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１ 共生社会の実現に向けて 

 

 

       

平成６年６月、目黒区は、福祉都市宣言を行い、「人間性尊重の精神に立ち、共に手をたず

さえて、豊かな福祉都市を築いていくこと」を決意しています。 

一人ひとりが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくとともに、皆で子どもや若

者を育成・支援し、年齢や障害の有無などにかかわりなく、安全に安心して暮らすことがで

きる共生社会の実現は、今も変わらず、目黒区が目指すものです。 

共生社会を実現するためには、多様なあり方をお互いに理解し、認め合う地域社会である

ことが必要です。平成２８年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る法律」（障害者差別解消法）は、全ての人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うことのできる共生社会の実現に向け、行政機関等や民間事業

者に対し障害を理由とする不当な差別的取り扱いを禁止するとともに、障害者の社会的障壁

（生活を送る上で障壁となるような事物・制度・慣行・観念その他一切のもの）について合

理的な配慮を行うことを定めました。この障害者差別解消法の理念を、障害分野の枠を超え、

あらゆる人に伝え、広げていくために区では啓発活動に取り組んでいます。 

併せて、不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に関する基本姿勢を明らかにする

とともに、職員の服務規律の一環として「目黒区における障害を理由とする差別解消の推進

に関する対応要領」を策定しました。さらに、「障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、

地域における障害者差別に関する相談事例等について情報共有しながら、差別解消に向けて

協議を行うなど、地域住民とともに差別解消に向けた取り組みを進めています。 

 

 

共生社会の実現に向けた地域づくりを推進していくためには、家庭、職場、学校、地域な

ど、あらゆる場において福祉教育に力を入れ、心のバリアフリーを実現していくことが課題

となります。特に、幼いころから福祉教育を積極的に行うことが必要です。高齢者や障害者、

子どもたちが相互に交流する機会をつくる等、お互いの理解を深め、その輪を区全体に広げ

ていくことを目指して、より多くの人々が福祉に関わる体験ができるように工夫していくこ

とが求められます。 

共生社会の実現は、決してたやすくはありませんが、全ての人に生きている価値があり、

存在意義があるという意識を一人ひとりが持ち、地域住民がお互いに支え合って暮らしてい

くことができるような地域づくりに積極的に取り組んでいく必要があります。 

また、障害のある人、地域の商工業者、障害者就労支援機関、権利擁護機関、福祉・医療・

法律の各分野の専門家、教職員等で構成される「障害者差別解消支援地域協議会」において

は、相談事例への対応策を通して把握した課題などについて協議し、差別解消に向けた啓発

活動など実効性のある取り組みが行われるように促していく必要があります。 

年齢や障害等に応じた適切な配慮が行われることにより、社会的障壁（バリア）が取り除
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かれ、だれもが安心して社会に参加することができます。バリアを取り除くためには、施設

や設備などのハード面や、多様な手段による情報提供などの情報面の環境整備を基本としつ

つ、それに加えて、困っているときは、お互いに支え合おうとする配慮や気遣いが必要です。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催も見据えて、バリアフリーの取

り組みをさらに進めていく必要があります。 

 

施策の体系 １  共生社会の実現に向けて 

       （１）心のバリアフリー・情報バリアフリーの推進 

       （２）ユニバーサルデザイン、バリアフリー化の推進 

 

 

（１）心のバリアフリー・情報バリアフリーの推進 

  「目黒区における障害を理由とする差別解消の推進に関する対応要領」に基づき、職員

が日々の業務の中で配慮すべき事項等をまとめた「障害者差別解消法対応ハンドブック」

等を活用し、あらゆる差別の解消に向けて、適切に対応していきます。 

民間事業者による障害を理由とする差別については、まずは、当該事業者において対応

することとなりますが、区における事業所の指導検査権限を有する部署では、対応する事

業分野に応じて、事業者に対して十分な情報提供を行うとともに、区民や事業者からの照

会・相談に丁寧に対応していきます。 

また、子どものころから障害理解を含む福祉教育を充実させ、あらゆる場において、お

互いの理解を深める取り組みを進めます。高齢者、障害者、子どもと多様な交流を体験す

ることは、相互理解を推進し、お互いに支え合う地域づくりにつながります。旧第六中学

校跡地や第四中学校跡地などで、高齢者、障害者、子どものための福祉施設が合築や隣接

という形で整備が進んでいますが、地域住民とともに、高齢者や障害者が主体的に活躍で

きるような交流の場づくりなどを通して、心のバリアフリーを推進していきます。 

区の相談窓口や各種事業の実施等においては、障害者や高齢者など情報の入手が困難な

人が、その特性に応じて、できるだけ容易に情報を入手し発信できるよう、心のバリアフ

リーとともに、情報のバリアフリーにも取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

①障害者差別解消に向けた取り組み【新規・重点】（障害福祉課） 

平成２８年４月に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（障害者

差別解消法）の周知と、障害の理解を促進するための啓発パンフレットの配布やイベント等

の開催、区民講演会、職員研修を実施します。また、地域全体で主体的に障害者差別の解消

に向けた取り組みを進めるために、障害のある人、地域の商工業者、障害者就労支援機関、

権利擁護機関、福祉・医療・法律の各分野の専門家、教職員等で構成される障害者差別解消

支援地域協議会を開催し、相談事例への対応策を通して把握した課題などについて協議しま

す。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区民講演会 年１回開催 

・職員研修 年２回実施 

・障害者週間記念事業「めぐろふ

・継続 

・地域の団体等と連携し、

様々な機会を活用し

継続 
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れあいフェスティバル」 

年１回開催 

・障害者週間記念パネル展 

 年１回開催 

・障害者差別解消支援地域協議会

年 2 回実施 

た、障害者差別の解消

及び障害の理解に向け

た周知・啓発の実施 

 

②東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした障害者への理解促進【重

点】（オリンピック・パラリンピック推進課） 

2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、障害者ス

ポーツの普及と、障害のある人とない人との相互理解を深めることにより、心のバリアフリ

ーを推進していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

パラリンピック種目等の競技体験

を行い、障害者スポーツの普及啓

発及び障害のある人への理解促進

を図った 

障害者スポーツの普及啓

発及び障害のある人への

理解促進を図る 

東京2020大会が終了し

た平成 33 年度以降も大

会レガシーとして障害者

スポーツを通じた相互理

解の促進を継承 

 

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、障害のある児童・生徒との交流教育を推進します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・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、福祉目的の募金活動など

を全校で実施。 

・特別支援学級設置校では、通常の

学級との交流及び共同学習を実施 

継続 継続 

 

④地域における交流機会の促進【継続】（障害福祉課） 

 地域における各種行事や施設のまつり等を通じて、障害のある人とない人が相互に理解を

深めるための交流を促進します。併せて、障害者施設や関係団体相互の理解を深めるための

交流を促進します。  

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立の通所施設（6 か所）におい

て、それぞれまつり及びイベント

を開催し、近隣住民との交流の場

とした。また、施設が所在する地

域のまつりやイベントに出店し、

・継続 

・開設予定の複合施設等

での様々な交流の実施 

継続 
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自主生産品の販売を通して交流を

図った。 

 

⑤意思疎通支援の推進【継続】（障害福祉課） 

聴覚障害、失語症等の意思疎通に障害のある人が、社会生活の中でコミュニケーションを

円滑にするために障害特性に合わせた支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・手話通訳者、要約筆記者の派遣 

・心身障害者センターあいアイ館

において、「失語症パートナー」

の養成講座を実施 

継続 継続 

 

（２）ユニバーサルデザイン、バリアフリー化の推進 

東京都福祉のまちづくり条例及び目黒区福祉のまちづくり整備要綱に基づき、高齢者、

障害者をはじめ、すべての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるまちづく

りを推進するため、ユニバーサルデザインの考え方に立って、だれもが利用しやすい施設

等の整備を進めます。 

また、「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）」

に基づき改定した目黒区交通バリアフリー推進基本構想に沿って、重点的整備地区のバリ

アフリー化を進めます。 

 

＜計画事業＞ 

①区立施設の福祉環境整備【継続】（建築課・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 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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） 

改良工事により老朽化した施設の改修を計画的に行うとともに、高齢者・障害者の利用に

配慮した施設のバリアフリー化整備を進め、誰もが使いやすい公園を目指します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・公園等８か所 

・児童遊園１１か所 

・緑道 2 か所 

・公衆便所２か所 

・公園等 3か所 

・児童遊園 3 か所 

・公園等 2か所 

・児童遊園 2 か所 
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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条例」及び「目黒区福祉のまちづくり整備要綱」

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。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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【継続】（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、ホームドアの整備に対して、その経費の一部を補助して

いきます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・ホームドア整備駅：中目黒駅、祐

天寺駅、学芸大学駅、都立大学駅、

緑が丘駅、洗足駅の６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 30 年度 

自由が丘駅ホームドア

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バリアフリー化

を進めます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

駅周辺地区を中心にバリアフリー

化を推進 

継続 継続 
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２ 包括的支援体制の構築 

 

 

 

 これまで高齢者、障害者、子ども等の対象者ごとに公的な支援制度が整備され、質量とも

に公的支援の充実が図られてきました。 

しかし、昨今は、個人や世帯単位で複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするケ

ースが増えつつあります。例えば、高齢で障害のある人へのサービス提供に関する課題や、

介護と育児を同時に行わなければならない「ダブルケア」、80歳代の親と 50 歳代の子が困

窮し、世帯ごと社会から切り離され孤立してしまう「８０５０問題」、高齢の親が障害のある

子を介護する「老障介護」などがあります。 

また、地域生活を送る上で、福祉と保健医療、就労など複数分野にまたがって支援を必要

とするケースや、公的な支援制度の受給要件を満たさない「制度の狭間の問題」も生じてお

り、多様化・複雑化するニーズに的確に対応するためには、分野ごとに分かれた縦割りの支

援制度では対応することが困難となっています。 

このような社会状況の変化を背景に、「地域共生社会」の実現を福祉改革の基本コンセプト

とする考えのもと、平成２９年度に社会福祉法が改正され、地域生活課題解決のための包括

的な支援体制の整備が区市町村の努力義務となりました。 

「地域共生社会」とは、制度や分野ごとの縦割りや、「支え手」「受け手」という関係を超

えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や

分野を超えて「丸ごと」つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をとも

につくっていく社会を目指すものです。 

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、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※」の構築を引き続き目指すととも

に、今後は「地域共生社会」の実現に向けて、「地域包括ケア」の「必要な支援を包括的に提

供する」という考え方を、障害者、子ども等への支援、複合課題にも広げて、包括的相談支

援体制を構築していくことが必要としています。 

 区は、地域包括支援センターにおいて、高齢者だけでなく、すべての人を対象にした総合

相談支援事業を行うとともに、地域連携コーディネーターを配置し、個別支援によって様々

な地域資源やサービスをコーディネートする取り組みも行っていますが、継続的な支援は高

齢者が中心となっているのが現状です。また、要介護状態になっても安心して暮らし続けら

れる地域づくりを目指して、地域包括支援センターでは、個別ケースの課題分析を重ね、地

域共通の課題を検討する地域ケア会議を開催しています。 

 

 

       

 包括的相談支援体制の構築のためには、公的支援の「縦割り」から「丸ごと」への転換が

必要です。身近な生活圏域の中で、地域住民が直面している、あるいは地域住民が気付いて

いる課題に対して「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」「まず丸ごと」受け止める、地域住民す

べてを対象とした総合的な相談支援が今後ますます求められます。 

 区においては、包括的な相談支援体制の構築に向けて、区の組織体制を強化するとともに、

地域包括支援センターが、地域住民にとって最も身近な相談窓口として、地域の様々な生活

現 状 

課 題 
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課題の相談に応じ、関係機関と協働しながら解決していくことが求められています。 

地区に 1 か所ずつ設置されている地域包括支援センターが、区民に最も身近な総合相談窓

口としての役割を担っていくためには、地域包括支援センター支所等の設置について検討し

ていく必要があります。 

さらに、介護離職を防止する観点から、働きながら在宅療養を支える家族や、仕事と介護

の両立に不安や悩みを抱える就業者に対する相談支援を充実させていく必要があります。 

また、地域住民自らが地域の生活課題を把握し、解決していくことができるような環境を

充実させるため、地域包括支援センターが担う個別支援や地域ケア会議を一層充実させると

ともに、地域福祉推進の担い手である社会福祉協議会との連携をさらに強めていく必要があ

ります。 

また、介護保険と障害者福祉の両制度において、高齢者と障害者が同一の事業所でサービ

スを受けやすくするため、「共生型サービス」が創設されました。制度改正に対応し、介護支

援専門員と障害福祉サービスの相談支援専門員との連携を支援するなどの取り組みの推進が

求められています。 

 

施策の体系 ２  包括的支援体制の構築 

       （１）包括的相談支援体制の構築 

       （２）地域包括支援センターの機能強化 

        

 

 

（１）包括的相談支援体制の構築 

  区では、団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年（西暦 2025年）に向け、だれもが

住み慣れた地域でお互いが支え合い、自立し安心して暮らしていくことができる地域社会

の形成を目指し、医療、介護、予防、住まい、生活支援の５つの視点から包括的にサービ

スを提供する地域包括ケアの推進に取り組んできました。今後とも地域包括ケアの推進を

着実に進めながら、高齢者だけでなく、障害者、子ども、生活困窮者※など各分野を超えた

多様で複合的な課題に対応する、包括的な支援体制の構築に取り組んでいきます。 

包括的な支援体制は、公的な相談支援機関と地域の支え合い活動が連携・協働して面的

な広がりを持って構築していく必要があります。地域における支え合いの仕組みづくりを

進めながら、まず、公的機関における福祉の各分野を超えた包括的な相談支援体制の構築

に取り組みます。 

現在、相談支援機関は、対象別に設けており、高齢分野は、主に地域包括支援センター

がその役割を担っています。障害分野は、相談内容や障害種別に応じて各相談支援事業所、

児童発達支援センター、保健所等が担っていますが、各障害福祉相談機関の中核的存在と

して基幹相談支援センターが平成３２年度に開設されることにより、障害分野における総

合的な相談支援体制の構築を目指しています。また、妊娠・出産期から子育てまでは、出

産・子育て応援事業「ゆりかご・めぐろ」、子育て総合相談窓口及び子ども家庭支援センタ

ーがその役割を担っており、生活困窮の分野では、自立相談支援機関「めぐろ くらしの

相談窓口」が担っています。 

今後は、このような対象別に分かれている各相談支援機関の機能を維持しながら、分野

横断的に連携・協働する包括的な相談支援体制を構築していきます。 

施 策 
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包括的な相談支援の中核を担う組織の設置と各専門機関との有効な連携の仕組みを検討

し、区の組織体制の強化を図ります。地域包括支援センターは、高齢者を中心に、障害者、

子ども、生活困窮者※なども対象に、また、世帯が抱える複合課題を、まず丸ごと受け止め

る「住民に身近な保健福祉の相談窓口」と位置付けて各分野の専門機関、区の関係部署と

密接に連携・協働して、適切な支援につなげる役割を担います。 

さらに、より身近な総合相談窓口とするために、支所の設置を検討し、民生委員・児童

委員、地域活動の担い手などと協働する支え合いの拠点を目指していきます。 

障害、子育て、生活困窮などの専門の相談機関においても、自らの専門領域に偏ること

なく、世帯全体の課題として分野横断的に相談を受け止め、他の適切な機関につなげるな

どの対応に努めます。 

そのために、地域包括支援センターをはじめ各専門機関及び区の関係部署において、職

員の更なる能力向上に取り組み、制度横断的な知識、アセスメント力、関係者の連携・調

整等のソーシャルワーク機能の向上を図っていきます。また、専門的な知識や技術の習得

のみならず、人権の尊重を基本に、高い倫理観をもって職務を遂行していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①区の組織体制強化【新規・重点】（健康福祉部各課・健康推進部各課・子育て支援部各課） 

地域包括支援センターや各専門部署で受けた、障害、子育て、生活困窮など様々な相談を、

自らの専門領域にとどまることなく世帯全体の課題として受け止め、専門部署や専門機関が

連携して支援を行うことができるよう体制強化を図るため、各相談支援機関の調整や連携の

中核を担う組織の検討を進めます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 ・包括的支援体制整備に

向けた組織再編の検

討・実施 

・各相談支援機関の連携

強化 

再編後の組織による包括

的相談支援の充実 

 

②ソーシャルワーク機能の向上【新規・重点】（健康福祉部各課・健康推進部各課・子育て支

援部各課） 

 包括的な相談支援体制を構築するためには、従事する職員の能力の向上が重要です。地域

包括支援センターをはじめ障害や子育て、生活困窮などの相談支援機関及び区の関係機関の

職員が、自らの専門分野だけでなく制度横断的な知識や、アセスメント力及び調整力等の能

力を身に付けソーシャルワーク機能を向上できるよう職員研修を体系的に実施していきます。 

また、専門的な知識・技術の習得だけでなく高い倫理観を保持できるよう職員を育成します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

各専門機関における職員研修 ・各専門相談機関相互に

よる合同研修 

・各専門機関連絡会等 

継続 
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③地域包括支援センターにおける総合相談支援の充実【新規・重点】（地域ケア推進課） 

 地域包括支援センターでは高齢者を中心に、障害者、子ども、生活困窮者※、また、世帯が

抱える複合課題を「住民に身近な保健福祉の総合相談窓口」として丸ごと受け止め、各分野

の専門機関、区の関係部署と緊密に連携し適切な支援につなげるよう、入り口としての総合

相談支援の充実に取り組みます。 

 また、地域資源のネットワークを活用し、社会から孤立しがちな世帯へのアウトリーチ※

による支援を積極的に行い、利用者の利便性の向上のための取り組みを進めます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・総合相談支援事業 

・出張相談 

・認知度向上の取り組み 

訪問相談等アウトリーチ
※の取り組み強化 

継続 

 

▼包括的な支援体制のイメージ（１７ページ参照） 

 

（２）地域包括支援センターの機能強化 

  現在、地域包括支援センターは地区ごとに 1 か所、区内 5 か所に設置していますが、他

区と比較し１か所当たりの対象人口が多い状況です。高齢者人口の増加や、個人や世帯で

複数分野の課題を抱え、複合的な支援を必要とするケースの増加に伴い、地域包括支援セ

ンターが区民の相談を受け止め、関係機関と連携しながら適切に対応する機能を果たすこ

とが求められます。区民が相談に行きやすく、より身近な地域で、きめ細かな支援が可能

となるよう地域包括支援センター支所等の設置について検討を進めます。 

 働きながら在宅療養を支える家族や、仕事と介護の両立に不安や悩みを抱える就業者に

対する相談支援の充実・強化に向けて、夜間等の開設時間の延長を実施します。 

   

＜計画事業＞ 

①地域包括支援センター支所等の設置の検討【新規・重点】（地域ケア推進課）  

 高齢者や障害者、生活困窮者※など支援を必要とする人が、住み慣れた身近な地域で保健福

祉に関わる様々な相談ができ、必要に応じた適切な支援が迅速に行われるよう各地域包括支

援センターにおける支所の設置について検討を進めます。また、区施設等での出張型の相談

の拡充などにより身近な相談窓口の充実に取り組みます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

地域包括支援センターの運営（5

か所） 

・地域包括支援センター

支所等設置についての

検討、順次開設 

・区施設等を活用した出

張相談の拡充 

設置場所確保の状況によ 

り順次開設 

 

②地域包括支援センター開設時間延長【新規・重点】（地域ケア推進課） 

 働きながら在宅療養を支える家族や、仕事と介護の両立に不安や悩みを抱える就業者に対

する相談支援の充実・強化に向け、地域包括支援センターの開設時間の延長を予定していま

す。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・地域包括支援センターの運営（月

曜～土曜：午前 8 時 30分から

午後 5 時） 

・開設時間の延長の試行 

・開設時間延長実施予定

（月曜～金曜：午後７

時まで延長） 

・開設時間延長について

検証 

・休日の開設について検     

 討 

・検証・検討を踏まえた

改善等 

 

③地域ケア会議の充実【重点】（地域ケア推進課） 

 支援が困難なケースへの支援策の検討や、要介護になっても地域で暮らし続けられる地域

づくりのための地域課題抽出を目的とした地域ケア会議を開催しています。 

今後は、個別ケア会議で抽出された課題を地域の各関係者が「我が事」として共有すると

ともに、医療や介護専門職によるケアマネジメント支援の場としても展開していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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） 

・個別支援及び地域課題

抽出を目的とした個別

レベル、地区レベル地

域ケア会議の充実 

・ケアマネジメント支援

を目的とした専門職に

よる地域ケア会議の開

催 

継続 

 

  



 

 

【包括的な支援体制のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼公的相談支援体制 相談・支援 ▼地域の支え合い 

連携・協働 

 

様々な課題を 

抱える区民 高齢者支援 

障害者（児） 

支援 

生活困窮者 

支援 

妊娠・出産・ 

子育て支援 

保健・医療の 

支援 

区の中核組織 

（相談支援の

総合調整） 

地
域
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支
援
セ
ン
タ
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（
身
近
な
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社会福祉 
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民生委員 

児童委員 

企業 

商店 

老人 
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近隣 
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各
地
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▼公的相談支援体制 高齢者、障害者、子ども、生活困窮者など福祉の各分野を超えた様々な課題に対応する 

ために、対象別に分かれている各相談支援機関の機能を維持しながら、分野横断的に連携・協働する 

包括的な相談支援体制を構築していきます。 

▼地域の支え合い  福祉の地域づくりへの支援・調整の取組みを進め、公的相談支援体制との連携を図ります。 

 

 

1
7
 

町会・ 

自治会 
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３ 地域における支え合いの推進 

 

 

かつて私たちの身近には、生活上の不安や悩みを相談できる相手や、世帯の状況の変化を

周りが気付き、支え合うといった人間関係がありました。しかし、一定規模の人口の流出入、

マンション居住者や単身世帯の増加、ＩＴ技術の発展などによる生活領域の拡大、住民の価

値観の多様化などによって地域でのつながりは弱まり、これまで家庭や地域が対応してきた

身近な生活課題（ごみ出し、買い物や通院のための移動など）への支援の必要性が高まって

います。 

 高齢者、障害者、子どもなど全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともにつくり、高め

合うことができる地域共生社会を実現するために、支え手側と受け手側に分かれるのではな

く、地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュ

ニティを育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことので

きる仕組みづくりが求められています。 

区では、幅広い世代が見守りネットワーク（見守りめぐねっと）や認知症サポーター等の

様々な福祉活動を行っています。また、民生委員・児童委員は、区民と行政や関係機関との

パイプ役として支援や保護につなげるなどの活動を行っています。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。 

その他、高齢者が福祉活動の担い手として活動すると同時にその人の生きがいづくりや健

康増進、介護予防に役立てていただくことを目的として、ボランティアやサポーター等を育

成する様々な取り組みも行っています。 

 

        

他人が抱える生活上の課題は、いつか私にも起こるかもしれない「我が事」であると言え

ます。単身世帯が増えるなど、世帯の規模が小さくなっていく中で、個人や家族だけで解決

していくことが難しい様々な生活上の課題を、地域の課題としてとらえ、一人ひとりが関心

を持ち、意識することが大切です。人と人とのつながりをもとにした、助け合う・支え合う

地域社会をつくっていくことが求められています。 

平成２８年度に、要介護の認定を受けていない６５歳以上の区民を対象に実施した「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、家族や友人、近隣の人との交流について尋ねた中で、

８割以上の方が地域のつながりが必要と回答しています。 

地域社会における支え合いの取り組みを進めていく上で、活動の担い手を確保することが

極めて重要な課題です。 

既に地域に根差して活動している貴重な人材を生かしていく取り組みも必要ですが、新た

な担い手を確保していくことも必要です。特に高齢の世代と若い世代は、地域づくりの担い

手として更なる活躍が期待されます。活動したい意欲はあっても、どのように踏み出したら

よいか迷っている人も多いと考えられるため、活動したい意欲を受け止めて活動の場を紹介

したり、活動のインセンティブを高めていく取り組みを行うなど、講習会の実施やサポータ

ーの養成だけで終わってしまわないよう、一人ひとりが安心して地域で活動できる仕組みを

つくる必要があります。また、担い手を効果的に確保していくため、担い手の確保を活動の

場の開発と一体的に進めることも必要です。 

現 状 

課 題 
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支え合い活動の中には、内容が似ているものもあります。それぞれの活動主体がお互いに

情報を共有し、活動を発展させていくとともに、支援を必要としている人が活動内容を理解

し、自らの意志で選択することができるように、きめ細かく情報を提供していくことが求め

られます。 

 

施策の体系 ３  地域における支え合いの推進 

       （１）地域における支え合いの仕組みづくり 

（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仕組みづくり 

 個人やその世帯が抱える生活上の課題は、福祉や介護、保健医療に限らず、住まい、就

労、教育など様々な分野の課題が関連しており、これらを包括的に支援していくためには、

行政と多様な専門機関との連携や地域住民等との協働による取り組みが必要です。本区の

あらゆる施策・事務事業の基底ともいえるコミュニティ施策の基本的な考え方においても、

地域の人と人とのつながりを基にした助け合い・支え合いによる住み良い地域社会づくり

を掲げています。 

そこで、様々な生活課題を抱える一人ひとりの支援ニーズに応じて、介護サービス事業

者や医療機関などが提供する公的支援制度によるサービスと、民生委員・児童委員やボラ

ンティア、NPO 団体などの地域の支え合い活動とをコーディネートし、重層的に支援でき

るよう取り組みを進めます。 

こうした支援のコーディネートは、主に地域包括支援センターが担っており、地域包括

支援センターに配置されている地域連携コーディネーターを中心に、地域ケア会議などを

活用して、その充実を図っていきます。 

介護保険制度における高齢者の生活支援体制整備事業では、平成２９年５月、南部地区

で区内最初の「協議体」である「南部支え合いまち会議」が発足しました。今後も、高齢

者の支援ニーズや地域資源を把握し、地域に不足する生活支援サービスの創出や、担い手

の養成につなげるため、地域の住民や多様な支え合い活動団体の情報共有・連携強化の場

である「協議体」の設置と、支え合い活動を推進するための調整機能を担う「生活支援コ

ーディネーター」の配置を各地区において進めていきます。 

  生活支援体制整備事業の運営を担う社会福祉協議会には、同事業への取り組みを進める

とともに、地域づくりの専門性を生か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、

地域の支援ニーズに一層応えていくことが期待されます。 

また、高齢者をはじめ、若年や中高年の人など、幅広い層から支え合い活動の担い手を

発掘・育成していきます。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

していくとともに、ふだんは支援される側と思われがちな高齢者や障害のある人なども、

支援する側となっていきいきと活動できるよう支え合い活動への参加を促していきます。 

  

＜計画事業＞ 

①地域の支え合い活動を推進する仕組みづくり【重点】（介護保険課） 

 地域の支え合い活動を推進するために、地域住民を含め多様な支え合い活動団体間の情報

施 策 
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共有・連携強化の場である「協議体」の発足に向けて取り組みます。また、協議体における

ネットワークの構築や新たな支え合い活動創出のためのコーディネート機能を担う「生活支

援コーディネーター」を配置します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区全域を活動対象とした第１層

生活支援コーディネーターを配

置 

・南部地区と東部地区を活動対象

とした第２層生活支援コーディ

ネーターを配置 

・南部地区における協議体「南部

支え合いまち会議」が発足 

・全地区内にそれぞれの

地区を活動対象とした

第２層生活支援コーデ

ィネーターを配置 

・全地区内で協議体の発  

足 

・区全域を対象とした第

１層協議体の発足 

継続 

 

②地域ケア会議の充実【重点】（地域ケア推進課）                再掲 

 支援が困難なケースへの支援策の検討や、要介護になっても地域で暮らし続けられる地域

づくりのための地域課題抽出を目的とした地域ケア会議を開催しています。 

今後は、個別ケア会議で抽出された課題を地域の各関係者が「我が事」として共有すると

ともに、医療や介護専門職によるケアマネジメント支援の場としても展開していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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） 

・個別支援及び地域課題

抽出を目的とした個別

レベル、地区レベル地

域ケア会議の充実 

・ケアマネジメント支援

を目的とした専門職に

よる地域ケア会議の開

催 

継続 

 

③地域デビューの支援【継続】（高齢福祉課） 

団塊世代を中心とした中高年の人の地域活動のきっかけとなる機会の提供とともに、地域

の中で役割を持っていきいきと生活できるよう活動を支援します。 

また、高齢者の豊かな知識・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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・地域デビュー講座 １回実施 

・地域福祉講演会 １回実施 

活動体験型事業の検討・

実施 

継続 
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④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） 

地域の多様な支援ニーズに応えて地域活動やボランティア、ＮＰＯ等による活動を充実さ

せるため、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」の運営を支援しま

す。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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、学校

等での福祉体験学習を実施 

継続 継続 

 

（２）地域における支え合い活動の充実 

 住み慣れたまちで、だれもが安全・安心に暮らし続けることができるように、高齢者だけ

でなく、障害者、子どもなどに対象を広げた見守り活動の取り組みをさらに進めていきます。 

また、身近な地域における社会福祉活動の推進者として重要な役割を担っている民生委

員・児童委員が、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うことができるよう行政

や地域の関係機関との連携を図っていきます。 

さらに、ボランティアや NPO 団体等が、地域で安心して福祉活動を展開し、活動を充実

させることができるよう必要な支援を行うとともに、社会福祉法人の地域貢献活動を促して

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・数値】（地域ケア推進課） 

 見守りネットワーク（見守りめぐねっと）における関係機関との連携強化を図るとともに、

ボランティアによる高齢者見守り訪問事業、見守りサポーター養成の３つの見守り事業を実

施し、地域における高齢者等の見守りを推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・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 

・見守りサポーター養成 

見守りサポーター養成講

座の受講者を各年度１２

０人 

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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 
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・民生委員・児童委員による相談・

助言・調査活動への支援 

・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） 

担い手の確保や、活動の場を広げるため、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の取り組みを普及・推進して

いきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（30～31年度） 

・地域福祉活動の普及 

・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 

継続 継続 

 

④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、区内共通商品券と交換できるポイントを取得する事業で、自身の生きがい

づくり、健康増進及び介護予防を図るとともに、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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・活動場所の拡充（高齢者センタ

ー） 

・活動内容の拡充（見守り、カフ

ェ等） 

・いきいきサポーター養成 

継続 継続 
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４ 多様な社会参加・交流の促進  

 

 

 平成２８年度に、要介護の認定を受けていない６５歳以上の区民を対象に実施した「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、趣味関係のグループに参加している人は約３２％、

スポーツ関係のグループやクラブに参加している人は約２６％、収入のある仕事をしている

と回答した人は、約２２％でした。また、地域住民の有志による健康づくりや趣味等のグル

ープ活動に参加者として「ぜひ参加したい」、または、「参加してもよい」と回答した人は約

５６％となり、高齢者の社会参加及びその意向がうかがえます。 

高齢者が地域の活動に積極的に参加し、地域の人々と様々な交流を行うことは、孤立の防

止や介護予防にもつながります。 

 区では、高齢者が気軽に訪れることができる交流の場を増やし、孤立しがちな人に参加を

促しています。趣味や教養、健康づくりの活動などを通して、仲間をつくり、生きがいを持

つことができるよう老人いこいの家を活用した講習会、老人クラブへの支援、「めぐろシニア

いきいきポイント事業」、「地域デビューの支援」や「地域交流サロン・会食サービス」など、

多様な社会参加の場や情報の提供に取り組んでいます。 

介護保険制度での取り組みとしては、「シニア健康応援隊」などにより、介護予防活動を通

じた社会参加を推進しています。 

障害のある人の社会参加の取り組みとしては、区立の障害者通所施設のお祭りやイベント

等を通して施設利用者と地域住民とが交流したり、障害者施設の自主生産品を地域のお祭り

などで販売したりするなどの地域交流を行っています。区内の福祉施設や民間作業所などで

は、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。また、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、障害のある人の地域生活を支援して

います。 

 

 

社会参加の意向がある区民が多数いる一方で、実際に活動している人はまだ少数にとどま

っています。意欲のある人が既存の地域活動に参加しやすくなる工夫や、参加しやすい活動

を創出する仕組みが必要となります。地域で活動する人のネットワークをつくり、情報の把

握と共有を行って、地域に発信していくことが必要です。 

特に、高齢者は、豊かな経験と知識を生かして、地域活動の新たな担い手となることが期

待されていますが、高齢者が健康で自立した生活を続けるためにも、生きがいづくりととも

に、多様な社会参加を促進していくことが必要です。社会参加への意欲を持ちながらも、参

加のきっかけをつかむことができずに、閉じこもりがちになって、健康状態を悪化させるこ

とのないよう、実際の活動につなげていく必要があります。そのためには、仕事を退いた後

からだけではなく、高齢期を迎える前から地域を知り、地域活動を始めるきっかけを積極的

につくっていくことが必要です。 

 障害のある人は、支援される側と思われがちですが、支援する側として活動している人も

います。障害特性に応じた社会参加や支援の担い手として活動することにより、さらに、い

きいきと自分らしい生活が実現できることから、社会参加をより一層推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 ４  多様な社会参加・交流の促進 

       （１）社会参加・生きがいづくりの推進 

       （２）ふれあい・交流の場の拡充 

 

 

 

（１）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、生きがいづくりとともに、介護予防や閉じこもり防

止にもなることから、高齢者の社会参加を促進する仕組みづくりに積極的に取り組みます。 

  活動体験型の「地域デビュー支援事業」を検討するなど、活動を始める様々なきっかけ

を用意するとともに、価値観の多様化に対応して、多様な活動の場と幅広い情報を提供し

て、社会参加を促進していきます。さらに、高齢者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、社会貢献活動や自らの健康づくりにもつながる活動を行うことがで

きる「めぐろシニアいきいきポイント事業」の活動場所を拡充し、地域における支え合い

の推進とあわせて社会参加を拡充していきます。 

介護保険制度の取り組みとしては、介護予防事業において、「シニア健康応援隊」をはじ

めとした介護予防活動や地域の支え合い活動の取り組みを通じて、高齢者の社会参加を図

っていきます。 

また、障害のある人の社会参加や担い手としての活動を促進するとともに、東京２０２

０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を契機として、身近な地域でスポーツに

親しめるよう、機会の一層の拡大を図ります。そのために、施設利用や講座の参加に当た

って障害特性に応じて一層の配慮をするとともに、意思疎通の支援や移動支援等のサービ

スを充実していきます。 

 

＜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）        再掲 

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、区内共通商品券と交換できるポイントを取得する事業で、自身の生きがい

づくり、健康増進及び介護予防を図るとともに、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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・活動場所の拡充（高齢者センタ

ー） 

・活動内容の拡充（見守り、カフ

ェ等） 

・いきいきサポーター養成 

継続 継続 

 

②シニア健康応援隊の育成と活動支援【重点】（介護保険課） 

「めぐろ手ぬぐい体操」を中心に介護予防活動を実施しているシニア健康応援隊（介護予

防リーダー）のメンバーの育成と活動の支援を行い、介護予防による地域づくりを推進して

いきます。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・住民主体の介護予防活動を推進

するため、シニア健康応援隊メ

ンバー養成講座を実施 

・本講座を修了したシニア健康応

援隊が 5 か所で活動 

・継続 

・毎年１～２か所ずつ活

動場所を拡大 

継続 

 

③地域の支え合い活動を推進する仕組みづくり【重点】（介護保険課）      再掲 

 地域の支え合い活動を推進するために、地域住民を含め多様な支え合い活動団体間の情報

共有・連携強化の場である「協議体」の発足に向けて取り組みます。また、協議体における

ネットワークの構築や新たな支え合い活動創出のためのコーディネート機能を担う「生活支

援コーディネーター」を配置します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区全域を活動対象とした第１層

生活支援コーディネーターを配

置 

・南部地区と東部地区を活動対象

とした第２層生活支援コーディ

ネーターを配置 

・南部地区における協議体「南部 

支え合いまち会議」が発足 

・全地区内にそれぞれの

地区を活動対象とした

第２層生活支援コーデ

ィネーターを配置 

・全地区内で協議体の発  

足 

・区全域を対象とした第

１層協議体の発足 

継続 

 

④地域デビューの支援【継続】（高齢福祉課）                  再掲 

団塊世代を中心とした中高年の人の地域活動のきっかけとなる機会の提供とともに、地域

の中で役割を持っていきいきと生活できるよう活動を支援します。 

また、高齢者の豊かな知識・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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・地域デビュー講座 １回実施 

・地域福祉講演会 １回実施 

活動体験型事業の検討・

実施 

継続 

 

⑤各種講座の開催【継続】（生涯学習課） 

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

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 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

中高年の人を対象とした社会教

育講座を実施 

継続 継続 
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⑥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、教養の向上などによる生きがいづくり、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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・40 クラブへの支援 

・老人クラブ連合会への支援 

（平成29年4 月1 日現在のクラ

ブ会員数 4,153 人） 

・継続 

・クラブ員年 200 人程  

度増員 

・継続 

・クラブ員年 200 人程  

度増員 

 

⑦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、原則として 60 歳以上の高齢者を対象に「臨時的かつ短期的また

はその他の軽易な就業」を提供するとともに、地域貢献活動など生きがいづくりや地域社会

への参加を促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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・臨時的かつ短期的な就業や軽易な

業務に係る就業機会の開拓、提供

の実施 

・シルバー人材センター労働者派遣

事業における就業場所の開拓 

・地域貢献活動の実施 

継続 継続 

 

⑧就労相談の実施【継続】（産業経済・消費生活課） 

「ワークサポートめぐろ」を設置し、「キャリア相談コーナー」と「ハローワーク相談室」

において若年者から高齢者まで広く就労相談に応じます。 

事業の現況 

（平成 26 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・ハローワーク相談室 

ハローワーク渋谷の専門相談員

を配置。職業紹介や職業相談を

行い、条件に合う事業所が見つ

かった方に紹介状を作成 

・キャリア相談コーナー 

NPO 法人に業務委託し、仕事

探しの相談に個別に応じる 

継続 継続 

 

⑨意思疎通支援の推進【継続】（障害福祉課）                  再掲 

聴覚障害、失語症等の意思疎通に障害のある人が、社会生活の中でコミュニケーションを

円滑にするために障害特性に合わせた支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 
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・手話通訳者、要約筆記者の派遣 

・心身障害者センターあいアイ館

において、「失語症パートナー」

の養成講座を実施 

継続 継続 

 

⑩移動に係る支援の推進【継続】（障害福祉課） 

障害のある人の自立と社会参加のために移動支援・同行援護事業のサービス提供を推進し

ます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

自立と社会参加等における外出

のために必要な支援を実施 

継続 継続 

 

⑪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） 

障害のある人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 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立体育施設において障害のあ

る人に配慮したスポーツ事業を

実施 

継続 継続 

 

⑫障害者スポーツ指導員（初級）の養成【継続】（スポーツ振興課） 

障害のある人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 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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 

 

（２）ふれあい・交流の場の拡充 

豊かな地域づくりのため、高齢者、障害者、子ども、また地域に暮らす様々な人々がふ

れあい・交流する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や介護予防の場としての機能を充実していきます。

老人いこいの家を活動拠点とする老人クラブに対しても、各老人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。 

障害のある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、

障害者週間記念行事や障害者通所施設のお祭り等のイベントの開催や、地域のイベント等

に障害者施設で作った自主生産品を販売するなど障害のある人が積極的に参加する取り組

みを通じて様々な人々の交流を進めていきます。また、東京２０２０オリンピック・パラ

リンピック競技大会を契機として開催されるスポーツ等のイベントの開催においても、

様々な交流が活発に行われるよう取り組んでいきます。 
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＜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

充実させていきます。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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内24 か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、介護予防教室等

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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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推進【継続】（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食事の提供、相談、イベント等を開催する

「地域交流サロン」事業を推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内 3 か所で実施 ・継続 

・新規２か所開設 

・事業内容の充実 

・地域の自主事業化を図

る 

継続 

 

④地域における交流機会の促進【継続】（障害福祉課）               再掲 

 地域における各種行事や施設のまつり等を通じて、障害のある人とない人が相互に理解を

深めるための交流を促進します。併せて、障害者施設や関係団体相互の理解を深めるための

交流を促進します。  

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区立の通所施設（6 か所）におい

て、それぞれまつり及びイベント

を開催し、近隣住民との交流の場

とした。また、施設が所在する地

域のまつりやイベントに出店し、

・継続 

・開設予定の複合施設等

での様々な交流の実施 

継続 
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自主生産品の販売を通して交流を

図った。 

 

⑤東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした障害者への理解促進【重

点】（オリンピック・パラリンピック推進課）                 再掲 

2020 年に東京で開催されるオリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、障害者ス

ポーツの普及と、障害のある人とない人との相互理解を深めることにより、心のバリアフリ

ーを推進していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

パラリンピック種目等の競技体験

を行い、障害者スポーツの普及啓

発及び障害のある人への理解促進

を図った 

障害者スポーツの普及啓

発及び障害のある人への

理解促進を図る 

東京2020大会が終了し

た平成 33 年度以降も大

会レガシーとして障害者

スポーツを通じた相互理

解の促進を継承 
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５ 介護・福祉人材の確保・定着・育成とサービスの質の向上 

 

 

 

 高齢化の進展や核家族化により、介護・福祉サービスに対する需要の増大・多様化が見込

まれるとともに、利用者本位の質の高いサービスの提供が求められています。サービス提供

の根幹となる介護・福祉人材の確保・定着・育成は、喫緊の課題となっています。 

 平成２８年度に実施した介護サービス提供事業所調査でも、人材面の課題として「人材の

確保」が約７４％と最も高く、次いで、「OJT（人材育成・教育）の充実」が 42％となって

います。 

 国は、介護・福祉人材の賃金が他の産業と比較して低いこと等を踏まえ、この賃金差がな

くなるよう介護・福祉の現場で働く職員の処遇改善を行ってきました。 

区においても介護・福祉人材の確保・定着・育成のため、「介護職員宿舎借り上げの支援」、

「ハローワークや東京都等と連携した採用相談会の実施」、「特別養護老人ホーム介護職員研

修に伴う支援」、「目黒区介護ロボット等導入支援」などを行っていますが、人員確保が難し

くなっているのが現状です。現在の介護職員は中高年齢層の割合が高いため、将来さらに人

材不足となることが懸念されます。 

区では、良質な介護サービスを提供するために、介護支援専門員、訪問介護事業所に対し、

業務に必要な知識や技術を習得する研修を開催するとともに、介護事業者連絡会が行う研

修・講演会への支援や情報提供を行っています。また、福祉施設等従事者用住宅の供給や障

害福祉サービス従事者の確保・育成のため、研修費用の補助を行っています。 

また、介護・福祉サービスの適切な提供と質の向上のために、区は法令・基準等に基づき、

介護サービス事業者に対して指導検査を行っています。区が所轄する社会福祉法人が運営す

る介護老人福祉施設及び障害福祉サービス事業所についても、平成２９年４月から区が指導

検査を実施しています。 

苦情対応体制については、区立施設やサービスの事業所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るとともに、苦情をサービスの質の向上につなげる取

り組みを行っています。介護保険サービスに関しては、区の関係部署や地域包括支援センタ

ー等が連携して対応し、国民健康保険団体連合会へ報告しているほか、苦情対応連絡会を開

催し、定期的に情報共有するとともに、適切な対応方法について研究しています。 

また、保健福祉サービスに関する苦情・不満に対して、公平・中立な立場で、適切・迅速

に対応する「保健福祉サービス苦情調整委員制度」を設けています。保健、福祉、法律等の

分野の専門家である苦情調整委員が、サービス利用者の権利と利益を保護しながらサービス

提供事業者へ苦情や不満を伝えるとともに、区やサービス提供事業者等への調査・勧告等を

通じて、サービスの質の向上を図っています。 

 

 

 

介護･福祉人材の確保を進めるには、若年層を含んだ幅広い年代が介護や福祉の仕事に興

味・関心を持ち、就労先として選択することが求められます。そのため、引き続き介護・福

祉人材の確保に向けた事業の充実を図るとともに、子どもや青少年が介護や福祉の施設等に

出向き、高齢者や障害者と交流するような体験型学習や職場体験等を行うことも必要です。

また、介護・福祉サービス事業者自らが積極的に施設や事業所を地域へ開放し、事業の内容

を伝えたり、地域住民などと交流したりすることにより、仕事の魅力ややりがいを伝え、介

護・福祉に関わる仕事を身近に感じる機会を提供する取り組みを進めていくことが求められ

現 状 

課 題 
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ます。特に、今後整備される特別養護老人ホーム等の施設が人材不足に陥ることのないよう、

施設整備と合わせて、人材確保についてもバランスよく取り組んでいくことが必要です。 

介護サービス事業者に対する研修は、人材の定着・育成とともに、良質な介護サービスを

提供するという観点に立ち、引き続き、介護支援専門員及び訪問介護員を中心に内容を充実

させていく必要があります。 

特に、特別養護老人ホームの介護職員は、人員配置に余裕がなく、研修に行きたくてもな

かなか行くことができない現状を踏まえ、今後、職員が積極的に研修に参加できるよう支援

制度の仕組みを見直していく必要があります。さらに、事業者間で連携し、研修や課題に取

り組む体制についても検討していく必要があります。 

障害分野においては、今後の基幹相談支援センターの整備に伴い、更なる人材育成の体制

を構築し、研修の充実を図る必要があります。 

高齢の障害者への適切なサービス提供のための取り組みとしては、介護サービス事業者に

対する障害特性についての情報提供、障害サービス事業者に対する介護保険制度に関する情

報提供等を行ってきました。平成２９年度の介護保険法等の改正により、高齢者と障害のあ

る人が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉両方の制度に、新

たに「共生型サービス」が位置付けられたことを受けて、介護サービスと障害福祉サービス

の事業者がより一層連携できるよう取り組むとともに、共生型サービス事業の実施に向けた

支援を促進していく必要があります。 

サービスの質の確保・向上を図る上で、事業者への指導監査業務の更なる資質向上が課題

となっています。指導監査業務の趣旨・目的を踏まえつつ、機能性の高い指導監査体制とな

るよう、手法の重点化・効率化を図り、関連部署との連携、研修等の仕組みの整備や検討を

行っていく必要があります。また、事業者自らが客観的な視点で自らのサービスを見直し、

サービスの質を向上させるため、第三者評価の受審を促していくことが必要です。 

 

 

施策の体系 
５  介護・福祉人材の確保・定着・育成とサービスの質の

向上 

       （１）介護・福祉サービス従事者の確保・定着・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 

 

 

 

（１）介護・福祉サービス従事者の確保・定着・育成 

特別養護老人ホーム等介護施設の従事職員の確保については、宿舎借り上げなどの支援

を引き続き行うとともに、介護従事者の採用相談会を事業所の種別を拡大して実施してい

きます。良質な介護サービス提供のため、介護支援専門員及び訪問介護事業所を対象に、

現場のニーズに即した内容の研修を実施します。また、引き続き介護事業者連絡会を通じ、

研修や講演会の開催を支援し、介護サービス事業者同士の意見・情報交換を促すことで、

介護職員を育成し、サービスの向上につなげていきます。 

介護・福祉人材を育成するため、新たに介護技術の向上や医療的ケア※の研修を行う介

護・福祉人材育成事業を実施するとともに、介護・福祉の現場に従事する職員の悩みなど

施 策 
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を解消するための相談事業を行います。また、障害分野では、平成３２年度の障害者基幹

相談支援センターの整備に向けて、専門性の高い福祉人材の育成体制を構築していきます。 

介護ロボットについては、国等における介護ロボットに関する実証事業の成果等を踏ま

え、介護ロボット導入による介護従事者の業務負担軽減等の研究をさらに進めていきます。 

また、介護サービス事業者と障害サービス事業者相互の知識・情報の共有と連携を促進

する取り組みを進めていきます。 

 

＜計画事業＞ 

①運営事業者への介護職員宿舎借り上げ補助事業【重点】（高齢福祉課） 

介護職員の人材確保が難しい民間特別養護老人ホームに対して、介護職員宿舎借り上げ補

助を実施します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・運営事業者への介護職員宿舎借

り上げ補助事業の実施 

・２施設の介護職員１３名を対象

に実施 

事業の拡大 継続 

 

②介護人材相談会の実施【継続】（高齢福祉課・介護保険課） 

介護職員の人材確保が難しい区内介護事業所を対象に介護従事者の採用相談会を実施しま

す。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

介護従事者採用相談会の実施 

 来場者 44人 採用者５人 

・継続 

・対象事業所の拡大 

継続 

 

③介護職員初任者研修の受講費用助成【新規】（高齢福祉課） 

介護職員初任者研修の受講費用を助成して区内事業所への就職のインセンティブと質の向

上の両面から支援します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 実施 継続 

充実 

 

④介護・福祉人材育成事業【新規・重点】（高齢福祉課・介護保険課） 

介護福祉人材の育成によるサービスの質の向上と、離職防止を目的として、社会福祉法人

に委託して、区内介護事業所職員等を対象に、介護技術の向上、医療的ケア※の研修のための

「介護・福祉人材育成事業」を実施します。併せて、介護事業所等の職員の悩みなどの相談

事業も実施します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 実施 継続 

充実 
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⑤基幹相談支援センターにおける人材育成体制の構築【新規】（障害福祉課） 

障害者（児）とその家族に対する相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターの

平成３２年度の開設に向けて、目黒区障害者自立支援協議会、障害福祉サービス事業所と連

携しながら、専門性の高い福祉人材の育成体制を構築していきます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

基幹相談支援センターの開設に向

けた検討 

・基幹相談支援センターの開

設に向けた福祉人材育成体

制の検討 

・基幹相談支援センターの開

設（平成３２年度） 

福祉人材育成体制の

構築 

 

⑥事業者に対する研修【継続】（介護保険課） 

介護職員の質を向上させ、良質なサービス提供につなげていくことを目的に、介護支援専

門員及び訪問介護事業所を対象に、介護支援専門員等のニーズを踏まえた研修を実施します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・介護支援専門員新任研修 1 回 

・介護支援専門員現任研修 1 回

（2 日間） 

・主任介護支援専門員研修 1 回 

・訪問介護員サービス向上研修 2

回  

継続 継続 

 

⑦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、区との連携などを目的に設立された目黒区介護事

業者連絡会に対して、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、

介護職員に必要な研修や講演会の開催に対する支援や情報提供を引き続き行います。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・全体会（情報交換、制度改正等

の勉強会、研修等） 

・各分科会（勉強会・意見交換会・

研修等） 

・目黒区医師会との連携の機会や

保健・衛生に関する知識習得を

目的とした委託研修 

継続 継続 

 

⑧介護サービス事業者と障害福祉サービス事業者の連携促進【継続】（介護保険課・障害福祉

課） 

高齢の障害者が介護サービスをより円滑に利用できるように、介護サービス事業者を対象

に障害理解に関する講座や研修会を実施するとともに、障害福祉サービス事業所を対象に介

護保険制度への理解を促進する取り組み等を実施し、相互の連携を促進していきます。 
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事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・介護事業者連絡会で相談支援専

門員による障害理解についての

講座及び研修を実施 

・障害者自立支援協議会で介護支

援専門員による講座及び研修を

実施 

・介護支援専門員と相談支援専門

員の連携促進 

・継続 

・共生型サービスへの対応の

ための連携促進 

 

継続 

 

（２）事業者指導・監査の充実 

事業者に対する指導検査、監査は、事業者が提供するサービスの質の向上及び介護保険

制度等の適正な運営を確保していく上で不可欠です。指導検査に関する情報収集や専門家

の活用などにより指導検査の内容を充実させ、指導の効果を高めていきます。さらに、社

会福祉法人の指導監査と当該法人が運営する併設事業所の実地指導を同日に行うなど、指

導検査の効率化を検討していきます。 

   

＜計画事業＞ 

①事業者指導・監査の充実【継続】（健康福祉計画課） 

区内事業所が制度の運営を円滑に行い、サービスの質の確保と適正な給付が行われるよう

に、また、区が所轄する社会福祉法人が適切な法人運営を行うように指導内容の充実に努め

指導検査を実施します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

区内介護サービス事業所・区が所

轄する社会福祉法人及びその法人

が運営する介護老人福祉施設と障

害福祉サービス事業所を対象に実

施 

・継続 

・指導内容の充実 

継続 

 

（３）苦情対応体制の充実 

介護・福祉サービスに関する苦情の受付・取扱体制を充実・強化していきます。区の窓

口等に寄せられる介護保険サービスに関する苦情は、関係各課で連携して対応するほか、

苦情対応連絡会を開催し、定期的に情報共有するとともに、適切な対応方法について研究

していきます。また、東京都国民健康保険団体連合会等の関係機関と連携した苦情対応体

制を充実させ、介護サービスの質の向上に役立てていきます。 

さらに、区の苦情調整員制度などの活用をさらに進めるため、制度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とともに、サービスの質を

向上させるため、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
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ます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

苦情調整委員が苦情申立てに応じ

調査を実施 

継続 継続 

 

②介護サービス等に関する苦情対応体制の充実【継続】（介護保険課） 

区に寄せられる介護サービス等に関する苦情等については迅速に対応し、必要に応じて関

係各課と連携して対応します。また、関係各課及び包括支援センターの職員が出席する苦情

対応連絡会を定期的に開催し、苦情事例について共有するとともに、より適切な対応方法に

ついて研究していきます。さらに、東京都国民健康保険団体連合会等の関係機関とも連携し

て対応します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

苦情対応連絡会 年 6回 継続 継続 

 

（４）サービス評価・公表の充実 

利用者でも事業者でもない第三者の目から見た客観的な評価結果を広く利用者や事業者

に公表することにより、利用者に対する情報提供を行うとともに、サービスの質の向上に

向けた事業者の取り組みを促し、利用者本位の福祉の実現を目指します。 

区立施設については、東京都福祉サービス評価推進機構が認証する第三者評価機関に依

頼して定期的に第三者評価を実施し、その結果を公表します。第三者評価では、利用者の

声を聞く「利用者調査」と、事業者のサービス内容や組織運営を評価する「事業評価」が

行われます。区立以外のサービス提供事業者については、第三者評価の受審を勧奨し、受

審費用の一部補助等を行います。 

 

＜計画事業＞ 

①第三者評価制度の推進【継続】（介護保険課・高齢福祉課・障害福祉課・保育課） 

区立施設において、第三者評価機関による客観性をもったサービス評価を受審し、結果を

適切に公表します。区立以外の施設については、運営事業者に対して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ます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・区立施設で第三者評価実施（29

年度実績：特別養護老人ホーム

１施設、障害者施設３施設、保

育所７園） 

・民間施設に受審費用補助（28

年度実績：認知症高齢者グルー

プホーム※等 13 事業所、障害者

施設 6 施設、私立認可保育所５

園及び認証保育所６園） 

継続 継続 
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６ 在宅医療と介護・福祉の連携 

 

 

       

平成２６年に公布された「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）により医療法や介護保険法等の改

正が行われ、介護保険制度における地域支援事業の包括的支援事業に８項目の在宅医療・介

護連携推進事業が位置付けられたことから、区では、先行的に実施している事業に、医療・

介護従事者のための在宅療養相談業務向上研修などを加えて８項目の事業に取り組み、医療

や介護が必要な状態になっても在宅での療養生活を継続できる体制の整備を進めています。 

平成２８年度からは、在宅療養コーディネーターを５地区の地域包括支援センターに配置

し、在宅療養相談窓口を開設しました。また、在宅療養支援病床の確保事業の委託先病院を

４か所に拡大して実施しています。 

平成２８年度に、要介護の認定を受けていない６５歳以上の区民を対象に実施した「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、約４２％が人生の最期を「自宅で迎えたい」と回答

し、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要介護者調査」におい

ても、約４３％が「自宅で迎えたい」と回答する結果となりました。なお、病院や特別養護

老人ホーム等の施設で最期を迎えたいと回答した人は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」

では、約２５％、「要介護者調査」では約２９％となっています。 

【在宅医療・介護連携推進事業】 

①地域の医療・介護の資源の把握 

②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

③切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進 

④医療・介護関係者の情報共有の支援 

⑤在宅医療・介護連携に関する相談支援 

⑥医療・介護関係者の研修 

⑦地域住民への普及啓発 

⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携 

 また、医療技術の進歩等を背景として、ＮＩＣＵ（新生児集中治療室）等に長期間入院し

た後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケア※

が必要な障害児（医療的ケア※児）が増加しています。医療的ケア※が必要な子どもの療育や、

障害のある人の在宅療養については特に配慮が求められており、今後は、高齢者だけでなく、

障害のある人や子どもの在宅医療の体制整備が求められています。 

 

 

 

365日24時間安心して住み慣れた地域で在宅療養生活を送るためには本人や家族の視点

に立った在宅医療・介護連携推進事業を充実していく必要があります。また、在宅療養を導

入する入口で迷う人へのきめ細かい対応が必要です。 

在宅療養を導入するには、在宅療養に必要な地域資源である、病院、診療所、歯科診療所、

薬局、介護事業所などの情報が必要です。区はこうした地域資源を一覧にした冊子「在宅療

養資源マップ」を毎年作成していますが、最新情報への更新やアクセスのしにくさなどが課

題となっています。 

また、在宅療養を支える専門職同士が連携するために顔の見える関係づくりとして多職種

連携研修を継続して行う必要があります。 

現 状 

課 題 
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 医療と介護の専門職が連携して本人や家族が望む在宅療養生活を支援するためには、区民

一人ひとりが、医療や介護が必要になったときに家庭や地域でどのような生活を送り、どの

ように人生の最期を迎えたいかについて考え思いを明確にしておくことが不可欠です。そし

て、働きながら在宅療養生活を支える家族が、本人の希望を受け止めたいと思いながらも仕

事と介護の両立が困難になり離職する介護離職を防ぐために、就労時間外でも相談できる体

制整備が喫緊の課題です。 

 また、医療的ケア※児が、地域において必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健、

医療、福祉、教育等の関係機関が連携する体制を整備する必要があります。 

 

施策の体系 ６  在宅医療と介護・福祉の連携 

       （１）在宅療養のための地域資源の情報提供 

       （２）在宅医療と介護・福祉の連携 

       （３）区民への啓発事業及び在宅療養相談窓口の充実 

 

 

（１）在宅療養のための地域資源の情報提供 

  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るために、身近な地域の医療

機関や診療所、薬局、介護サービス事業所など、在宅療養を送る上で必要な地域資源をと

りまとめ、わかりやすく情報提供していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①在宅療養のための地域資源の情報提供【重点】（地域ケア推進課） 

 在宅で安心して療養生活を送るため、地域の病院、診療所、歯科診療所、薬局、介護事業

所などの情報を提供する在宅療養資源マップ（冊子）を電子化し、医療や介護の資源の情報

をよりわかりやすく検索できるシステムを構築していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

地域の病院、診療所、歯科診療所、

薬局、介護事業所などの情報を提

供するため、在宅療養資源マップ

（冊子）を作成している。（各年度

に更新） 

・継続 

・検索システムの構築の

検討及び実施 

継続 

 

（２）在宅医療と介護・福祉の連携 

  急性期の医療から在宅医療及び介護までの一連のサービスを切れ目なく提供し、様々な

専門職が連携する仕組みをつくり、本人や家族の生活をしっかりと把握し支えていきます。

また、医療的ケア※児が地域で安心して必要な支援を受けることができるよう、保健、医療、

福祉、教育等の関係機関が連携する体制を整備していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①在宅医療と介護の連携【重点】（地域ケア推進課） 

 専門職同士がお互いに顔の見える関係をつくることができる場を積極的に設け、在宅療養

生活に関わる医療や介護の専門職による「在宅医療・介護連携に関する研修」の内容を充実

施 策 
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させ、医師、看護師、主任介護支援専門員等のほか、理学療法士や栄養士など、より多くの

職種に拡大しチーム支援を深める研修を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

医療と介護専門職同士がお互いに

顔の見える関係をつくり、連携を

強化するため研修の実施 

在宅医療・介護連携に関

する研修 

・全区型 毎年度 3回実

施 

・地区型 各地域包括支

援センターで毎年度１回

以上実施 

継続 

 

②医療的ケア※が必要な児童等への支援【新規・重点】（障害福祉課） 

 医療技術等の進歩を背景として、医療的ケア※が必要な児童が増加する中、医療的ケア※児

及び重症心身障害児が地域で必要な支援を円滑に受けることができるよう、保健・医療・福

祉・教育等の関係機関の連携を推進するとともに、就学前及び就学後の療育体制の整備を図

ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 ・医療的ケア※児支援のた

めの保健・医療・福祉・

教育等の支援関係機関

による協議会の設置 

・医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とし

た児童発達支援事業

（未就学児）の支援 

医療的ケア※児及び重症

心身障害児を対象とした

放課後等デイサービス事

業（就学児）の支援 

 

（３）区民への啓発事業及び在宅療養相談窓口の充実 

  講演会や出前講座の開催により、家族介護者の経験を聞く機会を設けるなど在宅療養に

関する情報を広く区民に提供するとともに、地域包括支援センターの開設時間を延長し、

在宅療養に関する相談への対応に取り組んでいきます。 

 

＜計画事業＞ 

①区民への啓発事業及び在宅療養相談窓口の充実【重点】（地域ケア推進課） 

 在宅療養に関する講演会や地域包括支援センターによる出前講座を開催し、在宅医療や介

護が必要になる前から、一人ひとりが家庭や地域においてどのような生活を送りたいか、ど

のように人生の最期を迎えたいか等について考える機会となるよう、啓発事業に取り組みま

す。また、地域包括支援センターの開設時間の延長により在宅療養相談窓口の業務時間を延

長し、在宅療養を送る本人や家族への支援を進めていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 
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・在宅療養に関する講演会等 

毎年度 1 回実施  

・各地域包括支援センターで出前

講座の実施 

・在宅療養相談業務向上研修 

 毎年度 2回実施 

・継続 

・在宅療養相談窓口業務

時間延長（地域包括支

援センター開設時間延

長に伴う） 

継続 
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７ 認知症施策の推進 

 

 

 

 国が策定した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に沿って、区では、認知症

の正しい理解と適切な対応が可能な地域づくりを目指し、認知症の普及・啓発イベントや認

知症サポーター養成講座・出前講座を開催しています。また、認知症サポーターステップア

ップ講座を通して知識を深め、地域で活躍するボランティアの育成も行っています。さらに、

認知症ケアパス※（みんなで支える認知症安心ガイドブック）を作成し、普及・啓発を行って

います。 

このほか、相談体制の充実を図るため、目黒区医師会と共同で「認知症相談と医療の連携

会議」を開催し、認知症サポート医をはじめとする関係機関の情報交換を行うとともに、地

域包括支援センターごとに認知症地域支援連絡会を開催しています。 

早期診断・早期対応に向け、認知症初期集中支援チームを配置し、認知症疾患医療センタ

ーや認知症支援コーディネーターと連携を図りながら、認知症の人とその家族の支援に取り

組んでいます。 

若年性認知症については、就労・社会参加の支援や居場所づくりを進めるため、フォーラ

ムの開催や当事者による見守りサポーター活動の支援、東京都若年性認知症総合支援センタ

ーとの連絡会を通し、情報共有を図っています。 

 

 

 認知症施策の推進に当たっては、組織体制の強化を図り、各地域包括支援センターに配置

した認知症支援コーディネーターと連携を図りながら一体的に進めていく必要があります。 

認知症の普及・啓発として「認知症サポーター養成講座」を開催するとともに、修了者に

対し、認知症ステップアップ講座、ボランティア養成講座を行っていますが、受講者が、知

識を生かして活動できるしくみが十分に整っているとは言えません。 

また、認知症の早期診断・早期対応には、認知症に対する偏見や間違った思い込みをなく

し、誰もがなりうる認知症を正しく理解することが大切です。認知症にやさしいまちづくり

を進めるためには、他人事ではなく「我が事」ととらえる、地域の支え合いや見守りが不可

欠です。そのためには、地域住民が安心して声掛けや相談ができる仕組みづくりが必要です。 

 若年性認知症については、専門の社会資源が少なく、介護だけではなく就労や経済的な問

題など多岐にわたる様々な問題があることから、必要な支援や情報をワンストップで提供で

きる窓口の設置が必要です。また、認知症の当事者同士や家族が、気兼ねなく語り合える場

づくりや、社会参画の場づくりも必要です。 

 

施策の体系 ７  認知症施策の推進 

       （１）認知症施策の推進 

 

 

 

（１）認知症施策の推進 

認知症の人や家族が地域で安心して暮し続けられるよう地域全体で支え合い、見守り支

援していく体制づくりを進めていきます。認知症の正しい知識と理解を深める普及・啓発

を行い、地域の担い手となるボランティアや人材育育成に取り組んでいきます。 

現 状 

課 題 

施 策 
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また、目黒区医師会や認知症疾患医療センターと連携を図りながら、認知症の予防と早

期診断・早期対応の取り組みの強化を図っていきます。認知症と診断された後も、尊厳と

希望をもっていきいきと暮していけるよう、相談体制の充実を図り、社会参加の場づくり

の支援を行っていきます。 

 

＜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・数値】（地域ケア推進課） 

 地域住民が認知症の正しい理解を深め、本人の視点に立った適切な支援ができるよう普及

啓発を推進します。また、認知症サポーターの知識や経験を地域で活かす仕組みづくりに取

り組んでいきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・認知症ケアパス※の普及啓発（認

知症安心ガイドブック） 

・認知症サポーターの養成（平成

29 年９月末現在 9,439人） 

・認知症ステップアップ講座 

・認知症介護者応援ボランティア

養成講座の開催 

・認知症支援コーディネーターの

配置 

・認知症ケアパス※の改訂 

・認知症サポーターの養

成（年間 800 人）、金

融機関や小売業などで

講座を開催 

・中学校で認知症サポー

ター養成講座を開催 

・キャラバンメイト養成

講座を開催 

・認知症サポーター実践

型講習会の開催  

継続 

 

②若年性認知症の相談体制整備【重点】（地域ケア推進課・保健予防課・碑文谷保健センター・

介護保険課・障害福祉課） 

 高齢期とは異なる特有の課題を抱える若年性認知症の普及啓発を推進するとともに、各関

係機関と連携し、必要な支援や情報を提供できる相談窓口の設置に取り組みます。また、発

症後も本人や家族の意思が尊重され、いきいきと暮らし続けていくことができるよう当事

者・家族の交流の場や社会参画の場づくりを進めていきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・若年性認知症支援連絡会 

・普及啓発（若年性認知症フォー

ラムの開催） 

・若年性認知症支援職員研修（年

３回） 

・継続 

・若年性認知症相談窓口

の設置 

・若年性認知症の当事

者・家族会の開催 

継続 

 

③認知症の早期診断・早期対応事業【重点】（地域ケア推進課） 

 認知症の人とその家族が住み慣れた地域で暮らし続けるために、早い段階からの支援に取

り組み、認知症の状態に応じた適切な資源やサービスにつながるよう、認知症疾患医療セン

ターや地域の認知症サポート医､介護事業所等の連携強化を図ります。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・認知症初期集中支援事業 

・認知症相談と医療の連携会議の

開催 

・認知症地域支援連絡会の開催 

・認知症ケアパス※の普及啓発 

・もの忘れ相談連絡票の活用 

・継続 

・認知症初期集中支援事

業の周知､利用拡大 

・アウトリーチ※体制の整

備 

継続 

 

④地域密着型サービスの整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課） 

 認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるように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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

11 か所 ２３ユニット 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

４か所 

・看護小規模多機能型居宅介護事

業所 1 か所 

・認知症対応型通所介護事業所 

５か所 

(平成 29 年 10月末現在) 

・認知症高齢者グループ

ホーム※９ユニット整

備 

・小規模多機能型居宅介

護事業所整備４か所 

・看護小規模多機能型居

宅介護事業所整備1か

所 

・認知症対応型通所介護

事業所整備３か所 

整備（第８期介護保険事

業計画で定める） 

 

⑤介護者の交流・学習機会の充実【重点】（地域ケア推進課） 

 家族介護者の負担軽減を図るため、「介護者の会」への支援を継続するとともに、「家族介

護教室」の開催に当たっては、日時や内容を見直すとともに、受講者の対象を明確にするな

どの改善を図ります。また、引き続き、ＮＰＯ法人が行っている「認知症カフェ」活動やボ

ランティアが行っているコミュニティカフェ活動への支援を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・介護者の会運営支援 

・家族介護教室の開催 

・「認知症カフェ」、「コミュニティ

カフェ」の開催支援 

・継続 

・家族介護教室の開催方

法の改善 

・出張介護教室の実施 

継続 
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８ 介護者・家族支援の充実 

 

 

 区が平成２８年度に、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要

介護者調査」では、「介護してくれる家族がいる」と答えた回答者のうち、介護者が６５歳以

上の割合は約４４％、さらに８０歳以上の介護者は約１４％となり、高齢者が高齢者を介護

する「老老介護」の割合が高い状況にあります。なお、要介護になった主な原因は、認知症

であると答えた割合が、約３９％と最も高くなっています。また、平成 28 年度に、障害に

関する手帳をお持ちの方及び難病患者の方を対象に実施した「障害者向けアンケート調査」

では、介護や支援をしている人は、全体では「配偶者」が約２９％、「親・祖父母」が約２５％

であることが分りました。 

また、平成２９年度に実施した第４５回目黒区世論調査で、介護や育児の状況について尋

ねたところ、「単数の介護・育児」をしていると答えた人は約２０％、「複数の介護・育児（ダ

ブルケア等）」をしていると答えた人は約４％でした。さらに、介護や育児をする上で不安な

ことや、困っていることについて尋ねたところ、「身体的に疲れる」を挙げた人が約４８％と

最も多く、次に「精神的に疲れる」が約４６％、「経済的にゆとりがない」が約３９％、「介

護（または育児）と仕事の両立が難しい」が約３８％、「緊急時の対応が不安」が約２８％と

続きました。「介護と育児（ダブルケア）や複数の方の介護の両立が難しい」と答えた人は、

約１２％でした。併せて、安心して介護や育児をするために必要な支援についても尋ねたと

ころ、「介護や育児の費用負担の軽減（経済的支援）」が約４３％と最も多く、次に「介護や

育児に関する総合的な相談支援窓口の充実」が約２８％、「緊急時に利用できるサービスの充

実（緊急ショートステイや一時預かりサービスなど）」が約２６％、「介護者等が休養できる

サービスの充実（ショートステイや一時預かりサービスなど）」が約２５％となりました。 

地域包括支援センターは、介護・福祉・医療など様々な面から介護者やご家族の相談をお

受けし、相談の内容が他の機関にまたがる場合は、専門の機関と綿密に連携しながら適切な

支援を行うことができるよう努めています。 

また、区では、家族介護者の負担を軽減するため、各地区の「介護者の会」への支援を通

じ、介護者同士が交流する機会を提供しています。また、介護者の会やコミュニティカフェ

などの運営をサポートしていく応援ボランティアを養成する講座も開催しています。 

このほか、認知症の人と家族、地域住民、医療・介護専門職員などだれでも参加でき、認

知症や介護等について話し合える場として、認知症カフェ（通称：Ｄカフェ）を実施してい

ます。運営は、ＮＰＯ法人が行っており、民家、デイサービス、病院、目黒区の高齢者セン

ターなどを会場として、施設の特色を生かした企画などを取り入れて実施しています。 

また、在宅で生活する医療的ケア※が必要な重症心身障害者や重症心身障害児に対して、家

族の介護負担を軽減するため、訪問看護師を派遣するレスパイト※事業を行っています。 

 

 

 

介護者の会（区内５地区）の参加者及びボランティアが交流する場として、「家族介護者の

つどい」が年１回開催されていますが、参加者が減少傾向にあります。 

 区が平成２８年度に、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要

介護者調査」で、主な介護者が仕事と介護の両立以外の困りごととして挙げたものは、「自分

の時間が少なくなった」の割合が約２０％と最も高く、次いで「精神的に疲れている」が約

１８％、「身体的に疲れている」が約１７％となっています。介護者の会への参加者減少の背

景には、ストレスを発散する場に出かけることすらできない状況にあることがうかがえます。 

課 題 

現 状 
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認知症の介護においては、認知症による行動や心理症状への対応による介護者のストレス

や負担をどのように軽減していくかという課題があります。また、「老老介護」では、介護の

重い負担に加え、介護者自身が病気や心身の衰えなどの悩みを抱え共倒れになる危険性が高

まると考えられます。さらに、一人で複数の人を介護している介護者や、介護と育児などを

担うダブルケアの介護者への支援のあり方などについても検討していく必要があります。 

抱えている問題によって、必要とされる支援は様々であることから、現在の相談支援やサ

ービス提供体制では対応が難しい場合もあります。課題解決に当たっては、既存の制度や分

野を超えた視点を持って、介護者の立場に立った介護者支援のあり方を検討する必要があり

ます。 

また、医療的ケア※を必要とする重症心身障害者（児）在宅レスパイト※事業においては、

訪問看護師が自宅に訪問して一定時間、医療的ケア※を提供していますが、利用したいときに

利用できるよう看護師を十分に確保していくことが必要です。 

 

施策の体系 ８  介護者・家族支援の充実 

       （１）認知症の人の介護者・高齢の介護者への支援 

       （２）障害のある人の家族への支援 

       （３）ダブルケア等への支援の体制整備・推進 

 

 

（１）認知症の人の介護者・高齢の介護者への支援 

平成２７年１月に国が策定した「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」の７つの

柱の一つに「認知症の人の介護者への支援」が掲げられています。 

区が平成２８年度に、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要

介護者調査」では、介護・介助が必要になった主な原因は、「認知症」が約３９％と最も高く

なっており、多くの介護者が在宅で認知症の人の介護を行っている状況にあります。また、

「介護してくれる家族がいる」と答えた回答者のうち、介護者が６５歳以上で約４４％、８

０歳以上では約１４％と「老老介護」の実態が明らかになりました。 

「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」の当事者や家族が「家

のことを知られたくない」「子どもの世話になりたくない」との思いから、周囲に支援を求め

ず抱え込む場合もあります。こうした、支援が必要であるにも関わらず、孤立しがちな方を

地域の見守りネットワークを活用して把握し、地域包括支援センターが異変に素早く対応す

る仕組みについて広く区民に周知を図り、ネットワークを充実していきます。 

このほかにも、認知症の人の介護者や高齢の介護者の情報共有や息抜きの場となる認知症

カフェ（通称：Ｄカフェ）やコミュニティカフェ、介護に役立つ情報交換ができる介護者の

会、家族介護に関する知識や技術の習得や家族間の交流を図る家族介護教室などを引き続き

実施し、更なる周知・啓発に努めるとともに、生活と介護の両立を支援していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①介護者の交流・学習機会の充実【重点】（地域ケア推進課）           再掲 

 家族介護者の負担軽減を図るため、「介護者の会」への支援を継続するとともに、「家族介

護教室」の開催に当たっては、日時や内容を見直すとともに、受講者の対象を明確にするな

どの改善を図ります。また、引き続き、ＮＰＯ法人が行っている「認知症カフェ」活動やボ

ランティアが行っているコミュニティカフェ活動への支援を行います。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・介護者の会運営支援 

・家族介護教室の開催 

・「認知症カフェ」、「コミュニティ

カフェ」の開催支援 

・継続 

・家族介護教室の開催方

法の改善 

・出張介護教室の実施 

継続 

 

②ショートステイ事業の実施【数値】（高齢福祉課） 

在宅の要介護高齢者の心身の状況の変化や、介護者の病気、冠婚葬祭、出張等の際にショ

ートステイの利用を促進し、介護者の負担軽減等を図ります。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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 

・特別養護老人ホーム併

設型短期入所生活介護  

3 か所整備 

継続 

 

③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。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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 継続 

 

（２）障害のある人の家族への支援 

  地域で暮らす医療的ケア※が必要な障害がある人や障害の重度化や重複化に伴い、より支

援を必要とする障害者（児）を、在宅で介護する家族の病気や諸事情、身体的負担や精神

的なストレス等の介護負担を軽減するために、緊急ショートステイ事業や重症心身障害者

（児）在宅レスパイト※事業を実施します。 

 

＜計画事業＞ 

①緊急ショートステイ事業の実施【継続】（障害福祉課） 

 障害のある人が、本人や介護者等の事情により一時的な利用ができる短期入所サービスを

提供します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・心身障害者センターあいアイ館

（１床） 

・東が丘あじさいホーム（１床） 

・民間（２床） 

・継続 

・平成 32 年度開設予定

の入所施設（１床） 

継続 
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②重症心身障害児（者）と家族の支援【継続】（障害福祉課） 

在宅の医療的ケア※を必要とする重症心身障害者（児）を対象に、訪問看護師を派遣する重

症心身障害児（者）在宅レスパイト※事業を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・契約訪問看護ステーションを13

か所に拡大 

・延べ利用者   ５３人 

・延べ派遣回数 １８３回 

継続 継続 

 

（３）ダブルケア等への支援の体制整備・推進 

  育児と介護を同時に担う「ダブルケア」や、一人の人が同時に複数の介護を行う「複数

介護」、80 歳代の親と 50 歳代の子が困窮し世帯ごと社会から切り離され孤立してしまう

「8050 問題」など、複数の課題を抱える介護者の相談を各相談窓口で丁寧に対応し、関

係する所管課が連携して、個々の状況に寄り添い、適切に支援を行うことができるよう努

めます。また、各相談窓口において把握した相談内容やニーズについて関係所管課による

担当者会を開催し、横断的に情報共有を図り支援体制整備の検討を進めます。 

 

＜計画事業＞ 

①ダブルケア等への支援体制整備【新規】（地域ケア推進課、高齢福祉課、障害福祉課、生活

福祉課、子育て支援課） 

 「ダブルケア」や「複数介護」などに関する様々な相談について、関係する所管課が連携

して支援を行うとともに、担当者会を開催して分野横断的に情報を共有し、支援体制整備を

推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 分野横断的な担当者会開

催による相談支援体制の

検討 

検討結果に基づく実施 

 

②地域包括支援センター開設時間延長【新規・重点】（地域ケア推進課）     再掲 

 働きながら在宅療養を支える家族や、仕事と介護の両立に不安や悩みを抱える就業者に対

する相談支援の充実・強化に向け、地域包括支援センターの開設時間の延長を予定していま

す。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・地域包括支援センターの運営（月

曜～土曜：午前 8 時 30分から

午後 5 時） 

・開設時間の延長の試行 

・開設時間延長実施予定

（月曜～金曜：午後７

時まで延長） 

・開設時間延長について

検証 

・休日の開設について検     

 討 

・検証・検討を踏まえた

改善等 
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９ 住まい等の確保・充実 

 

 

平成２８年度に、要介護の認定を受けていない６５歳以上の区民を対象に実施した「介護

予防・日常生活圏域ニーズ調査」では、自分自身が介護などの支援が必要になった場合、あ

るいは要介護度が重くなった場合に望む暮らし方として、認知症高齢者グループホーム※等を

含めた自宅等の暮らしを希望する人は約 59％で、特別養護老人ホームの入所を希望する人

は約８％でした。また、要介護の認定を受けている６５歳以上の区民を対象に実施した「要

介護者調査」における同様の設問では、自宅等の暮らしを希望する人は約５１％、特別養護

老人ホームの入所を希望する人は約１２％でした。いずれの調査結果からも、高齢者の多く

が住み慣れた地域に暮らし続けることを望んでいることが分かります。 

平成 28 年度に障害に関する手帳をお持ちの方及び難病患者の方を対象に実施した「障害

者向けアンケート調査」では、将来の暮らし方について、もっとも多かった回答は、「自宅で

暮らしたい」の約６２％で自宅への居住意向がうかがえます。次に多かった回答は、障害に

より結果に差があり、知的障害では、「グループホーム※、福祉ホームのようなところで暮ら

したい」が約３１％、身体障害では、「公営の障害者住宅に入りたい」が約６％、精神障害で

は「アパートやマンションを借りて暮らしたい」が約１７％という結果でした。 

高齢者、障害者、生活困窮者※などが民間住宅市場の中で住宅を確保しようとする際に、独

力では困難な事態に対応するため、住宅施策と福祉施策が連携した住宅セーフティネット制

度として、公営住宅の供給、生活に適した住宅の取得・改修・住替えの支援、民間賃貸住宅

に入居しやすい環境の整備などの取り組みを行ってきました。そのような中でも、区に寄せ

られる住まいに関する相談は、年々増加傾向にあります。 

高齢者については、住み慣れた地域で安全に安心して自立した生活が続けられるよう、高

齢者の増加や多様なニーズを見据えながら、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、住まいに関する施策を進めています。 

高齢者福祉住宅の整備を始め、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整

備を進めており、現在 1 か所整備しています。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に、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

の供給に取り組んでいますが、本区は地価水準が高く事業用地の確保が困難なことから、整

備が進まない状況です。 

障害のある人は、自宅で暮らし続けることを希望していても、高齢化や障害の重度化など

に伴い、必要な介護や日常的な支援を受けることが困難になり、いわゆる「親亡き後」には、

生活基盤となる暮らしの場がさらに不安定になる傾向があります。日常生活上の介護や支援

を必要とする障害のある人の共同生活の場として、民間活力を活用してグループホーム※の整

備を行っていますが、地価水準が高いことや土地の利用条件などにより十分な数の整備には

至っていません。 

様々な理由で生活に困窮している世帯に対しては、自立相談支援機関「めぐろ くらしの相

談窓口」において、住まいのことなど様々な生活上の悩みについて相談を受けているほか、

離職等により住宅を喪失するおそれのある生活困窮世帯等に対しては、生活困窮者自立支援

法に基づく家賃相当の「住居確保給付金」の支給により求職支援を行っています。 

さらに、区営住宅等の住宅の確保や民間賃貸住宅の情報提供制度、家賃等債務保証制度及

び家賃等債務保証料の助成、居住継続家賃助成など、住み慣れた地域で安心して住み続けら

れるよう支援を行っています。 

現 状 
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高齢者、障害者、生活困窮者※、子育て家庭など住宅の確保に特に支援を要する住宅確保要

配慮者は、適切な住まいを確保することが難しい場合があるため、様々な支援により住宅セ

ーフティネットを確保していく必要があります。高齢者の住まいについては、本区の地価水

準が高いことなどから、新規の住宅建設は難しいため、区の既存住宅の一部転用等での対応

を検討することが必要です。 

サービス付き高齢者向け住宅の整備は、地域包括ケアシステム※における重要な事業ですが、

区では、未整備となっています。区民のニーズ等を踏まえ、民間事業者によるサービス付き

高齢者向け住宅の整備を進めるため、国や都の補助制度が活用できるよう引き続き支援して

いく必要があります。 

また、障害のある人の高齢化に伴う障害の重度化や、いわゆる「親亡き後」の問題にも対

応して、地域での暮らしが継続できるよう居住の場の確保が求められています。グループホ

ーム※の利用ニーズも高いことから、今後も着実に整備を進めるとともに、障害のある人が望

む多様な住まい方へのニーズを把握し、支援につなげていく必要があります。 

経済的な課題に等により住宅の確保に困難を抱える生活困窮者※には、世帯の課題に応じて

きめ細やかな住宅確保に向けたサポートが必要です。 

さらに、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する

法律の施行に伴い、住宅の確保において配慮が必要な高齢者や、障害者、低所得の方等が民

間賃貸住宅へ円滑に入居することができるように、居住支援協議会に関することを含め、現

在実施している各事業のより効果的で効率的な運営のあり方について調査・研究し、住宅確

保要配慮者に対する支援を行っていく必要があります。また、住まいの確保・充実と合わせ

て、住宅改修や福祉用具等についても、引き続き充実させていく必要があります。 

 

施策の体系 ９  住まい等の確保・充実 

       （１）区営住宅・福祉住宅等住まいの供給 

       （２）多様な世帯が安心して住み続けるための居住支援 

       （３）住宅施策と福祉施策が連携した切れ目のない支援 

 

 

（１）区営住宅・福祉住宅等住まいの供給 

高齢者、障害者、子どものいる世帯や、様々な理由で生活に困窮する家庭など、住宅の

確保に特に配慮が必要な住宅確保要配慮者に対して、区営住宅及び高齢者・障害者向け福

祉住宅を適切に確保し、供給していきます。 

また、高齢者の身体状況、生活形態、経済状況等に応じた多様なニーズに応えるために、

「都市型軽費老人ホーム」、「サービス付き高齢者向け住宅」の供給を進めるとともに、障

害者が高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、障害者

グループホーム※の整備支援等を行います。 

 

＜計画事業＞ 

①区営住宅の供給【継続】（住宅課） 

 住宅に困窮する高齢者、障害者、生活に困窮し住宅確保が困難な人が、自立して地域で生

活ができるよう区営住宅を継続して提供していきます。 

施 策 

課 題 
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入居者募集においては、高齢者世帯に対して優遇抽選を実施します。また、障害者が障害

者世帯向け住戸（車いす対応住居）以外の住戸へ入居を申し込む際は、抽選倍率の優遇措置

を実施します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・高齢者世帯への優遇抽選の実施 

・障害者世帯への優遇抽選の実施 

・区営住宅管理戸数 計 590 戸 

（平成 29 年 4 月現在） 

継続 継続 

 

②高齢者福祉住宅の供給【継続】（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ができるよう、既存住宅の一部転用などによ

り高齢者福祉住宅を提供していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・高齢者福祉住宅の管理戸数 

計 239 戸（平成 29 年 4 月現

在） 

・高齢者福祉住宅の供給

の促進 

・継続 

 

 

③都市型軽費老人ホームの整備促進【数値】（高齢福祉課・介護保険課） 

 自立した日常生活を営むことに不安があり、家族による援助を受けることが困難な高齢者

に、低額な料金で入居でき、食事の提供、生活相談等の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住まいを提供するために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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

都市型軽費老人ホーム１か所 １か所整備 

定員 20 名 

整備 

 

④サービス付き高齢者向け住宅の整備促進【継続】（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

専門家が日中常勤し、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

される住宅の運営を検討している民間事業者に対し整備費等の一部を助成し、住宅の供給を

促進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未整備 サービス付き高齢者向け

住宅の供給 

サービス付き高齢者向け

住宅の供給 

 

⑤地域密着型サービスの整備促進【重点・数値】（高齢福祉課・介護保険課）    再掲 

 認知症などの高齢者が住み慣れた地域で生活が続けられるように地域密着型サービスの整

備を促進します。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・認知症高齢者グループホーム※ 

11 か所 ２３ユニット 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

４か所 

・看護小規模多機能型居宅介護事

業所 1 か所 

・認知症対応型通所介護事業所 

５か所 

(平成 29 年 10月末現在) 

・認知症高齢者グループ

ホーム※９ユニット整

備 

・小規模多機能型居宅介

護事業所整備４か所 

・看護小規模多機能型居

宅介護事業所整備1か

所 

・認知症対応型通所介護

事業所整備３か所 

整備（第８期介護保険事

業計画で定める） 

 

⑥区立第四中学校跡地活用による障害者入所施設の整備【新規】（障害福祉課） 

区立第四中学校跡地を活用した民間事業者による障害者入所施設等複合施設の整備を支援

し、特別養護老人ホームと併設の身体障害者入所施設を開設します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・民間知的障害者入所施設１か所 

・身体障害者入所施設 未実施 

身体障害者入所施設開設 

定員１８名 

 

 

⑦障害者グループホーム※の整備支援【重点・数値】（障害福祉課） 

 障害のある人が支援を受けながら住み慣れた地域で安定した生活を送ることができるよう

に、民間事業者によるグループホーム※の整備を支援し、居住の場を確保していきます。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・身体障害者グループホーム※未整  

備 

・福祉ホーム 1 か所（定員 7 名） 

・知的障害者グループホーム※12

か所（総定員数 79名） 

・精神障害者グループホーム※3 か

所（総定員 17 名） 

１か所の整備を支援 

定員６名増 

１か所の整備を支援 

定員６名増 

 

（２）多様な世帯が安心して住み続けるための居住支援 

  高齢者、障害者、子どものいる世帯や、様々な理由で生活に困窮する家庭など、だれも

が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、家賃の助成などの居住支援を行ってい

きます。 

 

＜計画事業＞ 

①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・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。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

高齢者世帯・障害者世帯に対する

居住継続家賃助成を実施 

継続 継続 

 

②住宅リフォーム資金助成【継続】（住宅課） 

 区内にある賃貸用住宅の区民所有者が、空き家・空き室を利用して高齢者・障害者が住み

やすくするためのバリアフリーリフォーム工事（手すりの取り付けや段差の解消など）に対

して助成を行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

住宅リフォーム（バリアフリーリ

フォーム工事）資金助成の実施 

継続 継続 

 

（３）住宅施策と福祉施策が連携した切れ目のない支援 

   高齢者、障害者、子どものいる世帯や、様々な理由で生活に困窮する家庭など、住宅

の確保に特に配慮が必要な住宅確保要配慮者が、住み慣れた地域で安定した生活を送る

ことができるよう、福祉施策と住宅施策の連携を強化していきます。 

   福祉部局と住宅部局で住宅確保要配慮者の情報や、入居後の支援などに関する情報を

共有し、支援が必要な区民に対して、公的住宅や家賃助成、区内民間賃貸住宅情報提供

などの住まいに関する情報を提供していきます。 

高齢者福祉住宅への入居者においては、ライフサポートアドバイザー制度を導入し、

入居後も自立生活のための切れ目ない支援を行っていきます。区営住宅に入居の高齢者

には、区営住宅の指定管理者と連携して、入居者の安心・安全のための支援を行ってい

きます。 

   また、地域包括支援センターや、見守りネットワークなどとも連携し、重層的に住宅

セーフティネットを構築していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①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・住

宅課） 

高齢者福祉住宅において、安全・安心に生活できるように、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 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

高齢者福祉住宅 

 ７棟１０１戸で実施 

継続 継続 

 

②民間賃貸住宅の情報提供【継続】（住宅課） 

 区内に１年以上居住する高齢者世帯・障害者世帯で、引き続き区内に居住することを希望

しながらも、自ら住宅を探すことが困難なかたに対し、区内不動産関係団体の協力を得て、

民間賃貸住宅の情報提供を行うことで居住の安定を図ります。 
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事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

高齢者世帯・障害者世帯に対する

民間賃貸住宅の情報提供の実施 

継続 継続 

 

③家賃等債務保証【継続】（住宅課） 

 民間賃貸住宅の情報提供の対象となった高齢者世帯・障害者世帯で、身元保証人等を得る

ことが困難なかたについては、賃貸借契約時に区内不動産関係団体に所属する事業者を通し

て区が協定を結んだ保証会社による家賃等債務保証を利用することにより円滑に入居できる

よう支援します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

高齢者世帯・障害者世帯に対する

家賃等債務保証制度の実施 

継続 継続 

 

④家賃等債務保証料の助成【継続】（住宅課） 

 民間賃貸住宅の情報提供の対象となった高齢者世帯・障害者世帯で、保証会社を利用して

賃貸借契約を締結するかたに対し保証料を助成します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

高齢者世帯・障害者世帯に対する

家賃等債務保証料の助成 

継続 継続 

 

⑤住宅確保支援の推進【新規】（生活福祉課） 

 生活困窮者※及び生活保護受給者を対象に、複合的な課題を有し住宅の確保に困難を抱える

方に対して、住宅情報関係機関との連携により民間の賃貸物件に関する住宅情報の提供支援

など住居確保に向けたサポートを行います。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

住宅情報関係機関との連携による

住宅情報提供支援の実施 

住宅情報提供支援による

住まいの確保 

継続 

 

⑥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、離職等により住宅を喪失または喪失するおそれのある生

活困窮者※に対して、再就職に向けた家賃相当の「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し、効果的な自立の促進を図ります。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

住居確保給付金の支給 住居確保給付金の支給 継続 

 

⑦住宅確保要配慮者に向けた事業等の検証及び運営のあり方等の調査・研究【新規】（住宅課・

健康福祉部各課） 
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 住宅確保要配慮者の円滑な住み替えに向けて、国の新たな住宅セーフティネット制度や既

に区で実施している事業を検証し、より効果的で効率的な運営のあり方や仕組みについて調

査・研究します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

未実施 住宅確保要配慮者に向け

た事業等の検証及び運営

のあり方等の調査・研究

の実施 

－ 
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10 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相談など各種相談事業が行われています。また、

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を実施しています。また、同センターは、区に

おける成年後見制度※の推進機関として、弁護士、司法書士などの専門家で組織する成年後見の

ネットワークを生かしながら、親族後見人などへの支援や、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。 

 しかしながら、区が平成２８年度に実施した「要介護者調査」及び「障害者向けアンケー

ト調査」のそれぞれの結果をみると、要介護者では成年後見制度※を「利用したくない」と「わ

からない」の合計が約 48％と、「必要となったら利用したい」の約 36％を上回りました。

また、障害のある人では、「制度を知っているが、利用する予定はない」と「制度を知らない」

の合計が全体の約 73％に上りました。こうした状況の中で、国は、成年後見制度※の利用促

進を図るため、「成年後見制度※の利用の促進に関する法律（以下「促進法」という。）」に基

づき、平成２９年３月に「成年後見利用促進基本計画」を策定しており、区市町村において

も、成年後見制度※の更なる利用促進のための施策について、基本的な計画を定めるよう求め

られています。 

区の虐待防止対策においては、地域住民が日常の生活や仕事の中で、何らかの支援を必要

とする人を緩やかに見守る「見守りめぐねっと」のネットワークを高齢者だけでなく、子ど

も、障害者などに拡大し、地域の見守りの輪がさらに大きくなりました。 

また、虐待事例へ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。 

さらに、障害者虐待防止法の施行に伴い設置された障害者虐待防止センターにおいては、

障害者の虐待防止に関する通告や相談を受けており、虐待につながりかねない状況を発見し

た場合は、関係者と懇談し、助言を行っています。子ども家庭支援センターなどにおいても、

子どもや子育て家庭の相談に応じるとともに、児童虐待の通告・相談を受けています。 

地域包括支援センターでは、介護保険事業者や民生委員・児童委員など地域で活動してい

る方々を対象に地区研修会を開催し、虐待の予防や早期発見など、消費者被害の防止にも効

果を上げています。 

 

 

 

 今後、認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加に伴い、成年後見制度※の必要性は一層高

まっていくと考えられます。また、権利擁護を必要とする人が住み慣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、本人の財産管理のみならず、意思決定支援や身上監

護等の福祉的な観点も重視した、適切で柔軟な支援が求められます。さらに、日常生活自立

支援事業等の関連制度と成年後見制度※との連携を強化していくなど、区民の方がより利用し

やすい制度づくりを行っていく必要があります。 

 

課 題 

現 状 
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 虐待は、重大な人権侵害であり、場合によっては生命そのものを奪いかねません。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。「見守りめぐねっと」など地

域の見守りによる早期発見の体制づくりや、関係機関が連携した適切な対応をさらに推進す

るとともに、職員のスキルアップ研修や対応マニュアルの改定に取り組む必要があります。 

虐待の予防策としては、介護者のレスパイト※や情報交換できる場を運営する団体等の育成

など、介護者の負担軽減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」、育児と介護を同時に担う「ダブルケア」等がさらに増加することが見込まれるため、

介護者に寄り添った支援の充実が必要です。また、家庭内の虐待だけでなく、福祉施設や就

労の場における虐待も未然に防止するよう施設職員等に対する虐待防止対応マニュアルの周

知及び研修等の啓発支援を推進していくことが求められます。 

さらに、虐待を受けている当事者が相談しやすい体制づくりやその周知も必要です。 

近年では、高齢者や障害者などを狙う悪質商法や特殊詐欺などの被害も後を絶ちません。

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。 

  

施策の体系 10  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市民後見人の活用【新規】（健康福祉計画課） 

成年後見制度※の必要性は一層高まってきており、後見業務について、弁護士などの専門職

後見人がその役割を担うだけでなく、地域における専門職後見人以外の市民後見人を活用す

る必要があることから、具体的に市民後見人を増やしていくための取り組みを進めます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

市民後見人候補者養成講習の実施 

市民後見人として活動している者 

２名 

・区における成年後見制

度※の利用促進に関す

る基本的計画の策定 

・家庭裁判所への推薦者

の増 

継続 

 

 

②成年後見制度※利用支援事業の充実【継続】（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制度の利用を促進します。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

後見報酬の助成の実施 継続 継続 

 

（２）虐待防止対策の推進 

虐待の予防と早期発見のため、「見守りめぐねっと」のネットワークを子ども、障害者など

高齢者以外にも拡大し、地域における見守りの中で、虐待の予防と早期発見に努めるととも

に、引き続き福祉施設や介護事業者への虐待の防止に向けた啓発等を行っていきます。 

また、関係機関が連携し、虐待の早期発見・早期対応・身柄の安全確保、家族の負担軽減

などの養護者支援を充実させるとともに、対応マニュアルに基づき支援を推進していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①高齢者虐待防止対策の推進【継続】（高齢福祉課・地域ケア推進課） 

 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、養護者及び要介護施設従事者等に対する的確な支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・普及啓発 

・関係者地区研修会 

・対応力向上職員研修 

・関係機関との連携強化 

継続 

・高齢者虐待対応マニュ

アルの改定 

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擁

護者に対する的確な支援を推進します。 

事業の現況 

（平成 2９年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・虐待防止の啓発講演会 

・障害施設職員研修の実施 

・障害者虐待防止センターにおけ

る相談、虐待通報受付、立ち入

り調査、改善指導、障害者保護

等の実施 

・関係機関との連携・協力 

継続 継続 

 

③子どもの権利擁護・虐待防止対策の推進【継続】（子育て支援課・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 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 
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・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 継続 

 

（３）権利擁護に関わる制度等の普及 

高齢者、障害者、子どもなど全ての人の人権や生命、財産を守るため、関係機関と区が

連携を強化し、情報発信していきます。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つながるため、さらに啓発を充実し制度の利用を促進し

ます。 

 

＜計画事業＞ 

①権利擁護に関わる制度の利用促進【継続】（健康福祉計画課、高齢福祉課、地域ケア推進課、

障害福祉課、子育て支援課、子ども家庭課、関係各課） 

高齢者や障害者、子どもなど全ての人の人権や生命、財産を守るため、権利擁護センター

の相談窓口、各虐待通報窓口などを周知するとともに、成年後見制度※や保健福祉サービス苦

情調整員制度、子どもの権利擁護委員制度などの周知を行い、制度の利用を促進します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

各相談窓口における権利擁護に関

わる制度の周知、利用促進 

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） 

高齢者や障害者等の財産を守り、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 29 年度） 

計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・消費者相談（週５日、午前９時半

～午後４時半） 

・出張講座の実施（申込制、随時実

施） 

継続 継続 
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11 災害時要配慮者支援の推進 

 

 

 

平成２３年に発生した東日本大震災では、６５歳以上の高齢者の死者数は６割にも達し、

障害者の死亡率は住民全体の死亡率の約２倍に上りました。こうした教訓を踏まえて、災害

対策基本法が改正され、区市町村は避難支援を要する高齢者や障害者を対象とする避難行動

要支援者名簿を作成するとともに、本人に同意が得られた場合には名簿情報を避難支援関係

者に提供することが定められました。 

 区では実効性ある避難支援がなされるよう各地域避難所に避難行動要支援者名簿を配備し

ました。また、支援が必要な方への適切な対応を図るため、同意が得られた方を登載した登

録者名簿を作成し、平成２８年３月、警察、消防、民生委員・児童委員に名簿を提供しまし

た。平成２８年６月からは協議の整った町会・自治会等と、個人情報に関する協定を締結し

た上で、登録者名簿の提供を行っています。 

 災害時には、一刻も早く要配慮者の安否確認をすることが重要です。安否確認を的確に行

うことができるよう、ヘッドライトやビブス（災害時用のベスト）、懐中電灯などを各地域避

難所に配備しています。また、安否確認や避難支援の手順を確認するために、防災訓練実施

時、民生委員・児童委員や介護事業所職員などの参加のもと、安否確認・避難支援訓練を平

成２７年度から実施しています。 

 災害時、地域での支え合いを円滑に進めるためには、「自助」や周囲の支援者の理解も必要

です。区では平成２５年度から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」の力を高める啓発も行っています。また、地域防災計画に基づき、

食糧・オムツなど要配慮者の必要な物品の備蓄に加え、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。特別養護老人ホームや心身障害者センターなどを福祉避

難所に指定し、食糧等の備蓄を行っています。さらに、施設・事業所を運営する介護事業者

等と「災害時における避難行動要支援者等の支援に関する協定」締結を進めています。 

 

 

 

 災害時に要配慮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

事項の周知や対策や、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配慮者の

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。 

災害が発生したときは、「自助」「公助」とともに、「共助」が必要となり、地域における要

配慮者の避難支援体制づくりを地域の住民組織や、民生委員・児童委員などと協力して進め

ることが必要になります。 

要配慮者の避難生活を支える福祉避難所は高齢者施設が８か所、障害者施設が８か所あり

ますが、災害時これらの施設の職員も被災することを考慮すると、福祉避難所における確保

すべき介護職員数、支援員が不足する事態が生じ、人員の確保が課題となります。 

また、長期化する場合は、３交代制のシフトを考える必要があり、さらに人数増が必要で

す。地域避難所での生活が困難な高齢者や障害者を福祉避難所へ移送する手段の確保も必要

となります。 

 安否確認が迅速に行うことができるよう、町会・自治会に登録者名簿を提供していますが、

協定を締結できていない町会・自治会に働きかけ、名簿の提供を拡充することが必要です。 

現 状 

課 題 
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施策の体系 11  災害時要配慮者支援の推進 

       （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 

   災害時、地域において自力で避難することが困難な要配慮者を把握し、迅速に安否確

認を行うことができるよう避難行動要支援者名簿を配備し、名簿情報の提供に同意をし

た方の情報を登録者名簿として避難支援等関係者（警察、消防、民生委員・児童委員、

町会・自治会）に提供していますが、登録者名簿への登載率を高めるよう、働きかけを

していきます。 

   また、地域全体で要配慮者の支援に当たることができるよう、防災訓練等において安

否確認・避難支援訓練を実施し、交流や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、要配慮者の特性や必要な

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」を配備しています。この名簿を災害時に安否確

認や避難支援に活用していきます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・避難行動要支援者名簿（対象者名

簿）の更新 

・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【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」登載者のうち本人から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、平常時から避難支援等関

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 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

・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 

 登録者名簿未登録者への

勧奨通知を２年に１回発

送 

継続 

 

③地域における避難支援体制の整備【重点】（健康福祉計画課・防災課） 

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。平成 24 年 2 月からモデル地域として田道住区で実施してき

ましたが、地域の単位を町会・自治会とし、支援体制の整備を進めていきます。 

施 策 
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事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

34 の町会・自治会へ名簿の提供

を実施 

提供する町会・自治会の

拡大 

継続 

 

④個別支援プラン作成の推進【重点】（健康福祉計画課、地域ケア推進課、障害福祉課） 

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 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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 

継続 

 

（２）避難所・在宅生活支援対策の推進 

   要配慮者が在宅、または避難所において健康で安心して生活を送ることができるよう

に、在宅生活における支援の検討や避難所の施設整備、聴覚障害者・視覚障害者に配慮

した情報提供やコミュニケーション手段の確保、要配慮者用相談窓口の設置など、様々

な支援対策に取り組みます。 

   また、地域避難所での生活が困難な人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について必要な検討を進めます。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を整備していきます。 

 

＜計画事業＞ 

①地域避難所における要配慮者対策の推進【重点】（防災課、健康福祉計画課、高齢福祉課、

障害福祉課） 

災害時に要配慮者が安心して地域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 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34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（要配慮者用

食糧、資機材、おんぶ紐など） 

・継続 

・安否確認用資機材の拡

充 

継続 

 

②福祉避難所における要配慮者対策の推進【重点】（防災課、健康福祉計画課、高齢福祉課、

障害福祉課） 

災害時に要配慮者が安心して福祉避難所で生活できるよう、各福祉避難所における福祉避

難所運営マニュアルを検討し、作成していきます。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

福祉避難所運営ガイドラインの作

成 

・各施設に応じた福祉避

難所運営マニュアルの

作成 

継続 
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・福祉避難所で確保すべ

き介護職員数、生活支援

員数の確保策の検討 

 

③要配慮者の在宅生活への支援【重点】（健康福祉計画課、介護保険課、関係各課） 

災害時、在宅の要配慮者が安心して生活を送ることができるよう、具体的な支援対策を検

討します。 

事業の現況 

（平成 29 年度） 
計画年度：平成 30(2018)～34(2022)年度 

前期（30～32年度） 後期（33～34年度） 

介護事業者と「災害時における避

難行動要支援者等の支援に関する

協定」締結 

・協定締結の介護事業者

等の拡大 

・生活物資の供給を行う

ための体制整備や協定

締結の検討、調整 

継続 

 


