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はじめに  

日本が直面している社会の急速な高齢化は、長寿社会の実現というわれわれ人類の

長年の願いがかなえられた結果とも言えますが、それに伴う新たな課題として、現在、

年金、医療、介護などの社会保障制度の持続可能性が問われています。今後は、年齢、

性別や障害の有無等にかかわらず、すべての人がその意欲や能力に応じて貢献し支え

あう全員参加型社会の実現が必要です。 

中野区健康福祉総合推進計画 2015 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。 

今回の計画では、区民全体に関わる大きな取り組みとして二つの視点を盛り込んで

います。一つは、活力ある地域社会を実現する基礎となる区民全体の健康増進に向け、

健康づくり・スポーツムーブメントを推進すること。もう一つは、地域の見守り、支

えあいに加えて、地域の関係者や多職種・多機関が協働して医療と介護を提供する地

域包括ケア体制を構築することです。 

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、地域ケア

会議の設置、認知症の早期発見・早期対応事業の充実、在宅療養を推進するための体

制整備、多機能型障害者施設の設置、障害児通所支援施設の整備による児童発達支援

事業及び放課後等デイサービス事業、一時保護事業の拡充を盛り込むなど、区の厳し

い財政状況の中でも、課題への対応を着実に行ってまいります。 

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りたいと考えてお

りますので、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、区の附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の皆様をはじめ、審議会委員の皆様に心

から厚くお礼申し上げます。 

 

平成２７年３月 

 

中野区長     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

 

目  次 

第１部 計画の理念と基本目標 ............................................................................... 1 

１ 「健康福祉都市なかの」の理念と基本目標 ................................................ 2 

（１） 実現をめざす「健康福祉都市なかの」のまちの姿 ...........................2 

（２） 「健康福祉都市なかの」の４つの理念 .............................................3 

（３） 基本目標 ...........................................................................................4 

２ 中野区が目指す包括的な地域ケアの将来像 ................................................ 7 

（１） すべての区民を対象とする地域包括ケアシステム ...........................7 

（２） 計画における地域包括ケアシステムの位置づけ ...............................8 

３ 計画の概要 ................................................................................................ 9 

（１） 計画の性格について .........................................................................9 

（２） 計画の構成（章立て） .................................................................... 10 

（３） 計画の期間と進捗状況の確認 ......................................................... 10 

４ 中野区を取り巻く状況、10 年後の姿 ....................................................... 12 

（１） 人口の推移と予測 ........................................................................... 12 

（２） 世帯数の推移 .................................................................................. 13 

（３） 高齢者世帯数の推移 ....................................................................... 13 

（４） 死亡要因 ......................................................................................... 14 

（５） 健康状態について ........................................................................... 14 

（６） 介護保険被保険者数の推移と予測 .................................................. 15 

（７） 介護保険要支援・要介護認定者数の推移と予測 ............................. 16 

（８） 認知症が疑われる高齢者の割合 ...................................................... 17 

（９） 認知症についての理解度 ................................................................ 18 

（10） 日常生活圏域について .................................................................... 19 

（11） 区内介護保険施設の状況 ................................................................ 20 

（12） 介護保険施設等入所者数 ................................................................ 21 

（13） 身体障害者手帳所持者数の推移 ...................................................... 22 

（14） 愛の手帳所持者数の推移 ................................................................ 22 

（15） 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 ....................................... 23 

（16） 定期的に収入がある障害のある人の就労形態 ................................ 23 

（17） 区内障害者施設の状況 .................................................................... 24 

（18） 生活保護の被保護世帯数・被保護人員及び保護率 ......................... 25 

（19） 世帯類型別にみた生活保護の被保護世帯 ....................................... 25 

（20） 地域の活動への参加状況 ................................................................ 26 

（21） 近所とのつきあい ........................................................................... 27 



II 

 

第２部 個別施策の展開 ....................................................................................... 28 

第１章  健 康 医 療 ..................................................................................... 30 

第１節 個別施策 ........................................................................................... 32 

課題１ 生活習慣病予防と健康増進 .............................................................. 32 

＜施策１＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 ..................................... 34 

＜施策２＞健康を維持・増進する「食」の推進 ......................................... 36 

＜施策３＞こころの健康づくり .................................................................. 38 

課題２ 「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進 ............................. 39 

＜施策１＞健康づくりのための運動・スポーツ ......................................... 40 

＜施策２＞区民が主体的に取り組む健康づくり ......................................... 41 

＜施策３＞スポーツ競技力の向上 .............................................................. 42 

課題３ 健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり ............................. 43 

＜施策１＞健康不安のないくらしの維持 .................................................... 46 

＜施策２＞くらしの衛生が守られるまちの推進 ......................................... 48 

第２章  地 域 福 祉 ..................................................................................... 50 

第１節 個別施策 ........................................................................................... 52 

課題１ 社会参加の機会拡充 ........................................................................ 52 

＜施策１＞幅広い区民の社会参加促進 ....................................................... 53 

＜施策２＞生きがいづくりの支援 .............................................................. 54 

課題２ 地域支えあい活動の推進 ................................................................. 55 

＜施策１＞保健福祉の地域での連携体制の確立 ......................................... 57 

＜施策２＞すこやか福祉センターの機能充実・整備 .................................. 59 

＜施策３＞災害時避難行動要支援者対策 .................................................... 60 

課題３ 生活の安定と自立への支援 .............................................................. 61 

＜施策１＞生活の安定と自立への取り組み支援 ......................................... 62 

課題４ ユニバーサルデザインのまちづくり ............................................... 63 

＜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 ..... 65 

課題５ 権利擁護の推進 ............................................................................... 67 

＜施策１＞権利擁護の推進 ......................................................................... 68 

第３章  高 齢 福 祉 ..................................................................................... 70 

第１節 個別施策 ........................................................................................... 72 

課題１ 認知症対策と虐待防止 ..................................................................... 72 

＜施策１＞認知症のある人・家族への支援 ................................................ 74 

＜施策２＞高齢者の虐待防止 ...................................................................... 76 

課題２ 在宅医療と介護の連携 ..................................................................... 78 

＜施策１＞在宅医療・介護連携体制の推進 ................................................ 79 



III 

 

＜施策２＞在宅療養に関する理解促進 ....................................................... 80 

課題３ 総合的な介護予防・生活支援 .......................................................... 81 

＜施策１＞総合的な介護予防・生活支援の推進 ......................................... 82 

課題４ 在宅生活支援のための基盤整備 ...................................................... 84 

＜施策１＞在宅生活を支援するサービスの充実 ......................................... 86 

＜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 ................ 88 

＜施策３＞入所型施設の整備促進 .............................................................. 90 

課題５ 介護保険制度の適正な運営 .............................................................. 91 

＜施策１＞介護保険制度の適正な運営 ....................................................... 94 

＜施策２＞介護サービス事業者の支援と質の向上 ..................................... 97 

第２節 介護サービス等の見込量 .................................................................. 99 

１ 第６期(平成２７～２９年度)の介護保険料見込みについて ................. 99 

２ 介護給付・介護予防給付の見込量 ..................................................... 101 

（１）介護給付の見込み ......................................................................................... 101 

（２）介護予防給付の見込み .................................................................................. 102 

３ 介護給付・介護予防給付の見込み ..................................................... 103 

（１）居宅サービス ................................................................................................ 103 

（２）居住系サービス .............................................................................................. 116 

（３）地域密着型サービス ...................................................................................... 117 

（４）施設サービス ................................................................................................ 124 

４ 地域支援事業の見込み ....................................................................... 127 

（１）介護予防事業（平成２７年度まで） ............................................................ 127 

（２）介護予防・日常生活支援総合事業（平成２８年度から） ........................... 130 

（３）包括的支援事業 ............................................................................................. 132 

（４）任意事業........................................................................................................ 135 

５ 特別給付事業の見込み ....................................................................... 138 

（１）短期入所（ショートステイ）送迎 ............................................................... 138 

（２）寝具乾燥サービス ......................................................................................... 139 

（３）訪問理美容サービス ..................................................................................... 140 

第３節 介護保険事業費の見込み及び保険料 ............................................... 141 

１ 介護保険給付費等の見込み ................................................................ 141 

２ 介護保険財政 ..................................................................................... 142 

３ 保険料基準額の設定方法 .................................................................... 143 

（１）段階別介護保険料設定について（１５段階の実施と料率の見直し） ............... 143 

（２）介護給付費準備基金の活用 .......................................................................... 143 

（３）新たな公費の活用 ......................................................................................... 143 

４ 保険料基準額 ..................................................................................... 145 

５ 第６期事業計画期間中の介護保険料 .................................................. 145 



IV 

 

第４章  障 害 福 祉 ................................................................................... 148 

第１節 個別施策 ......................................................................................... 150 

課題１ 相談支援の充実 ............................................................................. 150 

＜施策１＞基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制の整備・体制強化 ....... 153 

＜施策２＞計画相談支援の対象者拡大への体制整備とサービス等利用計画の質の向上 ........... 155 

＜施策３＞障害者の権利擁護の推進 ......................................................... 156 

課題２ 地域生活の支援 ............................................................................. 158 

＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 ....................................... 160 

＜施策２＞自立生活を支えるためのサービスの確保 ................................ 162 

課題３ 就労の支援 ..................................................................................... 165 

＜施策１＞就労機会の拡大 ....................................................................... 167 

＜施策２＞一般就労に向けた支援の強化 .................................................. 168 

＜施策３＞障害者就労施設における工賃の向上 ....................................... 170 

課題４ 障害や発達に課題のある子どもへの支援 ...................................... 171 

＜施策１＞障害や発達に課題のある子どもへのサービスの拡充 .............. 173 

第２節 第４期中野区障害福祉計画 ............................................................. 174 

１ 障害福祉計画の概要 ........................................................................... 174 

（１）計画の位置付け ............................................................................................. 174 

（２）計画の目的 .................................................................................................... 174 

（３）計画策定の基本的な考え方 .......................................................................... 175 

（４）計画の期間 .................................................................................................... 175 

（５）成果目標とサービスの必要な量の見込み .................................................... 175 

２ 成果目標（平成２９年度の目標設定を行う主要項目） ..................... 176 

（１）地域生活への移行の促進 .............................................................................. 176 

（２）一般就労の支援 ............................................................................................. 182 

３ 事業及び必要な量の見込み ................................................................ 185 

（１）訪問系サービス ............................................................................................. 185 

① 居宅介護 ......................................................................................................... 185 

② 重度訪問介護 .................................................................................................. 186 

③ 同行援護 ......................................................................................................... 187 

④ 行動援護 ......................................................................................................... 188 

⑤ 重度障害者等包括支援 ................................................................................... 189 

（２）日中活動系サービス ..................................................................................... 190 

① 生活介護 ......................................................................................................... 190 

② 自立訓練（機能訓練） ................................................................................... 191 

③ 自立訓練（生活訓練） ................................................................................... 192 

④ 就労移行支援 .................................................................................................. 193 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） ................................................................................... 194 



V 

 

⑥ 就労継続支援（Ｂ型） ................................................................................... 195 

⑦ 療養介護 ......................................................................................................... 196 

⑧ 短期入所 ......................................................................................................... 197 

（３）居宅系サービス ............................................................................................. 198 

① 共同生活援助(グループホーム) ...................................................................... 198 

② 施設入所支援 .................................................................................................. 199 

（４）相談支援........................................................................................................ 200 

① 計画相談支援 .................................................................................................. 200 

② 地域移行支援 .................................................................................................. 201 

③ 地域定着支援 .................................................................................................. 202 

（５）地域生活支援事業 ......................................................................................... 203 

① 相談支援事業 .................................................................................................. 203 

② 意思疎通支援事業 ........................................................................................... 206 

③ 日常生活用具給付等事業 ................................................................................ 207 

④ 移動支援事業 .................................................................................................. 208 

⑤ 地域活動支援センター事業 ............................................................................ 209 

⑥ 日中一時支援事業 ........................................................................................... 210 

⑦ 訪問入浴サービス事業 .................................................................................... 211 

⑧ 自動車運転免許取得・改造助成事業 .............................................................. 212 

⑨ 声の区報等発行事業 ....................................................................................... 213 

⑩ 手話奉仕員養成事業 ....................................................................................... 214 

⑪ 精神障害回復者社会生活適応訓練事業（デイケア） .................................... 215 

（６）障害児通所支援事業 ..................................................................................... 216 

① 児童発達支援事業 ........................................................................................... 217 

② 放課後等デイサービス事業 ............................................................................ 218 

用語解説集 ................................................................................................... 220 

  



第１部 計画の理念と基本目標 

1 

 

 

 

第１部 計画の理念と基本目標 

 

 

１ 「健康福祉都市なかの」の理念と基本目標 

 

２ 中野区が目指す包括的な地域ケアの将来像 

 

３ 計画の概要 

 

４ 中野区を取り巻く状況、10 年後の姿 

 

 



 第１部 計画の理念と基本目標 

 

 2 

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（健康福祉総合推進計画 2015、第６期介護保険事業計画、

第４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 

保健福祉に係る基本計画（「健康福祉総合推進計画 2015」、「第６期介護保険事業計

画」、「第４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、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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康でいきいきとした生活の継続 

年齢にかかわらず、健康でいきいきとした暮ら

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ける地域社会 

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、いきいきと

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 健康でいきいきとした生活の継続（健康医療） 

年齢にかかわらず、健康でいきい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。 

■重点的な施策や取り組み 

 生活習慣病に着目した予防対策の充実 

 健康づくりのための運動・スポーツの促進 

 健康危機発生時への備え 

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。 

■重点的な施策や取り組み 

 幅広い区民の社会参加促進 

 包括的な地域ケア＊体制の構築 

 生活困窮者への支援 

 

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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■重点的な施策や取り組み 

※ ここに掲げる項目の内容については、地域における医療及び介護の総合的な確保

の促進に関する法律（平成元年法律第 64 号）第５条に基づき市町村が定める市町

村計画の内容を含みます。 

 認知症＊の早期発見・早期対応 

 多職種による在宅医療と介護の連携の推進 

 総合的な介護予防・生活支援の推進 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護＊（24時間随時対応）サービス等、在宅生

活を支える拠点の整備 

 すまいの確保と、都市型軽費老人ホーム＊、認知症高齢者グループホーム、介

護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊等の整備 

 

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。 

■重点的な施策や取り組み 

 基幹相談支援センター＊を中核とした相談支援体制の整備・体制強化 

 計画相談支援＊の対象者拡大への体制整備とサービス等利用計画＊の質の向上 

 地域生活への移行に向けた基盤整備 

 一般就労に向けた支援の強化 

 障害や発達に課題のある子どもへの支援 
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２ 中野区が目指す包括的な地域ケアの将来像 

（１） すべての区民を対象とする地域包括ケアシステム 

 中野区は、高齢者、子育て世帯、障害者などを含む地域のすべての人にとっての総

合的、包括的な地域ケアの仕組みを構築します。 

すべての区民が必要なサービスやしくみを活用し、可能な限り住み慣れた地域で自

立した日常生活を営むことができるよう、見守りや医療、福祉・介護、健康づくり・

予防、住まいなどを包括的に提供する体制づくりを検討しています。 

すこやか福祉センターは、地域のすべての人を対象とした総合的な相談と支援を行

うとともに、町会・自治会、民生委員、地域のボランティア団体などの支えあいネッ

トワークづくりを推進してきました。 

今後、高齢化が進展するなか、すべての世代がその能力に応じて支えあう中野区を

めざして、日常生活圏域＊ごとの多機関の連携による見守り・支えあいをさらに深め、

地域の課題を地域で取り組む体制を強化していきます。その中で、高齢者に対する地

域包括ケアシステムの構築を目指す介護保険制度の改正にも対応し、包括的な地域ケ

アを推進していきます。 

 

安心できる住まいと住まい方

日常生活圏域の基軸（拠点）
■総合相談■包括的・継続的なケアマネジメン
ト■地域ケア会議の主催■地域ネットワークの
構築■社会資源の把握■訪問調査など

支援が必要な区民

高齢者、障害者、子ども
など

町会・
自治会

民生・
児童委員

民間
事業者

友愛（老人）
クラブ等

など

中野区の目指す
包括的な地域ケア
の将来イメージ

日常生活支援
■サロン活動■ほほえみ
サービス■見守り活動■
権利擁護■移動サービス
■子育て支援など

社会福祉
協議会

医療

かかりつけ医療

病院

訪問看護
ステーション

など

障害者
団体

子ども
育成団体

ＮＰＯ法人

福祉・介護
サービス

■介護保険■障害福祉
■保育■生活保護など

サービス
提供事業者

福祉事務所

など

健康づくり・予防
■介護予防■生活習慣
病予防■各種主体によ
る健康づくり■健康診査

など

障害者相談
支援事業所

相談・コーディネート

地域包括支援
センター

シルバー人材
センター

すこやか福祉センター
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（２） 計画における地域包括ケアシステムの位置づけ 

地域包括ケアシステム構築に向けた個別施策は、高齢福祉に範囲を限定しない施策

も含むため、本計画では、第３章高齢福祉での記載の他、健康づくり等は第１章健康

医療で、地域づくり等については第２章地域福祉で、障害者や障害児への支援につい

ては第４章障害福祉で示しています。 

地域包括ケアシステムの構築は、多くの幅広い施策に関連する区全体での取り組み

です。 
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３ 計画の概要 

（１） 計画の性格について 

健康福祉総合推進計画は、健康増進計画、老人福祉計画、障害者計画及び地域福祉

計画の４つの計画を総合した計画として位置づけられています。 

健康福祉総合推進計画、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になります。 

 

※以前から「健康福祉都市なかの」の実現を目標としてきたこと、また今回の計画

では「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進を大きく課題として取り上げたこ

となどを勘案し、名称を「保健福祉総合推進計画」から「健康福祉総合推進計画」に

変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

区の基本計画 

健康福祉総合推進計画とその他の基本計画 

新しい中野をつくる１０か年計画（第２次） 

老人福祉計画

介護保険
事業計画

健康増進計画

健康づくり
行動プラン

障害者計画

障害福祉
計画

地域福祉計画

健康福祉総合推進計画

地域防災計画
バリアフリー整備構想
住宅マスタープラン

広域（東京都）医療計画、介護保険支援計画等

子ども・子
育て支援
事業計画
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各計画の根拠となる法令は、次のとおりです。 

○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    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（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 

 

 

（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、「健康福祉総合推進計画 2015」、「第６期介護保険事業計画」、「第４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 

第４章（障害福祉）障害の有無にかかわらずすべての人が地域において安心して

生活を送ることができる取り組みについて 

 

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。 

 

 

（３） 計画の期間と進捗状況の確認 

健康福祉総合推進計画は、初年度を平成 27 年度として、平成 37 年の目標を定め、

その実現に向けた５年間（平成 27年度～平成 31年度）における取り組みを対象とし

ています。 
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また、介護保険事業計画及び障害福祉計画は、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 27年度から平成 29年度までの計画期間としました。 

本計画の実施状況については、少なくとも年１回、目標達成に向けた取り組みの進

捗状況を検証するとともに、中野区行政評価実施要綱に基づく区の行政評価により事

業内容の見直し検討を行うことを原則とします。 

また、区民や当事者、サービス事業者のほか、計画策定にかかわった協議会等に実

施状況を報告し意見を聞く等の手法により、課題を抽出し改善に向けた具体的な取り

組みを進めます。 
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４ 中野区を取り巻く状況、10年後の姿 

（１） 人口の推移と予測 

平成 26 年 10 月現在の区の人口は 316,647 人で、近年は 31 万人程度で横ばい状態

にあります。世代別に見ると、年少人口（０歳～14 歳）は 27,000 人程度で横ばい状

態にある一方、高齢者人口（65 歳以上）はしばらく増加傾向にあり、平成 27 年の見

込み数では 66,000人を超えています。 

今後もしばらくこの傾向が続くものと見られ、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 28年には 21％に達する見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：住民基本台帳（各年 10月１日）（平成 27度以降は推計値） 

 

 

26,166 26,759 27,122 27,197 27,217 27,327 27,570 27,024 

222,186 222,912 223,728 223,296 223,086 223,201 223,193 222,738 

62,685 64,382 65,797 66,170 66,538 66,565 65,683 64,019 

311,037 314,053 316,647 316,663 316,841 317,093 316,446 313,781 

20.2 20.5 20.8 20.9 21.0 21.0 20.8 20.4 

0.0

5.0

10.0
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20.0

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

（％）（人）

高齢者人口 生産年齢人口 年少人口 高齢者人口比
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（２） 世帯数の推移 

平成 26年 10月現在の世帯数は 190,882 世帯です。近年は、増加傾向にあります。 

また、一世帯あたりの人員（総人口／世帯数）は、平成 22年から微減傾向にあり、

平成 26年は 1.66人となっています。 

185,553 185,130 186,028 188,261 190,882 

1.68 1.68 1.67 1.67 1.66 

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

世帯数の推移

世帯数 一世帯あたり人員

（世帯）

 

出典：住民基本台帳、外国人登録人口（各年 10月１日）   

※平成 22,23 年のデータは住民基本台帳に外国人人口を 

含まないため、外国人登録人口を合算した数となります。 

 

 

（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、平成 26年４月現在の高齢者のみ世帯数は 34,826世帯、高齢者単身世帯数は 23,755

世帯となっています。 

31,330 31,667 32,504 33,772 34,826 

20,909 21,325 22,054 22,973 
23,755 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

世帯数の推移

高齢者のみ世帯数 高齢者単身世帯数

（世帯）

 

出典：保健福祉に関する基礎データ（各年４月１日） 



 第１部 計画の理念と基本目標 

 

 14 

（４） 死亡要因 

平成 25年の中野区死亡数は約 2600人で、主な死因で比較すると、悪性新生物が最

も割合が多くなっています。

28.5 

29.0 

29.7 

16.4 

17.1 

15.2 

8.3 

8.5 

8.9 

8.7 

7.9 

7.6 

5.4 

5.1 

4.8 

2.4 

2.1 

3.1 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

25年

24年

23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
 

出典：中野区健康福祉部事業概要 

 

 

（５）健康状態について 

健康状態についてどのように感じているかをみると、「健康である」、「どちらかと

いえば健康である」を合わせた割合は平成 26年度の調査結果では 82.8%となっていま

す。「健康である」と答えた人の割合は増加傾向にあります。 

1.3 0.6 0.5 0.9 
5.4 8.5 7.0 6.3 

14.7 
14.7 

13.1 10.1 

55.8 
46.5 

45.9 
45.1 

22.8 
29.6 

33.5 
37.7 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
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H18 H19 H20 H22 H24 H26

健康である

どちらかといえば健康である

どちらかといえば健康でない

健康でない

無回答

 

出典：平成 26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５期介護保険事業計画期間中の推移、及び平成 27年度から 37 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
63,362 65,082 66,497 66,900 67,302 67,364 66,595 65,167

65歳～74歳 30,366 31,591 32,803 32,875 32,662 32,182 31,075 26,920
75歳以上 32,996 33,491 33,694 34,025 34,640 35,182 35,520 38,247

99,111 99,755 102,875 104,004 105,152 106,592 111,645 119,461
合計 162,473 164,837 169,372 170,904 172,454 173,956 178,240 184,628

第5期介護保険事業計画 第6期介護保険事業計画

第１号被保険者

第2号被保険者

 
出典：介護保険事業状況報告（各年 10月 1日現在、26年度以降は推計値） 

99,111 99,755 102,875 104,004 105,152 106,592 111,645 
119,461 

30,366 31,591 
32,803 32,875 32,662 32,182 

31,075 
26,920 

32,996 33,491 
33,694 34,025 34,640 35,182 

35,520 
38,247 

162,473 164,837 
169,372 170,904 172,454 173,956 

178,240 
184,628 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

第1号被保険者 75歳以上 第1号被保険者 65歳～74歳 第2号被保険者

（人） 
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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 26 年 10 月現在の要支援・要介護認定者数は 13,050 人で、第５期介護保険事

業計画期間中の推移、及び平成 27年度から 37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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 

 

 

 

 

出典：介護保険事業状況報告（各年 10月 1日現在、26年度以降は推計値）   

 

 

 

 

 

 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度
12,232 12,710 12,824 13,278 13,801 14,382 15,382 16,007

65歳～74歳 1,426 1,437 1,488 1,436 1,382 1,384 1,442 1,216
75歳以上 10,806 11,273 11,336 11,842 12,419 12,998 13,940 14,791

278 260 226 208 197 187 198 211
合計 12,510 12,970 13,050 13,486 13,998 14,569 15,580 16,218

第5期介護保険事業計画 第6期介護保険事業計画

第１号被保険者

第2号被保険者

2,222 2,406 2,424 2,462 2,608 2,736 2,837 2,931 

1,714 1,765 1,735 1,748 1,758 1,772 1,816 1,849 

2,094 2,228 2,423 2,530 2,635 2,747 2,960 3,071 
2,096 

2,097 2,094 2,051 1,998 1,964 1,940 1,998 1,422 
1,471 1,458 1,588 1,723 1,902 

2,197 2,302 
1,551 

1,602 1,560 1,693 
1,815 

1,947 
2,135 

2,262 

1,411 
1,401 1,356 

1,414 
1,461 

1,501 

1,695 
1,805 

12,510 
12,970 13,050 

13,486 
13,998 

14,569 

15,580 
16,218 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成32年度 平成37年度

（人）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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（８） 認知症が疑われる高齢者の割合 

介護認定調査対象者のうち、認知症が疑われる高齢者（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 26年１月

現在、6,347人となっています。 

10,397 10,865 11,451 12,160 12,345 

5,060 5,472 5,742 6,249 6,347 

48.7 
50.4 50.1 

51.4 51.4 

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

認知症傾向のある高齢者

介護認定調査対象者 認知症が疑われる高齢者 割合
 

出典：保健福祉に関する基礎データ（各年１月１日） 
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（９） 認知症についての理解度 

認知症についての理解度は、「認知症の症状や対応方法について、よく知っている」

は 11.7%となっています。年代別にみると、「認知症の症状や対応方法について、よく

知っている」は、50歳代で 15.7%とやや高くなっています。 

 

 

認
知
症
の
症
状
や
対
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方
法
に
つ
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、
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対
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法
に
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無
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言
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は
聞
い
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こ
と
が

あ
る
が
、
わ
か
ら
な
い

こ
と
が
多
い 

知
ら
な
い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26年度保健福祉に関する意識調査 
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7.5
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44.7
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56.2
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70.2
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0.8
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1.1

0.4

1.2

0.5

2.1

2.1

21.7

18.3

22.3

25.8

24.8

17.5

19.1

12.2

15.3

11.3

5.8

19.1

12.9

11.1

8.4

3.8

2.1

4.9

(%)

11.7 59.3

1.0

19.7 8.4  全  体 (1,216)

男性 (512)

女性 (660)

20歳代 (94)

30歳代 (178)

40歳代 (226)

50歳代 (166)

60歳代 (209)

70歳代 (188)

80歳以上 (144)

ｎ
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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） 70,890 93,995 81,977 69,576 

世帯数（世帯） 43,494 59,187 49,027 39,024 

高齢者人口（人） 

（65歳以上） 
14,769 18,031 17,682 15,289 

高齢者人口比率

（％） 

20.8 19.2 21.6 22.0 

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、高齢者人口、高齢者人口比率は平成 26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 26 年 12 月現在の区内介護保険施設＊等（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＊、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護＊）の状況は下表のとおりです。 

 

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 8 8 

 専用定員 84 84 

居住系サービス       

 
特定施設入居者生活介護 

施設数 8 8 

定員数 619 619 

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 9 9 

定員数 680 680 

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 2 2 

定員数 195 195 

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 2 2 5 3 12 

 定員数 34 48 53 46 181 

 

小規模多機能型居宅介護 

施設数 2 2 1 1 6 

 
定
員
数 

泊まり 15 14 5 7 41 

 登録 50 50 24 25 149 

 通い 25 30 12 15 82 

 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 4 4 4 5 17 

 定員数 72 80 56 63 271 

 定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 
施設数 1 1 2 

 
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 26 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、2,786人です。 

内訳をみると、有料老人ホームが最も多く、1037 人となっています。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外

介護老人福祉施

設

介護老人保健施

設

介護療養型医療

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

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

 

区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外 区内 区外
要支援１ 13 72 8 93
要支援２ 6 22 3 31
要介護１ 10 21 3 42 2 25 161 11 3 46 2 326
要介護２ 49 44 13 53 4 31 186 8 67 1 456
要介護３ 93 79 11 87 7 27 150 4 59 3 520
要介護４ 211 92 21 95 19 39 26 181 1 2 36 4 727
要介護５ 235 89 9 43 47 48 23 114 19 6 633
合計 598 325 57 320 66 100 151 886 35 5 227 16 2786

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 有料老人ホーム ケアハウス グループホーム

 
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 26年３月 31日現在の身体障害者手帳の所持者数は、8,220人となっています。 

障害の程度別にみると、重度（１・２級）、軽度（５級・６級）に比べ、中度（３

級・４級）の障害者手帳所持者数の伸び率が高くなっています。

4,140 

4,172 

4,228 

3,086 

3,163 

3,278 

699 

715 

714 

平成23年

平成24年

平成25年

重度（1・2級） 中度（3・4級） 軽度（5・6級）

（単位：人）

8,220

8,050

7,925

 
出典：平成 26年（2014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 26年３月 31日現在の愛の手帳の所持者数は、1,248人となっています。 

33

31

37

335

337

346

348 

354 

349 

494

507

516

平成23年

平成24年

平成25年

1度 2度 3度 4度

（単位：人）

1,248

1,229

1,210

 

出典：平成 26年（2014年）版 中野区健康福祉部事業概要 
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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 26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 2,075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増加しています。

145

149

151

873

952

997

662

794

927

平成23年

平成24年

平成25年

1級 2級 3級

（単位：人）

2,075

1,680

1,895

 
出典：平成 26年（2014年）版 中野区健康福祉部事業概要 

 

（16） 定期的に収入がある障害のある人の就労形態 

定期的に収入があ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」、「自営業、家族従業員」が、知的障害のある人では

「作業所（障害者就労施設）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」の割合が高くなっています。

33.8 

15.0 

18.4 

9.1 

18.2 

30.0 

4.6 

7.3 

29.9 

23.3 

24.1 

47.3 

3.9 6.5 

16.7 

48.3 

21.8 

6.5 

8.3 

3.4 

9.1 

身体障害者手帳（軽度）

身体障害者手帳（重度）

愛の手帳

精神障害者保健福祉手帳

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 有償ボランティア

作業所に通所 その他
 

出典：平成 26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 26年 9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 3 2 3 2 10 

 定員数 50 84 117 55 306 

 
自立訓練（機能訓練） 

施設数   1  1 

 定員数   ※20  ※20 

 
自立訓練（生活訓練） 

施設数  1   1 

 定員数  9   9 

 
就労移行支援＊ 

施設数 1 3 1  5 

 定員数 10 36 10  56 

 
就労継続支援（Ａ型）＊ 

施設数   1  1 

 定員数   10  10 

 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 

障害者グループホーム等       

 
グループホーム＊ 

施設数 4 4 12 5 25 

定員数 21 23 54 21 119 

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 3 1 5 

 定員数  5 7 2 14 

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 

障害児通所支援＊施設       

 
児童発達支援事業＊ 

施設数   1  1 

 定員数   36  36 

 
放課後等デイサービス事業＊ 

施設数 2 1 1 1 5 

 定員数 20 10 10 10 50 

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 25 年度の中野区の被保護世帯は月平均 6,420 世帯、被保護人員は 7,450 人、

保護率は 23.5‰（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。 

4,930 5,429 5,787 6,175 6,420 5,778 6,318 6,739 7,179 7,450 

18.4
20.1

21.5
22.9 23.5

0

4

8

12

16

20

24

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25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
 

※保護停止中の世帯、人員を含む。 

出典：平成 26年（2014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 25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、43.1％となっています。

単身世帯

87.5%

二人以上の

世帯

12.5% 高齢世帯

43.1%

傷病・障害世帯

29.4%

その他世帯

15.0%

高齢世帯

3.1%

傷病・障害世帯

2.7%

母子世帯

3.4%

その他世帯

3.3%

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 26年（2014 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」割合が最も高くなっていま

す。年代別にみると、「参加していない」は 20歳代で 90.4％となっており、80歳以

上以外の年代では、年代があがるにつれ低くなる傾向がみられます。参加している活

動は、「町内会・自治会の活動」が 14.5％と最も高く、次いで、「趣味関係の活動」、

「スポーツ関係の活動」となっています。 

 

90.4

86.0

73.0 72.3

65.6

56.4

63.2

10.1

17.3

14.5

16.7
18.1

16.0
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9.0
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※複数回答形式のため、回答比率の合計は 100％を超えています。 

出典：平成 26年度保健福祉に関する意識調査 
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（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 40％

弱となっています。「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％前後にとどまっています。 
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たまに世間話をする程度
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つきあいがほとんどない

（％）

 
出典：平成 26 年度保健福祉に関する意識調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26 年度保健福祉に関する意識調査 

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
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 

 

無
回
答 

  全  体 (1,216)
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・中野区健康福祉総合推進計画 2015 
（計画期間：平成 27年度～平成 31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＞生活習慣病に着目した予防対策の充実 

＜施策２＞健康を維持・増進する「食」の推進 

＜施策３＞こころの健康づくり 

課題２ 「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進 

＜施策１＞健康づくりのための運動・スポーツ 

＜施策２＞区民が主体的に取り組む健康づくり 

＜施策３＞スポーツ競技力の向上 

課題３ 健康不安のない衛生的で住みやすい地域づくり 

＜施策１＞健康不安のないくらしの維持 

＜施策２＞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。 

区民が健康でいきい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、週に１回以上運動している区民の割合は 36.7％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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こころの病 

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、治療に結びつかなかった人の中には、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。 

このようなことから、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。 

週に３回以上
15.1%

週に２回程度
10.6%

週に１回
11.0%

月に１～３回
11.4%

年に１～３回
8.9%

していない
40.9%

無回答
2.1%

運動・スポーツを行う頻度 

出典：平成26年度保健福祉に関する意識調査
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■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37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 

35.7% 

(25年度) 
50% 70% 70% 

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 

19.6% 

(25年度) 
22% 25% 30% 

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 

27.5% 

(26年度) 
35% 40% 45% 

食べ物や食生活に

関して栄養バラン

スや規則正しい食

生活を心掛けてい

る人の割合 

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 

61.0% 

(26年度) 
62% 63% 64% 
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＜施策１＞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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

特定健診・特定保健指導、健康

づくり健診、長寿健診の実施 

 区報、ホームページ、フェイスブックページによるＰＲの他、

特定健診の未受診者に対し、個別受診勧奨の実施や、町会・自

治会でのチラシの回覧などにより受診率の向上を図った。 

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 

 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。 

 特定健診・健康づくり健診受診者を対象に、医師会、スポーツ

クラブと連携して、糖尿病予防対策事業を実施した。 

企業等との連携による普及啓

発活動 

 ９月のがん征圧月間や、１０月のピンクリボン運動の際に、協

定企業と共に、パネル展示、ミニ講座、ポスターやチラシの制

作、街頭啓発などを連携して実施した。 

禁煙支援・受動喫煙防止  世界禁煙デーにあわせて街頭キャンペーンを実施。 

 

■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 がん検診の実施 

 区民ががんを早期に発見し、治療を行い日常生活に早期に復帰できるように、国の

指針に準拠して科学的根拠に基づくがん検診を実施します。 

 

④ 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。 
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⑤ 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２＞健康を維持・増進する「食」の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

食育
＊
体験、健康づくり体験、

体力測定の実施 

 毎年１月の健康づくり月間に、区、関係機関・団体、事業者そ

れぞれが健康づくりのきっかけとなる各種機会を区民に提供

し、健康づくりフェスタを実施した。 

健康づくり公園
＊
の拡充  健康づくり公園事業参加者に体操の指導・相談を行った。 

なかの里・まち連携
＊
による農

漁業体験の実施 

 連携自治体への体験交流モデル事業において、農業体験、りん

ご収穫体験、ころ柿作り体験、定置網体験などを行った。 

歯と口からの健康づくりの推

進 

 すこやか福祉センターでの「歯科相談」、永久歯虫歯予防体験学

習「チャレンジ教室」、小学校・保育園・幼稚園での「歯科講習

会」や、地域の団体等からの「依頼講習会」を実施した。 

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 

 シンボルマークやマスコットキャラクターによる健康づくりの

普及啓発を図るほか、食育マスコットキャラクターの着ぐるみ

等の貸し出しを行い、食育の普及啓発に活用した。 

■おもな取り組み 

① 健康づくり事業等における食育普及啓発の実施 

食育月間や健康づくりフェスタ等の機会をとらえて、あらゆる年代の区民に栄養バ

ランスのとれた食事の大切さや、健康的な食習慣等の普及啓発に努めます。また、健

康づくりシンボルマーク・標語（中野はげんき応援区）を印刷物等に掲載したり、食

育マスコットキャラクターの着ぐるみ等の貸し出しを行って、親しみやすいキャラク

ターを活用した普及啓発を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

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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② 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。 

 

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、なかの里・まち連携事業の中で、親子で現地に宿泊して農漁業体験を行うな

どの交流事業を実施します。 
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＜施策３＞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（24年度～26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普

及・啓発 

 うつ・ストレス・とじこもり講演会や、精神保健福祉ボランティ

ア講座、家族セミナーを開催し、精神保健の普及啓発を図った。 

専門医等との相談支援機能の

充実 

 こころの病の個別事例について、必要時専門医等の関係機関と情

報交換しつつ相談支援を実施した。また、すこやか福祉センター

で、専門医によるこころのクリニック、高齢者精神保健相談、嗜

癖クリニック、うつ特設相談を実施し、相談支援の充実を図った。 

地域や職場等を通じた自殺予

防の働きかけ 

 自殺予防月間に区報や横断幕による啓発を行う他、成人のつどい

やネットカフェでのチラシ配布、パネル展示を行った。 

 ゲートキーパー研修を、区民向け、区職員向け、関係者向けと対

象別に毎年実施している。 

■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、関係機関等と連携し、適切な治療がすみやかに受けられる

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 

こころの病等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・啓発を図ります。 
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課題２ 「健康づくり・スポーツムーブメント」の推進  

■現状と課題 

高齢化の進展による医療・介護の負担増 

国民医療費は年々増加し、平成 24 年度には 39.2 兆円に達し、国民一人当たりの負

担は 30 万円を超えています。 

また、がん、心疾患、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病は、国民医療費の約３割、

死亡者数の約６割を占めています。 

今後は、高齢化の進展により医療や介護に係る負担が一層増すと予想されているこ

とに加えて、人口減少が進み、高い経済成長が望めない可能性があります。 

こうした中、活力ある地域社会を実現するには、区民の健康維持・増進が今後ます

ます重要な課題となります。 

その対策として挙げられるのが、区民の運動・スポーツ習慣づくりです。 

日頃から一人ひとりが積極的に身体を動かすよう心がけ、地域単位で住民同士が支

援し合う社会の仕組みが求められます。 

 

■実現すべき状態 

区は、区民が運動したいときにいつでもスポーツを楽しむことのできる場として、

日常生活圏域ごとにスポーツ施設を整備し、区民が地域の特色を活かして主体的に取

り組む健康づくりの仕組みを構築します。 

区民は、関係団体が中心となって企画・運営する健康づくりプログラムに参加し、

自身の健康づくり、仲間づくりに活用するとともに、より良いプログラムづくりに協

力します。 

各地域では住民同士が支えあう「健康づくり・スポーツムーブメント」が巻き起こ

り、区の医療費・介護費の抑制を目指す全区的な「健康づくり区民運動」として展開

されていきます。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

週に１回以上運動・
スポーツを行う区民
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 

36.7％ 

（26年度） 
38％ 39％ 42％ 
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＜施策１＞健康づくりのための運動・スポーツ 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

利用しやすい運動環境の整備 

 (仮称)中部地域スポーツ施設で、平成 27年度の本格開設を目指

してモデル事業を実施するとともに、トレーニングルームを開

設した。 

子どもの健康づくり支援  上記モデル事業で、乳幼児親子や小中学生向け事業を展開した。 

高齢者の介護予防支援と生き

がいづくり 
 高齢者を含む成人向け教室を実施した。 

健康づくりによる地域コミュ

ニティづくり 

 (仮称)中部地域スポーツ施設の運営において、地域の関係者や

組織のより良い連携を図った。 

■おもな取り組み 

① 関連情報の積極的な提供 

区民が運動・スポーツへの関心を持ち続けるため、1 週間に達成すべき身体活動量

など、健康づくりに関する具体的で有益な情報を、関連施設の掲示板、スポーツ教室

事業のチラシ、区が発行する健康手帳などに随時掲載します。 

 

② 年代、性別、身体状況に応じた健康づくり 

子どもから高齢者までが無理なく楽しく健康づくり、生きがいづくりを続けるため、

年代、健康状態、生活環境などに即した体操、散歩、スポーツなど様々な機会を提供

します。また、女性のライフサイクルや、障害者の身体状況にあわせたスポーツプロ

グラムを提供する企画・事業を展開します。 

 

③ 多世代間交流による健康づくり 

親子、祖父母と孫など二世代、三世代の交流の場を健康づくりの機会としてとらえ、

多世代間交流のきっかけとなる親子向けのダンス、流行りのニュースポーツを取り入

れるほか、文化的活動なども積極的に活用します。 

 

④ ウォーキングやラジオ体操の普及 

ウォーキングは最も手軽で効果的な運動であるため、健康づくりに特化した独自の

ウォーキングルートを設置して区民に提供します。また、国民の間に定着しているラ

ジオ体操の一層の普及を図るため、多様な行事・事業を企画・実施します。 

 

⑤ 新たな行動計画の策定 

 食育、生活習慣病予防、がん対策を中心とした従来の「健康づくり行動プラン」に

スポーツ推進の視点を加味した新たな行動計画「健康づくり・スポーツ推進計画」を

策定し、区民、関係機関・団体、区が取り組む運動・スポーツの指針を提示します。 
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＜施策２＞区民が主体的に取り組む健康づくり 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

「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 

 区と協働で各種健康づくり事業を実施した。健康づくりパート

ナー等を対象とした合同研修会の開催、健康づくりフェスタ等

への協力が行われた。 

「中野区健康づくり行動プラ

ン」の改定 

 平成 24 年度に同プランを改定し、従来以上に健康づくりを全庁

的な取り組みとして位置づけた。 

■おもな取り組み 

① 「中野区地域スポーツクラブ」を中心に実施するスポーツ教室 

区が日常生活圏域ごとに設置するスポーツ施設を拠点として、区民団体「中野区地

域スポーツクラブ」が地域の人材、ネットワークを活かしたスポーツ教室事業を実施

します。地域住民は身近な施設で楽しみながら運動・スポーツを継続して仲間づくり

を行うとともに、スポーツクラブの運営にも積極的に参加することができます。 

 

② 関係機関・団体が行う組織的な広報 

区内の運動・スポーツ関連情報を幅広く区民に周知するため、健康づくりの関係機

関・団体で構成する「中野区民の健康づくりを推進する会」や、区民のスポーツ振興

を担う「中野区スポーツ推進委員会」等がその組織力を活かして効果的な広報を行い

ます。 

 

③ 健康づくり事業協力者登録制度の拡大 

区が実施する健康づくり事業の協力者を登録する現行の「中野区健康づくりパート

ナー」制度を拡大し、地域団体が主催するスポーツイベント等にも自主的に協力でき

る開かれた制度とすることで、健康づくりボランティア活動の活性化を図ります。 
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＜施策３＞スポーツ競技力の向上 

■おもな取り組み 

① スポーツチームやアスリートの招聘 

プロやアマチュアで活躍する中野区出身のスポーツチームやアスリートを招聘し、

区民が高いレベルの教室や試合を体験・観戦することで、競技種目の認知度の向上、

競技人口の拡大を図るほか、話題性を提供して地域の活性化につなげます。 

 

② 学校運動部活動の活性化 

学校運動部活動の活性化を図るため、区民団体「中野区地域スポーツクラブ」が中

心となって地域の人材、ネットワークを最大限に活用し、学校に有資格者や指導者の

派遣を行います。 

 

③ 東京オリンピック・パラリンピックに向けた機運の醸成 

平成 32 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックに向けて、関連施設に

ポスターを掲示するなど大会開催への機運の醸成を図るとともに、競技人口の拡大に

寄与します。 
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課題３ 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 

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。 

 

0.0
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結核罹患率の年次推移
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東京都

中野区

 

 

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。 

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。 
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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。 

 

危険ドラッグの撲滅推進 

麻薬や覚せい剤と同様に、心身に悪影響を与える危険ドラッグによる事件や健康被

害が全国で多発しています。薬物乱用の危険性について広く区民に周知し、危険ドラ

ッグの撲滅を推進していくことが求められています。 

 

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、マナーを守ら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、薬物乱用の危険性などにつ

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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37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 

56.0% 

(26年度) 
58% 60% 62% 

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 

72.5% 

(26年度) 
76% 77% 80% 

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 

92.2% 

(25年度) 
95% 95% 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 

66 件 

(25年度) 
70 件 70 件 65 件 
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＜施策１＞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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

予防接種率の向上 
 区の広報媒体や医療機関への掲示により最新情報を提供した。 

 就学時健診、学校説明会等の機会を通じて接種勧奨を行った。 

感染症対策の充実 

 麻しん発生時の迅速な調査とウイルス遺伝子検査による確定診

断、風しん流行に対する戸籍窓口でのワクチン接種勧奨、抗体

検査勧奨の実施、感染症週報等による情報提供をした。 

結核対策の充実 
 胸部Ｘ線撮影機器のデジタル化など健診精度の向上を図った。 

 医療機関との連携によりきめ細やかな服薬支援を行っている。 

エイズ等性感染症対策の充実 
 ＮＰＯ

＊
法人にＨＩＶ即日検査・相談を委託し、休日の検査・相

談を実施、またハイリスク者への支援を強化した。 

地域医療確保計画
＊
の策定  「中野区新型インフルエンザ等対策行動計画」を策定した。 

健康危機に備えるための医療

物資の確保 

 備蓄品維持の定期的な買換えを行った。 

 中野区新型インフルエンザ等医療対策連絡会を開催した。 

災害時医療体制の充実 
 災害医療救護訓練を毎年度実施している。 

 平成２６年に中野区災害医療連携会議を設置した。 

ＡＥＤ
＊
（自動体外式除細動器）

の普及推進 

 区のホームページにＡＥＤの使用方法を掲載する他、設置場所

について情報を提供した。 

 

■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、Ｈｉｂ感染症＊、小児肺炎球菌感染症、水痘（みずぼ

うそう）などの定期予防接種及び任意予防接種の流行性耳下腺炎（おたふく）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、保育

園、幼稚園及び教育委員会との連携により、小学校就学前の幼児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、ＩＧＲＡ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。 

 

⑦ 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、東京都柔道整復師会中野支部）、

地域住民、区の相互協力体制の確立を図ります。 

 

⑧ 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＞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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

食の安全を守るための行動推

進プランの策定・推進 

 毎年度、リスクコミュニケーション
＊
の結果を参考に充実を図り

ながら、中野区食品衛生監視指導計画を策定している。 

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 

 食の安全に係るリスクコミニュケーションのための会議体（食

品衛生推進員の会議）を設置した。区内の大学や農林水産省担

当官等の参加を得て幅広い意見交換を実施している。 

環境衛生営業施設の自主管理

の推進 

 薬剤師会、環境衛生協会等の自主研修会に職員講師を派遣した。 

 事業者施設への指導を通じ、自主管理の推進と支援を行った。 

ペットなどと共存する暮らし

の推進 

 愛護動物との共生に関する事業を実施するとともに、飼い主の

いない猫の管理事業（不妊・去勢手術）等に対する助成制度を

開始した。 

 「犬のしつけ方教室」「猫の飼い方教室」を実施した。 

■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推進 

消費者、事業者、行政の三者が情報・意見交換を行うリスクコミュニケーションを

推進し、食の安全・安心確保に関するさらなる普及・啓発に努めます。 

 

③ 危険ドラッグ撲滅に向けた連携・支援 

違法薬物の取締権限を持つ国や都及び警察との連携や、地域団体等による薬物乱用

防止活動の支援を通じ、主に若い世代の区民を対象に、薬物乱用問題についての啓発

活動を推進します。 

 

④ 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。 

 

⑤ 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 

 

 

・中野区健康福祉総合推進計画 2015 
（計画期間：平成 27年度～平成 31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＞災害時避難行動要支援者対策 

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 

区民活動センターなどを拠点として、地域活動や支えあい活動を行う区民が増加し、

活動の多様化が見られます。町会・自治会役員や運営委員を中心に地域課題について

取り上げ議論することが増え、問題意識が高まり、共通認識が拡がりました。区民活

動センターが地域団体によって構成される運営委員会により運営されるようになり、

各地域で創意工夫を凝らした取り組みを行うようになりました。 

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、会員の減少や役員の高齢化や固定化が進み、地域ニーズに合致した次代の担

い手が不足しているなどの課題も抱えています。 

人々のライフスタイルに対する価値観が多様化している現状を踏まえ、女性、高齢

者、青少年などを含むすべての人が経験や能力を生かし、暮らし方や働き方にあわせ

て地域活動に参加できるようにしていくことが必要です。 

■実現すべき状態 

地域で何らかの活動をしたいと思う人が必要な情報を得て、自主的な活動を継続し

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、公益活動団体などの活動に、幅広い

年代の多くの区民が参加し、活動範囲を拡大し、地域活動や公益活動が区内で幅広く

展開されています。 

 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 
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 

27.3% 

(26年度) 
34% 35% 41% 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

区民団体の公益活動の支援 
 区民公益活動の事業助成を行った。 

 ＮＰＯ団体交流会、ＮＰＯ向け講座を実施した。 

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 

 運営委員会事務局員への研修を実施し、スキルアップを図っ

た。 

地域支えあい活動の担い手拡大  地域活動コーディネーター養成講座を実施した。 

■おもな取り組み 

① 区民団体の公益活動の支援 

区は、区の政策に合致し、区政目標の実現に貢献する活動に対する助成や、区民か

らの寄付などを積み立てた区民公益活動推進基金による助成により、区民の公益活動

を支援します。 

また、区民活動センターは、自治活動や公益活動の活動実態を把握し、各種の相談

や情報提供を行い、公益活動団体への様々な支援をしていきます。 

 

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 

区民活動センター運営委員会が行う自治・公益活動の取り組みにより、地域の自治

や公益活動を担う団体の活動や連携がさらに推進するよう支援します。 

 

③ 地域支えあい活動の担い手拡大 

町会・自治会を中心とする地域団体・公益団体等による地域支えあいの目指す姿を

明らかにし、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て

いきます。区民活動センター圏域毎などに関係団体・機関と連携して、人材発掘を踏

まえた支えあいのネットワークを推進していきます。 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

区民の学習活動支援の推進 

 ホームページ「ないせすネット」「まなＶＩＶＡネット」、情報

紙「ないせす」、相談窓口「生涯学習活動・支援コーナー」によ

り学習活動の情報提供を行った。また、「なかの生涯学習大学」

では、地域活動に活かす技術習得のプログラムを実施した。 

高齢者の就業支援 

 中野区就労・求人支援サイトでの情報提供、東京しごとセンタ

ーなどの就業相談の案内、シルバー人材センターへの支援を

行った。 

 高齢者も含めた方々の起業・創業、事業拡大を支援する「なか

のライフサポートビジネス創造塾」を実施した。 

老人クラブの活動支援  老人クラブ、老人クラブ連合会への助成を行った。 

■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、平成 26 年４月時点の住民基本台帳上、７０

歳以上の単身世帯は約 1 万８千人にのぼり、要介護高齢者は約１万３千人、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 1千人となっています。 

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、すこやか福祉センターを整備しました。すこやか福祉センター圏域はそ

れぞれ２か所の地域包括支援センター＊を設置しています。 

また、障害者相談支援事業所を４つのすこやか福祉センター内に整備することとし、

現在、中部すこやか福祉センター、北部すこやか福祉センターに設置しています。平

成２７年度には、鷺宮すこやか福祉センター、平成２８年度に南部すこやか福祉セン

ターに開設する予定です。 

地域での支えあいを推進する会議体も区全域、すこやか福祉センター、区民活動セ

ンターの圏域で開催され地域支えあいの活動や見守り対象者名簿の活用方法などの

検討や情報共有が図られてきました。 

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や地域支えあい活動を行

う者を支援することも必要です。 

 

災害時避難行動要支援者対策 

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。 

平成 26 年に行った障害福祉サービス意向調査（中野区）では、災害への不安があ

るかについて、「不安がある」と答えた人が約６割と、多くの方が災害への不安を抱

えています。また、区民意識・実態調査（中野区）によると、今後特に力を入れてほ

しい施策には、数年間「防災」が１位となっています。 

このため、災害対策基本法の改正により各自治体に災害時避難行動要支援者名簿の

配備が義務付けられ、中野区でも平成 26 年７月に高齢者や障害者約３万２千人が掲

載されている名簿を配備しました。また、災害時避難行動要支援者の方が確実に避難

等を行うために災害時個別避難支援計画の作成にも着手しました。 

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、災害時を想定した態

勢づくりや災害時における支援の強化が急がれています。 
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n=(468)  

避難場所への移動ができるかどうか

避難所等に必要な設備、食糧、

医薬品等があるかどうか

避難所等で必要な相談、介護、看護等を

受けることができるかどうか

周囲の人から必要な支援を受けることが
できるかどうか

震災の内容や避難指示等の情報を入手または
理解できるかどうか

周囲の人や家族等に状況や必要な支援を
伝えることができるかどうか

連絡をとりあう相手がいない

その他

　無回答

62.4

51.7

44.2

43.6

39.3

38.5

11.3

14.3

0.2

0 10 20 30 40 50 60 70
(%)

 
出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査 

■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活発に展開されています。 

また、ひとり暮らし高齢者や在宅療養者など支援を必要とする区民の生活を支える

地域ケアのしくみが構築されるよう、区や介護事業者、医療機関、区民団体ど多様な

主体の連携によって推進されています。 

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方、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や家屋の耐震化などのハード面の強化や避難に

支援が必要な方を発見するソフト面の強化など防災対策が進み、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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 
いざというときに

地域に頼れる人が

いる区民の割合 

支えあいの成果を示す

ため 

76.6% 

(25年度) 
78% 79% 80% 

災害に関して不安に感じていること（複数回答上位６位） 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

町会・自治会等への見守り対象者

名簿提供の推進 

 平成 26 年 8 月までに区内 110 町会のうち 74 の町会・自治会に

名簿を提供した。 

関係団体・機関とのネットワーク

の推進 

 町会・自治会、民生・児童委員などが連携して、要支援者等の

見守り、異変の早期発見等の支えあい活動を実施している。 

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地域で見守り、支えあうネットワークの

会議体を全区単位、すこやか福祉センター単位、区民活動セン

ター単位で運営している。 

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 

 24 時間緊急連絡用の携帯電話をすこやか福祉センターごとに配

備し、町会・自治会等の支えあい活動の担い手からの電話を受

けつけている。 

元気でねっとの地域支えあい

ネットワークへの統合 

 協力事業者の情報連絡会を開催するなど、民間事業者と連携し

た支えあいネットワークを推進した。 

■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、そうした町会・自治会等の活動が、近隣住民同士の見守りなど地域のコミ

ュニティの形成に繋がるような活動にしていきます。 

 

② 関係団体・機関とのネットワークの推進 

町会・自治会、子ども育成団体など地域の活動団体をはじめ、ボランティア団体や民

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。 

さらに、高齢者や障害のある方の生活に関連ある事業者などの協力を積極的に働き

かけていきます。 

 

③ 地域包括ケア体制を推進する会議体の運営 

高齢者に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を進めていく地域包括

ケアシステムを実現するために、地域の関係者や高齢者にかかわる多職種・多機関の

参加による「地域ケア会議」を区内全域、すこやか福祉センター単位で設置します。 
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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。 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

包括的な地域ケア体制の構築 
 すこやか福祉センターにおいて、高齢者、障害のある人、子育

て家庭への総合的な相談・支援を行っている。 

職員による訪問活動 
 7０歳以上高齢者訪問、民生委員による高齢者調査結果に基づく

再調査を行った。 

（仮称）地域支えあい要支援者

情報等管理システムの構築 

 平成 25年 1月に要支援者情報台帳管理システムの運用を開始し

た。 

すこやか福祉センター施設の

整備 

 中野富士見中学校跡に、平成 28 年の開設を目指した南部すこや

か福祉センターの整備計画を進めている。 

■おもな取り組み 

① 総合的な相談支援 

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、必要なサービスの利用案内などを行う

ため、職員による訪問活動を進めます。 

 

③ 要支援者情報台帳管理システムの運用 

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た要支援者

情報台帳管理システムを、職員の訪問活動やサービスのコーディネート等に活用する

とともに、区関係部署での情報共有に活用し、個別ケースの対応や地域の関係者や関

係団体との連携に役立てていきます。 

 

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に、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＞災害時避難行動要支援者対策 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

災害時要援護者対策の再構築  平成 26年 7 月に「災害時避難行動要支援者名簿」を配備した。 

災害時のボランティア受け入

れ体制の強化 

 平成 25 年 3 月に明治大学及び帝京平成大学と災害時における協

力体制にかかる基本協定を締結した。 

家具転倒防止器具の設置促進 
 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 災害時避難行動要支援者対策の再構築 

災害時に一人では避難が困難な方が迅速・安全に避難できるよう「個別避難支援計

画」を作成し、安否確認や避難支援を行う支援者の発掘・選定を進めます。 

あわせて、地域防災住民組織と協力して、避難所運営本部や区職員の災害対策体制

の再構築を図り、区民の誰もが確実に避難できる体制を整えます。 

 

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 

生活保護世帯及び被保護者数は、平成 20年９月のリーマン・ショックに端を発し

た経済危機により平成 21 年度以降急増に転じ、特に傷病や障害のない稼働年齢層の

「その他世帯」は大幅な増加となりました。平成 26 年６月現在生活保護世帯数 6,524

世帯、被保護者数 7,532 人、保護率（人口千人比）は 23.6‰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、被保護者の状況や課題に応じて、就労支援はじめ多種多様な支援を行い、経済的・

社会的な自立を促進していく必要があります。 

さらに非正規雇用による低賃金や無年金等により、生活に困窮している人への支援

が喫緊の問題となっています。平成 27年 4月に生活困窮者自立支援法が施行される

ことを踏まえ、生活困窮者を早期に把握し、継続的で包括的な支援を行い、困窮から

の脱却と自立促進を図っていく必要があります。 

■実現すべき状態 

生活が困窮した区民や最低限度の生活の維持が困難になった区民が、気軽に相談でき、

それぞれの課題解決のために、包括的で継続的な支援を受けて、生活の安定と自立が促

進されています。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

生活保護から自立

した世帯数 

就労支援プログラム等

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 

204世帯 

（25年度） 
300世帯 324世帯 406世帯 

支援調整会議によ

り支援決定した人

数 

相談者の状況を的確に

分析し、相談者の納得

が得られる支援計画を

作成することが、包括

的な支援を継続するた

めに欠かせないため 

－ 100人 125人 150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（24年度～26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 
 各プログラムを着実に実施し、自立に向けた支援を行った。 

ホームレス対策事業の強化 
 平成 25 年に自立支援センター

＊
中野寮が新型自立支援センター

に移行し、ホームレスの緊急一時保護から自立支援までワンス

トップで実施できるようになった。 

雇用と福祉の一体的就労支援

事業の推進 

 ハローワークと協定を締結、「雇用と福祉の一体的就労支援事

業」を実施する中野就職サポートを活用した。 

■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 

生活保護受給者の抱える様々な問題に的確に対応する自立支援プログラムを活用

し、生活保護世帯が経済的・社会的に自立した生活を送れるよう支援します。 

 

＜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 求職活動支援及び就労準備等の支援 

精神保健福祉支援プログラム 精神障害者の自立支援 

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 精神障害者の退院支援 

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 宿泊所利用者の自立支援 

 

② 生活困窮者への支援 

生活困窮者自立相談支援窓口を設置して、生活保護に至る前の段階にある生活困窮

者を早期に把握し、複数の課題の解決と自立に向けて包括的・継続的に支援を行いま

す。 

相談者の抱える課題のアセスメント＊を行い、支援計画に基づいて就労支援や住宅

確保給付金の他、すぐには一般就労が難しい方への就労準備支援、生活困窮家庭の子

どもへの学習支援を実施する予定です。また、地域の実情に応じた支援策の実現を図

ります。 
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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 26年度障害福祉サービス意向調査（中野区）によると、「社会参加を

する上で妨げになっていることはありますか」という設問に対し、「はい（ある）」と

回答した方が全体の 39％でした。そのうち、身体障害のある人が社会参加する上で妨

げになっていることとして多かった回答は、「道路や駅などの利用が不便」（46.2％）、

「電車やバスを使っての移動が不便」（45.1％）であり、知的障害、精神障害のある

人が社会参加する上で妨げになっていることとして多かった回答は、「まわりの人の

障害者に対する理解不足」（38.2％）でした。 

ほぼ毎日外出している方の割合は着実に増加していますが、移動手段やまちの人の

意識を含め、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 26 年度に行ったまち歩き点検でも、さまざまな意見が寄せられ、よ

り一層のバリアフリー＊化、ユニバーサルデザインのまちづくりが必要です。 

 

 

 

出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査 

n=(301)  

電車やバスを使っての移動が不便

道路や駅などの利用が不便

まわりの人の障害者に対する理解不足

一緒に行く仲間がいない

情報がない

適切な指導者がいない

介助者がいない

利用する建物の設備が整備されていない

問い合わせ先の連絡方法が整備されていないため、
問い合わせができない

障害者参加を想定していないため文字表示や点字
など配慮がされていない

障害を理由に施設などの利用を拒否される

点字ブロックが破損等により利用が不便

その他

　無回答

35.9

32.6

28.2

22.3

17.9

17.6

15.9

10.3

6.0

3.7

3.3

-

21.3

1.0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 (%)

社会参加をする上で妨げになっていること（複数回答） 
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■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。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37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 

42.2% 

(25年度) 
65% 75% 90% 

ほとんど毎日外出

している障害者の

人数 

障害者が外出している状

況を示すため 

42.2% 

(26年度) 
45% 50% 60% 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

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 

 中野駅北口駅前広場の整備にあたり、駅構内との段差解消、案

内板の設置、中野通りを跨ぐ連絡橋へのエレベーター及びエス

カレーターの設置などを行った。 

 ホームエレベーター設置に向け、西側南北通路及び橋上駅舎に

係る整備基本協定及び基本設計協定を締結した。 

駅周辺道路などのバリアフリー

化 

 中野駅前北口広場セミフラット型歩道、点字ブロックを整備。 

 中野新橋通りの歩道段差解消。 

区有施設のバリアフリー化の推

進 

 施設の大規模改修及び保全工事に合わせてバリアフリー化を

進めた。 

安全で歩きやすい歩道空間の確

保 

 歩道上の路上障害物（置き看板、商品台、のぼり旗等）につい

て、指導・取締りを行った。 

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。 

ユニバーサルデザインの普及啓

発 

 中野区のホームページ上にバリアフリーマップを設置し、バリ

アフリー情報の提供を行った。 

■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。 

また、平成２５年度より中野区交通バリアフリー整備構想改定協議会を設置し、交

通バリアフリー整備構想改定に向けた検討を進めているところです。 

西武新宿線（中井駅～野方駅間）連続立体交差事業、中野駅周辺まちづくり事業等

の施策を重点整備地区の再編に反映させ、区内全域の一体的・総合的なバリアフリー

化を進めます。 
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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。 

 

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 

区の福祉サービスに関する苦情や民間福祉サービス事業者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に福祉オンブズマン＊や民間福祉サービス紛争調停

制度＊を活用し、区民の権利を擁護していく必要があります。 

高齢化の進展に伴い、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、成年後見制度＊の活用や権利擁護サービスの拡充を推進して

いくことが課題になっています。 

また、犯罪被害を受けた区民の生活を守るため、さまざまな相談や生活支援の取り

組みを進め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の苦情やトラブルに対して、迅速な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。 

犯罪被害者が、適切な支援を受けられ、早期に日常生活を取り戻しています。 

 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 
成年後見制度につ

いて、言葉、しくみ

を知っていると答

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 

34.5% 

(26年度) 
40% 45% 50% 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

福祉サービスに関する苦情相

談窓口の充実 

 福祉サービス苦情調整、民間福祉サービス紛争調停を周知案内

するとともに関係機関と連携を図りながら解決を図った。 

権利擁護サービスの拡充  人権相談等の相談窓口や相談事業を目的別に周知案内した。 

成年後見制度の啓発と利用促

進 

 成年後見支援センターにおいて制度説明会、相談会（出張相談

含む）、親族後見人、関係機関との情報交換会等を実施した。 

成年後見人の養成・確保  社会貢献型後見人
＊
の養成研修を実施した。 

犯罪被害者相談の充実 
 犯罪被害者等の相談支援、区民や児童・生徒向け啓発講演会、

家事援助等の派遣などの支援を行った。 

■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。民間福祉サ

ービスの種類ごとの苦情相談の仕組みと合わせ、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 

成年後見支援センターによる成年後見制度の利用促進に向け、費用負担が困難な親

族申立ての場合にも、申立経費や報酬費用の助成を行うとともに、専門相談等の相談

支援の活動を強化します。 

 

④ 成年後見人の養成・確保 

成年後見支援センターで行っている社会貢献型後見人養成研修を継続して実施す

るとともに、養成した後見人候補者の活用を図ります。 

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 

 

 

・中野区健康福祉総合推進計画 2015 
（計画期間：平成 27年度～平成 31年度） 

 

・第６期中野区介護保険事業計画 

（計画期間：平成 27年度～平成 29年度） 

 

 

中野区では、老人福祉計画を含む健康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。 

 
 



第２部   第３章 高齢福祉 

 71 

高齢福祉の施策体系 

 

第１節 個別施策 

課題１ 認知症対策と虐待防止 

＜施策１＞認知症のある人・家族への支援 

＜施策２＞高齢者の虐待防止 

課題２ 在宅医療と介護の連携 

＜施策１＞在宅医療・介護連携体制の推進 

＜施策２＞在宅療養に関する理解促進 

課題３ 総合的な介護予防・生活支援 

＜施策１＞総合的な介護予防・生活支援の推進 

課題４ 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５ 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部   第３章 高齢福祉 

 72 

第１節 個別施策 

課題１ 認知症対策と虐待防止 

■現状と課題 

増加する認知症高齢者 

認知症が疑われ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 26年 1月現在、6,347名となって

います。これは、要支援・要介護認定者数の半数を超えています。 

高齢になるほど認知症の発症率は高くなるため、今後の後期高齢者人口の伸びを踏

まえると、認知症が疑われる高齢者は確実な増加が見込まれます。 

認知症が疑われる方が、気軽に相談でき、早期に適切な診断をうけて、個々の状態

にあった介護サービス等の利用につながる体制づくりが十分とは言えない現状があ

ります。また 65 歳未満で認知症となった若年認知症の人は、仕事や経済面等認知症

高齢者とは異なる問題も抱えています。 

認知症の人が安心して地域で生活していくためには、相談体制の強化や認知症に関

わる医療・介護の連携、地域での認知症への理解・支援の広がりが課題となっていま

す。 

 

高齢者虐待防止体制の構築 

高齢者虐待防止法や介護保険法により、虐待防止などの権利擁護事業が区市町村に

義務づけられています。 

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、認知症の早期発見・早期対応が行われています。 

 地域住民をはじめ、医療・介護の関係機関による認知症高齢者への支援体制が整い、

認知症になってもできる限り地域で継続して生活できる環境が作られています。 

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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

「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 

71.0% 

(26年度) 
75% 78% 85% 
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＜施策１＞認知症のある人・家族への支援 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

地域の担い手による普及、啓発の

推進 

 地域のグループ・団体で認知症サポーター養成講座を開催し、

認知症に対しての理解を深めた。 

認知症相談体制の充実 

 地域包括支援センターにおいて、協力医や民生委員などと連携

をとり、相談支援体制を充実させた。 

 平成 26年度 10月から認知症早期発見・早期対応事業を開始し、

相談体制の強化を図った。 

認知症アドバイザー医
＊
リスト

の活用 

 「認知症の正しい知識」のリーフレットにアドバイザー医リス

トをはさみ、区民に配布した。 

認知症地域支援拠点づくり事業

の実施 

 モデル事業終了後も、事業所独自で相談支援を展開しており、

区も支援を行っている。 

施設や事業所を起点とした相談、

啓発活動の推進 

 認知症地域支援拠点づくりモデル事業終了後も、事業所独自に

相談支援活動を展開している。 

緊急一時宿泊事業の拡充 
 区内特別養護老人ホームの 1 床を通年確保したうえで、他の特

別養護老人ホームの空床時利用を行った。 

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 

 在宅介護をしている家族のため、家族介護教室（委託）を区内

4 か所で各 4 回実施した。 

■おもな取り組み 

① 認知症予防への取り組み 

 多くの研究から認知症の予防につながる生活習慣があきらかになってきています。  

これまでの介護予防としての取り組みだけでなく、認知症予防について区民への講

演会や健康事業等の実施を通じて啓発に努めていきます。 

 

② 認知症の早期発見・早期対応への取り組み 

 認知症への気づきを促す自己チェックシートを配布し早期の相談につなげます。 

また、認知症が疑われる区民が早期に相談・診断を受け、状態に応じた適切な治療

やサービスにつながるよう、認知症コーディネーター＊を配置し、東京都の認知症疾

患医療センター等と連携して初期の集中支援に取り組む認知症早期発見・早期対応事

業の充実を図ります。 

 

③ 認知症への理解促進と地域での対応力の向上 

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、認知症サポーター養成

等の拡充を図るとともに、レベルアップのための研修を行い、地域での支えあい活動

を支援します。 
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④ 認知症相談体制の強化 

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やすこやか福祉センターの活用を周知します。 

また認知症疾患医療センター等専門医を活用して、相談にあたる職員やケアマネジ

ャー＊等介護関係職員の認知症に関する対応能力の向上を図ります。 

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・支援体制を充実していきます。 

認知症の状態に応じて活用できる相談・サービスを明示したリーフレットを作成し

ます。 

 

⑤ 地域での生活を支える介護サービスの充実 

 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、認知症高齢者グループホームなど、地域密着型サービスを中心として、認知症

高齢者が地域での生活を継続していくために必要なサービスを拡充します。 

 

⑥ 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。 

 また介護を続ける家族が、要介護者と一緒に参加しリフレッシュできるような場づ

くりを支援します。 

 

⑦ 若年性認知症への取り組み 

 若年認知症の人の特性等について区民の理解を深めるよう啓発活動を行います。 

 また若年認知症の人の居場所や活動の場づくりへの支援、利用できるサービスに関

する情報提供等行っていきます。 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

虐待防止のための啓発・広報活

動 

 地域包括支援センターや介護保険事業所等と連携し、虐待対応

事例について研修を実施した。 

関係機関との連携強化 
 弁護士・精神科医を招き、地域包括支援センター職員とともに

専門ケース会議を実施した。 

高齢者虐待防止マニュアルの

周知 

 研修会等の機会に介護保険事業所あてにマニュアルを配布し

た。 

緊急一時宿泊事業の拡充【再

掲】 

 区内特別養護老人ホームの 1 床を通年確保したうえで、他の特

別養護老人ホームの空床時利用を行った。 

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】 

 在宅介護をしている家族のため、家族介護教室（委託）を区内 4

か所で各 4回実施した。 

■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

た専門ケース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 

家族の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【第３章高齢福祉

75頁⑥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。 

また介護を続ける家族が、要介護者と一緒に参加しリフレッシュできるような場づ

くりを支援します。 

 

 

高齢者虐待の通報・届出・相談ルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 携 

通報・届出・相談 

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・相談窓口 

高齢者専門相談担当 

介護保険事業者指導調整担当 

通報・届出相談窓口 

高齢者虐待関係者の総合調整 

 高齢者専門相談担当 

通報・届出・相談窓口 

 

  

 

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 

 

情
報
提
供 

 

通報・届出・相談窓口 

高齢者虐待対応のキー機関 

 

 

地域包括支援センター 

２４時間・３６５日対応 

情
報
提
供 
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課題２ 在宅医療と介護の連携 

■現状と課題 

 高齢者が病気や要介護状態になっても地域で生活していくためには、地域で必要な

医療を受けることと合わせて、在宅を維持するための介護サービスが連携して提供さ

れることも必要となってきます。 

 しかし区のケアマネジャーへの調査では、主治医と「十分に連携が取れている」と

の回答は増加傾向ではあるが 3 割に至っておらず、課題の一つとなっています。 

 区では、在宅療養推進のための協議会を設置し、多職種による現状と課題の検討や

医療資源調査、区民への啓発活動、関係者の研修等様々な事業を行ってきました。ま

た、高齢者が生活する上での重要な機能の一つであり、多職種連携が欠かせない摂

食・えん下機能支援について、在宅療養推進協議会と並行して摂食・えん下機能支援

に特化した協議会を立ち上げ、区民への啓発や人材育成を中心に都内でも先進的な取

り組みを実施しました。 

 また、在宅医療・介護の連携が円滑に進んでいくためには、医療・介護関係者の連

携・努力だけではなく、在宅療養者や家族が在宅療養について理解し、選択すること

が重要となります。 

■実現すべき状態 

在宅での療養を必要とする高齢者が、状態の変化に応じ、医療や介護を適切に受け

ることができる体制が整備されています。在宅療養に関わる医療機関や訪問看護ステ

ーション、介護事業者、その他のサービス提供者が連携し２４時間３６５日切れ目な

いサービスを提供することにより、安心して療養生活を送ることができます。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 
ケアマネジャー調査

で主治医と十分連携

がとれている割合 

医療と介護の連携の状

況を具体的に表してい

るため 

27.0% 

（26年度） 
30％ 33％ 40％ 

長期療養が必要に

なった時自宅で過

ごしたい人の割合 

自宅で安心して療養を

送ることができる体制

が整備されているかを

示しているため 

30.0％ 

（26年度） 
32％ 34％ 40％ 
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＜施策１＞在宅医療・介護連携体制の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

在宅医療連携体制の推進 

 中野区在宅療養推進協議会を設置し、在宅療養に関わる多職種

が現状や課題について協議し、医療資源調査、区民への周知、

関係者の研修等を行った。 

中野区摂食・えん下機能支援推

進協議会の設置 

 中野区摂食・えん下機能支援推進協議会を設置し、地域での受

け入れ態勢の不十分な摂食・えん下機能支援については医療資

源調査、口腔ケアニーズ調査、区民への周知に加え地域での人

材育成のための研修を行った。 

かかりつけ医の充実 
 障害者、在宅要介護者等へのかかりつけ歯科医紹介事業を歯科

医師会に委託して実施している。 

■おもな取り組み 

① 多職種による連携の推進 

 平成 24 年～26 年度まで実施した在宅療養推進協議会と摂食・えん下機能支援推進

協議会を合体し、一つの協議体として在宅療養全般についての医療・介護の連携を推

進します。この協議体で抽出された課題を、地域包括ケア体制の課題全体を推進する

地域ケア会議での検討に活かします。26年度までに実施した医療資源調査の分析結果

を踏まえ、資源の活用や情報提供の方法など具体的な方策を検討し、多職種の顔の見

える関係の強化を目指します。 

 また、摂食・えん下機能支援については育成した人材を活用するために、医師会、

歯科医師会と協力し支援の仕組みの構築に取り組みます。 
 

② 地域包括支援センターとケアマネジャーの医療的相談に関する支援強化 

 在宅療養中の高齢者のマネジメントを受け持つケアマネジャーが、主治医や訪問看

護ステーションなど関係者と適切な情報交換ができることが、医療と介護の連携の具

体策として重要なポイントです。地域包括支援センター協力医などとの有効な情報交

換を図ります。 
 

③ 在宅医療・介護人材の養成 

在宅療養推進協議会での議論を踏まえ、介護事業所、ケアマネジャー、ヘルパー等

への研修や、在宅療養に関わる医療機関等への研修を行います。 
 

④ 24 時間 365日の在宅医療・介護の提供体制の推進 

要支援・要介護高齢者が安心して在宅生活を送るためには、在宅療養支援診療所や

定期巡回・随時対応型訪問介護看護など 24 時間 365 日対応できる医療や介護のサー

ビス提供体制を推進します。また、在宅療養者の容態急変時などに対応するため、緊

急一時入院病床確保事業も継続します。 
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＜施策２＞在宅療養に関する理解促進 

■おもな取り組み 

① 退院後の生活、在宅での看取りなどについての情報提供、啓発 

在宅療養や在宅での看取りなどについて、ホームページやパンフレット等による情

報提供を推進します。何よりも在宅療養者や家族が在宅療養について、よく理解して

選択できることを目指します。 

 

② かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局の推進 

在宅療養が必要となる以前からかかりつけ医、歯科医、薬局を持つことは、早期に

また総合的な支援を受けるために大切です。医師会、歯科医師会、薬剤師会の「かか

りつけ紹介窓口」の活用など、区民への啓発に努めます。 

 

③ 地域での相談窓口の推進 

地域の身近な場所で看護職が健康相談を行う「まちの保健室」等の取り組みが始

まっています。区としてもこうした地域の取り組みも支援します。 
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課題３ 総合的な介護予防・生活支援 

■現状と課題 

介護保険制度が施行された平成 12 年の中野区における第１号被保険者のうちの 75

歳以上高齢者（後期高齢者）人口は約 21,000 人、現在約 33,000 人、平成 37 年には

38,000人を超えると推計しています。要介護の認定率は平成 21年の 17.5％から平成

26 年度の 19.3％へと増加傾向にあります。また、高齢者の単身世帯や夫婦のみ世帯

が増加し、平成 37 年には 75 歳以上高齢者の単身世帯が 27,000 世帯を超えると推計

しています。 

高齢になっても住み慣れた地域で、尊厳をもっていきいきと自分らしい生活を送る

ためには、若い頃からの健康づくり、要支援・要介護になることを予防し、遅らせ、

重度化を防ぐ取り組みが大切です。地域における高齢者の生きがいや介護予防につな

がる多様な取り組みをさらに推進するとともに、介護保険制度の改正に対応し、多様

な担い手により日常的な介護予防と日常生活支援を一体的に展開する新たなしくみ

の構築が求められています。 

■実現すべき状態 

高齢者の生活機能の維持・向上や生きがいづくりにつながる多様な取り組みや居場

所が用意され、加齢に伴う身体自立度の低下や閉じこもりなどができる限り予防され、

高齢者が生きがいをもって社会参加し、自分らしくいきい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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

65 歳から 74 歳まで

の前期高齢者の要

介護認定率 

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 

2.8％ 

（25年度） 
2.7％ 2.6％ 2.4％ 

介護予防について

日頃から一人ひと

りが自分で予防に

努めるべきだと思

う 65 歳以上の区民

の割合 

介護予防に本人が主体

的に取り組む意識の高

さが介護予防を進める

ための重要な要素であ

るため 

66.2％ 

(26年度) 
70％ 75％ 80％ 

65 歳の健康寿命＊ 

（要介護 2以上の認

定を受けるまでの

平均自立期間） 

健康寿命は、自分らし

くいきいきと元気で暮

らせる期間を示すため 

男 17.0年 

女 20.2年 

(24年度) 

男 17.5年 

女 20.5年 

男 18.0年 

女 21.0年 

男 18.5年 

女 21.5年 
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＜施策１＞総合的な介護予防・生活支援の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

介護予防に対する実践の普

及・啓発 

 体力づくり教室のコース数を増やし、転倒予防教室、骨盤底筋

力向上教室、腰痛・膝痛予防教室を開催した。 

 介護予防総合講座については、コース数を増やすとともに新た

に栄養・口腔コースを実施した。 

介護予防施策の充実 
 二次予防事業の実施コース数を増やすとともに、通所介護事業

所でも事業を展開し、参加者の利便性を図った。 

高齢者会館の機能充実 

 平成 25年度に本一高齢者会館を移転開設するとともに、廃止し

た高齢者福祉センター４か所のうち、弥生・松が丘・堀江は高

齢者会館機能を備えた施設に機能転換し、鷺宮は平成 26 年度に

鷺宮高齢者会館として開設した。 

 平成 26年度から定例事業として健康支援事業を開始した。 

■おもな取り組み 

① 高齢者の健康づくり・介護予防の普及啓発事業の充実 

介護予防は高齢者になる前からの取り組みが重要です。地域において子どもから高

齢者までを対象とした健康づくりや介護予防の実践の場をつくりながら、日常生活に

おける身体活動の重要性、生活習慣病の予防や介護予防の取り組みの大切さなどにつ

いて、教育・普及啓発事業を充実します。 

 

② 高齢者会館の機能充実 

高齢者の居場所・活動の場、健康づくりや介護予防事業の身近な地域拠点として、

高齢者会館の機能をさらに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、すこやか福祉センターでは、地域の

保健福祉団体やＮＰＯ法人などによる会館運営を支援していきます。 

 

③ 高齢者の居場所づくり・活動の支援 

高齢者の居場所・活動の支援としては高齢者会館以外にも中野区社会福祉協議会、

中野区シルバー人材センター、地域で活動するボランティア団体などと連携しながら、

高齢者の居場所や活動の場づくりを進め、健康生きがいづくりや就労などの活動を支

援します。 

 

④ 介護予防・日常生活支援総合事業＊の実施  

 平成 28年 4月から、介護予防・日常生活支援総合事業を実施します。多様な担い手に

よる介護予防に資するサービスに加え、予防給付のうち訪問介護及び通所介護も介護予
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防・日常生活支援総合事業に移行します。 

 介護予防・日常生活支援総合事業では、介護予防マネジメントを強化するとともに、

専門的なサービスに加え、元気高齢者を含む地域の人たちやＮＰＯ法人など多様な担い

手の参画によって、日常的な介護予防と日常生活支援を一体的に展開し、多様な支援を

よりきめ細かく効果的に行える新たなしくみを構築します。 

 実施の詳細については、平成 27年度中に利用者及び関係者に周知します。 

 

⑤ 介護予防・生活支援サービスの体制整備 

介護予防・日常生活支援総合事業を平成 28 年 4 月から実施するのに合わせ、ＮＰ

Ｏ、民間企業、ボランティア、社会福祉法人など、生活支援サービスを担う関係者と

の情報共有と連携を進め、協働して日常生活上の支援体制の充実を図ります。 
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課題４ 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介護保険サービスとして、「定期巡回・随時対応型訪問

介護看護」、「夜間対応型訪問介護」「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）、デイサービスなどの通所系サービスや、訪問・通所・ショ

ートステイを組み合わせた「小規模多機能型居宅介護」があります。 

アンケート調査結果では、介護が必要になった場合に介護を受けたい場所として

「自宅」を希望している要介護３から要介護５までの高齢者が 45％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。 

 

介護が必要になった場合に介護を受けたい場所 

自
宅 

自
宅
近
く
の
サ
ー
ビ
ス
付
き

共
同
住
宅 

自
宅
近
く
の
入
所
施
設 

自
宅
か
ら
遠
く
て
も
、
出
身
地

等
の
好
き
な
土
地
の
住
宅
や

施
設 

そ
の
他 

わ
か
ら
な
い 

 

無
回
答 

 

 

 

 

 

出典：平成 26年度高齢福祉・介護保険サービス意向調査 

居住系サービスの充実 

 身体状況等で自炊が困難な程度で、かつ、低所得である高齢者向け住まいとして、

都市型軽費老人ホームの整備を行っています。 

また、介護保険の在宅サービスと介護保険施設の中間に位置し、住まいとなる施設

があり介護サービスが施設職員により受けられる、認知症高齢者グループホームや特

定入居者生活介護（有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅）の

サービスの整備も進めています。 

 住まい方の多様性、応能負担、必要な介護サービスに合わせて選ぶことができるよ
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う種類や供給量を適正に確保し、かつ、充実することが望まれています。特に、認知

症の方が増える傾向にありますので、認知症高齢者グループホームをさらに充実する

ことが望まれています。 

 

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 26 年５月１日現在 1,459 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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 
 

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 

1780戸 

(25年度) 
2000戸 2400戸 2700戸 

認知症高齢者グル

ープホームの定員 

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 

271人 

(26年度) 
433人 487人 649人 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

地域密着型サービス拠点の整

備 
 2 か所（登録定員合計 50人）を整備した。 

要介護高齢者等に対するショ

ートステイの充実 

 区有地を活用し、特別養護老人ホームに併設したもので定員 5

人を整備し、定員 8人を着工した。 

要介護高齢者の地域生活継続

支援 

 専門的な知識や技能を高めるためのケアマネジャー研修や、連

携及び情報交換を目的とした地域包括支援センターのケアマネ

ジャー研修を行った。 

 医師会と共催で、ケアマネと訪問介護事業所のサービス提供責

任者等を対象とした医学知識に関する研修を行った。 

介護予防・日常生活支援総合事

業の導入 

 高齢者会館等で、介護予防事業を行った。事業規模拡大・効果

的な実施などの課題にどう応えて新たな事業を展開するかにつ

いて、庁内で検討を行った。 

■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、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（複合

型サービス＊を

含む） 

施設数 1 1 1 1 4 

定

員

数 

登録 25 25 25 25 100 

通い 15 15 15 15 60 

泊まり 7 7 7 7 28 

認知症対応型 

通所介護 

施設数 0 0 0 0 0 

定員数 0 0 0 0 0 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

施設数 2 1 2 1 6 

定員数 30 15 30 15 90 

 

 

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の整備及び入所系や居住系の施設の空室利用

短期入所などの誘導を図り、ショートステイのベッド数を充実します。 
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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 36 36 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

高齢者のための住宅の確保 

 区営住宅 432戸、高齢者福祉住宅 130戸を運営した。 

 住替え先住宅を自分で探せない高齢者等に、不動産団体の協力

を得て賃貸住宅の物件情報を提供した。また、高齢者の入居を

拒まない住宅である東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録促進

を不動産団体等に依頼した。 

認知症高齢者グループホームの

誘導整備 
 6 施設（定員 108名）を整備した。 

都市型軽費老人ホームの誘導整

備 
 2 施設（定員 30 名）を整備した。 

特定施設の誘導 
 1 施設（定員 85名）が開設し、2施設（定員 163 名）が整備中

である。 

■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 3 2 9 

定員数 36 36 54 36 162 

 



第２部   第３章 高齢福祉 

 89 

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 2 2 

定員数 40 40 

 

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。 

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 

特定施設 

施設数 ― ― 

定員数 172 172 
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＜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（24年度～26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（特別養護老人ホ

ーム）の整備 

 区有地を活用し短期入所を併設したもので、定員 50 人を整備

し、定員 68 人を着工した。 

介護老人保健施設の整備  事業者募集を継続している。 

介護療養型医療施設からの転換支

援 
 既存事業者と転換時期、転換方法を協議している。 

■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。 

第５期介護保険事業計画の未整備分と平成 37 年（2025 年）までの高齢者人口の増

加やひとり暮らしの高齢者の増加の見込みを合わせて、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 2 2 

定員数 170 170 

 

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、

平成 37年（2025年）の需要を見込み整備を目指します。 

 

介護老人保健施設の整備目標 

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 

介護老人保健施設 

施設数 1 1 

定員数 100 100 
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課題５ 介護保険制度の適正な運営 

■現状と課題 

2025 年を見据え、持続可能なしくみとして効率化・重点化された介護保険制度改正

への対応 

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平成 26 年４月末日現在、12,856 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や介護予防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。団塊の世代が 75歳以上となる 2025 年に向け、地域包括ケアアシス

テムの構築を目指し、かつ将来的に持続可能なしくみであり続けるために、2015年度

に介護保険制度は様々な改正が行われました。サービスの充実や介護保険料の負担軽

減を図る一方、サービスの重点化や効率化、利用者負担の一部見直しを図ったこの改

正の趣旨を踏まえ、保険者としては適正かつ的確に介護保険制度を運営していく必要

があります。 

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、これまで

以上に医療、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など様々な主体による多様なサー

ビスを制度化して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
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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

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、適正なチェックを経て、本人の意思と選択を尊重した介護サー

ビスや、介護保険法の改正により創設された介護予防・生活支援サービスなど最適な

支援を受けています。 

介護が必要となった場合でも、また重度化して医療行為が必要となった場合でも、

地域の資源を活用した多様な福祉サービスや、介護と医療の連携による介護サービス

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、

すこやか福祉センターを中核として、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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37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 

87.9% 

(25年度) 
89% 90% 92% 

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 

49.1% 

(25年度) 
52% 54% 56% 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

介護保険制度・介護サービス事

業所の周知 

 被保険者全員に「介護保険だより」を送付した。 

 区役所や地域団体の会合で、介護保険制度説明会を行った。 

 毎年 11月の介護の日イベントへの参加、パンフレットの配布。 

安定した制度運営のための取

り組み 

 口座振替を推奨するため、口座情報登録にペイジーを導入した。 

 保険料の滞納について、電話や文書による督促・催告をするととも

に、訪問徴収を行い、収納率向上に努めた。 

医療を含む多職種、事業者間で

の連携促進 

 居宅介護支援事業所と地域包括支援センターとの連携強化、ケアマ

ネジメント力の向上を図るために事例検討会等の研修を行った。 

 医師会と共催で、ケアマネと訪問介護事業所のサービス提供責任者

等を対象とした研修を行った。 

苦情への対応・事故報告の活用 

 親切な説明・対応、研修等による職員の育成など、苦情をきっかけ

に、より質の高いサービスの提供を目指すよう、指導を行っている。 

 事故報告の概要を、事業者向け研修等で活用、情報共有を図った。 

要介護認定調査員の資質向上 
 要介護認定調査結果やｅラーニング

＊
システムを活用した研修を

行った。 

介護給付費の適正化 

 利用者本人への介護給付費通知を実施した。 

 住宅改修事後点検、医療情報との突合、縦覧点検､ケアプランの点

検、認知症加算等の加算の点検を行った。 

高齢者の相談支援窓口の充実 
 地域包括支援センターによる、広報誌やホームページでの情報提

供、高齢者会館等での出張相談会を実施し、認知度向上を図った。 

■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。区内の団体活動の場にうかがい介護保険制度の説

明を行ったり、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。 

また介護職場や事業所の取り組みを区民に身近に感じてもらうために、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

り組みを行うとともに、介護サービス事業所の就労者の確保を支援するため、ハロー

ワークとの連携により、求職者にサービス内容を理解してもらう機会を設けます。 

 

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
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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。 

 

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、事故情報の共有化を図りま

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た研修を引き続き実施します。 

今後も、調査結果についてすべて点検を行い、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、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。 

さらに住宅改修では、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。 

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。 
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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。 

 

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を中核として、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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

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 

 介護福祉士資格取得受験費用、外部研修受講費用（25年度まで）、

及び初任者研修受講費用（26 年度から）の助成を実施した。 

 事業者との連携による研修計画を定めた。 

 専門的な知識・技能を高める研修や、医学知識を学ぶ研修、口

腔ケアや認知症ケアについての研修を実施した。 

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 

 職員の定着支援研修として、管理者・リーダー向けの組織マネ

ジメント研修や、職層ごとに必要とされる接遇やコミュニケー

ション、職場の人間関係についての研修を行った。 

 介護従事者を対象にメンタルヘルス研修を行った。 

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 

 年間計画に基づく介護事業所への訪問調査（実地調査）を実施

し、翌年度は改善状況の確認（フォロー調査）を行っている。 

 サービス種別ごとに介護事業者集団指導を行っている。 

第三者評価の推進 
 費用助成を行うことにより、介護サービス事業所の第三者評価

の受審を推進した。 

■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。 

さらに今後は、医療と介護の連携など多職種連携など、介護保険制度改正で求めら

れる新たな役割や課題に対応する研修等も実施していきます。  

 

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
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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、引き続き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 第三者評価受審の推進 

介護サービス事業所に対して外部から評価を行うことにより、サービス内容の改善

や水準の向上を図るとともに、公開された評価結果を事業所情報としてサービス選択

に役立てるため、第三者評価を介護サービス事業者が定期的に受審するための費用助

成を引き続き行います。 

 

⑤ 事業所職員のスキルアップのための支援の強化 

介護サービス事業所の職員が、今後とも事業所内で定着し、かつスキルアップを図

ることができるように、引き続き、介護福祉士の受験や介護職員初任者研修の受講な

ど資格取得のために必要な費用の助成を行います。また今後、国が行うスキルアップ

の体制の変更に対応し、必要な支援を行います。 
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第２節 介護サービス等の見込量 

１ 第６期(平成２７～２９年度)の介護保険料見込みについて 

見込み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、2025 年を視野に入れて段階的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 27年度～29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、及び住所地特例対象者数について、平成 27年度～29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、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 27～29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 27～29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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 また今回の計画では、団塊の世代が後期高齢者になる平成３７年に向けた「地域包

括ケア計画」として、中長期的なサービス・給付・保険料の水準も推計して示すこと

が国から求められています。 
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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）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６期事業計画 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

居宅サービス    

 訪問介護 ２,８１５ ２,８８５ ２,９５８ 

訪問入浴介護 ２９６ ２９１ ２８０ 

訪問看護 １,１１７ １,２０１ １,２９３ 

訪問リハビリテーション ３２３ ３４５ ３５９ 

居宅療養管理指導 ２,５２５ ２,８２９ ３,２０１ 

通所介護※ ２,８４５ ３,０７９ ３,３４７ 

通所リハビリテーション ２９１ ２９１ ２８７ 

短期入所生活介護 ４８９ ５１８ ５５２ 

短期入所療養介護 ６５ ７０ ８５ 

福祉用具貸与 ３,５０５ ３,７３５ ３,９９９ 

特定福祉用具販売 ８１ ８１ ８２ 

住宅改修 ６０ ６１ ６５ 

居宅介護支援 ５,０１２ ５,１５１ ５,３３２ 

居住系サービス    

 特定施設入居者生活介護 １,１０５ １,２１６ １,３４２ 

地域密着型サービス    

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ４５ ６７ ８８ 

 夜間対応型訪問介護 ５３ ４０ ３７ 

認知症対応型通所介護 ３３０ ３１３ ３００ 

小規模多機能型居宅介護 １１９ １４５ １７１ 

複合型サービス ０ ０ ０ 

認知症対応型共同生活介護 ３４９ ４４６ ５５３ 

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 ９４０ ９７４ １,００８ 

 介護老人保健施設 ３４７ ３４７ ３４７ 

 介護療養型医療施設 １６３ １５７ １５１ 

※小規模な通所介護事業所については、平成 28 年度から地域密着型サービスへの移

行を予定（1 年間の猶予あり）。 
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（２）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６期事業計画 

２７年度 ２８年度 ２９年度 

居宅サービス    

 介護予防訪問介護※ １,６８１ ８２６ ０ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

介護予防訪問看護 １９４ ２２４ ２５３ 

介護予防訪問リハビリテーション ３８ ４１ ４２ 

介護予防居宅療養管理指導 ２０６ ２３４ ２６１ 

介護予防通所介護※ １,２６２ ７２６ ０ 

介護予防通所リハビリテーション １３１ １４０ １４８ 

介護予防短期入所生活介護 ２０ ２５ ３１ 

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 ９６５ １,０９９ １,２３８ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２８ ３０ 

介護予防住宅改修 ３７ ４１ ４６ 

介護予防支援 ２,９０３ ２,３４５ １,６５９ 

居住系サービス    

 介護予防特定施設入居者生活介護 １４４ １６１ １７７ 

地域密着型サービス    

 介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ４ ５ ６ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

※介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、平成２８年度から地域支援事業

へ移行（認定更新時に順次移行）。 
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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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

訪問介護 ２,８１５ ２,８８５ ２,９５８ 

介護予防訪問介護 １,６８１ ８２６ ０ 

 

【見込み方】 

訪問介護は、年々、利用人数がやや減少していますが、要介護認定者の増が見込

まれることと併せて、今後、再び増えるものとして推計しました。 

介護予防訪問介護は、平成 28 年 4 月からの介護予防・日常生活支援総合事業へ

の移行を踏まえて推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
訪問介護 ２,９６７ ３,２２９ ３,４９１ 

介護予防訪問介護 １,７１９ １,７９３ １,８６７ 

実 績 
訪問介護 ２,７６６ ２,７５７ ２,７３５ 

介護予防訪問介護 １,６５１ １,６６３ １,６５９ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

訪問入浴介護 ２９６ ２９１ ２８０ 

介護予防訪問入浴介護 ０ ０ ０ 

 

【見込み方】 

訪問入浴介護は、年々、利用人数が減少していますので、住宅改修サービスの利

用や通所介護への移行も踏まえ、今後も少しずつ減少するものとして推計しました。 

介護予防訪問入浴介護は、ここ数年実績がほとんどありませんでしたので、今後

も利用はないものとして推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
訪問入浴介護 ３５９ ３９９ ４４０ 

介護予防訪問入浴介護 ３ ３ ４ 

実 績 
訪問入浴介護 ３２８ ３２０ ２９８ 

介護予防訪問入浴介護 １ ０ ０ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

訪問看護 １,１１７ １,２０１ １,２９３ 

介護予防訪問看護 １９４ ２２４ ２５３ 

 

【見込み方】 

訪問看護は、医療ニーズの高まりから、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も併せて、今後も増加するものとして推計しました。 

介護予防訪問看護も、訪問看護と同様に、利用人数は増えるものとして推計しま

した。 

 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
訪問看護 ９２４ ９８６ １,０５４ 

介護予防訪問看護 １０９ １１５ １２０ 

実 績 
訪問看護 ８９４ ９４５ １,００５ 

介護予防訪問看護 １０９ １１７ １６４ 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

 

 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

訪問リハビリテーション ３２３ ３４５ ３５９ 

介護予防訪問リハビリテーション ３８ ４１ ４２ 

 

【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して推計しました。 

介護予防訪問リハビリテーションについては、平成 26 年度の推計として前年度

と比べてやや少なくなっていますが、在宅生活を継続するためのサービスとしての

ニーズを勘案して、少しずつ増えるものとして推計としました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
訪問リハビリテーション ２１９ ２４６ ２８９ 

介護予防訪問リハビリテーション ３５ ３９ ３４ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

居宅療養管理指導 ２,５２５ ２,８２９ ３,２０１ 

介護予防居宅療養管理指導 ２０６ ２３４ ２６１ 

 

【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して推計しました。 

介護予防居宅療養管理指導も、同様に増えていくものとして推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
居宅療養管理指導 １,７９８ ２,０３４ ２,２６７ 

介護予防居宅療養管理指導 １３８ １６４ １８３ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

通所介護 ２,８４５ ３,０７９ ３,３４７ 

介護予防通所介護 １,２６２ ７２６ ０ 

 

【見込み方】 

通所介護は、年々利用者が増加しており、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して推計しました。なお、定員 18 名以下の通所介護

事業所については、国の制度改正に伴い、平成 28 年度から地域密着型サービスへ

の移行を予定しています（1 年間の猶予あり） 

介護予防通所介護については、平成 28 年 4 月からの介護予防・日常生活支援総

合事業への移行を踏まえて推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
通所介護 ２,１８７ ２,４１３ ２,６３９ 

介護予防通所介護 ６６８ ６９８ ７２８ 

実 績 
通所介護 ２,１９８ ２,３８１ ２,５７４ 

介護予防通所介護 ７８６ ９５３ １,１０８ 

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。 



第２部   第３章 高齢福祉 

 109 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

通所リハビリテーション ２９１ ２９１ ２８７ 

介護予防通所リハビリテーション １３１ １４０ １４８ 

 

【見込み方】 

通所リハビリテーションは、実績に明らかな傾向が見られませんが、一部通所介

護サービスへの利用に移行していることも踏まえ、今後は少しずつ減少するものと

して推計しました。 

介護予防通所リハビリテーションについては、年々増えてきましたが、介護予

防・日常生活支援総合事業の開始に伴い、予防通所サービスへの移行も想定して、

やや伸び率を抑えて推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
通所リハビリテーション ３１９ ２９２ ２９４ 

介護予防通所リハビリテーション ７８ ９８ １２４ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

短期入所生活介護 ４８９ ５１８ ５５２ 

介護予防短期入所生活介護 ２０ ２５ ３１ 

 

【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、これまで介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）＊との併設を

中心に整備を進めてきました。これからもニーズとしては高いものと見込んでおり、

整備の進行状況にあわせて利用人数も増えていくものとして推計しました。 

介護予防短期入所生活介護は、これまでどおり利用が伸びていくものとして推計

しました。 

 

【特記事項】 

平成 28 年に、弥生町五丁目区有地（中野富士見中学校跡）に介護老人福祉施設

を 68 床整備するにあたり、短期入所生活介護も併せて整備します（介護老人福祉

施設の入所定員の１割程度）。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
短期入所生活介護 ４４０ ４６０ ４５２ 

介護予防短期入所生活介護 ７ ９ １６ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

短期入所療養介護 ６５ ７０ ８５ 

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、区内の施設数が少ない（現状で２か所）ですが、今後も利

用人数が増えるものとして推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
短期入所療養介護 ５２ ５２ ５４ 

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 ４４ ４２ ５７ 

介護予防短期入所療養介護 ０ １ 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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

福祉用具貸与 ３,５０５ ３,７３５ ３,９９９ 

介護予防福祉用具貸与 ９６５ １,０９９ １,２３８ 

 

【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

えるものとして推計しました。 

介護予防福祉用具貸与についても、同様にこれまでの増加傾向を踏まえて推計し

ました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
福祉用具貸与 ２,９７９ ３,２１６ ３,４５３ 

介護予防福祉用具貸与 ５８９ ６１８ ６４６ 

実 績 
福祉用具貸与 ２,９２９ ３,０７６ ３,２１３ 

介護予防福祉用具貸与 ６１０ ７１９ ８４９ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

特定福祉用具販売 ８１ ８１ ８２ 

介護予防特定福祉用具販売 ２５ ２８ ３０ 

 

【見込み方】 

特定福祉用具販売は、実績に明らかな傾向が見られませんが、今後はほぼこれま

でどおり伸びはないものとして推計しました。 

介護予防特定福祉用具販売は、少しずつ利用人数が増えているので、今後も僅か

ながら増えていくものとして推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
特定福祉用具販売 ８２ ７４ ７５ 

介護予防特定福祉用具販売 ２０ ２３ ２４ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

住宅改修（要介護） ６０ ６１ ６５ 

住宅改修（要支援） ３７ ４１ ４６ 

 

【見込み方】 

住宅改修（要介護）は、これまで横ばいの状態ですが、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して推計しました。 

住宅改修（要支援）は、これまでの伸びが続く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） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
住宅改修（要介護） ４６ ４８ ５１ 

住宅改修（要支援） ２２ ２１ ２１ 

実 績 
住宅改修（要介護） ５３ ５５ ５３ 

住宅改修（要支援） ２５ ２９ ３３ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

居宅介護支援 ５,０１２ ５,１５１ ５,３３２ 

介護予防支援 ２,９０３ ２,３４５ １,６５９ 

 

【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して推計しました。 

介護予防支援については、予防訪問介護と予防通所介護が介護予防・日常生活支

援総合事業に移行することに伴い、介護予防給付としてのケアプラン作成の減が見

込まれることと、その 2 つのサービスを除いたケアプラン作成は今後も増加するも

のとして、推計しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
居宅介護支援 ４,８３２ ５,２６２ ５,６９１ 

介護予防支援 ２,４０３ ２,５４７ ２,６９２ 

実 績 
居宅介護支援 ４,６８１ ４,７８６ ４,８４８ 

介護予防支援 ２,３５３ ２,５４２ ２,７４２ 

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。

また国の制度改正によりサービス付き高齢者向け住宅が住所地特例施設となった

ことから、これまで以上に整備がすすむものと予測し、利用人数が増えるものとし

て推計しました。 

介護予防特定施設入居者生活介護についても、同様に増えていくものとして推計

しました。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

特定施設入居者生活介護 １,１０５ １,２１６ １,３４２ 

介護予防特定施設入居者生活介護 １４４ １６１ １７７ 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
特定施設入居者生活介護 ８８５ ９３５ ９９４ 

介護予防特定施設入居者生活介護 １２０ １２５ １３２ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ４５ ６７ ８８ 

 

【見込み方】 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は平成 24 年度に創設されたサービスで、平

成26年度に区内で2つ目の事業所が開設されました。このサービスの周知度が徐々

に上がっていることと、今後、引き続いて区内に事業所を整備していく計画を踏ま

えるとともに、24時間対応による利便性を考慮し、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、南部圏域及び北部圏域に２事業所、中部圏域及び鷺宮圏域に

１事業所を誘導し、各圏域ごとに 2か所ずつ事業所が運営されるよう整備を図りま

す。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 １２ ２４ ３６ 

実 績 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ７ １７ １８ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

夜間対応型訪問介護 ５３ ４０ ３７ 

 

【見込み方】 

夜間対応型訪問介護は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護が平成 24 年度から

開始されたことに伴い、少しずつ減少してきました。今後もその傾向が続くものと

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） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 夜間対応型訪問介護 ８８ ９７ １０７ 

実 績 夜間対応型訪問介護 ７９ ６９ ６１ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

認知症対応型通所介護 ３３０ ３１３ ３００ 

介護予防認知症対応型通所介護 ０ ０ ０ 

 

【見込み方】 

認知症対応型通所介護は、認知症対策の重要性が広く認識されるとともに増加す

るものと思われましたが、比較的安価で利用できる一般の通所介護の利用により実

績の顕著な伸びは見られませんでした。利用対象者の増加は今後も見込まれますが、

引き続き一般通所介護の利用が進むものとして推計しました。 

 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
認知症対応型通所介護 ３４４ ３０７ ３３５ 

介護予防認知症対応型通所介護 ３ ０ ０ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

小規模多機能型居宅介護 １１９ １４５ １７１ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ４ ５ ６ 

 

【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 26 年度末現在、区内

に所在する事業所は 5 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。しかしながら、在宅

生活を支援するためのサービスとして今後も整備を進めていく予定であり、稼働率

も年々上がることを踏まえ、利用人数が増えるものとして推計しました。 

 

【特記事項】 

現状では、新たに単独で参入する事業所数が少ないため、他の介護サービスとの

複合施設等など様々な形で整備しています。 

なお、平成 27 年度からの 3 か年で、各圏域に１か所ずつ計 4 か所の整備を計画

しています。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
小規模多機能型居宅介護 ６８ ７３ ８６ 

介護予防小規模多機能型居宅介護 ２ ４ １ 

「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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

複合型サービス ０ ０ ０ 

 

【見込み方】 

複合型サービスは平成 24 年度に創設され、小規模多機能型居宅介護と訪問看護

とが併設（または連携）することによりサービスを提供するという新しい介護サー

ビスで、平成 25 年度より１か所開設するものと見込んでいましたが、事業者の参

入がありませんでした。 

訪問看護の確保が難しい現状を踏まえ、今後 3 か年では整備されないものとして

推計しました。 

  なお、平成 27 年４月から、名称が「看護小規模多機能型居宅介護」に変わりま

す。 

 

【第５期計画実績】（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 ０ ０ 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

 

 

 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

認知症対応型共同生活介護 ３４９ ４４６ ５５３ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ０ 

 

【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。 

 

【特記事項】 

平成 27 年度からの 3 か年で、北部圏域に 3 か所、その他の圏域に 2 か所ずつ計

9 か所の整備を計画しています。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

実 績 
認知症対応型共同生活介護 １７７ ２２５ ３０１ 

介護予防認知症対応型共同生活介護 １ ０ ０ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９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 6 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５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 
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 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

介護老人福祉施設 ９４０ ９７４ １,００８ 

 

【見込み方】 

介護老人福祉施設は、国の制度改正により平成 27 年度より原則として要介護 3

以上の方が入所できることとなりますが、現状でも入所者の平均介護度は４であり、

要介護度 3 以上の待機者が 800人を超える状況にあることから、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。 

 

【特記事項】 

平成 28 年に、弥生町五丁目区有地（中野富士見中学校跡）に介護老人福祉施設

を 68床整備する予定です。 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 介護老人福祉施設 ８６８ ９１８ ９１８ 

実 績 介護老人福祉施設 ８６５ ９１１ ９４０ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

介護老人保健施設 ３４７ ３４７ ３４７ 

 

【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 6 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

として推計しました。 

 

 

【第５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 介護老人保健施設 ４１０ ４１０ ４１０ 

実 績 介護老人保健施設 ３６３ ３７４ ３４７ 

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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

介護療養型医療施設 １６３ １５７ １５１ 

 

【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 6 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５期計画実績】（月平均利用人数）               （単位：人） 

※26年度の数値は推計値を含む。 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

計 画 介護療養型医療施設 １７９ １７９ １７９ 

実 績 介護療養型医療施設 １７７ １７４ １６９ 

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（平成２７年度まで） 

① 二次予防事業（基本チェックリストにより対象者を把握） 

 

 

 

 

 

 

【平成２７年度の見込み】 

≪事業内容≫ 

通所型介護予防事業は、運動機能向上、口腔機能向上、栄養改善などの内容を複合

的に組み合わせ、腰痛・膝痛予防体操コース、全身まるごとケアコース、からだとお

口のいきいき向上コースの各コースを実施します。介護保険法の改正により今後の介

護予防事業の改定をにらみ、コース数の伸びは見込まず定員は増加させることを見込

みました。事業の対象者は、26年度に実施した基本チェックリストにより把握した者

とします。 

 

《サービス見込量》  

 

 

【第５期計画実績】                       （単位：人） 

   

 

 

 

 

 

通所型介護予防事業参加者数 ２７年度 ２９６人 

  
２４年度 ２５年度 ２６年度 

実 績 

通所型介護予防事業参加者数 １１１ １４７ ２０２ 

訪問型介護予防事業訪問者数 ０ ０ ０ 

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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② 一次予防事業（対象はすべての高齢者） 

 

 

 

 

 

【平成２７年度の見込み】 

≪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・日常生活圏域毎に高齢者会館等を拠点として体力づくり

教室や介護予防総合講座等を実施します。 

 

イ 地域介護予防活動支援事業＜健康・生きがいづくり事業＞ 

 区内全域・日常生活圏域毎に高齢者会館等を拠点として、健康づくりや介護予防に

つながり、地域での仲間づくりや交流、社会参加を促す各種講座・教室などを実施し

ます。 

 

《サービス見込量》  

 

【第５期計画実績】                       （単位：人） 

 

体力づくり教室参加者数 

２７年度 

２５０人 

介護予防総合講座参加者数 ３,０００人 

健康・生きがいづくり事業延参加者数 ３５，５００人 

 
２４年度 ２５年度 ２６年度 

体力づくり教室参加者数 ２３４ ２２３ ２４０ 

介護予防総合講座参加者数 ２,８８４ ２，９１９ ２，９５０ 

健康・生きがいづくり事業延参加者数 ３３，９２０ ３４，６５１ ３５，０００ 

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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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
21%

2号保険料
29%

【財源構成】

国 39.5%

都道府県
19.75%

市町村
19.75%

1号保険料
21%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業
○二次予防事業
○一次予防事業
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営
・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

新しい介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○一般介護予防事業

包括的支援事業

○地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○在宅医療・介護連携の推進

○認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等）

○生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

現行と同様

事業に移行

訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○介護給付費適正化事業
○家族介護支援事業
○その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

新しい地域支援事業の全体像
＜現行＞ ＜見直し後＞介護保険制度

全市町村で
実施
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（２）介護予防・日常生活支援総合事業（平成２８年度から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

 

 

 

 

 

【基本的な考え方】 

○現行の指定介護事業者による訪問介護及び通所介護相当のサービスに加え、緩和

した基準によるサービスの整備に取り組みます。 

 

○平成２７年度に、検討・準備をし、平成２８年度から訪問型サービス、通所型サ

ービス、介護予防支援事業の実施を目指します。 

 

ア 訪問型サービス 

     要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活上の支援を提供します。 

 

イ 通所型サービス 

   要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。 

 

ウ 介護予防支援事業（ケアマネジメント） 

    要支援者等に対し、自立支援に向けた総合事業によるサービス等が適切に提

供され、要支援状態からの自立の促進や、重度化が予防できるよう、ケアマネ

ジメントします。 

 

 

 予防給付のうち訪問介護及び通所介護を新規事業である介護予防・日常生活支

援総合事業へ移行して実施します。 

介護予防・日常生活支援総合事業では、専門的なサービスに加え、元気高齢者

を含む地域の人たちやＮＰＯ法人など多様な担い手の参画によって、日常的な介

護予防と日常生活支援を一体的に展開し、多様な支援をよりきめ細かく効果的に

行える新たなしくみを構築します。 

区では、新たな担い手やサービス全体のしくみづくりにおいて、事業者や関

係団体と調整を重ねるとともに、事業を円滑に移行できるよう、利用者に配慮

した周知期間を確保するため、平成 28 年４月を目標に事業を実施します。 
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○その他、制度上は介護予防に資する生活支援サービスとして、要支援状態の者に

対し、栄養改善を目的とした配食やひとり暮らし高齢者等への見守り訪問サービス

等が想定されています。これらについては、事業の必要性を含め、中野区における

取り組みについて検討します。 

 

 

② 一般介護予防事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 介護予防事業対象者の把握事業 

地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等の何らかの

支援を要する者を把握し、介護予防活動につなげます。 

 

イ 介護予防普及啓発事業 

   介護予防活動の普及・啓発を行います。 

 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

   地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。 

 

エ 一般介護予防事業評価支援事業 

    介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防

事業の事業評価を行います。 

 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

    地域における介護予防の取組を機能強化するために、リハビリテーション専

門職等の活用を促進します。 

 

 

区では、現在介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支

援事業、の３つの事業を実施しています。介護予防把握事業は必ずしも全国一律

の基本チェックリストの配布・回収という方法を取らなくてもよくなるため、様々

な関係機関からの情報を活用するなど効率的な方法を検討します。介護予防普及

啓発事業、地域介護予防活動支援事業については現事業を継続しながら、新たな

事業の可能性を検討していきます。 
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（３）包括的支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実施する事業内容】 

ア 地域ケア会議 

支援や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で尊厳ある生活を可能な

限り継続するためには、地域包括ケアシステムの構築が必要です。 

高齢者に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を進めていく地

域包括ケアシステムを実現するために、地域の関係者や高齢者にかかわる多職

種・多機関の参加による「地域ケア会議」を設置します。 

日常生活圏域であるすこやか福祉センターごとに設置する「すこやか地域ケ

ア会議」では、地域課題の発見や解決に必要なネットワークを構築するととも

に、地域資源（人材）の開発を行います。 

区全体を所掌とする「中野区地域ケア会議」では、地域課題を広く捉え、地

域包括ケアに関する意見の集約や必要な制度やしくみを検討します。 

 

イ 総合相談支援事業・権利擁護事業 

地域包括支援センターでは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、関係部署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 

地域包括支援センターでは、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の適切なアドバイスや事例検

討会などによる、ケアマネジャーの対応能力の向上に努めます。 

地域包括ケアシステムの構築に向け、すこやか福祉センターの圏域ごとの

「すこやか地域ケア会議」と区全体を所掌する「中野区地域ケア会議」を設

置します。 

新たに、「在宅医療・介護連携推進事業」と「認知症施策推進事業」を行い、

28 年度からは「介護予防・生活支援サービスの体制整備事業」も行います。 

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、支援等を包括的に行う地域包括支援センターにおいては、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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エ 在宅医療・介護連携推進事業 

平成 24 年度より実施してきた在宅療養推進のための協議会を再編成して、

在宅医療・介護の連携のための新たな協議会を設置し、引き続き検討を進めま

す。協議会において抽出された課題は、地域ケア会議での検討に活かします。 

また課題となっている摂食・えん下機能支援の仕組みの構築については、具

体的な取り組みを開始するとともに、この事業を多職種連携のモデルとして在

宅療養全体の医療と介護の連携強化に努めます。 

そのほか、在宅療養者の容態急変時に備えた緊急一時入院病床確保事業や関

係者向け研修、講演会による区民への啓発などにより、在宅療養を推進してい

きます。 

 

オ 認知症施策推進事業 

   認知症コーディネーターを配置し、東京都の認知症疾患医療センターとの協

働により実施している、認知症早期発見・早期対応事業をさらに充実させると

ともに、事例検討会や研修により認知症相談の窓口となる地域包括支援センタ

ーや介護事業者の対応力の向上を図ります。また、中野区医師会の認知症アド

バイザー医との連携も強化し、スムーズに適切な医療やサービスにつなぐため

の相談・支援体制を充実していきます。 

地域全体で認知症高齢者を支える体制づくりを進めるため、認知症サポータ

ー養成講座の充実を図るとともに、レベルアップのための研修を行い、地域で

の支えあいを推進します。 

    

カ 介護予防・生活支援サービスの体制整備 

介護予防・日常生活支援総合事業を平成 28年 4月から実施するのに合わせ、

ＮＰＯ、民間企業、ボランティア、社会福祉法人など、生活支援サービスを担

う関係者との情報共有と連携を進め、協働して日常生活上の支援体制の充実を

図ります。 
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【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）、

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 

鷺宮すこやか福祉センター内 

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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（４）任意事業 

① 高齢者困難事例等専門相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

② 給付確認 

 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 成年後見申立件数（件） ２５ ２８ 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 給付確認通知発送件数（件） １４，９７３ １５，５６５ 

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。 

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、区長が家庭裁判所に対し

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、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。 
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③ 住宅改修理由書作成 

 

 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

④ 家族介護教室 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

⑤ 徘徊高齢者探索サービス 

 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 住宅改修理由書作成助成（件） １７４ １１９ 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 家族介護教室実施回数（回） １６ １６ 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 徘徊高齢者探索サービス利用者延人数（人） ２１７ １３１ 

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。 

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。 

認知症による徘徊行動のある高齢者を在宅で介護する家族等にＧＰＳを利用

した位置情報探索機を貸出し、徘徊時に家族等が電話やインターネットで高齢

者の位置を検索することで、早期発見につなげます（自己負担あり）。 
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⑥ 紙おむつサービス 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

⑦ 緊急一時宿泊事業 

 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

⑧ 介護サービス事業者育成支援 

 

 

 

 

【第５期実績】 

 

 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 紙おむつサービス月平均利用者数（人） １，５３１ １，５１９ 

  ２４年度 ２５年度 

実績 高齢者緊急一時宿泊事業延利用者数（人） ３７ ７６ 

  ２４年度 ２５年度 

実 績 介護サービス事業者等研修会実施回数（回） １７ １６ 

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）。 

家庭の事情や災害、介護者の急病等により在宅での生活が困難な高齢者を緊

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）。 
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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） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

送迎費用支給件数 １８ １７ １６ 

 

【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たことによ

り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５期実績】                          （単位：件） 

※26年度の数値は推計値を含む 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

実 績 送迎費用支給件数 ４５ ４５ １９ 

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。 
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（２）寝具乾燥サービス 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》                        （単位：件） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

寝具乾燥サービス利用延件数 ３０ ３０ ３０ 

 

【見込み方】 

 寝具乾燥サービスは、実績に明らかな傾向は見られませんが、ベッドを使用する高

齢者等も一定数いることなどから横ばいとして推計しました。 

 

【第５期実績】 

※26年度の数値は推計値を含む 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

実 績 寝具乾燥サービス利用延件数（件） ２９ ２２ ３０ 

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）。 



第２部   第３章 高齢福祉 

 140 

（３）訪問理美容サービス 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》                        （単位：件） 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

訪問理美容サービス利用延件数 １１０ １１０ １１０ 

 

【見込み方】 

 訪問理美容サービスは、利用実績が減少してきましたが、一定数の利用が見込まれ

るため、今後は横ばいとして推計しました。 

 

【第５期実績】                         （単位：件） 

※26年度の数値は推計値を含む 

 

 

  ２４年度 ２５年度 ２６年度 

実 績 訪問理美容サービス利用延件数 １４１ １１９ １０８ 

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５期（平成２４年度～平成２６年度）の法定給付費用の実績、第６期（平成

２７～２９年度）及び平成３２・３７年度の見込みは下表のとおりです。 

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

区   分 平成24年度 平成25年度 平成26年度 合  計 

介 護 給 付 費 17,816,123 18,704,145 19,556,967 56,077,235 

地域支援事業費 348,815 347,014 377,193 1,073,022 

その他経費 25,303 26,942 28,729 80,974 

合   計 18,190,241 19,078,101 19,962,889 57,231,231 

 ※26 年度の数値は推計値を含む 

 

【平成２７～２９年度、及び平成３２・３７年度の法定給付費用の見込み】 

（１）第６期（平成２７～２９年度）                （単位：千円） 

 

（２）平成３２・３７年度 

区   分 平成 32年度 平成 37年度 

介 護 給 付 費 25,735,796 28,073,192 

地域支援事業費 1,409,592 1,531,166 

その他経費 35,375 46,524 

合   計 27,180,763 29,650,882 

注）介護給付費は、利用者負担額を除いた額で、特定施設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、新総合事業への移行までは介護給付費の３％以内とされていま

す（移行後は別の方法で算出します）。 

注）その他経費は、審査支払い手数料です（単価が下がる予定です）。 

 

また、中野区独自で実施する特別給付事業に要する費用の第５期の実績、及び第

６期の見込みは、下表のとおりです。 

【平成２４～２６年度の特別給付費等の実績】     （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 788 678 655 2,121 

 ※26 年度の数値は推計値を含む 

【平成２７～２９年度、３２・３７年度の特別給付費等の見込み】     （単位：千円）   

区   分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 合  計 

介 護 給 付 費 20,711,400 21,586,066 22,719,030 65,016,496 

地域支援事業費 396,548 909,677 1,734,567 3,040,792 

その他経費 26,898 28,413 30,013 85,324 

合   計 21,134,846 22,524,156 24,483,610 68,142,612 

区 分 平成27年度 平成28年度 平成29年度 小計 平成32年度 平成37年度 

特別給付事業 632 610 589 1,831 529 443 
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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 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% 39.0% － 

（国）調整交付金 5.0% 5.0% － － － 

都負担金 17.5% 12.5% 12.5% 19.5% － 

区負担金 12.5% 12.5% 12.5% 19.5% － 

保
険
料 

第１号保険料負担 22.0% 22.0% 22.0% 22.0% 100.0% 

第２号保険料負担 28.0% 28.0% 28.0% － － 

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 

 

なお、第５期計画期間中においては、第１号保険料負担は法定給付費・地域支援事業

とも２１％、第２号保険料負担は各２９％でした。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（１５段階の実施と料率の見直し） 

第５期事業計画運営期間の保険料設定にあたっては、第４期の１２段階の段階

別保険料を１６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６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５期保険料と

比べて上昇が見込まれます。 

１）高齢化の進展や基盤整備によるサービス供給増の影響 

２）高齢者の増に伴う第１号被保険者負担率の上昇（２１％→２２％） 

そのため、第６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５期保険料からの大幅な上昇をなるべく抑える。特に所得の低い方の保

険料負担を抑える 

２）所得金額が高い段階について、料率の見直しを行う 

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を継続する 

２）所得の低い方の料率を据え置く、または下げる 

３）一定以上の所得の方には料率を引き上げた負担をお願いする 

 

（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６期介護保険料設定にあたり、昨今の経済情勢や増税による家

計への影響等を勘案し、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）新たな公費の活用 

  低所得段階区分（第１～３段階）に対して、負担軽減の強化を目的とする交付

金が、平成２７年度より第１段階について、さらに平成２９年度より第１～３段

階についてそれぞれ交付される予定です。 

  中野区では、この交付金を活用して、所得の低い方の保険料負担を抑えます（交

付金の規模が確定次第、以下の料率や所得段階別保険料額に反映させます）。 
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【第６期事業計画期間中の介護保険料所得段階（交付金活用前）】 

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 

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。 

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８０万円を超え１２０万円以下。 

０.６０ 

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 

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 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が８０万円以下。 

０.８５ 

第５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 

公的年金等収入額と合計所得金額の合計が８０万円を超えてい

る。 

１.００ 

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１２５万円以上 

１５０万円未満。 

１.２０ 

第８段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が１５０万円以上 

２００万円未満。 

１.３５ 

第９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。 

１.５０ 

第 10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。 

１.７０ 

第 11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。 

２.００ 

第 12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 

１０００万円未満。 

２.３０ 

第 13段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が１０００万円以上 

１５００万円未満。 

２.６０ 

第 14段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が１５００万円以上 

２０００万円未満。 

３.００ 

第 15段階 本人が特別区民税課税で、合計所得金額が２０００万円以上 

 

３.５０ 
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４ 保険料基準額 

平成２７年度～平成２９年度の第６期事業計画期間の保険料基準額は次のとお

りとします。 

なお、以下の金額は、国から示されている介護報酬の改定を概ね反映したもので

すが、今後示される詳細な内容により変動する場合があります。 

【準備基金投入前】          【準備基金投入後】 

               

 

  

 
※保険料基準額（月額）は年額を１２で割り、１０円未満切捨て 

 

  また、平成３２・３７年度の保険料基準額（準備基金投入後）の見込みは次のと

おりです。 

 平成３２年度 平成３７年度 

保険料基準額 

（月額） 
７，２２０円 ８,８００円 

 

５ 第６期事業計画期間中の介護保険料 

① 段階別介護保険料 

第６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２７年度～

平成２９年度の所得段階別保険料額（交付金活用前）は、下表のとおりです。 

【所得段階別保険料額（交付金活用前）】        （単位：円） 

区 分 料 率 保険料年額 保険料月額 

第 １ 段 階 ０.５０ ３３,９００ ２,８２５ 

第 ２ 段 階 ０.６０ ４０,７００ ３,３９１ 

第 ３ 段 階 ０.７０ ４７,５００ ３,９５８ 

第 ４ 段 階 ０.８５ ５７,７００ ４,８０８ 

第 ５ 段 階 １.００ ６７,９００ ５,６５８ 

第 ６ 段 階 １.１０ ７４,７００ ６,２２５ 

第 ７ 段 階 １.２０ ８１,５００ ６,７９１ 

第 ８ 段 階 １.３５ ９１,７００ ７,６４１ 

第 ９ 段 階 １.５０ １０１,９００ ８,４９１ 

第 1 0 段 階 １.７０ １１５,５００ ９,６２５ 

第 1 1 段 階 ２.００ １３５,９００ １１,３２５ 

第 1 2 段 階 ２.３０ １５６,３００ １３,０２５ 

第 1 3 段 階 ２.６０ １７６,７００ １４,７２５ 

第 1 4 段 階 ３.００ ２０３,９００ １６,９９１ 

第 1 5 段 階 ３.５０ ２３７,９００ １９,８２５ 

保険料基準額

（年額） 

保険料基準額

（月額） 

７１，８００円 ５，９８０円 

保険料基準額

（年額） 

保険料基準額 

（月額） 

６７，９７３円 ５，６６０円 
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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 

 

第５期介護保険料額と第６期介護保険料額の比較は、下表のとおりです（交付金の

交付時期は保険料段階により異なりますが、交付金の活用により、第１～第３段階の

第１号被保険者が実際に負担する保険料額は第５期よりも下がる見込みです）。 

【保険料額の比較】 

（第５期）                   （第６期 交付金活用前） 

 

 

 

 

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 生保受給 0.50 31,500 2,625 

第２段階 80 万以下 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 1000万未満 2.15 135,800 11,316 

第 12段階 1500万未満 2.35 148,400 12,366 

第 13 段階 2000万未満 2.70 170,600 14,216 

第 14 段階 2000万以上 3.00 189,500 15,791 

保険料段階 料率 年額 月額 

第１段階 

生保受給 

0.50 33,900 2,825 

80 万以下 

第２段階 120万以下 0.60 40,700 3,391 

第３段階 
120万を 

超える 
0.70 47,500 3,958 

第４段階 80 万以下 0.85 57,700 4,808 

第５段階 
80 万を 

超える 
1.00 67,900 5,658 

第６段階 125万未満 1.10 74,700 6,225 

第７段階 150万未満 1.20 81,500 6,791 

第８段階 200万未満 1.35 91,700 7,641 

第９段階 350万未満 1.50 101,900 8,491 

第 10 段階 500万未満 1.70 115,500 9,625 

第 11 段階 700万未満 2.00 135,900 11,325 

第 12 段階 1000万未満 2.30 156,300 13,025 

第 13 段階 1500万未満 2.60 176,700 14,725 

第 14 段階 2000万未満 3.00 203,900 16,991 

第 15 段階 2000万以上 3.50 237,900 19,825 



第２部   第３章 高齢福祉 

 147 

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、これまで個別減額

制度を継続してきました。 

第６期事業計画期間においても、この減額措置を引き続き実施することとしま

す。
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第４章  障 害 福 祉 
 

 
・中野区健康福祉総合推進計画 2015 

（計画期間：平成 27年度～平成 31年度） 

 

・第４期中野区障害福祉計画 

（計画期間：平成 27年度～平成 29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 相談支援の充実 

＜施策１＞基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制の整備・体制強化 

＜施策２＞計画相談支援の対象者拡大への体制整備とサービス等利用計画の

質の向上 

＜施策３＞障害者の権利擁護の推進  

課題２ 地域生活の支援 

＜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 

課題３ 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の向上 

課題４ 障害や発達に課題のある子どもへの支援 

＜施策１＞障害や発達に課題のある子どもへのサービスの拡充 

 

第２節 第４期中野区障害福祉計画 

１ 障害福祉計画の概要 

２ 成果目標（平成２９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 相談支援の充実 

■現状と課題 

相談支援体制の整備 

 障害のある人が身近な地域において、安心して日常生活や社会生活を送るためには、

障害福祉サービス基盤の確保とともに、必要なサービスを適切に利用するための相談

支援体制の整備が不可欠です。 

 中野区が平成 26 年 5 月に実施した「障害福祉サービス意向調査」によると「充実

してほしい施策」については、「福祉に関する様々な相談支援」を挙げた人が 40.3％

で第一位、続いて「サービスについての広報・周知（情報提供）」を挙げた人が 37.3％

で第二位となっており、相談支援の充実が求められていることが伺えます。 

 障害者相談の地域拠点となるすこやか障害者相談支援事業所＊は、平成 22 年７月に

相談支援事業に加え、支給決定のための勘案事項調査や窓口業務もあわせて委託し、

中部すこやか障害者相談支援事業所として設置されました。 

 以後、平成 24年 9月に北部すこやか障害者相談支援事業所が開設され、平成 25年

４月からは、中部すこやか障害者相談支援事業所と２事業所により、中野区全域の相

談支援を展開することとしました。 

 今後、平成 27年 4月には鷺宮圏域、平成 28年度には南部圏域にもすこやか障害者

相談支援事業所が整備され、区内４ケ所の障害者相談支援事業所でワンストップの総

合相談を実施する体制が整備される予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査   

充実してほしい施策 

n=(772)  

障害福祉サービスの利用などの障害者の
福祉に関する様々な相談支援
利用できるサービスについての

広報・周知（情報提供）

病気や障害に対する理解の促進

一般企業などへの就労支援

活動の場、憩いの場の整備

余暇活動の支援

障害当事者の文化活動、社会貢献活動など

ピアサポート（当事者同士の相談活動）

特にない

その他

　無回答

40.3

37.3

36.1

20.3

18.5

17.6

12.3

8.2

10.2

4.5

18.1

0 10 20 30 40 50 (%)



第２部   第４章 障害福祉 

 151 

計画相談の対象者拡大 

 平成 24 年４月、障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉

施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整

備に関する法律により、サービスの支給決定のプロセスの見直しが行われました。 

 これにより、計画相談支援の対象者を大幅に拡大し、障害福祉サービス、障害児通

所支援、地域相談支援の申請を行った障害者（児）すべてを対象にサービス等利用計

画を作成することとなり、平成 26 年度までに原則としてすべての対象者について実

施することとされました。 

 平成 26 年 12 月末現在、中野区でのサービス等利用計画作成は 465 件、作成率は

30.4％となっており、サービスの適切な利用を支えるため、計画相談支援の制度周知

と合わせ、対象者拡大のため相談支援事業者や相談支援専門員の確保などの体制整備

が求められています。 

 

基幹相談支援センター業務の展開 

 すこやか障害者相談支援事業所の整備や計画相談支援の対象者拡大に伴う相談支

援事業者が増加する中、平成 26 年４月、障害福祉分野が基幹相談支援センター業務

を行うこととし、困難事例に対する指導・助言、相談支援機関の人材育成などに取り

組むこととしました。 

 今後、基幹相談支援センター業務を担う障害福祉分野を障害者相談の中核とし、地

域の相談拠点であるすこやか障害者相談支援事業所、障害福祉サービスのケアマネジ

メントを実施する相談支援事業者などの関係機関との連携強化を図る他、入所施設や

精神科病院からの地域移行＊や地域定着の推進が求められています。 

 

障害のある人の権利擁護 

 「障害者権利条約の批准」をはじめ「障害者の虐待防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」などの制

定が相次ぎ、障害者の権利を護る気運が高まっています。 

 区では、障害福祉分野に障害者虐待防止センター機能を持たせ、虐待の通報・届出

の受理や障害者及び養護者への支援を展開しています。 

 今後は、障害者に対する理解促進を図りながら、障害者の社会的障壁を取り除き、

人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障害者の権利擁護の取り

組みを推進する必要があります。 

■実現すべき状態 

障害のある人が身近な地域で必要な支援を受けながら安心、安全な生活を営むこと

ができるよう、地域の相談支援機関の拠点であるすこやか障害者相談支援事業所が区

内４圏域に整備され相談支援体制が拡充されています。総合的な相談体制の中核とし
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て、基幹相談支援センターがその機能を果たし、相談支援機関に対して指導・助言、

相談支援専門員等の人材育成を行い、相談支援の質の充実が図られる他、高次脳機能

障害＊や発達障害＊などの専門相談機能も強化されています。 

すこやか障害者相談支援事業所や各相談支援事業者、その他関係機関のネットワー

ク強化が図られ、ケース事例を通し明らかになった地域課題について、中野区障害者

自立支援協議会＊と協働し課題解決のための検討が進められています。 

また、入所施設や精神科病院からの地域移行を促進するため、関係機関との連携体

制が構築され、地域移行・地域定着を支えるしくみが用意されています。 

 

計画相談支援の提供基盤である相談支援事業者が必要数確保され、障害福祉サービ

スを利用する際には、障害者個々の状態やサービスの利用意向、介護者の状況を踏ま

えた適切なサービスの支給決定が行われ、自立した日常生活や社会生活を営むことが

できる支援が行われます。 

また、相談支援専門員をはじめ相談業務に関わる人材育成が行われ、相談員として

のスキルが向上し、相談の質の充実が図られています。 

 

障害の有無により分け隔てられることなく、障害者が自らの意思と決定に基づき社

会生活を送ることができる社会の実現に向け、障害者の理解促進が図られています。 

また、障害者の「社会的障壁」を除去するための取り組みや障害者虐待の防止、成

年後見制度の活用など、障害者の権利擁護の取り組みが進んでいます。 

 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

区内の相談支援事業者

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 

8 か所 

(26年度) 
15 か所 17 か所 20 か所 

サービス等利用計画の

作成が必要な件数のう

ち、指定相談支援事業者

により作成された計画

の割合 

適切なアセスメントにより

総合的かつ効果的なサービ

スの提供が実施されている

ことを示すため 

37.0％ 

(26年度) 
90％ 93％ 97％ 

障害者に対する理解が 

「ある程度進んでい

る」、「十分に進んでい

る」と回答した人の割合 

権利擁護を推進するため、

障害者に対する理解の向上

を図る必要がある 

27.3％ 

(26年度) 
30％ 32％ 38％ 
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＜施策１＞基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制の整備・体制強化 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

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 

 平成 26年度より障害者地域自立生活支援センター（つむぎ）に高次

脳機能障害者とその家族等を対象とした専門的な相談体制を整備し

た。 

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 

 平成 24年度は、発達に課題のある児の乳幼児施設から特別支援学

校・区立小学校・中学校への「申し送り」その後小学校において「個

別支援計画」の作成を行った。 

難病
＊
患者に対する支援 

 すこやか福祉センターでの難病関係のサービス手続きや相談を窓口

で受け付けするとともに、保健師等の訪問支援を実施した。また、

パーキンソンリハビリ教室を年間 9 回実施した。 

 難病等により、在宅で人工呼吸器を使用している方を対象に、災害

時個別支援計画を作成した。 

当事者活動の活性化 

 障害者地域自立生活支援センター(つむぎ）、精神障害者地域生活支

援センター（せせらぎ）においてピアカウンセリング
＊
事業を実施

した。また、つむぎでは、関係機関と連携を図り、高次脳機能障害

の当事者間の連携の強化に取り組んだ。 

■おもな取り組み 

① すこやか福祉センターにおける障害者相談支援事業所の整備 

 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を行う区

内４か所の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ていきます。 

 すこやか障害者相談支援事業所は、身近な地域の相談支援機関として地域に根ざし

た支援を展開し、支援につながりにくい人や障害福祉サービスを利用しない障害者な

どに対してもアウトリーチ＊などの手法による支援を行い、きめ細やかな相談支援を

展開していきます。 

 

② 基幹相談支援センターを中核とした相談支援体制の充実 

 基幹相談支援センターは、総合的な相談機関として地域の相談支援機関への指導助

言、人材育成支援を行うとともに、地域の関係機関と連携を図り、ネットワークを構

築し困難事例等への対応を進めるなど、中野区の障害者の相談拠点として、相談支援

体制の充実を図ります。 

 また、入所施設や精神科病院等からの退所・退院を支援し、地域で安心して自立生

活を継続できる支援を行います。 

 相談支援を通し明らかとなった地域課題や目標・指標の進捗状況については、中野

区障害者自立支援協議会や地域の包括的なシステムの中で報告するなど、課題解決に

向けた取り組みを進めます。 

 



第２部   第４章 障害福祉 

 154 

③ 高次脳機能障害、難病患者等への専門相談の拡充 

平成 26 年度より障害者地域自立生活支援センターの事業として、高次脳機能障害

のある人やその家族に対しての専門的な相談支援を開始しました。専門相談体制の整

備に伴い、中野区障害者福祉会館や東京都心身障害者福祉センターなどと連携し、当

事者の活動の場づくりや家族への支援活動を行うなど、支援の拡充を図ります。 

また、新たに障害福祉サービスの対象となった難病患者への制度周知や相談支援の

充実を図ります。 

障害者相談では、障害のある人の相談内容についての理解と共感が不可欠です。 

 生活や就労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ピ

アカウンセリングは、相談者の力を引き出し、自ら問題の解決を図るために有効な手

法です。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。 

 

④ ライフステージに応じた相談支援機関の連携強化 

特別支援学校高等部卒業生に対し、必要な福祉サービスの情報提供や卒業後の支援

体制を明確にするために、移行時支援会議を開催し、関係機関との連携を強化し、継

続性のある一貫した支援が行われるよう配慮していきます。 

また、切れ目のないサービスの提供に向け、基本相談、計画相談など、多様化して

いる相談支援事業所の役割などを区民にわかりやすく説明、周知していきます。 
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＜施策２＞計画相談支援の対象者拡大への体制整備とサービス等利用計画の質の向上 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

サービス利用支援等の実施 
 サービス等利用計画の作成を行う指定特定相談支援事業所

＊
の指定

を行い、平成 26年 12 月現在で、区内の指定特定相談支援事業所数

は、8 か所となった。 

障害者自立支援協議会の活

性化等による相談支援専門

員の質の向上 

 中野区障害者自立支援協議会において、相談支援機関会議を開催し、

困難事例などの事例報告行い、地域課題の抽出を行うほか、情報交

換などを行い相談員の資質向上に努めた。また、平成 26 年度から障

害福祉分野が基幹相談支援センター機能を担い、相談支援事業所に

対して指導・助言等を行った。 

■おもな取り組み 

① 計画相談の対象者拡大に向けた体制の整備・拡充 

 平成 27 年 4 月から障害福祉サービスを利用するすべての利用者について、サービ

ス等利用計画の作成が必要となります。区は、計画相談支援の対象者の拡大とサービ

ス等利用計画作成の必要性や支給決定のしくみなどを区民に周知するとともに、サー

ビス等利用計画の作成が円滑に行われるよう相談支援事業者を確保し、計画相談支援

の提供基盤の整備を図ります。 

 

② 計画相談支援の質の確保 

 サービス等利用計画は障害者が日々の暮らしの中で抱えているニーズや課題につ

いて適切なアセスメントを通し、総合的かつ効率的に、必要なサービスを組み合わせ

提供するための基本となる計画です。区は相談支援事業者を確保することにとどまら

ず、相談支援専門員の研修や情報交換の場を設けたり、相談支援専門員のガイドライ

ンを作成するなど、サービス等利用計画の資の向上を図ります。 

 

③ 基本相談と一体的に提供される計画相談支援 

 相談支援業務においては、サービス等利用計画の作成に限らず、基本相談も重要な

相談業務であり、日頃の生活相談や生活支援から潜在的な福祉ニーズが明らかになる

ことも少なくありません。こうした基本的な相談支援の重要性を認識し、相談支援業

務に生かすため、事例検討会や相談員の交流会など開催し、情報交換や相談技術のス

キルアップを図ります。 
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＜施策３＞障害者の権利擁護の推進 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

成年後見制度利用支援事業  区長による審判請求及び後見費用の助成事業を実施した。 

虐待防止センターの設置と

権利擁護 

 平成 24年 10月、障害者虐待防止法の施行に合わせ、障害福祉分野

に障害者虐待防止センター機能を置き、虐待通報等の受理や障害者

及び養護者等に必要な支援を行った。 

■おもな取り組み 

① 障害者権利擁護事業の推進 

 成年後見制度における法人後見の活動支援を通し、障害者の権利擁護を推進するこ

とに合わせ障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行（平成 28 年度）

に合わせ障害者への差別解消の取り組み状況の検証を行うなど、権利擁護を進める取

り組みを行っていきます。 

 

② 福祉サービスに関する苦情相談窓口の充実【第２章地域福祉 68 頁①再掲】 

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。民間福祉サ

ービスの種類ごとの苦情相談の仕組みと合わせ、関係機関との連携を図っていきます。 

 

③ 権利擁護サービスの拡充【第２章地域福祉 68 頁②再掲】 

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。 

 

④ 成年後見制度の啓発と利用促進【第２章地域福祉 68頁③再掲】 

成年後見支援センターによる成年後見制度の普及と、専門相談等の相談支援の活動

を強化します。 

 

⑤ 成年後見人の養成・確保【第２章地域福祉 68 頁④再掲】 

成年後見支援センターで行っている社会貢献型後見人養成研修を継続して実施す

るとともに、養成した後見人候補者の活用を図ります。 

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。 

 

⑥ 虐待防止センターの体制強化と権利擁護 

 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において、地域の関

係機関、高齢者や児童虐待所管と連携し、虐待対応に対する体制強化を図ります。 



第２部   第４章 障害福祉 

 157 

虐待通報に対して速やかに対応するとともに、緊急一時保護を行うことができる体

制を確保する他、虐待防止に向けた啓発活動を進めていきます。 

 

 

   障害者の虐待通報等の窓口と虐待対応 

本人・家族・区民・医療関係者・民生委員・サービス事業者・近隣関係者・警察・人権擁護委員など 

障害者の虐待通報等の窓口と虐待対応 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通報・届出・相談 

連 携 

すこやか福祉センター 

すこやか障害者相談支援事業所 

高齢者専門相談担当 

障害福祉分野 

（障害者虐待防止センター機能） 

24 時間・３６５日対応 

 

事
実
確
認(
立
入
調
査) 

一
時
保
護
・
措
置 

養
護
者
等
へ
の
支
援 

 

東
京
都
へ
の
報
告 

 

成
年
後
見
制
度
活
用 

《高齢者・障害者虐待対応連絡会》 

 ・警察署 ・医療機関  

 ・ハローワーク  

 ・権利擁護センター 

 ・地域包括支援センター  

 ・地域生活支援センター 

 ・相談支援事業所 

 ・人権擁護委員 

 ・民生委員・児童委員  

 ・障害者相談員  

 ・児童相談所 

 ・区関連分野 など  

 

情報提供 

 

虐待対応 

 

 

⑦ 障害者差別解消法に基づく施策の推進 

 平成 28 年 4 月 1 日より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行

されます。 

 この法律では、障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制

限をしたり、条件を付けたりする行為は、障害を理由とする差別とされています。 

 区は国の定める基本方針等に基づき、社会における施設、制度、慣行、観念など様々

な場において、障害のある人の社会参加の障壁の除去に向けたしくみづくりを進めま

す。 
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課題２ 地域生活の支援 

■現状と課題 

地域生活への移行の促進 

施設入所者は、平成 26 年 9 月末現在 193 人となっており、障害者入所支援施設・

江古田の森開設以来、その数は横ばいとなっています。 

施設入所の理由は、平成 26年度障害福祉サービス意向調査（中野区）によると、「介

護者の高齢化等の理由」が 49.7%と高い比率になっており、平成 23年度に実施した同

調査での 36.0%から大きく増加しています。 

また、東京都で実施している平成 24年 6月 30日現在の都内精神病床入院者数調査

によると、中野区民で１年以上の長期入院をしている人の数は、平成 22年度 221人、

平成 23年度 217人、平成 24年度 220人と横ばいとなっています。 

一方、入所等から地域生活への移行については、重度障害者が障害福祉サービスを

活用し地域移行を果たしたケースがある一方、入所者の高齢化など地域生活へ移行す

る上での課題もあります。また、精神障害のある人の退院支援については、精神科

病院が行う退院支援や、東京都の退院促進支援事業に加え、平成22年度から生活

保護受給者を対象とした退院促進事業、平成25年度からは地域移行支援の実施な

どにより、支援手段が広がっています。 

施設を退所または退院し地域生活へ移行した際や介護者が高齢化し介護力が低下

した際などに、障害のある人が安心して地域での生活を続けていくには、社会資源や

各種のサービスなどの、様々な体制の整備が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査 

 

n=(145)  

介助者が高齢などの理由で在宅での
生活が困難になったため

在宅生活を続けるために必要なサービスが

不十分なため
介助者が病気や転勤のため、介助（介護）

できなくなったため

心身の機能が著しく低下したため

専門的な訓練を受けたかったため

段差が多いなど、住まいに支障があるため

その他

　無回答

49.7
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25.5

1.4
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障害者施設への入所理由 
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■実現すべき状態 

 入所施設等から地域生活への移行が進み、障害のある人が住み慣れた中野区で安心

して生活を送るための社会資源が整備されています。 

 地域生活への移行を促進する上で最も重要となる住まいについては、東京都や民間

を含めた関係機関との連携により、住まいの確保に向けた支援が進んでいます。 

 障害のある人が地域生活のトライアルとしてグループホームを利用するなど、多様

な生活の場を体験することにより、各自の生活スタイルにあった形で、住み慣れた地

域での生活を開始しています。 

 各種サービスに関する評価制度や苦情解決のしくみが整い、安心して利用できるサ

ービスの提供環境が整っています。 

 障害のある人に対し、身近な地域にある様々な障害福祉に関する情報がわかりやす

い形で提供され、自らサービスを選択し利用しています。 

 障害のある人が緊急時に利用できる短期入所や医療的サービスが充実し、介護者の

負担も軽減されています。 

 地域生活への移行後は、就労支援を含めた各種の自立支援プログラムにより、障害

のある人の更なるエンパワーメントが引き出され、その人らしい地域生活が実現して

います。 

 居住、就労、緊急一時保護など、多方面から地域生活を支える拠点施設が整備され、

障害のある人や家族が安心して地域生活を送っています。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

施設から地域移行した

障害のある人の数 

（27 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 

4 人 

(26年度) 
18 人 26 人 50 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 

51.0% 

(26年度) 
54% 56% 62% 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

グループホーム・ケアホーム
＊

の整備 

 平成 24年度からの 3年間で、９施設（ユニット）39 居室を整備し、

区内の施設数は累計で 25施設（ユニット）119居室となった。 

地域生活移行への個別支援 

 精神障害者等の地域移行・地域定着を推進するため、一般相談支

援事業所等と連携するほか、精神障害者地域移行支援連絡会を開

催し関係機関と情報交換等を行った。 

居住サポート事業
＊
の推進 

 平成 26 年度は 18 名の登録者に、転居先探し等のサポートを実施

し、うち 8 名については長期入院者に対する地域移行支援を行っ

た。 

精神障害のある生活保護受給

者の退院の促進 

 精神保健福祉の専門知識を有した事業者が、対象者の年齢、病状、

生活上のスキルに応じたオーダーメイドの支援を実施した。平成

22 年～25年で、退院者数 13 人となった。 

■おもな取り組み 

① グループホームの整備 

 グループホームは、障害のある人が地域生活へ移行する場合や、同居家族の生活ス

タイルの変化に伴い、親元等を離れ地域で生活を続けていくための住まいです。  

 また、グループホームでは世話人による支援を受けながら社会生活能力を高めるこ

とができ、アパートへの転居など次のステップに向けた生活を目指すこともできます。 

 今後も、事業者によるグループホーム開設が進むよう必要な支援を行い、グループ

ホームの整備を進めます。 

     

② 地域生活の体験のしくみの整備 

 地域での生活を体験する機会を提供し、再入院や再入所を繰り返しつつ地域移行

が進むなど、一人ひとりの状態に応じた地域生活への移行を進めます。 

 

③ 地域移行支援・地域定着支援の促進 

 平成 24 年度から開始された地域移行支援及び地域定着支援を、指定一般相談支援

事業者や関係機関と連携して進めていきます。また、改正精神保健福祉法により、

平成 26 年 4 月１日より選任が義務づけられた退院後生活環境相談員＊や、東京都

地域移行体制整備支援事業＊など、関連する事業との連携を強化しながら地域移

行を進めていきます。 

 

④ 地域生活を包括的に支える地域生活支援拠点の整備 

 地域移行や定着支援を進める相談員が、障害の種別や介護者の状態や意向を定期的

に確認し、障害福祉サービスや医療的サービス等を効果的に組み合わせ、その人に

合った支援を行います。 
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 また、個別の支援を集約する基幹相談支援センターでの関係機関のネットワーク化

や、包括的な地域ケアシステムの構築を進めます。 

 平成 29 年度末を目途に、障害のある人の地域移行や一人暮らしの開始など居住の

ための支援と緊急時の対応強化など地域生活の継続のための支援を一体的に担う地

域生活支援拠点の整備を進めます。 
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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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

生活介護のサービス量の確保 
 平成 26 年度に区立事業所の定員を８名増員し、定員の合計は

217名となった。 

短期入所（ショートステイ）の充

実 

 短期入所２か所、３居室を整備し、合計、事業所５か所、14

居室においてサービスを提供している。 

日中一時支援事業所の誘導整備 
 北部圏域において１施設を整備し、合計３施設となった。なお、

平成 26年度中に１施設開設を予定している。 

知的障害のある人の自立生活の体

験機能 

 やまと荘・やよい荘に、6か月の期間の中で自立に向けた課題

を整理する自立体験型の居室を各 1 室ずつ設置し、平成 24 年

度以降 10 名が利用した。また、やまと荘に期間１年で地域移

行を目指す地域移行型の居室１室を設置し２名が利用した。 

精神障害回復者社会生活適応訓練

（デイケア）の実施 

 南部、北部、鷺宮すこやか福祉センターを会場に週 1回ずつ実

施し,社会復帰を目指す精神障害のある人が、地域での自立し

た社会生活を支援した(年間 144回実施)。 

精神保健福祉相談 
 心の悩みや精神障害のある人と家族を対象に、専門医師等によ

る個別相談指導を訪問、所内面接、電話相談にて実施した。 

精神障害のある人の地域生活の安

定化 

 東京都中部総合精神保健福祉センターと連携して、訪問型支援

を実施する等、地域生活支援を行った。 

日中活動系の事業所における第三

者評価の推進 

 民間の日中活動系のサービス事業所に対し、第三者評価受審経

費の助成を行った。 

福祉住宅の運営  障害者福祉住宅 26 戸を適切に運営した。 

■おもな取り組み 

① 総合的に障害福祉サービスを展開する施設の整備 

 障害者の一般就労促進から重度障害者の介護・一時保護事業を実施する拠点とし

て、多機能型の障害者施設（生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型＊、短期入

所等）を、平成 30年度を目途に、中野５丁目区有地を活用して整備します。 

 

② 生活介護のサービス量の確保 

 常時介護を必要とする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。 

 また、医療的ケアが必要な方や重症心身障害者、行動障害のある人などへの対応を

充実します。 

 

③ 就労移行支援のサービス量の確保 

 福祉的就労を利用している人に対し、一般就労への移行意欲を喚起するとともに、

需要に対応できる就労移行支援施設を整備します。 
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④ 短期入所、日中一時支援事業所の整備 

 介護者の急病等の緊急時や介護者のレスパイト、精神障害などの病状の悪化を防ぐ

ため、適切な介護を受けながら短期間の生活を送ることができる短期入所や日中一時

保護のサービスは、障害者が地域で生活するための重要なサービスです。グループホ

ームへの併設を推進する等の手法により、整備を促進します。 

 

⑤ 緊急時の保護体制の充実 

 障害のある人の緊急時の保護については、短期入所などの障害福祉サービスの利用

に加え、短期入所の空きがない場合に備えた区としてのセーフティネットのしくみを

整えます。 

 

⑥ 障害者の自発的活動の支援 

 障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害当事者や

その家族、住民等による地域における自発的な取り組みを支援します。 

 

⑦ 精神障害回復者社会生活適応訓練（デイケア）の実施 

 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、地域で自立した生活

を送ることができるよう創作活動や社会生活技能訓練、グループワークなどのプログ

ラムを効果的に提供し、社会生活適応訓練を行います。利用者の状況を勘案し、利用

しやすいプログラムを実施します。 

 

⑧ 精神障害のある人の地域生活の安定化 

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（予約制）をすこやか福祉センターで実施します。 

また、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

ターが訪問等による相談支援を行い地域生活の安定化を図ります。 

 

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、安全面

に配慮した設備をもち、管理人又は生活援助員が入居者の安否の確認や緊急時の対応

を行う福祉住宅の運営を適切に行います。 

 

⑩ 関係団体・機関とのネットワークの推進【第２章地域福祉 57頁②再掲】 

町会・自治会、子ども育成団体など地域の活動団体をはじめ、ボランティア団体や民

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。 

さらに、高齢者や障害のある方の生活に関連ある事業者などの協力を積極的に働き

かけていきます。 
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⑪ 合理的配慮の提供推進 

 社会的障壁除去の視点から区役所窓口の改善の検証を進め、障害者差別解消法に基

づく合理的配慮＊の一層の推進に取り組みます。 

 

⑫ 日中活動系事業における第三者評価の推進 

 障害福祉サービスについての質の向上をめざし、日中活動系のサービス事業所が東

京都福祉サービス第三者評価を受けることを推進するための助成制度を継続します。

これにより、区内の日中活動系のサービス事業所が、3 年に一度の第三者評価を受け

る体制を維持し、サービスの質の維持向上を図ります。 

 

⑬ 事業者への指導・助言 

 自立支援給付に関する各種サービスが法令等に基づき適正かつ円滑に提供され、利

用者が安心してサービスを受け続けられるよう、給付に係る費用の請求等について事

業者への指導、助言を行い、サービスの質の向上を図っていきます。 

 

⑭ 自立支援協議会の活動充実によるサービスの連携 

 中野区障害者自立支援協議会における情報共有を進め、関係機関との連携の緊密化

を高めることにより、地域の実情に応じた障害者支援の体制整備を進めます。また、

自立支援協議会の活動の活発化を図るとともに、協議会への障害当事者及びその家族

の参加を進めます。 
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課題３ 就労の支援 

■現状と課題 

一般就労に向けた支援 

 東京都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 25

年度の障害者実雇用率は 1.72％と、法

定雇用率の 2.0％には及ばず、障害者の

一般就労は依然として厳しい状況にあ

ります。 

 平成26年度の障害福祉サービス意向

調査(中野区)によると、中野区におい

て、15～65歳の障害のある人で、就労

による定期的収入のある人は、全体の

52.2%と、約半数となっています。 

 また、同調査によると、「障害者が

働くために大切な環境」の質問に対し、

回答は、1位が「職場の理解」、2位が

「健康に合わせた働き方」、3位が「自

分の障害に合った仕事があること」と

なっています。 

 「職場の理解」、「健康に合わせた働

き方」、「自分の障害に合った仕事があ

ること」は、前回（平成 23 年度）の

調査でも１位から３位と上位を占め

ており、障害者が働く上では、職場環

境が重要であることが分かります。 

 障害者が家族依存や生活保護によ

らず、地域でいきいきと暮らしていく

ためには、一般就労や、福祉的就労に

おける工賃の向上による経済的な基

盤の確立と、様々な場面における障害

者理解の促進や社会的障壁の除去、特

に、職場における障害者への合理的配

慮の提供を進めることが重要です。 

 

あり

52.2%

なし

46.2%

無回答

1.6%

生産年齢（15歳以上65歳未満）における就労における収入の有無

出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査 
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障害者就労施設における工賃向上 

 区内の障害者就労施設の平均工賃月額は約１万８千円程度で推移しています。これ

は、東京都平均工賃の約１万４千円を上回ってはいますが、障害者の働く意欲を高め

ていくためにも、さらなる工賃の向上が必要です。 

 各施設は工賃向上に向け取り組みを強化しているところですが、受注できる仕事に

制約があることや、作業単価が低いことなどから、工賃の大幅な向上が厳しい状況で

す。 

 区からの障害者就労施設への発注を増やすとともに、各施設がノウハウや特色を活

かし、民間企業からの受注を増やす取り組みや、自主生産品の販路を拡大するなどに

より、売り上げを伸ばし、工賃の向上を図ることが重要です。 

■実現すべき状態 

 障害のある人もない人も共に社会で暮らしていける共生社会の実現に向け、障害者

が当たり前に働ける地域社会の実現をめざします。 

 障害のある人の働き方についての職場の理解や合理的配慮の提供が進み、障害者が

自らの意思と決定に基づき就労形態を選択し、生きいきと暮らしています。 

 障害者就労施設では工賃月額が向上し、利用者がやりがいを持って働いています。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37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（15～

65 歳）の割合 

障害のある人の経済的自

立を直接示すため 

52.2％ 

(26年度） 
55％ 57％ 63％ 

就労支援事業による一般

就労者数 

一般就労促進に向けた取

り組みの成果を示すため。 

50 人 

(25年度） 
59 人 63 人 75 人 
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＜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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

就労に向けた施設整備等 

 障害者の一般就労への移行を促進する就労移行支援施設を 1

施設整備した。就労移行支援の利用者数は、就労への意欲喚起

などにより、平成 23年度に比べ 2.1倍となった。 

特例子会社
＊
や事業協同組合なと

地域における職場の開拓 

 特例子会社や事業協同組合の支援を継続して行ったとともに、

地域開拓促進コーディネーター
＊
による職場開拓・訪問を行っ

た。 

障害のある人への理解の促進 
 障害のある人の就労促進に向け、本人・保護者向けセミナー、

企業向けセミナーなどを開催した。 

■おもな取り組み 

① 就労機会の拡大を目指す体制の充実 

 区内の障害者の一般就労を支援する施設である就労移行支援事業所＊は、平成 26年

度現在、区内には 5事業所があります。区内の就労移行支援事業所数及び定員、利用

者数の増を進めるとともに、区内の就労移行支援事業所と就労支援センター＊が連携

し、企業開拓や企業の障害者雇用の推進への働きかけを行っていきます。 

 

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、特例子会社や事業協同組合への支援

を継続するとともに、就労支援センターの地域開拓促進コーディネーターがハローワ

ークと連携し、区内の民間企業等における障害者の職場開拓を進め、多様な雇用機会

の確保に努めます。 

 また、採用する企業側の不安を解消し、障害者雇用を促進するため、就労後の定着

支援の充実を、企業に向け、積極的に情報提供していきます。 

 

③ 職場における障害者理解の促進 

 中野区障害者自立支援協議会等での情報共有や関係機関のネットワークの強化を

図り、職場における差別の解消や合理的配慮の提供の重要性を社会全体に浸透させる

取り組みを進めます。 

 また、区内の障害者就労施設等により構成される「なかの障害者就労支援ネットワ

ーク＊」による民間企業や区民に対しての障害者の理解促進や雇用の啓発活動を支援

します。 
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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（24年度～26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 

 就労支援センターにおいて、来所・電話による就労相談を実施

した。実施にあたっては、障害種別を問わず、障害者本人や家

族からの相談に対応した。 

個々の適性に応じた就労支援と定

着支援 

 就業前に、一定期間作業訓練を行うとともに生活・職業評価を

実施し、就業意欲や作業能力の把握を進めた。就職支援後には、

就業継続のため企業と連携し企業訪問や生活相談を実施した。

またリレーシートを活用した就労支援などの取組みを行った。 

区役所等における体験実習の充実 
 職場体験実習としての区役所実習において、新たに事務補助業

務の実習を開始した。 

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 

 区とハローワーク新宿が区役所において共同して就労支援事

業を行う体制を整えた。 

企業開拓と就労支援 

 中小企業障害者雇用奨励金を活用した障害者雇用のＰＲを

行ったほか、四季の都市等にある企業に対して障害者雇用の働

きかけを実施した。 

「にこカフェ」の活用による定着

支援 

 障害者が気軽に足を運び情報交換をする場である「にこカフ

ェ」の充実にむけ、月１回の定例会やスポーツ大会を開催し就

職者の交流や余暇活動の実施などに取り組んだ。また、精神障

害者への定着支援の一環として、交流や余暇活動を通じ悩みを

当事者間で理解し共有する取り組みを開始した。 

離職後の個別支援 
 離職に至らないための定着支援、離職後における再就職の支援

に取り組んだ。 

■おもな取り組み 

① 就労支援センターによる就労支援の強化 

 就労支援センターの支援を受け、福祉的就労等から一般就労する障害者数の増を図

るとともに、就労移行支援施設との連携による就労支援、定着支援を進めます。 

 また、就労支援にあたっては、特別支援学校、ハローワークなど、関係機関と協力

した取り組みを推進します。 

 

② 個々の特性に応じた就労支援の充実 

 身体障害、知的障害、精神障害や発達障害、高次脳機能障害のある人など、個々の

特性に応じた就労相談の強化を進めます。 

 特に精神障害のある人の一般就労及び就労の継続には、日常生活の安定が不可欠で

あることから、就労支援センターによる生活相談を含めた総合的な就労相談を行いま

す。 

 また、就労継続支援Ｂ型施設における就労訓練の成果を一般就労に結び付けるなど、
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福祉的就労から一般就労への移行を推進します。 

 

③ 体験実習等による就労支援の強化 

 福祉的就労における就労前訓練の一環として、企業での体験実習の機会を増やすと

ともに、区役所での体験実習の充実を図ります。 

 特に、区役所実習においては、初めて実習を行う方から企業就労に向けた最終段階

の方まで、それぞれの特性やステップに応じた実習の機会を確保するなど、実習のさ

らなる充実に努めます。 

 

④ 就労定着支援の充実 

 企業への就労後、離職を防止し、安心して働き続けるための支援が重要な課題と

なっています。 

 特別支援学校の卒業生や、就労移行支援施設から就職した方など、一人ひとりの特

性や就労形態に応じ、生活支援を含めた就労定着を進めます。 

 また、就労定着支援を行うにあたっては、障害のある人の気づきを促進していくた

め、当事者間での困りごとの共有や情報交換の機会の提供を進めます。 

 

⑤ 施設間ネットワークによる就労支援の体制づくり 

 施設間のネットワークによる情報共有や就労支援活動を進めます。 

 さらに、障害のある人やその家族、企業に対して、就労や採用に向けた意欲喚起の

取り組みや、各施設の指導員の指導力向上に向けた取り組みを、ネットワークが主体

となり進めてゆく体制を整えます。 
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＜施策３＞障害者就労施設における工賃の向上 

■改定前の計画に基づき実施したおもな取り組み（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

受注開拓のしくみづくり  共同受注のしくみを活用し、受注促進を図った。 

工賃向上に向けた取り組みの支援 
 障害者就労施設へのコンサルタント派遣などの取り組みによ

り、工賃の向上を支援した。 

区役所業務の発注促進 
 障害者優先調達推進法、中野区障害者就労施設等調達促進要綱

に基づき、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 区役所業務の発注促進 

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律の趣旨に基

づき、区の業務のうち、清掃や封入封緘、クリーニングなど、障害者就労施設が請け

負うことができる業務については、全庁的な取り組みのもと、引き続き区内の施設へ

の発注を進めます。  

 

② 民間からの受注増に向けた支援 

 単独の施設では受注が難しい作業量の大きな契約の受注のため、各障害者就労施設

が共同で仕事を請け負う共同受注のしくみの活性化を図り、民間からの受注増による

工賃向上を図ります。 

 また、受注開拓に有効な営業手法などについて、共同受注活動により蓄積したノウ

ハウを各施設へ引き継ぎ、各施設の個々の営業力を高めたり、指導員の支援技術の向

上を図る取り組みなどによるさらなる受注増に努めます。 

 

③ 各施設の特色を活かした取り組みの支援 

 各障害者就労施設の特色を活かした自主生産品の販売促進に向け、販路の拡大によ

る工賃向上への支援に取り組みます。 

 また、工賃等の実態を調査・検証し、各施設が工賃向上に向けた効果的・効率的な

取り組みができるよう情報提供を進めます。 

 個別の施設での取り組みの強化と合わせ、各障害者就労施設のネットワークを通じ、

各施設の経営力の強化や支援技術の向上を進めます。また、個々の施設が直面してい

る高齢の障害者に対する支援の在り方などの課題についてもネットワークにより課

題を共有するなどの取り組みを進めます。 
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課題４ 障害や発達に課題のある子どもへの支援 

■現状と課題 

 平成 24 年 4 月の児童福祉法の改正により、障害児通所支援事業の実施主体が市区

町村に一本化され、身近な地域において発達状況に応じた支援を行う体制が構築され

ました。 

 区では、相談機関や子育て機関で把握している障害や発達に課題のある子どもにつ

いての数が増加しています。 

 現在、区で実施している「児童発達支援事業」「保育所等訪問支援事業」では対象

児童が増加傾向であり利用待機児が発生している状況です。また、24年度より創設さ

れた「放課後等デイサービス事業」においても、民間事業者を主体としたサービス提

供により利用者や利用日数が大幅に増加しています。 

 「放課後等デイサービス事業」の利用対

象となる特別支援学校や特別支援学級在籍

児童・生徒の利用率は平成 25年度は 11％と

なっています。また、平成 26年度障害福祉

サービス意向調査によると、「児童発達支援

事業を知っていますか」「放課後等デイサー

ビス事業を知っていますか」との問いに対

して、「知らない」と回答した割合が「児童

発達支援事業」では 34.7％、「放課後等デイ

サービス事業」では 44.6％となっています。 

 今後、制度の周知が進むにつれ、利用者

がさらに増加することが考えられます。そ

のため、適切な相談支援を行い、個々の状

況に応じたサービスの提供がなされてい

ることが重要です。 

 また、早い段階で障害や発達の課題に気

づき、相談から早期の支援へつなげていく

ために、相談支援体制の充実が必要となり

ます。 

 

 

出典：平成 26年度障害福祉サービス意向調査 

利用している
21.8%

知っているが、利

用したことはない
22.8%

知らない
34.7%

内容を知りたい
11.9%

無回答
8.9%

児童発達支援事業について知っていますか

n=101

利用している
6.9%

知っているが、利

用したことはない
28.7%

知らない
44.6%

内容を知りたい
15.8%

無回答
4.0%

児童発達支援事業について知っていますか

n=101
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■実現すべき状態 

障害や発達に課題のある子どもが、地域で健やかな成長をし、成人期も円滑な地域

生活を送ることができるよう、関係者、関係機関が密に連携を図りながら、切れ目の

ない一貫した支援を行うことができています。 

子どもの発達や障害について悩んだり、困ったりした際に、保護者が身近な地域で

相談ができる環境が整っています。すこやか福祉センターを中心とし、相談初期段階

から保護者に寄り添い、障害や発達に課題のある子どもやその家族を支援するための

相談支援体制が充実しています。 

保育所等訪問回数の増加や体制強化により、障害児の特性の理解やスキルの向上に

つながる保育者への支援ができています。 

 障害児通所支援施設の基盤整備を行い、児童発達支援事業や放課後等デイサービス

事業の利用ニーズに対応できています。 

 安心して預けることができる一時保護事業の展開がなされていて、家族が介護等の

負担が軽減された生活ができています。 

■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） 

29年度 

目標値 

31年度 

目標値 

37年度 

目標値 

放課後等デイサービス事

業を利用する児童・生徒の

割合 

事業の周知及び対象

児への支援の充実を

示すため 

11％ 

(25年度) 
61％ 74％ 100％ 
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＜施策１＞障害や発達に課題のある子ども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（24年度～26年度） 

計画における取り組み 取り組み内容 

障害のある児童の施設の再編及

び整備 

 （仮称）南部障害児通所支援施設については、平成 25 年度実

施設計が終了した。 

 子ども発達センターたんぽぽ及び放課後デイサービスセンタ

ーみずいろを平成 26年 10月に開設した。 

児童発達支援事業の充実 

 療育センターアポロ園
＊
を平成 26 年 4 月より指定管理者制度

へ移行し、利用定員を増加させた。 

 平成 26年 10月開設の子ども発達センターたんぽぽにて重度・

重複障害児対応の児童発達支援事業を実施した。 

放課後等デイサービス事業の実

施 

 平成 26年 10月開設の子ども発達センターたんぽぽ及び放課後

デイサービスセンターみずいろにて放課後等デイサービス事

業を実施した。 

保育所等訪問支援事業の充実 
 療育センターアポロ園にて平成 25 年度より訪問回数を 1 園に

つき 2か月に 1 回程度に増加。 

一時保護事業の充実 

 平成 26 年 4 月より療育センターアポロ園が指定管理者制度へ

移行したことに伴い土曜日も事業を実施することとした。 

 平成 26年 10月開設の子ども発達センターたんぽぽ及び放課後

デイサービスセンターみずいろにて事業を開始した。 

■おもな取り組み 

① 相談支援体制の充実 

 地域に身近なすこやか福祉センターを中心とし、専門機関や関係機関との連携に

よりライフステージに応じた切れ目のない一貫した支援を行います。 

 

② 保育所等訪問支援事業の充実 

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障害児通所

支援施設においても実施することにより、充実を図ります。 

 

③ 障害児施設の基盤整備 

 南部地域に新たに整備する障害児通所支援施設の整備により、児童発達支援事業

及び放課後等デイサービス事業、一時保護事業の拡充を図ります。北部地域に療育

センターアポロ園、子ども発達センターたんぽぽ、放課後デイサービスセンターみ

ずいろ、南部地域に障害児通所支援施設を設置するとともに、民間サービス提供を

拡充することにより、身近な地域での支援が可能となります。 

 また、南部地域に新たに整備する障害児通所支援施設では、相談支援機能を充実

させ、関係機関との連携強化により総合的で多様な支援を継続的に行うようにして

いきます。 
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第２節 第４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 

第４期中野区障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（以下、障害者総合支援法という。）第88条に基づき「障害福祉サービス

の提供体制の確保その他障害者総合支援法に基づく業務の円滑な実施に関する計画」

として策定します。 

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「中野区健康福祉総合推進計画2015」とあわせ、今後、区

が重点的に取り組む課題について、施策の推進を図っていきます。 

 

 

 障害福祉計画の位置づけ（計画対応事業のイメージ）  

 

 

（２）計画の目的 

本計画は、障害の有無にかかわらず、すべての人が地域において安心して生活を送

ることができることをめざし、障害のある人への日常生活及び社会生活に必要な障害

福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業等のサービス提供見込み量や提供方法な

どを定めます。 

 

自立支援医療（精神/育成/厚生） 

障害福祉サービス 
(介護等給付、訓練等給付) 

障 
害 
福 
祉 
計 
画 相談支援 

中 
野 
区 
健 
康 
福 
祉 
総 
合 
推 
進 
計 
画 

（ 
障 
害 
者 
計 
画 

） 

全ての障害福祉関連の事業及びサービス 

障 
害 
者 
総 
合 
支 
援 
法 

地域生活支援事業 

その他の事業 

自 
立 
支 
援 
給 
付 

補装具 
「障害福祉サービス」、 
「相談支援」、「地域 
生活支援事業」の必 
要な量の見込みにつ 
いて、計画化する。 

障害者計画を 
実現するため 
の事業の実施 
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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実現の尊重と意思決定の支援 

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 

障害者総合支援法に基づき、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するサービス提供体制の整備 

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、福祉的就労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27年度～29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）成果目標とサービスの必要な量の見込み 

 障害者総合支援法第 87 条に規定する国が定めた基本指針に基づき、成果目標とサ

ービスの必要な量の見込みを定めます。 

①成果目標 

 地域生活移行や就労支援といった課題に対応するため、障害福祉サービス、相談

支援並びに地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標として、次の事項につい

て目標を設定します。 

ア 地域生活への移行 

イ グループホームの整備 

ウ 地域生活支援拠点の整備 

エ 福祉的就労から一般就労への移行等 

②サービスの必要な量の見込み 

成果目標を達成するため、障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業及び

児童福祉法に基づく障害児通所支援事業について、サービスの必要な量を見込みま

す。 

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 成果目標（平成２９年度の目標設定を行う主要項目） 

障害者総合支援法第87条に規定する国が定めた基本指針により、入所施設等からの

地域生活移行者数や、福祉的就労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 

障害の有無にかかわらず、すべての人が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 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

項 目 数 値 

平成 25年度末時点の施設入所者数 （Ａ） １９０人 

【目 標】 

（Ａ）のうち、計画期間において、平成 29 年度末までに地域生

活に移行する人数 

＜国の基本指針：(A)の 12％以上が地域生活に移行＞ 

毎年、６人の地域生活への移行を目標とします。 

 １８人 

【目 標】 

平成２９年度末時点における入所者数 

＜国の基本指針：(A)の４％以上を削減＞ 

１８２人 

 

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 29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は、東京都において設定し、

区では設定しません。 
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【実績（平成 26年９月末現在）】 

（ア）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 

項 目 計 画 実 績 

平成 17年 10月１日に施設に入所していた人〔163 人

…（Ａ）〕で、平成 23 年 10 月１日において引き続き

入所している人数 

― １４０人 

【目 標】 

（Ａ）のうち、平成 26 年度末現在の入所者数 
 １３４人 １２０人 

【目 標】 

（Ａ）のうち、平成 17年から平成 26年度末までに地

域生活に移行する人数 

２０人 １８人 

 

（イ）基準時における施設入所者数 

項 目 計 画 実 績 

平成 23年 10月 1日時点の入所者数 ― ２００人 

【目 標】 

平成 26年度末における入所者数（Ｃ） 
１９１人 １９０人 

 

（ウ）施設入所からの地域生活移行 

 項 目 18～20年度 21～23年度 24～26年度 

実 

績 

地域移行者数（人） １６人 ２８人 １１人 

平成 18 年度からの地域移行者数の累計

（人） 
１６人 ４４人 ５５人 
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②グループホームの整備 

 

 

 

 

【目標】 

グループホームの整備数 

項 目 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 

グループホーム（身体・知的）の整備数 ２ １ ２ 

グループホーム（精神）の整備数 ０ １ ０ 

 

 

【実績（平成 26年９月末現在）】 

（ア）グループホーム（身体・知的障害）の入所実績 

項 目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

入所施設からの利用者数  ３  ０  ４  ７  ５  ２ 

在宅からの利用者数 １０  ９  ６  ４ １９  ３ 

グループホーム新規利用者 

合計数 
１３  ９ １０ １１ ２４  ５ 

グループホーム退所者数  ８  ４  ３  ３  ６  ０ 

各年度末利用者数 ６５ ７０ ７７ ８５ １０３ １０８ 

区内施設数 １０ １２ １３ １５ １８ ２１ 

区内施設入所可能人数 ４９ ５８ ６３ ６８ ８５ ９７ 

 

障害のある人が、地域において安心した生活が送れるグループホームの整備を

進めます。 

 



第２部   第４章 障害福祉 

 179 

（イ）グループホーム（精神障害）の入所実績 

項 目 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

病院退院からの利用者数  ２  ３  ５  ３  ５  ７ 

在宅からの利用者数 １０  １  ９ １１  ８  ５ 

グループホーム利用者 

合計数 
１２  ４ １４ １４ １３ １２ 

グループホーム退所者数  ５  ５  ６  ９  ７  ９ 

各年度末利用者数 ３０ ２９ ３７ ４２ ４８ ５１ 

区内施設数  ３  ３  ３  ４  ４  ４ 

区内施設入所可能人数 １７ １７ １７ ２１ ２１ ２２ 

 

（ウ）グループホームの利用実績（平成 26年３月末現在） 

 身体 知的 精神 計 

中野区内  ６ ５０ １７ ７３ 

都内中野区外 ― ３３ ３０ ６３ 

都外  １ １３  １ １５ 

合計  ７ ９６ ４８ １５１ 

 

 

③地域生活支援拠点の整備 

 

 

 

 

 

 

 

【目標】 

項 目 平成 27～29年度 

地域生活支援拠点の整備数 １ 

国の「障害児・者の地域生活支援の推進のための多機能拠点構想」に基づき、

地域生活支援拠点として、居住支援機能と地域支援機能を一体的に行う拠点機能

の整備を進めます。 
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《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合わせ

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 年度から自立支援給付の対象となった地域移行支援、地域定着支援によ

り、入所施設及び精神科病院から地域生活への移行を関係機関と連携して推進して

いきます。 

また、地域生活を体験するための施設の整備を進め地域生活への移行を推進しま

す。 

精神科病院からの地域生活への移行については、退院後生活環境相談員と連携を

図るとともに東京都地域移行体制整備支援事業と連携し、地域生活への移行の支援

を行っていきます。 

 

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の区

内開設を支援し、障害のある人が世話人等の支援を受けながら、地域生活を送るこ

とを支援します。 

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。 

また、障害のある人の高齢化や障害の重度化、「親なき後」を見据えた地域生活

支援を推進するため、地域における居住の支援のあり方について検討を行い、民間

活力を活用した地域生活支援拠点の整備を進めます。 

 

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。こ

のため、グループ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＊

などの障害福祉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

動支援などの地域生活支援事業を提供していきます。 
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■中野区健康福祉総合推進計画 2015参照  

課題２ 地域生活の支援         （158頁～164頁） 

＜施策１＞地域生活への移行に向けた基盤整備 

① グループホームの整備 

② 地域生活の体験のしくみの整備 

③ 地域移行支援・地域定着支援の促進 

④ 地域生活を包括的に支える地域生活支援拠点の整備 

＜施策２＞自立生活を支えるためのサービスの確保 

① 総合的に障害福祉サービスを展開する施設の整備 

② 生活介護のサービス量の確保 

③ 就労移行支援のサービス量の確保 

④ 短期入所、日中一時支援事業所の整備 

⑤ 緊急時の保護体制の充実 

⑥ 障害者の自発的活動の支援 

⑦ 精神障害回復者社会生活適応訓練（デイケア）の実施 

⑧ 精神障害のある人の地域生活の安定化 

⑨ 福祉住宅の運営 

⑩ 関係団体・機関とのネットワークの推進【第２章地域福祉 56頁②再掲】 

⑪ 合理的配慮の提供推進 

⑫ 日中活動系事業における第三者評価の推進 

⑬ 事業者への指導・助言 

⑭ 自立支援協議会の活動充実によるサービスの連携 
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（２）一般就労の支援 

障害のある人が地域において安定した生活を送るためには、働く機会を拡大すると

ともに、安心して働き続けられる支援を提供し、誰もが当り前に働ける社会を実現し

ていくことが必要です。 

 障害のある人自らが望む就労形態を選択し、家族依存や生活保護によらず、地域で

いきいきと暮らしていくために、就労支援機関や障害者就労移行支援事業所と連携し、

福祉的就労から一般就労への移行を促進していきます。 

 

 

 

 

【目標】（ア）福祉的就労から一般就労に移行する障害者数 

項  目 数 値 

平成 24年度における福祉的就労から一般就労に移行した障害者数 １７人 

【目 標】 

平成 29年度における福祉的就労から一般就労に移行する障害者数 

＜国の基本指針：平成 24 年度実績の２倍以上＞ 

※過去５年間の平均人数 11人の２倍を目標値とします。 

２２人 

 

【実績】福祉的就労から一般就労に移行した障害者数 

18年度 19年度 20 年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 

16人 12人 9人 10人 10人 8人 17人 11人 

 

【目標】（イ）就労移行支援事業所の就労移行率 

項  目 数 値 

平成 25年度における就労移行率 30％以上の就労移行支援事業所の 

割合 
２５％ 

【目 標】 

平成 29年度における就労移行率 30％以上の就労移行支援事業所の 

割合 

＜国の基本指針：事業所全体の 50％以上＞ 

５０％ 

 

【目標】（ウ）就労移行支援事業所の利用者数 

項  目 数 値 

平成 25年度における就労移行支援事業所の利用者数 ３７人 

【目 標】 

平成 29年度における就労移行支援事業所の利用者数 

＜国の基本指針：平成 25 年度の 1.6倍の利用者数を見込む＞ 

６０人 

福祉的就労から一般就労に移行する人数、就労移行支援事業所の就労移行率及び

利用者数について目標値を設定します。 
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≪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、就労の場の開拓を進めるとともに、障

害者の就労移行の支援機能を強化することが必要です。 

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就労の場の開拓 

障害のある人が身近な地域で就労できるよう、特例子会社や事業協同組合への支援

を継続し、区内における就労の場の確保を進めます。 

就労支援センターは、ハローワークと連携し、区内民間企業等、障害者の職場開拓

を進め、多様な雇用機会の確保に努めています。また、採用する企業側の不安の解消

に向け、企業側にも安心感のある定着支援を充実していきます。 

中野区障害者自立支援協議会等での情報共有や、関係機関のネットワークの強化を

図り、職場における差別の解消や合理的配慮の提供の重要性を社会全体に浸透させる

取り組みを進めます。 

 

 ②就労支援の強化 

 一般就労する障害者数の増を目指すには、一人ひとりに合った個別の支援が必要で

す。就労支援センターの就労・生活コーディネーターによる就労前訓練や実習同行な

ど、一人ひとりに合った取り組みを充実し、障害者就労支援施設＊からの就労者数の

増に取り組みます。また、就職の後に、職場で安心して仕事に取り組めるよう、職場

の定着支援や生活全般に関する相談支援の充実を図り、就労への不安の解消や職場へ

の定着を支援します。 

 区は、就労に向けた本人の動機づけや課題の発見のための区役所実習の機会の提供

など、就労支援センターへの支援強化を通じ、就労移行支援事業所への支援の取り組

みを推進します。 

 就労支援の実施にあたっては、特別支援学校への訪問による個々の適性の把握やコ

ミュニケーションの推進による切れ目のない支援やハローワークとの共催事業の実

施など、関係機関と連携した取り組みを進めます。 

 

 

■中野区健康福祉総合推進計画 2015参照  

課題３ 就労の支援       （165頁～169頁） 

＜施策１＞就労機会の拡大 

① 就労機会の拡大を目指す体制の充実 

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 職場における障害者理解の促進 

＜施策２＞一般就労に向けた支援の強化 

① 就労支援センターによる就労支援の強化 
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② 個々の特性に応じた就労支援の充実 

③ 体験実習等による就労支援の強化 

④ 就労定着支援の充実 

⑤ 施設間ネットワークによる就労支援の体制づくり 
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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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
６，１８０ ６，４２０ ６，６６０ 

利用者見込数（人） ６２１ ６４１ ６６１ 

 

○これまでの支給実績の傾向や、精神障害のある人、難病患者の利用の増加を加味し

て、見込量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用時間見込

数 

（時間分/月） 

5,022 5,421 5,820 5,290 5,390 5,490 

利用者見込数（人） 483 545 603 529 539 549 

実 

績 

延べ利用時間見込

数 

（時間分/月） 

5,139 5,075 5,060  5,422  5,806  5,938 

利用者数（人） 512 514 525  540  568  601 

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数※平成 26 年度実績は見込値 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

※ 障害支援区分が区分１以上。 
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② 重度訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
１７，０７０ １７，６５０ １８，２３０ 

利用者見込数（人） ６２ ６４ ６６ 

 

○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の増加及び平成 26年度か

ら重度の知的または精神障害のある人も対象になったことを見込んで算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用時間見

込数 

（時間分/月） 

12,174 13,110 14,046 14,681 15,235 15,789 

利用者見込数

(人) 
52 56 60 53 55 57 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
12,850 13,749 14,509  16,274  15,904  16,496 

利用者数(人) 43 47 51  54  58  60 

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、知的障害、精神障害により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。 

※障害支援区分が区分４以上で、二肢以上に麻痺、または、障害支援区分の認定

調査目のうち行動関連項目等が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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
２，６１２ ２，６８６ ２，７６０ 

利用者見込数（人） ７７ ７９ ８１ 

 

○これまでの支給実績の傾向やサービス等利用計画導入による利用の増加を加味し

て、見込量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

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 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
― ― 1,656  2,570  2,462  2,538 

利用者数（人） ― ― 44  69  74  75 

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

○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。 

 

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、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、障害支援区分が区分２以上であって、障害支援区分

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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
１２７ １２７ １２７ 

利用者見込数（人） ５ ５ ５ 

 

○これまでの支給実績の傾向や、行動障害のある人の重度訪問介護利用のアセスメン

トのための増を見込んで算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
144 168 168 115 115 115 

利用者見込数（人） 6 7 7 5 5 5 

実 

績 

延べ利用時間数 

（時間分/月） 
97 100 79  79  90  95 

利用者数（人） 4 4 4  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。 

 

※ 障害支援区分が区分３以上であって、障害支援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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用時間見込数 

（時間分/月） 
― ― ― 

利用者見込数（人） ― ― ― 

 

○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。重度訪問介護等各サービスに計上し

ています。 

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。 

 

※ 障害支援区分が区分６以上であって障害支援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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
７，９９０ ８，１７０ ８，３５０ 

利用者見込数（人） ４０６ ４１５ ４２４ 

区内事業実施か所見込数（か所） １０ １１ １１ 

 

○利用者数は、特別支援学校の卒業生等を見込んで算出します。 

○利用ニーズの高い生活介護サービスを整備するため、平成 28 年度に民間の生活介

護事業所を１か所開設予定です。また、平成 30 年度の多機能型通所施設（生活介護、

就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、短期入所等）の整備に向けた準備を進めます。 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
3,606 4,728 6,326 7,124 7,403 7,552 

利用者見込数（人） 199 265 359 383 398 406 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
7 9 9 10 10 10 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
3,347 5,110 6,645  7,396  7,617  7,758 

利用者数（人） 176 265 337  377  388  394 

区内事業実施か所数 

（か所） 
6 9 9  10  10  10 

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、日常生活の介護や生産活動等の機会の提供

を行います。 

 

※ ①または②のいずれかに該当する者 

  ①障害支援区分が区分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、障害支援区分が区分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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
２０３ ２０３ ２０３ 

利用者見込数（人） ２０ ２０ ２０ 

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２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
142 158 174 140 154 168 

利用者見込数（人） 20 22 24 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） 
142 152 130  247  216  203 

利用者数（人） 19 21 16  23  20  20 

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・標準利用期間は１年６ヶ月） 
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③ 自立訓練（生活訓練） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ４００ ４４０ ４８０ 

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２期、第３期計画実績】           ※平成 26 年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
273 591 946 187 204 221 

利用者見込数（人） 15 27 4１ 11 12 13 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
0 1 2 １ １ １ 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
39 20 75  247  266  323 

利用者数（人） 2 1 4  14  17  18 

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 

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・標準利用期間は２年） 
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④ 就労移行支援 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ７３７ ８１１ ８８５ 

利用者見込数（人） ５０ ５５ ６０ 

区内事業実施か所見込数（か所） ６ ６ ６ 

 

○過去の実績及び特別支援学校の卒業生等の利用を見込んで算出します。 

○平成 30 年度の多機能型通所施設（生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、

短期入所等）の整備に向けた準備を進めます。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
362 651 1,110 458 467 515 

利用者見込数（人） 2１ 42 69 26 27 30 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
1 3 6 4 4 5 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
465 487 461  646  520  663 

利用者数（人） 27 29 29  40  37  45 

区内事業実施か所数 

（か所） 
1 2 4 4 4 6 

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・標準利用期間は２年） 

 



第２部   第４章 障害福祉 

 194 

⑤ 就労継続支援（Ａ型） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ３１１ ３２９ ３４７ 

利用者見込数（人） １７ １８ １９ 

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２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
71 71 71 190 228 285 

利用者見込数（人） 4 4 4 10 12 15 

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） 
22 117 172  231  267  293 

利用者数（人） 1 6 9  13  15  16 

区内事業実施か所数 

（か所） 
0 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 

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。 
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⑥ 就労継続支援（Ｂ型） 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ６，２１５ ６，３２４ ６，４３３ 

利用者数（人） ３９７ ４０４ ４１１ 

区内事業実施か所見込数（か所） １３ １３ １３ 

 

○これまでの支給実績の傾向、特別支援学校の卒業生等及び一般就労への移行による

減を見込みます。 

○平成 30 年度の多機能型通所施設（生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、

短期入所等）の整備に向けた準備を進めます。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
2,253 2,950 6,520 5,376 5,392 5,360 

利用者見込数（人） 132 173 383 336 337 335 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
6 8 14 13 13 13 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
2,268 2,900 4,148  5,750  6,045  6,106 

利用者数（人） 133 175 264  358  382  390 

区内事業実施か所数 

（か所） 
5 8 11  13  13  13 

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、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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人） ２９ ２９ ２９ 

 

○過去の実績を踏まえて見込量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】             ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計画 利用者見込数（人） 2 2 2 2 2 2 

実績 利用者数（人） 1 1 1  25  28  29 

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

 

○平成 24 年度から、18 歳以上の重症心身障害児施設入所者について、児童福祉法か

ら障害者総合支援法のサービスに移行したため、利用実績数が増となっています。 

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、障害支援区分が区分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、障害支援区分が区分

５以上。 
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⑧ 短期入所 

 

 
 

福祉型《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １５７ １９７ ２９４ 

利用者見込数（人） ４７ ５５ ５７ 

区内事業実施か所見込数（か所） ５ ６ ６ 

 

医療型《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １４４ １４４ １４４ 

利用者見込数（人） １０ １０ １０ 

 

○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。 

○平成 28年度にグループホーム併設型施設を整備する予定です。また、平成 30年度

の多機能型通所施設（生活介護、就労移行支援、就労継続支援Ｂ型、短期入所等）

の整備に向けた準備を進めます。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
287 287 287 257 268 279 

利用者見込数（人） 48 48 48 45 47 49 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
6 6 6 5 6 7 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
200 219 218  239  300  275 

利用者数（人） 30 37 42  42  47  52 

区内事業実施か所数

（か所） 
3 4 4  4  5  5 

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) 

 

 

 

 

  

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人）    １６９    １８６    ２０６ 

区内事業実施か所見込数（か所） ２７ ２９ ３１ 

 

○施設入所者等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んで算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】          ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数（人） 102 107 116 111 121 131 

区内事業実施か所

見込数（か所） 
14 15 16 19 21 23 

実 

績 

利用者数（人） 101 105 103 119 140 152 

区内事業実施か所数

（か所） 
13 15 16 19 22 25 

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） 

地域で共同生活を営むのに支障のない障害者について、主として夜間において、

共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 
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② 施設入所支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人） １８８ １８５ １８２ 

区内施設利用者見込数（人） ４８ ４８ ４８ 

区内事業実施か所見込数（か所） ２ ２ ２ 

 

○利用者数は、これまでの実績及び地域生活への移行者数を見込んで算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数（人） 72 118 178 197 194 191 

区内施設利用者 

見込数（人） 
36 43 45 47 47 47 

区内事業実施か所見

込数（か所） 
1 2 2 2 2 2 

実 

績 

利用者数（人） 67 131 174  196  192  195 

区内施設利用者数 

（人） 
34 47 46  48  49  48 

区内事業実施か所数

（か所） 
1 2 2  2  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障害支援区分が区分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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人／月） １９７ ２５３ ２５８ 

 

○平成 24 年の障害者自立支援法の改正により、サービス等利用計画の作成の対象者

が大幅に拡大されました。すべての障害のある人を対象としてサービス等利用計画

の作成量を見込みます。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数 

（人/月） 
― ― ― 63 205 211 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 0  20 60 

 

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。 
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② 地域移行支援 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人／月） ７ ７ ７ 

 

〇過去の実績を踏まえて見込み量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数 

（人/月） 
― ― ― 8 8 8 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 0  7  5 

 

○平成 24 年度より、施設入所や精神科病院から地域生活への移行を支援するため、

障害者総合支援法の相談支援事業として新設されました。 

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。 
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③ 地域定着支援 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

利用者見込数（人／月） ５ ５ ５ 

 

〇地域移行により区内での地域生活を支えるための支援が必要な人の需要量を見込

んで算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21 年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数 

（人/月） 
― ― ― 3 10 10 

実 

績 

利用者数 

（人/月） 
― ― ― 0  1  4 

 

○平成 24 年度より、地域生活の継続を支援するため、障害者総合支援法の相談支援

事業として新設されました。 

居宅で単身等で生活する障害者であって、地域生活を継続していくため、常時

の連絡体制や緊急時等の支援体制が必要と見込める人に対して、連絡体制を確保

し、障害特性による緊急事態等において支援を行います。 
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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。 

 



第２部   第４章 障害福祉 

 204 

① 相談支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

障害者相談支援事業実施か所見込数（か所） ６ ７ ７ 

基幹相談支援センター設置の有無 有 有 有 

障害者相談支援事業延べ利用者見込数（人分/年） 57,000 58,000 59,000 

基幹相談支援センター等機能強化事業の実施か所

見込数（か所） 

 

４ ５ ５ 

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） ２９ 

 

 

３５ ４０ 

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） ３ ３ ３ 

 理解促進研修・啓発事業＊実施の有無 有 有 有 

自発的活動支援事業＊実施の有無 有 有 有 

○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、北部すこや

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、障害福祉分野(基幹相談支援センター事業)に加

え、平成 27 年度に鷺宮すこやか福祉センターに、平成 28 年度に南部すこやか福祉

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。 

○基幹相談支援センター等機能強化事業実施か所は、障害福祉分野(基幹相談支援セ

ンター事業)及び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。 
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【第２期、第３期計画実績】              ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

障害者相談支援事業実施か所

見込数（か所） 
2 3 4 4 4 4 

障害者相談支援事業延べ利用

者見込数（人分/年） 
51,000 53,000 55,000 57,000 59,000 62,000 

基幹相談支援センター等機能

強化事業実施か所見込数（か

所） 

0 1 1 2 2 3 

地域自立支援協議会実施見込 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施見込 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者見込

数（人/年） 
12 24 24 15 15 15 

成年後見制度利用支援事業実

施見込 
有 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） 
2 2 2 4 4 4 

実 

績 

障害者相談支援事業実施か所

数（か所） 
2 3 3 4 4 5 

障害者相談支援事業延べ利用

者数（人分/年） 
56,648 54,185 55,089 58,420 56,798 55,562 

基幹相談支援センター等機能

強化事業実施か所数（か所） 
0 1 1 2 2 3 

地域自立支援協議会実施の有

無 
有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業実施の有無 有 有 有 有 有 有 

居住サポート事業利用者数 

（人/年） 
11 15 14 19 29 29 

成年後見制度利用支援事業実

施の有無 
有 有 有 有 有 有 

成年後見制度利用支援事業利

用者数（人/年） 
0 3 0 0 4 3 

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 意思疎通支援事業 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

手話通訳者派遣延べ利用者見込数 

（人分/月） 
４３ ４４ ４５ 

要約筆記者派遣延べ利用者見込数 

（人分/月） 
１１ １２ １３ 

手話通訳者窓口配置見込数（人） １ １ １ 

 

○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２期、第３期計画実績】            ※平成 26 年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

手話通訳者派遣延べ利用者 

見込数（人分/月） 
48 48 48 45 45 45 

要約筆記者派遣延べ利用者 

見込数（人分/月） 
11 11 11 14 14 14 

手話通訳者配置見込数（人） 2 3 4 2 2 2 

実 

績 

手話通訳者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
45 41 30  39  42  42 

要約筆記者派遣延べ利用者

数（人分/月） 
10 10 13  12  9  10 

手話通訳者窓口配置数（人） 1 1 1 1 1 1 

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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

介護訓練支援用具給付件数（件/年） ２５ ２５ ２５ 

自立生活支援用具給付件数（件/年） ６５ ６５ ６５ 

在宅療養等支援用具給付件数（件/年） ５５ ５５ ５０ 

情報・意思疎通支援用具給付件数（件/年） ６０ ６０ ６０ 

排泄管理支援用具給付件数（件/年） ４,３００ ４,３００ ４,３００ 

住宅改修費（件/年） １０ １０ １０ 

 

○各支援用具について、給付実績から見込量を算出します。 

 

【第２期、第３期計画実績】                        ※平成 26 年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

介護訓練支援用具（件/年） 18 27 30   20 25 30 

自立生活支援用具（件/年） 84 63 71 75 80 85 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
24 25 31 35 40 45 

情報・意思疎通支援用具 

（件/年） 
74 95 105 60 65 70 

排泄管理支援用具（件/年） 3,564 3,630 3,900 4,100 4,305 4,515 

住宅改修費（件/年） 12 16 18 11 11 11 

実 

績 

介護訓練支援用具（件/年） 26 15 29  34  20  20 

自立生活支援用具（件/年） 79 73 53  65  59  55 

在宅療養等支援用具 

（件/年） 
41 31 24  33  33  50 

情報・意思疎通支援用具 

（件/年） 
53 54 47  48  49  60 

排泄管理支援用具（件/年） 3,710 3,893 3,925  3,851  4,154  4,222 

住宅改修費（件/年） 11 11 5  6  7  10 

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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

移動支援事業利用者見込数（人／月） ４５０ ４６０ ４７０ 

移動支援事業延べ利用時間見込数 

（時間分／月） 
６，２５０ ６，４００ ６，５５０ 

移動支援事業実施か所見込数（か所） １１０ １２０ １３０ 

障害者福祉会館バス延べ利用者見込数 

（人分／月)  
２，６５０ ２，６５５ ２，６６０ 

障害者福祉会館バス延べ運行実施見込

回数（回／月） 
１６５ １６５ １６５ 

○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２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

移動支援事業利用者 

見込数（人/月） 
310 313 315 460 480 500 

移動支援事業利用見込延

べ時間数（時間分/月） 
5,977 5,987 5,998 9,200 9,600 10,000 

移動支援事業実施か所数

見込数（か所） 
70 70 70 85 90 95 

障害者福祉会館バス延べ

利用者見込数（人分/月） 
4,000 4,000 4,000 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/

月） 

147 147 147 168 168 168 

実 

績 

移動支援事業利用者数 

（人/月） 
329 447 405  413  432  430 

移動支援事業延べ利用時

間数（時間分/月） 
6,143 6,682 6,632  5,920  6,100  6,118 

移動支援事業区内実施か

所数（か所） 
70 79 94  105  112  101 

障害者福祉会館バス延べ

利用者数（人分/月） 
2,573 2,658 2,644  2,645  2,818  2,645 

障害者福祉会館バス延べ

運行実施回数（回/月） 
143 142 155 161  164 169 

移動支援事業利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １，１３０ 

０ 

１，１３０ １，１３０ 

利用者見込数（人） ３９ ３９ ３９ 

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。 

○平成 26 年３月から障害者福祉会館の利用者の対象範囲を拡大し、身体障害者のみ

の利用から、医師から高次脳機能障害の診断を受けている者及び障害者総合支援法

に基づく難病患者も利用できるようにしました。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用者見込数 

（人日分/月） 
700 700 900 1,385 1,435 1,485 

利用者見込数（人） 35 35 45 58 61 64 

区内事業実施か所 

見込数（か所） 
2 2 3 2 2 2 

実 

績 

利用者見込数 

（人日分/月） 
1,241 1,309 1,239  1,141  1,064  1,187 

利用者見込数（人） 44 35 53  46  38  39 

区内事業実施か所数 

（か所） 
2 2 2  2  2  2 

利用者数：月々の利用者数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。 
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⑥ 日中一時支援事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ２０ ２５ ２５ 

区内事業実施か所見込数（か所） ４ ５ ５ 

 

○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。 

○過去の実績を踏まえて、見込量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
40 50 60 30 30 40 

区内事業実施か所数

見込数（か所） 
4 5 6 3 3 4 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
8 14 14  12  14  15 

区内事業実施か所数 

（か所） 
2 2 2  3  3  3 

利用者数：月々の利用者数の一月当たりの平均人数 

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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） ８６ ８８ ９０ 

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２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数 

（人日分/月） 
80 100 100 83 94 107 

実施か所見込数 

（か所） 
3 3 3 4 4 4 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
54 60 77  80  83  84 

実施か所数 

（か所） 
3 3 4  4  4  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 自動車運転免許取得・改造助成事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９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２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

利用見込数 

（人/年） 
5 5 5 6 6 6 

実 

績 

利用者数 

（人/年） 
2 6 4  2  5  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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⑨ 声の区報等発行事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

声の区報等送付見込人数（人/月） ４７ ４７ ４７ 

 

○これまでの実績を踏まえ、見込量を算出します。 

 

 

【第２期、第３期計画実績】           ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

声の区報等 

送付人数 

（人/月） 

76 76 76 55 55 55 

実 

績 

声の区報等 

送付人数 

（人/月） 

56 49 48  48  47  47 

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人数 

 

 

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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⑩ 手話奉仕員養成事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

養成研修受講者見込数（人/年） １４０ １５０ １６０ 

応用コース修了者見込数（人/年） １５ １８ ２１ 

 

○３コースのカリキュラム（入門・基礎・応用）を設け、３年間の履修をもって手話

奉仕員を養成します。事業は民間団体に委託して実施します。 

○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２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

養成研修受講者 

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 25 25 25 

実 

績 

養成研修受講者数 

（人/年） 
153 136 114  112  128  129 

応用コース 

修了者数（人/年） 
23 30 22  21  8  12 

 

 

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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⑪ 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》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者見込数（人日分/月） １４０ １５０ １６０ 

 

○相談・支援体制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２期、第３期計画実績】            ※平成 26年度実績は見込値 

  21年度 22年度 23 年度 24年度 25年度 26年度 

計 

画 

延べ利用者見込数

（人日分/月） 
350 370 400 150 160 170 

実 

績 

延べ利用者数 

（人日分/月） 
196 143 139  145  127  130 

 

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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（６）障害児通所支援事業 

 

 
 平成２４年度の児童福祉法改正により、身近な地域において障

害児やその家族に対する支援を行えるよう障害児支援事業の強化

が図られました。 

児童発達支援事業では、未就学児童に対して、日常生活におけ

る基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練

等の支援を行います。 

放課後等デイサービス事業では、就学児童・生徒に対して、学

校の授業終了後又は休業日に、生活能力向上のための必要な訓練、

社会との交流促進などの支援を行います。 
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①児童発達支援事業 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者数（人日分/月） １，０００ １，３２０ １，６５３ 

利用者数（人） １２５ １６５ ２０７ 

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
２ ３ ３ 

 

○利用者増加の実績及びニーズを勘案して算出します。 

○平成 26 年度、平成 28 年度の施設整備による利用者増を見込みます。 

 

 

【平成 24年度～26年度の実績】          ※平成 26年度実績は見込値 

  24年度 25年度 26 年度 

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 297 482 767 

利用者数（人） 38 63 97 

区内事業実施か所数 

（か所） 
1 1 2 

利用者数：月々の利用実人員の一月当たりの平均人数 

 未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓

練等を行います。 
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②放課後等デイサービス事業 

 

 

 

 

 

 

《サービス見込量》 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

延べ利用者数（人日分/月） １，６７２ ２，０３０ ２，４３１ 

利用者数（人） １５２ １８５ ２２１ 

区内事業実施か所見込数 

（か所） 
９ １１ １３ 

 

○利用者増加の実績及びニーズを勘案して算出します。 

○サービスの周知による利用者増を見込みます。 

○施設整備による利用者増を見込みます。 

 

 

【平成 24年度～26年度の実績】          ※平成 26年度実績は見込値 

  24年度 25年度 26 年度 

実 

績 

延べ利用者数（人日分/月） 39 325 968 

利用者数（人） 8 33 88 

区内事業実施か所数 

（か所） 
2 3 7 

 利用者数：月々の利用実人員の一月当たりの平均人数 

 

 

就学している障害児に、学校の授業の終了後又は休業日に児童発達支援センタ

ー等の施設に通わせて、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促

進等を行います。 
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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のこと。 

アセスメント 

介護や障害のサービス提供や生活困窮者などへの支援にあたり、その人の身体

状況、精神状況や生活環境、背景や要因を含め、ケアプラン等の作成や、今後

の支援に必要な見通しをたてるために、事前に把握、評価、分析を行うこと。 

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）。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事業。 

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。 

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
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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。 

基幹相談支援センター 

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障害・知的障害・精神障害）

及び成年後見制度利用支援事業を実施する。また地域の実情に応じて、総合相

談・専門相談、地域移行・地域定着、地域の相談支援体制の強化の取り組み、権

利擁護・虐待防止を行う。 

居住サポート事業 

一般住宅への入居が困難な精神障害者に対して、入居に必要な調整等の支援や、

地域生活の継続にむけ、関係機関との連絡調整を行う事業。 

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 

主として夜間において、共同生活を行う住居で、入居している障害者について相

談、入浴、排せつ、又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行う。 

ケアホーム 

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。平成 26 年４月に、グループホームへの一元化がされた。 

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。 

計画相談支援 

障害福祉サービスを利用する障害者に対し、サービス等利用計画を作成し、一

定期間ごとにモニタリング（サービス等利用計画の実施状況の把握等）を行う

等の支援。 

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。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。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（成果指標としては、要支援Ⅱ以上の認定を受けていない年齢で表している）。 

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。同公園では、体操指導等

などの事業を行う。 

高次脳機能障害 

交通事故など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

どに関する障害。 

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。 

合理的配慮 

障害者の権利に関する条約第２条において定義される。障害者が他の者と平等に

すべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要

かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、
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かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。 

子育て相談 

子どもの発達や課題、育児等について不安や心配がある方の相談。 

さ行 

サービス等利用計画 

障害福祉サービスを適切に利用することができるよう、障害者のニーズや置かれ

ている状況などを勘案し作成するサービスの利用計画。 

事業協同組合 

障害者の雇用の促進等に関する法律第 45 条の３に基づき厚生労働大臣の認定

を受けた組合。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、組合員である中小企業と通算することがで

きる。 

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。 

指定特定相談支援事業所 

障害者等が障害福祉サービスを利用する際にサービス等利用計画を作成し、一

定期間ごとにモニタリング（サービス等利用計画の実施状況の把握等）を行う。

事業者指定は、市町村長が行う。 

児童発達支援事業 

障害や発達に課題のある未就学児を対象とし、日常生活における基本的な動作の

指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行う事業。 

自発的活動支援事業 

障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障害者等、

その家族、地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業。障

害者総合支援法の地域生活支援事業における必須事業に位置付けられている。 

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。 
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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。 

就労移行支援事業所 

障害者総合支援法第５条で定められた障害者の一般就労を促進する施設。通常

の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障害者について、生産活動、職

場体験等の必要な訓練、求職活動に関する支援、職場への定着のために必要な

相談支援などを行う施設。 

就労継続支援Ａ型 

企業等に就労することが困難である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。 

就労継続支援Ｂ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。 

就労支援センター 

一般就労を希望している障害者への相談や訓練、企業で働く障害者の職場への定

着支援、企業における障害者雇用の支援など、障害者の就労を総合的に進める機

関。 

障害児通所支援 

児童発達支援、放課後等デイサービス支援及び保育所等訪問支援。 

障害者就労支援施設 

就労移行支援事業所と就労継続支援事業所等、障害者の就労を支援する施設。 

障害者自立支援協議会 

障害者総合支援法第 89 条の３に基づき、障害者等への支援の体制の整備を図る

ため、関係機関、関係団体等により構成された協議会。 
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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 

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。 

すこやか障害者相談支援事業所 

身体、知的、精神障害者（児）、発達障害者（児）や家族等に対し、各種相談、

障害福祉サービスの利用援助、申請受付や区との取次業務等を行う。 

すこやか福祉センター 

子ども、高齢者、障害者、妊産婦等が住み慣れた地域で安心して暮らすことがで

きるよう、保健、福祉及び子育てに関する総合的な支援を行う施設。区内に 4 か

所設置している。 

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 

退院後生活環境相談員 

精神科病院での設置が義務づけられている相談員。医療保護入院者及びその家族

等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起や具体的な取り組みの相談等を行

う。 

地域移行 

障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している障害者が、

地域での生活に移行すること。住居の確保や外出時の支援、障害福祉サービスの

体験的な利用などを通し、地域生活への円滑な移行をめざす。 

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。 

地域開拓促進コーディネーター 

就労希望者の掘り起しなど、障害者の一般就労を進めるための働きかけ、支援を

行う専門員。中野区障害者福祉事業団に配置している。 

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。 

地域包括ケアシステム 

可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
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できるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域の

包括的な支援・サービス提供体制。 

なお、「地域包括ケア」は、平成 20 年 6 月 19 日に開催された第７回社会保障

国民会議報告《社会保障国民会議第二分科会（サービス保障（医療・介護・福

祉））中間とりまとめ》における記述では「（略）医療や介護のみならず、福祉

サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で

用意されていることが必要であり、同時に、サービスがバラバラに提供される

のではなく、包括的・継続的に提供できるような地域での体制（地域包括ケア）

づくりが必要である。」とある。 

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ている。 

地域密着型サービス 

住み慣れた自宅や地域で可能な限り生活を続けられるように、地域ごとの実情に

応じた柔軟な体制で提供される介護保険制度上のサービス区分。地域密着型サー

ビスは、原則として、居住している区市町村内でのみサービスの利用が可能。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、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。 

定着支援 

就職した障害者が安心して働き続けられるよう、支援員が職場を定期的に訪問

し、職場への定着にむけた支援を行うこと。 

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
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社の一事業所とみなされる子会社。 

東京都地域移行体制整備支援事業 

入院患者及び精神科病院等に対して退院促進に向けた働きかけや地域との調整

を行うとともに、グループホームへの体験入居や関係機関職員に対する研修を 

通じて、円滑な地域生活への移行や安定した地域生活を送るための体制整備を

進める。東京都事業。 

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 

なかの障害者就労支援ネットワーク 

中野区内の障害者就労支援施設等が就労支援や工賃向上を進めるための組織体。

区内の 26 の施設で構成している。 

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。 

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。 

入所施設 

障害者総合支援法第５条で定められた障害者の生活を支援する施設。夜間におけ

る入浴、排せつ等の介護や日常生活上の相談支援等を行う。 

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
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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。 

認知症アドバイザー医 

中野区医師会が独自に、一定以上の認知症に関わる専門知識を有する医師を養 

成し、必要な研修を受けた医師を中野区認知症アドバイザー医として登録し、

区民に公開している。 

認知症高齢者の日常生活自立度 

介護認定調査において、認知症高齢者の日常生活自立度の評価がⅡより重度の

ものを、「認知症が疑われる」としている。なお、日常生活自立度判定基準は以

下の表のとおり。 

自立 Ⅰ～Ｍ以外 

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。 

認知症コーディネーター 

東京都が認知症対策の推進事業で用いている名称。下記に示した、国制度の「認

知症地域支援推進員」にあたる。改正された介護保険制度の地域支援事業では、

初期の段階で医療と介護との連携の下に認知症の人や家族に対して個別の訪問

を行い適切な支援を行う「認知症初期集中支援チーム」、医療機関・介護サービ

ス事業所や地域の支援機関につなぐ連携支援や認知症の人やその家族を支援す

る相談業務を行う「認知症地域支援推進員」の設置等を位置づけ、取り組みを

推進することとしている。 

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

て発現するもの。 

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 

障害者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活動。 

複合型サービス 

介護保険法による地域密着型サービスの一つで、小規模多機能型居宅介護と訪

問看護を組み合わせ、家庭的な環境のもとに行う、通い、訪問、宿泊のサービ

ス。平成 27 年４月から看護小規模多機能型居宅介護に名称変更。 

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事業 

学校に就学している障害や発達に課題のある児童につき、授業の終了後又は休業

日に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等を行う事業。 

包括的な地域ケア 

主に高齢者を対象としたケア体制である「地域包括ケアシステム」と区別して、

中野区が目指してきた子どもや高齢者、障害のある人など、支援を必要とする人
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すべてを対象としたケア体制を「包括的な地域ケア」と表わしている。 

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。 

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。 

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。 
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理解促進研修・啓発事業 

障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するた

め、障害者等の理解を深めるため研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを行

う事業。障害者総合支援法の地域生活支援事業における必須事業に位置付けられ

ている。 

療育センターアポロ園 

障害や発達上の課題を持つ子どもが、家庭や地域の中でともに生活できるよう支

援を行う施設。児童発達支援事業、療育相談、保育園等巡回訪問、保育園等在籍

中の子どもへの支援事業、一時保護事業（一時的に預かる事業）等を実施してい

る。 

レジオネラ症 

  自然界の土壌や湖沼などに生育している、レジオネラ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 

乳幼児や障害者、高齢者など要介護者を在宅でケアしている家族の精神的疲労

を回復させるための休養。 

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。 

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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Ｈｉｂ感染症 

ヘモフィルスインフルエンザ菌 b 型（Haemophilus influenza type b）という

細菌によって発生する病気。そのほとんどが 5 歳未満で発生し、特に乳幼児で

発生に注意が必要とされている。 

ＩＧＲＡ検査 

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。インターフェロンγ放出アッセイ（Interferon-gamma 

release assay）の略。 

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 

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Ｎ

ＰＯ法人だけでなく、任意団体も含まれる。Non Profit Organization（非営利

団体）の略。 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「健康福祉都市なかの」を実現する基本計画  

中野区健康福祉総合推進計画 2015 

第６期中野区介護保険事業計画 

第４期中野区障害福祉計画 

 

■ 登録番号 26中健福第 3083号 

■ 平成 27年（2015年）３月発行 
 

中野区健康福祉部福祉推進分野 保健福祉企画担当 

電話 03(3228)5609  ﾌｧｸｼﾐﾘ 03(3228)5662 
E-mail：fukusisuisin@city.tokyo-nakano.lg.jp 

〒164-8501 東京都中野区中野四丁目８番１号 

 

 


