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１ 地域包括ケアの推進 

 

 

 

国は、団塊の世代の高齢者が75 歳以上となる平成37 年(西暦2025 年)に向け、「医療、

介護、予防、住まい、生活支援」の 5つのサービスを一体的に提供し、支援が必要な高齢者

の住み慣れた地域における生活を支援する地域包括ケアシステム※の構築を目指しています。 

区では、高齢者だけではなく、障害者、子ども、生活困窮者、様々な生活課題を持つ人や

その家族など、だれもが住み慣れた地域でお互いが支えあい、自立し安心して暮らしていく

ことができるような地域社会の形成を目指しています。 

平成 25年度に区が実施した「高齢者の生活に関する調査」（以下「高齢者調査」という。）

では、自分自身の介護が必要になった場合、高齢者の 60％が「自宅で暮らしたい」として

おり、これに高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム※での生活を選択した人を含める

と、約 70％が地域で生活を続けることを望んでいます。 

区においても、このような区民意識と地域の実情を踏まえ、地域包括ケアシステム※の構築

に向けて次の各施策を実施しています。 

○ 地域包括ケア推進体制の整備（地域連携コーディネーター及び認知症支援コーディネ

ーターの配置） 

○ 在宅療養の推進（在宅療養推進協議会の開催など） 

○ 認知症の人と家族への支援の推進（認知症サポーター※の養成、認知症支援ボランテ

ィアの育成、認知症相談と医療の連携の推進など） 

○ 家族介護者への支援の推進（全地区の「介護者の会」運営とネットワーク化、介護者

応援ボランティア養成など） 

○ 地域における高齢者見守りの推進（高齢者見守りネットワーク、高齢者見守り訪問事

業） 

○ 介護予防の推進（生活機能の低下を早期に発見するため「二次予防事業対象者把握事

業」、一般の高齢者を対象に介護予防の普及啓発などを行う「一次予防事業」、要支援・

要介護状態になるおそれの高い高齢者を対象とした「二次予防事業」を実施） 

○ 権利擁護※の推進（成年後見制度※の推進、虐待防止対策など） 

 区では、平成 12 年度の介護保険制度の開始、平成 18 年度の介護保険制度改正による地

域包括支援センター※の創設などの状況変化を踏まえ、平成 21 年 4 月には、保健福祉サー

ビス事務所と地域包括支援センター※を統合した新たな地域包括支援センター※を開設しまし

た。現在は、支援を必要とするすべての人を支える「地域包括ケアシステム※の地域拠点」と

して、地区ごとに 5か所のセンターを民間法人により運営しています。 

区の地域包括支援センター※設置数は、近隣区と比較すると少ないものの１か所あたりの配

置職員数は多くなっています。利用者のアクセシビリティ※やセンターの地域密着性からは箇

所数が多い方が望ましいものの、１か所の職員数が多いことはセンター運営の安定性や専門

性の発揮につながっています。 

 

現 状 
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 地域包括ケアを推進するためには、医療・介護・予防・住まい・生活支援など必要なサー

ビスが一体的に提供されるよう、フォーマル（公的な介護・福祉等のサービス）及びインフ

ォーマル（ボランティア・ＮＰＯの活動、地域住民の支え合い）の様々な地域資源を統合し、

包括的な仕組みづくりを行っていくことが求められます。 

地域課題の解決に向けて、ボランティア等により提供される住民主体の支援を創出するな

ど、支援が必要な人を身近な地域で支えることが重要です。さらに、元気な高齢者をはじめ

地域住民が支える側として参加できる環境を整備するとともに、介護予防の取り組みを区民

や事業者等と協働して推進するなど、地域社会で包括的・継続的に支援する地域づくりを促

進していく必要があります。また、地域における見守り機能を強化することにより、高齢者

に限らず、生活困窮者、児童、母子、ＤＶ※など様々な問題を抱えた、既存の制度では救えな

い人へのアウトリーチ※を行い、支援していくことが可能になります。これからは、支援を必

要としながら地域の中で孤立し悩みを抱える人々のニーズを把握し、住民同士が支え合う地

域の仕組みを整えて展開させていくコミュニティソーシャルワーク※機能の充実が大きな課

題となります。 

 国では、個別ケースの課題分析等を通じて地域課題を発見し、地域に必要な資源開発や地

域づくり、介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげることを目指すために、地域

ケア会議を地域包括ケアシステム※の実現に向けた重要なツールと位置づけています。区にお

いても、地域の課題を把握・分析するとともに効果的な課題解決に繋げるため、様々なレベ

ルの地域ケア会議を充実していく必要があります。 

また、区の地域包括支援センター※については、今後の超高齢化の進展に伴う業務量増加へ

の対応とともに、総合相談機能や各制度の谷間にある人や複合的な問題を抱える人に対する

支援など充実を図っていく必要があります。職員研修の充実やバックアップ体制の整備など、

地域包括ケアシステム※の地域拠点としての役割を果たしていくため、さらなる機能強化に取

り組むことが求められます。 

 

施策の体系 １  地域包括ケアの推進 

       （１）目黒区の地域包括ケアの推進 

       （２）地域包括支援センターの機能強化 

 

 

（１）目黒区の地域包括ケアの推進 

団塊の世代の高齢者が 75 歳以上となる平成 37 年(西暦 2025 年)に向け、在宅療養

の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの充実、介護予防の推進、住まい等の確保・

充実、介護サービス基盤の整備により、地域包括ケアシステム※の構築を推進します。 

さらに、地域包括ケアを推進していくため、地区サービス事務所に併設した 5地区の地

域包括支援センター※を今後も地域包括ケアシステム※の拠点と位置付けます。その 1か所

あたりの人的スケールメリットを効果的に活かし、従来からの保健福祉の総合相談支援業

務を継続しつつアウトリーチ※機能等を強化し、高齢者、障害者、生活困窮者、子どもな

ど支援を必要とするすべての人を支援していきます。 

支援にあたっては、区各所管の横断的な連携・協力のもと、地域における支え合いの仕

組みづくり、多様な社会参加・地域交流の促進、権利擁護※の推進など、地域住民や多様

な社会資源と協働して地域の課題の把握・解決を図る仕組みを整備していきます。 

また、事業者等とも連携して医療・介護・予防等の地域包括ケアシステム※の構築を推

課 題 

施 策 
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進していきます。 

 

（２）地域包括支援センターの機能強化 

様々なレベルの地域ケア会議を開催し、地域の課題を発見し分析するとともに地域包括

支援ネットワークの構築、地域づくり・資源開発、政策形成など、地域包括ケアの推進を

図ります。 

地域包括支援センター※については、既存の各制度では救えない人のアウトリーチ※機能

や、住民同士が支え合う地域の仕組みを整えて展開させていくコミュニティソーシャルワ

ーク※機能を、社会福祉協議会とも連携しながら充実していきます。 

また、総合相談機能の充実を図るため、職員研修の充実やバックアップ体制の整備など、

さらなる機能強化に取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 地域ケア会議の充実【重点】（地域ケア推進課） 

個別事例の検討を通じて、多職種協働によるケアマネジメント支援を行うとともに、地

域のネットワークを構築し、地域課題の解決を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

地域ケア会議の開催（個別レベル、

地区レベル、全区レベル） 

 

継続 

地区レベルの地域ケア会

議の充実 

継続 

 

② 地域連携コーディネーターの増配置【重点】（地域ケア推進課） 

今後の超高齢化に伴う業務量増加への対応や地域のネットワークの構築や出前相談など

のアウトリーチ※を進めるため、専門的な職員の強化を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・地域連携コーディネーターの配置 

・認知症支援コーディネーターの配

置 

継続 

地域連携コーディネータ

ーの増配置 

継続 

 

③ 地域包括支援センターの運営の充実【重点】（地域ケア推進課） 

地域包括支援センター※職員に対する研修の充実や社会福祉協議会等関係機関と連携強化

を図ります。また、地域包括支援センター※は高齢者に限らない保健福祉の総合相談機能を有

するため、区民の認知度を更に向上させ利用促進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

地域包括支援センター※の運営（5

か所） 

継続 

・職員研修の充実 

・関係機関との連携強化 

・認知度向上と利用促進 

継続 
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２ 地域における支え合いの仕組みづくり 

 

 

 

 所在不明の高齢者が大きな社会問題として取り上げられる昨今、家族や地域の支え合いの

機能の低下が顕在化しています。高齢者人口の増加に伴い、単身世帯や高齢者のみの世帯が

増加しており、家族や地域からの支えがない高齢者、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」

や認知症の人が認知症の人を介護する「認認介護」の世帯など、介護や支援が必要な高齢者

が更に増加すると推測されます。 

高齢者調査によると、調査対象者のうちひとり暮らし世帯が 23％、65歳以上の夫婦のみ

の世帯が 33％を占めています。また、隣近所との交流については、「ほとんどつきあいがな

い」が 10％、人と話す頻度が「１週間に１回程度」が 5％、「月に数回・ほとんど話をしな

い」が 6％で合わせて 21％となっており、区全体での人数で換算すると、約 5,700人もの

高齢者が日常的な会話がほとんどない生活を送っていることになります。 

東日本大震災以降、家族や地域の絆（きずな）の大切さが再認識され、ボランティア活動

への関心が高まってきました。このような傾向は住民を主体とした新たな支え合いの仕組み

づくりの推進力となると考えられます。 

「高齢者見守りネットワーク（見守りめぐねっと）」は、地域包括支援センター※を核とし

て、公的団体や事業者、関係機関が参加するほか、協力団体として町会連合会、住区住民会

議連絡協議会、商店街連合会、民生児童委員協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護

事業者連絡会、柔道整復師会なども参加しています。また、見守りを希望する高齢者をボラ

ンティアが定期的に訪問する「高齢者見守り訪問事業」は、平成 25 年度から区内全域で実

施しており訪問活動の調整を行っています。 

現在、地域包括支援センター※では、地域のネットワークを構築し様々な地域資源の連携を

コーディネートする機能を強化するため、平成 24年度からすべての地域包括支援センター※

に地域連携コーディネーターを配置しています。地域で孤立しがちな高齢者やその家族等の

個別の相談を受け、フォーマル（公的な介護・福祉等のサービス）、インフォーマル（ボラン

ティア・NPO の活動、地域住民の支え合い）な地域資源をコーディネートして包括的な支援

を行っています。地域のネットワークづくりのため、地域資源の情報の収集を行いマップや

リストを作成するとともに、見守り事業のＰＲや参加の呼びかけなど地域での見守りの気運

を高めるため区民へ積極的に啓発しています。 

民生委員・児童委員は、生活上の問題で困っている人やひとり暮らしの高齢者、児童のい

じめや子育て等の問題を抱えている人などから、日常的に相談を受け、助言や調査を行って

います。また、行政や関係機関とのパイプ役として支援が必要な人への援助や保護につなげ

るほか、定期的なひとり暮らし高齢者への訪問など様々な活動に取り組んでいます。「高齢者

見守り訪問事業」では地域の民生委員・児童委員に実施情報が提供され、ボランティアの相

談を受けるなど側面からの協力を受けています。 

社会福祉協議会においては、住民の福祉活動の場づくりや仲間づくりなどの援助のため「め

ぐろボランティア・区民活動センター」が設置され、福祉活動に関心を持つ区民と活動団体

を結びつけるなどの取り組みを行っています。 

 

 

 だれもが地域社会で安心して暮らせるための地域のセーフティネットとして、住民同士の

現 状 

課 題 
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相互の信頼関係や協力関係によって｢地域の力｣を高め、区民、ボランティア、NPO、専門機

関、行政が協働することが重要です。「支える側」「支えられる側」という画一的な関係性で

はなく、世代を超えて地域住民が共に支え合う地域づくりを進めていくことが求められてい

ます。 

 今後、ひとり暮らしや認知症の高齢者など、様々な生活課題を抱える人々が更に増えるこ

とが見込まれる中で、共に支え合う地域づくりを進めていくためには、支援が必要な人の具

体的なニーズを把握し、地域住民等による活動も含めて地域の福祉資源をコーディネートし

ていくことが求められます。地域においては、住民の生活を多くの面で支えている町会・自

治会、住区住民会議等の地域住民組織や民生委員・児童委員と、地域で活動するボランティ

アや当事者団体などが有機的に繋がるような支援が必要です。このことにより、地域の支え

合いを強化することが可能となり、地域の中にいる潜在的な要支援者を見つけ出し、支援を

実現することもできます。 

そのためには、地域包括支援センター※と社会福祉協議会との間で連携を強化し、役割分担

して取り組む必要があります。 

また、支え合う地域社会をつくるためには子どもの時からの教育が大切であり、様々な年

代が交流を持つことも、支え合う地域の大事な基礎となります。そのためには、地域住民組

織や関係機関が連携して、地域で大人と子どもが一緒に活動、交流する機会を拡大する必要

があります。 

地域で活動する個人や多様な組織が、対等な関係を築き、地域の課題解決にあたれるよう、

情報提供や研修などの環境整備も必要です。 

 

施策の体系 ２  地域における支え合いの仕組みづくり 

       （１）地域における支え合いのコーディネート機能の充実 

       （２）地域における支え合い活動の充実 

 

 

（１）地域における支え合いのコーディネート機能の充実 

  個別支援のコーディネートや、介護保険事業者、医療機関、民生委員・児童委員、ボラ

ンティアなどのフォーマル及びインフォーマル（ボランティア・NPO の活動、地域住民の

支え合い）な地域資源を連携させるコーディネートは、地域包括支援センター※が主に担う

ものとし、「地域連携コーディネーター」及び「認知症支援コーディネーター」を活用しそ

の充実を図っていきます。 

  社会福祉協議会には、専門性を生かしたコミュニティソーシャルワーク※の機能を発揮し

て、地域包括支援センター※や民生委員・児童委員の協力を得ながら、地域住民やボランテ

ィア、ＮＰＯ等による活動をコーディネートしていくことが期待されます。具体的には、

社会福祉協議会の「めぐろボランティア・区民活動センター」が、地域に出向きニーズの

発掘を行う、また住民に働きかけて活動をつくるなどのマネジメントを行えるよう支援し

ていきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 地域連携コーディネーターの増配置【重点】（地域ケア推進課）        再掲  

今後の超高齢化に伴う業務量増加への対応や地域のネットワークの構築や出前講座など

のアウトリーチ※を進めるため、専門的な職員の強化を行います。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・地域連携コーディネーターの配置 

・認知症支援コーディネーターの配

置 

継続 

地域連携コーディネータ

ーの増配置 

継続 

 

② 地域包括支援センター※の運営の充実【重点】（地域ケア推進課）        再掲  

地域包括支援センター※職員に対する研修の充実や社会福祉協議会等関係機関と連携強化

を図ります。また、地域包括支援センター※は高齢者に限らない保健福祉の総合相談機能を有

するため、区民の認知度を更に向上させ利用促進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

地域包括支援センター※の運営（5

所） 

継続 

・職員研修の充実 

・関係機関との連携強化 

・認知度向上と利用促進 

継続 

 

③ めぐろボランティア・区民活動センターへの支援【継続】（健康福祉計画課） 

地域住民やボランティア、ＮＰＯ等による活動をコーディネートする機能を充実させる

ため、社会福祉協議会が行う「めぐろボランティア・区民活動センター」の運営を支援し

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

「めぐろボランティア・区民活動

センター」においてボランティア

活動の相談、登録、活動の紹介・

調整、ボランティアの育成を実施 

継続 継続 

 

④ コミュニティソーシャルワーク※機能の充実【新規】（地域ケア推進課・健康福祉計画課・関係各課） 

地域包括支援センター※と社会福祉協議会が役割分担しながら連携し、区の実情にあった

コミュニティソーシャルワーク※を進めます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

コミュニティソーシャルワーク※

の検討 

・検討、試行実施、検証 

・社会福祉協議会との連携 

継続 

 

（２）地域における支え合い活動の充実 

すべての人が地域で安全・安心に暮らし続けられるように、地域における見守りは、高

齢者に対する見守りだけではなく、子どもや障害者、生活困窮者などすべての人がお互い

に支え合うまちづくりを目指していきます。 

民生委員・児童委員は、地域における社会福祉活動の推進者として安心して暮らせるま

ちづくりを進めるための重要な役割を担っています。今後も、公的な制度やサービスの谷

間にある人、様々な生活課題を抱えている人への対応など、身近な地域における支援活動
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が展開されるよう人材の確保を図るなど支援していきます。 

地域における、区民や団体・NPO 等の行う支え合い活動をはじめとした福祉活動を普

及・推進していくとともに、区内の社会福祉法人の地域貢献活動への取り組みを促してい

きます。 

 

＜計画事業＞ 

① 地域における見守り活動の推進【重点】（地域ケア推進課・関係各課） 

「見守りめぐねっと」のネットワークをより発展させ、対象者を高齢者以外にも広げて

いきます。ライフライン※事業者・消防・警察・教育機関・医療機関など関連機関との連携

の強化を図るとともに、キャラクターやイベントを活用しＰＲを積極的に展開します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・高齢者見守りネットワーク（見守

りめぐねっと）の推進 

・高齢者見守り訪問事業の実施 

・見守りサポーターの養成 

継続 

・「見守りめぐねっと」の

ネットワークをより発展

させ対象者を拡大 

・関連機関との連携強化 

・地域資源となる人材の育

成 

・地域連携コーディネータ

ーの増員（見守りめぐね

っとの強化） 

継続 

 

② 民生委員・児童委員の地域福祉活動の推進【継続】（健康福祉計画課） 

民生委員・児童委員の身近な地域における福祉活動を支援していきます。また、民生委

員・児童委員と行政、地域の関係機関との情報交換の場となる協議会や連絡会を定期的に

開催して、区や関係機関との連携強化を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・民生委員・児童委員による相談・

助言・調査活動への支援 

・各協議会の定期開催 

・行政との懇談会の実施 

継続 継続 

 

③ 団体・NPO 等の地域活動の推進【継続】（関係各課） 

地域における様々な機会や場所を活用し、社会福祉協議会と連携しながら、住民が主体

となった地域福祉活動への取り組みを普及・推進していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・住民主体のミニデイサービス、ふ

れあいサロン※等の活動の推進 

・地域福祉活動の普及 

継続 継続 
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３ 多様な社会参加・地域交流の促進 

 

 

 

 高齢者調査の結果では、住民組織の活動やサークルなど何らかの活動に参加している人が

約 24％いました。また、高齢者施設での支援活動や高齢者の話し相手などの活動へ参加す

る意向がある人は約 33％、更に何らかの仕事をしている高齢者は 30％を超え、高齢者の多

様な社会参加への意向が伺えます。 

区では、老人いこいの家を活用した講習会等の開催、地域と高齢者の交流や高齢者と小学

生等との世代間の交流など実施しています。また、平成 26 年度に「めぐろシニアいきいき

ポイント事業」を試行として始めています。これは、団塊の世代や元気な高齢者が地域の社

会貢献活動に参加することで、健康維持・生きがいづくりを行いながら、地域を活性化させ、

いつまでも元気にいきいきと暮らしていくことを目的としています。シルバー人材センター

では、働く意欲を持っている高齢者に、就業を通して生きがいづくりや社会参加を促してい

ます。 

また、障害をもつ人の社会参加としては、区内の福祉施設や民間作業所などにおいて、そ

の人の適性や能力に応じて働くことができるよう福祉的就労の場や日中活動の場を提供し、

社会参加と自立を促進しています。地域活動支援センターでは、創作活動の機会や、社会と

の交流の機会を提供することなどにより、障害をもつ人の地域生活を支援しています。 

 

 

 元気な高齢者が自らの生きがいを高め、健康増進を目的とした教養・文化・スポーツ活動、

クラブ活動など、社会参加する環境の整備が必要です。また、団塊の世代が高齢期を迎え生

活の中心が仕事場から地域社会へ移行し、これまで仕事を通じて達成感や充実感を得てきた

人の中には、ボランティア活動などを通じて社会に参加し自己実現したいと考えている人も

います。こうした社会参加に意欲的な高齢者の知識・技術・経験を積極的に活かすことがで

きる場の確保も必要となります。 

 高齢者調査では、外出頻度が週に１回以下の人が 7.4％、また約 10％の人が隣近所との交

流がないという結果になっています。家に閉じこもりがちな人が、外出して会話をし、きち

んと食事をすることが一番の介護予防にもなるため、高齢者が気軽に訪れることのできるミ

ニデイサロン・ふれあいサロン※などの交流の場を増やし、孤立しがちな人に参加を促してい

く必要があります。 

老人いこいの家は、老人クラブ活動や地域の高齢者の生きがい活動や健康づくりなどの拠

点として一層充実させるとともに、地域の人たちが気軽に立ち寄り集える交流の場、居場所

としての機能を更に拡充していくことが課題です。 

障害をもつ人が社会参加を通して得られる様々な人々との交流は、生活の豊かさをもたら

します。視覚や聴覚に障害をもつ人、会話や文字の理解に支障がある人などの障害特性に合

わせた、意思疎通手段による情報提供を充実させる必要があります。障害をもつ人が地域の

中で積極的に社会参加できるよう、そのニーズや適性等に応じて活躍できる場の整備や移動

支援の推進が課題となっています。 

 このような交流の場は、高齢者、障害者など対象を限定することなく、子どもも含めて様々

な人が集い、その人らしく過ごせる居場所となるように工夫し充実していくことが大切であ

り、世代を超えて人々が交流できる場や仕組みを整備していくことが必要です。 

介護保険制度改正により新たに実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」（以下「新し

い総合事業」という。）は、区が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が

現 状 

課 題 
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参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要

支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すものです。団塊、シ

ニア世代のみならず、学生や働いている人など幅広い世代から地域福祉を支える新たな担い

手を発掘し、地域人材を確保・育成しネットワークを構築していく必要があります。 

 

施策の体系 ３  多様な社会参加・地域交流の促進 

       （１）高齢者の社会参加・生きがいづくりの推進 

       （２）障害者の社会参加の推進 

       （３）ふれあい・交流の場の拡充 

       （４）担い手の育成 

 

 

（１）高齢者の社会参加・生きがいづくりの推進 

  高齢者の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいにもつながり、ま

た介護予防や閉じこもり防止にもなることから積極的な取り組みを推進していきます。 

  高齢者等が、地域社会の中で役割をもっていきいきと生活できるよう、有償の社会貢献

活動等により一定の収入を得ながら、自らのいきがいや健康づくりにもつながる活動を行

うことができる仕組みづくりを行います。 

趣味や教養、健康づくりの活動などを通じて、仲間をつくり生きがいを持てるよう、多

様な場と必要な情報を提供して活動参加を支援していきます。 

また、今日、就労や社会参加に意欲的な高齢者が増えており、高齢者の価値観が多様化

する中では、活動を始める様々なきっかけを用意することが参加促進につながると考えら

れます。そのために、「めぐろシニアいきいきポイント事業」の活動の場の拡充等を検討し、

地域における支え合いの力の可能性を伸ばしていきます。また、働く意欲を持っている高

齢者のために、ワークサポートめぐろにおいて就労相談を実施し就労機会の充実を図るほ

か、生きがいづくりや就業を提供する団体であるシルバー人材センターの運営を支援して

いきます。 

こうした、社会参加する場の提供と活動に対してのインセンティブを活用することによ

り、元気な高齢者の社会参加を促進する環境整備に取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

① めぐろシニアいきいきポイント事業の推進【重点】（高齢福祉課） 

区内在住の高齢者が「いきいきサポーター」として登録し、介護支援など社会貢献活動

を行うことにより、ポイントを取得し、自身のいきがいづくり、健康増進及び介護予防を

図るとともに、元気な高齢者の社会参加の促進を目的として実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・試行実施 

・区内特養ホーム等で活動 

・活動場所の拡充 

・活動内容の拡充（見守り

活動、カフェ活動、配食

活動等） 

・いきいきサポーター確保 

継続 

 

施 策 
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② 地域デビューの支援【新規】（高齢福祉課） 

団塊世代を中心とした中高年の地域活動のきっかけとなる機会の提供や、企業退職高齢

者等が、地域の中で役割を持っていきいきと生活できるような活動を支援します。 

また、高齢者が豊かな知識・技術・経験を生かし、自主的かつ継続的に活動できるよう

人材を発掘・育成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

社会参加や地域活動を支援する仕

組みを検討 

検討・実施 継続 

 

③ 各種講座の開催【継続】（生涯学習課） 

中高年が仲間をつくり、地域でいきいきと活動できる内容の講座（中高年の地域参加を

促進する社会教育講座）を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

中高年を対象とした社会教育講

座を実施 

継続 継続 

 

④ 老人クラブ活動への支援【数値】（高齢福祉課） 

老人いこいの家を活動の拠点とする地域の老人クラブの活動に対し、自主性を尊重しな

がら、高齢者の健康増進・介護予防、教養の向上などの生きがいづくり、仲間づくり、地

域交流活動の活性化に向けた支援を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・40クラブへの支援 

・老人クラブ連合会への支援 

継続 

全国老人クラブ 100 万

人増強運動の一環として

年 200人程度増強支援 

継続 

全国老人クラブ 100 万

人増強運動の一環として

年 200人程度増強支援 

 

⑤ シルバー人材センターへの支援【継続】（健康福祉計画課） 

働く意欲と能力のある、おおむね 60 歳以上の高齢者を対象に就業を通して、生きがい

づくりや地域社会への参加を促進しているシルバー人材センターの運営を支援します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

臨時的、短期的な就業や軽易な業

務に係る就業機会の開拓、提供を

実施 

継続 継続 

 

⑥ 就労相談の実施【継続】（産業経済・消費生活課） 

「ハローワーク相談室」と「キャリア相談コーナー」からなる「ワークサポートめぐろ」

で就労相談・情報提供を実施し、就業機会の創出を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

就労相談・情報提供 継続 継続 
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（２）障害者の社会参加の推進 

  視覚や聴覚に障害をもつ人、会話や文字の理解に支障がある人などの障害特性に合わせ

た意思疎通手段による情報提供を充実させるとともに、屋外での移動が困難な障害をもつ

人が外出するための移動支援事業を推進します。 

  「スポーツ基本法」の制定や 2020 年東京で開催されるパラリンピックを契機として、

障害をもつ人がより積極的にスポーツ活動に参加できるよう条件整備を行っていきます。

また、広く区民が障害をもつ人のスポーツ活動について理解を深めるよう普及・啓発に取

り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 手話通訳者・要約筆記者の派遣【継続】（障害福祉課） 

聴覚障害や言語機能障害をもつ人が、社会生活の中での意思疎通を円滑にするため、手

話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

手話通訳者と要約筆記者を派遣 継続 

手話通訳者の登録数増 

継続 

 

② 移動支援事業の推進【継続】（障害福祉課） 

障害をもつ人の地域自立と社会参加のために移動支援事業のサービス提供を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

外出のために必要な支援を実施 継続 継続 

 

③ 障害の特性に配慮したスポーツ事業の実施【継続】（スポーツ振興課） 

障害をもつ区民が区立体育施設でスポーツ活動できるよう、スポーツ事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区立体育施設において障害をも

つ区民に配慮したスポーツ事業

を実施 

継続 継続 

 

④ 障害者スポーツ指導員（初級）の養成【継続】（スポーツ振興課） 

障害をもつ区民が安心してスポーツ活動に参加できるよう、障害者スポーツ指導員の養

成を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

障害者スポーツ指導員（初級）養

成研修会実施 年 1回 

継続 継続 
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（３）ふれあい・交流の場の拡充 

  区では、豊かな地域づくりのため、高齢者、障害者、子どもなど対象を限定しないふれ

あい・交流の場を充実していきます。 

老人いこいの家は、老人クラブの活動拠点としての位置づけを維持しつつ、地域住民に

開放し、様々な世代等を超えた地域交流の場としての機能を充実していきます。いこいの

家を活動拠点とする老人クラブに対しても、クラブの自主性を尊重しながら地域交流活動

の活性化に向けた支援をしていきます。 

障害をもつ人に対する偏見や差別をなくし、障害に対する正しい理解を促進するため、

地域や福祉施設の行事やまつり等を通じて障害をもつ人ともたない人との交流を促進しま

す。 

介護者の交流・学習機会の充実のため、介護者が参加しやすい環境の整備や介護者の会

のネットワークの強化、応援ボランティアの養成など、家族介護者への支援を推進してい

きます。 

 

＜計画事業＞ 

① 老人いこいの家の機能の充実【継続】（高齢福祉課） 

老人いこいの家は、地域の高齢者の生きがいづくりや健康づくりなどの活動の拠点とし

て充実していきます。また、地域の人たちが気軽に立ち寄り、集える交流の場・居場所と

しての機能も拡充していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区内 24カ所の老人いこいの家に

おいて、各種講座、ふれあい交流

会、地域交流会を実施 

継続 継続 

 

② 世代間交流事業の推進【継続】（高齢福祉課・関係各課） 

老人いこいの家や保育園等で実施している地域交流会などにおいて、高齢者と保育園児

や小学生等、多世代の交流を図る事業を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

老人いこいの家や保育園等で、世

代間交流イベント等を実施 

継続 継続 

 

③ 地域交流サロン事業の実施【新規】（高齢福祉課） 

在宅高齢者の閉じこもりを防ぐとともに、介護予防など高齢者の在宅生活に資する活動

を展開するため、地域に住む高齢者の居場所として「地域交流サロン」を開設し、食事の

提供、相談、イベント等の開催を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

検討 検討、実施 

5か所開設（各地区毎） 

・サロン増設 

・事業内容の充実 
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④ 地域における交流機会の促進【継続】（健康福祉部各課） 

地域における各種行事やまつり等を通じて、様々な人が交流し相互に理解を深める機会

を促進します。また、介護施設や障害福祉施設等を活用した交流事業や、生徒・学生の施

設見学・体験を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・地域における各種行事やまつり等 

・各福祉施設における地域交流事業 

・介護施設への中学生職場体験、実

習生の見学等の実施 

継続 継続 

 

⑤ 介護者の交流・学習機会の充実【重点】（地域ケア推進課） 

家族介護者の負担を軽減するため、各地区の「介護者の会」への支援を中心に、介護者

同士の交流の機会や介護について学習する機会を充実します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・介護者の会運営支援 

・認知症家族会への支援 

・応援ボランティア養成講座の開催 

継続 

地域資源の育成と介護者

支援ボランティアの養

成、認知症カフェ充実 

継続 

 

⑥ 団体・NPO 等の地域活動の推進【継続】（関係各課）          再掲  

地域における様々な機会や場所を活用し、社会福祉協議会と連携しながら、住民が主体

となった地域福祉活動への取り組みを普及・推進していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・住民主体のミニデイサービス、ふ

れあいサロン※等の活動の推進 

・地域福祉活動の普及 

継続 継続 

 

（４）担い手の育成 

元気な高齢者をはじめ、学生や働いている人、団塊・シニア世代など幅広い世代から、

地域福祉を支える新たな担い手を発掘していきます。特に生きがいづくりの視点から、高

齢者の持てる力を積極的に活用していきます。 

さらに、高齢者のみならず若年・中高年のボランティア・地域活動参加を高めるため、

めぐろボランティア・区民活動支援センターと連携し、ボランティア活動等の推進を図る

ための方策を検討します。 

また、新しい総合事業の実施に向けて、事業やボランティア活動を担う人材の育成に取

り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 福祉活動の担い手の発掘・育成【重点】（健康福祉部各課） 

元気な高齢者をはじめ、学生や働いている人、団塊・シニア世代など幅広い世代から、
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様々な福祉活動の新たな担い手となるボランティア等を育成するため、各種養成講習等に

取り組んでいきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

いきいきサポーター、認知症サポ

ーター※等の養成 

継続 

講習修了者数の増 

継続 

講習修了者数の増 

 

② めぐろボランティア・区民活動センターへの支援【継続】（健康福祉計画課）  再掲  

地域住民やボランティア、ＮＰＯ等による活動をコーディネートする機能を充実させる

ため、社会福祉協議会が行う「めぐろボランティア・区民活動センター」の運営を支援し

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

「めぐろボランティア・区民活動

センター」においてボランティア

活動の相談、登録、活動の紹介・

調整、ボランティアの育成を実施 

継続 継続 

 

③ 地域デビューの支援【新規】（高齢福祉課）                 再掲  

団塊世代を中心とした中高年の地域活動のきっかけとなる機会を支援します。また、高

齢者が豊かな知識・技術・経験を生かし、自主的かつ継続的に活動できるよう人材を発掘・

育成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 検討・実施 継続 

 

④ 新しい総合事業の担い手の養成【新規・重点】（介護保険課・高齢福祉課・地域ケア推進課） 

介護保険法改正に伴う新しい総合事業の円滑な実施に向けて、ボランティアの養成や住

民主体の通いの場の確保等生活支援の基盤整備を図るため、生活支援コーディネーター（仮

称）を配置し、生活支援の担い手の養成、新たなサービスの開発等地域の資源開発や関係

者のネットワークの構築等を行っていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

検討 ・検討、実施 

・生活支援コーディネーター配置 

・平成28年度  新しい総合事業実施 

拡充 
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４ 権利擁護の推進 

 

 

 

社会福祉協議会の権利擁護※センター「めぐろ」では、高齢者や障害者などに対する権利侵

害の相談や区の福祉サービスに対する苦情など「各種相談事業」が行われています。また、

認知症や知的障害、精神障害などにより判断力が十分でない人を対象とした権利擁護※事業と

して、福祉サービスの利用援助や日常金銭管理サービスを行う「日常生活自立支援事業」が

実施されています。 

また、同センターでは成年後見制度推進機関として、成年後見ネットワークによる親族後

見人などへの支援、弁護士など専門家の受任候補者としての後見人の登録と紹介、社会福祉

協議会としての法人後見の受任、社会貢献型後見人（市民後見人）の養成など、成年後見制

度※の利用促進への取り組みが進められています。 

成年後見制度※の認知度は、高齢者調査では 72.9％、そのうち既に制度を利用している人

は約 2％でした。平成 25年度に区が実施した「目黒区障害者計画のためのアンケート調査」

（以下「障害者アンケート」という。）では 61％、そのうち、既に制度を利用している人は

約 3％でした。 

また、区では、高齢者や障害者への虐待の予防と早期発見のため、福祉施設や介護事業者

等への普及啓発を行っているほか、虐待事例の適切な対応のため関係職員を対象に専門家に

よる研修を実施しています。平成 24 年 10 月には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に

対する支援等に関する法律」（障害者虐待防止法）が施行され、区においても障害者虐待防止

センターを設置し、障害者虐待に関する通報や相談を受け付けています。 

子どもの虐待への対応は、相談・通報窓口として子ども家庭支援センター「ほ・ねっと め

ぐろ」を設置し、要保護児童・要支援家庭の把握と虐待の予防に努めています。また、「目黒

区子ども条例」に基づき「子どもの権利擁護委員」を設置し、いじめや差別、暴力など、子

どもたちが抱える問題を、相談員や子どもの権利擁護委員が本人や保護者と一緒に解決に向

け取り組んでいます。 

 

 

認知症や障害などにより判断力が十分でない人をはじめ権利擁護※を必要とする区民の増

加が予想されることから、こうした人が住みなれた地域で安心して生活できるよう支援して

いく必要があります。特に近年は、高齢者や障害者などを狙う悪質商法等の横行や振り込め

詐欺などの問題が増加しています。成年後見制度※の利用促進や、担い手となる社会貢献型後

見人（市民後見人）の確保についても継続して行っていく必要があります。 

高齢者や障害者、子どもへの虐待は、その予防と早期発見が重要です。高齢者見守りネッ

トワークなど地域の目による早期発見の体制づくりや、関係機関が連携した的確な対応を更

に推進するとともに、関わる職員のスキルアップ研修や対応マニュアルの整備にも取り組む

必要があります。予防策として、介護者のレスパイト※や情報交換できる場の組織化、運営団

体等の育成など、介護者の負担軽減策にも取り組む必要があります。今後は高齢者が高齢者

を介護する「老老介護」、認知症の人が認知症の人を介護する「認認介護」、男性介護者など

が更に増加することが見込まれるため、対応について強化が必要です。 

高齢者や障害者の財産や人権を守り安心して暮らし続けられるよう、そして虐待の予防と

早期発見のためには、関係機関と区が連携し情報発信や対策を強化していく必要があります。 

現 状 

課 題 
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これらの相談窓口や権利擁護※の制度は、広く区民に周知することで予防や早期発見に繋が

るため、更に啓発を充実し、制度の活用を進める必要があります。 

また、高齢者や障害者が住み慣れた我が家で生活できるよう、リバースモーゲッジ※の啓発

普及により、低所得者等の生活を支援していく必要があります。 

 

施策の体系 ４  権利擁護の推進 

       （１）成年後見制度の推進 

       （２）虐待防止対策の推進 

       （３）権利擁護に関わる制度等の普及 

 

 

（１）成年後見制度の推進 

権利擁護※センター「めぐろ」において社会貢献型後見人（市民後見人）を計画的に養成し、

供給体制等を適切に整備していきます。また、成年後見制度※の利用促進のため、後見報酬の

助成や普及啓発を更に進めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 成年後見制度※の充実【重点】（健康福祉計画課） 

認知症や知的障害、精神障害などにより判断力が十分でない人のために、財産管理、身

上監護を支援する成年後見制度※の利用促進を図るため、社会福祉協議会が実施する社会貢

献型後見人（市民後見人）の養成を支援し、後見人候補者を確保します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

社会貢献型後見人（市民後見人）

候補者の募集・養成 

登録者 33人（予定） 

社会貢献型後見人候補者

の登録者 15人増 

社会貢献型後見人候補者

の登録者 10人増 

 

② 成年後見制度※利用支援事業の充実【重点】（健康福祉計画課） 

助成を受けなければ成年後見制度※の利用が困難であると認められる人について、後見報

酬を助成することにより成年後見制度※の利用を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

後見報酬の助成の実施 

（区長申立分） 

継続 

助成対象の拡大 

継続 

 

（２）虐待防止対策の推進 

「見守りめぐねっと」のネットワークをより発展させ、地域における虐待の予防と早期

発見に努めていきます。 

高齢者の虐待については、関係機関が連携した的確な対応を更に推進するとともに、家

族介護者を支援する施策の充実により発生の予防を図っていきます。さらに、高齢者虐待

により虐待者からの分離・保護が必要な場合は施設に保護するなど、迅速かつ的確に対応

していきます。 

障害者についても、障害者虐待防止センターが東京都や他自治体などと連携して通報に

対する迅速な対応を行っていきます。また、予防のための取り組みとして、家族からの相

施 策 
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談対応や必要な福祉サービスの利用促進等、養護者の負担軽減を図るとともに、区民に向

けた障害者虐待防止法や障害者の権利擁護※についての啓発に努めます。 

子どもへの虐待防止強化では、子どもが自ら相談できる「目黒区子どもの権利擁護委員

制度」の普及啓発を図り、いじめや虐待、様々な悩みへの相談、子どもの権利侵害に対応

していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 高齢者虐待防止対策の推進【継続】（地域ケア推進課・高齢福祉課） 

高齢者の尊厳ある生活を守るために、高齢者虐待対応マニュアル等に基づき、高齢者虐

待の早期発見と高齢者及び介護者に対する的確な支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・普及啓発・関係者地区研修会 

・高齢者虐待対応マニュアルの改訂 

・対応力向上職員研修 

・関係機関との連携 

継続 

・虐待の予防と早期発見の

ための「見守りめぐねっ

と」の対象者拡大及び関

係機関との連携強化 

・関係者地区研修会 

・対応力向上職員研修 

継続 

 

② 障害者虐待防止対策の推進【継続】（障害福祉課） 

障害者虐待に関する要綱・マニュアル等に基づき、障害者虐待の早期発見と障害者及び

養護者に対する的確な支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・通報に対する対応（コアメンバー

会議の開催、調査、関係機関との

連携等） 

・障害者虐待防止講演会の開催 

継続 

虐待の予防と早期発見の

ための「見守りめぐねっ

と」の対象者拡大及び関

係機関との連携強化 

継続 

 

③ 子どもの権利擁護※・虐待防止対策の推進【継続】（子ども家庭課） 

児童虐待の相談・通報窓口としての子ども家庭支援センター「ほ・ねっと めぐろ」にお

いて、要保護児童・要支援家庭の把握と虐待の予防を進めていきます。 

また、「子どもの権利擁護委員制度」（めぐろ はあと ねっと）により、子ども本人やそ

の関係者から相談を受け、救済の申し立てや子どもの権利侵害について解決を図っていき

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・相談、虐待通報受付 

・子どもの権利擁護委員との面談 

・関係機関との連携・協力 

継続 

虐待の予防と早期発見の

ための「見守りめぐねっ

と」の対象者拡大及び関

係機関との連携強化 

継続 
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（３）権利擁護に関わる制度等の普及 

高齢者、障害者、子どもの財産や人権を守り安心して暮らし続けられるよう、関係機関

と区が連携を強化し情報発信していきます。高齢者や障害者などの権利を守る福祉の制度

や相談窓口は、広く区民に周知することで予防や早期発見に繋がるため、更に啓発を充実

し制度活用を促進します。 

 

＜計画事業＞ 

① 各制度の利用促進【継続】（健康福祉部各課） 

高齢者、障害者、子どもの財産や人権を守り安心して暮らし続けられるよう、権利擁護

センターの相談窓口、成年後見制度※、保健福祉サービス苦情調整員制度、各虐待通報窓口

の啓発を強化し利用の促進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・リーフレット等による制度の普

及・啓発の実施 

・各窓口における紹介、活用 

継続 継続 

 

② 悪質商法等の被害の防止【継続】（産業経済・消費生活課） 

高齢者や障害者の財産等を守り安心して暮らし続けられるよう、契約のトラブル、悪質

商法、商品の品質やサービスの苦情など消費生活全般についての相談を受けます。また、

消費者相談員による出張講座を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・消費者相談 

・出張講座の実施 

継続 継続 

 

 

 

５ 災害時要援護者支援の推進 

 

 

 

東日本大震災においては、被災地全体の死者数の約 6割が 65歳以上の高齢者であり、障

害をもつ人の死亡率は全体の約 2倍となりました。こうした教訓から、平成 25年 6月には

「災害対策基本法」が改正され、市区町村において災害時要援護者の把握と支援を実施する

ための基礎となる名簿（避難行動要支援者名簿）の作成が義務付けられました。これにより、

名簿を活用した実効性のある避難支援への取り組みが求められています。 

区では、災害時要援護者への対策を総合的に推進するため、平成 25年 7月に支援対策の

基本的な内容を定める「目黒区災害時要援護者支援プラン」を策定しました。また、平成 26

年 4月に支援が必要な人へより適切な対応を図るため、名簿対象範囲を見直すとともに、真

に支援が必要な人が漏れないよう名簿登載への希望制も導入し、新たな避難行動要支援者名

簿を整備しました。 

また、災害の際の地域における支えあいを円滑に進めるためには、自助の力や周囲の支援

者への理解も重要です。区では平成 25 年度から、高齢者及び障害者等の要援護者に対し、

現 状 
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防災行動マニュアルや防災マップを配布し、災害時に的確な行動が取れるよう自助の力を高

める啓発を行っています。併せて、地域における防災に係る研修や訓練も実施しています。

目黒区障害者自立支援協議会においても、障害をもつ人の防災への取り組みを議論するため

に、防災部会を立ち上げ、障害特性に応じた課題の洗い出しと対策について検討が始まって

います。 

区では「目黒区地域防災計画」に基づき、食糧・オムツなど要援護者に配慮した品の備蓄

に加え、各地域避難所へのコミュニケーションボードの配備等も進めています。福祉避難所

には特別養護老人ホームや心身障害者センターなどを指定し、施設を運営する社会福祉法人

や民間事業者と、災害時の救護活動について協定の締結に向け調整を行っているところです。 

 

 

 

災害時に要援護者が安全に避難し安心して避難生活を送るためには、事前の備えに関する

事項の周知や対策、避難所までの避難行動支援や安否確認、避難生活における要援護者の支

援、福祉避難所における対応など、具体的な役割や対策を検討することが重要です。 

災害が起きた時には「自助」「公助」とともに「共助」が要となり、地域における要援護者

の避難支援体制づくりを地域の住民組織や民生委員・児童委員と協力して進めることが必要

になります。 

要援護者の避難生活を支援するうえでは、福祉避難所や地域避難所設備の充実が求められ

ています。例えば、地域避難所に指定されている区立小中学校の中には、体育館が 2階に位

置している場合があり、移動が困難な人もいるため、要援護者が 1階の教室等を利用できる

等の対策が必要です。地域における避難所運営方法の調整や避難所運営訓練の実施など、避

難所運営協議会と連携を図っていく必要があります。 

災害時に在宅で生活する要援護者も想定し、必要な介護・福祉サービスの提供や相談支援

の体制づくりなどが課題となっています。 

 

施策の体系 ５  災害時要援護者支援の推進 

       （１）避難支援対策の推進 

       （２）避難所・在宅生活支援対策の推進 

 

 

（１）避難支援対策の推進 

区では、地域における災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者を把握し、

災害に備え名簿を配備します。さらに、地域において名簿を活用した迅速かつ実効性のあ

る避難支援・安否確認がなされるよう、地域への情報提供に同意した避難行動要支援者に

ついて、地域の避難支援等関係者（地域住民組織、民生委員・児童委員、消防、警察）と

名簿情報を共有していきます。 

また、地域全体で要援護者の支援にあたれるよう、普段から防災訓練や行事等を通した

交流の機会を設けるなど、相互理解を深めるための取り組みを進めるとともに、地域にお

ける住民同士の「共助」の意識を高めるため、要援護者の特性や必要な配慮などを情報発

信します。 

 

＜計画事業＞ 

① 避難行動要支援者名簿（対象者名簿）の作成・配備【継続】（健康福祉計画課、防災課） 

避難行動要支援者を把握し「対象者名簿」を作成します。この対象者名簿は、災害の発

課 題 

施 策 
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生に備え地域避難所に配備し、災害時に避難支援や安否確認に活用していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・避難行動要支援者名簿（対象者名

簿）の作成 

・地域避難所へ配備 

継続 継続 

 

② 避難行動要支援者名簿（登録者名簿）の作成・配備【新規・重点】（健康福祉計画課、防災課） 

避難行動要支援者を把握し、「対象者名簿」のうち本人からの同意を得られた人の「登録

者名簿」を作成します。この登録者名簿は、災害の発生に備え避難支援等関係者（地域住

民組織、民生委員・児童委員、消防、警察）と共有するとともに、災害時には避難支援や

安否確認に活用していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 

 

・避難行動要支援者名簿

（登録者名簿）の作成 

・避難支援等関係者へ配備 

継続 

 

③ 地域における避難支援体制の整備【重点】（防災課、健康福祉計画課） 

平常時から地域住民の協力を得ながら、避難行動要支援者名簿（登録者名簿）を活用し

た避難支援の体制を整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 24年 2月からモデル地域と

して田道住区で実施 

実施地域の拡大 実施地域の拡大 

 

④ 個別支援プラン作成の推進【重点】（健康福祉部各課） 

医療依存度の高い人や重度の要介護状態の人については、災害に備えた一人ひとりの個

別支援プランを作成します。個別支援プラン作成の目安となる「個別支援プラン作成のガ

イドライン」を作成し、個別支援プラン作成を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

人工呼吸器使用者について、訪問

看護ステーションと連携した個別

支援プランを作成 

介護保険利用者及び障害

者サービス利用者の個別

支援プラン作成のガイド

ライン検討及び作成 

 

 

（２）避難所・在宅生活支援対策の推進 

要援護者が在宅及び避難所において健康で安心して生活を送るため、在宅生活における

支援手法の検討、避難所の施設整備、情報提供、コミュニケーション手段の確保、相談窓

口の設置など、様々な配慮や対策に取り組みます。 

また、地域避難所での生活が困難な要援護者を受け入れる福祉避難所を充実するため、

現在指定されている福祉避難所施設と避難所運営のために必要な協議を進めます。 

併せて、地域避難所及び福祉避難所の開設・運営に必要な備蓄品や資機材などを整備し

ていきます。 
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＜計画事業＞ 

① 避難所における要援護者対策の推進【重点】（健康福祉部各課、防災課） 

災害時に要援護者が安心して避難所で生活できるよう、具体的な対策を検討し必要な資

機材について整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

避難所における配慮事項など課題

について検討、整備（要援護者用

食糧、資機材、おんぶ紐など） 

・福祉避難所運営ガイドラ

イン等の作成 

・地域避難所における障害

者への配慮事項の周知 

・必要な資機材等整備 

継続 

 

② 要援護者の在宅生活の推進【重点】（健康福祉部各課） 

災害時、在宅の要援護者が安心して生活を送ることができるよう、具体的な対策を検討

します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

在宅生活における配慮事項や在宅

生活への支援の手法など課題につ

いて検討、調整 

必要な介護等の提供や生

活物資の供給を行うため

の体制整備について検

討、関係団体との調整 

継続 

 

 

 

６ 福祉のまちづくり 

 

 

 

区内で生活するすべての人が平等に社会参加でき、安全に暮らせるよう、ユニバーサルデ

ザインの視点に立ち、区立施設や民間建築物等のバリアフリー化を進めています。 

 現在、区内 9か所すべての鉄道駅で車いす対応型エレベーターの整備が完了しているほか、

平成 24年 3月に改定された「目黒区交通バリアフリー推進基本構想」に基づき、駅などの

旅客施設、道路や公園、多くの人が利用する公共性の高い施設のバリアフリー化を重点的か

つ一体的に進めるため、重点整備地区を設定し、だれもが円滑に移動できる街の実現に向け

た取り組みを行っています。 

 平成 25年 6月には「 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、障

害を理由とする差別を解消するための取り組みが一層強化されました。また、平成 26 年 1

月に批准された障害者権利条約には、障害に基づくあらゆる差別の禁止、障害者の社会への

参加・包容の促進、条約の実施を監視する枠組みの設置などが盛り込まれています。 

障害をもつ人が積極的に社会参加していくために、区においても差別や偏見をなくすため

の啓発や福祉教育の推進を図るとともに、多くの人々との交流の場を通じて理解や認識が深

まるよう、心のバリアフリーに向けた取り組みを進めています。 

 

現 状 
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障害の有無にかかわらず、だれもが暮らしやすいまちづくりを推進するため、公共施設や

公共交通機関のバリアフリー化を促進し、「東京都福祉のまちづくり条例」に基づく民間建築

物の整備について、積極的に関係する事業者等に働きかけを行う必要があります。 

 また、ハード面の整備を進めるとともに、支援が必要な人への理解を深めるための福祉教

育や啓発に取り組んでいくことにより、区民の理解が得られ様々な差別や権利侵害を防ぐこ

とに繋がります。だれもが一人ひとりの人権を尊重し、お互いに助け合いができる心のバリ

アフリーを推進していくことが必要です。 

 

施策の体系 ６  福祉のまちづくり 

       （１）ユニバーサルデザイン、バリアフリー化の推進 

       （２）心のバリアフリーの推進 

 

 

（１）ユニバーサルデザイン、バリアフリー化の推進 

ユニバーサルデザインの普及・啓発や、すべての人が安全に行動できるよう、公共施設

のバリアフリー化や歩行環境の整備を行うとともに、民間建築物、駅などの旅客施設、バ

スや交通車両など公共交通機関の改善について民間事業者等関係者に働きかけを行います。 

 

＜計画事業＞ 

① 区立施設の福祉環境整備【継続】（関係各課） 

「目黒区立施設福祉環境整備要綱」に基づき、だれもが区立施設を安全で快適に利用で

きるよう整備し、福祉のまちづくりを推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区立施設について要綱の基準に合

った整備、改修等を実施 

継続 継続 

 

② 公園等の改良【数値】（みどりと公園課） 

老朽化した公園等施設の計画的な改良により施設のバリアフリー化を図り、公園全面の

リニューアルを行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・公園等 5か所 

・児童遊園 9か所 

・緑道 2路線 

・公衆便所 1か所 

・公園等 3か所 

・児童遊園 3か所 

・公衆便所 1か所 

・公園等 2か所 

・児童遊園 2か所 

・緑道 1路線 

 

③ 民間建築物等の整備促進【継続】（建築課） 

病院、銀行、店舗、官公署などの公共的な建築物及び共同住宅の整備については、建築

基準関係規定のほか、「東京都福祉のまちづくり整備条例」及び「目黒区福祉のまちづくり

要綱」に基づき、指導や働きかけを行いバリアフリー化を推進します。 

課 題 

施 策 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

民間建築物等について関係条例や

要綱の基準により福祉のまちづく

りを推進 

継続 継続 

 

④ 大規模乗降客駅のホーム安全対策支援【新規】（都市計画課） 

高齢者や障害者が安心して利用できる公共交通機関の整備として、ホームにおける転落

や車両との接触事故防止を目的とし、鉄道駅ホーム柵整備事業に対して、その経費の一部

を補助していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・ホームドア整備駅：中目黒駅、学

芸大学駅、洗足駅の 3駅 

・大規模乗降客駅（10万人以上利

用）でホームドア整備駅：中目黒

駅 

・平成 27年度：自由が丘

駅整備調査委託 

・平成 28年度：自由が丘

駅上り線ホームドア整備 

・平成 29年度：自由が丘

駅下り線ホームドア整備 

 

 

⑤ 交通のバリアフリー化の推進【継続】（都市計画課） 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー新法）」に基づ

いて改定された交通バリアフリー推進基本構想に基づき、駅周辺地区を中心に重点整備地

区についてバリアフリー化を進めます。併せて、重点整備地区以外の地区についても、区

独自の方針を定め、バリアフリー化を推進していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・バリアフリー新法に基づき、現行

の交通バリアフリー推進基本構想

を改定 

・重点整備地区 3 地区、重点整備

地区以外の3地区のバリアフリー

化を推進 

継続 継続 

 

（２）心のバリアフリーの推進 

支援を必要とする人への理解を深め、思いやり、助け合いの意識を持てるよう、子ども

から大人まで、福祉に関する教育の推進を図っていきます。また、区民の理解を深めるた

めの啓発や広報活動に継続して取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 福祉の意識啓発【継続】（関係各課） 

区民が相互に思いやり・助け合いの意識を持ち、あらゆる差別や偏見をなくすため、機

会を捉え意識啓発を行い、広く区民の理解を促します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区報やホームページ等を活用した

意識啓発により理解を促進 

・区障害者団体懇話会発行小冊子

「わかってください」による障害

特性への理解促進、啓発 

継続 

意識啓発の機会の拡大 

継続 

 

② パラリンピックを契機とした障害者への理解促進【新規】（スポーツ振興課） 

2020 年東京で開催されるパラリンピックを契機として、広く区民が障害をもつ人のス

ポーツ活動について理解を深めるよう普及啓発に取り組んでいきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 障害をもつ人のスポーツ

活動についての普及啓発 

継続 

 

③ 学校における福祉教育の推進【継続】（教育指導課） 

様々な体験を通して、福祉についての理解を深め、社会の一員としての実感や自主的に

行動する態度を養うとともに、思いやりや共に生きる心を育てるために、学校の教育活動

において福祉教育の充実を図ります。また、障害をもつ児童・生徒との交流教育を推進し

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・福祉目的の募金活動、高齢者施

設・障害者施設でのふれあい活動、

車いす体験・アイマスク体験など

を全校で実施 

・特別支援学級設置校では、通常の

学級との交流活動を実施。特別支

援学級連合運動会では、通常の学

級の児童の応援などの交流活動を

実施 

継続 継続 

 

④ 地域における交流機会の促進【継続】（健康福祉部各課）           再掲  

地域における各種行事やまつり等を通じて、様々な人が交流し相互に理解を深める機会

を促進します。また、介護施設や障害福祉施設等を活用した交流事業や、生徒・学生の施

設見学・体験を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・地域における各種行事やまつり等 

・各福祉施設における地域交流事業 

・介護施設への中学生職場体験、実

習生の見学等の実施 

継続 継続 
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１ 高齢者の自立した生活への支援 

 

 

 

区内の 65歳以上の高齢者は、平成 26年 10月現在 53,579人、高齢化率は 19.9％（う

ち後期高齢者は約半数）、要支援・要介護認定者は 10,842人と年々増加しています。また、

世帯構成においても高齢者で単身または夫婦のみの割合が高くなっています。 

今後も、介護や支援が必要な高齢者が増加していくと推測されるとともに、介護や生活支

援など様々なサービスに対する需要の増加が見込まれます。さらに、在宅高齢者の閉じこも

りや、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」、認知症の人が認知症の人を介護する「認認介

護」などの世帯も増えていくことが考えられます。 

このような状況のもと、高齢者調査では持ち家の人が 8割と高い比率を示し、自分自身が

介護などの支援が必要になった場合に、6 割の人が「自宅で暮らしたい」と回答しており、

住み慣れた地域での居住意向が高くなっています。また、特別養護老人ホームなどの介護施

設等への入所や高齢者向け住宅への入居を希望する高齢者の割合も全体の 2割を占める状況

となっています。 

高齢者が住み慣れた地域で生活や身体等の状況に応じて、様々なサービスを選択して暮ら

し続けることができるように、在宅療養の推進、認知症対策の推進、生活支援サービスの充

実、地域の実情に応じた介護予防の推進、住まい等の確保・充実、介護サービス基盤の整備

への取り組みなど地域包括ケアの構築が求められています。 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安全に安心して自立した生活を営むには、高齢者のニーズや状

態の変化に応じ、医療・介護・予防・住まい・生活支援等が切れ目なく提供されることが必

要であり、特に医療と介護の連携の強化が重要課題となっています。 

区でも「定期巡回・随時対応型訪問介護看護※」のサービスが開始され、在宅療養推進協議

会の開催、地域包括支援センター※の在宅療養相談機能の強化などの取り組みを始めています

が、今後も、更に在宅療養や認知症についての区民の理解を広める取り組みや、多職種の連

携などを進め、高齢者の地域での暮らしを支える仕組みづくりを推進することが求めらます。 

また、区における都市型軽費老人ホーム※やサービス付き高齢者向け住宅※等の高齢者向け

居住環境の整備については、地価が高く施設用地の確保が困難なこと、運営の採算性が低い

ことなどから事業への参入が厳しい状況があります。このため、引き続き区施設の活用など

も含めた整備促進策を推進するとともに、年々増加傾向にある区内の空き家等の活用方法の

検討や、民間資源の活用も課題となっています。 

介護保険制度の改正により、介護保険の要支援者に対する訪問介護と通所介護の地域支援

事業化を含む新しい総合事業を展開することとなりました。高齢者の社会参加や生きがいづ

くりを介護予防につなげることも含め、多様な生活支援サービスが利用できるような地域づ

くりを促進していくことが必要です。 

  

現 状 

課 題 
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施策の体系 １  高齢者の自立した生活への支援 

       （１）在宅療養の推進 
       （２）認知症施策の推進 
       （３）生活支援サービスの充実 
       （４）介護予防の推進 
       （５）住まい等の確保、充実 
       （６）介護サービス基盤の整備 
 

 

（１）在宅療養の推進 

医療ニーズの高い要介護者が安心して在宅での生活を続けられるよう、退院支援、日常

の療養支援、急変時の対応、看取り等様々な局面で医療と介護の連携を図ることのできる

体制を整備していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 在宅療養相談の充実【重点】（地域ケア推進課・健康推進課） 

在宅療養支援窓口で培ったノウハウを、各包括支援センターにおける相談業務に役立て

るとともに、職員研修を通じて、関係機関等をコーディネートする機能の強化に努めてい

きます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 25 年８月から在宅療養

支援窓口の設置（中央包括支

援センター） 

・５地区の地域包括支援センタ

ー※の在宅療養相談機能の強化 

・在宅療養支援窓口の設置は平

成 27年度で終了 

継続 

 

② 在宅療養支援病床確保事業の実施【重点】（地域ケア推進課・健康推進課） 

在宅療養中の病状急変時のため、一時的に入院治療を必要とされながら、ほかに入院先

がない場合に、受けるための病床を確保することにより、療養者及びその家族が安心して

生活でき、また、医療介護福祉従事者が不安なく在宅療養に携わることができるよう、在

宅療養高齢者向けに区内病院のベッドを確保します（介護保険対象外）。 

今後、医療保険の在宅療養後方支援病院制度や病院ショートステイ事業との調整を図っ

ていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区内病院１か所（１床） 継続 継続 

 

③ 在宅医療と介護との連携【重点】（地域ケア推進課・健康推進課） 

医療ニーズの高い要介護者が安心して在宅療養生活を送ることのできる地域づくりをす

るため、在宅療養を支える関係機関による検討を行なっていきます。地域資源の把握や在

宅療養を支える人材の育成を図り、医療や介護に関わる関係機関の連携により共通理解を

深め、サービスの向上を目指します。また、在宅療養への区民の理解を促進するため啓発

施 策 
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事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・在宅療養推進協議会の開催 

・多職種連携の研修会の開催 

・在宅療養区民啓発事業の開催 

継続 継続 

 

（２）認知症施策の推進 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けるこ

とができるよう、認知症の人と家族への支援を充実します。また、認知症の早期発見・対

応や予防について、その取り組みを強化します。 

国は、平成 26 年 11 月に開催された認知症問題をめぐる主要７か国会議において、現

在の認知症対策を拡充し新たな「国家戦略」策定する方針を示しています。今後は国の新

たな戦略の動向を注視しながら、更なる認知症対策の充実を図っていきます。 

また、認知症に対応した地域密着型サービス※については、地域の実情を踏まえ、より主

体的な取り組みを進めます。 

 

＜計画事業＞ 

① 認知症への正しい理解と適切な対応が可能な地域づくり【重点】（地域ケア推進課） 

身近な場面における認知症への正しい理解と適切な対応が可能な地域を目指すため、認

知症の人とその家族への支援に取り組んでいきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・普及啓発 

・認知症サポーター※の養成 

・認知症相談と医療の連携会議 

・認知症支援コーディネーターの配置 

継続 

 

継続 

 

② 認知症ケアパス※の作成・普及と地域資源の活用【重点】（地域ケア推進課） 

認知症ケアパス※を作成し普及を図ることにより、認知症の状態に応じたケアができるよ

う、地域資源のネットワークと認知症カフェや介護者の会等による人のつながりのネット

ワークとが、地域の中で有機的に機能するようにコーディネートしていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

認知症ケアパス※の作成 

 

認知症ケアパス※の作成・普

及と地域資源の活用 
継続 

 

③ 認知症の初期段階からの対応【重点】（地域ケア推進課） 

認知症を初期の段階で発見し早期に対応を始めることで、認知症の人とその家族の不安

や負担を軽減し、在宅生活を継続していくための施策を進めます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

認知症支援推進員と認知症疾

患医療センターの協働による

早期発見・早期診断の推進 

継続 

認知症初期集中支援チーム

の設置 

継続 
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④ 介護者の交流・学習機会の充実【重点】（地域ケア推進課）          再掲  

家族介護者の負担を軽減するため、各地区の「介護者の会」への支援を中心に、介護者

同士の交流の機会や介護について学習する機会を充実します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・介護者の会運営支援 

・認知症家族会への支援 

・応援ボランティア養成講座の開催 

継続 

地域資源の育成と介護者支援

ボランティアの養成、認知症カ

フェ充実 

継続 

 

⑤ 若年性認知症の相談体制整備【重点】（地域ケア推進課） 

高齢者とは異なる固有の問題を抱える若年性認知症について、相談体制を整備していき

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

若年性認知症に関する相談体

制の整備 

継続 

 

継続 

 

⑥ 地域密着型サービス※の整備促進【重点・数値】（介護保険課・高齢福祉課） 

認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活していくための地域密着型サービス※の整

備を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

             20ユニット※ 

・小規模多機能型居宅介護※事業所 2か所 

・複合型サービス※事業所  0か所 

・認知症対応型通所介護※事業所 6か所 

（平成 26年 11月末現在） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

１１ユニット※整備 

・小規模多機能型居宅介護※事業

所または複合型サービス※事業

所      ５か所整備 

・認知症対応型通所介護※事業所 

２か所 

整備（第 7 期介護保険事

業計画で定める） 

 

（３）生活支援サービスの充実 

要支援者等の高齢者については、買い物、料理、掃除等の日常生活において必要な行動

の低下に対応した日常生活上の困りごとや外出に対する多様な支援が求められます。今後、

日常生活上の困りごとへの支援が特に必要となる高齢者が住み慣れた地域で、安心して、

生きがいをもって生活を継続するためには、多様な主体による生活支援サービスを提供し

ていくとともに高齢者の社会参加の促進が必要です。 

介護保険制度改正により、予防給付のうち訪問介護・通所介護の地域支援事業移行を踏

まえ、配食、見守り、安否確認、交流サロン、コミュニティカフェ、家事支援、外出支援、

介護者支援など、多様な生活支援サービスや高齢者の社会参加の場を提供することが求め

られています。区は、高齢者の在宅生活を支えるため、既存のサービスに加え、ボランテ

ィア、NPO、民間企業、協同組合、社会福祉法人等の多様な事業主体による重層的な生活

支援サービスの提供体制の構築を支援していきます。 
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新しい総合事業の構築にあたっては、対象となる要支援者への影響、担い手となるボラ

ンティアや NPO 等の地域資源の育成、サービス内容、サービス量、利用料等について十

分に検討していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 介護保険制度改正に伴う生活支援サービス提供体制の整備【新規・重点】（介護保険課・高齢福祉課） 

介護保険法改正に伴う新しい総合事業の円滑な実施に向けて、検討、サービス提供体制

の整備を行います。 

ボランティアの養成や住民主体の通いの場の設置等生活支援の基盤整備を行うため、生

活支援の担い手の養成、新たなサービスの開発等地域資源の開拓や関係者のネットワーク

の構築等を行う生活支援コーディネーター（仮称）を配置します。また、元気な高齢者を

はじめ、住民が担い手として参加する住民主体の活動や、ボランティア、ＮＰＯ、社会福

祉法人、社会福祉協議会、民間企業などの多様な関係主体間の定期的な情報共有・連携強

化の場として、生活支援協議会（仮称）を設置します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

検討 ・生活支援コーディネーターの配置 

・生活支援協議会（仮称）の設置 

・平成28年度  新しい総合事業実施 

継続 

 

② 地域交流サロン事業の実施【新規】（高齢福祉課）              再掲  

在宅高齢者の閉じこもりを防ぐとともに、介護予防など高齢者の在宅生活に資する活動

を展開するため、地域に住む高齢者の居場所として「地域交流サロン」を開設し、食事の

提供、相談、イベント等の開催を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

検討 検討、実施 

5か所開設（各地区毎） 

・サロン増設 

・事業内容の充実 

 

③ 会食サービスの実施【新規】（高齢福祉課） 

地域の居場所である「地域交流サロン」において、食の確保、栄養改善を目的として、

管理栄養士によるきめ細かな栄養相談・指導や栄養バランスの取れた食事の提供を実施す

ることで、在宅高齢者の閉じこもり防止や食生活の改善、健康の増進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 5か所実施 拡充 

 

④ ひとりぐらし等高齢者登録【継続】（高齢福祉課） 

ひとりぐらし等高齢者の住所、氏名、緊急連絡先等を区へ登録し、緊急時や災害時に安

否確認や避難支援を円滑に行えるようにするとともに、登録者の実情に応じた生活支援サ

ービスの勧奨を行います。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

ひとりぐらし等高齢者登録者

数 6,437人 

（平成 26年 11月現在） 

継続 

めぐろ区報や民生委員等を通じて

ひとりぐらし等高齢者登録の意義

を周知し登録を勧奨 

継続 

 

⑤ 非常通報システム設置事業等の実施【継続】（高齢福祉課） 

高齢者の安否確認のため、自宅で急病や事故が起きた場合、専用の通報機でコールセン

ターに連絡し、必要に応じて救急車や現場派遣員の出動要請を行う非常通報システムの設

置を拡充するとともに、一定時間内に高齢者の動きが無い場合にセンサーが自動通報する

生活リズムセンサーの設置を拡充します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 26年 10月末現在 

211 台設置（うち生活リズムセ

ンサー併設 27台） 

継続 

要件等緩和による拡充 

継続 

 

⑥ 配食サービス事業等の実施【継続】（高齢福祉課） 

高齢者の安否確認及び食の確保により、安心して地域で暮らし続けることができるよう、

毎日又は指定の曜日に自宅に食事を届ける配食サービスを拡充します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 26年 10月末現在 

491人受給（延べ 72,682食） 

継続 

要件等緩和による拡充 

継続 

 

⑦ 高齢者生活支援の充実【継続】（介護保険課・高齢福祉課） 

介護保険法改正に伴う新しい地域支援総合事業の円滑な実施に向けて、買い物、調理、

掃除などの家事支援や外出支援など、専門的なサービスに加え、新たな主体による新たな

サービスについて検討し、ニーズに応じた生活支援サービスの提供を充実します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

高齢者在宅支援ヘルパー派遣事

業実施 

検討・拡充 継続 

 

（４）介護予防の推進 

介護予防は、高齢者が認知症や要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・

悪化の防止を目的に実施しています。 

新しい総合事業の中では、現行の二次予防事業対象者に対する通所型・訪問型介護予防

事業と一般介護予防事業とを一体的に取り組むこととされています。介護保険制度の改正

に伴い、現行の一次予防事業と二次予防事業の区別をなくし介護予防事業を見直し、新し

い総合事業に移行していきます。 

これまでの介護予防事業の課題であった、認知症や運動機能の衰え等に対する予防効果
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のある方策などの検討や、活動的な状態を維持するための活動や社会参加を促す取り組み

を充実し、高齢者の生きがいや自己実現のための取り組みを支援していくことで、介護予

防を効果的に進めていきます。 

  また、介護予防の取り組みの必要性について更に周知・啓発に努めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 介護予防事業対象者の把握【重点】（地域ケア推進課・介護保険課・高齢福祉課） 

生活機能の低下を早期に発見するため、予防事業対象者を把握します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区健診に合わせた生活機能評価実

施のほか、健診未受診者へ基本チ

ェックリスト送付、二次予防事業

対象者の把握 

・二次予防事業対象者の事業参加率

向上策の実施 

・介護予防把握事業実施 

・要介護状態等の予防、軽

減のため、様々な機会を

捉えた基本チェックリス

トの実施 

継続 

 

② 介護予防の強化（新しい総合事業）【新規・重点】（地域ケア推進課・介護保険課・高齢福祉課） 

介護保険制度の改正に伴い、現行の一次予防事業と二次予防事業の区別をなくし、さら

なる介護予防の強化を図りながら、平成28年度から新しい総合事業に移行していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・高齢者自らが、サービスの担い手

となる社会参加の場をつくるため、

介護予防リーダー養成の推進 

・一般高齢者を対象とした普及啓発

のための教室、介護予防通信の発

行、地域活動団体への支援等実施 

・介護予防リーダー養成

の推進 

・住民運営による介護予

防事業への支援 

・介護予防の必要性につ

いて、更に周知・啓発に

努め、関係機関と連携

し、介護予防を充実 

継続 

 

（５）住まい等の確保、充実 

今後の高齢者の増加を見据えながら、身体状況、生活形態、経済状況等に応じた住まい

を確保するため、多様なニーズに応じて住まいを選択でき、安心して暮らし続けることが

できる環境を整備するための施策を推進していきます。 

  住宅に困窮する高齢者に対しては、低廉な家賃で住宅を供給し、生活の安全と推進を図

る必要があります。高齢者の多様な住宅ニーズに応えるため、区営住宅、高齢者福祉住宅

などの特性を明確にし、それぞれのニーズに合うような住宅を提供していきます。 

さらに、医療・介護が必要となっても安心して住み続けることができるよう、医療・介

護サービス機能を付加したサービス付き高齢者向け住宅※の整備や比較的低額な料金で入

居できる都市型軽費老人ホーム※の拡充を図ります。 

また、民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、住み慣れた地域で安心して住み続け
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られるよう家賃助成の充実や住み替え先を探すのが困難な世帯に対する支援を充実してい

きます。 

 

＜計画事業＞ 

① 高齢者向け住宅の供給【数値】（住宅課・高齢福祉課） 

住宅に困窮する高齢者が、自立して地域で生活できるよう高齢者福祉住宅を提供します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

高齢者福祉住宅 

区有 8住宅 118戸 

借上 9住宅 117戸 

計  17住宅 235戸 

270戸供給 

（平成 33年度末まで） 

 

② 高齢者福祉住宅でのライフサポートアドバイザー制度導入の促進【継続】（高齢福祉課） 

高齢者福祉住宅において、安全・安心に生活ができるように、入居者の生活相談、安否

確認、緊急対応などを行う生活援助員を配置します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

高齢者福祉住宅 

 6棟 89戸で実施 

順次実施 順次実施 

 

③ 都市型軽費老人ホーム※の整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課） 

低額な料金で身体機能等の低下のために自立した日常生活を営むには不安があると認め

られた人が、基本的な生活支援サービスを受けながら自立した生活を送ることができる都

市型軽費老人ホーム※の整備を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

都市型軽費老人ホーム※ 

1か所（整備中） 

1か所整備 2 か所整備（特別養護老

人ホームに併設） 

 

④ サービス付き高齢者向け住宅※の整備促進【新規・数値】（住宅課・高齢福祉課） 

高齢者単身・夫婦世帯等が安心して生活ができるようバリアフリー構造等を有し、ケア

の専門家が日中常駐し、生活相談サービス、安否確認サービス、緊急時対応サービス等が

提供される住宅の整備を促進します。整備に当たっては、事業者に対し整備費等の一部を

助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未整備 40戸整備 

 

― 

 

⑤ 民間賃貸住宅あっせん【継続】（住宅課） 

区内に１年以上居住する高齢者世帯で区内民間賃貸住宅への転居を希望しながら自ら住

宅を探すことが困難な世帯に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会目黒区支部
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の協力を得て住宅のあっせんを行うことで区内居住継続を支援します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

高齢者世帯に対する民間賃貸住宅

あっせん 

継続 継続 

 

⑥ 高齢者世帯等居住継続家賃助成【重点】（住宅課） 

民間賃貸住宅に居住する高齢者世帯に対し、住み慣れた地域で安心して住み続けられる

よう家賃助成を実施します。家賃の 2割（上限 2万円）を 6年間助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

高齢者世帯に対する高齢者世帯等

居住継続家賃助成を実施 

受給 254世帯 

継続 継続 

 

⑦ 居住保証（公的保証）【新規】（住宅課） 

民間賃貸住宅あっせんの対象世帯で身元保証人を確保することが困難な人が賃貸契約の

締結を行う際、区が協定を結んだ民間保証会社等の債務保証を仲介し、保証料の一部を初

回に限り助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 実施 継続 

 

⑧ 住宅リフォーム資金助成【継続】（住宅課） 

区内の賃貸住宅を高齢者・障害者が入居しやすい環境にすることで、空き家・空き室の

解消を促進するために住宅リフォーム資金を助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

住宅リフォーム資金助成を実施 継続 継続 

 

（６）介護サービス基盤の整備 

高齢者が認知症や介護が必要になっても、住み慣れた地域や自宅で安心して暮らし続け

られるよう、在宅サービスの充実及び施設の整備など介護サービス提供体制の充実を図っ

ていきます。特に、待機者が多い特別養護老人ホームの整備と、地域密着型サービス※の整

備促進に取り組みます。 

認知症をはじめ介護を必要とする高齢者がそれぞれの生活状況や身体状況に応じて地域

で安心して暮らし続けられるよう、認知症高齢者グループホーム※や小規模多機能型居宅介

護※などの地域密着型サービス※基盤を民間事業者による整備を進めていきます。 

また、介護家族の支援という観点からもショートステイを充実していくとともに、民間

事業者による特別養護老人ホームの整備を促進するなど、様々なサービスを利用しても在

宅生活を継続することが困難な要介護高齢者が、必要な介護サービスを的確に受けること
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ができるよう取り組んでいきます。併せて、比較的小規模な土地でも整備が可能な地域密

着型特別養護老人ホームの整備についても検討していきます。 

整備にあたっては、区有地、都有地、国有地等の活用や建設費補助などにより事業者の

整備を支援していきます。 

さらに、高齢者人口が増加する中で、障害をもつ人の高齢化も進んでいます。介護保険

制度では、障害をもつ人も 40歳以上は原則として介護保険の被保険者となり、65歳から

（特定疾病の場合は 40 歳から）は障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場

合は、介護保険から介護給付としてサービスを受けることが優先されることになっていま

す。しかし、利用できるサービスの整備はまだ不十分なのが現状です。そのため、個々の

障害特性に配慮して、適切なサービスが切れ目なく受けられるような支援体制の仕組みづ

くりを検討します。 

 

＜計画事業＞ 

① 地域密着型サービス※の整備促進【重点・数値】（介護保険課・高齢福祉課）   再掲  

認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活していくための地域密着型サービス※の整

備を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

             20ユニット※ 

・小規模多機能型居宅介護※事業所 2か所 

・複合型サービス※事業所  0か所 

・認知症対応型通所介護※事業所 6か所 

（平成 26年 11月末現在） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

１１ユニット※整備 

・小規模多機能型居宅介護※事業

所または複合型サービス※事業

所  ５か所整備 

・認知症対応型通所介護※事業所 

２か所 

整備（第 7 期介護保険事

業計画で定める） 

 

② 特別養護老人ホームの整備促進【重点・数値】（介護保険課・高齢福祉課） 

要介護者の急増に対応した特別養護老人ホームの整備を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

特別養護老人ホーム 

 6か所（区内） 

平成 30年度の開設に向

けて、事業者の公募、選

定、建設等 

２か所開設 

（1か所あたりの定員

120人規模） 

 

③ ショートステイ事業の実施【継続】（介護保険課・高齢福祉課） 

在宅の要介護高齢者の心身の状況や家族の病気、冠婚葬祭、出張等に対応した利用や介

護家族の負担軽減等を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・短期入所生活介護（特別養護老人

ホーム併設6か所、単独型1か所） 

・短期入所療養介護（老人保健施設

併設 2か所） 

継続 継続 
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④ 緊急ショートステイ事業の実施【重点】（高齢福祉課） 

介護者の急病、冠婚葬祭、介護疲れ等により、在宅の要介護高齢者が介護を受けられな

い場合に、緊急に利用が可能なショートステイのベッドを確保します。 

今後、利用者にとって利用しやすい緊急ショートステイ実施に向けて検討を行なったう

えで充実させていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区内特別養護老人ホーム（１床） 

・有料老人ホームのベッド借上げ

（１床） 

継続 

検討・充実 

継続 

 

⑤ 病院ショートステイ事業の実施【継続】（高齢福祉課） 

医学的管理が必要なため、ショートステイの利用が困難な状態の在宅療養高齢者に区内

病院のベッドを確保します（介護保険対象外）。 

今後、平成 26 年度から事業を開始した「在宅療養支援病床」事業との調整を図ってい

きます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区内病院 4か所（4床） 継続 

 

継続 

 

⑥ 障害特性に配慮した介護保険サービスの充実【新規】（介護保険課・高齢福祉課・障害福祉課） 

障害者の高齢化、重度化に対応し、障害特性に配慮して適切なサービスが切れ目なく受

けられるような支援体制の仕組みづくりを検討します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 ・障害特性に配慮した適切

な介護保険サービスが受

けられる支援体制の仕組

みづくりを検討 

・介護保険事業者を対象と

した障害に関する講座や

研修会等の実施し障害理

解を促進 

継続 

 

⑦ 高齢者施設に係る区有地、国・都有地、既存施設の活用の促進【継続】 

（介護保険課・高齢福祉課・政策企画課） 

高齢者施設整備に当たり、区有地、国・都有地、地域の既存社会資源の活用を検討し、

民間事業者の参入を促進します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・目黒区立田道ふれあい館内の区立

田道高齢者在宅サービスセンター

の跡施設を活用し、小規模多機能

型居宅介護※事業所及び認知症対

応型通所介護※事業所の機能をも

つ「目黒区在宅ケア多機能センタ

ー」を整備 

・目黒区立氷川荘の跡施設を活用

し、民間事業者により都市型軽費

老人ホーム※を整備中 

継続 継続 

 

 

 

２ 障害者の自立した生活への支援 

 

 

 

区内の障害者手帳をもつ人は増加傾向にあり、発達障害や高次脳機能障害をもつ人の支援

も求められています。平成 25年 4月には障害者自立支援法から「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」（障害者総合支援法）に改正され、障害者の範囲に難

病等が追加されました。 

 また、相談支援の充実を図るため、計画相談や地域相談支援が創設され、重度障害者等に

限定されていたサービス等利用計画作成の対象者がすべてのサービス利用希望者に拡大され

ましたが、計画作成の役割を担う区内の相談支援事業所は不足しています。 

障害者アンケートでは、生活の中の困ったことの相談先として「家族・親戚」が 77％と

最も多くの回答がありました。身内への相談が多く、相談支援事業所を含めた専門機関で相

談を受ける人は少ない状況にあります。 

 平成 26 年 4 月には、重度訪問介護の対象者の拡大や、グループホーム※とケアホームの

一元化が図られるなど、重度化への対応を含め、障害者支援のさらなる充実拡大のための法

整備が行われました。 

 

 

障害をもつ人が地域で安心して暮らすためには、障害特性に応じたサービスを利用しやす

い環境の整備が不可欠です。保健・医療・福祉が連携し、総合的な施策を展開するとともに、

教育、就労、住まいの確保、生活環境の整備など様々な分野と連携してライフステージに応

じた切れ目のないサービスを充実させることが求められます。 

 また、障害者の範囲拡大による多様化・複雑化するニーズへの対応や、障害をもつ人が必

要なサービスを利用しながら住み慣れた地域で暮らすための地域移行や地域定着を促進する

ためには、相談支援事業所の整備や相談支援員の増員、質の向上など相談支援体制の強化が

喫緊の課題となっています。 

 障害者の高齢化・重度化に対応し、介護が必要になっても本人の希望によりグループホー

現 状 

課 題 
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ム※を利用し続けることができるよう、グループホーム※とケアホームの一元化が図られまし

た。国においても長期入院者や施設入所者の地域移行を進めていますが、区内のグループホ

ーム※の整備は十分とは言えず、障害をもつ人が地域で安心して暮らすことができるグループ

ホーム※を含めた住まいの整備が求められています。 

 今後、区の地域特性にふさわしい障害福祉サービスを実現するためには、行政だけではな

く、区内の障害福祉サービス事業者によるサービス提供体制の整備や機能の充実が必要です。 

 

施策の体系 ２  障害者の自立した生活への支援 

       （１）相談・サービス提供体制の整備 

       （２）日中活動・機能訓練サービスの充実 

       （３）就労支援の推進 

       （４）住まいの確保 

 

 

（１） 相談・サービス提供体制の整備 

利用者の希望や必要に応じた適切なサービス等利用計画の作成、専門的な相談に対応で

きる相談窓口を整備します。障害者の範囲の拡大等による対象者の増加や複雑・多様化す

る事例に対応するための相談支援機関のネットワーク化を構築するため、障害者自立支援

協議会を更に活性化するとともに基幹相談支援センターの設置を含めた体系的な相談支援

体制の整備・充実を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 身近な相談支援提供体制の充実【重点】（障害福祉課） 

サービス等利用計画の作成や専門的な相談に応じる指定特定相談支援事業所等の充実及

び基幹相談支援センターの設置を進め、体系的な相談支援体制を構築します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・特定相談支援事業所及び障害児相

談支援事業所 7事業所指定 

・相談支援事業所の基盤強

化 

・基幹相談支援センター設

置による体系的な相談支

援体制の構築 

継続 

 

② 障害者自立支援協議会の充実【継続】（障害福祉課） 

障害者自立支援協議会を通じて障害福祉サービスや社会資源のネットワーク化を図ると

ともに、社会資源の改善と開発及び地域の課題等の検討を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・障害者自立支援協議会及び専門部

会の設置運営 

・専門部会を中心に地域の課題整理 

・相談支援、基幹相談支援センター

の在り方等についての検討 

・基幹相談支援センターの

在り方等についての検討 

・専門部会を中心に地域の

課題を整理し、障害者施

策の充実の検討 

障害者自立支援協議会の

機能の充実 

施 策 
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（２）日中活動・機能訓練サービスの充実 

  通所施設における日中活動の場、機能訓練や生活訓練等による継続的な生活支援体制の

整備を図ります。地域における自立生活の持続が可能となるよう、障害をもつ人の日常生

活及び社会生活を支援するためのサービスを実施します。 

 

＜計画事業＞ 

① 日中活動の場の提供【重点】（障害福祉課） 

身体障害や知的障害により一般の事業所に就職することが困難な人のために、区立施設

において就労継続支援Ｂ型及び生活介護の障害福祉サービス事業を運営し、日中の活動の

場を提供します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区立通所施設の運営 継続 

通所施設の整備検討、事業

者の公募・選定、整備 

継続 

新施設開設 

 

② 機能訓練・中途障害者デイサービス事業の実施【継続】（障害福祉課） 

心身障害者センターあいアイ館の地域活動支援センター機能訓練事業コースと中途障害

者デイサービス事業コースにおいて、中途で身体に障害をもった人を対象にデイサービス

事業を行います。また、理学療法士・作業療法士等による機能訓練と創作活動等の余暇活

動の場を提供します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・機能訓練事業の実施 

・中途障害者デイサービス事業の実

施 

継続 

言語リハビリ講座を試行

で実施 

継続 

 

③ パーキンソン教室の実施【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

パーキンソン病患者を対象として、疾病の理解、患者同士の交流、体操による生活改善

を図ることを目指します。集団体操、レクリエーションによる交流、専門医によるミニ講

話や相談を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

概ね月２回実施 継続 継続 

 

④ 言語訓練教室の実施【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

脳血管障害後遺症等による言語障害をもつ人を対象として、言語聴覚士(ST)による集団

言語指導や交流を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

概ね月２回実施 継続 継続 
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⑤ 障害者施設に係る区有地、国・都有地、既存施設の活用の検討【継続】（障害福祉課・政策企画課） 

障害者施設整備に当たり、区有地、国・都有地、地域の既存社会資源の活用を検討し、

民間事業者の参入を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

活用の検討 継続 継続 

 

（３）就労支援の推進 

  就労意欲のある人が一人ひとりに合った就労ができるよう、訓練事業や職場定着のため

の支援、離職者への支援、余暇活動の提供など、障害をもつ人の就労支援を充実します。 

  また、目黒障害者就労支援センターを中心に就労支援機関と民間企業等との連携を強化

し、地域における障害をもつ人の就労促進を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 就労支援事業の充実【継続】（障害福祉課） 

目黒障害者就労支援センターを中心に、障害をもつ人が経済的に自立した生活を送るた

めの一般就労に向けた就労相談、就労訓練、定着支援、生活支援などを実施します。併せ

て、就労支援関係機関や企業等と連携し、一般就労における課題や困難事例等の検討を行

います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

目黒障害者就労支援センターを

中心に就労支援を実施 

継続 

一般就労移行者を増加 

継続 

 

② 障害者雇用促進のための地域への働きかけ【新規】（障害福祉課） 

福祉施設利用者に対し、一般就労への移行に向けた働きかけを行います。また、障害者

雇用に取り組む企業等の新規開拓を行い、障害者の一般就労を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

地域開拓による一般就労促進に

向けた検討 

・区内企業等を中心に、障

害者雇用への取り組みに

関する情報提供、働きか

けの実施 

・福祉施設利用者に対して

一般就労に向けた働きか

けの実施 

継続 

 

（４）住まいの確保 

障害をもつ人が住み慣れた地域で安心して生活を継続していけるよう、区営住宅の建設

にあたっては、障害特性に対応できる住宅を計画的に整備します。また、区営住宅の募集

の際は、優遇抽選など入居しやすい条件を整備します。 
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民間賃貸住宅に居住する障害者世帯に対しては、住み慣れた地域で安心して住み続けら

れるよう家賃助成を実施するとともに、住み替え先を探すのが困難な世帯に対する賃貸住

宅のあっせんを行います。 

  また、障害をもつ人が必要な支援を受けながら地域で自立した生活を送れるよう、民間

活力を活用しながらグループホーム※の整備を促進します。 

 

＜計画事業＞ 

① 区営住宅の整備等【数値】（住宅課・障害福祉課） 

障害者が自立して地域で生活ができるよう区営住宅を整備、提供します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

障害者向け住宅 

 1団地 8戸 

（うち車いす対応型 3戸） 

平成２７年度竣工の（仮称）

区営碑文谷アパートに障害

者住戸 ７戸（うち車いす用

３戸）を整備 

―― 

 

② 民間賃貸住宅あっせん【継続】（住宅課）                  再掲  

区内に１年以上居住する障害者世帯で区内民間賃貸住宅への転居を希望しながら自ら住

宅を探すことが困難な世帯に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会目黒区支部

の協力を得て住宅のあっせんを行うことで区内居住継続を支援します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

障害者世帯に対する民間賃貸住宅

あっせん 

継続 継続 

 

③ 高齢者世帯等居住継続家賃助成【重点】（住宅課）              再掲  

民間賃貸住宅に居住する障害者世帯に対し、住み慣れた地域で安心して住み続けられる

よう家賃助成を実施します。家賃の 2割（上限 2万円）を 6年間助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

障害者世帯に対する高齢者世帯等

居住継続家賃助成を実施 

受給 37世帯 

継続 継続 

 

④ 居住保証（公的保証）【新規】（住宅課）                  再掲  

民間賃貸住宅あっせんの対象世帯で身元保証人を確保することが困難な人が賃貸契約の

締結を行う際、区が協定を結んだ民間保証会社等の債務保証を仲介し、保証料の一部を初

回に限り助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

未実施 実施 継続 
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⑤ 住宅リフォーム資金助成【継続】（住宅課）              再掲  

区内の賃貸住宅を高齢者・障害者が入居しやすい環境にすることで、空き家・空き室の

解消を促進するために住宅リフォーム資金を助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

住宅リフォーム資金助成を実施 継続 継続 

 

⑥ グループホーム※の整備【重点・数値】（障害福祉課） 

障害をもつ人が支援を受けながら住み慣れた地域で暮らし続けるために、民間活力等を

活用してグループホーム※を整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

グループホーム※ 

 13か所 定員 72人 

定員増 

2か所 定員 12人増 

定員増 

1か所 定員 6人増 

 

 

 

３ 生活困窮・要支援者に対するセーフティネットの充実 

 

 

 

平成 20年に顕在化した世界金融危機以降、厳しい経済状況と雇用情勢を反映して、失業・

離職を原因とする生活困窮者が急増し、これに伴い全国の生活保護受給者数も増え、平成 23

年に過去最高を更新した後も増加傾向が続いています。 

 こうした「生活困窮者と生活保護受給者」（以下「生活困窮・要支援者」という。）の増大

等を背景に、生活困窮者対策の検討や生活保護制度の見直しが進められ、平成 25 年 12 月

に、就労による自立の促進、健康・生活面等に着目した支援、不正・不適正受給対策の強化、

医療扶助の適正化等を図るため「生活保護法の一部を改正する法律」が、また新たに生活保

護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため「生活困窮者自立支援法」が成立しました。 

この間、区における生活保護率※は、平成 20年度の 8.6‰（パーミル）に対し、平成 26

年 7月には 10.5‰（パーミル）まで上昇しています。 

平成 25年度の福祉事務所への生活に関わる相談は 1,287件で、平成 19年度の 991件

に比べ増加しています。相談内容には、経済的な課題だけでなく、DV※、児童虐待、多重債

務、住居・職業の喪失などの複雑かつ困難な課題もあり、包括的・専門的な相談・支援が必

要な人が少なくありません。区では、面接相談員や地区担当員をサポートするため、平成 24

年度から実務経験を持つ学識経験者を自立支援相談員として 2名配置し、相談支援体制を強

化しています。 

また、生活保護受給者の自立支援を進めるため平成 17 年度から自立支援プログラムを導

入し、就労支援や高齢者支援、健康管理支援、次世代育成支援において専門職員を配置して

個々の課題に応じた取り組みを行う等組織的な支援を実施しています。特に平成 24 年度か

ら開始した次世代育成支援事業では、子どもの健全育成の観点から養育世帯への支援や中学

現 状 
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生を対象とした学習支援を実施しています。 

 

 

個別の実情に応じた課題解決を図り、住み慣れた地域社会の中で安心して暮らせるよう、

生活困窮・要支援者の相談・支援体制を整備することが必要です。複合的な課題を有する生

活困窮・要支援者に対して、包括的・継続的に相談支援を行うため、幅広い知識や経験に基

づいた更なる専門性を確保することが課題となります。また、職員の相談支援技術のスキル

アップも相談支援体制の推進に不可欠です。 

また、家族や地域の支え合い機能が低下する中で、経済的な課題のみならず複合的な生活

課題を抱える生活困窮・要支援者に対しては、自立と尊厳の確保が基本的視点の一つとなり

ます。生活困窮者に寄り添い、自己選択・自己決定を基本に自立を支援するとともに、自己

肯定感・自尊感情に留意しながら尊厳の確保に配慮することが必要です。早期に困窮状態か

ら脱却することを支援するため、個々の状態に応じた包括的・継続的な相談支援等を実施す

るとともに、社会的居場所※の確保や貧困の連鎖の防止策といった社会生活自立、日常生活自

立のためのセーフティネットの整備・充実が求められています。 

 

施策の体系 ３ 生活困窮・要支援者に対するセーフティネットの充実 

       （１）相談支援体制の整備・推進 

       （２）自立支援の充実 

       （３）住まいの確保 

       （４）社会的な居場所の確保 

 

 

（１）相談支援体制の整備・推進 

  区はこれまでも、生活相談として経済的な課題のほか貧困、DV※、児童虐待、多重債務、

住居・職業の喪失など様々な困難を抱える生活困窮・要支援者に対し、関係機関と連携し、

地域の要支援者の発見と課題への支援を実施してきました。 

平成 27 年度からの生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活保護制度・生活困窮者自立

支援制度それぞれの趣旨を踏まえ、生活困窮・要支援者が利用しやすく、かつ適切な制度

運用ができる相談支援体制を整備・推進します。また、支援の必要な人がより確実に相談

や支援に結びつくよう、関係機関との一層の連携を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 総合相談窓口体制の構築・整備【新規】（生活福祉課）  

生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業として相談窓口を設置します。設置

に当たり、同法に基づく住居確保給付金に係る窓口を併設します。また、生活保護法に基

づく相談と連携を密にした体制を構築する等多様な課題を抱える生活困窮者がより円滑に

自立できるよう新たな相談支援体制を構築します。 

支援のための具体的な事業については、生活保護法に基づく自立支援プログラム事業と

一体的・効率的に運営していきます。また、生活困窮・要支援者が抱える複雑・困難な課

題に的確に対応するため、職員の専門性やスキルを高めることにより相談支援機能を強化

します。 

 

課 題 

施 策 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

生活保護法に基づく生活相談等の

実施 

・生活保護法に基づく相談

等の実施 

継続 

・生活困窮者自立支援法に

基づく相談窓口の設置 

・住居確保給付金に係る窓

口併設 

・職員研修の実施 

 

② ネットワークの構築・強化【継続】（生活福祉課）  

潜在化している生活困窮・要支援者については様々な地域資源を活用し、重層的な対応

で地域から適切な相談支援に繋げていけるよう、ライフライン※事業者や関係機関等との連

携を強化します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・関係機関（民生委員・介護事業者・

地域包括支援センター※）との連携 

・ライフライン※事業者（水道・電

気・ガス）の窓口を利用した生活

相談窓口の周知 

・生活困窮者の見守りに関する協定

締結（都水道局） 

ライフライン※事業者及

び関係機関等とのネット

ワーク構築・強化 

継続 

 

（２）自立支援の充実 

  生活困窮・要支援者は経済的困窮だけではなく、複合的な課題を抱えている場合が多い

ことから、「生きる力」を引き出すとともに、一人ひとりの課題に応じた自立につなげる支

援に取り組みます。平成 27年 4月に施行の生活困窮者自立支援法の趣旨に基づく相談支

援事業を含め、様々な支援事業を展開し支援を強化していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 生活困窮者自立支援事業の充実【重点】（生活福祉課） 

生活困窮者自立支援法に基づく支援事業として、一定の稼働能力があるにもかかわらず、

リストラ・解雇等を要因として安定的な就労の機会に恵まれず生活に困窮し要保護状態と

なった世帯等に対し、適切な就労支援により自立に向けた包括的かつ継続的な支援を行い

ます。併せて、家計相談支援を実施し、家計に関する課題解決のための支援を行います。 

なお、各種支援については、可能な限り生活保護法の自立支援プログラムに基づく事業

と一体的・効率的に運営していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・生活保護受給者の就労支援実施 

・生活困窮者自立支援法未施行 

・就労準備支援事業実施 

・家計相談支援事業実施 

継続 
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② 次世代育成支援の充実【継続】（生活福祉課・子育て支援部・教育委員会） 

平成 26 年 8 月に内閣府から「子供の貧困対策に関する大綱」が出され、貧困が世代を

超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と教育の機会均等を図ることなどが掲げ

られています。この大綱に基づき東京都と連携しながら、子どもの貧困対策を総合的かつ

積極的に推進していきます。 

また、既に実施している学習支援の対象を拡大し、成長段階に即した事業の実施に努め

ていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

被保護世帯に対する若者の社会的

自立支援の実施（次世代育成支援

員の配置） 

継続 

 

 

継続 

関係機関(学校･子ども家庭支援セ

ンターや児童相談所等)との連携 

継続 

 

継続 

学習支援事業実施（中学生） 学習支援事業実施 

（生活困窮者世帯への対

象拡大、高校卒業時まで

の支援期間の延長） 

継続 

 

③ ホームレス自立支援の推進【継続】（生活福祉課） 

住まいを失った生活困窮者に対する自立支援策として、平成 26 年 3 月に開設した自立

支援センターの円滑な施設運営・管理を行うとともに、地域との調整を図りながら自立支

援を推進していきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・都区共同で取り組む自立支援セン

ター運営・管理 

・地域連絡協議会の開催 

 

・地域と連携した円滑な自

立支援センターの運営 

・地域連絡協議会の開催 

継続 

（開設から5年間の設置） 

 

④ ホームレス等緊急一時宿泊事業の推進【継続】（生活福祉課） 

ホームレス等の住まいを失った生活困窮者から生活保護の申請があったときなどに、緊

急に宿泊施設を提供できるようにするため、簡易宿泊所等のベッド等を借上げて、緊急一

時宿泊事業の整備を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

ベッド等の確保により緊急一時宿

泊事業を実施 

継続 継続 

 

（３）住まいの確保 

  住み慣れた地域で住まいを確保し、安定した居住を継続するための支援を充実するため、

住宅施策と福祉施策が連携した居住セーフティネットを整備します。 
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＜計画事業＞ 

① 住居確保給付金の支給【継続】（生活福祉課） 

生活困窮者自立支援法に基づき、離職により住宅を失うおそれのある生活困窮者に対し

家賃相当の「住居確保給付金」を支給します。実施に当たっては、就労支援等と一体的に

実施するなど事業効果を高めます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

住宅支援給付事業の実施 住居確保給付金の支給 継続 

 

② 区営住宅の供給【数値】（住宅課） 

住宅に困窮する区民に対して低廉な家賃で住宅を供給することにより、その生活の安定

と福祉の増進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区営住宅 

14団地 553戸 

総数 575戸 

（平成 28年度末まで） 

総数 610戸 

（平成 33年度末まで） 

 

③ 都市型軽費老人ホーム※の整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課）  再掲  

低額な料金で身体機能等の低下のために自立した日常生活を営むには不安があると認め

られた人が、基本的な生活支援サービスを受けながら自立した生活を送ることができる都

市型軽費老人ホーム※の整備を促進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

都市型軽費老人ホーム※ 

1か所（整備中） 

1か所整備 2 か所整備（特別養護老

人ホームに併設） 

 

（４）社会的な居場所の確保 

  生活困窮・要支援者が地域社会とのつながりを結びなおし、社会の中で生活再建してい

くため、ソーシャルインクルージョン※の理念に基づき、地域のネットワークの整備、社会

福祉法人や民間企業、NPO、住民等と行政が連携・協力する体制を構築し、自立に向けて

より効果的な社会的居場所※を確保していきます。 

  現在、生活保護受給者を対象にした自立支援プログラムによる社会参加支援事業におい

て実施している就労・ボランティア体験等は、就労支援機能のほか、社会的居場所※の役割

も果たしています。 

 

＜計画事業＞ 

① 社会的な居場所※の確保【継続】（生活福祉課） 

生活保護受給者が、社会とのつながりを回復し、社会の中で生活を再建していくために

必要な、社会的居場所※を確保し運営します。 

学習支援事業については、中学生・高校生の居場所機能を兼ねながら、生活困窮者世帯

への対象拡大、高校卒業時までの支援期間の延長を行っていきます。 
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また、就労意欲を喪失したり、家庭に引きこもるなど、社会から孤立する生活保護受給

者に対し、就労を含む社会生活の自立を促進するため、自立支援プログラムにより実施し

ている各種セミナーや社会体験・就労体験、就労支援事業を引き続き実施します。今後の

就労体験等の実施にあたっては、関係機関や関係団体との連携を進め、より多様な体験の

機会の提供を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

学習支援事業実施 学習支援事業実施 

（生活困窮者世帯への対

象拡大、高校卒業時まで

の支援期間の延長） 

継続 

生活保護受給者 

・社会参加支援事業実施 

継続 

 

継続 

 

 

 

４ 子育ち・子育てへの支援 

 

 

 

子どもたちを取り巻く環境は、核家族化や高齢化、地域の人間関係の希薄化などによる家

庭や地域での子育て力の低下が言われるなど、様々な問題が現れてきています。こうした問

題に対応するため、子育ち・子育てを支援する取り組みが進められています。 

平成 24年 8月に成立した「子ども・子育て支援法」などに基づく、「子ども・子育て支援

新制度」は、保育園における待機児童の解消など乳幼児期の教育や保育、子育て支援の充実

を計画的に行うこととしており、平成 27年度から施行されます。 

子どもの生命をも脅かす重大な人権侵害である児童虐待は増加傾向にあることから、子ど

も家庭支援センターを中心に関係機関との連携を強化し、虐待防止に向けた取り組みを進め

ています。 

障害児とその保護者への支援を強化・推進するために、平成 24 年度から「改正児童福祉

法」が施行され、児童発達支援センターや放課後等デイサービス、保育所等訪問支援など新

たな制度や事業が創設されました。区では、平成 26年 8月に児童発達支援センターを開設

し、乳幼児期から 18 歳までの児童を対象に、子どもの成長・発達段階に応じた切れ目のな

い相談支援を行っています。 

平成 23 年に改正された「障害者基本法」は、すべての国民が障害の有無によって分け隔

てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的に掲げ

るとともに、新たに発達障害が障害保健福祉施策の対象となりました。さらに、障害児への

支援は、共生社会を目指す観点から障害のない子どもと分け隔てることなく、子育て支援施

策の中で推進していくこととし、法的根拠が児童福祉法に位置付けられました。 

区では、子ども・子育て支援新制度への対応や、障害児支援の強化など国の動きを踏まえ、

「目黒区子ども総合計画」及び「目黒区障害者計画」に基づき、様々な教育・保育ニーズへ

の対応や子育て相談・支援機能の充実など、障害の有無にかかわらず、だれもが安心して子

育ち・子育てができるまちづくりを推進しています。 

現 状 
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子どもの権利を尊重し、子どもが自らの意思で成長していく「子育ち」を支えるまちの実

現を目指し、一人ひとりの子どもが大切にされるよう、また意見の表明や活動への参加等の

権利が尊重されるようにするため、区では「目黒区子ども条例」を制定しています。    

未来を担う子どもたちがいきいきと成長し元気に過ごすことができるようにするためには、

条例の趣旨を学校教育や家庭・地域などの場で多くの区民に広め、子どもの権利尊重の理念

を深めていくとともに、区の地域特性を踏まえ、福祉、教育、健康、まちづくりを含め、子

育て支援に向けた総合的な施策を展開していく必要があります。 

区では、高まる保育需要に対応するため、平成 26 年度の保育所待機児童ゼロを目指し、

子ども総合計画の計画量を上回る保育所整備等の対策を進めてきましたが、待機児ゼロ達成

には至りませんでした。今後も、多様な生活態様や働き方に合わせた保育サービスの充実と

保育所待機児童の解消に向けた計画的な基盤の整備が必要です。同時に、疾病や介護・看護

などを理由とする緊急一時保育の需要への対応や、幼稚園・保育園・認定こども園等就学前

施設における障害児保育の充実も課題です。 

障害児の支援については、平成 26年 8月に児童発達支援センターに移行したすくすくの

びのび園を中心として、幼稚園や保育園、小中学校、特別支援学校、児童福祉施設、保健、

医療等の関係機関によるネットワークを強化・充実し、乳幼児期から 18 歳まで、子どもの

成長・発達段階に応じた切れ目のない本人及び養護者への支援の充実が求められています。 

子どもの安全・安心な居場所としての学校施設の開放や児童館機能の充実、中高生対象事

業の拡大の必要があります。 

 

施策の体系 ４  子育ち・子育てへの支援 

       （１）子育てへの支援 

       （２）多様な保育の充実 

       （３）成長や発達に応じた支援 

       （４）地域における子育ちへの支援 

       （５）子どもの居場所の充実 

 

 

（１） 子育てへの支援 

  子育て情報の提供、子どもに関わる各種手当の支給、相談や在宅サービスの充実、児童

虐待防止への取り組みや自主グループとの連携等を進め、子育て家庭への支援の充実を図

ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 子育て相談機能の充実【継続】（子ども家庭課） 

子育ての悩みを軽減できるように、関係機関との連携を図りながら子育て相談を受け、

助言を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

子ども家庭支援センター相談受理

件数 783件（うち訪問相談 8件） 

（平成 25年度実績） 

継続 継続 

課 題 

施 策 
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② 児童発達支援センター機能の整備（相談支援事業）【新規】（障害福祉課） 

障害種別に関わらず 18 歳未満の児童及びその保護者等からの発達に関する相談を受け

付けます。心理相談員や言語聴覚士による専門的なアドバイスと必要な場合は検査を実施

し児童の発達に関する助言を行います。また計画作成等を通し児童が利用する地域資源と

連携し地域全体の支援の要として機能します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

児童に関する聞き取り調査や検

査を行い、保護者や関係者に発達

を促すアドバイスを提供。通常と

は異なる発達経緯をたどる子育

てに悩む保護者に手厚い支援を

実施。（年間 180件程度） 

・基本相談の実施 

・障害児支援利用援助のた

めの計画作成（年30件） 

・児童が利用する保育施設

や教育施設等関係機関

との連携強化 

充実 

 

③ 母子及び父子福祉資金貸付【継続】（子ども家庭課） 

20歳未満の子どもを扶養している母子及び父子家庭に入学や修学、技能習得など自立に

必要な資金を貸付けます。（平成 26年 10月から父子家庭も対象） 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

母子福祉資金（平成 25年度実績） 

 46件 28,519,400円 

継続 継続 

 

④ 子ども医療費助成【継続】（子育て支援課） 

医療機関等で、健康保険の対象となる診療または投薬を受けた時の自己負担分(就学前は

2割、就学後は 3割)を助成します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

15 歳までの子どもを対象とした

医療費助成 対象者 28,537人 

（平成26年10月1日現在） 

継続 継続 

 

⑤ 私立幼稚園児に対する補助金【継続】（子育て支援課） 

満 3 歳～5 歳児を私立幼稚園に通園させている保護者に入園料補助及び保育料補助とし

て、所得に応じた補助金を支給します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

対象児 3,028人 

（平成26年10月1日現在） 

継続 継続 

 

⑥ 産前・産後支援ヘルパー派遣【継続】（子ども家庭課） 

出産 1 ヶ月前から産後の一定期間、支援ヘルパーを派遣し、育児・家事のサービスを提

供します。多胎児については、利用時間・期間とも延長します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

新規利用件数（平成 25年度実績） 

296件（うち多胎児 21件） 

継続 継続 
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（２）多様な保育の充実 

  保育所の待機児童対策については、国などの補助金を活用した民設民営の認可保育所を

中心に整備するほか、特に保育需要の多い０歳から 2歳児を対象とした小規模保育所等の

整備も行い、保育施設定員の拡大を進めていきます。民間活力の活用を進め、保育園の効

率的な運営と多様な保育サービスの向上に努めます。 

 

＜計画事業＞ 

① 延長保育【数値】（保育課） 

保育園に入園している子どもで、保護者の就労時間の関係で、通常保育時間以降に保育

が必要な子どもを保育します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

認可保育所延長保育実施園 

・19時 15分まで実施 

  区立１８園 私立３園 

・20時 15分まで実施 

  区立４園 私立６園 

・20時 30分まで実施 

私立１園 

・21時 00分まで実施 

  私立２園 

新規開設園で延長保育実施 

平成２７年度実施 

・19時15分まで 私立１園 

・20時15分まで 私立２園 

平成28年度実施 

・19時15分まで 私立２園 

・20時15分まで 私立３園 

平成29年度実施 

・19時15分まで 私立２園 

・20時15分まで 私立２園 

新規開設園で延長保育実施 

平成30年度実施 

・19時15分まで 私立１園 

・20時15分まで 私立２園 

平成31年度実施 

・20時15分まで 私立1園 

 

② 休日保育、年末保育【継続】（保育課） 

保護者の就労等で、日曜日、祝日、年末に保育が必要な子どもを保育します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

中目黒駅前保育園、目黒保育園、

第二ひもんや保育園にて年末保

育を実施 

継続 継続 

 

③ 認可保育所整備（待機児解消）【数値】（保育計画課） 

認可保育所の整備により定員の拡大を図ります。公有地及び賃貸物件を活用した私立認

可保育所の整備に対して、国・都の補助金制度を活用した支援を行い、整備を進めていき

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区立 ２２園 定員 2,215人 

（うち公設民営園3園、定員244人） 

私立 １１園 定員 934人 

合計 ３３園 定員 3,149人 

  （平成 26年 4月 1日現在） 

私立認可保育所整備 

・平成27年度 

新設３園 定員180人 

・平成28年度 

新設5園 定員310人 

・平成29年度 

新設4園 定員240人 

私立認可保育所整備 

・平成 30年度 

新設３園 定員180人 

・平成 31年度 

新設1園 定員60人 
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④ 認可保育所整備（区立保育園の民営化）【重点】（保育計画課） 

区立保育園の老朽化の課題に対応するとともに、待機児童の解消と保育ニーズの多様化

を踏まえ、区立保育園の民設民営化を進めます。 

平成 25 年度から 34 年度の 10 年間で 4園の民設民営化を実施します。公設民営園に

ついては、運営状況から民設民営化を検討します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・「区立保育園の民営化に関する計

画」策定 

・計画に基づき民営化説明会実施 

平成 29年度 

中目黒保育園 

平成 31年度 

上目黒保育園 

 

⑤ 地域型保育事業【新規】（保育計画課） 

子ども・子育て支援新制度により創設された 19 人以下の少人数の単位で待機児童の多

い 0 歳～2 歳児の保育を行う地域型保育事業の整備を進めます。地域型保育事業の類型と

して｢家庭的保育事業｣、｢小規模保育事業｣、｢居宅訪問型保育事業｣及び｢事業所内保育事業｣

の認可を行い、保育施設定員の拡大を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成27年4月に開設される｢地域

型保育事業｣について、区が行う認

可基準の条例等の整備を行う。 

・小規模保育所 

3か所 定員56人 

・グループ型小規模保育所 

 ２か所 定員15人 

子ども・子育て支援新制度

における地域型保育事業

への認可及び確認 

小規模保育所整備 

・平成27年度 

新設4か所 定員60人 

・平成28年度 

新設3か所 定員45人 

・平成29年度 

新設3か所 定員45人 

継続 

 

⑥ 一時保育事業（緊急一時保育・一時保育）【数値】（保育課） 

保護者の疾病やけが等により短期的に保育が必要な児童を、保育園で保育します。また、

家庭で育児にあたる保護者の負担を軽減するため、休養、通院等のために、保育園等で日、

時間単位で児童を預かります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・緊急一時保育 

区立保育園22園（各園定員１名） 

・一時保育 

区立保育園3園（定員合計12名） 

認証保育園7園（定員合計20名） 

・緊急一時保育 

 継続 

・一時保育 

平成 28年度 

私立保育園1園 定員4名 

平成 29年度 

私立保育園1園 定員4名 

・緊急一時保育 

 継続 

・一時保育 

平成 30年度 

私立保育園1園 定員4名 

平成 31年度 

私立保育園1園 定員4名 

 

⑦ 病後児保育事業【数値】（保育課） 

保育園等に通っている保育が必要な乳幼児（一時保育を除く）が「病気の回復期」にあ

って、集団保育が困難な時期に専用施設で一時的に預かり、保育を行います。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

北部地区 1施設 定員 4名 

中央地区 1施設 定員 4名 

西部地区 1施設 定員 4名 

平成 29年度 

1施設 定員 4名 

平成 31年度 

1施設 定員 5名 

 

（３）成長や発達に応じた支援 
  障害をもつ子どもに対しては、児童発達支援センターにおいて、発達を促すための療育

や相談事業を充実します。また、放課後等デイサービス事業促進のための支援を行い、障

害をもつ子どもの放課後の療育や居場所づくりに取り組みます。 

 

＜計画事業＞ 

① 児童発達支援センター機能の整備（発達支援事業）【新規】（障害福祉課） 

就学前の障害児及び発達に支援が必要な児童を対象に、療育を提供します。早期発見・

早期支援により発達を促すと同時に、保護者をサポートし、相談支援事業とともに児童の

通う施設等と連携して地域全体で児童の発達を支援します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

集団療育 定員 114名 

・集団療育参加者全員に心理相談

員、言語聴覚士、作業療法士によ

る指導 

・必要な児童には理学療法士の個

別療育、医療相談実施 

・児童の通う施設等との連携 

継続 継続 

 

② 放課後等デイサービス事業の整備【新規】（障害福祉課） 

就学している障害児に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中に生活能力向上のための訓

練等を実施することで自立を促進するとともに、放課後の居場所とすることができる放課

後等デイサービスを整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区内に放課後等デイサービス事業

所を開設する非営利活動団体を公

募、初期費用等を補助 

事業所に対し家賃補助 

 

継続 

区との協働事業である障害児放課

後日中一時支援事業の法内事業（放

課後等デイサービス）移行を財政的

に支援 

実施場所として区有施設

を無償貸与 

継続 

 

（４）地域における子育ちへの支援 

  すべての子どもが地域の中で安心して健やかに育つよう、子どもや子育て家庭の交流や

通学路の安全確保など地域における子育ちの支援を進めます。 

  また、「子ども条例」に基づく、子どもが自ら相談できる「目黒区子どもの権利擁護委員

制度」の啓発を図り、いじめや虐待、様々な悩みへの相談、子どもの権利侵害に対応して

いきます。 
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＜計画事業＞ 

① 子育てふれあいひろば事業【重点】（保育課・子育て支援課） 

0～3歳の子育て家庭を中心につどいの広場を提供しながら、保護者同士が子育てに関す

る情報の交換を行ったり、子育て相談や子育てサークル等の支援を行うことにより子育て

家庭の交流を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区立保育園 6 園（菅刈、第二上

目黒、目黒、原町、第二ひもんや、

八雲） 

・私立保育園 1園（緑丘） 

・上目黒住区センター児童館 

継続 平成 30年度 １か所 

平成 31年度 １か所 

 

② 乳幼児クラブ・乳幼児のつどい【継続】（子育て支援課） 

一人で子育てに悩む保護者をなくし、保護者同士のつながりを育てることを目的に、育

児相談や講座の実施及び自主的な育児グループの支援などを行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・14か所の児童館で乳幼児クラブ、

７か所の学童保育クラブで乳幼児

のつどいを実施 

・平成 22年度から乳児を対象とし

た子育て支援活動を開始 

継続 継続 

 

③ 通学路の防犯設備整備の推進【重点】（学校運営課） 

各小学校通学路に防犯カメラを整備し、学校・地域等が行う通学路における子どもの見

守り活動を補完し、子どもの安全確保を図っていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

整備済 小学校 2校 平成 27～29年度 

整備 各年度 5校 

平成 30年度 

整備 5校 

 

④ 子どもの権利擁護委員制度【継続】（子ども家庭課） 

「目黒区子ども条例」に基づき子どもの権利擁護委員を設置しています。子ども本人や

その関係者から相談を受け、救済の申し立てや子どもの権利侵害について解決を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・電話相談件数 95件 

・子どもの権利擁護委員との面談件

数 38件 

（平成 25年度実績） 

継続 継続 
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（５）子どもの居場所の充実 

  子どもたちが安全に遊び、自主性や社会性等を身につけ、また年齢の違いを超えて交流

できる場所として、多様な生活スタイルに対応した、安全・安心に過ごすことのできる、

様々な居場所づくりが求められています。 

児童館未整備住区に対しては、区有施設の見直し検討と連動した合理的かつ効率的な整

備計画を検討していくこととし、整備が具体化するまでの間においては、移動児童館や出

張児童館等により、サービス提供を行っていきます。 

学童保育クラブは、施設環境や保育体制を踏まえた受入れ拡大の試行に伴う検証の結果

に基づき、可能な限りの受入れを拡大するなど、障害をもつ子どもの支援を進めます。 

併せて、子どもたちが安心安全に過ごせる場所として、放課後フリークラブ事業を推進

していくとともに、学校施設を開放します。 

 

＜計画事業＞ 

① 児童館における中高生の居場所の拡大【継続】（子育て支援課） 

中高生が中心に利用する時間帯、スペースを設けることや児童館運営のボランティアへ

の積極的参加を図ります。中央町児童館を活用して、中高生向けの施設整備を検討します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

中央町児童館 

・中高生スペースの整備 

・開設時間延長実施(午後 8時まで) 

継続 継続 

 

② 障害をもつ児童への居場所の提供【継続】（子育て支援課） 

児童館において、障害をもつ児童が参加しやすい事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

各児童館において障害をもつ児童

の居場所として「あそびのつどい」

を実施 

継続 継続 

 

③ 学童保育クラブ【継続】（子育て支援課） 

放課後の保育を必要とする小学校１年生から３年生までの児童を預かり、保育を行いま

す。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区立 20か所（定員 985人） 

・民営６か所（定員 240人） 

継続 継続 

 

④ 学童保育クラブでの障害をもつ児童の受入【重点】（子育て支援課） 

障害をもつ子どもの放課後における居場所を確保することにより、保護者の就労支援と

放課後児童の健全育成を図るため、各学童保育クラブの受入れを可能な限り拡大します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

各学童保育クラブの受入を 3 人

程度としつつ、2所で 3人を超え

る受入れを試行実施 

・平成 27年度 引き続き

試行実施及び検証 

・平成 28年度 申請状況

に基づき実施 

申請状況に基づき実施 

 

⑤ 放課後フリークラブ【継続】（教職員・教育活動課） 

放課後の校庭を活用して子どもの安全安心な遊び場を提供する「ランドセルひろば」と、

放課後や学校休業日に学校施設等において、地域の人材を活用して子どもに様々な体験の

機会を提供することにより、子どもの自主性、創造性、社会性を養う「子ども教室」の事

業を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・ランドセルひろば   区立小学校  22 校 

・子ども教室   12 小学校区 

継続 継続 

 

⑥ 学校開放【継続】（スポーツ振興課） 

学校ひろば、プール開放等を実施し、子どもの居場所を確保します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・学校ひろば 

小学校22校、中学校3校実施 

・プール開放     小学校8校実施 

継続 継続 

 

 

 

５ サービスの質の向上 

 

 

 

 支援を必要とするすべての人が地域で安心して暮らすことができるよう、質の高い介護・

福祉サービス等の提供が求められています。 

平成 25 年度に区が区内の介護サービス事業所を対象に実施した「介護サービス提供事業

所調査」によると、サービスの質の向上に向けた課題としては、人材面では、「人材の確保」

が 76.9％と最も多く、「OJT（人材育成・教育）の充実」が 49.5％と続いています。また、

経営面では「提供するサービスの量的拡大」が 38.5％、サービスの質における課題としては

「サービスの自己評価の取り組み」が 29.7％と最も多くなっています。 

区では、事業者に対して必要な情報提供を行うとともに、人材の育成や事業者間の連携に

係る支援を行い、地域福祉の質の向上を下支えしています。介護サービス事業所については、

事業所の人材育成への支援に加え、区が従事者の専門性を向上させるための研修を実施して

います。 

 また、介護サービス事業者に対し法令基準等に基づき指導検査を行うほか、国や東京都が

推進している第三者評価の受審・公表の促進、国民健康保険団体連合会等関係機関と連携し

現 状 
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た苦情対応体制の整備等により、介護サービスの質の向上を図っています。 

指導検査体制については、地域主権改革により、平成 25年 4月から区内のみで事業を実

施する社会福祉法人の所轄庁が東京都知事から区長に移譲され、区においても社会福祉法人

の指導検査を実施することとなりました。この権限移譲を機に、現在東京都が実施している

介護保険施設及び障害福祉サービス事業者に係る指導検査について、都区間の役割の見直し

が検討されているところです。 

 苦情対応体制については、区は区立施設や区の窓口に苦情解決責任者及び苦情受付担当者

を置いて苦情の適切な解決に努めています。また、第三者による苦情・不満に対応する仕組

みとして、保健、福祉、法律等の分野の専門家による苦情調整委員制度を設けています。利

用者が施設・事業所に直接苦情や不満を言いにくい場合、委員が対応して利用者の権利と利

益を保護するとともに、区、事業者等への調査・勧告等を行いサービスの質の向上を促して

います。 

 

 

 支援を必要とする区民やその家族が安心して暮らすためには、適切なケアプラン等の下で

良質な介護・福祉サービス等が提供されることが不可欠です。そのためには、相談機能、権

利擁護※、苦情対応などの利用者の権利や利益を保護するための施策の充実と合わせて、サー

ビスの質の向上に向けた様々な取り組みを一層充実・強化していく必要があります。 

また、急速な高齢化の進行や家族構成、地域社会の変化に適応しながら事業を運営してい

く上で、介護・福祉従事者の人材確保は最も重要な課題の一つです。今後、更にサービス量

の増大が見込まれる 2025 年に向け、地域包括ケアシステム※を支える人材の安定的な確保

と資質向上に資するため、潜在的人材の再就職支援、離職防止・定着促進等、支え手の育成・

養成等を推進していく方策の検討を進める必要があります。 

事業者の人材育成については、自主運営組織である介護事業者連絡会への支援や、小規模

事業者等の自主的な研修実施についての支援の充実を図ることも求められています。さらに、

介護サービスの中核をなす介護支援専門員の質の確保の取り組みも重要です。 

事業者や施設への指導については、サービスの質の向上や適切な事業所運営の確保のため

に、より効果的な指導方法を検討していくことが重要です。今後も見込まれる福祉制度の改

正に適時適切に対応していくため、区においても指導・監査体制を整備するとともに、職員

の知識や技量などをスキルアップしていく必要があります。 

苦情解決については、区や各事業所・施設における苦情対応制度について利用者へ周知す

るとともに、寄せられる相談、意見、苦情等をサービスの質の向上につなげていくため、受

付・取扱体制を充実させることが必要です。また、事業者の受付・取扱体制が日常的に機能

するような支援を行う必要があります。 

サービスの評価は、事業者自らが客観的な視点でサービスを絶えず見直すことで、利用者

ニーズや改善点を把握し質の向上を図っていくために有効な手段です。また、その結果の公

表は、利用者が必要なサービスを安心して選択するために役立つ情報となります。第三者評

価の受審を促し、評価結果等からの気づきや公表を通した質の向上も進めていく必要があり

ます。 

 

施策の体系 ５  サービスの質の向上 

       （１）介護・福祉従事者の確保・育成 
       （２）事業者指導・監査の充実 
       （３）苦情対応体制の充実 
       （４）サービス評価・公表の充実 
 

課 題 
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（１） 介護・福祉従事者の確保・育成 

地域包括ケアシステム※を支える人材の安定的な確保と資質向上のため、潜在的人材の再

就職支援、離職防止・定着促進等、支え手の育成・養成等を推進していく方策の検討を進

めます。 

介護支援専門員については、主任介護支援専門員が主体となった研修体系の継続・充実

を図っていきます。研修は、介護支援専門員自らが質の向上を図れるよう、実務経験年数

に応じて、専門知識の習得に加え、気づきを促すことをねらいとして実施していきます。 

また、介護サービス提供事業者を対象とした研修を引き続き実施していきます。 

さらに、介護事業者連絡会による良質な介護サービス提供を目指す取り組みへの支援を

継続・充実していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 小規模事業所等への支援【継続】（介護保険課） 

自らが自主的に研修を実施することが困難な小規模事業所等への支援を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

訪問介護員サービス向上研修 

  1回（2日間）参加延べ91人 

（平成 25年度実績） 

継続 継続 

 

② 事業者に対する研修【継続】（介護保険課） 

良質な介護サービスを提供するため、引き続き必要な研修を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・介護支援専門員新任研修 

    1回 参加 16人 

・介護支援専門員現任研修 

    2回 参加延べ 85人 

・主任介護支援専門員研修 

    1回 参加 48人 

（平成 25年度実績） 

継続 

研修内容等の充実 

継続 

 

③ 目黒区介護事業者連絡会への支援【継続】（介護保険課） 

介護サービスの質の向上や、情報交換、区との連絡・連携などを目的として設立された

目黒区介護事業者連絡会に対して、区が事務局を担い活動の支援を行うとともに、良質な

介護サービスを提供するために必要な研修に対する支援や情報提供等を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・全体会（情報交換、制度改正等勉

強会） 

・各分科会（勉強会・意見交換会等） 

・医師会による衛生知識習得研修、

意見交換 

継続 継続 

 

施 策 
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（２） 事業者指導・監査の充実 

  事業者のサービスの質の向上や良質なサービスを確保してく上で、また、適正な制度運

営を図る上でも、事業者に対する指導検査や監査は不可欠です。 

指導に当たっては、公平性の確保に努めながら、指導内容の一層の充実を図り、指導の

効果を更に高めることにより、サービスの質の向上を促進させていきます。社会福祉法人

の指導検査にあたっては、質の高いサービスが安定的に供給されるよう、適正な法人運営

と円滑な社会福祉事業の確保を図っていきます。 

  また、区として主体的に指導・監査を担うため、専門性や機動性の確保など指導・監査

体制を整備していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 事業者指導の充実【継続】（健康福祉計画課） 

事業者指導にあたっては、専門家を活用し実地指導の充実を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

地域密着型サービス※事業所・区内

介護サービス事業所を対象に実施 

区所管の社会福祉法人が

運営する介護老人福祉施

設を対象に追加 

継続 

 

（３）苦情対応体制の充実 

  保健福祉サービスの質の向上につなげていくことを目的として、区や事業者の苦情の受

付・取扱体制を充実・強化させるとともに、事業者の体制整備への支援を行います。さら

に、事業者等への情報提供や啓発のため、区に寄せられた苦情事例や国民健康保険団体連

合会などによりまとめられた苦情事例の活用を継続していきます。 

また、区の苦情調整委員制度、施設の第三者委員制度などの活用を更に進めるため、制

度への理解と利用促進を図るための効果的な周知方法を検討していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 保健福祉サービス苦情調整委員制度の推進【継続】（健康福祉計画課） 

保健福祉サービスを受ける区民等の権利及び利益の保護を図るため、苦情調整委員が苦

情申立てを受け、事業者等に対して調査・勧告等を行います。 

苦情、要望を抱える人が気軽に相談できるよう工夫するとともに、制度のＰＲを強化し

ます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

苦情調整委員が相談及び苦情申立

てに応じ調査を実施 

継続 

制度のＰＲを強化 

継続 

 

（４）サービス評価・公表の充実 

区立施設については、第三者評価を受け、その結果を適切に公表していく取り組みを今

後も継続していきます。 

区立以外のサービス提供事業者についても、受審費用を補助するなど東京都指定評価機

関を活用した第三者評価の受審を勧奨していきます。 
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＜計画事業＞ 

① サービスの第三者評価制度の推進【継続】（健康福祉部・子育て支援部各課） 

第三者機関による客観性を持ったサービス評価を実施し、サービスの質の向上を図りま

す。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

介護施設・障害福祉施設・児童福

祉施設において実施 

継続 継続 
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１ 健康危機管理対策の充実 

 

 

 

近年、アラビア半島を中心に発生している中東呼吸器症候群（MERS：マーズ）や、中国

における鳥インフルエンザ（A/H7N9）の人への感染、西アフリカでのエボラ出血熱の流行、

約 70 年ぶりのデング熱の国内発生など、感染症の脅威が増大しています。また、食肉の生

食や加熱不足による食中毒事件や、ノロウイルスによる大規模な食中毒の発生も続いていま

す。さらに、東京電力福島第一原発事故に伴う放射線問題や首都直下型地震発生時の保健医

療対策など、的確な健康危機対応が求められています。 

健康危機管理とは、医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他何らかの原因により生じる国

民の生命、健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被害の発生予防、拡大防止、治療

等に関する業務と定義されています。保健所は保健衛生の専門技術職員を擁し、地域におけ

る健康危機管理の拠点として位置づけられています。健康危機管理では、平常時からの管理

基準の設定や監視等による健康危機発生の未然防止、並びに各種マニュアルや組織体制、必

要資機材の整備、関係機関との連携の確保や訓練の実施等による発生時に備えた準備が大切

です。また、健康危機が発生した場合には、対応の確定、正確な情報の把握、原因の究明、

医療の確保等を迅速に行い区民の健康被害の拡大防止に努めることが必要です。 

区では、感染症や食中毒等の発生状況や保健医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、区民

の生命及び健康を保護し、社会生活が維持できるように健康危機管理対策を推進しています。 

 

 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線問題は、健康不安、

飲料水・食品等の汚染、空間・土壌放射線量等の多岐にわたり適切な判断と対応が求められ

ました。こうした経験を踏まえ、各部局や関係行政機関の役割分担を再確認するとともに、

災害時に想定されるあらゆる健康危機の状況・場面を想定したマニュアルの整備が課題とな

っています。 

新型インフルエンザ及び新感染症の発生に備え、区は行動計画を策定しました。今後は健

康危機を想定した訓練の実施やマニュアルの作成を行うとともに、関係機関との協議を継続

し、体制の整備を推進することが重要です。感染症予防及び発生時の感染拡大防止を徹底す

るため、平常時から区民等に対する情報提供や普及啓発を充実させ、感染症発生時には関係

機関等とより一層連携を密にして対応することが必要です。また、食中毒をはじめ、飲食に

起因する健康危機に的確に対応するためには、危害の発生と拡大の防止に向けて平常時から

常に健康危機管理の意識を高め、法令等に基づく監視指導等の重点化を図り、国等との連携

確保及び監視員の資質向上を図ることが重要です。 

 

施策の体系 １  健康危機管理対策の充実 

       （１）健康危機管理体制の確保 

       （２）感染症への対応 

       （３）食品の安全・安心の確保 

       （４）災害時への対応 

 

現 状 

課 題 
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（１）健康危機管理体制の確保 

健康危機発生時に迅速で的確な情報収集ができ、また発生後の対応として、健康被害の

拡大防止に向け、発生原因、被害状況、保健医療等に関する正確な情報提供が区民へ速や

かに行われるよう、国、東京都、近隣自治体、関係機関等との連携の下、危機管理体制を

整備・充実していきます。                    

健康危機管理連絡会を定期的に開催し、警察・消防・医療機関等と区の連携協力の強化

及び情報交換を行います。 

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散に伴う

区民の健康不安を払拭するため、引き続き必要な施策を実施します。 

 

＜計画事業＞ 

① 関係機関との連絡・協議体制充実【継続】（健康推進課） 

健康危機発生時に、警察、消防、医療機関及び関係団体の連携により、混乱なく的確な

対応が行われるよう定期的に健康危機管理連絡会を開催し、連携協力の強化及び情報交換

を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

健康危機管理連絡会の開催 継続 継続 

 

② 東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線問題への対応【継続】 

（生活安全課・スポーツ振興課・生活衛生課・碑文谷保健センター・障害福祉課・ 

保育課・みどりと公園課・環境保全課・学校運営課・学校施設計画課・教育指導課） 

東日本大震災における東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の拡散に伴

う区民の健康不安を払拭するため、必要な施策を実施します。 

総合庁舎、公園及び子どもの遊び場や学びの場となる校庭、園庭などを有する施設を基

本として空間放射線量の測定を実施します。 

区内保育所、区立小中学校等の給食食材中の放射性物質検査を実施します。また、市場

流通食品については、国や東京都の検査結果を区民に情報提供します。 

区立小中学校（碑小学校と五本木小学校を除く）及び区民センターで、屋外プール水の

放射性物質検査を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・空間放射線量の測定 

・給食食材中の放射性物質検査を実

施 

・普及・啓発 

・屋外プール水の放射性物質検査を

実施 

・空間放射線量の測定 

・給食食材中の放射性物質

検査を実施 

・普及・啓発 

・屋外プール水の放射性物

質検査を実施 

（上記の測定・検査について、

頻度や方法等を見直した上

で継続） 

原子力発電所事故に係る

国等の対応状況を注視し

つつ、実施について検討 

施 策 
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（２）感染症への対応 

各種感染症サーベイランスを実施し、情報の収集・分析を行い、迅速かつ的確に区民等

に情報提供するとともに、正しい知識の普及啓発と相談体制の充実に努めます。感染症発

生時には関係機関と連携を密にし、迅速に調査や防疫活動を実施し、感染拡大防止策を講

じます。 

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づき整備した、「目黒区新型インフルエン

ザ等対策行動計画及び対応マニュアル」による、医療機関の連携、計画的な備蓄等の各対

策を推進します。 

結核の感染リスクの高い人への健康診断を推進し、感染リスクの高い集団等の健康状態

の実態把握に努め、患者の早期発見、二次感染予防に取り組みます。 

ＨＩＶ感染予防の普及啓発を行い、性感染症を含む検査・相談を実施します。 

 

＜計画事業＞ 

① 新型インフルエンザ等対策の推進【重点】（保健予防課） 

新型インフルエンザ等の感染拡大を可能な限り抑制し、区民への健康被害を最小限にと

どめ、区民生活を確保するため、「目黒区新型インフルエンザ等対策行動計画及び対応マニ

ュアル」に基づく防疫活動、医療体制、備蓄計画等を整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

行動計画の策定・対応マニュアル

の整備 

医療体制の整備、計画的

な備蓄、訓練、普及啓発

等の実施 

継続 

 

② 結核予防対策の推進【数値】（保健予防課） 

結核患者の早期発見、集団感染及び二次感染予防のため、感染リスクの高い人への健康

診断を推進します。また、患者に対して電話・面接等による服薬確認（DOTS）を行い、

療養相談、治療終了後の再発早期発見のため管理検診等の継続的な支援を実施します。 

予防接種（BCG）、医療機関・学校等の定期健診の受診状況の把握、区民及び学校・施

設等への普及啓発等を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

患者管理、接触者健診、定期健診

の受診状況把握、予防接種

（BCG）、普及啓発等の実施 

結核り患率１０以下 

（人口 10万人対） 

継続 

 

③ エイズ・性感染症対策の推進【重点】（保健予防課） 

HIV 感染者、エイズ患者が増加傾向にある現状を踏まえて、早期発見・早期治療に結び

つくよう性感染症を含む検査・相談を実施します。また、様々な機会をとらえて、区民・

学校等に対する正しい知識の普及啓発を実施します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・毎月１回検査、年 2 回（6 月・12

月）臨時検査を実施 

・相談は、電話・来所等で随時実施 

・区民・学校等に対する正しい知識の

普及啓発の実施 

継続 継続 

 

（３）食品の安全・安心の確保 

食中毒をはじめ、飲食に起因する健康危機の発生を平常時から想定し、常に健康危機管

理の意識を持って監視指導等を計画的に実施し、食品の安全を確保します。 

食品等事業者の自主的衛生管理を支援するため、講習会等の衛生教育を行い、総合的な

衛生管理の充実を図ります。 

食品が多様化し、流通がますます複雑化していることから、区民に食品の安全に関する

最新情報を正確にわかりやすく発信します。 

 

＜計画事業＞ 

① 食品監視指導の充実【重点】（生活衛生課・碑文谷保健センター） 

食品関係施設の監視指導を計画的に実施することで、食品等による衛生上の危害発生を

防止します。食中毒の発生及び広域流通食品の違反発生時には、国や東京都など関係機関

と迅速に情報共有、連携協力を図り、食中毒の原因究明、再発防止及び違反食品を速やか

に排除します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 25 年度目黒区食品衛生監視指導

計画に基づき、食中毒発生リスクが高

い社会福祉施設、集団発生につながる

大量調理施設及び肉の生食や不十分な

加熱提供等について、重点的な監視指

導の実施及び結果の公表 

継続 継続 

 

② 事業者の自主的衛生管理の推進及び育成【継続】（生活衛生課） 

食品等事業者が、自主的衛生管理の向上及び法令の遵守を推進できるように、食中毒や

違反食品による健康危害防止を図るための食品衛生講習会を定期的かつ継続的に開催しま

す。食品等事業者が、法令改正及び最新知識などを習得することで、総合的に衛生管理が

進められるよう技術支援を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・業態別及び営業許可更新時の食品衛

生責任者講習会の開催 

・食品等事業所への講師派遣 

・食品衛生協会自治指導員への技術的支

援や活動拡充に向けた共催事業実施 

継続 継続 
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③ 食に関する普及・啓発【継続】（生活衛生課） 

区民に対し、正確な食品衛生知識の普及を図るため、食品の安全に関する最新情報を収

集・提供します。また、行政、消費者及び食品等事業者の情報提供と意見交換の場として、

シンポジウム及び食品衛生推進会議を開催するなどリスクコミュニケーションに努めます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・シンポジウムと講演会の開催 

・自主研修会等への講師派遣 

・食品衛生月間事業及びパネル展示

による普及啓発 

・食品衛生の最新情報、食中毒等の

危機管理情報などをホームペー

ジ、区報等により発信 

・食品衛生推進会議の開催 

継続 継続 

 

（４）災害時への対応 

大規模災害発生時の医療需要に応えるため、区内病院の敷地内や近接地及び休日診療所

に緊急医療救護所を設置し、必要な医薬品や医療資機材の備蓄を行います。また、医師会・

歯科医師会・薬剤師会、協力医療機関、東京都柔道整復師会目黒支部、東京都、区及び区

民の相互協力体制の確立を図ります。 

さらに、災害時に必要とされる医療が迅速かつ的確に提供されるよう円滑な医療救護活

動の統括及び調整を図るため、目黒区災害医療コーディネーターを設置するとともに、防

災活動マニュアルの実効性を高めるため、関係機関と連携し、実践的な訓練を行います。 

 

＜計画事業＞ 

① 医療救護所の確保【重点】（健康推進課） 

発災時に医師会・医療機関と連携して適切な医療救護活動ができるように、避難所に設

置していた医療救護所を見直し、区内の病院・休日診療所に緊急医療救護所を設置すると

ともに、災害時の緊急医療救護活動の統括及び調整を図るため、災害医療コーディネータ

ーを設置しました。 

円滑な救護所の活動を確保するため、災害医療コーディネーターを中心とした医療救護

訓練を関係機関の協力を求めて行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区内9病院及び3休日診療所に緊

急医療救護所を設置 

・災害時の医薬品・資機材をストッ

ク（3,000人分3日間に要する分） 

・目黒区災害医療コーディネーター

の設置 

・医薬品・資機材のランニ

ング・ストック 

・医療救護訓練の実施 

継続 
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２ 健康づくりの推進 

 

 

 

現在わが国は、男女ともに世界最高水準の長寿国となりました。しかし、平均寿命と健康

寿命※の差は 10年程度あり、今後、高齢化に伴い、医療や介護の負担の増大が想定される中

で、生活の質の向上という観点からも健康寿命※の延伸は大変重要となっています。 

 国では、平成 25年 4月から、健康寿命※の延伸と健康格差の縮小、生活習慣病※の発症予

防と重症化予防などを柱とする「健康日本 21（第 2次）」をスタートさせました。 

 区では、平成 23年 3月に改定された「健康めぐろ 21」において、健康寿命※の延長を大

目標に、生活習慣病※の予防、安全で健康的な生活環境の確保、健康づくりの支援、食育※の

推進に取り組んできました。区民の平均寿命や健康年齢は 23 区の中でもトップクラスの水

準にありますが、区では区民が生涯にわたり健康で活力あふれる生活がおくれるよう、小児

から高齢者まで、ライフステージや心身の状態に応じた各種の健康施策を積極的に推進して

います。 

 

 

健康づくりの基本は区民一人ひとりが主体的に取り組むことです。そして、健康づくり施

策を行政と関係機関・団体が連携し、総合的に進めていくことが求められています。 

子どもから高齢者まで健康でいきいきと生活していくためには、子育て支援、介護予防事

業と連携することや、健康づくりのための身体活動や運動ができる公園などを担当する部局

と連携し環境を整えていくことが課題となっています。 

食に関わる様々な課題がある中で、食育※を健康づくりにおいて効果的に推進していくため

には、様々な年代層に適した施策を総合的かつ計画的に実施していくことが必要です。 

また、喫煙者に対する禁煙支援などの喫煙対策はもとより、受動喫煙※防止対策については、

健康めぐろ 21 において策定した区立施設の全面禁煙に向けた取り組みをより一層進めてい

き、区内事業者団体と協力した受動喫煙※防止対策の強化など区民の健康を守る取り組みが喫

緊の課題となっています。 

さらに、毎年、全国で約 27,000人の自殺者がおり、区においても自殺対策の啓発活動と

ともに、ゲートキーパー※養成研修を積極的に進めていくことが必要です。 

今後健康寿命※を延伸していくためにはメタボリックシンドローム※だけでなく、ロコモテ

ィブシンドローム※についての正しい知識の普及啓発に努め、身体活動・運動の習慣化による

生活機能の維持など、超高齢社会に向けた更なる生活習慣病※対策を推進することが重要です。 

 

施策の体系 ２  健康づくりの推進 

       （１）「健康めぐろ 21」の推進 

       （２）親子の健康づくりの推進 

       （３）児童・生徒の健康づくりの推進 

       （４）成人期・高齢期の健康づくりの推進 

       （５）こころの健康づくりの推進 

       （６）自殺対策の推進 

       （７）公害保健対策の推進 

        

現 状 

課 題 



85 

 

 

 

（１）「健康めぐろ２１」の推進 

区では、平成 13年に健康めぐろ 21を策定し、健康寿命※の延長を大目標に掲げ、健康

づくりに関する取り組みを体系的に進めてきました。その後、平成 23年に健康めぐろ 21

を改定しましたが、国では、平成 25年 4 月から「国民の健康の増進の総合的な推進を図

るための基本的な方針」の改正を受けた健康日本 21（第二次）がスタートしました。これ

らの健康施策を取り巻く法整備の状況や社会情勢の変化を捉え、新たな課題に対応する必

要があるため、健康めぐろ 21を改定します。その中で、メタボリックシンドローム※など

の生活習慣病※の予防、受動喫煙※の防止対策、バランスのとれた食生活の推進、区民一人

ひとりが食に関する正しい知識と健全な食生活を実践できる力を身につけられる食育※の

推進などを、具体的な目標を定めて進めていきます。 

さらに、健康づくりの中で重要な役割をもつ身体活動・運動については、引き続き庁内

関係部局や民間団体等と連携し、事業を推進していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 「健康めぐろ 21」の改定【継続】（健康推進課） 

平成 13年に策定した「健康めぐろ 21」を、国の「健康日本 21」の改定や社会状況の

変化などによる新たな課題を反映して改定します。改定にあたっては、心身ともに自立し

て生活できる「健康寿命※の延伸」を大目標に掲げ、区民の健康づくりに関する総合的な行

動計画として健康づくり施策を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

健康づくり調査の実施 ・「健康めぐろ 21」の改定 

・健康づくり施策の推進と

取り組み状況の把握・検証 

・健康づくり施策の推進と

取り組み状況の把握・検証 

 

② メタボリックシンドローム※・ロコモティブシンドローム※対策の推進【継続】 

（健康推進課・保健予防課・碑文谷保健センター） 

主要死因に係る循環器疾患、糖尿病は、メタボリックシンドローム※が深く関わっていま

す。また寝たきりの原因となる運動器症候群はロコモティブシンドローム※と呼ばれ、健康

寿命※の延伸を阻む大きな要因となっています。健康寿命※の延伸を図るには、生活習慣病※

対策と運動機能を維持する必要があることから、今後、循環器疾患、糖尿病などの対策と

ともに、運動器の健康維持を図るため、その概念や予防法の情報提供など、生活習慣病※

対策を一層強化します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区報等、健康大学による知識や予

防についての普及実施 

継続 継続 

 

③ 区立施設の全面禁煙【重点】（健康推進課） 

健康日本 21によると、喫煙による健康被害は受動喫煙※についても様々な疾病の原因に

なるため「目黒区施設の受動喫煙※防止対策のための基本指針（ガイドライン）」に基づき、

受動喫煙※防止対策を推進します。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

保育園、児童館・学童保育クラブ、

幼稚園、小・中学校、すくすくの

びのび園 

・全面禁煙完了 

― ― 

その他の区立施設（総合庁舎、目

黒区民センター、めぐろ区民キャ

ンパスなど 78施設） 

・分煙 24.4％ 

・建物内禁煙 57.7％ 

・全面禁煙 17.9％ 

（平成 25年度実績） 

平成 27 年度末までに改

めて建物内及びその敷地

内の禁煙を検討し実施 

検討方針に従い受動喫煙
※防止対策推進 

児童遊園 

・全面禁煙完了 

― ― 

道路、公園、緑道等 

・未実施 

平成 27 年度末までに対

応方針を定め実施 

継続 

 

④ 食育※の推進【重点】（健康推進課） 

食に関する様々な取り組みをより効果的に推進するため、ライフステージ（対象）を乳

幼児、小中学生、一般区民（高校生以降）に区分し、それぞれの時期に適した施策を展開

します。 

さらに、各種疾病に応じた食生活や栄養に関する知識の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

食を通じた健やかで豊かな生活の

実現に向け、食育※レシピ本を活用

し、食に関する知識の普及や健康

学習を実施 

ライフステージや各種疾

病に応じた食生活や栄養

に関する健康学習の機会

の充実 

継続 

 

（２）親子の健康づくりの推進 

  定期に実施する乳幼児健診の受診率向上を目指すとともに、健診未受診者に対してはフ

ォローを強化していきます。健診を通じて障害や疾病のみならず、児童虐待の兆候などの

早期発見・早期対応に努めるともに、育児支援や相談指導を充実していきます。 

さらに、乳幼時期からの食習慣や虫歯予防のための啓発についても充実させていくこと

で、保護者の育児不安を軽減していきます。 

  近年ワクチンギャップの解消に向けて、子どもの予防接種については 3ワクチン（ヒト

パピローマウイルス感染症・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン）をはじめ、平成 26 年 10

月からは水痘ワクチンが定期接種に位置付けられ、今後も新たなワクチンの定期接種化が

見込まれています。接種率向上を図るため、今後導入されるシステムを活用し、適時・的

確に接種勧奨していくとともに、予防接種の重要性や副反応について正確な情報を迅速に

提供し、予防接種に対する正しい理解の普及を図ります。 
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＜計画事業＞ 

① 妊婦健康診査【数値】（保健予防課） 

妊産婦死亡率の低下を図るとともに、妊娠中の母体と胎児の健康を守るために、妊娠の

届出をした妊婦に対して妊婦健康診査の受診票を交付し、医療機関に委託して健康診査を

実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

妊婦健康診査 14 回、妊婦超音波

検査 1回（公費負担一部助成） 

妊婦健康診査の継続的な

受診を促進するために、

第1回目の健診受診率を

高める 

・受診率 95% 

・受診率 97％ 

 

② 乳児健康診査【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

乳幼児の適切な発育・発達を促すために、身体計測の実施や疾病等の有無についての確

認、及び養育状況の確認等を行います。 

4 か月、6か月、9か月、1 歳 6 か月、3歳、5 歳児健康診査を保健所・保健センター

または委託医療機関にて行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・乳幼児の月齢・年齢に応じた内容

の健康診査や育児相談を実施。 

・4か月児健診未受診者について、

子ども家庭課との連携により乳児

家庭全戸訪問事業として全数把握

を実施 

・3歳児健診未受診者についても同

様に全数把握を実施 

継続 継続 

 

③ 育児支援事業【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

妊娠期から乳幼児期を通じて、適切な知識の普及・啓発によって育児不安の軽減を図り、

保護者同士の情報交換や交流を図ることによって、虐待予防や健やかな子育てを支援しま

す。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・ハローベビークラス・サロン（4回／1

コース×9月×2箇所）） 

・パパの育児教室（年8回） 

・フレッシュママのつどい（年24回） 

・育児学級（5か月48回、10～11か月

12回） 

・健康相談（36回） 

・母親の会（24回） 

・子どもの健康教室（月3～4回×2箇所） 

継続 継続 



88 

 

 

④ 乳幼児歯科健診【数値】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

乳幼児期のむし歯は発育及び成長に大きな影響を与えるため、早期発見を目的として、 

歯科健診・保健指導・予防処置を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

むし歯のない子どもの割合 

1歳６か月児：96.5％ 

2歳児：95.5％ 

3歳児：88.3％ 

(平成 25年度歯科健診実績) 

むし歯のない子どもの割合 

1歳６か月児：96.7％以上 

2歳児：95.7％以上 

3歳児：88.5％以上 

むし歯のない子どもの割合 

1歳６か月児：97％以上 

2歳児：96％以上 

3歳児：88.7％以上 

 

⑤ 乳幼児栄養相談【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

食生活の多様化が進む中、親と子どもの健康を確保していくために、妊産婦や乳幼児の

健全な食生活について啓発を行います。また、食習慣の乱れによる生活習慣病※を予防し、

栄養バランスの良い食事や食文化の継承を啓発していくために、講座や健診の実施時に栄

養個別相談や集団指導を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

対象者に随時実施 継続 継続 

 

⑥ 予防接種に関する正しい知識の普及啓発【継続】（保健予防課） 

子どもを感染症から守る予防接種については、接種率向上を図るため、個別通知を行い

適切な時期に確実に勧奨していくとともに、予防接種の重要性、副反応について迅速かつ

正確な情報を提供し、予防接種に対する正しい理解の普及を図ります。また、定期予防接

種の種類増加など予防接種法の変更等があった場合、正しい情報を提供し適切に対応して

いきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・定期予防接種は対象月齢に個別通

知を行い勧奨 

・制度の変更等は医療機関や対象者

への通知、区報・ホームページ等

で周知 

・接種相談等 

継続 継続 

 

（３）児童・生徒の健康づくりの推進 

  教育委員会で策定した「めぐろ学校教育プラン」に示す「21 世紀をたくましく生きる

人間性豊かなめぐろの子ども」の育成を目指し、児童・生徒が生涯にわたり健康・安全で

活力ある生活を営むことができるように、健康課題の改善や体力の向上に向けた取り組み

を行うとともに、望ましい食習慣を身につけるため食育※の取り組みを推進するなど、学校

教育全体を通じて心身の調和のとれた発達を図るための健康教育を推進します。 



89 

 

  また、心の悩みなど子どもの抱える様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー

を活用した学校の教育相談体制の充実に向けた支援を行うとともに、めぐろ学校サポート

センターで実施する電話・来室相談を充実させ、必要に応じ関係機関と連携するなど課題

解決を図っていきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 生活習慣改善プログラムの実施【継続】（学校運営課） 

区立小学校 4年生及び区立中学校 1年生を対象とし、その中で申し込みをした児童・生

徒についてケース会議で面談の要否を判断したうえで、小児生活習慣病※の専門医等との面

談を実施します。肥満などから起こり得る生活習慣病※の危険因子をもつ児童・生徒の早期

発見に努め、生活習慣の改善につなげます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・生活習慣改善プログラムを実施

（区立小学校4年生及び区立中学

校 1 年生、26 年度は中学校 2・

3年生試行） 

継続 継続 

 

② 健康教育の推進【継続】（めぐろ学校サポートセンター） 

肥満や喘息など健康に課題のある児童の改善を図るため、学校健康トレーナーを全区立

小学校へ定期的に派遣し、個人の健康課題にあわせたプログラムを作成し、児童への指導・

助言を行います。めぐろ学校サポートセンターや区立小学校などで「めぐろ元気あっぷ教

室」を実施し、健康課題解決に向けた取り組みを行い、健康教育の推進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・学校健康トレーナーの区立小学校

への派遣 

・めぐろ元気あっぷ教室の実施 

継続 継続 

 

③ 健康の保持増進・体力向上への取り組み【継続】（教育指導課） 

家庭とも連携しながら、児童・生徒が自らの健康課題の改善や健康づくりに、主体的に

行動していくための健康教育を推進します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

リーフレットの作成及び区立小・

中学校の全児童・生徒に配布し活

用 

・小学生用「めぐろ子どもスポーツ

健康手帳」 

・中学生用「健康の保持増進・体力

向上のために」 

継続 継続 
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④ 「学校における食育※指針」に基づく食育※の推進【継続】（学校運営課） 

学校と家庭・地域が連携しながら、子どもたちの「食」への意識を高め、児童・生徒 

一人ひとりが健全な食生活を実践することができるように策定した指針（26年度改定）に

基づき、食育※の推進を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・「学校における食育※指針」に基づ

き各学校で食に関する指導を実施 

・各地の郷土料理や行事食、世界の

料理など、日本や世界の食文化を

理解する特別給食を実施 

継続 継続 

 

⑤ 教育相談【重点】（めぐろ学校サポートセンター） 

区立小・中学校へのスクールカウンセラーを派遣し、学校における教育相談体制の拡充

に向けた支援を行います。めぐろ学校サポートセンターで、専門の相談員が電話や来室に

よる幼児から高校生程度までの教育に関する悩みや心身の発達などの相談に応じます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・スクールカウンセラーの区立小・

中学校への派遣 

・教育相談の実施 

継続 継続 

 

（４）成人期・高齢期の健康づくりの推進 

40歳以上の国民健康保険加入者及び後期高齢者医療制度加入者に対して特定健康診査※

を、また 40 歳未満の健診の機会のない区民に対する健康づくり健診を実施し、脳卒中、

心臓病などの生活習慣病※の予防と疾患の早期発見・早期治療につなげます。さらに、特定

健康診査※受診者に対しては情報提供を行い、健康管理や生活習慣の改善に関する正しい知

識の普及を図ります。国民健康保険加入者に対しては、特定健康診査※の結果により生活習

慣の改善が必要な場合に特定保健指導※を行い、各自の生活習慣を見直す支援とライフスタ

イルにあった改善目標を実践することにより成人期、高齢期の健康づくりについて意識の

向上を図ります。 

高齢者の定期予防接種は、接種希望者が適正かつ効果的に接種を受けられるよう医師会

等医療関係団体と十分協議のうえ実施します。 

また、がんを早期に発見し早期の治療に繋げ、がんによる死亡者を減少させるために各

種がん検診を実施します。 

世代に応じた食生活や栄養に関する健康学習の機会を充実させ、生活習慣病※予防や健康

維持のため、知識の普及を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 積極的な健診等の受診【数値】（健康推進課・国保年金課・保健予防課） 

メタボリックシンドローム※及び生活習慣病※の早期発見・早期治療のため、40 歳以上

の国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度加入者及び生活保護受給者を対象に特定健康

診査※を実施します。国民健康保険加入者に対しては、特定健康診査※の結果により、生活
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習慣の改善が必要な場合に特定保健指導※を実施します。 

生活習慣病※やその他疾病予防の動機付けを目的として、特定健康診査※の対象とならな

い 16歳～39歳の区民に対し健康づくり健診を実施します。 

また、がんの早期発見、早期治療のため、各種がん検診を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

40歳以上の国民健康保険加入者、

後期高齢者医療制度加入者及び

生活保護受給者（平成25年度実績） 

・特定健康診査※受診率 46.3％ 

40 歳以上の国民健康保険加入者

（平成 24年度実績） 

・特定健康診査※受診率 44.0％ 

・特定保健指導※実施率 12.2％ 

現況より上げる 

 

 

 

 

平成29年度までに60％ 

継続 

 

 

 

 

継続 

健康づくり健診受診者数（平成25

年度実績）  686人 

現況より上げる 現況より上げる 

がん検診の受診率（平成 25 年度

実績） 

・胃がん    2.4％ 

・大腸がん   35.2％ 

・乳がん    19.5％ 

・肺がん    18.9% 

・子宮頸がん  27.6% 

現況より上げる 現況より上げる（平成32

年度までに50％） 

 

② 高齢者の定期予防接種【数値】（保健予防課・健康推進課） 

インフルエンザ及び肺炎球菌定期予防接種について、65 歳以上、及び 60～64 歳で、

心臓、腎臓、呼吸器の機能の障害またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を

もつ人(これらの障害により身体障害者手帳１級及び同程度と診断される人)に接種費用の

一部を助成します。 

注：高齢者肺炎球菌定期予防接種は、平成26～30年度は経過措置期間となり65歳以上

5歳毎の年齢が対象となります。平成31年度からは65歳のみが対象となります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

対象者には個別通知送付 

・高齢者インフルエンザ定期予防接種

者数 22,237人(41.9％) 

・高齢者肺炎球菌予防接種者数  1,595人 

（平成 25年度実績） 

 

現況より上げる 

 

現況より上げる 

 

平成31年度までに接種率

45％以上 

各年度対象者の30％以上 

 

③ 8020運動の推進【継続】（健康推進課） 

80 歳になっても 20 本以上自分の歯を保とうという働きかけである「8020 運動」を

推進します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

80 歳で 20 本以上自分の歯を有

する人の割合 27.0％ 

（平成21年12月健康づくり調査結果） 

現況より上げる 50％ 

（健康日本 21の目標） 

 

④ 脳卒中再発予防教室【継続】（碑文谷保健センター） 

脳卒中の再発を予防するため、疾患についての理解を深め生活の改善を図ることを目的

として講習会を実施しています。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

概ね年７回実施 継続 継続 

 

（５）こころの健康づくりの推進 

近年の複雑化・多極化する社会経済状況の中で、うつ病の増加やひきこもり、不登校、

家庭内暴力などの児童・思春期の心の問題が大きな課題となっています。また、我が国の

自殺者数は平成 24年以降、年間 3万人を下回るようになりましたがまだ高止まりの状態

です。区では関係機関等と連携し、心の健康に関する正しい知識の普及・啓発や相談支援

を強化するとともに、精神障害者に対する適切な医療の継続や相談など精神保健業務を実

施します。 

 

＜計画事業＞ 

① 精神保健相談【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

精神疾患の早期発見・早期治療及び再発予防を図るため、患者とその家族等を対象とし

て専門医による相談を実施するほか、保健師による電話・訪問・面接相談を随時実施しま

す。 

近年では一般精神病のみでなく、認知症をはじめひきこもりや発達相談等多岐に渡る相

談を受けています。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・専門医による相談（月３回予約制） 

・保健師による電話・訪問・面接相

談（随時） 

継続 継続 

 

② 精神保健講演会の開催【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

こころの健康の保持増進及び認知症・依存症・発達障害等を含む精神疾患全般について

の理解を深めるため、広く区民を対象とした講演会を開催します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

年 6回開催 継続 継続 
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③ 依存症（アルコール等）家族問題相談【重点】（保健予防課） 

アルコール、薬物、ギャンブルなどの依存症で悩んでいる家族や当事者に対して、疾病

の理解や回復のためのグループミーティングや個別相談を実施します。地域に相談機関が

少なく、当事者が治療に繋がりにくく、また家族自身も巻き込まれ健康を害することも少

なくないため、適切な専門機関等の紹介や家族間の交流を通じて家族のこころの安定が保

てるよう支援します。 

また、危険ドラッグによる薬物問題が社会問題となっているため、相談先について広く

周知を図っていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・グループミーティング（当事者・

家族）各月１回実施 

・必要に応じ個別相談実施 

継続 継続 

 

④ うつ病予防対策事業【重点】（保健予防課・健康推進課・碑文谷保健センター） 

自殺の大きな要因のひとつでもあるうつ病の現状と疾病の理解、相談機関・医療機関の

周知などを目的として、講演会等を通じて広く区民や企業へ向けて知識の普及・啓発を図

ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・自殺対策講演会、企業向けうつ病

講演会を実施 

・庁舎内パネル展示 

・街頭キャンペーン 

（中目黒駅、学芸大学駅） 

・保健師による電話・面接・訪問相

談を随時実施 

継続 継続 

 

（６）自殺対策の推進 

  わが国の自殺者数は、年間３万人を超え、平成 24 年は 15 年ぶりにこれを下回りまし

たが、依然として高い水準にあり、社会的対応が必要になっています。平成 18 年 10 月

には、自殺対策を総合的に推進するため、「自殺対策基本法」が施行され、平成 19 年 6

月には同法に基づき自殺総合対策大綱が策定されました。 

区においても、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、自殺対策を全

庁的取り組みとして行うため、ゲートキーパー※の養成をはじめとした庁内体制の整備や普

及啓発活動を行います。また、地域レベルの実践的な取り組みを、東京都、近隣区、関係

団体、民間団体・企業及び区民と連携・協働して行います。 

 

＜計画事業＞ 

① 自殺総合対策の推進【新規】（健康推進課） 

自殺は、その多くが防ぐことのできる社会的問題であり、そのため庁内体制の整備や自

殺対策講演会による普及啓発、ゲートキーパー※による「生きる支援（自殺を防ぐ）」によ

り、自殺総合対策を推進します。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

平成 23～25年平均自殺者数 50.6人 

自殺率 人口 10万人あたり 19.3％ 

・自殺対策講演会 ・庁舎内パネル展示 

・街頭キャンペーン（中目黒駅、学芸大学駅） 

・ゲートキーパー※の養成、手帳作成 

自殺率の減少 

 

継続 

自殺率の減少 

 

継続 

 

（７）公害保健対策の推進 

「公害健康被害の補償等に関する法律」に基づき、大気汚染の影響による公害健康被害

者の健康の回復、保持、増進のための公害保健福祉事業を実施するとともに、一般区民を

対象に呼吸器疾患の健康相談や、知識普及のための講演会等、公害健康被害予防事業を実

施します。 

  公害健康被害予防事業については、平成 24 年度に水泳教室と転地療養を廃止し、平成

25 年度から個別及び集団の健康相談を拡充しており、今後も効果的効率的に事業を実施

します。 

  また、東京都の大気汚染医療費助成制度に係る認定事務については、平成 27年 4月か

らの制度変更に適切に対応していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 公害保健福祉・予防事業の充実【重点】（健康推進課） 

大気汚染公害による健康被害被認定者の健康回復、保持及び増進のため公害保健福祉事

業を実施します。また、大気汚染の影響による健康被害の予防のため公害健康被害予防事

業を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

区内在住の公害認定患者を対象に理学療法士

による呼吸器リハビリテーション教室を年 6

回実施 

継続 

6回のうち1回は対

象者を拡大 

継続 

区内在住の公害認定患者とその家族を対象に

保健師の家庭訪問による保健指導を随時実施 
継続 継続 

公害認定患者を対象にインフルエンザ予防接

種自己負担分の費用助成を実施 
継続 継続 

・区内在住、在勤者を対象に医師等による呼吸

器疾患に関する講演会を開催。大人向け1回、

子どもの保護者向け 1回実施 

・児童館を利用する保護者を対象に保健師の出

張講座を実施 

継続 継続 

・せき、たん、息切れ等で悩んでいる区内在住、

在勤者を対象に医師等による個別健康相談を

年 5回実施 

・めぐろ子育て交流広場 0123 への出展によ

り保健師等による個別相談を実施 

継続 継続 
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② 大気環境調査及びアスベスト対策【継続】（環境保全課） 

区内一般環境大気の状況を把握・監視し、環境基準との比較等を行うとともに、迅速な

環境情報の提供を行います。また、アスベストの除去工事に対し、飛散防止の指導等を行

います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・二酸化窒素、浮遊状粒子物質等の調査 

・特定粉じん排出等作業実施届出書の受

付、アスベスト分析調査費助成 

継続 継続 

 

 

 

３ 地域保健医療体制の推進 

 

 

 

区の健康づくり調査（平成 21年 12月）によると、70％の人がかかりつけ医師・歯科医

師を決めています。「医療に関する情報で知りたいこと」については、半数以上の人が「休日・

夜間に診療している医療機関」と回答しており、だれもが 24 時間安心して医療を受けられ

る環境を望んでいることが伺えます。 

区では、初期救急医療として、一般の診療所が休診している日曜・祝休日・年末年始等に

おける急病患者に対して診療の機会を確保するため、休日診療所を設置しています。また、

休日診療にあわせて休日調剤薬局を開設し、更に区内の歯科診療所における輪番式の休日歯

科応急診療事業を行っています。なお、区内では、休日及び全夜間の救急医療を行う救急告

示病院が 8か所、小児の二次救急医療を行う病院が１か所、東京都知事から指定されていま

す。 

難病は、効果的な治療法が確立されていないため療養が長期にわたり、患者及び家族に精

神的・経済的あるいは介護面において大きな負担がかかっています。国や東京都は、医療費

助成や医療機器貸与等のサービスを実施し、区は難病ホームヘルプサービス、日常生活用具

の給付などの支援のほか、療養相談、パーキンソン教室、講演会等を実施するなど、情報の

提供に努めています。 

医療ニーズの高い高齢者や重度の要介護者が増加する中で、医療や介護が必要になっても

自宅や地域で安心して暮らし続けられるよう、医療と介護の連携、在宅療養の必要性がます

ます高くなっています。このため、医療、介護、予防、住まい、生活支援を一体的に提供で

きるネットワークの構築に取り組んでいます。 

 

 

少子高齢社会の進展や疾病構造の変化などから、年々増加する救急医療の需要に対応する

ため、東京都や関係団体等と連携を図りながら、身近な地域で、だれでも利用しやすい医療

体制を整備するとともに、かかりつけ医・歯科医・薬局を推進していくことが必要です。 

医療・介護の連携を強化し、効率的かつ質の高い医療提供体制を推進するため、「地域にお

ける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」（医療介

護総合確保推進法）が平成 26年 6月に成立し、「医療法」、「介護保険法」等の関係法律につ

現 状 

課 題 
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いての整備等が行われ、順次施行されます。今後、医療機関の機能分化・連携の促進が予測

されるため、区民への情報提供、医療機関連携への支援が必要になります。 

また、在宅療養推進においては、緩和ケアや在宅での看取りなどが課題になっており、よ

り一層の医療と介護の連携を深めるとともに、地域の実情・特性に合った仕組みづくりが求

められます。 

難病等保健医療対策については、「難病の患者に対する医療費等に関する法律」(難病新法)

及び小児慢性特定疾病に関して「児童福祉法の一部を改正する法律」が平成 27年 1月に施

行され、これに基づく新たな医療費等助成制度が実施されます。新制度の対象疾病拡大等へ

の的確な対応が求められています。 

 

施策の体系 ３  地域保健医療体制の推進 

       （１）休日等診療体制の確保 
       （２）難病等保健医療対策の充実 

 

 

（１）休日等診療体制の確保 

少子高齢化が加速する中で、子どもから高齢者まで、だれもがいつでも地域で安心して

医療を受けられる環境や、二次救急も含めた休日・夜間の診療体制の整備、在宅療養者へ

の 24 時間対応の体制が求められています。これら救急医療の需要に対応するため、医師

会・歯科医師会・薬剤師会及び東京都などの関係機関と協力し、引き続き休日診療所等に

おける診療体制を確保していきます。 

 

＜計画事業＞ 

① 休日等診療体制の確保【継続】（健康推進課） 

区民が、安心して医療を受けられるよう、一般の診療所等が休診している日曜・祝祭日・

年末年始及び土曜日準夜に、急病患者に対して診療を行います。あわせて、休日等の診療

体制情報を常時提供します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

休日診療所を区内 2 か所で開設

し、診療を実施。併せて休日調剤

薬局を開設。歯科については輪番

制で実施 

継続 継続 

 

（２）難病等保健医療対策の充実 

平成 26 年５月「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成 27 年 1 月

から医療費等助成制度（以下「新制度」という。）が実施されます。新制度の対象疾病拡大

の周知及び保健相談の推進を図るとともに、難病講演会、パーキンソン教室等を開催し、

知識の普及と療養支援を行います。難病患者が在宅において安心して生活を営むことがで

きるように、保健・医療・福祉の連携を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 難病保健事業の充実【継続】（保健予防課・碑文谷保健センター） 

在宅難病患者及びその家族にかかる精神的・経済的、介護面の負担軽減を図るため、療

施 策 
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養相談や難病講演会、パーキンソン教室等を実施します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・患者とその家族を対象にパーキン

ソン教室を月 2回実施 

・患者とその家族を対象に難病講演

会を実施 

・療養相談を随時実施 

継続 継続 

 

 

 

４ 安全で快適な生活環境の確保 

 

 

 

快適な生活環境を確保することは、健康の維持・増進に大変重要です。区民が健康で安全、

快適な生活を送るため、生活の拠点となる住宅や周辺地域、更には区民が利用する建築物、

生活環境に関連する営業施設などの環境を良好に維持する必要があります。ビルや共同住宅

などの建築物については、計画段階から協議を行い、衛生的環境確保の指導を行っています。

飲料水については、貯水槽水道設備や井戸についての衛生指導を行っています。生活環境に

関連する営業施設には、定期的な立入検査や重点的な改善指導を行って衛生水準の維持・向

上に努めています。また、ねずみや衛生害虫の防除においては、講習会等を通じた区民への

情報提供、相談、訪問指導や助言などの支援を行っています。 

医薬品等の安全の確保については、医療に対する区民の安心・安全を確保し、質の高い医

療が受けられるよう、相談・苦情対応、医療機関・患者等への助言等を行っています。医薬

品については、生活習慣病※の増加に伴い長期にわたって多くの医薬品を使用する患者が増え

ており、重複投薬、薬物相互作用等によるリスクを軽減するための薬歴管理、服薬指導が重

要となっています。また、危険ドラッグは麻薬や覚醒剤等に似た成分を含んでおり、国や都

と連携し、区民へ危険ドラッグに関する危険性について情報提供を行っています。 

犬や猫などのペットである愛玩動物は、少子高齢・核家族化等が進む中、家庭での飼育動

物は愛玩の対象から、「家族」あるいは「人生のパートナー」へと変化してきています。動物

愛護に対する人々の関心が高まる一方、犬の鳴き声やふんの放置、猫の屋外飼育や飼い主の

いない猫への無責任な餌やりの苦情などが急増しています。また、東日本大震災を機に、災

害時における被災動物等への対応についても関心が高まっており、備蓄品などの整備を行っ

ています。 

 

 

健康の視点を加えた質の高い生活環境を、区民自らが築くことができるように、的確な

情報提供を行える仕組みづくりや普及・啓発、支援が必要です。また、生活環境に関連す

る営業施設の新たな営業形態により、健康被害が生じることがあります。このため、区民

が適切なサービスの選択をできるような情報提供を行う必要があります。 

医療に関する相談は、病気や診断・治療、医療機関に関することなど、区の関係課が連

現 状 

課 題 
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携して対応していますが、相談担当者の研修やマニュアルの整備により、相談対応能力の

向上を図っていくことが必要です。薬局、医薬品販売業においては、薬剤師や登録販売者

を適正に配置し、患者や購入者に対して医薬品等を適正に使用するよう情報を提供すると

ともに、相談に応じられる体制を整備することが不可欠であるため、薬局、医薬品販売業

に対する監視指導を一層強化していく必要があります。 

危険ドラッグは、身体に与える危険性や常習性について広く伝えていく必要があります。 

人と動物の調和のとれた共生できる社会を実現するため、動物の適正飼育について普及

啓発を継続して行う必要があります。また、課題の多くは地域社会に密着しているため、

解決には地域の実情に応じたきめ細かい取り組みと地域活動への支援が必要です。更に、

災害時における被災動物の保護及び救護などを適切に行うため、関係機関等と連携を図る

必要があります。 

 

施策の体系 ４  安全で快適な生活環境の確保 

       （１）快適な生活環境の確保 

       （２）医薬品等の安全の確保 

       （３）動物の適正飼育の推進 

 

 

（１）快適な生活環境の確保 

建築物事前協議制度を通じて、衛生問題の防止と健康で快適な居住環境確保の普及を図

ります。 

飲料水の安全、特に貯水槽水道設備の維持管理の普及、東京都が推進している貯水槽を

設けない給水方式の普及を図ります。 

レジオネラ症等の感染症予防のため、調査指導を充実し自主管理の普及促進を図ります。

また、室内空気環境について相談体制の充実を図ります。 

ねずみ・衛生害虫等対策では、発生を防止する環境づくりである環境的防除を中心に総

合的な防除を推進します。 

環境衛生関係営業施設等について、最新の知見を基に監視指導や自主管理体制の支援を

行い衛生水準の維持向上を図ります。また、区民に対する情報提供を行います。 

 

＜計画事業＞ 

① 建築物に関する事前協議の充実【継続】（生活衛生課） 

建築物の構造や設備、その管理に起因する衛生上の問題を未然に防止するため、建築物

の設計段階における事前協議を行います。これにより、衛生問題が生じにくい維持管理の

容易な構造や設備の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

建築確認申請を要する新築及び増改築

部分の延べ面積が 500 ㎡以上の建築

物（一戸建を除く）について、区と建

築物の所有者が設計段階から協議 

継続 継続 

 

施 策 
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② 居住環境の安全確保【継続】（生活衛生課） 

区民が健康かつ安全で快適な生活を送るため、生活の拠点である住宅の室内環境、貯水

槽や井戸等の給水設備、レジオネラ症予防に関して維持管理上注意が必要な施設について

衛生知識の普及及び指導を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

換気、ダニ、カビなど室内環境の

相談に、最新の知見による情報を

提供 

継続 継続 

給水施設の維持管理に必要な知

識、水道事業者との連携等による

貯水槽を設けない方式への転換に

関する普及啓発の実施 

継続 継続 

水質検査受付時などにおける井戸

水の衛生指導の実施 

継続 継続 

レジオネラ症予防に関して維持管

理上注意が必要な施設の管理状況

の把握及び改善指導 

継続 継続 

 

③ ねずみ・衛生害虫等防除対策の推進【継続】（生活衛生課） 

感染症予防等の公衆衛生の確保を目的に、蚊などの衛生害虫防除対策事業を推進します。

また、区民から寄せられるねずみや衛生害虫等に関する相談に応じ、ねずみや衛生害虫等

の生態及び環境対策に主眼を置いた防除方法についての知識の普及を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

蚊などの防除を目的とした雨水ま

すへの薬剤投入 

平成 26 年のデング熱の

国内発生を受け、公道の

雨水ますへの薬剤投入を

年4巡から年5巡に拡充 

継続 

・ねずみ等の生態に基づく環境対策

に主眼を置いた防除についての情

報提供と必要に応じた現地指導を

実施 

・ねずみ、衛生害虫の防除対策講習

会の開催 

継続 継続 

 

④ 営業施設監視指導体制の充実【継続】（生活衛生課） 

環境衛生関係施設（理・美容所、クリーニング所、公衆浴場等）に対し、各々の形態に

応じた衛生管理の基準に基づく監視指導、社会情勢に基づく重点的な監視指導を実施し、

施設の維持管理、衛生水準の向上を図ります。 
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事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

業態別の立ち入り検査において、

各々の施設の衛生水準に応じた

監視指導、検査結果の通知、不適

施設に対する改善指導を実施 

継続 継続 

 

⑤ 自主的な衛生管理体制への支援【継続】（生活衛生課） 

生活環境に関連した営業施設事業者が自主的に効果的な自主管理体制を構築することが

できるようにするため、関係団体や個々の事業者に対して情報及び技術支援を行います。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・立入検査時において、自主管理に

よる点検記録、改善措置等を確認

し、自主管理に対して助言、指導

を実施 

・関係団体等への講師派遣及び技術

支援の実施 

継続 継続 

 

（２）医薬品等の安全の確保 

薬事関係施設に対し、医薬品等の適正管理について立入検査を実施するとともに、安全

使用のための情報が患者等に十分提供されるよう、薬剤師や登録販売者等の適正配置や医

薬品のインターネット販売等について監視指導を強化します。また、講習会の開催により、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」（医薬品医療機器

等法）や「毒物及び劇物取締法」の趣旨の徹底を図ります。 

危険ドラッグに対しては、区の関係する課をはじめ、都や薬物乱用防止関係団体と連携

し、その危険性について普及啓発を行っていきます。 

区民からの医療に関する相談に応えるため、区の関係課連絡会、都や医療安全関係団体

の研修、他機関との連携・協力を通じて情報収集及び相談機能の強化を図ります。 

 

＜計画事業＞ 

① 医薬品等の監視指導の実施【数値】（生活衛生課） 

薬局や医薬品販売業に対し、医薬品等の適正管理について立入検査を実施するとともに、

安全使用のための情報が患者や使用者に十分提供されるよう、薬剤師等専門家の適正配置

や医薬品のインターネット販売について監視指導を強化します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

薬局や医薬品販売業に対し立入検

査を実施 

毎年度、薬局・医薬品販

売業の 30％以上の施設

を対象に立入検査を実施 

継続 
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② 薬事講習会・毒物劇物講習会の開催【継続】（生活衛生課） 

医薬品や毒物劇物による健康被害を未然に防止するため、薬局・医薬品販売業者や毒物

劇物販売業者に対して講習会を実施し、医薬品医療機器等法及び毒物劇物取締法の趣旨を

周知徹底します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

薬事講習会及び毒物劇物講習会を

開催 

継続 継続 

 

③ 薬物乱用防止の推進【継続】（健康福祉計画課・生活衛生課） 

危険ドラッグを含む薬物の危険性について、様々な機会を捉え広く区民に普及啓発を行

っていきます。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・区内中学生への、薬物乱用防止を

訴えるポスターと標語の募集 

・各イベントにおける啓発活動 

・区内小中学校における薬物乱用防

止教室の開催 

継続 継続 

 

④ 医療安全の普及・啓発【継続】（生活衛生課・健康推進課・保健予防課・碑文谷保健センター・国保年金課） 

区民からの医療に関する多様な相談にこたえるため、区の医療安全連絡会、都や医療安

全関係団体の研修、他機関との連携協力等を通じて情報収集及び相談機能の強化を図りま

す。また、区民が主体的に安全・安心な医療を受けられるよう、区報やホームページ等を

通じインフォームド・コンセントの考え方や医療安全施策について普及・啓発を行い、医

療機関との信頼関係構築を支援します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・医療安全連絡会を開催 

・区報やホームページに普及・啓発

記事を掲載 

継続 継続 

 

（３）動物の適正飼育の推進 

ペットの適正飼育の普及、マナー啓発プレート等の配布など啓発事業を行い、飼い主の

社会的責任やマナーの普及啓発を推進します。また、狂犬病などについて普及啓発を図る

ため、狂犬病予防週間における集合注射や注射未接種犬の飼い主に対し督促などを行い、

予防注射接種率の向上を図ります。 

  飼い主のいない猫対策の一環として、不妊･去勢手術費助成事業を実施するとともに、制

度について区民に周知します。 

  災害時の動物救護を円滑に行うため、飼い主の日頃からの備えについて普及啓発を図る

とともに、備蓄品などの整備を行います。また、関係機関、関係団体、地域等と連携・協

力し、災害時対策等に向けて、情報提供や相談機能を充実します。 
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＜計画事業＞ 

① 動物の適正飼育の普及啓発【重点】（生活衛生課） 

動物の飼育について、様々な媒体を活用し、飼い主等を対象に普及啓発を図ります。 

また、災害時に備えてペットの飼育に必要な備蓄品等を整備します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・犬の飼い方セミナー及び動物愛護週間

事業の開催 

・マナー啓発プレート及びチラシ等によ

る啓発 

継続 継続 

・災害時対応の普及啓発 

・災害時に備えたペット用備蓄品の整備 

継続 継続 

 

② 狂犬病予防注射の接種率向上【数値】（生活衛生課） 

狂犬病の予防について普及啓発を図り、狂犬病予防注射の接種率向上を図ります。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

・狂犬病予防週間における集合注射

の実施 

・未接種者等に督促状を送付 

 接種率 72.9％ 

（平成 25年度実績） 

現況より上げる 接種率 75％ 

 

③ 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費の助成【継続】（生活衛生課） 

飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を助成することにより、飼い主のいない猫の繁殖

を抑え、人と動物との調和のとれた共生できる社会を目指します。 

事業の現況 

（平成 26年度） 

計画年度（平成 27～31年度） 

前期（27～29年度） 後期（30～31年度） 

飼い主のいない猫の不妊・去勢手

術費助成事業の実施 

継続 継続 

 

 


