護サービス等の見込量 

１ 見込量推計の手順 

２ 介護給付・予防給付サービスの見込量 

３ 介護給付・介護予防給付の見込み 

４ 地域支援事業の見込み 

５ 特別給付事業の見込み 

第３節 介護保険事業費の見込み及び保険料 

１ 介護保険給付費等の見込み 

２ 介護保険財政 

３ 保険料基準額の設定方法 

４ 保険料基準額 

５ 第５期事業計画期間中の介護保険料 
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第１節 個別施策 

課題１ 高齢期の健康づくり 

■現状と課題 

中野区における要介護の認定率は、平成 19 年の 16.85％から平成 23 年の 18.32％

と増加傾向にあります。一方、身体機能の維持・改善を目的に実施している介護予防

事業への参加率は低い傾向にあります。 

高齢期には各種の身体機能の衰えが進み、生活習慣病＊の増加も懸念されることか

ら、高齢者が生き生きとした生活を継続していくためには、壮年期から介護予防＊に

取り組み、身体機能の維持・改善を図る必要があります。 

■実現すべき状態 

高齢者の生活機能の維持・向上に関する多様な取り組みが用意され、加齢に伴う身

体自立度の低下や閉じこもり、転倒による骨折などができる限り予防され、高齢者は

自分らしく生き生きと元気で暮らしています。 

■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 

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 

72.7％ 

（23 年度）
73％ 74％ 75％ 

65 歳から 74 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

な状態にならずに生活

していることを示すた

め 

4.5％ 

（23 年度）
4.4％ 4.3％ 4.2％ 

地域の活動に参加

している 65 歳以上

の区民の割合 

町会活動や地域まつり

への参加状況は心身の

健康状態をあらわすた

め 

32.2％ 

（23 年度）
33％ 34％ 35％ 

65 歳の健康寿命＊ 

健康寿命は、自分らし

く生き生きと元気で暮

らせる期間を示すため

男 15.6 歳

女 18.1 歳

（21 年度）

男 16.0 歳

女 18.5 歳

男 16.5 歳 

女 19.0 歳 

男 17.0 歳

女 20.0 歳
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＜施策１＞健康寿命を延ばす介護予防の推進 

■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 

介護予防事業の充実、参加促進 
 尿失禁予防のための骨盤底筋力向上体操教室やうつ予防教室を

実施したほか、介護予防総合講座のコース数を増加した。 

介護予防のための生活機能評

価の推進 

 介護予防基本チェックリストや生活機能評価票発送時に、対象

者に向けて事業案内と併せ生活機能評価の受診勧奨を行い、参

加促進を図った。 

特定高齢者＊事業の内容充実 
 特定高齢者を対象に個別指導による腰痛・膝痛予防体操教室を

実施した。 

高齢者会館の施設整備  宮園高齢者会館を移転整備した。 

地域の力を活用するための高

齢者会館運営委託化の推進、施

設整備 

 15 館全ての高齢者会館の運営を委託化した。 

高齢者会館における高齢者の

状態に応じたプログラムの提

供 

 高齢者の健康特性に配慮した、多様な健康生きがいづくり事業

を展開した。 

■おもな取り組み 

① 介護予防に対する実践の普及・促進 

 老化に伴う心身の変化を理解し、一人ひとりに合った健康保持・増進に向けた介護予

防の取り組みが継続性をもって行われるよう、生活習慣の改善指導などの予防施策を推

進するとともに、さまざまな機会をとらえ健康づくりの実践の場を提供します。 

 

② 介護予防施策の充実 

高齢期の様々なステージに適したきめ細かな介護予防施策を展開します。また、変

化しやすい高齢期の健康状況に応じた事業を横断的、連続的に展開し、多様化したラ

イフスタイルに合った弾力的なしくみを構築します。 

 

③ 高齢者会館の機能充実 

健康づくりや介護予防事業の身近な地域拠点として、すこやか福祉センターとの連

携を図りながら、機能を充実させるとともに、地域包括支援センター＊などと協力し、

地域における支えあい活動の一環を担う役割を強化します。 

また、地域の元気な高齢者が、運営の担い手として持てる力を発揮するなど、地域

に根づいた健康づくりの輪を広げていけるようにするため、すこやか福祉センターで

は、地域の保健福祉団体やＮＰＯ＊などによる会館運営を支援していきます。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ39 高齢者の介護予防支援と生きがいづくり 
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課題２ 在宅生活支援のための基盤整備 

■現状と課題 

在宅サービスの充実 

在宅での自立生活を支えるサービスとしては、ホームヘルプ（訪問介護＊等）、訪問

看護＊、訪問（巡回）入浴など訪問系のサービス、一時的に高齢者を施設で預かるシ

ョートステイ＊（短期入所）、また、デイサービスなどの通所系サービスがあります。 

アンケート調査結果では、「可能な限り住み慣れた自宅で暮らしたい」と希望して

いる要介護３から要介護５までの高齢者が 72％と在宅志向が高く、また在宅生活を支

えるサービスの利用人数は概ね増加している傾向が見られることから、今後もこの傾

向が続くものと思われます。こうしたニーズに応える各種在宅サービスの充実が望ま

れています。 

可能な限り

住み慣れた自宅で

暮らしたい

72.0%

身近な地域にある

介護付きの共同住宅

で暮らしたい

2.0%

施設に入所したい

13.7%

その他

2.2%

わからない

4.7%

無回答

5.4%

今後の在宅生活について

 

出典：平成 23 年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

高齢者の住居の確保 

平成 20 年の住宅・土地統計調査によると、区では、単身高齢者世帯の 34％が民営

の借家住まいであり、また、高齢者のいる世帯が全世帯の 22％、そのうちの 4,000

世帯の住宅は国が示す最低居住水準を満たしていないという結果が出ています。 

また、平成 23 年度の高齢者福祉住宅の応募については、10.0 倍と高い倍率となっ

ています。 

こうした現状を踏まえ、今後の高齢者人口の増加に対応していくために、高齢者の

身体特性に配慮した様々な種類の住宅を確保していく必要があります。 
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介護保険施設＊の充実 

中野区の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊、介護老人保健施設＊、介護療

養型医療施設＊の３種類の介護保険施設入所者は平成23年５月１日現在1,535人とな

っていますが、一方で介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所申込者（待機

者）は 1,200 名を超え、不足状況が続いています。 

こうした状況から、今後も在宅では生活を送ることができない高齢者のための入所

型施設の整備が必要です。 

■実現すべき状態 

在宅での介護を必要とする高齢者が、身近な地域にあるサービスを利用して、安心

して住み慣れた地域で暮らしています。また、生活スタイルにあわせた住宅が整備さ

れています。 

在宅での生活が困難になった時に、専門的なケアや訓練を行える入所型施設が十分

に整備されています。 

■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 

1/3 のケアマネジャ

ー＊が不足している

と感じている介護サ

ービスの数 

ケアマネジャーが不足

と感じるサービスの数

が減ることは、高齢者

の在宅生活を継続する

ための環境が整備され

ている状況を示すため

10 

（23 年度）
8 7 4 

 

高齢者向け民間賃

貸住宅登録戸数 

 

区内に良質な高齢者向

け賃貸住宅が確保され

ることを示すため 

367 戸 

（22 年度）
950 戸 1,500 戸 2,400 戸 

認知症高齢者グル

ープホームの数 

住み慣れた地域でいつ

までも暮らす基盤とな

る住まいが確保される

ことを示すため 

10 か所 

（22 年度）
17 か所 20 か所 25 か所 
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＜施策１＞在宅生活を支援するサービスの充実 

■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 

小規模多機能型居宅介護＊施設

の誘導整備 
 小規模多機能型居宅介護施設を１か所整備した。 

ショートステイの誘導整備 
 単独ショートステイ整備に関する補助制度を創設した。 

 グループホームと合築のショートステイを整備した。 

ケアマネジャーやサービス事

業者と医療機関等との連携強

化 

 医師会と共催でケアマネジャーと訪問介護事業所のサービス提

供責任者を対象とした医学知識に関する研修を実施した。 

■おもな取り組み 

① 地域密着型サービス拠点の整備 

区内４つの日常生活圏域＊ごとに、地域密着型サービスのうち小規模多機能型

居宅介護、認知症対応型通所介護＊、定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊を提供

するサービス拠点を重点的に誘導整備します。 

 

地域密着型サービス拠点の整備目標（日常生活圏域ごと） 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

小規模多機能型 

居宅介護 

（訪問看護との複合

型サービスを含む） 

施設数 － 1 1 2 4 

泊まり

定員数 
－ 7 7 14 28 

認知症対応型 

通所介護 

施設数 2 2 1 1 6 

定員数 14 12 8 2 36 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
施設数 1 1 2 

 

② 要介護高齢者等に対するショートステイの充実 

区内の特別養護老人ホームに併設されているショートステイ（短期入所）施設のベ

ッド数に加え、単独型のショートステイや小規模多機能型居宅介護施設等へ併設する

などの誘導整備を図り、ショートステイのベッド数を充実します。 

 

ショートステイの整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

ショートステイ 定員数 40 40 
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③ 要介護高齢者の地域生活継続支援 

高齢者が住み慣れた地域で継続して在宅生活を営めるようにするため、個々のニー

ズに細かく対応したケアプランの作成を促し、通所介護、居宅介護、ショートステイ

などの在宅サービスの継続的な利用を支援します。 

ケアプラン作成にあたっては、医療的ケアが必要な高齢者も多いため、ケアマネジ

ャーとサービス事業者、かかりつけ医との連携を推進するための関係づくりを進めま

す。 

 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業＊の導入 

介護保険法改正の中で創設されたサービスとして介護予防・日常生活支援総合事業

（以下、総合事業とする）があります。介護予防が必要な高齢者や要支援の認定を受

けている高齢者の日常生活を支えるサービスを提供する総合事業の実施に取り組み

ます。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ43 在宅医療連携体制の推進 

☞Ｐ55 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 
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＜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 

■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 

入居時の保証など居住安定支援

の推進 

 居住安定支援事業として、民間家賃債務保証制度の利用料助成

と見守り支援制度を行っている。 

高齢者向け賃貸住宅の整備誘導 
 区有地を活用し、民間事業者が高齢者向け優良賃貸住宅 20 戸

を整備した。 

認知症高齢者グループホーム誘

導整備 
 グループホーム７ユニットを整備した。 

■おもな取り組み 

① 高齢者のための住宅の確保 

真に住宅に困窮している世帯が入居できるよう、区営住宅と福祉住宅を適切に運営

します。また、民間事業者によるサービス付き高齢者向け住宅供給の誘導を図るため、

必要な情報提供等を行うほか、高齢者の入居を制限しない住宅の登録戸数の拡大を図

り、家賃債務保証制度の利用料助成などによる居住支援のしくみを充実します。 

 

② 認知症高齢者グループホームの誘導整備 

認知症＊高齢者が身近な地域で安心して在宅生活をおくるために、認知症グループ

ホームについて、日常生活圏域ごとに必要とされるサービス量を見込み、生活圏域ご

とにバランスよく整備できるよう事業者の誘導などを行います。 

 

認知症高齢者グループホームの整備目標（日常生活圏域ごと） 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

認知症対応型共同生

活介護（認知症高齢者

グループホーム） 

施設数 2 2 2 1 7 

床数 30 36 40 23 129 
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③ 都市型軽費老人ホーム＊の誘導整備 

自立した生活が難しい低所得の高齢者に対し、安定した住まいを提供するため、都

市型軽費老人ホームを整備します。 

 

都市型軽費老人ホームの整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

都市型軽費老人ホーム 

施設

数 
4 4 

定員

数 
80 80 

 

④ 特定施設の誘導 

ケアハウス及び介護付き有料老人ホームの特定施設については、東京都が示す区西

部圏域の整備目標数の範囲で、優良なサービスの質と量が確保できるよう努めます。 



第３章 高齢福祉 

 77

＜施策３＞入所型施設の整備促進 

■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 

介護老人福祉施設＊の誘導整備  介護老人福祉施設 50 床を整備する事業者を選定した。 

■おもな取り組み 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備 

介護老人福祉施設は、在宅サービスを支えるショートステイを併せ持ち、また、地

域にある地域密着型のサービス事業所をバックアップする 24 時間 365 日の運営施設

という側面を持っています。 

今後、高齢者人口の増加やひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれていることから、

在宅での介護が困難となったときの入所施設として、介護老人福祉施設を誘導整備し

ます。 

 

介護老人福祉施設の整備目標 

サービス名称 
目標値 

南部圏域 中部圏域 北部圏域 鷺宮圏域 全体 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

施設

数 
1 1 

定員

数 
100 100 

 

② 介護老人保健施設の整備 

平成 19 年４月、区内に 100 床開設されています。要望や需要の多い施設ですので、

引き続き整備を目指します。 

 

③ 介護療養型医療施設からの転換支援 

当施設については、当初計画では平成 23 年度末をもって制度が廃止され、他の介

護施設等に転換されることになっていましたが、今回の法改正により、転換の時期が

６年間延長されました。平成 24 年度以降、新たな施設整備は認められておりません。 

区内既存２施設については、計画的な転換を支援していきます（※）。 
 
※第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保険施設＊

に転換した場合の整備数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施設ともに

整備目標数に含めていません。目標の外数としています。 



第３章 高齢福祉 

 78

課題３ 認知症高齢者対策と虐待防止 

■現状と課題 

増加する認知症＊高齢者 

認知症傾向のある高齢者数の目安となる、介護保険の認定調査の際に用いる「認知

症高齢者の日常生活自立度」＊がⅡ以上の方は、平成 23 年４月現在、約 5,500 名とな

っています。これは、要支援・要介護認定者数の約半数に相当します。 

高齢になるほど認知症の発症率は高くなるため、今後の高齢者人口の伸びを踏まえ

ると、認知症傾向のある高齢者は確実な増加が見込まれます。 

こうした認知症高齢者が尊厳をもって生活していくためには、地域の理解・手助け

が必要となります。また、認知症高齢者を介護する家族への負担を軽減することも課

題となっています。 

 

高齢者虐待防止体制の構築 

高齢者虐待防止法の制定や介護保険法の改正により、平成 18 年４月から、虐待防

止などの権利擁護事業が区市町村に義務づけられました。 

区では、対応体制を整えるため、庁内に高齢者虐待防止センターを設置しました。

また、平成 19 年度に作成した「中野区高齢者虐待対応マニュアル」を平成 23 年に改

訂しました。 

どのような行為が虐待にあたるのか、家族や本人に十分に認識されていないという

現実があります。まず、何が虐待にあたり、権利を侵害する恐れがあることなのか、

正しい理解を広めるための啓発が必要です。また、サービス従事者や地域住民が、本

人、家族の様子を把握し、虐待のサインを見逃さず、虐待の深刻化を防ぐことも必要

です。 

■実現すべき状態 

認知症に対する理解が浸透し、地域住民をはじめ、保健、福祉、医療の関係機関に

よる認知症高齢者への支援体制が整っています。 

高齢者の虐待に対しては、早期発見・早期対応のための環境づくりが進んでいます。 

また、介護をする家族の負担を軽減するため、レスパイトケア＊のための取り組みが

充実しています。 
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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 
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 

29 件 

（22 年度）
35 件 40 件 45 件 

「認知症」の理解度 

認知症に対する周囲の

理解が進むことによ

り、認知症高齢者が安

心して地域生活を送る

ことができることを示

すため 

74.6％ 

（23 年度）
75.0％ 80.0％ 85.0％ 
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＜施策１＞認知症高齢者対策の充実 

■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 

認知症に関する区民への理解促進 
 認知症理解促進のためのリーフレット（認知症アドバイザー医

一覧）を作成配布した。 
認知症アドバイザー医リストの

活用 

地域の担い手による普及、啓発の

推進 

 認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理解をすすめ

た。 

認知症地域支援拠点づくりモデ

ル実施 

 北部地区１か所（2１年度から事業所変更）、南部地区１か所を

20 年度後半から 21 年度に実施した。 

施設や事業所を起点とした地域

での相談、啓発、ネットワークづ

くり 

 地域の拠点づくりとして、モデル事業を実施するとともに地域

のネットワーク作りに取り組んだ。 

緊急一時宿泊施設の拡充  通年１床を確保するとともに、区内特養等８か所の空床を活用

した。 区内特養ホームの空床活用 

介護ストレス解消のための相談

対応や家族どうしの交流の充実 

 在宅で介護をしている家族を対象に家族介護教室を区内４か

所で、各６回実施した。 

■おもな取り組み 

① 地域の担い手による普及、啓発の推進 

地域全体で認知症高齢者を支える地域づくりを進めるため、認知症サポーターなど、

地域の担い手を養成、支援し、その活動を支援します。 

また、ケアマネジャー＊やヘルパーなどのサービス事業者を対象に、認知症や権利

擁護に関する体系的な研修を実施します。 

 

② 認知症相談体制の充実 

認知症高齢者や介護にあたる家族が地域で安心して暮らせるよう、身近な相談窓口

である地域包括支援センター＊の活用を周知します。 

 

③ 認知症アドバイザー医リストの活用 

中野区医師会の「認知症アドバイザー医制度」を活用し、認知症の専門医につなぐ

ことのできる相談・支援体制を充実します。 

 

④ 認知症地域支援拠点づくり事業の実施 

認知症地域支援拠点づくりのモデル事業を実施した介護サービス事業所を、引き続

き相談支援拠点とし、認知症高齢者の家族等を支援します。 
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⑤ 施設や事業所を起点とした相談、啓発活動の推進 

地域における認知症高齢者に対する支援体制を充実するため、さまざまな情報やノ

ウハウを持つ認知症対応介護サービス事業者が、認知症に対する区民理解の促進や、

認知症高齢者に対する接し方、認知症の方を支えるための関係機関のネットワークづ

くりなど、認知症高齢者やその家族を支えるための活動を地域で展開することを支援

します。 

 

⑥ 緊急一時宿泊事業の拡充 

家族に対するレスパイトケアを充実するため、入院等で介護者が急に介護できなく

なった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続が困難になった場合などに利用できる

よう、特別養護老人ホーム＊などの施設に空床を確保します。 

 

⑦ 介護ストレス解消のための相談対応や家族どうしの交流の充実 

専門的な相談対応や家族どうしの交流を通じて家族の介護ストレスを解消するた

め、家族介護教室を実施します。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ65 成年後見制度の啓発と利用促進 
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＜施策２＞高齢者の虐待防止 

■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 

虐待を防止するための地域で

の普及活動の充実 

 虐待防止啓発リーフレットを関係機関へ配布するとともに、介

護保険事業者向けに講演会を実施した。 

相談窓口の充実 
 民生委員等への高齢者虐待対応マニュアルを周知し、地域包括

支援センターでの相談を行った。 

関係機関との連携強化  弁護士､精神科医を入れた専門相談を実施した。 

関係者を対象とした虐待防止

に関する研修の実施 

 地域包括支援センターの職員を対象に、東京都主催研修への参

加を促した。 

■おもな取り組み 

① 虐待防止のための啓発・広報活動 

どのようなことが虐待にあたるのかなど、虐待に関する知識の普及を促すため、パ

ンフレットやポスターなどの作成・配布、虐待防止に関する講演会の開催など、高齢

者の人権を擁護するために必要な広報活動を強化します。 

また、高齢者虐待に関する区民などからの相談受付や通報先として位置づけている

地域包括支援センターを積極的に周知していきます。 

 

② 関係機関との連携強化 

潜在的な虐待の防止や発見時の迅速で適切な対応を行うため、地域包括支援センタ

ー職員やケアマネジャーなど関係機関職員、専門家（弁護士、精神科医など）を含め

た専門ケア会議を定期的に開催し、連携を強化します。 

 

③ 高齢者虐待防止マニュアルの周知 

虐待発見時の連絡体制や虐待相談・通報があった場合の対応、介護関係者が関与す

べき範囲、困難事例への対応方法、個人情報の保護など、虐待に対する対応、連携体

制などを内容とした高齢者虐待防止マニュアルの周知に努めます。 

 

④ 緊急一時宿泊事業の拡充【再掲】 

家族に対するレスパイトケアを充実するため、入院等で介護者が急に介護できなく

なった場合や高齢者虐待等で在宅生活の継続が困難になった場合などに利用できる

よう、特別養護老人ホームなどの施設に空床を確保します。 
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本人・家族・区民・医療関係者・民生委員・介護保険事業者・近隣関係者・警察・人権擁護委員 

⑤ 介護ストレス解消のための相談対応や家族どうしの交流の充実【再掲】 

専門的な相談対応や家族どうしの交流を通じて家族の介護ストレスを解消するた

め、家族介護教室を実施します。 

 
高齢者虐待の通報・届出・相談ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報

届出

相談

養介護施設従事者等 

による高齢者虐待 

（施設従事者、施設利用者等） 

通報・届出・相談 

通報・届出相談窓口 

高齢者虐待関係者の総合調整 

 

受付時間 月～金 ８時３０分～１７時 

通報・届出受理票の作成 

情報の一元管理 

〈夜間･休日〉区役所代表 ℡3389-1111

高齢者専門相談担当 

 

原本・コピー 

受理票 

連 携 

通報・届出・相談窓口 

高齢者虐待対応のキー機関 

 

受付時間 月～金 ９時～１９時 

     土   ９時～１７時 

通報・届出受理票の作成 
受理

地域包括支援センター 

情報提供 

通報 

通報・届出・相談窓口 

 

  

 

通報・届出受理票の作成 
受理票

すこやか福祉センター 

生活援護分野 障害福祉分野 

情
報
提
供 

通報・届出・相談窓口 

受付時間 月～金 ８時３０分～１７時

 

℡ ３２２８－８９５１ 

 

℡ ３２２８－８８７８ 

受付部署で受理票を作成 

＜夜間・休日＞ 

区役所代表 ℡３３８９－１１１１

高齢者専門相談担当 

施設従事者 

虐待受理票 

介護保険事業者指導調整担当 

情
報
提
供 
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課題４ 介護保険制度の適正な運営 

■現状と課題 

重要性を増す介護保険制度 

介護保険制度が平成 12 年度に創設されてから 10 年以上が経過し、中野区における

介護保険の要介護認定者数は１万人を超え、平成 23 年４月末日現在、11,514 人とな

っています。しかしながら、制度についての周知が未だ十分ではない状況にあること

から、今後も引き続き、多様化する介護サービスの利用に向けて、必要なサービスの

選択ができるよう、十分な情報の提供を行っていく必要があります。 

また、要介護等認定者の増加に伴い、介護保険制度が果たす役割もますます大きく

なっていきます。将来的に持続可能な制度設計を行っていく必要があることに加え、

介護が必要になったときに、必要なサービスが適切なケアマネジメント＊のもとで供

給され、安心して利用できる制度としていくことが求められています。 

介護が必要になっても、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、在宅でケアして

いくために、さまざまな地域の資源を活用するケアマネジメントのもと、医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスなどの視点からそれにかかわる組織や機関、事業所

やケアマネジャー＊などが適切に連携・協力しながら、介護サービスを充実させてい

く必要があります。 

特に地域における福祉サービスやボランティアによるサービスなどを資源として

活用するために、身近な地域での見守りを視野に入れ、高齢者の自立にとって効果的

なサービス提供となるようケアマネジメントの工夫が必要となっています。 

一方、介護度が重度化した高齢者の場合には医療が必要になる度合いが高くなりま

すが、急病により入院した高齢者で、初めて要介護状態になった場合など、病院など

から退院し、在宅生活を始めるときに、医療から介護への円滑なサービス移行により、

高齢者の在宅生活をしっかりと支えることが求められています。 

さらに身近な地域において、医療系の介護サービスや適切な医療が供給され、認知

症＊や要介護状態における高齢期特有の変化しやすい病態や症状に応じた適切なサー

ビス供給が今後もますます必要になっています。 

 

介護サービス事業者の質の向上 

要介護等認定者の増加とともに、介護サービスへのニーズはますます高まっていま

す。一方、介護サービスを提供する現場は、低い賃金とそれに見合わない重労働のた

め、離職率の高い職場となっています。 

サービス事業者が計画的な介護従事者の育成を行うことが難しければ、介護サービ

ス利用者へ提供するサービスの質・量が向上しません。介護人材の確保・育成・定着

に向けた支援が求められています。 

介護労働に関する調査などでは、賃金の問題に加えて、介護従事者にとって組織の



第３章 高齢福祉 

 85

経営理念が明確でないことや、職場の人間関係を理由に離職する場合も多いことが明

らかになっています。 

特に定着支援のためには、高い離職率の背景となっている要因を分析し、そこに着

目した研修等の取り組みを優先する必要があります。 

介護職場におけるメンタルヘルス対策に関しては、事業者側の適切な労務管理の取

り組みを促すための研修などを行い、働きやすい職場環境を整えるための支援も求め

られています。 

介護の仕事のやりがい、魅力について事業者自身が発信する取り組みの支援なども

行ってきましたが、これから就職をする若い世代に向けた積極的なアピールも工夫し

ていく必要があります。 

■実現すべき状態 

保健福祉サービスの利用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

生活をおくるために、本人の意思と選択を尊重したケアプランのもと最適な支援を受

けています。 

介護が必要となった場合でも、介護度が重度化した場合でも、地域の資源を活用し

た多様な福祉サービスや介護サービスが家族や要介護者への充分なアセスメント＊の

もとで提供できる体制が整っています。 

また、サービス利用者は、自分にあった保健福祉サービスを自ら選択して利用し、

困ったときにはいつでも相談できる相談支援体制が整えられています。 

サービス利用者は提供されるサービスの内容や契約事項に関する情報、事業者の事業

運営状況などの情報がわかりやすい形で入手できるとともに、サービス評価制度、苦情

解決のしくみにより、安心してサービスを選択しています。 

介護保険法に基づく介護サービスや公的なサービス提供の担い手である民間サー

ビス事業者は、適正な競争により、個々の利用者のニーズにあった良質なサービスを

提供しています。 

介護事業所には、職歴の長いベテラン職員が増え、多くの職員が育成されており、

キャリアや職層に応じた処遇となっています。 

介護職場が、仕事のやりがいを感じられる職場となっており、介護事業所のサービ

スの質・量ともに向上しています。 
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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 

指導に対して改善

が行われた件数の

割合（年度内） 

事業所に対する助言・

指導により、サービス

の質が向上をしている

ことを示すため 

68.9％ 

（22 年度）
86％ 88％ 93％ 

ケアプランに不満

のない人の割合 

適切なケアプランが提

供されていることを示

すため 

46.5％ 48％ 50％ 55％ 
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＜施策１＞介護保険制度の適正な運営 

■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 

介護予防ケアプラン等の充実 
 専門的な知識、技能を高めるための研修（制度改正対応、虐待防

止他）を実施し、ケアマネジャーの資質向上を図った。 

新たな地域ケア体制下におけ

る地域包括支援センター＊の機

能充実 

 平成22年７月に中部すこやか福祉センター内に中野地域包括支援

センターを、平成 23 年８月に北部すこやか福祉センター内に江古

田地域包括支援センターをそれぞれ移転した。 

■おもな取り組み 

① 介護保険制度・介護サービス事業所の周知 

多様化する介護サービスの利用に向けて、必要なサービスの選択ができるよう、十

分な情報の提供を行っていきます。事業者の協力を得て行ってきた「介護の日」イベ

ントなどを通じて、制度周知に努めるとともに、事業所と一般区民との交流などによ

って気軽に介護保険の情報や知識を得られる機会の提供などの取り組みも引き続き

実施します。 

介護職場のイメージアップなどを図るために、中野区介護サービス事業所連絡会と

協働して、パンフレットを作成し、広く周知を図るなどの取り組みを行います。 

 

② 安定した制度運営のための取り組み 

介護保険制度は、公費に加え、被保険者の方たちから納めていただく「保険料」に

より運営される社会保険方式による制度です。長期的に安定した介護保険制度とする

ため、「みんなで支える」視点での周知や介護保険料の確実な徴収に努めていきます。 

また保険料の改定においては、低所得者層に配慮し、より応能的な負担となるよう

な保険料率・段階の設定を行います。 

 

③ 医療を含む多職種、事業者間での連携促進 

中野区介護サービス事業所連絡会などへの支援を引き続き行っていくとともに、医

療関係職種との連携を促進するために、現場で医療系サービスを行う専門職による研

修や報告会等を通じ、現場での医療ケアと介護サービスの連携を推進します。 

これまでも介護の多職種による連携の強化を目指してきましたが、身近な地域で行

う包括的な支援に必要な課題を整理し、多施設間での連携にも着目し必要な支援を行

います。 

さらに入院・入所から在宅へ移行する際のサービス調整についてなど、具体的な課

題について施設事業者と介護事業者による協力・連携に必要な支援を行います。 
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④ 苦情への対応・事故報告の活用 

サービス利用者から介護サービス事業者に対する苦情については、「利用者権利」

という面及び「適切なサービス提供が行われているか」という面をチェックすること

のできる重要なものです。この認識をさらに徹底して周知していくとともに、苦情を

しっかり受け止め、適正なサービス提供とその質の向上に活用していくよう、介護サ

ービス事業者に対し、引き続き啓発を行います。 

事故報告件数は、年度によって増減はあるものの増加傾向にあります。これは「保

険者に事故報告を行う」ことが事業者に浸透してきたこと、及び事業所が年々増加し

ているためと思われます。 

事故報告については、今後も引き続き事故内容を分析し、介護サービス事業者に対

する集団指導等の場で留意事項として周知していくほか、「事故の概要」として定期

的に事故報告内容を提供することにより、事故情報の共有化が図れるよう検討します。 

 

⑤ 要介護認定調査員の資質向上 

要介護認定調査員の調査能力向上とレベルの平均化のために、効率的に認定調査の

技法が学べる e-ラーニング＊システムなどを活用し、研修を実施します。 

また、調査結果について、常に点検を行い、調査項目の解釈や記載内容が適切かど

うかなどをチェックし、調査票の精度を高めます。調査票に問題点があれば、調査員

に問い合わせ、個別に確認、指導を行い、調査員のレベルアップを図ります。 

 

⑥ 介護給付費の適正化 

不適正と思われるケアプランについて重点的に点検・指導を行い「適切なケアプラ

ン」の作成を促すことにより利用者にとって必要で充分な介護サービスが提供される

よう取り組んでいきます。 

また、住宅改修では、見積もり段階での事前チェック、訪問調査による施行前チェ

ックにより、適正な工事費及び見積もり内容になっているかなどの確認を行い適正化

を図ります。 

さらに、医療給付と介護給付情報の比較や、認定情報などを活用した介護給付情報

の点検により、介護事業者の介護給付費請求の過誤をチェックする取り組みも引き続

き実施することとします。 

こうした給付の適正化の取り組みにより、請求事務の正確性を促し、不正請求の防

止につながる効果も期待できます。 

介護サービスの利用者に対しては、サービス内容・給付費・負担額を本人に通知す

ることにより、利用しているサービス内容の確認を促し、過剰なサービスなどに対す

る利用者の意識を高めるとともに、事業所の架空請求などの防止・抑止に努めます。 
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⑦ 高齢者の相談支援窓口の充実 

区内８か所の地域包括支援センターは、高齢者が安心して自立生活を送ることがで

きるよう、24 時間 365 日の相談支援サービスを提供しています。 

地域包括支援センターについては、今まで以上に、介護保険に関する地域の相談先

として地域での認知度を上げるよう努めます。 

さらに、すこやか福祉センターの開設にともない、地域包括支援センターの相談支

援機能を充実させ、身近な地域の相談先で、地域資源を活用したサービスや高齢者向

けサービス、介護保険制度の情報などを得られやすくし、高齢者の自立をバックアッ

プします。
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＜施策２＞介護サービス事業者の支援と質の向上 

■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 

資格取得の支援などキャリア

アップ研修の実施 

 介護福祉士資格取得受験費用及び外部研修受講費用の助成事業

を実施した。 

 職種や職層に応じた専門的な知識、技能を高めるための研修を

実施した。 

従事者の交流の促進や情報交

換会等の実施 
 介護サービス事業所連絡会に出席し、情報交換を実施した。 

事業者に対する指導・助言の強

化 

 サービス提供体制及び介護報酬請求の適正化等に取り組み、

21・22 年度にそれぞれ 19 事業所、23年度に 14 事業所の実地調

査を行った。また、各年度に区主催で４回、都区共催で１回の

集団指導を実施した。 

■おもな取り組み 

① 介護サービスに従事する専門職のスキルアップと研修の体系化 

ケアマネジャーをはじめ、ヘルパーなどのサービス従事者に対して、スキルや知識

のレベルアップの研修を実施し、サービスの質の向上を目指します。また事業所職員

の段階的なキャリアアップのための研修、資格取得のための支援などを行うことによ

り従事者等の定着を支援します。 

そのためにこれまでの研修の成果や改善すべきことを検証し、介護従事者及び事業

所に必要な研修の体系化を行います。 

研修の体系化への取り組みを事業者と充分に連携しながら進めていくことにより、

現場での必要性や要望を考慮した研修を実施できるようにします。 

また、介護保険法の改正に伴う「介護職員等によるたんの吸引等の実施」のための

研修を受講しやすくなるよう支援を行います。 

 

② 組織マネジメントへの支援と介護従事者のメンタルヘルスの向上 

組織マネジメントについての事業所管理者向け研修や、コミュニケーションスキル、

コンプライアンスに対する研修などにより、介護現場や職場内の具体的な課題を解決

するための支援を行います。 

また、個別のケアを行うことの多い介護従事者にとってメンタルヘルスへの配慮が

必要であることなどから、介護事業所の人材育成担当者への啓発や従事者向けの研修

にも取り組みます。 

 

③ 介護サービスの提供を担う民間サービス事業者に対する指導の強化 

区が介護保険事業者指定権限を持つ地域密着型サービス事業所、及び今までに実地

調査を行っていない事業所を中心に、今後５年間を目途に全ての事業所へ実地調査に
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入ります。年度ごとに指導計画を立て着実に調査を実施することで指導体制を強化し

ます。 

また、実地調査を行った翌年度に改善状況確認のための「フォロー調査」を、サー

ビス毎に「集団指導」を、新規開設事業所には「新規指導」を行い、介護サービス事

業所が適正に運営されるよう、指導を実施します。 

 

④ 第三者評価の推進 

介護サービス事業所に対する外部の評価をもとにサービスの改善や水準の向上に

役立てるための第三者評価を、介護サービス事業者に定期的に受審させることにより、

事業者のサービス改善に対する自発性を促します。 

さらに第三者評価は、公開された事業所情報として、サービス利用の際に活用でき

るため、事業者における評価の受審については、今後も引き続き支援を行います。 
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第２節 介護サービス等の見込量 

１ 見込量推計の手順 

介護サービス等の見込量の推計の考え方は以下のとおりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．居住系・施設サービス量の推計 
 これまでの給付実績をベースに、新たに整備される施設サービスや地域密着型サービ

スの基盤整備計画の影響、介護保険法の改正に基づく新しいサービスへの利用の推移な

どを加味してサービス量の推計を行います。 

２．要介護認定者数の推計 

 これまでの要介護認定者数（要介護認定率）をベースに、日常生活圏域ニーズ調査の

結果から生活機能が低下している要介護認定を受けていない一般高齢者の人数・割合の

上乗せを行うとともに、地域支援事業や介護予防事業の成果による要介護認定の改善な

どを踏まえて、平成 24 年度～26 年度の要介護認定者数の推計を行います。 

１．被保険者数の推計 

住民基本台帳人口、外国人登録者数及び住所地特例対象者数について、平成 24 年度

～26 年度の推計を行います。 

４．居宅サービス量の推計 
 これまでの給付実績をベースに、介護保険法の改正に基づく新たなサービスへの推移

などを加味してサービス量の推計を行います。 

５．介護保険給付費の算出 
サービス量の推計、及び介護職員処遇改善や地域区分の改正を反映させた介護報酬単

価の改定額に基づき、３年間（平成 24 年度～26 年度）の必要給付費を算出します。 

６．保険料基準額、段階別保険料の設定 
平成 24 年度～26 年度の被保険者数推計、介護保険料給付費推計、及び国が示す保険

料算定に必要な係数をもとに、これまでの保険料段階区分を見直し、介護保険料基準

額を設定します。 
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２ 介護給付・介護予防給付の見込量 

１の手順により、これまでの利用実績や基盤整備の状況、新しいサービスへの事業

者の参入動向などを踏まえ、今後３年間の居宅サービス利用者、介護給付・予防給付

サービスについては、以下のように見込みました。 
 

（１）居宅サービス利用者の見込み 
【居宅サービス利用者見込み】（月平均利用人数）          （単位：人） 

区 分 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

要支援１ １,１００ １,１５４ １,２０６

要支援２ １,２８６ １,３６８ １,４４８

要介護１ １,３２８ １,５７５ １,８４８

要介護２ １,６９５ １,８１９ １,９４５

要介護３ ９２８ １,０５３ １,０９３

要介護４ ７８７ ７９８ ８２６

要介護５ ６８８ ７９５ ９２４

合 計 ７,８１２ ８,５６２ ９,２９０

 

（２）介護給付の見込み 
【介護給付の見込み】（月平均利用人数）              （単位：人） 

 

区       分 

第５期事業計画 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅サービス    

 訪問介護 ２,９６７ ３,２２９ ３,４９１

訪問入浴介護 ３５９ ３９９ ４４０

訪問看護 ９２４ ９８６ １,０５４

訪問リハビリテーション ２１１ ２３０ ２５０

居宅療養管理指導 １,９２３ ２,１２１ ２,３１４

通所介護 ２,１８７ ２,４１３ ２,６３９

通所リハビリテーション ３３８ ３７０ ４０１

短期入所生活介護 ４６７ ５１０ ５５３

短期入所療養介護 ５２ ５３ ５４

福祉用具貸与 ２,９７９ ３,２１６ ３,４５４

特定福祉用具販売 １０６ １１５ １２５

住宅改修 ４６ ４８ ５１

居宅介護支援 ４,８３２ ５,２６２ ５,６９１

居住系サービス    

 特定施設入居者生活介護 ８９３ ９７７ １,０４９

地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２ ２４ ３６

 夜間対応型訪問介護 ８８ ９７ １０７

認知症対応型通所介護 ３５９ ３９３ ４２６
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小規模多機能型居宅介護 ７０ ８３ １０２

複合型サービス ０ １２ １７

認知症対応型共同生活介護 ２０１ ２５４ ３０７

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

施設サービス    

 介護老人福祉施設 ８６８ ９１８ ９１８

 介護老人保健施設 ４１０ ４１０ ４１０

 介護療養型医療施設 １７９ １７９ １７９

（３）介護予防給付の見込み 
【介護予防給付の見込み】（月平均利用人数）            （単位：人） 

区       分 
第５期事業計画 

２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅サービス    

 介護予防訪問介護 １,７１９ １,７９３ １,８６７

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ４

介護予防訪問看護 １０９ １１５ １２０

介護予防訪問リハビリテーション ３０ ３１ ３３

介護予防居宅療養管理指導 １５０ １５８ １６６

介護予防通所介護 ６６８ ６９８ ７２８

介護予防通所リハビリテーション ７４ ７８ ８１

介護予防短期入所生活介護 ７ ８ ８

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

介護予防福祉用具貸与 ５８９ ６１８ ６４６

介護予防特定福祉用具販売 １７ １８ １９

介護予防住宅改修 ２２ ２１ ２１

介護予防支援 ２,４０３ ２,５４７ ２,６９２

居住系サービス    

 介護予防特定施設入居者生活介護 １２５ １３０ １３５

地域密着型サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ５

介護予防小規模多機能型居宅介護 ３ ３ ４

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １
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３ 介護給付・介護予防給付の見込み 

それぞれのサービスについて、これまでの給付実績の増減傾向をもとに介護予防事

業の成果などを勘案して算出しました。 

（１）居宅サービス 
① 訪問介護・介護予防訪問介護 
 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問介護 ２,９６７ ３,２２９ ３,４９１

介護予防訪問介護 １,７１９ １,７９３ １,８６７

 

【見込み方】 

訪問介護は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定者の

増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防訪問介

護は、これまで年々減少してきましたが、要支援認定者の増が見込まれることから、

利用人数は今後増えるものと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 
 
 
 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問介護 ２,７９６ ２,８６３ ２,８９０

介護予防訪問介護 １,７３２ １,７６０ １,７８０

実績 
訪問介護 ２,５４９ ２,６９０ ２,７５９

介護予防訪問介護 １,６７０ １,６５５ １,６４５

利用者本人の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするため、介護福祉士や

ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排せつ・食事の介助や日常生活の支援

などのサービスを行います。 
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② 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問入浴介護 ３５９ ３９９ ４４０

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ４

 

【見込み方】 

訪問入浴介護は、年々、利用人数が増加していますので、要介護認定者数の増を

見込んで、今後も増加するものと推計しました。介護予防訪問入浴介護は、これま

での利用人数が横ばいでしたので、今後も利用人数は変わらないものと推計しまし

た。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 
 
 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問入浴介護 ３４３ ３４７ ３５３

介護予防訪問入浴介護 ４ ５ ５

実績 
訪問入浴介護 ３１０ ３１２ ３２２

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ３

看護師やホームヘルパーなどが自宅訪問し、簡易浴槽を持ち込んで入浴介助の

サービスを行います。 
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③ 訪問看護・介護予防訪問看護 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問看護 ９２４ ９８６ １,０５４

介護予防訪問看護 １０９ １１５ １２０

 

【見込み方】 

訪問看護は、年々、利用人数が増加していますので、要介護認定者数の増を見込

んで、今後も増加するものと推計しました。介護予防訪問看護は、これまで年々減

少してきましたが、要支援認定者の増が見込まれるとともに、医療ニーズの高まり

から、利用人数は今後、少しずつ増えるものと推計しました。 
 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問看護 ８７４ ８９３ ９０３

介護予防訪問看護 １３１ １３３ １３５

実績 
訪問看護 ８５５ ８５７ ８６７

介護予防訪問看護 １１７ １０２ １００

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、主治医の指示に

基づき、病状の観察や床ずれの手当てなど療養上の世話を行います。 
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④ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 
 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問リハビリテーション ２１１ ２３０ ２５０

介護予防訪問リハビリテーション ３０ ３１ ３３

 

【見込み方】 

訪問リハビリテーションは、これまで前年度に比べて増え続けており、利用ニー

ズの高いサービスであるとともに、要介護認定者の増が見込まれることと併せて、

今後も増えるものと推計しました。介護予防訪問リハビリテーションについては増

加率を勘案した推計としました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
訪問リハビリテーション １３１ １３５ １３６

介護予防訪問リハビリテーション ２０ ２０ ２０

実績 
訪問リハビリテーション １６３ １８３ １９９

介護予防訪問リハビリテーション ２１ ２３ ２８

在宅で自立して生活できるように、理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、

主治医の指示に基づき、心身の機能の維持や回復をはかるためのリハビリテー

ションを行います。 
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⑤ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅療養管理指導 １,９２３ ２,１２１ ２,３１４

介護予防居宅療養管理指導 １５０ １５８ １６６

 

【見込み方】 

居宅療養管理指導は、年々利用人数が増加していますので、要介護者数の増も見

込んで、今後も増加するものと推計しました。 
介護予防居宅療養管理指導は、年によって利用人数の増減が見られましたが、で

きる限り在宅での生活を続けるための医療ケアサービスの必要性を考慮し、今後は

少しずつ増えていくものと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
居宅療養管理指導 １,２０３ １,２３９ １,２７６

介護予防居宅療養管理指導 １１１ １１５ １１８

実績 
居宅療養管理指導 １,４０１ １,５７１ １,７１６

介護予防居宅療養管理指導 １４３ １１５ １３５

医師、歯科医師、薬剤師、栄養管理士などが自宅を訪問し、療養上の管理を行

います。 
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⑥ 通所介護（デイサービス）・介護予防通所介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所介護 ２,１８７ ２,４１３ ２,６３９

介護予防通所介護 ６６８ ６９８ ７２８

 
【見込み方】 

通所介護は、22 年度から計画値を上回る実績があり、要介護認定者の増が見込ま

れることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防通所介護について

は、実績が 21 年度以降計画値を上回っているため、今後も同様の増傾向があるも

のとして推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所介護 １,６７７ １,７１９ １,７３３

介護予防通所介護 ４２１ ４２８ ４３３

実績 
通所介護 １,６５３ １,７９３ １,９６６

介護予防通所介護 ４７９ ４９５ ６０４

通所介護施設に通う利用者に、食事の提供、入浴、レクリエーションなどを行

います。 
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⑦ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所リハビリテーション ３３８ ３７０ ４０１

介護予防通所リハビリテーション ７４ ７８ ８１

 
【見込み方】 

通所リハビリテーションは、計画値の範囲内の伸びではありますが、これまで前

年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定者の増が見込まれることと併せ

て、今後も増えるものと推計しました。介護予防通所リハビリテーションについて

は、23 年度に大幅に増となりましたので、一定の伸びを見込んで推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所リハビリテーション ３０９ ３１７ ３１９

介護予防通所リハビリテーション １１ １１ １２

実績 
通所リハビリテーション ２７６ ２８０ ２９１

介護予防通所リハビリテーション １０ ２４ ７２

老人保健施設や医療機関などに日帰りで通う利用者に、リハビリテーションを

行います。 
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⑧ 短期入所生活介護（ショートステイ）・介護予防短期入所生活介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

短期入所生活介護 ４６７ ５１０ ５５３

介護予防短期入所生活介護 ７ ８ ８

 
【見込み方】 

短期入所生活介護へのニーズは高いものがありますが、単独施設としての整備が

困難であるため、これまでは介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊との併設

で整備を進めてきました。今後は、単独施設やその他の介護サービス事業所との併

設など、様々な形で整備を進めていくことにより、利用人数も増えていくものと推

計しました。介護予防短期入所生活介護は、これまで利用人数が横ばいであったた

め、今後も引き続きこの傾向が続くものとして推計しました。 
 
【特記事項】 

平成 25 年４月に東中野五丁目区有地を活用して、介護老人福祉施設を開設する

にあたり、短期入所生活介護を５床整備することとしました。また、弥生町五丁目

区有地（中野富士見中学校跡施設）に介護老人福祉施設を整備するにあたり、短期

入所生活介護も併せて整備し、平成 27 年度以降の開設を目指します（介護老人福

祉施設の入所定員の１割程度）。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
短期入所生活介護 ４０１ ４１０ ４４７

介護予防短期入所生活介護 ４ ４ ４

実績 
短期入所生活介護 ３９８ ４１４ ４２９

介護予防短期入所生活介護 ６ ７ ７

短期間（連続 30 日まで）、特別養護老人ホームなどに宿泊する利用者に、介護

サービスを提供します。 
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⑨ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

短期入所療養介護 ５２ ５３ ５４

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

 
【見込み方】 

短期入所療養介護は、区内でも施設数が少ない（現状で２か所）ため、今後は、

その定員枠の中で少しずつ利用人数が増えるものとして推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
短期入所療養介護 ５８ ５９ ６０

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

実績 
短期入所療養介護 ５２ ６０ ５２

介護予防短期入所療養介護 ０ ０ ０

短期間（連続 30 日まで）、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所

する利用者に、医療上のケアを行います。 
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⑩ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

福祉用具貸与 ２,９７９ ３,２１６ ３,４５４

介護予防福祉用具貸与 ５８９ ６１８ ６４６

 
【見込み方】 

福祉用具貸与は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定

者の増が見込まれること、及び在宅での生活への志向の高まりと併せて、今後も増

えるものと推計しました。介護予防福祉用具貸与についても同様に推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
福祉用具貸与 ２,７６６ ２,８３０ ２,８５４

介護予防福祉用具貸与 ３６３ ３６９ ３７３

実績 
福祉用具貸与 ２,５３７ ２,７１６ ２,７８４

介護予防福祉用具貸与 ４５４ ５１５ ５６７

日常生活の自立を助けるための、歩行器・特殊寝台・車いす等定められた福祉

用具を貸し出します。 
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⑪ 特定福祉用具販売・介護予防特定福祉用具販売 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

特定福祉用具販売 １０６ １１５ １２５

介護予防特定福祉用具販売 １７ １８ １９

 
【見込み方】 

特定福祉用具販売は、これまで年度を追うごとに計画値より実績が増え続けてい

ることや、要介護認定者の増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計

しました。介護予防特定福祉用具販売は、利用人数が減少してきましたが、できる

限り在宅での生活を続けるための必要性を考慮し、今後は僅かながら増えていくも

のと推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
特定福祉用具販売 ７１ ７２ ７４

介護予防特定福祉用具販売 ２３ ２４ ２５

実績 
特定福祉用具販売 ７５ ８５ ９６

介護予防特定福祉用具販売 ２３ ２２ １６

購入費 10 万円（保険給付費９万円）を限度として、腰掛便座や入浴補助器具

など貸与になじまない、定められた福祉用具の購入費を支給します。 
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⑫ 住宅改修 
 
 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

住宅改修（要介護） ４６ ４８ ５１

住宅改修（要支援） ２２ ２１ ２１

 
【見込み方】 

住宅改修（要介護）は、23 年度の実績見込みとしては、前年度に比べて減るもの

と予想されますが、今後も、要介護等認定者の増が見込まれることと併せて、在宅

での生活を続けるための必要性を考慮し、今後は僅かながら増えていくものと推計

しました。 
住宅改修（要支援）は、現状のまま推移するものとして推計しました。 

 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
住宅改修（要介護） ４５ ４６ ４７

住宅改修（要支援） ２３ ２４ ２５

実績 
住宅改修（要介護） ５０ ５０ ４３

住宅改修（要支援） ２５ ２５ ２２

改修費 20 万円（保険給付費 18 万円）を限度として、自宅での手すりの取り付

けや段差の解消などの小規模な改修費用を支給します。 
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⑬ 居宅介護支援・介護予防支援 
 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

居宅介護支援 ４,８３２ ５,２６２ ５,６９１

介護予防支援 ２,４０３ ２,５４７ ２,６９２

 
【見込み方】 

居宅介護支援は、これまで前年度に比べて増え続けてきましたので、要介護認定

者の増が見込まれることと併せて、今後も増えるものと推計しました。介護予防支

援についても同様に推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
居宅介護支援 ４,２８５ ４,３８７ ４,４２８

介護予防支援 ２,０８７ ２,１１９ ２,１４３

実績 
居宅介護支援 ４,０４８ ４,２８５ ４,４４４

介護予防支援 ２,１１２ ２,１３２ ２,２２３

介護サービス等を適切に利用できるように、ケアプラン（居宅サービス計画）

の作成や、介護サービス事業者との調整、介護保険施設への入所に関わる相談

を行います。 
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（２）居住系サービス 
① 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

（介護専用型・混合型） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 

 
【見込み方】 

特定施設入居者生活介護は、施設数の増加とともに、利用実績が増えてきました。 
今後も引き続き整備がすすむものと予測し、利用人数が増えるものと推計しました。 
介護予防特定施設入居者生活介護については、これまで利用人数が減少してきま

したが、高齢者人口の増加が見込まれることから、今後は僅かながら増えていくも

のと推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

特定施設入居者生活介護 ８９３ ９７７ １,０４９

介護予防特定施設入居者生活介護 １２５ １３０ １３５

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
特定施設入居者生活介護 ６２１ ６８１ ７４７

介護予防特定施設入居者生活介護 １２３ １４７ １７５

実績 
特定施設入居者生活介護 ６４９ ７３７ ８１５

介護予防特定施設入居者生活介護 １３１ １２９ １２２

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居している方

に、食事や身の回りの世話などの介護サービスを行います。 
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（３）地域密着型サービス 
高齢者が介護を必要とする状態になっても可能な限り住み慣れた地域で生活でき

るよう支援するため、身近な区市町村で提供するサービスです。 
このサービスを利用できるのは、原則として中野区民に限られます。 
 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２ ２４ ３６

 
【見込み方】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、これまでの夜間対応型訪問介護の実績を

ベースに、24 時間対応による利便性を考慮し、この制度の周知度が高まるにつれて

年々、利用人数が増加するものとして推計しました。 
 
【特記事項】 

区内４圏域のうち、南部圏域及び中部圏域に１事業所、北部圏域及び鷺宮圏域に

１事業所として、２事業者を誘導し、24 年度中の整備を図ります。 
 

【第４期計画実績】 

新しいサービスのため実績なし。 
 

 

 

 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスです。日中・夜間を通し

て、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回

型訪問と随時の対応を行います。 
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② 夜間対応型訪問介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

夜間対応型訪問介護 ８８ ９７ １０７

 
【見込み方】 

夜間対応型訪問介護は、これまでの給付実績の増減傾向をもとに算出しますが、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護が 24 年度から開始されることに伴い、夜間対

応型訪問介護の利用者のうち、日中のサービスも希望する利用者が、今後、定期巡

回・随時対応型訪問介護看護に移行するものと見込んで推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 夜間対応型訪問介護 ５６ ７６ ９７

実績 夜間対応型訪問介護 ５２ ６２ ７５

夜間において、定期巡回型訪問と利用者の求めに応じた随時の訪問・対応を行

います。 
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③ 認知症対応型通所介護 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

認知症対応型通所介護 ３５９ ３９３ ４２６

介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ５

 
【見込み方】 

認知症対応型通所介護は、区内の通所介護事業所の整備が進むにつれて、認知症

対応型通所介護の利用人数も少しずつ増えてきました。今後も認知症対策の重要性

が広く認識されるとともに、利用対象者の増加が見込まれることから、事業所の整

備が進むものと見込んで推計しました。 
 
【特記事項】 

認知症対応型通所介護には、「単独型」「併設型」「共用型」という３つの形態が

ありますが、第４期計画期間中に、区内で初めて「共用型」認知症対応型通所介護

（認知症対応型共同生活介護事業所などの一部を使用して、一定の要件のもとで通

所介護を行うもの）が整備されました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
認知症対応型通所介護 ３３８ ３４５ ３４８

介護予防認知症対応型通所介護 ４ ４ ４

実績 
認知症対応型通所介護 ３０８ ３２２ ３３５

介護予防認知症対応型通所介護 ３ ３ ４

日帰りでデイサービスセンターに通う認知症＊高齢者に、日常生活の介助や機

能訓練などのサービスを行います。 
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④ 小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

小規模多機能型居宅介護 ７０ ８３ １０２

介護予防小規模多機能型居宅介護 ３ ３ ４

 
【見込み方】 

小規模多機能型居宅介護は、比較的新しい介護サービスであり、このサービスに

ついての区民の認知度がまだ低いことなどから、23 年度末現在、区内に所在する事

業所は３か所です。また、事業所を開設しても、すぐには利用登録が伸びない状況

にあるため、稼働率が 100％に至っていません。今後、稼働率が上がるとともに、

整備が進むにつれて、利用人数が少しずつ増えるものと推計しました。 
 
【特記事項】 

現状では、参入する事業所数が少ないため、今後、他の介護サービス事業所との

複合施設等の形により、区内にバランスよく整備されることが望まれます。 
なお、平成 24 年度には、上高田都有地活用により１か所（小規模多機能型居宅

介護、認知症対応型共同生活介護、都市型軽費老人ホーム＊との３複合施設）の開

設が予定されています。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
小規模多機能型居宅介護 ３０ ４８ ６３

介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ０

実績 
小規模多機能型居宅介護 ２６ ４６ ４９

介護予防小規模多機能型居宅介護 ０ １ ２

「通い」を中心に、利用者の選択に応じて「訪問」や「泊まり」などのサー

ビスを提供します。少人数の家庭的な雰囲気の中で、日常生活上の介助や機能

訓練などを行います。 
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⑤ 複合型サービス 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

複合型サービス ０ １２ １７

 

【見込み方】 

複合型サービスは新しい介護サービスであるとともに、小規模多機能型居宅介護

と訪問看護とが併設することによりサービスを提供できることから、平成 25 年度

より１か所開設するものとしました。また、事業所を開設しても、すぐには利用登

録が伸びないものと見込んで、稼働率を１年目 50％、２年目 75％と今後、稼働率

が上がるにつれて、利用人数が増えるものと推計しました。 
 
【特記事項】 

区内４圏域のうち、１事業所を誘導し、25 年度中の整備を図ります。 
 
【第４期計画実績】 

新しいサービスのため実績なし。 
 

 

 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスで、小規模多機能型居宅

介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護のサービスを提供できる仕組み

で、医療ニーズの高い高齢者に対して介護と看護を一体的に提供します。 
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⑥ 認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

認知症対応型共同生活介護 ２０１ ２５４ ３０７

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ １ １

 
【見込み方】 

認知症対応型共同生活介護は、事業所の整備が進むにつれて、利用人数も着実に

増えてきました。今後も認知症対策の重要性が広く認識されるとともに、利用対象

者の増加が見込まれることから、事業所の整備が進むものと見込んで推計しました。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
認知症対応型共同生活介護 １５８ １７６ ２１２

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０

実績 
認知症対応型共同生活介護 １４０ １３９ １５２

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ １ １

家庭的な雰囲気の中で少人数での共同生活を行う認知症の方に、入浴や排せ

つ・食事等の日常生活上の介助、機能訓練などのサービスを行います。 
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⑦ その他の地域密着型サービス 

 

○ 地域密着型介護老人福祉施設 

 

 

 

 

 

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

 
【見込み方】 

両サービスとも、定員が少ないため、経営的な課題もあり、単独での整備に参入す

る事業者がいないのが現状です。そのため、第５期計画期間中には整備が行われない

ものと見込んで推計しました。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ２９

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

実績 
地域密着型介護老人福祉施設 ０ ０ ０

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する、入居定

員 29 人以下の施設です。入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の

世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。 

介護保険の指定を受けた、入居定員 29 人以下の有料老人ホーム、ケアハウス

などに入居している方に、食事や身の回りの世話などの介護サービスを行いま

す。 
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（４）施設サービス 
① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護老人福祉施設 ８６８ ９１８ ９１８

 
【見込み方】 

介護老人福祉施設は、入所者が一時的に入院したときなどは稼働率が 100％に至

らないことがありますが、待機者が 1,000 人を超える状況にあり、今後の整備計画

に沿って、開設後、定員がすぐ満たされるものと見込んで利用人数を推計しました。 
 

なお、第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保

険施設に転換した場合の利用人数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設ともに利用人数に含めていません。 
 
【特記事項】 

平成 25 年度に、東中野五丁目区有地を活用して定員 50 名の介護老人福祉施設が

開設する予定です。また、弥生町五丁目の区有地（中野富士見中学校跡施設）を活

用して、定員 50 名の介護老人福祉施設の整備を進め、平成 27 年度以降の開設を目

指します。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護老人福祉施設 ８９５ ８９５ ９３３

実績 介護老人福祉施設 ８８０ ８６６ ８７１

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所する施設です。

入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管

理および療養上の世話を行います。 
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② 介護老人保健施設 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護老人保健施設 ４１０ ４１０ ４１０

 
【見込み方】 

介護老人保健施設は、区内では１か所開設されています。第５期介護保険事業計

画期間中は新たな開設見込みがないことから、利用人数は現状のまま推移するもの

と推計しました。 
 

なお、第５期介護保険事業計画期間内に区内の介護療養型医療施設が他の介護保

険施設に転換した場合の利用人数については、介護老人福祉施設、介護老人保健施

設ともに利用人数に含めていません。 
 
【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護老人保健施設 ４１４ ４１４ ４１４

実績 介護老人保健施設 ３８８ ３９５ ４００

病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な方が入所する施設です。

居宅における自立した生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の

介護や、リハビリ・医療等を通しての機能訓練、健康管理等を行います。 
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③ 介護療養型医療施設 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》（月平均利用人数）               （単位：人） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護療養型医療施設 １７９ １７９ １７９

 
【見込み方】 

介護療養型医療施設は、区内に２施設ありますが、平成 29 年度末をもって廃止

が予定されている介護サービスです。本サービスの制度が存続する第５期計画期間

中は、引き続き運営されるものと見込んで推計しました（特記事項を参照）。 
 
【特記事項】 

廃止となる介護療養型医療施設は、介護老人保健施設等へ転換することになって

います。現在区内にある２施設については、今後、事業者の意向によっては計画的

な転換を支援していきます。 
 

【第４期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※23 年度の数値は４月～１０月の平均値 
 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 介護療養型医療施設 ２５０ ２５０ ２０１

実績 介護療養型医療施設 ２２０ ２０２ １８２

長期の療養を必要とする方が入所する施設です。医学的な管理のもとに、介護

やその他の世話、機能訓練、療養上の管理・看護などを行います。 
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４ 地域支援事業の見込み 

（１）介護予防事業 
① 二次予防事業対象者把握事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《二次予防事業対象者把握数見込み》                （単位：人） 

 

【見込み方】 

介護予防基本チェックリストを送付し、返送のあった方のうち介護予防の必要な

方を、二次予防事業対象者とします。 

二次予防事業対象者数は、東京都の特定高齢者＊把握事業の実施状況から推計し

ました。 

 

【特記事項】 

平成 22 年度に地域支援事業実施要綱が改正され、二次予防事業の対象者を、介

護予防基本チェックリストの結果のみで決定できるようになりました。 

 

【第４期計画実績】                        （単位：人） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

二次予防事業対象者数 ６,３５４ ６,４２３ ６,５０３

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 二次予防事業対象者数 ２１２ ３９３ ５８９

実績 二次予防事業対象者数 ２９６ １９５ １５２

区は、介護認定を受けていない 65 歳以上の区民へ介護予防基本チェックリ

ストを送付し、自己チェック後に区へ返送してもらい、対象者の健康状態を把

握します。その結果、介護予防の必要な方を二次予防事業対象者として、すこ

やか福祉センターや地域包括支援センターを通じて、その方に適した支援や介

護予防事業をご案内します。 
また、必要に応じて生活機能評価受診票による医療機関受診を勧め、運動等

を中心とした介護予防事業への参加を促します。 



第３章 高齢福祉 

 120

② 二次予防事業 

 

 

 

 

 

 

《二次予防事業参加者数の見込み》                 （単位：人） 

 

【見込み方】 

通所型介護予防事業は、運動機能向上、栄養改善、口腔機能向上の事業を組み合

わせた複合型の事業として実施し、参加者数は、二次予防事業対象者の決定方法の

変更に伴い、増加が見込まれるため、コース設定数を拡大し、年々増加傾向で推計

しました。 

訪問型介護予防事業は、うつ・引きこもり対策の需要にあわせて、参加者数が増

加するものとして推計しました。 

 

【特記事項】 

介護予防事業は、平成 22 年度に地域支援事業実施要綱が改正され、これまで単

一プログラムで実施していた事業を各種組み合わせて実施できるようになり、参加

者の状態にあわせたプログラムを提供できるようになりました。 

 

【二次予防事業内容】 

ア 通所型事業 

運動機能の向上や栄養改善などの通所型事業として、各事業を組み合わせて、

総合的なプログラムを実施します。 

各教室は、軽運動を基本に、栄養バランス、口腔ケア、失禁対策、音楽療法等

をテーマにした健康講座やレクリエーション的内容を実施します。 

また、うつ閉じこもり予防として、脳トレーニングのドリルやレクリエーショ

ンを通じて、人との交流をはかり、脳に刺激を与え、意欲を引き出すようなアプ

ローチを行います。 

イ 訪問型事業 

閉じこもり予防等の訪問事業として、「閉じこもり」「うつ」「認知症」などの

 
２４年度 ２５年度 ２６年度 

通所型介護予防事業対象者数 １６８ １８５ ２０３

訪問型介護予防事業訪問者数 １８ ２２ ２６

体力の維持・向上や、栄養状態・口腔機能の維持改善、閉じこもりの予防を

目的とした従来の事業に、うつ予防等心の健康や参加者同士の交流を目的とし

た事業を組み合わせ、総合的なプログラムの事業を実施します。 
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傾向や疑いがみられ、社会活動が低下しがちな方に、訪問・相談などの支援を行

い、状態の改善を図ります。 

 

【第４期計画実績】                        （単位：人） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

③ 一次予防事業 

 

 

 

 

 

【一次予防事業内容】 

ア 介護予防普及啓発事業 

介護予防の必要性・重要性を広く区民に周知を図り、区民の自主的な介護予

防への取り組みや社会全体における介護予防に対する認識の向上を目的とし

て、周知啓発用の印刷物の作成や区内全域・日常生活圏域＊毎に体力づくり教

室や介護予防講演会等を実施します。 
イ 地域介護予防活動支援事業〈健康・生きがいづくり事業〉 

高齢者会館で各種体操などの健康づくりや介護予防、社会参加を促す講座、

コーラスやレクレーションなどの地域交流・仲間づくりを実施します。 

 

【第４期実績】                          （単位：人） 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

計画 
通所型介護予防事業対象者数 １８２ ３３６ ５０３

訪問型介護予防事業訪問者数 ３０ ５７ ８６

実績 
通所型介護予防事業対象者数 １３０ １４２ ９１

訪問型介護予防事業訪問者数 ５ ６ ３

  ２１年度 ２２年度 

実績 健康・生きがいづくり事業参加者延人数 ２５,７２２ ２８,２７９

すべての高齢者を対象として、できるかぎり現在の健康状態を維持し、虚弱

化・孤立化を防ぐため、健康づくりや交流を促す事業を実施します。 
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（２）包括的支援事業 
 

 

 

 

 

 

 

【実施する事業内容】 

ア 介護予防ケアマネジメント事業 

要介護等認定をされていない虚弱な高齢者を対象とした介護予防事業参加

者のケアプランを、必要に応じて作成します。また、事業参加後の効果を計り、

再アセスメント＊を行います。 

指定介護予防支援業務として行う、要支援１及び要支援２の方に対するケア

プランの作成を支援します。 

イ 総合相談支援事業・権利擁護事業 

介護に関する相談のほか、地域の高齢者からのあらゆる保健福祉相談に対応

し、介護保険サービスだけでなく、必要に応じて、区の高齢者福祉サービスに

もつなげます。 

成年後見制度＊の活用が必要な場合や、高齢者の虐待に関する相談などにつ

いては、区と連携して対応します。 

ウ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 

ケアマネジャー＊と地域の事業者や関係機関とのネットワーク構築や、対応

困難なケースについて、適切なアドバイスや事例検討会など、ケアマネジャー

の対応能力の向上に努めます。 

 

【地域包括支援センター一覧】 

名 称 住  所 担  当  区  域 

南中野 弥生町 3-33-8 

やよいの園内 

南台全域、弥生町 3 丁目～6 丁目、弥生町 1,2 丁目（一

部） 

本 町 本町 5-10-4 

倶楽部千代田會館内 

弥生町 1,2 丁目（一部）、本町 5,6 丁目、 

本町 1丁目～4丁目（一部）、中央 3～5丁目（一部） 

東中野 東中野 1-5-1 本町１丁目～4丁目（一部）、中央 1,2 丁目、 

中央 3丁目（一部）、東中野 1,2,4,5 丁目、 

中野 1丁目（一部） 

中 野 中央 3-19-1 

中部すこやか福祉センター内 

中央 3丁目～5丁目（一部）、東中野 3丁目、 

中野 2,3,6 丁目、中野 1,4,5 丁目（一部）、上高田全域、

新井１丁目（一部） 

中野北 松が丘 1-32-10 

松が丘シニアプラザ内 

中野 4,5 丁目（一部） 新井 2丁目～5丁目、 

松が丘全域、新井 1丁目（一部）、江原町全域、 

江古田 1丁目（一部）、野方 2丁目、野方 1丁目（一部）、

地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉等の向上、生活の安定のため

に必要な援助、支援等を包括に行う中核機関である地域包括支援センター＊にお

いて、介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、包

括的・継続的ケアマネジメント事業を実施します。
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大和町 1,2 丁目（一部） 

江古田 江古田 4-31-10 

北部すこやか福祉センター内 

沼袋全域、江古田 2丁目～4丁目、江古田 1丁目（一部）、

丸山 1丁目、丸山 2丁目（一部）、野方 3,4 丁目、 

野方 5,6 丁目（一部）、若宮 1丁目（一部） 

鷺 宮 若 宮 3-58-10 

鷺宮高齢者福祉センター内 

野方 1，5 丁目（一部）、大和町 3,4 丁目、大和町 1,2 丁

目（一部）、若宮 2,3 丁目、若宮 1 丁目（一部）、白鷺１

丁目 

上鷺宮 上鷺宮 3-17-4 

かみさぎホーム内 

丸山 2丁目（一部）、野方 6丁目（一部）、白鷺 2,3 丁目、

鷺宮全域、上鷺宮全域 
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（３）任意事業 
① 高齢者困難事例等専門相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

② 給付確認 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

③ 住宅改修理由書作成 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

  ２１年度 ２２年度 

実績 成年後見申立件数（件） １７ １９

  ２１年度 ２２年度 

実績 給付確認通知発送件数（件） １２,７９９ １３,３１３

  ２１年度 ２２年度 

実績 住宅改修理由書作成助成（件） １６１ １００

虐待や認知症高齢者の中で、支援困難なケースについて、弁護士や精神科医

などの助言者等を含めた専門ケース会議を行います。また、成年後見の手続き

が必要とされるケースで申立人がいない場合には、区長が家族裁判所に対し

て、後見人等審判請求を行います。この場合、本人が低所得者のために必要な

経費を支払うことが出来ない場合には、審判費用や診断書料、また、家庭裁判

所の審判内容に従い、当該報酬の一部を補助します。 

介護サービス利用者に対して、年２回利用したサービス内容及び自己負担額

を記載した通知を発送し、サービスの利用状況について改めて確認していただ

きます。 

要介護等認定者が住宅改修を行う場合に必要となる、ケアマネジャー等が作

成する理由書を、介護サービスを利用していないなどの理由で福祉住環境コー

ディネーター等が作成した場合は、理由書の作成代金を助成します。 
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④ 家族介護教室・認知症サポーター養成 

 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑤ 徘徊高齢者探索サービス 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑥ 紙おむつサービス 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

  ２１年度 ２２年度 

実績 
家族介護教室実施回数（回） ２４ ２４

認知症サポーター養成講座実施回数（回） １１ ４５

  ２１年度 ２２年度 

実績 徘徊高齢者探索サービス利用者延人数（人） ２８３ ２７７

  ２１年度 ２２年度 

実績 紙おむつサービス月平均利用者数（人） １,２６０ １,３９４

在宅の介護が必要な高齢者を抱える家族を対象に、介護技術の向上と、介護

者同士の交流・情報交換等を目的とした家族介護教室を実施します。 
また、区民の認知症への理解を深めるため、認知症支援リーダー養成講座や

サポーター養成講座を行います。

ＧＰＳネットワーク網を活用し、高齢者がいなくなったとき、介護者の依頼

により 24 時間対応の位置情報センターが現在位置を探索し、介護者に電話等で

現在位置をお知らせします（自己負担あり）。 

介護度１から５の高齢者で、在宅介護を必要とし、常時失禁状態にある 65 歳

以上の方に紙おむつをお届けします（所得制限あり）。 
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⑦ 緊急一時宿泊事業 

 

 

 

 

 

 

【第４期実績】 

 

⑧ 介護サービス事業者育成支援 

 

 

 

 

【第４期実績】 

（４）介護予防・日常生活支援総合事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【通所入浴事業サービス見込量】（年間利用人数） 

  ２１年度 ２２年度 

実績 高齢者緊急一時宿泊事業延利用者数（人） ３７ ２９

  ２１年度 ２２年度 

実績 介護サービス事業者等研修会実施回数（回） １５ １４

  ２４年度 ２５年度 ２６年度

計画 通所入浴事業利用者数（人） ２,９５２ ４,３２９ ４,７６１

虐待などの家庭内の事情や災害、本人の生活能力の低下により在宅介護が困

難な高齢者、介護者の急病等により他の援護・介護を受けることができない高

齢者を緊急に区内の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の借り上げたベ

ッドや空床を活用して、一時的に宿泊サービスを実施します（自己負担あり）。

介護サービスの質を向上させるため、介護サービス事業に従事する職員及び

経営者・管理者に対して、研修を行います。 

介護保険法の改正により、２次予防事業対象者や要支援者に対して、介護予

防や日常生活に必要な支援サービスを総合的に提供する事業を新たに導入しま

す。この事業により「要支援」と「非該当」を行き来するような高齢者に対し

ても介護予防ケアマネジメントに基づき介護予防や生活支援のサービスを切れ

間なく提供します。 
また、入浴機会の確保が困難な高齢者へは、公衆浴場等を活用した通所型の

入浴事業を創設します。 
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５ 特別給付事業の見込み 

保険給付の対象外のサービスを、市区町村独自の保険給付として実施するもので、

中野区民のみが利用できるサービスです。 
 

（１）短期入所（ショートステイ）送迎 
 
 
 
 
 
《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

送迎費用支給件数 ７０ ７０ ７０

 

【見込み方】 

 ショートステイでの送迎については、事業所による利用者の送迎が増えてきたため、

利用件数が減少してきましたので、こうした傾向を踏まえて推計しました。 
 
【第４期実績】                          （単位：件） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 
 

（２）寝具乾燥サービス 
 
 
 
 
 

《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

寝具乾燥サービス利用延件数 ２６ ２６ ２６

 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 送迎費用支給件数 １７９ ７９ ７０

短期入所（ショートステイ）サービスを利用する際に、タクシー又は寝台付

自動車での送迎費用の一部を特別給付として支給します。 

要介護度４・５の在宅で寝たきり及び常時失禁状態の方を対象として、自宅

に訪問し、寝具乾燥を実施します（自己負担あり）。 
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【見込み方】 

 寝具乾燥サービスは、ベッドを使用する高齢者等も増えていることなどから利用件

数が減少してきましたので、こうした傾向を踏まえて推計しました。 
 
【第４期実績】 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 
 

（３）訪問理美容サービス 
 
 
 
 
 
《サービス見込量》                        （単位：件） 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

訪問理美容サービス利用延件数 １６５ １６５ １６５

 

【見込み方】 

 訪問理美容サービスは、利用実績がほぼ横ばいで推移してきましたので、第４期の

実績を踏まえ推計しました。 
 
【第４期実績】                          （単位：件） 

※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 寝具乾燥サービス利用延件数（件） ３０ ４２ ２６

  ２１年度 ２２年度 ２３年度 

実績 訪問理美容サービス利用延件数 １３６ １３９ １６５

要介護度４・５の在宅で寝たきりまたは認知症により理美容店での調髪が困

難な方を対象として、自宅で理美容サービスを実施します（自己負担あり）。 
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第３節 介護保険事業費の見込み及び保険料 

１ 介護保険給付費等の見込み 

第４期（平成 21 年度～平成 23 年度）の法定給付費用の実績、及び第５期（平成

24 年度～26 年度）の見込みは下表のとおりです。 

 
【平成 21 年度～23 年度の法定給付費用の実績】          （単位：千円） 

区   分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合  計 

介 護 給 付 費 15,146,559 15,903,503 16,664,431 47,714,493

地域支援事業費 348,480 351,856 360,407 1,060,743

その他経費 26,588 28,091 29,453 84,132

合   計 15,521,627 16,283,450 17,054,291 48,859,368

 ※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

【平成 24 年度～26 年度の法定給付費用の見込み】         （単位：千円） 

注）介護給付費は、利用者負担額を除いた額で、特定入所者生活介護サービス費、高

額介護サービス費を含みます。 

注）地域支援事業の経費は、介護給付費の３％以内とされています。 

注）その他経費は、審査支払い手数料です。 

 

また、中野区独自で実施する特別給付事業等に要する費用の第４期の実績、及び

第５期の見込みは、下表のとおりです。 

 

【平成 21 年度～23 年度の特別給付費等の実績】          （単位：千円） 

区   分 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 合  計 

特別給付事業 1,220 1,132 1,003 3,355

保険料減額分 522 441 314 1,277

合   計 1,742 1,573 1,317 4,632

 ※23 年度の数値は 10 月末時点での推計値 

 

【平成 24 年度～26 年度の特別給付費等の見込み】         （単位：千円） 

区   分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合  計 

特別給付事業 889 787 698 2,374

保険料減額分 450 450 450 1,350

合   計 1,339 1,237 1,148 3,724

 

区   分 平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度 合  計 

介 護 給 付 費 18,536,206 20,030,596 21,325,321 59,892,123

地域支援事業費 386,516 429,843 472,828 1,289,187

その他経費 24,704 25,901 27,156 77,761

合   計 18,947,426 20,486,340 21,825,305 61,259,071
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２ 介護保険財政 

介護給付費用等の財源構成は、下表のようになります。 
 

【介護給付費・介護予防事業等の財源構成】            （単位：％） 

区  分 

法定給付費 地域支援事業 

特別給付

等 施設 

給付費 

その他 

給付費 

総合 

事業 

総合事業 

以外 

公
費 

国庫負担金 15.0 20.0 25.0 39.5  － 

（国）調整交付金 5.0 5.0 － － － 

都負担金 17.5 12.5 12.5 19.75 － 

区負担金 12.5 12.5 12.5 19.75 － 

保
険
料

第１号保険料負担 21.0 21.0 21.0 21.0  100.0

第２号保険料負担 29.0 29.0 29.0 － － 

合  計 100.0 100.0 100.0 100.0  100.0

注） 
○調整交付金：第１号被保険者の所得状況及び 75 歳以上の後期高齢者割合につい

て、区の見込みと全国平均との格差を調整するために交付されます。

これらの割合が全国平均と同等であれば、交付割合は５％となりま

す。 
○その他給付等：介護給付費等（介護給付費＋審査支払手数料）から施設給付費を除

いたもの 
○特別給付等：特別給付、保険料減額分 
 

なお、第４期計画期間中においては、第２号保険料負担は法定給付費・地域支援事

業とも各 30％でした（その結果、第１号保険料負担は各 20％）。また、地域支援事業

については、これまで「介護予防事業」「包括的支援・任意事業」という区分で負担

割合を決めていましたが、区は本計画において介護予防・日常生活支援総合事業を行

うこととしたため、上記のように「総合事業」「総合事業以外」という区分になりま

した。 
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３ 保険料基準額の設定方法 

（１）段階別介護保険料設定について（１４段階の実施と料率の見直し） 
第４期事業計画運営期間の保険料設定にあたっては、第３期の８段階の段階別保

険料を 12 段階に細分化し、所得の低い方の料率を抑えるとともに、一定以上の所

得のある方については料率を高く設定し、負担をお願いしてきました。 

第５期介護保険事業計画においては、以下のような要因により第４期保険料基準

額と比べて３割弱の上昇となります。 

１）高齢化の進展や基盤整備、新しいサービスの創設等の影響 

２）介護職員処遇改善交付金の介護報酬化や地域区分の見直しの影響 

３）第１号被保険者負担率の上昇（20％→21％） 

そのため、第５期介護保険料の算定にあたっては、これらの影響を反映したうえ

で、次のような点に配慮しました。 

１）第４期保険料からの大幅な上昇をなるべく避ける 

２）所得の低い方の保険料負担を抑える 

３）所得金額が高く幅が広い段階について、見直しを行う 

この結果、下記３点を基本に次表のような段階及び料率を設定しました。 

１）これまでの多段階設定の考え方、及び特例第４段階を継続する 

２）第３段階についても特例段階を設け、そのうち所得の低い段階の方の料率

を下げる 

３）最高所得段階についてさらに細分化し、最も高い所得段階の方の料率を引

き上げる 

（２）介護給付費準備基金の活用 
介護保険料の収入が給付費に充当すべき保険料相当分を上回っている場合、その

差額は介護給付費準備基金に積み立て、次期以降の保険料負担の軽減等に活用され

ることとなっています。 

中野区では、第５期介護保険料設定にあたり、介護報酬改定等による影響及び昨

今の経済情勢を勘案し、準備基金の一部を取り崩すこととし、保険料の上昇を抑え

ます。 

なお、介護給付費準備基金の取り崩し後の残金は、大規模災害やその他の不測の

事態に備え、留保します。 

（３）財政安定化基金交付金の活用 
介護保険法の改正により、都道府県に設置されている財政安定化基金のうち、東

京都が定める取崩額の１／３に相当する額が各区市町村に交付されることになり

ました。そのうち中野区に交付される額を活用して保険料の上昇を抑えます。 
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【第５期事業計画期間中の介護保険料所得段階】 

区       分 料率 

第１段階 本人が生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者、または 

本人が老齢福祉年金受給者で、世帯全員が特別区民税非課税。 

０.５０

第２段階 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80 万円以下。 

０.５５

特  例 

第３段階 
世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下。 

０.６５

第３段階 世帯全員が特別区民税非課税で、本人の公的年金等の収入金額と 

合計所得金額の合計が 120 万円を超えている。 

０.７０

特  例 

第４段階 

本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が 80 万円以下。 

０.８５

第４段階 本人が特別区民税非課税で他の世帯員が特別区民税課税。本人の 

公的年金等の収入金額と合計所得金額の合計が80万円を超えている。 

０.９５

第５段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125 万円未満。 １.０１

第６段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 125 万円以上 

150 万円未満。 

１.１０

第７段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 150 万円以上 

200 万円未満。 

１.２０

第８段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 200 万円以上 

350 万円未満。 

１.４０

第９段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 350 万円以上 

500 万円未満。 

１.５５

第 10 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 500 万円以上 

700 万円未満。 

１.８５

第 11 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 700 万円以上 

1,000 万円未満。 

２.１５

第 12 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,000 万円以上 

1,500 万円未満。 

２.３５

第 13 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 1,500 万円以上 

2,000 万円未満。 

２.７０

第 14 段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が 2,000 万円以上。 

 

３.００
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４ 保険料基準額 

平成 24 年度～平成 26 年度の第５期事業計画期間の保険料基準額は、次のとおりと

します。 

保険料基準額（年額） ６３,１９０円  （月額） ５,２６０円 

 

【第５期介護保険料】                   （単位：円） 

 

 

 

 

 

※保険料基準額（年額）を１２で割り、１０円未満切捨て 

５ 第５期事業計画期間中の介護保険料 

① 段階別介護保険料 

第５期事業計画期間中の保険料基準額に新しい料率を乗じた、平成 24 年度～

平成 26 年度の所得段階別保険料額は、下表のとおりです。 

 

【所得段階別保険料額】               （単位：円） 

区 分 料 率 保険料年額 保険料月額 

第 １ 段 階 ０.５０ ３１,５００ ２,６２５ 

第 ２ 段 階 ０.５５ ３４,７００ ２,８９１ 

特 例 第 ３ 段 階 ０.６５ ４１,０００ ３,４１６ 

第 ３ 段 階 ０.７０ ４４,２００ ３,６８３ 

特 例 第 ４ 段 階 ０.８５ ５３,７００ ４,４７５ 

第 ４ 段 階 ０.９５ ６０,０００ ５,０００ 

第 ５ 段 階 １.０１ ６３,８００ ５,３１６ 

第 ６ 段 階 １.１０ ６９,５００ ５,７９１ 

第 ７ 段 階 １.２０ ７５,８００ ６,３１６ 

第 ８ 段 階 １.４０ ８８,４００ ７,３６６ 

第 ９ 段 階 １.５５ ９７,９００ ８,１５８ 

第 1 0 段 階 １.８５ １１６,９００ ９,７４１ 

第 1 1 段 階 ２.１５ １３５,８００ １１,３１６ 

第 1 2 段 階 ２.３５ １４８,４００ １２,３６６ 

第 1 3 段 階 ２.７０ １７０,６００ １４,２１６ 

第 1 4 段 階 ３.００ １８９,５００ １５,７９１ 

注）保険料額は、次の式で計算され、この額が各段階の被保険者に賦課されます。 

保険料年額＝保険料基準額×料率（100 円未満切捨て） 

注）保険料月額は、次の算式で計算される参考数値です。 

保険料月額＝保険料年額÷12 月 

 
１４段階設定後

介護給付費 

準備基金投入後 

財政安定化基金

投入後 

保険料基準額 

（月  額） 
５,５５５円 ５,３３８円 ５,２６０円 
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第４期介護保険料額と第５期介護保険料額の比較は、下表のとおりです。 

 

【保険料額の比較】 

（第４期）               （第５期） 

 

② 低所得者に対する保険料の減額措置の継続 

生活に困窮し、保険料の納付が困難な方（第１段階から第３段階の方で、世帯

収入や資産などについて一定の要件に該当する方）に対して行ってきた個別減額

制度については、第５期事業計画期間においても、引き続き実施することとしま

す。 

 

 

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 0.50 31,500 2,625

第２段階 0.55 34,700 2,891

特  例

第３段階

120 万 

以下 
0.65 41,000 3,416

第３段階
120 万を

超える 
0.70 44,200 3,683

特  例
第４段階

80 万 

以下 
0.85 53,700 4,475

第４段階
80 万を

超える 
0.95 60,000 5,000

第５段階
125 万 

未満 
1.01 63,800 5,316

第６段階
150 万 

未満 
1.10 69,500 5,791

第７段階
200 万 

未満 
1.20 75,800 6,316

第８段階
350 万 

未満 
1.40 88,400 7,366

第９段階
500 万 

未満 
1.55 97,900 8,158

第 10 段階
700 万 

未満 
1.85 116,900 9,741

第 11段階
1,000 万

未満 
2.15 135,800 11,316

第 12段階
1,500 万

未満 
2.35 148,400 12,366

第 13 段階
2,000 万

未満 
2.70 170,600 14,216

第 14 段階
2,000 万

以上 
3.00 189,500 15,791

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 0.50 24,400 2,033

第２段階 0.55 26,800 2,233

第３段階 0.70 34,200 2,850

特  例 
第４段階 

80 万 

以下 
0.85 41,500 3,458

第４段階 
80 万を 

超える 
0.95 46,400 3,866

第５段階 
125 万 

未満 
1.01 49,300 4,108

第６段階 
150 万 

未満 
1.10 53,700 4,475

第７段階 
200 万 

未満 
1.20 58,600 4,883

第８段階 
350 万 

未満 
1.40 68,400 5,700

第９段階 
500 万 

未満 
1.55 75,700 6,308

第 10段階 
700 万 

未満 
1.85 90,400 7,533

第 11段階 
1,000 万 

未満 
2.15 105,100 8,758

第 12段階 
1,000 万 

以上 
2.35 114,900 9,575
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第４章  障 害 福 祉 
 

 

・中野区保健福祉総合推進計画 2012 
（計画期間：平成 24 年度～平成 28 年度） 

 

・第３期中野区障害福祉計画 

（計画期間：平成 24 年度～平成 26 年度） 
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障害福祉の施策体系 

 

第 1 節 個別施策 

課題１ 地域生活の支援の充実 

＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 

＜施策２＞自立生活を支えるためのサービスの確保 

＜施策３＞障害のある児童へのサービスの拡充 

課題２ 就労の支援 

＜施策１＞就労機会の拡大 

＜施策２＞一般就労に向けた支援の強化 

＜施策３＞障害者就労施設における工賃アップ 

課題３ 相談支援の充実 

＜施策１＞すこやか福祉センターを中核とした相談支援の展開 

＜施策２＞サービス利用支援の充実 

＜施策３＞専門相談等の体制の整備 

 

第２節 第３期中野区障害福祉計画 

１ 障害福祉計画の概要 

２ 重点的な取り組み（平成２６年度の目標設定を行う主要項目） 

３ 事業及び必要な量の見込み 
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第１節 個別施策 

課題１ 地域生活の支援の充実 

■現状と課題 

地域生活への移行の支援 

中野区において、施設に入所している身体障害または知的障害のある人は平成 19

年度以降 200 人以上で推移しており、施設入所支援＊のニーズは減少していません。 

また、平成 23 年度障害

福祉サービス意向調査

（中野区）によると、入

所理由（複数回答）につ

いて、「介助者の高齢化」

や「家族の病気や転勤」

により入所したと答えた

人は、36％、21％と高い

比率になっています。 

家族と暮らす障害のあ

る人が、障害の重度化や

介護を行う家族等の高齢

化、病気、死亡などによ

り十分な介護を受けられなくなった場合にも、施設に入所することなく住み慣れた地

域で暮らし続けることができる環境が求められています。また、施設を退所して地域

生活へ移行し、安心して生活していくためには、入所施設や病院、行政、障害福祉サ

ービス事業者など、関係機関の連携した支援が必要です。 

一方、区が把握している１年以上入院中の精神障害のある人は 123 人（平成 23 年

４月１日現在）います。精神障害のある人の地域生活移行を進めるためには、住宅の

確保のほか、地域生活が可能となるような生活支援や障害福祉サービス等の利用調整、

関係機関との連携などを含めた支援が必要であり、支援者や支援体制の確保が求めら

れます。 

 

障害のある児童へのサービスの拡充 

平成 22 年 12 月に改正された児童福祉法及び障害者自立支援法等が平成 24 年４月

に施行されることに伴い、障害のある児童に対する支援は児童福祉法を基本とし、身

近な地域で支援を充実させることとなります。 

現在、区で実施している「児童デイサービス＊」「保育所等訪問支援事業」などは対

象となる児童が増加傾向であることから、利用に待機が発生するなどの状況となって

障害者施設への入所理由しょ

36%

21%

16%

16%

15%

10%

0% 10% 20% 30% 40%

介助者の高齢化

家族の病気や転勤

専門的な訓練をうけるため

心身の機能の低下

在宅生活のサービスの不足

段差など住まいの支障

出典：平成23年度障害福祉サービス意向調査
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います。また、学齢期の児童の放課後や夏休みなどの長期休業期間中の支援策が不足

しています。 

区では、対象児童が増加していることから拡充を検討している現在のサービスに加

え、法改正に伴い創設される「放課後等デイサービス＊」等の事業についても基盤を

整備していく必要があります。 

■実現すべき状態 

障害のある人が住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な相談・支援体制が整っ

ていて、施設入所者や病院に入院している人も地域での自立した生活に向けて自立訓

練や治療に取り組み、地域生活への移行が進んでいます。 
また、緊急時等に介護を受けることができる短期入所＊（ショートステイ）が充実

し、家族の負担も軽減され安心して生活しています。 

バリアフリー＊化された住宅が整備されているとともに、住宅改修のための支援や

住み替えを円滑にするための制度など、住まいを確保するためのしくみが整備されて

います。さらに、支援と結びついた生活の場であるグループホーム＊やケアホーム＊

が地域に確保されています。こうした多様な生活の場を活用することによって、障害

のある人がそれぞれの生活スタイルに合わせて安心して住み慣れた地域に暮らして

います。 

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを提供する民間サービス事業者が、

個々の利用者のニーズにあった良質なサービスを提供しています。 

サービス利用者は、提供されるサービスの内容や契約事項に関する情報、事業者の

事業運営状況などの情報がわかりやすい形で入手できるとともに、サービス評価制度、

苦情解決のしくみにより、安心してサービスを選択しています。 

介護を必要とする障害のある人が、身近な地域にある日中活動の場に通所・通園し、

療育や機能訓練、生活訓練、就労支援などを行うサービス基盤が充実しています。 

このほか、移動支援などの地域生活支援事業を利用することにより、障害のある人

が社会に参加しています。 

障害のある児童については、身近な地域で気軽に相談できる場やサービスが整い、

乳幼児期から成長のステージを通じて一貫した支援が得られています。 
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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 
施設から地域移行

した障害のある人

の数 

（18 年度以降の累

積数） 

障害のある人の地域

移行に必要な環境が

地域に整っているこ

とを示すため 

40 人 

（23 年度）
49 人 53 人 63 人 

外出する時に特に

困ることはないと

考える障害のある

人の割合 

外出を困難と考えな

い障害のある人の割

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 

35.0% 

（23 年度）
37% 38% 40% 
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＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 

■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 

障害者グループホーム誘導整

備 
 グループホーム・ケアホーム４施設が新規に開設された。 

入居時の保証など居住安定支

援の推進 

 民間家賃債務保証制度の利用料助成と見守り支援制度を行っ

た。 

■おもな取り組み 

① グループホーム・ケアホームの整備 

世話人による支援が受けられるグループホームやケアホームは、退院・退所後や親

元等を離れて地域で自立した生活を送る障害のある人が、安心して集団生活を通して

社会生活力を高めることのできる住まいの場です。事業者によるグループホームやケ

アホームの開設が進むように、事業者に対して必要な支援を行います。 
 

② 地域生活移行への個別支援 

施設に入所している障害のある人の地域生活への移行について、施設と連携して支

援します。また、病院に入院している人の地域生活への移行については、退院促進コ

ーディネート事業やグループホーム活用型ショートステイ事業の活用など、東京都と

連携して退院の促進を図ります。 
なお、平成 24 年度から指定一般相談支援事業者が地域移行支援及び地域定着支援

を行うことになることから、区内の相談支援事業者と連携して進めていきます。 

 

③ 居住サポート事業＊の推進 

地域生活への移行などにより一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない

などの理由により入居が困難な人に、入居に必要な調整を行うとともに、家主等への

相談・助言を通じて障害のある人への支援を行います。 

 

④ 精神障害のある生活保護受給者の退院の促進 

平成 22 年度から生活保護精神障害者退院促進事業を実施し、病院に入院している

生活保護受給者のうち、症状が安定していて地域生活での環境が整えば退院可能な人

に対して退院支援を行っています。今後は指定一般相談支援事業者が実施する地域移

行支援及び地域定着支援との役割を明確にし、効果的に退院促進を実施していきます。 
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＜施策２＞自立生活を支えるためのサービスの確保 

■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 

地域生活移行のためのトレーニ

ングのしくみづくり 

 当事者の家族、事業者の考え方などを聞き取りするなど、具体

的なニーズの把握に努めた。 

 精神障害のある人の退院促進を推進するため、グループホーム

活用型ショートステイ事業の実施を希望する事業者への支援

を行ったほか、知的障害者生活寮＊について、自立生活の体験

機能の強化について検討した。 

ショートステイの充実などレス

パイトケア＊体制の整備 
 短期入所施設が２か所開設された。 

緊急一時保護の推進 
 単独生活介護事業所における通所時間終了後の預かり支援の

仕組みを整備し実施した。 

精神障害者社会復帰センターの

移転、新体系移行 

 中部すこやか福祉センターと併設の施設に移転し、仲町就労支

援事業所として、新体系での運営を開始した。 

障害福祉サービスヘルパー養成研

修の支援 

 居宅介護従事者養成研修実施事業者に対して経費の一部を助

成した。 

事業者に対する指導・助言の強化 

 月次審査・支払時の事業者への個別指導を徹底し、主な指導内

容を全事業者へ情報提供した。 

 東京都指導監査部実地検査に担当職員が立ち会い、都と連携し

た事業者指導を行った。 

第三者評価を受けるための新たな

しくみの整備 

 日中活動系施設について、第三者評価受審にかかる経費の助成

を開始した。 

日中一時支援事業の誘導整備 

 日中一時支援を行なう事業所が１増となった。また、単独生活

介護事業所における通所時間終了後の預かり支援の仕組みを

整備し実施した。 

障害当事者やボランティア、地域

の協力を得た障害者理解促進啓

発活動の実施 

 中野まつり福祉展において、障害のある人の団体や施設のＰＲ

チラシを作成して配布した。また、区役所のロビー展示におい

て、障害のある人の団体や施設の活動紹介のパネルを展示する

とともに、障害者週間のＰＲを行った。 

障害当事者の参加を得た障害者

自立支援協議会＊の推進 

 居宅系事業者連絡会を開始した。 

 第２期中野区障害者自立支援協議会を発足させ、部会連絡会な

どを新たに開催し、協議会の活性化を推進した。 

■おもな取り組み 

① 生活介護＊のサービス量の確保 

障害のある人の日中活動、社会参加の場として、需要に対応できる生活介護のサー

ビス量を確保していきます。 

 

② 短期入所（ショートステイ）の充実 

短期入所（ショートステイ）は地域生活を送るうえで、介護者の急病等の緊急時等

や精神障害の病状悪化を防ぐために適切な介護を受けることができる重要なサービ

スです。グループホームやケアホームへの併設を推進するなどの手法により、整備を
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進めていきます。 
 

③ 日中一時支援事業所の誘導整備 

日中一時支援は、障害のある人を日常的に介護している家族の一時的な休息や、介

護者の急病等の緊急時に、常時介護が必要な在宅の障害のある人を、日中、一時的に

見守りを行うものです。この日中一時支援を行う事業所の拡充を図っていきます。 

 

④ 知的障害のある人の自立生活の体験機能 

介護を行う家族等の高齢化や病気、死亡などにより十分な介護を受けられなくなっ

た場合にも、知的障害のある人がグループホーム等の利用により地域で暮らし続けて

いくことができるよう、生活寮の体験利用を推進します。 

 

⑤ 精神障害回復者社会生活適応訓練（デイケア）の実施 

病院を退院した回復途上にある精神障害のある人の社会生活の第一歩として、地域

で自立した社会生活を送ることができるように、グループワークを効果的に活用して

社会生活適応訓練を実施していきます。 

 

⑥ 精神保健福祉相談 

精神障害のある人とその家族及び心の悩みのある人を対象に、専門医師による個別

相談指導をすこやか福祉センターで実施します。 
 
⑦ 精神障害のある人の地域生活の安定化 

東京都の精神科医師、保健師等の専門チームと連携してすこやか福祉センターで訪

問型の支援を行い地域生活の安定化を図ります。 
 

⑧ 日中活動系の事業所における第三者評価の推進 

障害福祉のサービスについて外部評価のしくみを推進するため、平成 23 年度から

日中活動系のサービス事業所に対して第三者評価を受けるための助成制度を開始し

ています。今後は日中活動系のサービスを提供しているすべての事業所に対して、第

三者評価の受審を推進していきます。 

 

⑨ 福祉住宅の運営 

住宅に困窮している身体障害のある人が、地域で自立した生活が送れるように、安

全面に配慮した設備の福祉住宅の運営を行います。 

 

その他の取り組み ☞Ｐ62 駅周辺及び区有施設のバリアフリー化の推進 

☞Ｐ63 安全で歩きやすい歩道空間の確保 

    福祉有償運送団体に対する活動支援 
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＜施策３＞障害のある児童へのサービスの拡充 

■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 

（新）療育センターアポロ園の機

能強化とサービスの向上 

 療育センターアポロ園の移転・改築に併せて、事業運営委託を

実施し、緊急一時保護の利用時間の延長、医療的ケアの開始な

どの事業拡大を図った。 

南部地域への療育センターの設

置 

 弥生町五丁目に南中野区民活動センターと併設の障害児療育

施設を整備するための基本的な考え方について検討を進めた。

発達相談（（仮）すこやか福祉セ

ンター、地域子ども家庭支援セン

ター、アポロ園） 

 子育ての悩みからの身近な相談場所として、すこやか福祉セン

ター及び地域子ども家庭支援センターで実施した。 

※中野区次世代育成支援行動計画（後期計画）上の取り組み 

■おもな取り組み 

① 障害のある児童の施設の再編及び整備 

現在の療育センターアポロ園及び南部地域に新たに整備（平成 27 年度～28 年度）

する療育施設については、知的障害や発達障害＊のある児童を対象とした施設としま

す。 

また、重度・重複障害のある児童については、新たに専門施設を整備し、療育サー

ビス等を充実します。 

 

② 児童発達支援事業（児童デイサービス）の充実 

対象児童が増加していることから、南部地域に新たに療育施設を整備し、児童デイ

サービスを充実していきます。 

また、新療育施設の整備までの間については、待機児童への支援を行います。 

 

③ 放課後等デイサービスの実施 

学齢期の児童の支援策として、放課後及び夏休み等長期休業期間中の療育の場所を

南部地域に新たに整備する療育施設及び新たに整備する重度・重複障害児施設におい

て実施します。 

 

④ 保育所等訪問支援事業の充実 

現在、療育センターアポロ園において実施している保育所等訪問支援事業は、平成

24 年４月から児童福祉法の事業となります。現在の事業を児童福祉法の事業へ転換す

るほか、対象となる児童が増加していることから、南部地域に新たに整備する療育施

設においても実施することにより、充実を図ります。 
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⑤ 緊急一時保護事業の充実 

緊急一時保護事業は平成 22 年度から利用時間を１時間延長しました。 

今後、新療育施設及び新たに整備する重度・重複障害児施設においても事業展開を

図ることにより、緊急一時保護事業を充実します。 
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課題２ 就労の支援 

■現状と課題 

一般就労＊に向けた支援 

国内の民間企業による障害者雇用は毎年伸び続

けていますが、平成22年の実雇用率は1.68％と、

法定雇用率の1.8％には及ばず、雇用状況は依然と

して厳しい状況にあります。平成２３年度障害福

祉サービス意向調査（中野区）によると、就労に

よる定期的な収入の「ある」人は３割にとどまり、

「ない」人は６割を超えています。また、同調査

によると、「障害者が働くための環境整備」の質

問に対する回答では、「職場の理解」が５割、「健

康状態に合わせた働き方」、「自分の障害にあっ

た仕事があること」がそれぞれ４割を超えており、

適性に応じた仕事や職場環境が求められているこ

とが分かります。 

障害のある人の一般就労を促進するためには、障害のある人や障害に対する企業等

の理解を促進するとともに、就労支援機関等による就労前訓練や就労支援、就労後の

定着支援など、就労者及び企業に対する継続した支援が必要です。 

 

ある

32%

ない

63%

無回答

5%

就労による定期的な収入の有無

出典：平成23年度障害福祉サービス意向調査

50%

45%

44%

38%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

職場の理解

健康に合わせた働き方

自分の障害にあった仕事があること

適切な助言や指導を、配慮をしてくれる人がいる

自立した生活ができる給料

障害者が働くための環境整備（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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【一般就労者数と就労前の所属】 

一般就労前

の所属 
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

福祉施設 16 12  9 10 10 

就労支援機関  0 11  2 11 11 

学校  0  6  2 8  6 

在宅  9 10  6 10 13 

企業等  0  0  3  7  3 

合計 25 39 22 46 43 

 

障害者就労施設における工賃アップ 

福祉的就労の場である障害者就労施設で働く障害のある人の工賃は非常に低い状

況にあります。区内の障害者就労施設の平成21年度の平均工賃月額は約１万７千円で、

東京都平均の約１万４千円を上回っていますが、半数近くの施設では１万円を下回っ

ている状況です。多くの障害者就労施設が取り組んでいる生産活動は単価が低いこと

が多く、工賃アップにつながりにくい面があります。工賃を引き上げるためには、単

価の高い生産活動への移行や新たな自主生産品の開発、販路の拡大などが必要です。 

■実現すべき状態 

障害のある人もない人もともに地域で働いています。 

子どものころからライフステージを通して将来を見据え、就労と社会参加による自

立を目指しています。 

障害のある人の適性に応じた仕事や環境が整備され、自らの能力と意向に基づいて

就労形態を選択し、働きながら生き生きと暮らしています。 

障害者就労施設においては工賃月額が上がり、利用者が働くことにやりがいを感じ

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 
年金・手当以外の一

般就労による定期

的な収入のある障

害のある人の割合 

障害のある人の経済

的自立を直接示すた

め 

32.2% 

（23 年度）
33% 34% 36% 



第４章 障害福祉 

 147

＜施策１＞就労機会の拡大 

■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 

特例子会社＊の誘致 
 障害者雇用を進める事業協同組合に対して支援を行い、雇用の場

を拡充した。 

■おもな取り組み 

① 就労に向けた施設整備等 

平成 23 年度の区内の就労移行支援＊事業所数は４施設、就労継続支援Ａ型＊事業

所は１施設と、ともに少ない状況にあります。障害のある人の就労を一層支援して

いくために、就労移行支援事業所の整備を促進するとともに、雇用の場である就労

継続支援Ａ型事業所の利用を促進していきます。 
 

② 特例子会社や事業協同組合など地域における職場の開拓 

障害のある人が身近な地域で就労できるように、特例子会社や事業協同組合をはじ

め、就労の場を開拓していきます。 

 

③ 障害のある人への理解の促進 

障害のある人が地域で働き続けていくためには、地域における障害のある人に対す

る理解が欠かせません。このため、障害のある人の就労について区報で紹介すること

や、就労先となる企業に対して、雇用に関するセミナーを実施することにより、障害

のある人についての理解の促進を図り、雇用の拡大を図っていきます。 
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＜施策２＞一般就労に向けた支援の強化 

■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 

就労相談の充実 
 就労支援ネットワークにおいて区内共通のアセスメント＊シート

を作成し、就労支援に活用することを開始した。 

就労前訓練のための環境整備  専任の訓練指導員を配置した。 

職場実習の支援拡充 
 職場実習奨励費をつくり、民間企業への実習の拡充を図った。 

 区役所実習の実施場所と回数を拡充した。 

就労後フォローの充実  就労を継続するための定着・生活支援を実施した。 

就労障害者の当事者活動支援 
 就職した障害のある人の交流の場である「にこカフェ」を実施し

た。 

就労支援ネットワークの強化  区内企業関係団体と就労支援機関等との懇談会を実施した。 

■おもな取り組み 

① 就労相談の充実 

身体・知的・精神障害のほか、発達障害＊や難病＊などさまざまな人の就労相談を行

うとともに、「相談カルテ（リレーシート）」の活用により、就労意欲や作業能力の把

握を行い、障害のある人の適性に応じた就労支援を進めていきます。 

 

② 個々の適性に応じた就労支援と定着支援 

障害のある人が就労するためには、職業人としての社会性の向上や企業が求める技

能の習得など、個々の状況に応じたきめ細かな対応が必要となります。このため、就

労支援機関において就労・生活支援コーディネーターが就労希望者の適性を把握する

とともに、就労意欲や職業能力を高めていきます。また、就労後においては、安心し

て働き続けられるように一定の期間職場を訪問し、本人への援助や事業主等に対する

支援を行い職場への定着を図っていきます。 

 

③ 区役所等における体験実習の充実 

就労前体験として、区役所や企業において、一般就労したときと同様な体験をする

職場実習を行います。実習生の技能に応じた実習内容の改善や実施回数の増加など充

実を図っていきます。 
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④ 就労支援機関とハローワークの連携強化による就労促進 

平成 24 年度からハローワークによる就労相談を、区役所内にて常時実施すること

に伴い、就労支援機関とハローワークの連携をさらに強化して、就労の促進を図って

いきます。 

 

⑤ 企業開拓と就労支援 

地域開拓促進コーディネーターが企業訪問を行い、雇用の場となる企業の開拓を進

めるとともに、区内中小企業の障害者雇用に関する理解の促進を図っていきます。 

 

⑥ 「にこカフェ」の活用による定着支援 

就職した障害のある人の交流の場である「にこカフェ」は、仕事や生活の悩みを話

したり励まし合ったりする場です。今後は就労者が互いに刺激し合い切磋琢磨する自

立のための場としていきます。また、「にこカフェ」で出された意見や解決策を就労

者や企業に対する定着支援に活用し、就労後の定着率を上げていきます。 

 

⑦ 離職後の個別支援 

一般就労をしていた人が離職した場合、個々の状況に応じて障害者就労施設の利用

や再就職に向けた就労支援など、的確な支援を行う必要があります。このため、障害

者自立支援協議会＊等を活用して、離職者への支援の方法を協議していきます。 
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＜施策３＞障害者就労施設における工賃アップ 

■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 

民間企業からの発注促進に向

け働きかけの強化 
 障害者就労施設の共同受注の促進を図る事業を開始した。 

区の業務の発注促進 
 中野区障害者就労施設役務等調達促進要綱を制定し、区内施設へ

の区の業務の発注を促進した。 

■おもな取り組み 

① 受注開拓のしくみづくり 

それぞれの障害者就労施設における受注の開拓が難しいことから、平成 23 年度に

中野区障害者福祉事業団に営業活動による受注開拓を委託し、作業量の大きな受注を

各障害者就労施設が共同で請け負うしくみをつくりました。このしくみが各障害者就

労施設の工賃アップにつながるように、受注開拓を積極的に進めていきます。 

 

② 工賃アップに向けた取り組みの支援 

意欲的に工賃アップに取り組む障害者就労施設に経営コンサルタントを派遣して、

当該施設における取り組みを支援していきます。その成果を区内の各障害者就労施設

がネットワークを通じて共有することにより、区内施設全体の工賃アップにつなげて

いきます。 

 

③ 区役所業務の発注促進 

障害者就労施設の工賃アップのために、区の業務のうち障害者就労施設が請け負う

ことのできるものについて、区内の障害者就労施設に積極的に発注していきます。 
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課題３ 相談支援の充実 

■現状と課題 

総合相談及び専門相談体制の充実 

障害のある人が地域において自立した生活を送るために、乳幼児期から高齢期まで

一貫した総合相談を行うことのできる体制を整備することが求められています。 

区は、生涯にわたり総合的、継続的な保健福祉の相談支援を行うため、区内４か所

にすこやか福祉センターを設置しました。平成 22 年７月には中部すこやか福祉セン

ターの開設に合わせて、委託による障害者相談支援事業所を設置し、ワンストップ・

サービスの機能を開始しています。今後は他の地域においても事業所の設置が必要で

す。 

平成 24 年度から障害者自立支援法の改正により、利用者本位のケアマネジメント＊

を強化して、サービス等利用計画を作成する対象者が大幅に拡大されることになりま

した。本人の意向や状態に即したケアマネジメントに基づいて、サービスが提供され

ることがさらに重要になります。特に困難ケースや地域移行ケースについては、障害

者自立支援協議会＊の個別ケア会議の開催や指定特定相談支援事業者によるサービス

等利用計画の作成など、総合的な支援体制の確保が必要となります。 

また、障害当事者によるピアカウンセリング＊や関係機関との調整など、相談の実

効性を高めるための展開が求められています。発達障害＊や高次脳機能障害＊のある人、

難病＊患者への相談支援体制の整備や専門相談機関との連携なども課題となっていま

す。 

 

障害のある人の権利擁護 

判断能力が低下した障害のある人の権利を守るための制度として成年後見制度＊が

あります。成年後見人の申し立て件数は着実に増加していますが、さらなる利用の促

進のために、普及・広報活動を積極的に行っていく必要があります。 

また、虐待の防止については、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援

等に関する法律」が制定され、平成 24 年 10 月の施行に向けて、区は障害のある人の

虐待に対応するマニュアルを作成するとともに、障害者虐待防止センターをはじめ虐

待防止のしくみを整備する必要があります。 
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■実現すべき状態 

障害のある人の意思と選択を尊重したケアマネジメントが行われ、必要な支援を受

けることにより、人としての尊厳を持って、地域で自立した生活を送っています。ま

た、困ったときにはいつでも相談できる相談支援体制が整えられています。 

知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人でも、地域福祉権利擁護事業

や成年後見制度を利用することで、財産や契約に係る不利益や被害を防止するととも

に、必要とするサービスを適切に利用し、安心して地域で暮らしています。 

障害者虐待防止センターが設置され、障害者虐待の通報窓口の整備など、虐待の早

期発見・早期対応のための環境づくりが進んでいます。 
また、障害のある児童の保護者等がすこやか福祉センターで気軽に相談でき、地域

住民をはじめとする保健福祉、医療、警察、区などの関係機関等の連携により、虐待

を未然に防いでいます。 

■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 
障害のある人のワ

ンストップサービ

ス機能を担う相談

窓口の数 

障害のある人の身近

な相談支援の基礎と

なる体制の整備状況

を示すため 

１か所 

（23 年度）
２か所 ３か所 ４か所 
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＜施策１＞すこやか福祉センターを中核とした相談支援の展開 

■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

における総合相談窓口の設置 

 平成 22 年 7月に中部すこやか福祉センターを設置し、23 年４

月には他の３圏域についても、すこやか福祉センターとしての

組織体制を整備し、地域の保健福祉、子育てに関する相談窓口

を一元化した。 

相談支援機関の連携強化 

 すこやか障害者相談支援事業所について、開設時業務研修、ケ

ース引継ぎ、定例連絡会議を実施し事業者支援を行った。 

 障害者地域自立生活支援センター（つむぎ）と定期的な連絡会

を開催した。 

 精神障害者退院促進連絡会を行い、地域移行支援に関する情報

交換等を行った。 

(仮称)すこやか福祉センター

と融合した地域子ども家庭支

援センター機能の展開 

 臨床心理士による子育て専門相談を定期的に実施することで、

発達相談体制の強化を図った。 

■おもな取り組み 

① 障害者相談支援事業所の整備と相談支援機関との連携強化 

子ども、高齢者、障害のある人に関する総合的な保健福祉サービスの提供とアウ

トリーチ＊による包括ケア、支えあいの地域づくり等のため、区内４か所にすこや

か福祉センターを設置しました。平成 22 年７月、中部すこやか福祉センターの整

備に併せて、障害のある人のワンストップ・サービスを担う障害者相談支援事業所

を開設しました。今後は、平成 24 年度に北部すこやか福祉センターに障害者相談

支援事業所を設置し、南部・鷺宮圏域についても、すこやか福祉センターの移転整

備に併せて設置をしていきます。なお、平成 24 年度からは、区内全域を障害者相

談支援事業所の対象地域とするため、中部及び北部すこやか福祉センターに設置し

た障害者相談支援事業所の対象地域をそれぞれ中部・南部圏域、北部・鷺宮圏域と

します。 
また、地域生活支援センター（せせらぎ）や障害者地域自立生活支援センター（つ

むぎ）、東京都の専門相談機関、民間相談支援事業者等との連携を強化していきま

す。 
 

② 障害のある児童への支援に係る関係機関との連携 

障害のある児童への支援のため、すこやか福祉センター及び子ども家庭支援センタ

ーは、保育園や区内の小中学校など教育機関と連携を強化し、区として一貫した支援

ができる体制をつくります。 
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＜施策２＞サービス利用支援の充実 

■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 

障害者ケアマネジメントの促

進 

 個別ケア会議を開催のほか、他機関が主催するケースカンファ

レンスへのケースワーカーの参加など、相談支援機関と連携

し、総合的なサービス提供体制の検討を行った。 

地域移行におけるケアマネジ

メント体制の整備 

 中野区精神障害者退院促進連絡会を定例的に開催し、地域移行

のための関係機関のネットワーク構築、地域移行についての情

報交換や事例検討を行った。 

障害者の処遇困難ケースに対

する個別ケア会議の活用推進 

 困難ケースの個別ケア会議を開催し、サービス調整、関係機関

との調整を実施した。また、障害者自立支援協議会で個別ケア

会議の結果を協議し、相談支援の向上を目指した。 

ライフステージの移行時にお

ける個別支援計画会議の推進 

 個別支援会議として保育園、幼稚園、小学校、学童クラブ担当

者で会議を行った。 

■おもな取り組み 

① サービス利用支援等の実施 

サービス等利用計画作成の対象者拡大に対応するため、障害者相談支援事業所が指

定特定相談支援事業者の指定を受けて、サービス等利用計画の作成が行えるように相

談支援体制を整備していきます。 

障害のある児童については、法改正による経過措置期間である平成 26 年度までに

指定特定相談支援事業者及び障害児相談支援事業者を指定し、相談支援体制を整備し

ていきます。 

 

② 障害者自立支援協議会の活性化等による相談員の資質向上 

区内の指定特定相談支援事業者に対して指導助言を行うとともに、障害者自立支援

協議会において研修の実施や個別ケースの事例研究を行い、相談の基盤を支える区内

事業者の相談員の資質の向上を図っていきます。 
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＜施策３＞専門相談等の体制の整備 

■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 

発達障害者（児）の卒業後の

就労・地域生活に向けた各関

係機関の連携強化 

 区内施設入所希望者の利用調整の場としての入所情報連絡会

を開催し、特別支援学校と卒業者の進路情報の共有化を図っ

た。 

 各特別支援学校の福祉事務所訪問時に卒業予定者および家族

との面談を実施するなど、連携強化の取り組みを実施した。 

 卒業時には特別支援学校と移行時支援会議の場を設定、支援方

針等の確認を行い、障害者福祉事業団とも連携し、就労者への

福祉サービスの情報提供等も行った。 

高次脳機能障害者に対する相

談支援体制の充実 

 高次脳機能障害のある人に関する研修会のほか、相談支援機関

連絡会に職員を派遣し情報交換などを行い、相談スキルの向上

を図った。 

相談サポートファイルの作成

検討 

 障害のある子どもの継続的な支援のためのサポートファイル

を作成した。 

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

者等相談支援の充実や中野区社会福祉協議会＊権利擁護センタ

ー、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た。 

成年後見人の養成、確保 
 東京都の養成講座を活用し、社会福祉協議会により計画的に養

成した。 

■おもな取り組み 

① 高次脳機能障害のある人についての体系的な相談支援の実施 

高次脳機能障害のある人やその家族に対して専門的な相談支援を行い、東京都心身

障害者福祉センターや医療機関、訓練機関、その他の関係機関と連携して、体系的な

支援体制を構築します。また、当事者会や家族会への支援も行います。 

 

② 発達障害のある人についての関係機関と連携した総合的な支援 

すこやか福祉センターにおいて、保育、療育、保健、教育、福祉等の関係機関のサ

ービスを調整しながら、それぞれの子どもにあった個別支援計画を作成し、この支援

計画に基づいたサービスを各関係機関が提供していくことで、発達の遅れや障害のあ

る子どもが、地域で総合的な支援を受けられるようにします。 

また、すこやか福祉センターにおいて、乳幼児期から成人期以後までの一貫したケ

アマネジメントが継続される体制を構築していきます。 
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③ 難病患者に対する支援 

すこやか福祉センターにおいて、難病患者が適切な医療を受けることができるよう

相談の受付けや、家庭への訪問を実施するとともに、難病患者医療費助成制度や難病

患者福祉手当の利用促進を図り、申請事務手続きについても支援を行っていきます。 

 

④ 成年後見制度利用支援事業 

知的障害や精神障害のある人のうち判断能力が不十分な人について、障害福祉サー

ビスの利用契約などが適切に行われるようにするため、成年後見制度の区長申し立て

を行うとともに、低所得者については報酬費用を助成し、制度の利用促進を図ってい

きます。 
 

⑤ 虐待防止センターの設置と権利擁護 

平成 24 年 10 月の「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法

律」の施行にあわせて、障害者虐待の通報窓口や相談等を行う障害者虐待防止センタ

ーを設置するとともに、事実確認のための調査や虐待を受けている人の一時保護のし

くみを整備します。 

このため、区は「障害者虐待対応マニュアル」を作成するとともに、地域における

関係機関等との協力体制を整備し、通報に対して速やかに対応できるようにしていき

ます。また、虐待防止に向けた啓発活動を進めていきます。 

 

⑥ 当事者活動の活性化 

障害者相談では障害のある人の生活状況や相談内容についての理解と共感が不可

欠です。生活相談や就労後の経験に基づくアドバイスなど、同じ障害のある人が相談

に対応することで、相談者の力を引き出し、自ら問題の解決を図ることを促すために、

ピアカウンセリングが有効とされています。今後はさらにピアカウンセリング活動の

活性化を推進します。 
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第２節 第３期中野区障害福祉計画 

１ 障害福祉計画の概要 

（１）計画の位置付け 
障害福祉計画は、障害者自立支援法第88条に基づく「障害福祉サービス、相談支援

及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画」です。本計画は「中野区基本

構想」及び「新しい中野をつくる10か年計画(第２次)」を踏まえて策定しました。 

 障害者基本法第11条に基づき区が定める「障害者のための施策に関する基本的な計

画（障害者計画）」である「中野区保健福祉総合推進計画2012」とあわせ、今後、重

点的に取り組む課題等について、施策の推進を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計画の目的 
本計画は、障害のある人が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ

うに、必要な障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業を計画的に提供するた

め、これらサービスの種類・必要な量の見込み、提供方法などを明記し策定します。 

 

障害福祉計画の位置づけ（計画対応事業のイメージ） 

「障害福祉サービス」、「相談支援」の必

要な量の見込み 及び「地域生活支援事

業」について計画化する。 

すべての障害福祉関連の事業及びサービス 

地域生活支援事業（移動支援等） 

障害福祉サービス 

(介護給付、訓練等給付等) 

補装具 

自立支援医療(精神/育成/更生) 

自
立
支
援
給
付 

障
害
者
自
立
支
援
法 

障
害
福
祉
計
画 

 
障害者計

画を実現

するため

に事業を

実施する。 
 

中
野
区
保
健
福
祉
総
合
推
進
計
画 

（
障
害
者
計
画
） 

その他事業（障害者手当等） 
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（３）計画策定の基本的な考え方 
本計画は特に次の点に留意して策定しました。 

①障害のある人の自己選択と自己決定の尊重・支援 

障害のある人が、自己選択と自己決定によって、社会に参加し自ら望む生活を送

るために必要な支援を行います。 

②一元的な障害福祉サービス等の提供 

障害者自立支援法に基づき、三障害に係る障害福祉サービスは基礎自治体である

区が一元的に実施します。本計画では、障害のある人が社会生活を送るために必要

と認められるサービスを確実に提供できるよう、その必要量を見込みます。 

③地域生活への移行や就労支援に対応したサービス基盤の整備 

障害のある人が地域で自立した生活を送れるよう、施設入所・入院から地域生活

への移行や、福祉施設から一般就労＊への移行を支援します。 

 

（４）計画の期間 
計画の期間は３年間とします。（平成24年度～26年度） 

※法制度の変更等に基づき、必要な見直しや修正を行う場合があります。 

 

（５）サービスの必要な量の見込み 
本計画に定めるサービスの必要な量の見込みについては、これをサービス提供量の

上限とすることなく、各年度においてサービス利用状況等により、事業実施内容や提

供方法を改善しつつ、必要なサービスを提供していきます。 
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２ 重点的な取り組み（平成２６年度の目標設定を行う主要項目） 

障害者自立支援法第87条に基づき国が定める基本指針により、施設入所からの地域

生活移行者数や、福祉施設から一般就労への移行者数などの目標値を設定することが

求められています。 

中野区では、「障害福祉サービス意向調査」の結果やこれまでの障害福祉施策

の進捗状況等を踏まえて、区の目標を設定しその達成に向けて取り組んでいきま

す。 

 

（１）地域生活への移行の促進 
障害のある人とない人がともに地域において生活を送ることができるように、施

設に入所または精神科病院に入院している障害のある人のうち、地域生活の環境が

整えば退所・退院できる人について、地域生活への移行を促進していきます。 
 

①地域生活移行の目標値 

 

 

 

 

 

 

 

《ア 平成 17 年 10 月１日に施設入所していた人の地域生活移行の目標値》 

項 目 数 値 考え方 

基準時の入所者数       （Ａ） １６３人 ○平成 17 年 10 月 1 日現在 

（Ａ）のうち、平成２３年度現在の入所

者数 
１４０人 ○平成 23 年 10 月 1 日現在 

（Ａ）のうち、目標年度における入所者

見込数            （Ｂ）
１３４人 ○平成 26 年度末の入所者数

【目標値】（Ａ）のうち、目標年度までに

地域生活移行する見込数 

 ２０人

 12.0 ％

○施設入所からグループホ

ーム、ケアホーム等に移行

する人数 

○「【目標値】地域生活移行者数」は、平成 17 年 10 月２日以降の入所者を含まない

基準時現在の入所者を対象とした数値です。 

 

障害のある人が入所施設を退所し、地域で自立した生活を送る人数について、

平成 26 年度における目標値を設定します 

なお、精神障害のある人の地域生活移行の目標値については、国の基本指針に

より、今期の計画では都道府県においてのみ設定し、区市町村においては設定し

ないことになりました。 
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【第１期、第２期計画実績】 

※平成 17 年 10 月１日に施設に入所していた人の地域生活移行 

  18年度～20年度 21年度 22年度 23年度

計画 地域移行者累計見込数(人) 12 32 

実績 
地域移行者数（人） 9 4 1 (0) 

地域移行者累計数（人） 9 13 14 (14) 

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 

《イ 目標年度における施設入所者数の目標値》 

項 目 数 値 考え方 

基準時の入所者数       （Ａ） １６３人 ○平成 17 年 10 月 1 日現在 

平成２３年度現在の入所者数 ２００人 ○平成 23 年 10 月 1 日現在 

目標年度における入所者見込み数（Ｂ） １９１人 ○平成 26 年度末の入所者数

【目標値】削減見込み   （Ａ－Ｂ） △２８人 ○差引減少見込み数 

○「目標年度における入所者見込み数（Ｂ）」は、平成 17 年 10 月２日以降の入所者

を含みます。（児童福祉法の改正により、18 歳以上の障害児施設入所者について、

障害者自立支援法に基づく障害者支援施設等として利用する施設を除きます。） 

○国の基本指針では施設入所者数について、基準時（平成 17 年 10 月 1 日）の数値か

らの削減目標を設定することとされていますが、中野区では平成 19 年４月に「障

害者支援施設 江古田の森」（施設入所支援、40 人定員）が開設したことにより、目標

年度における入所者見込み数が基準時と比べて増となっています。 
 

《ウ 施設入所から地域生活への移行者数の目標値》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

地域移行者見込数(人) ３（２） ３（２） ３（２）

○（ ）内は平成 17 年 10 月１日に施設に入所していた人の移行者見込数。 

 

【第１期、第２期計画実績】 ※施設入所からの地域生活移行 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

実 

績 

地域移行者数（人） 1 7 8 13 6 (5)

平成 18年度からの地域移行

者累計数（人） 
1 8 16 29 35 (40)

平成 23 年度実績値は９月末日現在 
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②グループホーム、ケアホームの整備 

 

 

 

 

《ア グループホーム・ケアホームの必要数（身体・知的障害）》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

入所施設からの希望者見込

数（人） 
１ １ １ 

在宅からの希望者見込数

（人） 
７ ７ ７ 

グループホーム・ケアホーム

の退所者見込数（人） 
４ ４ ４ 

居室必要見込数（室） ４ ４ ４ 

○希望者見込み数は過去の実績から算出します。 

 
【実績】グループホーム・ケアホーム（身体・知的障害）の入所実績 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

入所施設からの利用者

数 

― 3 2 3 0 （1） 

在宅からの利用者数 ― 7 3 10 9 （2） 

グループホーム、ケアホ

ーム利用者合計数 
― 10 5 13 9 （3） 

グループホーム、ケアホ

ーム退所者数 
― 1 3 8 4 （1） 

各年度末利用者数 49 58 60 65 70 （72）

区内施設数 7 8 9 10 12 （12）

区内施設入所可能人数 35 40 44 49 58 （58）

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 
《イ グループホーム・ケアホームの必要数（精神障害）》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

病院退院からの希望者見込

数（人） 
２ ２ ２ 

在宅からの希望者見込数

（人） 
７ ７ ７ 

グループホーム・ケアホーム

の退所者見込数（人） 
３ ３ ３ 

居室必要見込数（室） ６ ６ ６ 

○希望者見込み数は過去の実績から算出します。 

障害のある人が、地域において安心して自立生活が送れるグループホーム、ケア

ホームの整備を進めます。 
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【実績】グループホーム・ケアホーム（精神障害）の入所実績 

 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度

病院退院からの利用者

数 

― 0 2 2 3 （1） 

在宅からの利用者数 ― 6 11 10 1 （6） 

グループホーム、ケアホ

ーム利用者合計数 

― 6 13 12 4 （7） 

グループホーム、ケアホ

ーム退所者数 

― 1 3 5 5 （4） 

各年度末利用者数 8 13 23 30 29 （32）

区内施設数 1 1 2 3 3 （3） 

区内施設入所可能人数 5 5 11 17 17 （17）

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 

《目標達成に向けた考え方》 

障害のある人の地域生活への移行を促進するためには、一人ひとりの状況にあわせ

た支援をきめ細かに行うとともに、移行後の生活を支えるための住まいの場の確保と

必要なサービスの提供が求められます。 

区は、これらの取り組みを次のとおり進めていきます。 

 

①個別支援による地域生活への移行の促進 

平成 24 年度から、地域生活への移行についての相談支援が障害者自立支援法に

よる個別給付になります。区は、施設入所者の地域生活への移行について、施設と

連携して支援をしていきます。また、精神科病院に入院している人の地域生活への

移行については、都との連携のもと、民間アパートへの入居についての家主との調

整を行うなどの居住サポート事業を行い、総合的な支援を行っていきます。 

また、平成 22 年度から、生活保護受給者の退院促進については、病院への訪問

から支援を開始し、退院後のフォローまでの一貫した支援事業を実施し、退院促進

支援を強化しています。 

 

②住まいの場の整備 

知的障害・身体障害・精神障害のそれぞれの障害に対応したグループホーム・ケ

アホームの区内への開設を支援し、退所・退院した人が世話人等の支援を受けなが

ら、地域生活を送ることができるように住まいの場の基盤整備をします。 

また、身体障害のある人の地域移行に際しては、住宅改修サービスの提供などに

より、バリアフリー＊化を行います。 
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③地域生活への移行に必要なサービスの提供 

施設退所後や退院後、さまざまな緊急時に短期入所の利用が必要になります。区

は、グループホーム・ケアホームへの併設などにより、短期入所の必要量の確保に

努めていきます。 

また、地域生活への移行後、在宅で生活する方には、居宅介護＊、重度訪問介護＊

などのサービスを提供するとともに、社会参加を支えるサービスとして、移動支援

サービスを提供します。 

 

■中野区保健福祉総合推進計画 2012 参照  

課題１ 地域生活の支援の充実    （137 ページ～142 ページ） 

＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 

① グループホーム・ケアホームの整備 

② 地域生活移行への個別支援 

③ 居住サポート事業の推進 

④ 精神障害のある生活保護受給者の退院の促進 

＜施策２＞自立生活を支えるためのサービスの確保 

① 生活介護のサービス量の確保 

② 短期入所（ショートステイ）の充実 

⑤ 精神障害回復者社会生活適応訓練（デイケア）の実施 

⑨ 福祉住宅の運営 
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（２）一般就労の支援 
障害のある人一人ひとりが就労を通じて社会に参加し、地域において自立した生活

を送ることが重要です。また、現在、障害者就労施設で働いている人が訓練を通して、

一般就労に移行していくことも必要です。 

区は、就労支援機関と連携して、就労の場を拡大するとともに、障害のある人への

支援を行い、一般就労者数の増加を図っていきます。 

 

 

 

 

 

《ア 障害者就労支援事業による一般就労》 

項 目 数 値 考え方 

基準年度における一般就労者数 ２５人 ○平成１７年度における一般就労者数 

【目標値】 

目標年度における一般就労者数 
５３人

○平成２６年度における一般就労者数

（基準年度の 2.1 倍を見込む） 

（注）目標値は就労支援機関の支援を受けて就労する人数であり、一般就労する全

ての障害者数を示すものではありません。 

 

【第１期、第２期計画実績】 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

実績 一般就労者数（人） 25 39 22 46 43 (29)

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 

【障害種別による就職者数】             ※（ ）内は重複人数、内数 

 種 別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

実

績 

知 的 17 28 13 29(5) 24(1) 〔16(1)〕

精 神   4(2)    7    7 10(2) 12 〔 9(1)〕 

身 体    6(2)    3    2 12(3)   7(1) 〔5    〕 

その他   ―    1  ―   ―   1 ― 

 合 計 25 39 22 46 43 〔29   〕 

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 

 

障害者就労支援事業による一般就労者数及び福祉的就労から一般就労に移行す

る人数について目標値を設定します。 
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《イ 福祉施設から一般就労への移行》 

項 目 数 値 考え方 

基準年度における一般就労移

行者数 
 ５人 

○平成１７年度において福祉施設を

退所し、一般就労した人の数 

【目標値】目標年度における 

一般就労移行者数 ２０人 

○平成２６年度において福祉施設を

退所し、一般就労する人の数 

（基準年度の４倍を見込む） 

○これまでの実績をもとに福祉施設から移行する一般就労者数を算出します。 

 

【第１期、第２期計画実績】 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

実績 
福祉的就労から一般就

労への移行者数（人） 
16 12 9 10 10 (2)

平成 23 年度実績値は９月末日現在 

 

《目標達成に向けた考え方》 

障害のある人の一般就労を進めるためには、就労移行の支援機能を強化するととも

に、就労の場の開拓を行うことが必要です。 

区は、次の取り組みにより、障害のある人の就労を促進していきます。 

 

①就労移行の支援機能強化 

障害のある人の就労を促進するためには、一人ひとりに合った個別の支援が必要

です。現在、中野区障害者福祉事業団が、区の委託により、雇用・就労促進事業を

実施し、就労・生活支援コーディネーターによる個別支援を行っています。就労・

生活支援コーディネーターは、就労後も安心して働き続けられるように、一定期間、

支援を継続して実施しています。また、支援の一つとして、区役所や企業で、就労

時と同様な体験をするための職場実習を行っています。これらの取り組みを引き続

き強化することにより、就労者を増やしていきます。 

さらに、障害者自立支援法に基づく就労移行支援事業所の整備を促進し、就労移

行に向けた支援の充実を図ります。 

 

②就労の場の開拓 

中野区障害者福祉事業団は、ハローワークと連携し、就労先を開拓しています。

今後は、障害のある人への理解の促進を図りながら、特例子会社＊や事業協同組合

をはじめ、区内の商店や小規模な事業所等にも働きかけ、就労の場を増やしていき

ます。 
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■中野区保健福祉総合推進計画 2012 参照 

課題２ 就労の支援    （145 ページ～149 ページ） 

＜施策１＞就労機会の拡大 

① 就労に向けた施設整備等 

② 特例子会社や事業協同組合など地域における職場の開拓 

③ 障害のある人への理解の促進 

＜施策２＞一般就労に向けた支援の強化 

① 就労相談の充実 

② 個々の適性に応じた就労支援と定着支援 

③ 区役所等における体験実習の充実 

④ 就労支援機関とハローワークの連携強化による就労促進 

⑤ 企業開拓と就労支援 

⑥ 「にこカフェ」の活用による定着支援 

⑦ 離職後の個別支援 
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（３）相談支援の機能強化 
障害のある人がさまざまなサービスを利用することにより、地域で自立した生活を

送るためには、サービスの選択を支援するとともに、生活全般にわたる課題を解決す

るための相談支援の機能が欠かせません。 

また、生涯にわたり一貫した相談支援体制の構築が求められています。 

区は、すこやか福祉センターのワン・ストップ・サービスの窓口を整備するととも

に、ケアマネジメント＊機能を向上させていきます。 

 

①総合的な相談支援体制の充実 

平成 22 年７月、中部すこやか福祉センターの開設時に障害者相談支援事業所を設

置し、身体・知的・精神障害に対応したワン・ストップ・サービスとしての相談窓

口を整備しました。平成 24 年度には北部すこやか福祉センターに障害者相談支援

事業所を設置し、南部、鷺宮圏域についても、すこやか福祉センターの移転整備に

あわせて設置していきます。これにより、乳幼児期から高齢期までの障害のある人

の相談を総合的に行う窓口を整備していきます。なお、平成 24 年度からは、区内

全域を障害者相談支援事業所の対象地域とするため、中部及び北部すこやか福祉セ

ンターに設置した障害者相談支援事業所の対象地域をそれぞれ中部・南部圏域、北

部・鷺宮圏域とします。 
また、高次脳機能障害＊や発達障害＊、難病＊などについて、専門的な相談に対応

できる体制の充実を図っていきます。 
 

②ケアマネジメントの強化 

障害者自立支援法の改正により、平成 24 年度からサービス等利用計画作成の対

象者が拡大されます。区は、障害福祉サービス等を利用するすべての障害のある人

のサービス等利用計画を作成できる体制を整備していきます。 

また、区内の相談支援事業所が計画を作成するにあたっての助言等を行い、適切

な計画が作成できるように支援をしていきます。 

区は、サービス等利用計画を勘案し、さらに利用者の意向に基づいたサービスの

支給決定をしていきます。 

 

③虐待防止センターの設置と権利擁護 

平成 24 年 10 月から、障害者虐待の通報窓口や相談等を行う障害者虐待防止セン

ターを設置します。また、虐待の通報に速やかに対応するためのマニュアルを作成

し、虐待防止の体制を整備して、地域における虐待防止を徹底していきます。 

 

■中野区保健福祉総合推進計画 2012 参照 

課題１ 地域生活の支援の充実    （137 ページ～140 ページ） 
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＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 

② 地域生活移行への個別支援 

③ 居住サポート事業の推進 

④ 精神障害のある生活保護受給者の退院の促進 

課題３ 相談支援の充実    （151 ページ～156 ページ） 

＜施策１＞すこやか福祉センターを中核とした相談支援の展開 

① 障害者相談支援事業所の整備と相談支援機関との連携強化 

② 障害のある児童への支援に係る関係機関との連携 

＜施策２＞サービス利用支援の充実 

① サービス利用支援等の実施 

② 障害者自立支援協議会の活性化等による相談員の資質向上 

＜施策３＞専門相談等の体制の整備 

① 高次脳機能障害のある人についての体系的な相談支援の実施 

② 発達障害のある人についての関係機関と連携した総合的な支援 

③ 難病患者に対する支援 

④ 成年後見制度利用支援事業 

⑤ 虐待防止センターの設置と権利擁護 

⑥ 当事者活動の活性化 
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３ 事業及び必要な量の見込み 

（１）訪問系サービス 

① 居宅介護 
 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
５,２９０ ５,３９０ ５,４９０

利用者見込数（人） ５２９ ５３９ ５４９

 

○サービス量としては概ね需要を満たしていると考えられます。 

○これまでの支給実績の傾向や、精神障害のある人などの利用の増加を加味して、見

込量を算出します。 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
4,862 5,152 5,460 5,022 5,421 5,820

利用者見込数(人) 260 320 350 483 545 603

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
4,008 4,152 4,615 5,139 5,075 5,119

利用者数（人） 270 437 442 512 514 519

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※ 障害程度区分が区分１以上。 
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② 重度訪問介護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
１４,６８１ １５,２３５ １５,７８９

利用者見込数（人） ５３ ５５ ５７

 

○利用者数、利用時間とも増加傾向にあります。これまでの支給実績の傾向や、地域

生活移行による利用増を見込んで算出します。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18 年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23 年度

計 

画 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
9,573 10,384 10,812 12,174 13,110 14,046

利用者見込数(人) 49 51 53 52 56 60

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
10,757 11,238 12,279 12,850 13,749 14,151

利用者数(人) 41 48 43 43 47 51

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数

重度の肢体不自由で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事

の介護及び外出時における移動支援などを総合的に行います。 

 

※ 障害程度区分が区分４以上で、二肢以上に麻痺があり、障害程度区分の認定

調査項目のうち一定の要件を満たしていること。 
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③ 同行援護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
２,０００ ２,１００ ２,２００

利用者見込数（人） １００ １０５ １１０

 
○障害者自立支援法の改正により、平成 23 年 10 月から障害福祉サービスとして創設

されました。 

○地域生活支援事業の移動支援の視覚障害のある人の利用実績中、当該給付に該当す

ると思われる実績から見込量を算出します。 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する際に同行して、移動

に必要な情報提供や移動の援護等を行います。 

 ※ 身体介護を伴う場合は、障害程度区分が区分２以上であって、障害程度区

分の認定調査項目のうち一定の要件を満たしていること。 
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④ 行動援護 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
１１５ １１５ １１５

利用者見込数（人） ５ ５ ５

 

○これまでの実績に基づき見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
50 100 200 144 168 168

利用者見込数（人） 1 2 4 6 7 7

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
57 67 81 97 100 79

利用者数（人） 3 3 3 4 4 4

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する人が、危険を回避する

ために必要な支援、外出介護を行います。 

※ 障害程度区分が区分３以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち一

定の要件を満たしていること。 
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⑤ 重度障害者等包括支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》※重度訪問介護に一括計上 
 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
※ ※ ※ 

利用者見込数（人） ※ ※ ※ 

 

○指定事業者のサービス提供が進まないことから利用者数及び時間数を見込むこと

が困難なため、重度訪問介護に合わせて計上します。 

○常時医療的なケアを必要とする障害のある人等が、複数のサービスを組み合わせて

利用することで、地域生活を支援するものですが、東京都内において利用実績はな

い状況です。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】※重度訪問介護に一括計上 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
※ ※ ※ ※ ※ ※

利用者見込数（人） 11 12 13 ※ ※ ※

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
0 0 0 ※ ※ ※

利用者数（人） 0 0 0 ※ ※ ※

 

介護の必要性が特に高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 

※ 障害程度区分が区分６以上であって障害程度区分の認定調査項目のうち一定

の要件を満たしていること。 
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（２）日中活動系サービス 

① 生活介護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
７,１２４ ７,４０３ ７,５５２

利用者見込数（人） ３８３ ３９８ ４０６

区内事業実施か所見込数（か所） １０ １０ １０

 

○区内事業所数は、障害者自立支援法への移行による増を見込みます。 
○利用者数は、障害者自立支援法への移行、特別支援学校の卒業生、18 歳以上の障害

児施設通所者の移行を見込んで算出します。 
 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
680 1,870 2,380 3,606 4,728 6,326

利用者見込数(人) 40 110 140 199 265 359

区内事業実施か所見込数 1 2 7 7 9 9

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 610 1,319 1,591 3,347 5,110 6,730

利用者数（人） 37 67 84 176 265 340

区内事業実施か所数（か所） 1 2 2 6 9 9

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

※ ①または②のいずれかに該当する者 

  ①障害程度区分が区分３（障害者施設入所者は区分４）以上 

  ②年齢が 50 歳以上の場合は、障害程度区分が区分２（障害者施設入所者は

区分３）以上。 
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② 自立訓練（機能訓練） 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
１４０ １５４ １６８

利用者見込数（人） ２０ ２２ ２４

区内事業実施か所見込数（か所） １ １ １

 

○過去の実績を踏まえて見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
340 340 340 142 158 174

利用者見込数(人) 20 20 20 20 22 24

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
1 1 1 1 1 1

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
116 159 119 142 152 112

利用者数（人） 25 26 18 19 21 15

区内事業実施か所数（か所） 1 1 1 1 1 1

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上の

ために必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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③ 自立訓練（生活訓練） 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １８７ ２０４ ２２１

利用者見込数（人） １１ １２ １３

区内事業実施か所見込数（か所） １ １ １

 

○前期までの計画期間においては、自立訓練（生活訓練）事業所の整備が進まず、利

用者数も計画値に届きませんでした。今期の計画においては前期の実績を踏まえた

うえで、区内実施か所数及び利用者数の増を見込みます。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
0 0 102 273 591 946

利用者見込数（人） 0 0 6 15 27 4１

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
0 0 1 0 1 2

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
45 123 120 39 20 86

利用者数（人） 5 9 5 2 1 5

区内事業実施か所数（か所） 0 0 0 0 0 0

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のた

めに必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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④ 就労移行支援 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
４５８ ４６７ ５１５

利用者見込数（人） ２６ ２７ ３０

区内事業実施か所見込数（か所） ４ ４ ５

 

○年々増加傾向にあるため、区内事業所の新設を見込みます。 

○特別支援学校の卒業生の利用を見込んで算出します。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
0 400 600 362 651 1,110

利用者見込数（人） 0 20 30 21 42 69

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
0 1 2 1 3 6

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
15 195 284 465 487 431

利用者数（人） 5 10 16 27 29 26

区内事業実施か所数（か所） 0 1 1 1 2 4

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

一般企業等での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向

上のために必要な訓練を行います。（利用者の要件有・有期限） 
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⑤ 就労継続支援（Ａ型） 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １９０ ２２８ ２８５

利用者見込数（人） １０ １２ １５

区内事業実施か所見込数（か所） １ １ １

 

○就労支援の強化を図っていくことを考慮し、利用者の増加を見込みます。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
0 560 560 71 71 71

利用者見込数（人） 0 28 28 4 4 4

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
0 1 1 1 1 1

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 0 18 19 22 117 161

利用者数（人） 0 1 1 1 6 8

区内事業実施か所数（か所） 0 0 0 0 1 1

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

一般企業等での就労が困難な人に、雇用契約を結び、働く場を提供するとともに、

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 



第４章 障害福祉 

 179

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ５,３７６ ５,３９２ ５,３６０

利用者数（人） ３３６ ３３７ ３３５

区内事業実施か所見込数（か所） １３ １３ １３

 

○区内事業所数は、障害者自立支援法への移行による増を見込みます。 
○利用者数は、障害者自立支援法への移行、特別支援学校の卒業生等を見込みます。 

また、一般就労への移行による減についても見込んでいます。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
1,020 1,020 2,210 2,253 2,950 6,520

利用者見込数（人） 60 60 130 132 173 383

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
1 1 6 6 8 14

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 940 1,248 1,420 2,268 2,900 4,125

利用者数（人） 51 71 82 133 175 260

区内事業実施か所数（か所） 1 2 2 5 8 10

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

○障害者自立支援法への移行により、区内事業実施か所数及び利用者数が増加してい

ます。 

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の

向上のために必要な訓練を行います。 
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⑦ 療養介護 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人） ２８ ２８ ２８

 

○過去の実績を踏まえて見込量を算出します。 
○18 歳以上の重症心身障害児施設入所者について、障害者自立支援法への移行を見込

みます。 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計画 利用者見込数（人） 2 2 2 2 2 2

実績 利用者数（人） 2 2 1 1 1 1

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活の世話を行います。 

 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

①筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼

吸管理を行っている者であって、障害程度区分が区分６以上。 

②筋ジストロフィー患者又は重度心身障害者であって、障害程度区分が区分

５以上。 
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⑧ 短期入所 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ２５７ ２６８ ２７９

利用者見込数（人） ４５ ４７ ４９

区内事業実施か所見込数（か所） ５ ６ ７

 

○前期までの計画期間においては、短期入所施設の整備が進まず、利用者数も計画値

までは届きませんでした。今期の計画においては前期の実績を踏まえたうえで、障

害のある人の地域生活を支援するため、区内実施か所数及び利用者数の増加を見込

みます。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数（人日分/

月） 
211 307 312 287 287 287

利用者見込数(人) 26 35 41 48 48 48

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
― ― ― 6 6 6

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 447 82 174 200 219 206

利用者数（人） 26 12 23 30 37 43

区内事業実施か所数（か所） ― ― ― 3 4 4

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せ

つ、食事の介護等を行います。 
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（３）居宅系サービス 

① 共同生活援助(グループホーム)及び共同生活介護(ケアホーム) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人） １１１ １２１ １３１

区内事業実施か所見込数（か所） １９ ２１ ２３

 
○施設入所者や入院している人の地域生活への移行を促進するため、区内実施か所の

増加を見込みます。また、現在、家族等の支援を受けて生活している在宅の人のう

ち、家族等の高齢化などにより支援の継続が困難になった人の需要等も見込み、地

域での自立を支援していきます。 
○利用者数については、これまでの実績及び施設の増加を勘案して見込量を算出しま

す。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

利用者見込数(人) 36 42 50 102 107 116

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
8 10 11 14 15 16

実 

績 

利用者数（人） 55 63 87 101 105 101

区内事業実施か所数（か所） 9 9 11 13 15 16

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

共同生活援助（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 

 

共同生活介護（ケアホーム） 

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

※ 共同生活介護（ケアホーム）は障害程度区分が２以上。 
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② 施設入所支援 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人） １９７ １９４ １９１

区内施設利用者見込数（人） ４７ ４７ ４７

区内事業実施か所見込数（か所） ２ ２ ２

 

○利用者数は、障害者自立支援法への移行を見込むとともに地域生活移行者の減を見

込んで算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

利用者見込数（人） 0 47 107 72 118 178

区内施設利用者見込数（人） 0 40 100 36 43 45

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
0 1 2 1 2 2

実 

績 

利用者数（人） 0 35 43 67 131 182

区内施設利用者数（人） 0 33 33 34 47 46

区内事業実施か所数（か所） 0 1 1 1 2 2

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

入所した施設において、主として夜間に、入浴、排せつ、食事の介護、その他

必要な日常生活上の支援を行います。 

 

※ ①または②のいずれかに該当する者。 

  ①障害程度区分が区分４（50 歳以上の場合は区分３）以上。 

  ②入所しながら、自立訓練または就労移行支援を受けることが必要かつ効果

的と認められるもの等。 
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（４）相談支援 

① 計画相談支援 
 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人／月） ６３ ２０５ ２０８

 

○障害者自立支援法の改正により、平成 24 年度からサービス等利用計画の作成の対

象者拡大に対応していきます。 
 

② 地域移行支援 
 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人／月） ８ ８ ８

 

③ 地域定着支援 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人／月） ３ １０ １０

 

障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害のある人の状況を勘案し、サ

ービス等利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を行います。 

入所施設や精神科病院を退所・退院し、地域での生活に移行するための活動に

関する相談支援を行います。 

居宅において単身または同居の家族の支援が受けられない人、入所施設や精神

科病院からの退所・退院、家族との同居から一人暮らしに移行した人の、障害の

特性による緊急の事態等において相談支援を行います。 
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（５）地域生活支援事業 

地域生活支援事業とは、障害のある人が、その有する能力や適

性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、地域の特性や利用者の状況に応じたサービスを、柔軟な事

業形態によって効率的・効果的に実施する事業です。 

 

障害のある人の自立と社会参加を支えるために必要なサービ

スについて、原則無料で提供します。 
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① 相談支援事業 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度

障害者相談支援事業実施か所見込数（か所） ４ ４ ４

基幹相談支援センター設置の有無 無 無 無

障害者相談支援事業延べ利用者見込数（人分/年） 57,000 59,000 62,000

相談支援機能強化事業の実施か所見込数（か所） ２ ２ ２

地域自立支援協議会実施の有無 有 有 有

居住サポート事業実施の有無 有 有 有

居住サポート事業利用者見込数（人/年） １５ １５ １５

成年後見制度利用支援事業の実施の有無 有 有 有

成年後見制度利用支援事業利用者見込数（人/年） ４ ４ ４

 

○障害者相談支援事業実施か所については、中部すこやか福祉センターの障害者相談

支援事業所、地域生活支援センターせせらぎ、障害者地域自立生活支援センターつ

むぎに加え、平成 24 年度に北部すこやか福祉センターに障害者相談支援事業所を

設置する予定です。 
○障害者相談支援事業の利用者見込数について、これまでの実績をもとに見込量を算

出します。 
○相談支援機能強化事業実施か所は、すこやか福祉センターの障害者相談支援事業所

です。 
○居住サポート事業の利用者数について、これまでの実績をもとに見込量を算出しま

す。 
○成年後見制度利用支援事業の利用者について、これまでの実績をもとに見込量を算

出します。 
 

障害のある人等からの相談に応じ、必要な情報の提供や、権利擁護のために

必要な支援等を行います。障害福祉サービスを適切に利用できるよう、障害の

ある人の状況を勘案し、サービス利用計画を作成し、利用に関する連絡調整を

行います。 
また、賃貸契約による一般住宅への入居や転居を支援する居住サポート事業＊

を実施し、退院や退所の促進や地域での自立生活を支援します。 
知的障害または精神障害のある人に対する成年後見制度の利用を支援しま

す。 



第４章 障害福祉 

 187

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

障害者相談支援事業実施か所

見込数（か所） 
2 2 2 2 3 4

障害者相談支援事業延べ利用

者見込数（人分/年） 
30,000 31,000 32,000 51,000 53,000 55,000

相談支援機能強化事業実施か

所見込数（か所） 
0 0 0 0 1 1

地域自立支援協議会実施見込 無 有 有 有 有 有

居住サポート事業実施見込 無 有 有 有 有 有

居住サポート事業利用者見込

数（人/年） 
0 7 10 12 24 24

成年後見制度利用支援事業実

施見込 
無 有 有 有 有 有

成年後見制度利用支援事業利

用者見込数（人/年） 
0 1 2 2 2 2

実 

績 

障害者相談支援事業実施か所

数（か所） 
2 2 2 2 3 3

障害者相談支援事業延べ利用

者数（人分/年） 
41,771 49,611 54,797 56,648 54,185 55,089

相談支援機能強化事業実施か

所数（か所） 
0 0 0 0 1 1

地域自立支援協議会実施の有

無 
無 有 有 有 有 有

居住サポート事業実施の有無 無 有 有 有 有 有

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
0 0 5 11 15 14

成年後見制度利用支援事業実

施の有無 
無 有 有 有 有 有

成年後見制度利用支援事業利

用者数（人/年） 
0 1 0 0 3 1

居住サポート事業利用者数、成年後見制度利用支援事業利用者数：年間のサービス

利用の実人員数 
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② コミュニケーション支援事業 
 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

手話通訳者派遣延べ利用者見込数 

（人分/月） 
４５ ４５ ４５

要約筆記者派遣延べ利用者見込数 

（人分/月） 
１４ １４ １４

手話通訳者配置見込数（人） ２ ２ ２

 
○手話通訳の利用者数、配置数及び要約筆記の利用者数について、これまでの実績と

需要をもとに見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

手話通訳者派遣延べ利用者 

見込数（人分/月） 
43 48 48 48 48 48

要約筆記者派遣延べ利用者 

見込数（人分/月） 
0 11 11 11 11 11

手話通訳者配置見込数（人） ― ― ― 2 3 4

実 

績 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
37 39 48 45 41 44

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
0 7 10 10 10 13

手話通訳者配置数（人） ― ― 3 2 2 2

手話通訳者派遣延べ利用者、要約筆記者派遣延べ利用者数：月々の延べ利用者数の

平均人数 

聴覚その他の障害のため意思疎通に支障がある障害のある人とその他の人との

意思疎通を仲介する手話通訳者の派遣等を行い、意思疎通の円滑化を図ります。 
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③ 日常生活用具給付等事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

介護訓練支援用具給付件数（件/年） ２０ ２５ ３０

自立生活支援用具給付件数（件/年） ７５ ８０ ８５

在宅療養等支援用具給付件数（件/年） ３５ ４０ ４５

情報・意思疎通支援用具給付件数（件/年） ６０ ６５ ７０

排泄管理支援用具給付件数（件/年） ４,１００ ４,３０５ ４,５１５

住宅改修費（件/年） １１ １１ １１

 

○各支援用具について、耐用年数及び給付実績から見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

介護訓練支援用具（件/年） 23 25 27 18 27 30

自立生活支援用具（件/年） 52 60 63 84 63 71

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
20 22 25 24 25 31

情報・意思疎通支援用具 

（件/年） 
80 90 95 74 95 105

排泄管理支援用具（件/年） 1,752 3,540 3,630 3,564 3,630 3,900

住宅改修費（件/年） 12 15 16 12 16 18

実 

績 

介護訓練支援用具（件/年） 9 20 20 26 15 20

自立生活支援用具（件/年） 17 30 67 79 73 75

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
16 25 29 41 31 30

情報・意思疎通支援用具 

（件/年） 
40 68 60 53 54 56

排泄管理支援用具（件/年） 1,537 3,601 3,431 3,710 3,893 4,010

住宅改修費（件/年） 7 9 11 11 11 11

重度障害のある人に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付すること等

によって、日常生活の便宜を図ります。 
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④ 移動支援事業 
 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

移動支援事業利用者見込数（人／月） ３７０ ３９５ ４２０

移動支援事業延べ利用時間見込数 

（時間分／月） 
６,２９０ ６,７１５ ７,１４０

移動支援事業実施か所見込数（か所） ８５ ９０ ９５

障害者福祉会館バス延べ利用者見込数 

（人分／年)  
２,７１０ ２,７６０ ２,７９０

障害者福祉会館バス延べ運行実施見込

回数（回／年） 
２,０１６ ２,０１６ ２,０１６

○これまでの利用実績から見込量を算出します。 
○障害者福祉会館バス事業は、同会館など区内の福祉施設を利用する障害のある人の

交通手段として、平成 20 年度から移動支援事業に位置付けています。 
 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

移動支援事業利用者見込

数（人/月） 
221 238 246 310 313 315

移動支援事業延べ利用時

間見込数（時間分/月） 
5,248 5,716 5,798 5,977 5,987 5,998

移動支援事業区内実施か

所見込数（か所） 
50 50 50 70 70 70

障害者福祉会館バス延べ

利用者見込数（人分/年） 
― 3,083 3,083 4,000 4,000 4,000

障害者福祉会館バス延べ

運行実施見込回数（回/年） 
― 147 147 1,769 1,769 1,769

実 

績 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
220 244 311 329 447 408

移動支援事業利用時間数 

（時間分/月） 
5,041 5,612 6,158 6,143 6,682 6,910

移動支援事業区内実施か

所数（か所） 
67 73 67 70 79 83

障害者福祉会館バス延べ

利用者数（人分/月） 
― ― 2,449 2,573 2,658 2,684

障害者福祉会館バス延べ

運行実施回数（回/年） 
― ― 1,758 1,714 1,708 1,712

移動支援事業利用者数：月々の利用実人員の平均人数

障害のある人等が円滑に外出することができるよう、移動を支援します。 
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⑤ 地域活動支援センター事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １,３８５ １,４３５ １,４８５

利用者見込数（人） ５８ ６１ ６４

区内事業実施か所見込数（か所） ２ ２ ２

 

○利用者数は年々増加傾向にあります。これまでの実績をもとに見込量を算出します。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
700 700 700 700 700 900

利用者見込数（人） 35 35 35 35 35 45

区内実施か所見込数（か所） 2 2 2 2 2 3

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 725 609 1,180 1,241 1,309 1,335

利用者数（人） 43 44 58 44 35 49

区内実施か所数（か所） 2 2 2 2 2 2

利用者数：月々の利用実人員の一月当たりの平均人数 

 

 

障害のある人に対し、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促

進等を行う通所型施設として、地域生活を支援します。 



第４章 障害福祉 

 192

⑥ 日中一時支援事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ３０ ３０ ４０

区内事業実施か所見込数（か所） ３ ３ ４

 

○一時的な見守りのサービスを確保するため、短期入所施設の活用による整備を見込

みます。 
○利用者数、区内実施か所数の実績をもとに、施設数の増を勘案し、利用者数の見込

量を算出します。 
 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
5 30 40 40 50 60

区内実施か所見込数（か所） 1 4 5 4 5 6

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
2 4 5 8 14 14

区内実施か所数（か所） 1 1 1 2 2 2

 

障害のある人等の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援及び障害者等

を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援を行います。 
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⑦ 訪問入浴サービス事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ８３ ９４ １０７

区内事業実施か所見込数（か所） ４ ４ ４

 

○これまでの増加傾向と需要を勘案し、利用者数の見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
140 150 160 80 100 100

区内実施か所見込数（か所） 1 1 1 3 3 3

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 78 52 49 54 60 76

区内実施か所数（か所） 1 1 3 3 3 4

 

 

地域における障害のある人の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴

サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。 
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⑧ 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業 
 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

更生訓練費支給者見込数（人/年） ３０ ３０ ３０

施設入所者就職支度金給付者見込数 

（人/年） 
５ ５ ５

 

○これまでの実績を踏まえて利用者数の見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

更生訓練費支給者見込数 

（人/年） 
― 30 30 24 27 30

施設入所者就職支度金給

付者見込数（人/年） 
― 3 15 20 22 27

実 

績 

更生訓練費支給者数 

（人/年） 
― 27 39 30 21 21

施設入所者就職支度金給

付者数（人/年） 
― 0 1 3 4 4

更生訓練費支給者数、施設入所者就職支度金給付者数：年間の給付者数 

 

就労移行支援事業または自立訓練事業を利用している障害のある人に対し、社

会復帰促進のために更生訓練費を支給します（給付要件あり）。また、就労移行支

援事業・就労継続支援事業の利用者で、就職等により自立する人に対し、社会復

帰促進のために施設入所者就職支度金給付を支給します。 
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⑨ 自動車運転免許取得・改造助成事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

利用者見込数（人/年） ６ ６ ６

 

○これまでの実績を踏まえて利用者数の見込量を算出します。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 
利用者見込数（人/年） 5 5 5 5 5 5

実 

績 
利用者数（人/年） 4 4 4 2 6 6

利用者数：年間の利用実人員 

自動車運転免許取得及び改造に要する経費の一部を助成し、地域生活を支援しま

す。 
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⑩ 声の区報等発行事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

声の区報等送付見込人数（人/月） ５５ ５５ ５５

 

○これまでの実績を踏まえ、見込量を算出します。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

声の区報等送付見込人数 

（人/月） 
76 76 76 76 76 76

実 

績 

声の区報等送付人数 

（人/月） 
66 65 64 56 49 55

声の区報等送付人数：月々の送付人数の一月当たりの平均数 

 

視覚障害のある人のために、区報と教育だよりを音訳し、テープやＣＤに録音し

たものを定期的に配付します。 
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⑪ 手話奉仕員養成事業 
 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

養成研修利用者見込数（人/年） １９０ １９０ １９０

応用コース修了者見込数（人/年） ２５ ２５ ２５

 

○これまでの実績を勘案し利用者数等の見込量を見込みます。 
 

 

【第１期、第２期計画実績】             ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

養成研修利用者見込数 

（人/年） 
190 190 190 190 190 190

応用コース修了者見込数 

（人/年） 
23 25 25 23 25 25

実 

績 

養成研修利用者数 

（人/年） 
172 137 198 153 136 114

応用コース修了者数 

（人/年） 
45 14 23 23 30 23

 

聴覚障害のある人等との交流活動の促進などの支援者として期待される日常会

話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 
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⑫ 精神障害回復者社会生活適応訓練事業（デイケア） 
 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２４年度 ２５年度 ２６年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １５０ １６０ １７０

 

○精神障害のある人の自立に向けて、対象者の見直しや利用期限の設定、事業の再編

を行った結果、利用者数は減少しましたが、きめ細かな充実した支援を行っていき

ます。 

○事業については、一層効率的な運営を目指します。 

 

 

【第１期、第２期計画実績】              ※平成23年度実績は見込値 

  18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
― 480 480 350 370 400

実 

績 
延べ利用者数（人日分/月） ― 301 263 196 143 133

 

退院直後など、地域での生活が困難な精神障害回復者に対して、レクリエーシ

ョン、スポーツ、創作活動、社会生活技能訓練、社会資源の見学等の様々な訓練

プログラムを提供し、地域での自立生活や就労のための支援を行います。（利用者

の要件有・有期限） 
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用語解説集 

あ行 

アウトリーチ 

地域に出向いての実態調査やサービス調整 

アセスメント 

介護サービス利用者等の身体機能や環境などを事前に把握、評価することで、

ケアプランの作成等、今後の支援に必要な見通しをたてるために必要な評価の

こと。 

一般就労 

通常の雇用形態のことで、労働基準法及び最低賃金法に基づく雇用関係による

企業への就労（企業的就労）をいう。これに対し、一般就労が困難な障害のあ

る人のために福祉的な観点から配慮された環境での就労で、最低賃金は保障さ

れず、施設の利用者としての就労を福祉的就労という。 

か行 

介護保険施設 

介護保険法に基づいて都道府県知事の指定を受けた、介護保険サービスが利用

可能な施設。介護保険施設には、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、介

護老人保健施設、介護療養型医療施設の３種類がある。 

介護予防 

介護を要する状態になることを予防すること、または状態の悪化を予防するこ

と。 

介護予防・日常生活支援総合事業 

介護保険法の改正により創設されたサービスで、市区町村の判断により、要支

援者・介護予防事業対象者を対象として、利用者の状態像や意向に応じて、介

護予防、生活支援（配食、見守り等）、権利擁護、社会参加も含めて総合的で多

様なサービスを提供することができる。 

介護療養型医療施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者のうち長期の療養を必要と

する要介護者に対し、医学的な管理のもとに、介護やその他の世話、機能訓練、

療養上の管理・看護などを行うことを目的とする施設。 
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者について、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世

話を行うことを目的とする施設。特別養護老人ホームとは、老人福祉法による

名称。 

介護老人保健施設 

介護保険法による施設サービスの一つで、要介護者について、看護、医学的管

理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を

行うことを目的とする施設をいう。 

居住サポート事業 

一般賃貸住宅への入居が困難な精神障害のある人に対して、入居に必要な調整

等の支援や、精神障害のある人の地域生活の支援に関して関係機関との連絡調

整を行う。 

居宅介護 

居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事

並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。 

緊急一時宿泊事業 

家庭内の事情、災害、介護者の急病等により介護を受けられないこと、社会適

応が困難なこと等の理由により在宅での生活が困難な高齢者について、区内の

特別養護老人ホームにおいて緊急に一時的な宿泊をさせるとともに適切なサー

ビスの調整を図ることにより高齢者の在宅での生活を支援することを目的とす

る事業。 

グループホーム（共同生活援助） 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居している障害のある人に

ついて相談その他の日常生活上の援助を行う。 

ケアホーム（共同生活介護） 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居している障害のある人に

ついて、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活

等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日

常生活上の世話を行う。 

ケアマネジャー 

介護支援専門員の通称で、介護保険法に基づき、要介護者や要支援者、家族か

らの相談に応じて要介護者等が心身の状況に応じた適切なサービスを利用でき

るよう、支援する職種。サービス事業者などとの連絡調整を行い、要介護者等

のケアプランを作成する業務を担う。 
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ケアマネジメント 

さまざまな保健福祉サービスを必要とする人に対し、その人の相談にのり、最

適なプランをたてて計画的に自立や機能維持、在宅生活を支えていくことをい

う。 

軽費老人ホーム 

無料又は低額な料金で、身体機能の低下等により自立した日常生活を営むこと

について不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが

困難なものを入所させ、食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活

上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施

設を軽費老人ホームという。なお、中野区を含む一部の大都市圏においては、

軽費老人ホームの基準を大きく緩和した「都市型軽費老人ホーム」を設置する

ことができる。 

健康寿命 

認知症や寝たきりにならない状態で生活できる期間のことをいう。現在では、

単に寿命の延伸だけでなく、この健康寿命をいかに延ばすかが大きな課題とな

っている。 

健康づくり公園 

幅広い世代の区民が身近に健康づくりに取り組める場所を提供するため、高齢

者施設近傍で健康器具を設置するなどしている公園をいう。同公園では、体操

指導等などの事業を行っている。 

高次脳機能障害 

交通事故で脳が損傷を受けた場合などに発生する、言語、記憶、及び行動など

に関わる障害で、就労など日常生活への影響が課題となっている。 

交通バリアフリー整備構想 

交通・移動環境の整備によるバリアフリー化を進めるために、行政や公共交通

事業者などが取り組む内容を取りまとめたものが「中野区交通バリアフリー整

備構想（平成 17 年策定）」。なお、この構想は、バリアフリー法で定める「移動

円滑化基本構想」に該当する。 

誤嚥性肺炎 

細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎。咳反射や嚥下反射が低下

すると、知らない間に細菌が唾液と共に肺に流れ込み、この細菌が肺の中で増

殖して誤嚥性肺炎が起こる。 
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さ行 

施設入所支援 

施設に入所する障害のある人について、主として夜間に、入浴、排せつ及び食

事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援

を行う。 

児童デイサービス 

障害のある児童について、知的障害児施設、肢体不自由児施設等に通わせ、日

常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う。なお、

平成 23 年度までは障害者自立支援法のサービスであるが、平成 24 年度からは

児童福祉法に基づくサービス（児童発達支援）になる。 

社会貢献型後見人 

通常、後見業務を担っている親族や弁護士等の専門家以外に、成年後見制度の

趣旨と内容を理解し、社会貢献的な精神で担ってもらう人を、東京都では「社

会貢献型後見人」と称して養成している。 

社会福祉協議会 

社会福祉の増進を図るために組織された民間団体で、社会福祉の基本的な事項

を定めている社会福祉法に規定されている。地域福祉事業推進の中心的役割を

担っている。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せ

つ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談

及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を

総合的に行う。 

就労移行支援 

就労を希望する 65 歳未満の障害のある人で、通常の事業所に雇用されることが

可能と見込まれる方について、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、

就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、

その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相

談、その他の必要な支援を行う。 

就労継続支援Ａ型（雇用型） 

企業等に就労することが困難だが継続的に就労することが可能な 65 歳未満の

障害のある人に対し、雇用契約に基づき、生産活動その他の活動の機会の提供、

その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要

な支援を行う。 
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就労継続支援Ｂ型（非雇用型） 

企業等に就労することが困難な障害のある人に対し、生産活動その他の活動の

機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、

その他の必要な支援を行う。 

障害者自立支援協議会 

障害のある人が障害のない人と共に暮らせる地域をつくるため、障害福祉に係

る関係機関が情報を共有し、地域の課題解決に向け協議を行うための会議体。

具体的には相談支援事業所の評価、困難事例の協議、障害福祉関係機関のネッ

トワークづくり、障害福祉計画の進捗状況の評価などを行う。 

小規模多機能型居宅介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者の心身の状況や置か

れている環境に応じ、また、自らの選択に基づいて、居宅にサービス事業者が

訪問し、又はサービス拠点に通所や短期間宿泊してもらい、入浴、排せつ、食

事などの介護、その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うサービス。 

ショートステイ（短期入所生活介護） 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、施

設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。 

食育 

健康で生き生きとした生活のために、正しい食事のあり方や望ましい食習慣を

身につけるとともに、食を通じて豊かな心の育成や社会性を育てていくことを

めざす取り組み・考え方。 

自立支援センター 

特別区と東京都が共同で実施する路上生活者自立支援事業に基づき、路上生活

者の就労自立に向けて、職業相談、生活相談、健康相談、心理相談、住宅相談、

法律相談などを行う施設。 

生活介護 

常時介護が必要な障害のある人に、障害者支援施設等において、主として昼間、

入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に

関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活

動の機会の提供その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行

う。 

生活習慣病 

生活習慣が発症原因に深く関与していると考えられている疾患の総称をいう。

具体的には、がん、脳血管疾患、心臓病、糖尿病などが指摘されている。 
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生活寮 

福祉作業所等に通所し、又は就労している知的障害のある人に対し生活の場を

提供し、地域社会での自立生活を助長するとともに、障害のある人の緊急一時

保護を行うことを目的とした施設。 

成年後見制度 

判断能力の不十分な成年者（認知症高齢者、知的障害のある人、精神障害のあ

る人）を保護・支援するための制度。家庭裁判所が成年後見人を選ぶ法定後見

制度と自らがあらかじめ成年後見人を選んでおく任意後見制度がある。成年後

見人が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をした

り、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ない

でした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保

護・支援する。 

た行 

短期入所 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、短期間の入所を必

要とする障害のある人について、障害者支援施設等において、入浴、排せつ及

び食事その他の必要な保護を行う。 
このサービスは介護を受けられない緊急時等に、地域での生活を支えるサービ

スとなっている。 

地域医療確保計画 

新型インフルエンザをはじめとした感染症による健康危機に対し、その健康被

害を最小限に抑えるため、発生段階に応じて適切な医療を提供できる体制の整

備をすすめることを目的として策定する計画。 

地域支援事業 

介護保険の被保険者が要介護状態又は要支援状態となることを予防するととも

に、要介護状態となった場合においても、可能な限り、地域において自立した

日常生活を営むことができるようにすることを目的とした事業。 

地域包括支援センター 

介護保険法で定められた、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介

護予防マネジメントなどを総合的に行う機関で、各区市町村に設置される。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護保険法の改正により新たに創設されたサービスであり、日中・夜間を通し

て、訪問介護と訪問看護が一体的又は密接に連携しながら、短時間の定期巡回

型訪問と随時の対応を行う。 
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特定健診（特定健康診査） 

平成 20 年４月から始まった健康診査で、生活習慣病予防のためにメタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した検査項目になっている。実施年度

において 40 歳から 74 歳となる医療保険の加入者が対象。 

特定高齢者 

65歳以上で生活機能が低下し、近い将来介護が必要となるおそれがある高齢者。

現在は、「二次予防事業対象者」という。 

特定施設入居者生活介護 

介護保険法によるサービスの一つで、要介護者又は要支援者について、介護保

険の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウスなどに入居させ、当該施設にお

いて入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行

うことをいう。 

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のある従業員数の割合）の算定におい

て親会社の一事業所とみなされる子会社。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

のある人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てい

る。 

な行 

なかの里・まち連携（事業） 

地方の都市と大都市（中野区）の両者が、お互いの強みを生かして弱みを補う

ことによって課題の解決を目指し、豊かで持続可能な地域社会をつくるため、

これまでの自治体間交流の枠を越え、民間活力を利用したさまざまな連携事業。 

難病 

症例数が少なく原因不明で治療方法が確立しておらず、生活面への長期にわた

る支障がある疾患のこと。 
国は対策として、①調査研究の推進（難治性疾患克服研究事業）、②医療施設等

の整備、③地域における保健・医療福祉の充実、④ＱＯＬ（生活の質）の向上

を目指した福祉施策の推進、⑤一部の疾患についての医療費の自己負担の軽減、

などを行っている。 
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日常生活圏域 

高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよう

に、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービ

スを提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、地域の特性に応じ

て区内を区分したもの。 

認知症 

いろいろな原因で脳の細胞の働きが失われたり、働きが悪くなったためにさま

ざまな障害が起こり、生活するうえで支障が出ている状態（およそ６か月以上

継続）を指す。 
認知症を引き起こす病気のうち、もっとも多いのは、脳の神経細胞が脱落する

「変性疾患」と呼ばれる病気であり、アルツハイマー病、前頭側頭型認知症、

レビー小体型認知症などがこの「変性疾患」にあたる。続いて多いのが、脳梗

塞、脳出血、脳動脈硬化などのために、神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らな

くなり、その結果その部分の神経細胞の働きが失われたり、神経のネットワー

クが壊れてしまう血管性認知症である。 

認知症高齢者の日常生活自立度 

高齢者の認知症の程度とそれによる日常生活の自立度を客観的に把握するため、

介護保険制度の要介護認定などに使用されている指標。日常生活自立度判定基

準は以下の表のとおり。 
Ⅰ 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内および社会的にほぼ自立

している。 
Ⅱａ 家庭外で、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難

さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 
Ⅱｂ 家庭内でも、上記Ⅱａの状態が見られる。 
Ⅲａ 日中を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎

通の困難さが見られ、介護を必要とする。 
Ⅲｂ 夜間を中心として、日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎

通の困難さが見られ、介護を必要とする。 
Ⅳ 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に

見られ、常に介護を必要とする。 
Ｍ 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患（意思疎通が全くで

きない寝たきり状態）が見られ、専門医療を必要とする。 

認知症対応型共同生活介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に対し、共同生

活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世

話及び機能訓練を行うことをいう。 
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認知症対応型通所介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、認知症高齢者に対し、デイサ

ービスセンターに通わせ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の

世話及び機能訓練を行うことをいう。 

は行 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多

動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢に

おいて発現する障害。 

バリアフリー 

高齢者・障害のある人などが社会生活をしていく上で、物理的、社会的、制度

的、心理的な障壁、情報面での障壁などすべての障壁（バリア）を除去する必

要があるという考え方。 

ピアカウンセリング 

障害のある人に対して同じく障害のある人が相談に乗り、悩みや問題を相談者

自身の力で克服できるように援助を行う。 

ヒブ（Hib） 

真正細菌であるインフルエンザ菌(Haemophilus influenzae)b 型の略称。 

福祉オンブズマン 

区民から寄せられる保健福祉サービスの苦情に公正・中立な専門家の立場で関

係事業所等の調査を行い、必要な場合には是正措置を求める等、サービス利用

者の権利を擁護する制度。 

福祉有償運送 

身体障害のある人や要介護者など、一人では公共交通機関を利用することが困

難な移動制約者に対して、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスを提供するこ

とを目的として、ＮＰＯ法人、公益法人、社会福祉法人等が行う福祉輸送サー

ビス。 

放課後等デイサービス 

児童福祉法によるサービスの一つで、学校（幼稚園及び大学を除く）に就学し

ている障害のある児童について、授業の終了後または休業日に児童発達支援セ

ンター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流

の促進その他の便宜を供与すること。 
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訪問介護 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、そ

の居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家

事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助。 

訪問看護 

介護保険法による居宅サービスの一つで、要介護者又は要支援者について、そ

の居宅において、看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助。 

ま行 

民間福祉サービス紛争調停制度 

高齢者や障害のある人、子ども等のための民間福祉サービスで、利用者と事業

者の間で起きたトラブルについて解決するための制度。事業者と話し合いを重

ねても解決できない場合など、区長に対して調停の申請を行うことができる。 

民生児童委員 

民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱され、地域の人々の福祉に関する

問題（生活上の問題、高齢者・障害者福祉等福祉全般)についての相談を受ける

人。児童福祉法による児童委員も兼ねており、児童の福祉に関する相談にも応

じている。 

メタボリックシンドローム 

内臓脂肪症候群。腹部の内臓周囲に脂肪が蓄積するとともに、高血糖、高血圧、

高脂血症の３項目のうち２項目以上あてはまる場合を指す。このような状態だ

と、虚血性心疾患、脳血管疾患などの動脈硬化性疾患に進展する可能性が大き

くなる。 

や 

夜間対応型訪問介護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、要介護者に対し、夜間におい

て、定期的な巡回訪問により、又は通報を受け、その者の居宅において入浴、

排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う。 

ユニバーサルデザイン 

障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をはじめからデザインし、ものやサービス提供などに配慮す

る考え方。 
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ら行 

リスクコミュニケーション 

リスク分析の全過程において、リスク管理機関、リスク評価機関、消費者、生

産者、流通業者、小売業者などの関係者がそれぞれの立場から相互に情報や意

見を交換すること。 

レジオネラ症 

自然界の土壌や湖沼などに生育している、レジオネ属菌が原因で発症する感染

症。冷却塔の冷却水、循環型浴槽、循環給湯、プールなどで維持管理が不十分

な場合に、温度や栄養分などの条件が整うと繁殖することがある。レジオネラ

症は抵抗力の弱い人がかかりやすく、重症の場合には死亡することもあるレジ

オネラ肺炎と、インフルエンザと似た症状を示し数日で軽快するポンティアッ

ク熱とがある。 

レスパイトケア 

障害のある人や要介護等認定者などを介護する家族などを一時的に一定の時間

介護から開放することにより、常日頃の介護からのストレスや疲れを回復させ

ようとする援助・サービスのこと。 

アルファベット 

ＡＥＤ（自動体外式除細動器） 

心臓発作などで心停止した人に、電気ショックを与えて心臓のリズムを回復さ

せる装置。患者の胸に電極パッドを装着し、音声メッセージに沿って誰でも安

全に操作ができる。 

ＣＰＩＴＮコード 

歯周（歯肉、歯ぐき等）の状態を示す指標で、専用の探針（プローブ）を用い

て、歯肉出血・歯周ポケット・歯石の 3 指標により、コード０～４の５段階で

評価する。 

ＤＯＴＳ（ドッツ） 

ＷＨＯ（世界保健機構）が提唱している結核抑圧のための戦略。薬を患者に任

せるのではなく、患者が服用するのを医療従事者が目の前で確認し、服用を支

援する治療法。 

e‐ラーニング（イーラーニング e-learning） 

情報技術を用いて行う学習のこと。 

ＨＡＣＣＰ 

材料の受け入れから出荷まで、すべての工程における監視や記録を行なうこと。 
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ＭＲ 

麻しん（ましん、はしか：Measles）と風しん（ふうしん：Rubella）を英語の

頭文字で略したもので、ＭＲとは、麻しん・風しんの混合ワクチンを意味して

いる。 

ＮＰＯ 

Non Profit Organization（非営利団体）の略で、営利を目的としない（利益を

構成員に分配しない）民間団体の総称。狭義のＮＰＯ法人だけでなく、任意団

体も含まれる。 

ＱＦＴ検査 

QFT 検査（クォンティフェロン TB-3G 検査）とはツベルクリン反応検査にかわ

る検査法で、採血によって速やかに結核の感染について評価できる検査。 

Ｕ18 プラザ 

児童館の機能を拡充し、乳幼児から中高生までの子どもたちの活動や体験を支

え、年齢に応じた育成活動の充実に向けた取り組みを展開していく施設。 
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