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は じ め に 

 

令和元年７月、地域福祉審議会は、保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画

の改定に当たり社会情勢の変化に対応した各計画の方向等について、区長から諮問を受けま

した。当審議会は、効果的・効率的に検討を進めるため、小委員会「計画改定専門委員会」

を設置し、各計画の基本理念と福祉分野の重点課題の検討を付託しました。 

計画改定専門委員会は、令和元年 10月から令和２年３月までの間、５回会議を開催し、

従来の課題に加えて、ひきこもり等の新たな課題についても分野横断的に検討し、令和２年

５月、「計画改定専門委員会における検討のまとめ」を取りまとめました。 

当審議会は、その後、検討の「中間のまとめ」を取りまとめ、区民や福祉関係者等から意

見を募集した上で最終答申を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴

いスケジュールを変更し、福祉分野に生じた新たな課題を整理し、あらためて方向性を検討

した上で、答申を行うこととしました。 

本答申は、各計画の基本理念と福祉分野の重点課題について基本的方向を記しています。

福祉分野の重点課題は、始めに、各分野共通の課題として「地域共生社会の実現に向けた包

括的支援体制の充実」をまとめ、続いて、高齢期を念頭に置いた課題として「地域包括ケア

システムの深化・推進」、「生涯現役社会・エイジレス社会の推進」、分野別の課題として「障

害のある人への支援の充実」、「子育て・子育ちへの支援の充実」をまとめました。 

検討の過程においては、学識経験者、区議会議員、社会福祉関係者、保健医療関係者、ボ

ランティア等の区内関係団体、公募区民からなる委員が、状況の変化を把握し、新たな方向

性を打ち出すことを目指して、それぞれの立場から積極的に意見を出し合いました。本答申

は、これらの意見をまとめたものです。 

感染拡大の収束が見えない中、区民のニーズに的確に対応した福祉施策の展開を図ること

は容易ではありませんが、区は、引き続き、地域、暮らし、生きがいを共につくり、高め合

うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、包括的支援体制の整備をはじめ、福祉施

策の充実に取り組んでいく必要があります。 

区は、本答申の内容を十分に踏まえ、目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障

害者計画の改定を行うよう望みます。 

 

 令和２年９月 

 

                     目黒区地域福祉審議会 

                      会 長   石 渡 和 実 
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Ⅰ 各計画の基本理念について                   

 現行計画の基本理念は、区の保健医療福祉行政の基本となる考え方が示されています。現

在、国が福祉改革の基本に掲げている「地域共生社会※」の実現にも則した内容となってい

ますが、「地域共生社会」の文言は明記されていません。 

 一方、この間、国は「障害福祉サービスの利用等に当たっての意思決定支援ガイドライン」

（平成 29年３月）、「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」

（平成 30 年６月）、「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に

関するガイドライン」（令和元年５月）を取りまとめ、意思決定支援の基本的な考え方等を

示しました。 

重度の障害や認知症などにより自ら意思決定を行うことが困難な状況や、高齢等により介

護が必要な状況、経済的な理由等により生活に困窮する状況等にあっても、適切な支援を受

け、社会とつながりを持ち、支え合いながら生活していくことによって、自立した生活を営

むことができます。 

よって、次期計画における基本理念は、区として「地域共生社会」の実現を目指すことを

明確にするとともに、自立生活と意思決定支援の考え方を整理し、下記のとおり一部変更す

ることが望ましいと考えます。 

 

（１）基本理念 

「地域共生社会※」の実現に向けて、だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける

ことができるように、「個人の尊厳と人間性の尊重」を基盤とした、「自立生活の確立」、「健

康寿命の延伸」及び「地域の支え合いの推進」を基本理念とします。また、以下の基本的な

考え方に沿って施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 保健医療福祉計画の基本理念 

※印が付いている語句には、 

48ページ以降に用語解説（50音順）があります。 

だれもが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける 

個人の尊厳と人間性の尊重 

 

 

 

 

 

 

自立生活の確立 健康寿命の延伸 

地域の支え合いの 

推進 

地域共生社会の実現 
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（２）基本的な考え方 

〇お互いの存在と人格を尊重し、だれもが平等に大切にされる地域社会をつくる。 

〇だれもが健康で、生きがいをもって自分らしく活躍できる環境をつくる。 

〇だれもが住み慣れた地域で孤立することなく、安全に、安心して生活できる環境をつくる。 

〇だれもが暮らしの中で直面する困難について身近な地域で安心して相談し、必要な支援を

求めることができる仕組みを確立する。 

〇だれもが自らの意思が尊重された生活を送ることができるように、保健・医療・福祉など

の必要なサービスが切れ目なく総合的に提供されるようにする。 

〇人に優しく、人と人とのつながりを大切に、区民・事業者・行政の協働により、支え合う

地域社会をつくる。 

〇支援を必要とする当事者を含めて、区民が保健医療福祉に関する政策形成過程に参画する

機会を充実する。 

 

 

 介護保険制度は、加齢により介護が必要な状態となっても、個人の尊厳を保持し、その有

する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び

福祉サービスに係る給付を行うため設けられました。 

介護保険制度の目指すところは現行の第７期計画策定時と大きく変わりませんが、制度改

正が行われるごとに保険者に求められる役割が拡充していることを踏まえ、第８期計画には、

保険者としての方向性を示すため、下記のとおり計画の柱となる基本理念を掲げるとともに、

これまでの本委員会での検討内容を踏まえ、基本的な考え方に自己選択に係る文言を追加す

る等の変更を行うことが望ましいと考えます。 

 

第１ 基本理念 

この計画は、地域福祉計画と老人福祉計画の性格を併せ持つ目黒区保健医療福祉計画との

一体性を保つものであることを踏まえ、基本理念を次のとおりとします。 

『住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける』 

 

第２ 基本的な考え方 

 区では、基本理念の実現に向けて、次の考え方に従って施策を推進します。 

○区民の共同連帯 

区民の共同連帯の理念に基づき、要介護者やその介護をする家族等を地域社会全体で支え

ます。 

○地域福祉の一環としての制度の運営 

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが住み慣れた地域で一体的に提供される「地

域包括ケアシステム※」の推進を基本に、区民・行政をはじめとする関係者の協働による地

域福祉の一環として介護保険制度を運営します。 

２ 介護保険事業計画の基本理念 
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○自立支援と介護予防 

高齢者が個人の尊厳を保持し、その有する能力・状態に応じて、社会に参加しながら自立

した日常生活を営むことができるよう、要介護状態の発生や重度化をできるだけ防ぎ、さら

には軽減を目指す介護予防の観点に立った施策を推進します。 

○保険者機能の強化 

区の実情に応じた事業の展開を進めていくとともに、介護サービスが介護保険制度の目的

に沿って提供されるよう給付の適正化等に取り組みます。 

○サービスの充実 

サービスの質の向上を図るため、事業者の人材育成や人材確保への支援を行うとともに、

地域の住民等多様な主体による多様なサービスの充実を図ります。 

○利用者本位と利用者保護 

利用者が必要とするサービスを利用者自らが適切に選択できるよう、また、事業者間の適

正な競争の下で良質なサービスが提供されるよう、区民等に向けて介護サービス情報を積極

的に提供します。 

事業者との契約によるサービス利用において、自らが契約することが困難な人を含め、す

べての利用者がサービスを受ける上で不利益を被らないよう、苦情対応や事業者指導を強化

します。 

○介護サービス基盤の整備 

住み慣れた地域で必要なサービスが利用できるよう、介護サービス基盤の整備を進め、必

要なサービス供給量を確保します。このため、民間事業者の参入促進や既存事業所の供給量

改善など、民間活力の積極的な活用を図っていきます。 

○公平で公正な負担 

負担と給付を明確にし、そのバランスを図り、公平で公正な負担に基づき制度を運営しま

す。 

 

 

障害者計画では、障害の有無にかかわらず、すべての区民があらゆる場面で自己選択・自

己決定に基づき地域で自分らしく生きることができる社会を目指すとともに、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基本理念としており、これは普遍的な基本理

念であると言えます。 

また、意思決定の支援については、自己決定の尊重であることを前提とし、自ら意思を決

定することに困難を抱える障害のある方が、日常生活や社会生活に関して自らの意思が反映

された生活を送ることができるように、可能な限り本人が自ら意思決定できるよう支援する

ことが重要です。障害者自立支援協議会※から提出された「障害者計画改定に関する意見」

も踏まえ、障害保健福祉の理念及び障害保健福祉の基本的な考え方は、下記のとおりとする

ことが望ましいと考えます。 

 

３ 障害者計画の基本理念 
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（１）基本理念  

平成１２年１０月に策定した目黒区基本構想では「人権と平和を尊重する」ことを基本理

念として掲げ、子どもも高齢者も、障害のある人もない人も、すべての人が人間として平等

であり尊厳が保たれる社会の実現を目指しています。 

また、障害者基本法に位置付けられる「全ての国民が、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」といった目的を踏

まえるとともに、区ではこれまで進めてきた取組を一層推進します。 

これらの理念をもとに、目黒区障害者計画では「障害の有無にかかわらず、機会の平等、

アクセシビリティ※が保障され、すべての区民があらゆる場面で自己選択・自己決定に基づ

き、地域で自分らしく生きることができる社会を目指すとともに、相互に理解と交流を図り、

ともに暮らす社会を実現する」ことを基本理念とし、以下の観点に立って施策を推進します。 

 

○障害のある人のライフステージ※や障害特性に応じて、自らの意思で望む生活のあり方を

選択・決定し、保健・医療・福祉の各分野連携のもと、地域で暮らし続けていくために必要

な切れ目のない横断的なサービスが提供される体制を構築する。 

○障害のある人が社会の一員として教育・就労の機会を得るとともに、スポーツ、芸術・文

化、地域活動等に参加し、社会生活を送るために必要な情報保障やサービスを整備する。 

○障害の有無にかかわらず、社会参加の妨げとなる差別、偏見、物理的な障壁をなくし、相

互に人格と個性を尊重し支え合いながら生活していけるまちづくりを実現する。 

○障害のある児童の多様な支援ニーズにきめ細かく対応するとともに、適切なサービスの確

保と質の向上を図るため、障害のある児童のサービスに係わる提供体制を充実する。 

 

以上のことを推進するため、障害のある人、高齢者、児童といった区分にとらわれること

なく、地域のサービスを横断的に相互活用し、様々な社会活動に障害のある人が積極的に参

加できるような体制づくりを構築するため、ソーシャル・インクルージョン※（社会的包摂）

の理念の具現化に努めます。 

 

（２）基本的な考え方  

障害保健福祉の理念を踏まえながら、以下の４点を基本的な考え方とします。 

 

○身近な地域で安心して暮らし続けていくことができる仕組みづくり 

障害のある人が、地域において必要なサービスを受けながら、様々な支援を切れ目なく提

供できるよう相談支援体制の充実を図るとともに、施設や病院から退所・退院した方が地域

で安定した生活に移行できるための相談支援体制を構築します。 

地域におけ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を設置し、相談支援事

業者への専門的助言及び人材育成を行うとともに、地域における様々な相談支援機関と連携

し、相談支援体制の一層の構築と機能強化を図ります。 

また、障害のある人の高齢化や障害の重度化に伴い必要となる支援サービスを提供すると

ともに、保健・医療・福祉の関係機関による情報共有や連携体制を推進します。 
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○誰もが社会に参加し、貢献することができる仕組みづくり 

障害のある人が、地域社会の一員として教育・就労等の機会を得て、充実した生活を送る

ために必要なサービスの提供を図ります。就労意欲のある人が、一人ひとり障害特性や適性

に応じた多様な就労形態をとることができるよう就労支援・定着支援や生活支援の充実を図

るとともに、障害者施設における自主生産品の販売促進や普及、販路の拡大等について工夫

し、工賃水準の向上に取り組みます。 

また、障害のある人が、地域の「支え手」や「受け手」に分かれるのではなく、自分らし

く活躍できるような場や機会の提供などの地域づくりに取り組みます。 

さらに、身近な地域で継続的にスポーツに親しめるよう、機会の一層の充実を図るととも

に、芸術文化活動や余暇活動を通じた交流、障害特性に配慮した図書館や社会教育講座等の

充実を図ります。  

○ともに暮らすまちづくりの実現 

障害の有無にかかわらず分け隔てることなく、ともに地域で暮らせるまちづくりを推進す

るためには、区民一人ひとりがノーマライゼーション※の理念に基づき、差別、偏見、物理

的な障壁をなくし、障害や障害特性に対する理解を深め、相互に人格と個性を尊重し支えあ

うことが必要です。 

障害のある人や、高齢者、子ども等、誰もが利用しやすい公共施設や公共交通機関の整備

に向けて取り組みます。障害者の権利に関する条約の理念に基づき、心のバリアフリー※や

差別解消に取り組むとともに、地域における交流を促進し、障害の有無にかかわらず相互理

解を深め、すべての人の基本的人権が尊重される地域社会の実現を目指します。 

○障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 

児童発達支援センター、障害児相談支援事業所及び発達障害※支援拠点等の関係機関が連

携し、障害のある児童の発達や成長段階に応じた相談支援体制の充実を図ります。多様なニ

ーズに応じた切れ目のない支援を行うため、家族支援を含め、保健・医療・保育・教育・就

労等の各分野の連携を一層推進します。 

障害のある児童が、その障害特性に応じて、必要な支援を受けながら、地域の保育・教育・

子育て支援において、障害のない児童と共に学び成長する機会を進め、障害のある児童とそ

の保護者等が孤立することのないよう、心のケアを含めた家族支援の充実を図ります。 
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Ⅱ 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の充実        

 「地域共生社会※」は、制度や分野の枠、「支える側」「支えられる側」という従来の関係

を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いな

がら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニテイ、地域や社会をともに創る社会を目

指すものです。 

令和元年 12月、国の有識者会議である「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・

協働の推進に関する検討会（地域共生社会推進検討会）」は、①「断らない相談支援」②「参

加支援（つながりや参加の支援）」③地域づくりに向けた支援の３つを一体的に行うための

包括的な支援体制の整備の在り方をとりまとめました。 

令和２年６月、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が成

立し、社会福祉法等が改正されたことから、国は、市町村において地域住民の抱える課題の

解決のための包括的な支援体制の整備を行う重層的支援体制整備事業を創設しました。 

 目黒区においても、包括的相談支援体制の充実とともに、地域の支え合いを含めた地域づ

くりを一体的に進めていく必要があります。地域社会からの孤立を防ぐとともに、地域にお

ける多世代の交流や多様な活躍の機会と役割を生み出すための支援が求められています。 

＜現状＞ 

介護と育児を同時に行う「ダブルケア」や 80代の高齢の親と 50代の子が困窮し社会から

孤立してしまう「8050問題※」のように、多様化・複雑化する支援ニーズに対応するために

は、縦割りの対応を見直し、関係機関が連携して解決を図ることが必要です。 

区は、平成 31年４月、包括的な相談支援の中核を担う組織として福祉総合課を新設し、

「福祉の総合相談窓口」（愛称：福祉のコンシェルジュ）を開設しました。高齢者、障害者、

子ども、生活困窮やひきこもり※状態にある人などが抱える、分野を超えた多様な課題の解

決に向け、保健福祉に関する相談支援を行う「ふくしの相談係」と生活困窮に関する自立支

援相談機関でもある「くらしの相談係」が密に連携を図りながら、相談者に寄り添い、関係

機関と連携しながら支援を行っています。 

新型コロナウイルス感染拡大によって、多くの人が感染の不安だけでなく、経済的な不安、

外出できないストレス等を抱えるようになりました。しかし、感染拡大防止の観点から積極

的なアウトリーチ※支援が行いづらくなっています。地域では、円滑な福祉サービスの提供

が困難となり、また、地域資源を活用しにくい状況となっています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

（１）福祉の総合相談支援の充実 

 複合的な課題を抱えた人や、どこに相談にいったらよいか分からない人など、様々なニー

ズへの対応を行っている「福祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）」のさらなる充実

が必要です。支援が必要な人が少しでも早く相談につながるよう、窓口を広く周知し、アウ

トリーチ※支援や電子媒体などを活用しながら相談の入り口を広げていく取組みも重要です。 

１ 包括的相談支援体制の充実 
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また、傾聴だけでなく、相談者の困りごとをしっかりと受け止め、相談者自身が問題を解

決できる力を引き出せる伴走型支援を行うことが必要です。そのためには職員の資質及びソ

ーシャルワーク機能の向上が不可欠であり、包括的支援に関わる人材は、分野横断的な知識

やアセスメント力、調整力を身に付けてソーシャルワーク機能を発揮していく必要がありま

す。また、相談支援機関の連携を図るため、連携会議を定期的に開催しながら、包括的相談

支援体制の充実を図っていく必要があります。 

 

（２）地域包括支援センター※の機能強化 

福祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）との役割分担を明確にしながら、区民に分

かりやすく周知していく必要があります。区内５か所の地域包括支援センター※は、区民に

身近な保健福祉の総合相談窓口として、対象を高齢者にとどまらず、障害者や子ども、生活

困窮者※などにも広げ、関係部署と連携しながら機能を充実させていく必要があります。 

感染症の拡大に伴い、様々な福祉サービスを従来どおり提供することが困難となる中、地

域における見守りも重要性を増しています。感染予防策を十分講じた上で、住民との関係を

築いていく必要があります。 

 

 

▼国の重層的支援体制整備事業のイメージ図 
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＜現状＞ 

今後高齢・単身化が一層進むことが予測される中、人々の暮らしや地域の在り方が複雑・

多様化しています。高齢者などの日常生活上の困りごとは、かつては家庭内・隣近所等で解

決していましたが、血縁・地縁といった共同体機能の弱まりに伴い、地域内に身近な生活課

題への支援を必要とする人が増えることが見込まれます。 

令和元年度、要介護認定を受けていない 65歳以上を対象に実施した「介護予防・日常生

活圏域ニーズ調査」において、ふだんの近隣との交流について尋ねたところ、「家を行き来

するなど、親しいつきあいがある」との回答は約１割、「家を行き来することはないが、立

ち話などはする」は約４割であり、半数以上の方が、ふだんから近隣の人と会話をしている

ことがうかがわれる一方で、「顔を合わせたときにあいさつ（会釈）をする」が約３割、「つ

きあいはほとんどない」との回答が１割弱ありました。 

〇地域活動への支援 

中高年齢層に向けて、地域デビューの支援として、地域活動のきっかけとなる機会の提供

等を行っています。また、元気な高齢者が要介護・要支援の方の生活支援の担い手として活

躍することにより、地域住民の支え合い、高齢者自身の健康増進や生きがいづくり、介護予

防につなげていく「めぐろシニアいきいきポイント事業」を実施しています。 

〇地域における見守り 

 「見守りネットワーク※」は、高齢者だけでなく、子ども、障害者、生活困窮者※など広

く対象としています。地域を緩やかに見守ることで地域の人たちの異変に早期に気づき、地

域包括支援センター※につなぐ人材育成のため「見守りサポーター養成講座」を実施してい

ます。また、認知症を正しく理解し、自分のできる範囲で認知症のかたやその家族を見守り

支援する応援者として「認知症サポーター※」を位置づけています。 

〇日常生活の支援 

平成 27年の介護保険制度の改正により創設された介護予防・日常生活支援総合事業と生

活支援体制整備事業は、地域住民やボランティアなど多様な担い手による多様な生活支援サ

ービスの創出を目指しています。地域の支え合い体制の構築に当たっては、生活支援コーデ

ィネーター※を配置し、具体的な生活支援サービスの創出に向けて地域資源の把握と関係づ

くりに努めています。また、生活支援の基盤づくりについては、地域の活動団体等の情報共

有・連携の場である協議体（日常生活圏域単位の第２層協議体）を区内５地区で設置してい

ます。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

（１）担い手の確保・育成 

地域における支え合いをさらに推進していくためには、担い手の確保が重要な課題です。

日頃から地域福祉活動を推進している民生委員・児童委員※の支援、社会福祉協議会と連携

したボランティア・ＮＰＯ団体等による福祉活動の促進、社会福祉法人や企業による地域貢

献活動がさらに広がるよう支援していく必要があります。 

２ 地域の支え合いの推進 
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新たな担い手として、地域活動に対して肯定的な意識を持ちつつも、自分からは参加への

アクションを起こさない方々を地域活動の場に誘う工夫が必要です。また、組織に属さない

高齢者や若年層にも積極的に働きかけていく必要があります。 

〇地域活動への支援 

地域デビュー事業の充実を図り、地域社会参加へのきっかけづくりを促すとともに、参加

者が実践できるような仕組みづくりが必要です。 

元気な高齢者が、今まで培った知識・経験を生かして、要介護・要支援者の生活支援など

の担い手として活躍することで、地域や住民同士の支え合いの仕組みづくりにつながるだけ

でなく、高齢者自身の健康増進、介護予防、生きがいづくりにつながります。引き続き、更

なる事業の充実を図るとともに、多世代交流などを考慮した活躍の場を拡大していくことに

ついて検討を進めていくことが必要です。 

〇地域における見守り 

見守りネットワーク※の有効活用や更なる充実を目指して、町会・自治会・住区住民会議

や民生・児童委員、企業との連携強化が必要です。また、見守りネットワークによるひきこ

もり※課題への対応も望まれます。また、認知症サポーター※の活動を実践に結びつけるネ

ットワークの構築が必要です。 

 

（２）体制等の整備 

地域活動に関心を持つ区民と活動団体などの橋渡しは、目黒区社会福祉協議会の「ボラン

ティア・区民活動センター」等が取り組んでいますが、講習会等の参加者を実践に結びつけ

るためのネットワークづくりなど、取組みをさらに充実させていく必要があります。 

新型コロナウイルス感染拡大により地域の支え合い活動が制限され、これまで築いてきた

地域のつながりが弱まることが懸念されます。社会福祉協議会にコミュニティソーシャルワ

ーカー※を配置することを検討し、地域のつながりを構築していくことが必要です。 

また、地域活動の拠点づくりや、地域の支え合い活動の中核を担う人材の確保と育成が必

要です。地域で活動するボランティアは、社会人世代が主力と言えます。企業によっては、

社員にボランティア活動を推奨するだけではなく、活動先のボランティア団体に寄付を行っ

ているところもあります。地域活動に社会人が参加しやすい環境の整備や、企業自体の地域

貢献について、企業に対して働きかけを行っていくことが望まれます。 

 

（３）地域のニーズの把握等 

住民一人ひとりが地域を身近に感じることで、地域のつながりが生まれ、そこから孤独死、

虐待等、外部からはなかなかつかめない問題を早期に発見し、支援する糸口になります。 

今後、地域の支え合い活動を発展させていくためには、地域に何が求められているのか、

地域ごとに課題を洗い出し、地域の中で共有して、考えていく必要があります。 

また、これまで、地域における支え合いは、「支援が必要な方」「担い手」など「人」に着

目されてきました。一方で、地域の中には、実際の活動はできないものの活動場所の提供は

可能な人もいると考えられます。支え合い活動を発展させていくためには、地域課題を把握

するとともに、地域に貢献したい方のニーズも捉えていく仕組みも必要と考えます。 
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新型コロナウイルス感染拡大の影響で自宅等にいる時間が長くなったことにより、新たな

ストレスや不安が生じた一方で、自分が暮らす地域のことを知る機会が増えたとも言えます。

この状況を前向きに捉えて、地域課題への理解や活動の拡大に結び付ける工夫をしていくこ

とも必要です。 

 

（４）感染予防のための「新しい生活様式」を踏まえた対応 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の見守り活動や支え合い活動は、従来どお

り実施できなくなっています。民生委員・児童委員※の活動も訪問から電話等による対応へ

と変化しています。今後とも感染予防策を講じつつ、安全・安心に地域の支え合い活動を再

開することができるよう、活動団体等を支援していくことが必要です。 

 

  

▼包括的支援体制のイメージ 

１包括的相談支援体制 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。 

２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、包括的相談支援

体制との連携を図ります。 
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＜現状＞ 

福祉教育※は、憲法第 13条（幸福追求権）、第 25条（生存権の保障）に規定された基本

的人権を前提としています。 

平成 28年７月に発生した相模原市の障害者支援施設における事件を受け、共生社会の実

現とそのための国民の理解促進の重要性があらためて認識されています。現行の保健医療福

祉計画及び障害者計画では、共生社会の実現が施策の方向の一つに掲げられ、福祉教育に力

を入れていくことが示されています。 

区では、民生委員・児童委員※をはじめ、地域における見守り活動、生活支援体制整備事

業の協議体、認知症サポーター※活動等、多くの地域福祉活動を通して相互理解が深められ

ています。旧第六中学校跡地や第四中学校跡地等では、高齢者、障害者、子どものための福

祉施設整備が合築や隣接という形で進みました。地域住民とともに、高齢者や障害者が主体

的に活躍できる交流の場づくりを通して、心のバリアフリー※が進んでいます。 

区内の小中学校においては、高齢者施設・障害者施設でのふれあい活動、車いす体験、ア

イマスク体験のほか、福祉目的の募金活動等が実施されています。また、幼い頃からのイン

クルーシブ教育※が重要なことから、小学生を対象とした啓発冊子を作成し、福祉体験学習

ガイドブックとして活用しています。 

地域においては、多様な人々が交流し、相互理解を深めるための取組みが進んできました

が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により各種行事や福祉施設のまつり等がこれまで

どおり開催できない状況が続いています。また、感染者等に対する誤解や偏見、差別のおそ

れも生じています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

地域における社会的排除・社会的孤立を解消し、地域福祉を推進していくためには、福祉

教育※が不可欠です。 

障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮※の提供等について定めた障害

者差別解消法の施行等により、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た取組みは徐々に進んできました。障

害者の権利に関する条約の趣旨も踏まえて、今後とも共生社会の理念を障害分野の枠を超え

て広めていく必要があります。 

障害の有無だけでなく、年齢や性別、文化や言語等、様々な違いをお互いに認め合い、支

え合うという意識は、一朝一夕に高まるものではありません。家庭や地域における普段の暮

らしの中で、幼い頃から粘り強く育んでいく必要があります。福祉教育の実践では、障害や

高齢の疑似体験を行うだけなく、当事者が地域で暮らす様子を伝え、生活のしづらさを軽減

していく方法を一緒に考えるという視点が大切です。区は、社会福祉協議会による福祉教育

の取組みを積極的に支援していくことが必要です。 

  

３ 福祉教育の推進 



 

12 

 

（１）成年後見制度・権利擁護事業の推進 

＜現状＞ 

成年後見制度※とは、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方の権

利を守る成年後見人等を選ぶことで、その人を法律的に支援する制度です。 

区では、成年後見制度を推進していくため、社会福祉協議会の権利擁護センター「めぐろ」

を成年後見制度の推進機関としました。同センターでは、制度の利用に関する相談や後見人

等候補者の紹介、後見人等へのサポート、市民後見人の養成等のほか、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行っています。 

区が令和元年度に実施した「介護保険居宅サービス利用者調査」において成年後見制度の

今後の利用意向を尋ねたところ、「必要になったら利用したい」との回答は約４割でしたが、

一方で「わからない」が約３割、「利用したくない」が２割弱でした。また、同じく令和元

年度に実施した「障害者向けアンケート調査」では、「どのような制度か知らない」との回

答が前回調査より増加し、約４割に上りました。 

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」

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、区市町村においても

利用促進計画を策定するよう求めています。 

また、国は、成年被後見人等の医療・介護等に係る意思決定が困難な人への支援等として、

医療機関に勤務する職員を対象に「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な

人への支援に関するガイドライン」を作成し、令和元年６月、各自治体へ通知しました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

認知症やひとり暮らし等高齢者の増加に伴い、成年後見制度※の必要性が一層高まると考

えられますが、区民においては制度の理解が十分進んでいるとは言えません。今後、成年後

見制度をさらに周知し、利用を促進していく必要があります。 

また、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でないなどの権利擁護※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、本人の財産管理、意思決定支援

や身上監護等の福祉的な観点を重視した柔軟な支援等の更なる充実が求められています。成

年後見制度の利用促進に向けて、権利擁護センター「めぐろ」の相談機能や事務管理機能を

充実させていくとともに、成年後見利用促進計画策定に向けた検討を進めていく必要があり

ます。 

身寄りのない高齢者等は、自らの葬儀や遺品整理、財産処分等、死後のことに大きな不安

を抱えています。死後事務だけでなく、身元保証・身元引受や日常生活支援等を行う民間サ

ービスも生まれており、今後こうしたサービスの需要が高まることが見込まれます。 

 区民がいきいきと自分らしい人生を送り、安心して人生の最期を迎えることができるよう

目黒区にふさわしい日常生活支援や終活支援（エンディングサポート）を検討していくこと

が望ましいと考えます。 

  

４ 権利擁護の推進 
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（２）虐待防止対策の推進 

＜現状＞ 

高齢者や障害者が尊厳を保ちながら暮らし続けることができる社会の実現を目指して、平

成 18年４月に高齢者虐待防止法が、平成 24年 10月に障害者虐待防止法がそれぞれ施行さ

れました。国は、高齢者虐待防止法に基づく調査結果を踏まえ、毎年、高齢者虐待防止に向

けた体制整備の充実や再発防止に向けた取組の強化等に取り組むよう都道府県に通知して

います。 

高齢者虐待に関する区への相談・通報件数及び虐待判断件数は、昨年に比べると大きな変

化はありませんが、内容が複雑化や深刻化する傾向にあります。区では、虐待の早期発見の

ため見守りネットワークによる見守りの対象を高齢者だけでなく子どもや障害者等に拡大

し、また、虐待事例へ適切に対応できるよう関係職員を対象に専門研修を実施しています。

高齢者虐待の防止及び早期発見・早期対応、発生した虐待に当たっては、各地域包括支援セ

ンター、高齢福祉課及び福祉総合課が役割を分担しつつ、緊密に連携して対応しています。 

障害者虐待については、「目黒区障害者虐待防止センター」を設置し、24時間障害者虐待

に関する相談・通報の受付、立ち入り調査、改善指導等を実施するとともに虐待防止に向け

た啓発を行っています。 

令和元年６月、児童虐待防止法及び児童福祉法の改正により、親権者は児童のしつけに際

して体罰を加えてはならないことが法律で規定されるなど、児童虐待防止対策の強化が図ら

れました。 

新型コロナウイルス感染症の影響によって外出する機会が減少したことで、精神的ストレ

スの蓄積や介護負担の増大、経済的問題などが要因となって、高齢者、障害者及び児童への

虐待、配偶者等の家庭内暴力につながることが危惧されています。また、施設従事者におい

ても感染予防の対応による精神的な負担増によって施設虐待につながることも危惧されて

います。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

虐待防止においては、複雑化や深刻化する事例に対する関係職員のスキルアップ及び関係

機関との連携強化を推進する必要があります。ダブルケア、8050問題※など困難な課題を抱

えた家庭や新型コロナウイルス感染症の影響により長期間にわたり施設に通所しなくなっ

た高齢者及び障害のある方への訪問等による状況の把握など、虐待に至る前に予防できる支

援体制を強化する必要があります。さらに、関係機関との連携を密にした対応が求められる

ことから、横断的に情報共有を図り支援体制を整備する必要があります。 

児童虐待については、配偶者等の家庭内暴力と密接に関わっているケースも見られます。

児童虐待についても子ども分野だけの課題とするのではなく、福祉分野共通の課題として地

域全体で取り組んでいく必要があります。 
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＜現状＞ 

認知症高齢者の将来推計として、国は、2025年（令和７年）には認知症の有病者数を高

齢者人口の約 20％、約 700万人と見込んでいます。また、都が実施した認知症高齢者調査

の結果から、同年の目黒区において何らかの認知症状がある高齢者数を推計すると、高齢者

人口の 17.2％と見込まれており、約 9,600人になると予測されます。 

高齢化の進展に伴い認知症高齢者の増加も見込まれることから、国は、平成 27年に策定

した認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に続き、令和元年６月に閣議決定された

認知症施策推進大綱に基づいた施策を推進しています。大綱の基本的考え方は、認知症の発

症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人

や家族の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした施策の総合的推進です。 

区では、認知症の正しい理解と適時・適切な対応が可能な地域づくりを目指し、知識の普

及啓発イベントや認知症サポーター※養成講座の開催、認知症ケアパス※の発行等を行って

います。また、認知症サポーターは、平成 19年度から累計約 12,500人になり、認知症ステ

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を行い、コミュニ

ティカフェの運営を支えています。 

認知症の人の介護者や高齢の介護者の息抜きの場となる認知症カフェ（通称：Ｄカフェ）、

地域包括支援センター※職員が必要に応じて相談を受け、支援につなげられる体制の介護者

の会、また、若年性認知症当事者の声を直接聴く機会としての講演会を開催するほか、当事

者や家族の交流の場として若年性認知症家族会を開催しています。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、認知症の正しい理解と適時・適切な対

応が可能な地域づくりを目指した、知識の普及啓発イベントや認知症サポーター養成講座等

の開催が困難な状況にあります。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

認知症サポーター※は、認知症に関する正しい知識と理解を持ち、できる範囲で認知症の

方や家族を見守り支援する応援者として位置付けられており、感染予防対策を講じて、認知

症サポーターの養成を継続して行う必要があります。認知症の人が地域で安全・安心に生活

できるように地域社会のネットワーク化は重要であり、区は、認知症サポーターとなった

方々を認知症の人やその家族が孤立しないための関係づくりや専門職へのつなぎ、必要な窓

口の紹介等、実際の活動につなげられるようコーディネートしていくことが望まれています。 

認知機能が低下した人や認知症の人は、意思決定能力が不十分な可能性があるため、平成

30年に厚生労働省が策定した「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガ

イドライン」の考え方を踏まえて、日常生活や社会生活等において本人の意思が適切に反映

された生活が送れるような支援が必要です。認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み

慣れた地域のより良い環境で自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症を自分たち

の問題として取り組み、認知症になっても活躍できる社会、その人が生きたい生き方ができ

る社会の実現に向けて、施策を推進していく必要があります。 

５ 認知症施策の推進 
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＜現状＞ 

平成 31年３月、国は 40～64歳を対象として初めての「生活状況に関する調査」を行い、

ひきこもり※状態にある人が全国に推計 61万人おり、その状態となって７年以上の人 

の割合が半数を占めるとの結果を公表しました。 

また、同年 12月、「就職氷河期世代支援に関する行動計画 2019」の中で、「個々人の状況

に合わせた、より丁寧な寄り添い支援」に、ひきこもり支援策が位置付けられました。国の

「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会（地域共生社

会推進検討会）」においても市区町村がひきこもりや介護、生活困窮などさまざまな問題に

一括して対応する「断らない相談支援の窓口」の整備が求められています。 

 都は、ひきこもり支援の担当所管を青少年・治安対策本部から福祉保健局へ移管したこと

に伴い、「東京都ひきこもりサポートネット事業」における年齢制限を撤廃し、中高年のひ

きこもり支援対策を強化しています。 

区では、平成 31年４月、相談支援の中核組織となる福祉総合課に「福祉の総合相談窓口

（愛称：福祉のコンシェルジュ）」を開設し、ひきこもり支援の担当所管としました。高齢

者、障害者、子ども、生活困窮など分野を超えた課題に的確に対応していくために、相談者

に寄り添い、関係機関と連携しながら支援を行っています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、ひきこもり状態にある人の就労や社会参加の機

会が減少しています。また、家族も感染拡大防止による外出の自粛により、精神的負担も大

きくなっていることから、ひきこもりの状態にある人やその家族からの相談を確実に受け止

め、丁寧に対応しながら「断らない相談支援の窓口」の充実に取り組んでいます。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

ひきこもり※支援においては、本人が自ら支援を求めることが難しい状況にある傾向が強

く見られます。また、家族も問題を抱え込んでしまい、相談機関につながらないまま長期化

してしまうことも少なくありません。このような状況から、ひきこもり状態にある人の生活

状況やニーズ等を明らかにして必要な支援が届く体制づくりが必要です。 

実際に、ひきこもりの状態にある方やその家族には、どこに相談したらよいかわからない

という人もおり、「福祉の総合相談窓口（愛称:福祉のコンシェルジュ）」がひきこもり支援

の担当所管であることを広く周知していく必要があります。 

また、ひきこもりの課題は様々な要因が絡みあっていることが多く、相談窓口では背景と

なる事情やそれぞれの心情に寄り添った丁寧な対応が求められるため、さらなる職員のソー

シャルワーク機能の向上が必要です。さらに、さまざまな関係機関と連携を図りながら、積

極的なアウトリーチ※を行い、重層的に支援していく体制づくりが求められています。 

地域住民がひきこもりに悩む人たちをどのように受け止め、理解していくかは地域共生社

会※の中で重要な課題であり、ひきこもりについての正しい理解を深めるための取組みも大

切です。だれもが地域で孤立することなく、安心して過ごせる居場所や活躍できる場づくり

が必要です。 

６ ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止 
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＜現状＞ 

国は、生活保護受給者の増加に加え、生活に困窮するリスクの高い層の増加を背景として、

生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活

保護に至らない等、生活保護制度の見直しと生活困窮者※対策の一体的実施に向け、平成 27

年に生活困窮者自立支援法を制定しました。平成 30年には、基本理念創設、生活困窮者の

定義見直し、関係機関による生活困窮者自立支援制度の利用勧奨の努力義務化など、生活困

窮者自立支援法が一部改正されました。併せて生活保護法も改正され、増加を続ける医療扶

助の適正化と、被保護者の生活習慣病の予防等の取組の強化を目的とした「被保護者健康管

理支援事業」の創設により、令和３年１月から、全国すべての福祉事務所において医療デー

タ等に基づいた生活習慣病の予防等、健康管理支援の取組を実施することとなりました。 

区においては、令和元年度より福祉総合課を新設し、生活困窮者自立支援法に基づく支援

を行う「くらしの相談係」と、保健福祉に関する相談支援を行う「ふくしの相談係」が「福

祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）」として、密に連携を図りながら相談者に寄り

添い、解決に向け関係機関と連携しながら支援を行っています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、離職や廃業、住居を失う恐れが生じてい

る方等、生活困窮に陥る方が大幅に増加しています。こうした方等を支援するため、住居確

保給付金、応急福祉資金貸付、緊急小口資金貸付等の支援制度について、条件緩和等により

支援内容を充実して対応していますが、申請者数の著しい増加や国民生活の新しい生活様式

の定着等に伴い、相談支援体制を強化する等より一層の寄り添い支援が必要となっています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

改正された生活困窮者自立支援法では、生活困窮者※に対する自立の支援は、個人の尊厳

の保持を図りつつ、就労の状況、心身の状況、地域社会からの孤立の状況その他の状況に応

じて、包括的かつ早期に行わなければならないという基本理念が明確化されました。また、

「生活困窮者」の定義が見直されるなど自立支援策の強化と着実な実施が望まれています。 

ひきこもり※状態にある方や長期離職者など、社会参加に向けて、より丁寧な支援を必要

とする方や、経済的困窮のみならず様々な生活課題を抱える方が顕在化しており、一人ひと

りの状況にきめ細かく対応する包括的支援体制の強化が必要です。 

貧困の連鎖防止策に向けた取組として、被保護世帯をはじめ生活困窮世帯への学習支援に

おいては、社会情勢を踏まえた学習支援の展開、創意工夫を講じた学習機会の提供・確保・

食事の提供、また、教育委員会が実施するＩＣＴ機器の貸与や高等教育に向けた進路選択等

も含め、各家庭の課題に応じた働きかけ・周知に努める必要があります。 

家計改善支援事業については、生活保護受給世帯に実施することで、生活保護受給中から

家計管理のスキルを身につけるとともに、保護脱却後に再び生活保護の受給に至らぬよう、

生活困窮者自立支援制度との連携を図りながら進めていく必要があります。 

その他、生活困窮者自立相談支援事業・就労準備支援事業・家計改善支援事業の一体的実

施の強化及び、地域での就労体験先の開拓や居場所づくりなど社会参加を支援する取組みの

７ 生活困窮者に対するセーフティネットの充実 
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充実を図るとともに、支援を必要とする家庭に情報が届くように事業の周知に努める必要が

あります。 

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活困窮者の個々の課題に応じた相談体制の確

保が求められています。全国的に急増する生活保護相談の現状を踏まえ、組織的な応援態勢

を組むなど、相談支援体制の強化を図る必要があります。 

また、生活保護申請の増加を見据え、雇用状況に応じた就労機会の確保、不安定就労から

の脱却など生活困窮状態の方々に対する就労支援が強く求められています。感染症拡大の影

響を受けた経済活動の中にあって、より多くの求人情報等を把握し支援に活かしていくため、

就労支援員が関係機関と活発に情報共有する機会を確保することが必要です。 

感染症との共生をはじめ、新たな生活様式による健康維持への働きかけを行うとともに、

社会情勢の変化に応じた適切な受診勧奨、特定健診結果に基づく保健指導、自立支援及び医

療扶助適正化に向けて着実な事業展開を図る必要があります。 

 

 

＜現状＞ 

災害対策基本法では、区市町村は、災害時に避難支援を必要とする高齢者や障害者を対象

とした「避難行動要支援者※名簿」の作成とともに、本人の同意が得られた場合には、名簿

情報を避難支援等関係者（消防署、警察署、民生委員・児童委員※、町会・自治会）に提供

することが定められています。 

令和２年３月現在、区で作成した避難行動要支援者名簿には、約１万５千人が登載され、

そのうち、避難支援等関係者への名簿情報の提供について同意された方は約９千人で、登載

率は約６割になります。 

また、避難行動要支援者名簿の作成に合わせて、一人ひとりの避難支援に関する情報を記

載した「災害時個別支援プラン」の作成も順次、進められています。 

令和２年５月、内閣府の中央防災会議は、令和元年東日本台風及び令和元年房総半島台風

に係る検証や令和２年新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ、「避難所における避難者

の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある。」等として、

防災基本計画を修正しました。 

区では、令和２年６月「避難所における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル（暫定

版）」を作成し、避難所における感染者等の専用スペースの確保や随時換気による衛生環境

の維持、マスク着用、手指消毒や検温による感染予防などの対策を示し、感染拡大防止に取

り組むこととしました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

区が令和元年度に実施した「介護保険居宅サービス利用者調査」では、災害時や火災など

の緊急時の対応で不安なこととして、「避難所まで１人では移動できない」の割合が最も高

く５割強となっています。災害に備え、身近な民生委員・児童委員※や町会・自治会へ避難

８ 災害時要配慮者※支援の推進 
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行動要支援者※名簿の提供を進めるとともに、日ごろからの地域の見守りなどを通してお互

いに顔の見える関係をつくる必要があります。 

避難行動要支援者名簿と合わせ、一人ひとりの緊急時の連絡先、避難支援者、医療情報を

記載した「災害時個別支援プラン」について、さらに区民に周知をするとともに、居宅介護

支援事業所や訪問看護ステーション等の協力を得ながら作成を進めていくことも必要です。 

また、令和元年度に区が実施した「障害者向けアンケート」では、災害発生時や避難所で

の生活で不安に思うこととして、「自分にあった食事や必要な薬の入手」の割合が５割弱と

最も高く、次に「避難先の設備（トイレや浴室、ベッドなど）が使えるか」が続きました。

また、「介護保険居宅サービス利用者調査」では、災害時や火災などの緊急時の対応で不安

なこととして、「身体状況などから、避難所で暮らせるか心配である」が約５割となってい

ます。地域避難所において、高齢者や障害者に配慮したスペースの設置や、生活上の配慮に

ついて対策を進めるとともに、換気や消毒に加え、ソーシャルディスタンス（社会的距離）

の確保など、「新しい生活様式」を踏まえ、感染症対策に万全を期すことが重要です。 

密閉空間や密集場所、密接場面の「三つの密」の状況を避け、自らの感染を回避するとと

もに、他人に感染させないという日頃からの意識付けが重要なため、防災訓練や防災講演会

を実施していくことも必要です。 

「複合災害」を回避するための避難行動には、避難所への避難だけではなく、自宅にとど

まり安全の確保に努める等、様々な選択肢があることを広く周知する必要があります。 
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Ⅲ 地域包括ケアシステムの深化・推進               

＜現状＞ 

地域包括支援センター※が介護予防ケアマネジメントや包括的支援事業等の機能を適切

に発揮していくためには、地域包括支援センターごとに業務の状況を明らかにし、それに基

づいて必要な機能強化を図っていく必要があります。そのため、平成 29年、地域包括ケア

システム※の強化のための介護保険法等の一部を改正する法律において、市町村や地域包括

支援センターは、地域包括支援センターの事業について評価を行うとともに、必要な措置を

講ずることが義務化され、国は、全国で統一して用いる評価指標を策定しました。 

区は、平成 31年４月に高齢者、障害者、子ども、生活困窮者※等、世帯が抱える複合的

な課題を丸ごと受け止める福祉の総合相談窓口として福祉総合課を設置し、地域包括支援セ

ンターの後方支援も併せて行い、訪問相談等の総合相談事業の充実に取り組んでいます。 

また、地域包括支援センターの職員が定期的に住区センターなど身近な場所で気軽に相談

ができるよう「出張相談」を実施するとともに、地域包括ケアシステムを実現するための基

盤となる地域ケア個別会議を実施しています。 

さらに、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

業者等に対する相談支援の充実・強化を図るため、地域包括支援センターの開設時間を平日

の午後７時までに延長しました。 

新型コロナウイルス感染症の影響で、様々な福祉サービスの提供が困難となり、また店舗

の休業や住民の外出自粛により、地域の見守り活動が弱まり、感染防止のため福祉サービス

の利用を自ら自粛する動きもありました。地域包括支援センターは、高齢者や障害者、生活

困窮者※など支援を必要とする人から住み慣れた身近な地域で保健福祉に関わる様々な相談

を受け、必要に応じた適切な支援を迅速に行うところであり、感染症の影響により、地域包

括支援センターの支援を必要とする方が増えてきています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

（１）総合相談機能の充実 

 地域包括支援センター※で行ってきた高齢の分野に特化しない福祉の総合相談は、地域共

生社会の実現に向けて一層期待されるところです。様々な課題を持つ人の相談に対応してい

くためには、専門性の高い人材の確保と育成が重要となります。現在の職員体制を踏まえ、

支援を必要とする人に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の平準化

を図りつつ、利用者にとってサービスの充実につながる地域包括支援センターのあり方につ

いて、あらためて考えることが望まれます。 

地域包括支援センターは、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種福祉サービスを

利用できないことによる心理的な不安解消、フレイル※予防、見守り活動の脆弱化や虐待等

の予防のため、電話訪問や啓発活動等に努め、また、感染防止対策を講じて、アウトリーチ
※を推進していくことが重要だと考えます。 

１ 地域包括支援センターの機能強化 
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さらに、地域資源のネットワークを活用し、見守りが必要な世帯あるいはひきこもり※な

ど社会から孤立しがちな世帯に対して、アウトリーチによる積極的な支援を充実していく必

要があります。 

（２）地域ケア会議の推進について 

 地域ケア会議は、地域包括ケアシステム※実現のため「個別課題の解決」、「地域包括支援

ネットワークの構築」、「地域課題の発見」、「地域づくり・資源開発」、「政策の形成」といっ

た機能があり、今後、さらに実効性のあるものとして定着・充実させることが重要です。 

 各地域包括支援センター※が主催し、定期的に開催する地域ケア個別会議においては、多

職種協働による個別事例の検討や課題分析を行い、その積み重ねにより地域に共通する課題

や制度の狭間にある課題を抽出する必要があります。 

 地域ケア推進会議においては、地域ケア個別会議で抽出された地域課題等を関係機関、地

域住民、行政等で情報共有し、解決に向けた地域づくり・資源開発の検討、並びに政策の立

案・提言へとつなげていくことが必要です。 

 

（３）事業評価について 

地域包括支援センター※が、地域特性に応じた適切な機能を発揮していくためには、国が

策定した全国統一の評価指標にとどまらず、目黒区の地域特性や区民ニーズの状況に応じた

評価指標を設定し、今後の方向性や課題の整理に生かすことが必要です。 

 

＜現状＞ 

介護保険制度は創設から 20年が経ち、サービス利用者は制度開始時の３倍を超えました。

また、介護サービスを提供する事業者も着実に増加し、高齢者とその家族を支える制度とし

て区民に定着しています。一方で、介護サービスが利用できない等の理由によりやむを得ず

離職する「介護離職」や、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」など、介護が必要な高齢

者を取り巻く様々な課題も生じています。 

このような状況の中で、高齢者人口がピークを迎える 2040年には、介護ニーズが高い 85

歳以上の高齢者が急速に増加し、介護サービスの需要は、さらに増えるものと見込まれてい

ます。 

令和元年 12月、国の社会保障審議会介護保険部会がとりまとめた「介護保険制度の見直

しに関する意見」では、「介護離職ゼロの実現に向けて、介護施設の整備を進めるとともに、

在宅サービスの充実を図り、在宅の限界点を高めていくことが必要である」、「高齢者が住み

慣れた地域においてその人らしく暮らし続けられるよう、自宅と介護施設の中間的な住まい

方についても普及を図っていくことが必要である」との方向性が示されました。 

区が令和元年度に実施した第８期介護保険事業計画策定の基礎資料のための調査・高齢者

の生活に関する調査によると、介護が必要になったとき又は介護度が重くなったとき、特別

養護老人ホーム等の施設での暮らしを希望される方は１割程度、在宅での暮らしを希望する

方は５～６割程度と、多くの方が自宅での暮らしを希望しています。 

２ 介護サービス基盤の整備と家族介護者等への支援の充実 
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○介護サービス基盤の整備 

区では、介護を必要とする高齢者が住み慣れた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※等の地域密着型サービスや特別養

護老人ホーム等の整備を促進するため、東京都の補助制度に加えて、区独自の補助を実施す

るなど、民間事業者による整備を支援しています。 

○新型コロナウイルス感染症への対応 

介護サービス事業所・施設が提供する各種サービスは、利用者の方々やその家族の生活を

継続する上で欠かせないものであり、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必

要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です。このため、区は介護サービス事業

者・施設に対して、必要な情報の提供を行うとともに、国・都と連携して感染症対策のため

の物資の支給・あっ旋、特別給付金の支給等を行いました。 

○家族介護者等への支援 

家族介護者等を支援するため、介護の悩みを共有し、情報交換等を行う「介護者の会」を

各地区で開催しているほか、地域の誰もが立ち寄り情報交換できる場として「コミュニティ

カフェ」等を開催しています。さらに、介護者の会やコミュニティカフェ等の運営をサポー

トしていく「認知症の人と家族の応援ボランティア」を養成する講座も開催しています。 

また、家族介護者等に対して「訪問保健相談事業（介護者支援）」を実施し、保健師・看

護師・理学療法士が健康に関する相談や具体的な介護方法等を助言しています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

○介護サービス基盤の整備促進等 

介護が必要になっても住み慣れた地域で、それぞれの生活状況や身体状況に応じて必要な

サービスを適切に受けられるよう、引き続き認知症高齢者グループホーム※等の地域密着型

サービスや特別養護老人ホームの整備を促進していく必要があります。施設の整備にあたっ

ては、国・公有地の活用など整備事業者への支援が望まれます。 

また、介護サービス事業所・施設における業務の負担軽減や効率化、新型コロナウイルス

感染症への対応のため、ＩＣＴ環境整備や機器等の導入のための支援も望まれます。 

○家族介護者等への支援の充実 

保健師・看護師・理学療法士が訪問して個別に健康や介護方法の相談・助言を行うほか、

介護者の会の利用者及びボランティアが交流する場として「介護者のつどい」を引き続き開

催するなど、介護者に対する支援を更に充実させていく必要があります。 

また、介護と育児を同時に担うダブルケアや 8050問題※のほか、介護等により学業に専

念できない若者、いわゆるヤングケアラーの問題についても検討する必要があります。 
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＜現状＞ 

令和元年 12月の社会保障審議会介護保険部会による「介護保険制度の見直しに関する意

見」では、介護予防・日常生活支援総合事業をより効果的に推進し、地域のつながり機能を

強化していくことが必要とされ在宅支援サービスの充実を図り、在宅の限界点を高めていく

ことが必要と論じられています。 

〇区独自サービス 

介護保険サービス及び総合事業と介護保険外のサービスを高齢者のニーズに合わせて適

切に組み合わせて行動力の低下に対応する多様な支援を行い、介護が必要な高齢者と、その

家族を支えるサービス及び自立を保つためのサービスの柔軟な提供を図っています。 

ひとり暮らし等の高齢者については、緊急時や災害時に安否確認や避難支援を円滑に行う

ことができるように「ひとりぐらし等高齢者登録」を実施するとともに、登録者の実情に応

じた様々な生活支援サービス（非常通報システム設置事業、配食サービス、高齢者在宅支援

ヘルパー派遣事業、安否確認・緊急時への対応など）の勧奨を行っています。 

〇介護予防・日常生活支援総合事業 

・介護予防・生活支援サービス事業 

要支援認定者及び基本チェックリストの結果でサービス事業対象者と判定された方

には介護予防・生活支援サービス事業を実施しています。介護事業者による従前のサー

ビス（予防給付相当、区独自基準）と、支え合い事業、短期集中予防サービスがありま

す。 

・生活支援体制整備事業 

区内５地区に、サービス等の資源開発・関係者間のネットワーク構築等を担う生活支

援コーディネーター※を配置するとともに、多様な関係主体間の定期的な情報共有及び

連携・協働の場である第２層協議体を設置しています。 

介護予防・生活支援サービス事業のうち支え合い事業については、新型コロナウイルス

感染拡大予防のため、地域活動団体等が活動を一時休止し、生活支援サービスの担い手で

あるボランティア活動も自粛となったため、サービス提供を休止しました。 

 地域の活動団体等の情報共有・連携の場である第２層協議体も活動休止をしました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

団塊の世代がすべて 75歳以上となる 2025年以降は高齢化が加速し、高齢者人口がピーク

を迎える 2040年にかけて、支援が必要な高齢者が増加するものと見込まれます。こうした

状況を踏まえて、生活支援サービスなどを充実させて、地域で高齢者を支える仕組みを構築

していくことが必要です。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、配食サービスは従来の手渡しから感染防止を

考慮した安否確認の方法に変更しており、地域で高齢者を支える仕組みを構築する際には、

「新しい生活様式」を踏まえ、状況の変化を十分に考慮しながら事業実施していく必要があ

ります。 

３ 生活支援サービスの充実 
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また、サービスの担い手が更に不足していくことが見込まれ高齢者を含めた担い手の発

掘・育成等の地域資源の開発やそのネットワーク化などを多面的に推進していく必要があり

ます。 

住民参加型のサービスを民間企業等がサポートするなど、連携の可能性の検討やコーディ

ネート機能の強化が望まれます。 

地域住民やボランティアなどが、より安全、安心に生活支援サービスの担い手として活動

するために、新型コロナウイルスを含む感染症等への正しい理解や感染予防についての情報

などを提供していくことが必要となってきています。 

地域資源である地域の活動団体や、情報共有・連携の場である協議体の活動については、

「新しい生活様式」に鑑み、感染予防を講じながら社会参加や地域づくりに取り組んでいく

ことが課題となります。引き続き、地域の活動団体等の活動状況を生活支援コーディネータ

ー※が情報を収集し関係づくりに努めていく必要があります。 
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＜現状＞ 

令和元年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査及び高齢者の生活に関する調査

では、介護などが必要となったときの暮らし方として、５～６割程度の方が自宅等での暮ら

しを希望しており、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ます。 

区では、身体状況、経済状況など、多様なニーズに応じて住まいを選択し、安心して住み

慣れた地域で暮らし続けることができるよう、高齢者福祉住宅などの施設を整備しているほ

か、民間賃貸住宅の情報提供、家賃等債務保証及び家賃助成を実施しています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、生活困窮状態に陥った方が急増し、住まいを失

う恐れのある方が増加しています。生活困窮世帯に対する支援として、住居確保給付金の支

給を実施し、住まいを失った方には、一時的に居住できる場所として、緊急一時保護施設、

無料低額宿泊所、厚生関係施設などの施設を提供しています。 

〇高齢者福祉住宅：住宅に困窮する 65歳以上で所得の少ない方が、自立して生活できるよ

う高齢者福祉住宅を提供しています。 

〇都市型経費老人ホーム：60歳以上の高齢者で、身体的機能の低下のために独立して生活

を営むには不安があると認められた方が、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しています。 

〇障害者グループホーム※：地域において自立した日常生活を送る上で、相談、入浴、排泄、

食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする方が、主として夜間において、介護や日常

生活上の援助を受ける住居です。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

住宅に困窮する高齢者、障害者、生活に困窮する方等の住宅確保要配慮者が地域で安心し

て暮らし続けることができるよう、住宅マスタープランと整合を図りながら、区営住宅、高

齢者福祉住宅を継続して提供していく必要があります。住宅の確保については、区による住

宅の新設が困難な状況を踏まえ、既存の区有施設の大規模改修や建て替えの機会を捉えて、

更なる拡充に努める必要があります。 

高齢者等への支援に当たっては、入居時の安否確認の連携強化などの施策をさらに推進し

ていく必要があります。住まいに困窮する個々の課題に応じた支援を展開するため、緊急一

時宿泊先の確保・拡充、他機関との連携を通じた住まいの確保に努め、また、生活困窮者自

立支援制度や生活保護制度など、適切な制度を利用できるよう支援する必要があります。 

障害者の高齢化、重度化や親亡き後を見据えて、障害のある方が支援を受けながら住み慣

れた地域で暮らし続けられるよう、引き続き、民間活力を活用して、グループホーム※の整

備を進めていく必要があります。整備に当たっては、国公有地や既存施設等の活用について

も検討・促進を図ることが必要です。 

介護や障害により支援が必要な方が住まいとなる施設においては、新型コロナウイルスの

感染を防ぐため、職員の健康管理を徹底し、入所者が安心して生活できる環境を整えること

が必要です。  

４ 住まいの確保 
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＜現状＞ 

いわゆる団塊の世代が 75歳以上となる 2025年を目途に、住み慣れた地域で、自分らしい

暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の医療・介護の関係機関が連携して、

包括的かつ継続的な在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な支援を行うことが求

められています。 

国は、平成 26年、介護保険法の改正により在宅医療・介護の連携推進について制度化し、

平成 30年４月には全国の市区町村で事業が円滑に実施できるよう「在宅医療・介護連携推

進事業の手引き」を作成しました。 

区では、国の掲げる８つの事業項目に基づき、地域の医療・介護の関係機関・関係団体と

協力して、在宅医療・介護連携推進事業に取り組んでいます。 

主な取組みは、地域の医療・介護資源を把握するための「在宅療養資源マップ」の作成、

在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策を検討するための在宅療養推進協議会の開催が挙

げられます。さらに、在宅療養者の病状の急変等に備えた病床確保事業や医師会への多職種

連携ネットワークシステム利用料の補助のほか、相談支援体制を充実させるために在宅療養

相談窓口を各地域包括支援センター※へ設置しました。 

また、専門職が連携し、チームでの支援を推進するための多職種研修、区民等へ在宅医療・

介護の情報の提供や啓発を目的とした「在宅療養フェア in目黒」も開催していますが、新

型コロナウイルス感染症の影響により、在宅療養フェアを始め、各種事業の中止・延期・縮

小等をせざるを得ない状況になっています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

 24時間 365日安心して在宅療養生活を送ることができるよう、国の掲げる８つの事業項

目への取組みを充実させていく必要があります。特に、在宅医療・介護関係者の情報共有支

援のためには、ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報連携は重要と考えます。介護者や医

療従事者とのリアルタイムでの情報の共有だけではなく、感染症対策のために医療的ケア※

や介護サービスを従来どおり提供することが難しくなった場合でも在宅療養生活を安心し

て継続するための仕組みなど、在宅医療・介護のきめ細やかな連携が期待されます。 

 また、地域包括支援センター※に配置している在宅療養コーディネーターを活用し、退院

の際に地域の医療関係者と介護関係者の連携調整など相談支援体制の充実を図っていく必

要があります。研修や会議等についても、新型コロナウイルス感染症による感染リスクに対

し、安全に実施できるかを十分協議し、適宜、方法を検討し、各事業を実施していく必要が

あります。 

  

５ 在宅医療と介護・福祉の連携 
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＜現状＞ 

少子・高齢化の進展等により、2040年には地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が

大きな課題になると論じられるなど、人手不足の問題は福祉分野全体でより一層深刻となる

ため、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、今後ますます重要

となります。令和元年度に実施したサービス提供事業所調査でも、約４割の事業所が職員の

確保、離職対策が課題だと回答されています。 

国は、2020年代初頭までに約 25万人の介護人材を確保するため、潜在介護人材の呼び戻

し、新規参入促進、離職防止・定着促進の３つの視点から介護人材確保対策に取り組むこと

としています。また、新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善を進め

るものとしています。 

区では介護職員宿舎借上げの支援、めぐろ福祉しごと相談会の実施、介護・福祉人材育成

事業など、さまざまな取組が進められています。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントや研修を開催できない状況であり、研

修等を開催する場合においても、感染症対策を適切に講じるためのより一層の工夫が必要と

されています。また、国が事業者向けに発出した人員基準等の臨時的な取扱いについて、よ

り効果的に情報発信を講じていくことが求められています。 

〇介護職員宿舎借上げの支援 

区内の民間特別養護老人ホームに対して介護職員宿舎借上げの助成を行い、介護人材の確

保定着を支援しています。 

〇めぐろ福祉しごと相談会の実施 

区内介護事業所への就業促進を目的とした就職相談会を、ハローワークと連携して実施し

ています。高齢や障害など関係所管が連携して実施しています。 

〇介護・福祉人材育成事業 

区内介護事業所の職員に必要となる知識や技術等の習得のため、研修を実施しています。

また、職員の悩みや相談を受け付ける「なんでも相談窓口」を設置しています。 

〇介護事業者の研修等に対する支援 

目黒区介護事業者連絡会が行う研修等に対する支援や情報提供を行っています。令和元年

度からは、目黒区介護事業者連絡会の役員と健康福祉部管理職員との懇談の場を設け、事業

者に対する支援策や課題等について、意見交換を行っています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

（１）介護・福祉人材の確保・定着 

介護・福祉人材の確保については、引き続き事業の充実を図り、福祉職場を就職先の一つ

として考えられるよう施策を展開し、魅力ややりがいを伝えていくことが大切です。また、

介護・福祉現場への求人需要が急速に高まっており、人材を着実に定着させるため、これま

で以上に職員の定着・離職防止に向けた取組を推進する必要があります。 

具体的な取組としては、「めぐろ福祉しごと相談会」を通じて魅力ある仕事として関心を

６ 介護・福祉人材の確保・定着・育成とサービスの質の向上 
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深めてもらい、福祉人材の確保や障害理解の促進を図っていくことが必要です。また、これ

までに実施してきた各事業の効果について検証していく必要があります。 

今後は、外国人材の活用が重要となりますが、人材不足解消への期待が大きい反面、外国

人労働者への支援が十分でない状況があります。区においては、まずは実態把握に努め、外

国人労働者の生活に必要な支援などについて検討を進める必要があります。また、民間事業

者においては、生活支援も含めた人材派遣も始まっており、民間事業者の活用にも取組んで

いく必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、今後はＩＣＴ等を活用した研修が中心となるこ

とが見込まれます。区においては、引き続き、都のＩＣＴ推進補助金等の周知を行いながら、

人材育成等においてもＩＣＴ等の活用が必要とされます。 

（２）サービスの質の向上等 

区が介護事業者に対して行う実地指導、集団指導及び研修のほか、介護事業者連絡会が行

う研修等に対する支援や情報提供を引き続き行うことにより、現場職員が求める知識や技術

等の習得を着実に進めていく必要があります。合わせて、区は事業所自らが自主的に事業の

運営状況を点検できるよう支援する必要があります。 

 また、障害福祉サービスに従事する職員に対する各種研修は、主に都が実施していますが、

令和３年度に区の委託事業として基幹相談支援センターを開設し、地域の相談支援の機能強

化や障害福祉サービス事業の専門性の高い支援力等の向上、さらに研修実施により障害福祉

人材を育成していく役割が期待されています。 
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Ⅳ 生涯現役社会・エイジレス社会の推進              

＜現状＞ 

令和元年５月に、厚生労働大臣を本部長とする「2040年を展望した社会保障・働き方改

革本部」において、2040年までに健康寿命を３年以上延伸することを目標とする「健康寿

命延伸プラン」が策定され、その目標を達成するための取組みの柱の一つとして介護予防が

位置づけられました。 

また、高齢者の保健事業と介護保険の地域支援事業を一体的に実施できるよう法令が整備

され、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防等の保健事業と介護予防事業との連携により、

支援を展開していくこととされました。 

区が令和元年度に実施した介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、介護予防教室へ

の参加意向がある人は２割強、関心はあるが参加予定がない人は約６割、関心がない人は１

割強となっています。 

〇介護予防普及啓発事業 

 住区センターや老人いこいの家※等を活用し、専門職を講師として、フレイル※予防に重

要な運動、低栄養予防、口腔機能向上等を学ぶ介護予防教室を実施しています。また、パン

フレット等の配布や、講演会・イベント開催などにより、介護予防・フレイル予防の普及啓

発を図っています。 

〇地域介護予防活動支援事業 

 介護予防に役立つ住民主体の通いの場等の育成・支援を実施しています。目黒区において

は、シニア健康応援隊（ボランティアの介護予防リーダー）が介護予防のために作られたオ

リジナル体操「めぐろ手ぬぐい体操」などを行い、地域で自主活動を展開しており、区はこ

の応援隊の育成と活動の支援を行っています。 

〇短期集中予防サービス事業（訪問型・通所型） 

 要支援やサービス事業対象者などフレイル・プレフレイル段階にあるかたを対象に、生活

機能の改善を図ることを目的に、短期間で集中的にトレーニング・指導等を実施しています。

事業参加者に対しては、地域の住民主体の活動・支え合い事業等へつなげることにより、介

護予防活動の継続を図っています。 

○新型コロナウイルス感染症拡大の影響 

外出自粛要請や緊急事態宣言を受けて、介護予防教室やシニア健康応援隊活動による自主

活動は中止となりました。区では、今後の感染状況を鑑みながら、感染防止対策を講じつつ

順次再開に向けて検討しています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

今後、社会の活力を維持、向上しつつ「全世代型社会保障」を実現していくためには、高

齢者をはじめとする意欲のある方々がその能力を生かして、社会で役割を持って活躍できる

よう、多様な就労・社会参加ができる環境整備を進めていく必要があります。その前提とし

１ 介護予防・フレイル予防の推進 
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て、特に予防・健康づくりを強化して健康寿命の延伸を図ることが求められています。 

介護予防・フレイル※予防を推進していくためには、引き続き介護予防に役立つ住民主体

の通いの場を増やして活動を広げるとともに、活動の中心を担う人材や支援する人材の確

保・育成の更なる充実が望まれます。また、活動を効果的・効率的なものにしていくために、

医療専門職の適切な関与が必要です。 

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による外出自粛により、高齢者の身体・心理・

社会的状況にも変化が生じていると考えられ、フレイル予防は喫緊の課題です。 

介護予防教室や通いの場においては、「新しい生活様式」を踏まえ、十分な感染症対策を

講じたうえで運営していくことが求められます。 

 

 

＜現状＞ 

国は、平成 31年３月に「これからの地域づくり戦略」を取りまとめ、様々な問題を抱え

る地域社会を変える起点として、高齢者の社会参加促進を重要視しています。また、平成

30年２月に内閣府が策定した「高齢社会対策大綱」では、エイジレスに働ける社会の実現

に向けた環境整備として、退職後に臨時的・短期的又は軽易な就業等を希望する高齢者等に

対し、日常的な地域に密着した仕事を提供するシルバー人材センター事業を推進することと

しています。区においても、様々な事業を展開し、高齢者が気軽に訪れることができる交流

の場を増やし参加を促しています。 

〇老人クラブへの支援 

老人クラブは、地域社会における高齢者の活動拠点の一つとして重要な役割を担っており、

目黒区老人クラブ連合会が進めているクラブ会員増強運動や各行事等の支援や単位クラブ

の自主活動の支援をしています。 

〇めぐろシニアいきいきポイント事業 

要介護・要支援の方の生活支援の担い手として活躍することにより、地域住民の支え合い

の仕組みづくり、高齢者自身の健康増進や生きがいづくり、介護予防につなげていくために

実施しています。 

〇地域デビューの支援 

団塊の世代をはじめ中高年齢層に向けて、地域活動のきっかけとなる機会を提供するなど、

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について支援を行っています。 

〇地域交流サロン・会食サービス 

 家に引きこもりがちで近所との付き合いが少なく、地域社会との交流が乏しい高齢者が気

軽に立ち寄り、自由に過ごすことができます。また、ここでは情報の交換や相談ができ、食

事の提供等を受け、介護予防体操や各種イベントを行っています。 

〇シルバー人材センター 

就労の場の提供とともに、地域貢献活動などの生きがいづくりや地域社会への参加に向け

た事業を展開しています。 

２ 社会参加・居場所づくり・就労支援の推進 
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＜施策の基本的方向＞ 

これまで実施してきた各事業について、「新しい生活様式」に対応することで事業継続す

るとともに、個々の事業にとどまらない活動のネットワーク化を検討・推進することにより、

高齢者の孤立化を予防し、社会参加を促進することが必要です。 

また、だれもが気軽に立ち寄り集う居場所、地域住民同士のつながりや、ボランティア活

動を通しての助け合いを醸成する交流拠点など、閉じこもりや孤立を防ぐ施策を、社会情勢

の変化に対応しながら、総合的に推進することが求められます。 

さらに、高齢者が自らの知識や経験を生かし社会参加を広げていくという観点から、人生

100年時代における働き方について検討し、就労や社会参加のための企業・地域での活躍の

場の充実とそのマッチングの支援等が必要です。  
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Ⅴ 障害のある人への支援の充実                  

（１）相談支援の充実 

＜現状＞ 

地域生活支援拠点では 24時間 365日の相談対応を行い、発達障害※支援拠点では発達障

害に特化したすべての年齢に対応した切れ目のない支援を実施しています。 

令和３年４月に区の委託事業として開設予定の基幹相談支援センターの設置に向けて、検

討委員会を開催し、具体的な業務内容の検討を進めています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

地域生活支援拠点では、身体・精神を含めた三障害に対応した相談支援体制の充実や、緊

急短期入所の更なる受入れ体制の充実が求められます。 

発達障害※支援拠点では、増加する相談件数に対応するための体制及び当事者活動、家族

支援、啓発事業の各事業においても更なる充実と関係機関との連携を図ります。 

基幹相談支援センターの設置にあたり、既存の相談支援事業所等の各相談機関や関係機関

とのネットワーク構築や相談支援にかかわる人材の育成、支援の質の向上に取り組む必要が

あります。 

 

（２）権利擁護の推進 

＜現状＞ 

障害者虐待については、目黒区障害者虐待防止センターを設置して専用電話による 24時

間 365日虐待通報や相談を受けるとともに、事業者に対する研修、立入調査・改善指導等を

行っています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止の影響により、勤務先・作業所の臨時休業や外出自粛等

に伴い、利用者の状況把握や支援については、電話やメール等での対応することもあり、家

庭内での障害者虐待の増加が懸念されています。 

成年後見制度※については、社会福祉協議会で、市民後見人の養成や専門職とのネットワ

ークの構築、個別ケースの対応を行っています。平成 28年５月に成年後見制度の利用の促

進に関する法律が施行されましたが、十分な周知や利用が進んでいない状況があります。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

障害者虐待については障害者の生命や人権、財産を守るとともに、障害福祉施設職員に対

する研修やメンタルヘルス事業に対する支援、区民に対する虐待防止へ向けた意識啓発を一

層促進していく必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の影響による外出自粛の長期化に伴い、外部との接触が少なく

なった障害のある人については、相談支援事業者、障害者通所施設、地域包括支援センター
※等と区が連携して、障害者虐待防止の対応を行うことが求められます。 

１ 身近な地域で暮らし続けていくことができる仕組みづくり 
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成年後見制度※の利用が必要と認められる障害のある人からの相談については、親亡き後

を見据え、目黒区社会福祉協議会（権利擁護センター「めぐろ」）と連携して、成年後見制

度の適切な利用促進を図ることが必要です。 

 

（３）保健・医療・福祉サービスの連携 

＜現状＞ 

区では様々な障害特性を踏まえた保健・医療・福祉関係機関との連携を推進しており、平

成 30年度には精神障害者の地域移行・地域定着に関する連絡会を設置し、医療機関への状

況調査を行い、実態把握を実施するほか、地域移行に向けた検討を進めています。 

また、高次脳機能障害※については、医療機関、福祉関係機関、行政等の支援連絡会の開

催、高次脳機能障害者支援セミナーを行う等、関係機関によるネットワークの構築や情報共

有、啓発に取り組んでいます。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

厚生労働省からは「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム※の構築」が示され、長

期入院精神障害者の地域移行・地域定着が求められているため、医療機関からの地域移行に

向けた退院相談支援を行うための具体的な事業が必要になります。 

高次脳機能障害※や発達障害※については、障害特性の理解が十分進んでいないこと、外

見から分かりにくい障害であること、専門的な相談支援機関が限られていること等から保

健・医療・福祉等の関係機関の更なる連携が求められます。 

また、保健・医療・福祉サービスの連携については、障害者のみならず家族支援の充実等、

地域で安心して生活を継続できるよう関係機関との更なる連携を推進していく必要があり

ます。 

 

（４）地域における日常生活の支援 

＜現状＞ 

障害者の高齢化に伴い 65歳以上になっても必要なサービスを継続的に利用できるよう障

害福祉サービスと介護保険サービスの連携が求められています。これまでも、介護保険事業

者連絡会、地域包括支援センター※等で、それぞれの制度の違い、障害者総合支援法と介護

保険法の適用関係、共生型サービスの説明会を設ける等、相互の連携を図ってきました。地

域包括支援センター業務においても、令和２年度からは、障害のある人への相談業務の拡充

等を行っています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

高齢の障害のある人への支援の充実を図るためには、障害福祉サービス事業者と介護保険

サービス事業者との相互連携を推進するとともに、地域包括支援センター※においても障害

のある人への相談支援の充実を一層図ることが求められます。あわせて、支援している家族

の高齢化への対応、親亡き後の地域生活の継続等、居宅での支援サービスや短期入所を充実

させていく必要があります。 
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（５）人材確保・定着・育成とサービスの質の向上 

＜現状＞ 

国の障害福祉サービス報酬においては、処遇改善加算の拡充や特定処遇改善加算制度が創

設され、看護職員に対する従事者加算制度も拡充しましたが、人材の確保・定着は、厳しい

状況にあります。 

区では、めぐろ福祉しごと相談会をハローワークと連携して定期的に開催し、区内の障害

福祉サービス事業者も参加して、人材確保の機会を提供しています。また、民間事業者に対

して移動支援、重度訪問介護従業者養成研修、介護職員初任者研修・実務者研修等への補助

制度や従事者に対する産業医による健康管理事業の支援を実施しています。また、令和２年

度からは、夜勤を伴う障害者グループホーム等に対して職員宿舎の借り上げ助成事業を行っ

ています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

福祉人材の確保・定着・育成については、就職相談会の定期的な開催や福祉職場の魅力の

発信を行うとともに、区の研修補助事業の対象拡大、基幹相談支援センターによる研修の実

施等の幅広い取り組みを行う必要があります。 

また、サービスの質の向上と適正な事業運営を図るためには、福祉サービスの第三者評価

の受審や苦情解決制度の充実、事業者に対する指導検査の適正な実施等が求められます。 

 

（１）社会参加を促進するための支援 

＜現状＞ 

障害の有無にかかわらず、地域社会の一員として、誰もが社会活動に参加できるよう、障

害特性に応じて、点訳・音訳サービスや手話通訳者等の派遣事業による情報提供や意思疎通

支援を行うとともに、単独で移動が困難な障害のある人が必要な時に目的地まで安全に移動

できるためのサービスを提供しています。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、様々なイベントの中止や外出自粛に伴い、

通所施設等の日中活動、余暇活動等に影響が生じています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

会議やイベントにおける点字資料の配布、映像の音声解説、手話通訳、要約筆記、周知の

際にはファックス番号の記載等、障害特性に応じた情報提供を一層推進する必要があります。 

手話通訳については、手話への関心を幼少期より育て、手話通訳を担う人材確保にも努め

ていくことが求められます。 

また、区では失語症等意思疎通支援者の養成事業を行ってきましたが、今後は失語症会話

パートナー養成講座修了者の活動に向けた取り組みが課題となっています。 

移動に関する支援については、更なるサービスの充実を進め、より多くの利用者が活用で

きるサービスの在り方の検討を求めます。 

２ 誰もが社会に参加し、貢献することができる仕組みづくり 
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（２）就労支援の充実 

＜現状＞ 

障害者の就労に関しては、障害者雇用促進法の改正に伴い、平成３０年４月の法定雇用率

の引き上げ、事業主の規模の拡大など、障害者の就労者数は増加傾向にあります。 

目黒障害者就労支援センターでは、一般就労に向けた支援として、就労移行支援事業所、

ハローワーク等が連携し、就労に必要な知識や技術の習得及び就労移行の支援を行っていま

す。当センターでは、障害のある人が働き続けるために、ジョブコーチによる職場での支援

や健康で規則正しい生活を送るための生活面のサポート、余暇活動の支援等、職場定着のた

めの様々な支援と企業に対するサポートを実施しています。 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、障害者の就労支援先では、一部事業の縮小や休

業要請で自宅待機となったケースが生じました。 

福祉的就労においては、自主生産品の販路拡大や商品開発等の工賃向上のための取組みを

一層進めるとともに、生活介護や重度障害者に対する日中活動の場の提供や創作的活動等の

様々な活動を行っています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

目黒障害者就労支援センター及び就労移行支援事業所等において、一般就労に向けた就労

相談、職業訓練、定着支援、生活支援など、区との連携を取りながら、就労支援の更なる充

実を図ることが求められます。非常事態宣言解除は、通常の業務に戻りつつありますが、就

労定着や生活面での支援を継続して実施していくことが求められています。 

今後は、労働時間 20 時間未満の短時間雇用をはじめ、多様な働き方ができるよう、区内

での実習先や雇用の場を確保するとともに、就労後の定着支援にも引き続き取り組む必要が

あります。 

また、福祉的就労から一般就労への移行や自主生産品の商品開発や魅力の発信、販路拡大

等の工賃向上に向けた取組を一層推進する必要があります。 

 

（３）多様な活動の場の提供 

＜現状＞ 

障害のある人が、地域で自立した生活を過ごせるよう、日中活動の場の提供や通所施設に

対する支援、余暇活動支援を行っています。スポーツ施設では、バリアフリー※化や障害の

有無にかかわらずスポーツを行う環境づくりが整ってきました。平成 30年６月には「障害

者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行され、文化芸術活動を幅広く促進するた

めの法整備がされました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

障害のある人の余暇活動の充実を図るとともに、高齢化や障害の重度化に対応した日中活

動の場の提供や通所施設に対する支援の必要があります。また、障害のある人が豊かで充実

した生活を地域で送ることができるように、スポーツ、芸術文化等の多様な活動の場の提供

と社会参加のために必要な環境を整備していくことが必要です。 
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（１）地域における安定した暮らしの場の確保 

＜現状＞ 

区では障害のある人の高齢化や重度化に加え、障害者を支える家族等の高齢化も進んでい

ることから、障害者グループホーム※の整備補助については、都の整備費補助に加えて、区

ではバリアフリー※等の重度化対応や防火設備に対する独自補助と開設後の運営費用の一部

補助を行っています。 

また、令和３年４月に開所を予定している第四中学校跡地を活用した民間事業者による高

齢者施設との合築による障害者入所施設の整備が進められています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

障害のある人の高齢化、重度化や「親亡き後」を見据えて、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、国公有地の活用や、民間活力等を活用しながら、障害者グルー

プホーム※の整備支援を進めていく必要があります。 

グループホームに対しては運営費用の一部補助制度のみならず、事業者間の連絡会等の運

営面での支援も求められます。 

また、本人が住み慣れた地域で生活を維持できるよう、居宅介護及び重度訪問介護等の訪

問系障害福祉サービスの充実を図るとともに、短期入所を活用した緊急時の受入れにも一層

取り組む必要があります。 

 

（２）心のバリアフリーの推進 

＜現状＞ 

平成 28 年４月に「障害者差別解消法」が施行され、平成 30 年 10 月には「東京都障害者

への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」が施行されました。区では、障害者差別解

消支援地域協議会を開催し、相談事例の情報共有や関係機関との連携、障害理解の周知啓発

を行っていますが、障害者の差別解消や障害理解の推進は十分とは言い難い状況にあります。 

心のバリアフリー※推進のため、様々な講演会の開催、各種イベント等を通じて、障害の

有無にかかわらず、相互理解の交流の機会が増えてきましたが、新型コロナウイルス感染症

の影響に伴い、心のバリアフリーを推進するための様々な啓発活動やイベントが中止・延期

となっており、多様な交流の場を確保することが難しくなっています。 

平成 29年度には社会福祉協議会の福祉教材の作成に協力し、小学校や地域ボランティア

活動センターでの活用を図っています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

障害者差別解消については、引き続き目黒区障害者差別解消支援地域協議会を中心に相談

事例の情報共有、関係機関との連携を図っていくことが求められます。 

障害理解の促進や共生社会の実現に向けた取組として、講演会や学習会のみならず、地域

の行事やイベント等での多様な交流等による相互理解の機会の確保が求められます。特に福

３ ともに暮らすまちづくりの実現 
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祉教育※の更なる推進に取り組む必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、啓発活動やイベントについては、大

規模な事業の実施が困難なため、情報発信の在り方を工夫して、心のバリアフリー※を推進

することが求められます。 

 

（３）緊急時・災害時要配慮者の支援 

＜現状＞ 

災害時においては、障害のある人が迅速かつ正確な情報を得ることや避難行動をとること

の難しさ、避難所生活の支援体制などの課題があります。要配慮者支援プランを策定し、避

難行動要支援者名簿を整備するとともに、総合防災訓練においては要配慮者安否確認訓練を

実施しています。震災のみならず、風水害等の自然災害や感染症対策においても、要配慮者

支援が求められています。 

また、区では、災害発生時に避難所を開設した場合に、新型コロナウイルスの感染拡大防

止のために、「避難所における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」を作成しました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

障害のある人は、災害時における障害の特性に応じた情報伝達の確保、避難方法、避難所

生活など、多くの場面で支援や配慮が求められます。要配慮者支援プランについては、対象

者の個別支援プランの作成を一層進めていくことが必要です。 

災害発生時には、実際の避難が遅れてしまうことも多く見受けられます。行政などの公的

機関による支援を行う「公助」とともに、自分の身は自分で守るという「自助」、自分たち

の地域は自分たちで守るという「共助」の更なる連携が求められます。 

また、避難所運営について障害特性に配慮したスペースの設置、避難生活上の配慮等の新

型コロナウイルス感染症に対応した避難所対策が必要となります。 

（１）多様なニーズに応える支援体制の確保 

＜現状＞ 

児童発達支援センターでは、未就学児を対象とする療育と 18 歳未満への基本相談や障害

福祉サービスの計画相談等を行っています。 

平成 30 年度には、地域で必要な支援が受けられるよう医療的ケア※を必要とする児童に

関わる支援関係機関の協議会を設置しました。令和２年７月には、重度心身障害児（医療的

ケアを必要とする児童を含む）通所支援事業を開始しました。 

また、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、学校や保育園等が臨時休業となり、移動支

援や放課後等デイサービス※等の利用に大きな影響が生じました。 

＜施策の基本的方向＞ 

児童発達支援センターでは、多様なニーズを踏まえた療育体制の提供や相談支援体制の充

実を図るとともに、保育所等への集団生活をする施設を訪問し、専門的支援を行う保育所等

訪問支援の実施が求められています。 

４ 障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 
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障害児計画相談については、相談支援専門員の確保や質の向上を図るとともに、一人ひと

りのニーズに合わせた適切な支援サービスの提供が必要となります。 

重症心身障害児※（医療的ケア※を必要とする児童を含む）を対象とした児童発達支援及

び放課後等デイサービス※事業の円滑で着実な実施を行うとともに、入浴サービス等の更な

る充実を図ることなど家族支援も求められています。新型コロナウイルス感染症の影響に伴

う障害児福祉サービスの提供、医療的ケア※を必要とする児童の増加を踏まえた教育・子育

て等と福祉の連携については、これまで以上にさらなる連携が必要となります。 

 

（２）ライフステージ※に応じた支援の推進 

＜現状＞ 

国は、平成 30年３月に障害者基本計画（第４次）を策定し、教育の振興の中でインクル

ーシブ教育※システムの推進を掲げ、区では、令和２年３月に特別支援教育推進計画（第４

次）を策定しました。 

区では、妊娠期に専門職が「ゆりかご・めぐろ（妊婦面接）」により妊婦の状況を把握し

情報提供や助言等を行い、必要に応じて医療や福祉などの関係機関と連携して支援を行う子

育て世代包括支援センター機能の充実を図っています。 

子育て、教育等の各分野では、子ども総合計画、特別支援教育推進計画に基づき様々な事

業を連携して取り組んでいます。 

また、新型コロナウイルスに関する新年度への対応については、学校生活や感染症等に対

する不安や情報提供の在り方について、児童や保護者からの問い合わせに対応しました。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

目黒区特別支援教育推進計画（第四次）は、計画の基本的な考え方として、共生社会の実

現に向けて全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、自立と社会参加に向けて

一人ひとりの教育的ニーズに応じた連続性のある多様な学びの場を充実していくインクル

ーシブ教育※システムの構築を掲げています。その一つとして、障害の有無にかかわらず、

「交流及び共同学習」を含む共に学ぶ場の更なる充実に取り組むこととしています。特に、

保育園及び幼稚園の要支援児の在籍状況や受入体制等を検証し、各園の状況に応じた特別支

援補助員等の配置する必要があります。 

保健・医療・福祉が連携し、妊娠期からの母子の健康増進に向けた母子保健対策や相談体

制を整備し、障害の早期発見・早期療育に取り組み、療育や子育てに必要な知識を学ぶため

の一層の支援が求められます。 

子育て分野では、保育所で医療的ケア※が必要な児童を受け入れるにあたり、ガイドライ

ンを作成し、関係所管とのネットワークを整備するとともに積極的な連絡調整を行っていく

必要があります。 

新型コロナウイルス感染症の対応については、感染症対策に関する情報、障害福祉サービ

スの提供について、様々なサービスや関係機関と連携を図りながら、保護者に対して情報提

供を行うとともに、ライフステージ※に応じた切れ目のない支援が適切に行えるよう対応し

ていくことが必要です。  
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Ⅵ 子育て・子育ちへの支援の充実                 

＜現状＞ 

区では、平成 29年４月に、出産・子育て応援事業「ゆりかご・めぐろ」を開始するとと

もに、子育てに関する不安や悩みの総合相談窓口を開設しました。令和元年度からは、これ

らの事業を一体的に行う体制を整え、「子育て世代包括支援センター事業」として、妊娠か

ら出産・産後ケアなど、子育て世代のライフステージ※に応じた切れ目のない総合的な支援

を行っています。 

さらに、近年増加傾向にある児童虐待について、虐待リスクの程度に応じ、子育て世代包

括支援センター、子ども家庭支援センター（子ども家庭総合支援拠点）、児童相談所が連携

しながら、虐待への予防や対応、再発防止に向けた取り組みを進めるとともに、区でも児童

相談所を設置するべく、平成 30年度から担当組織を設置して、職員の育成などの準備を始

めています。 

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、対面による感染リスクを避けるため、

家庭訪問・面談が難しくなったことや、民生委員・児童委員※等による地域の見守りが従来

どおりにはできなくなるなどの新たに生じた課題に対し、オンライン相談等の新しい支援も

始めています。 

また、区は、目黒区子ども条例に基づき、子どもの権利を尊重し、子育ちを支えるまちづ

くりを総合的かつ計画的に進めるため、目黒区子ども総合計画を策定しています。計画の期

間は５年を１期としており、前回改定（平成 27年３月）からこれまでの間の子育て支援等

に関する法改正や、区民ニーズ・社会状況の変化等を踏まえ、令和２年３月に改定しました。

児童虐待防止や、いじめ防止対策の推進、多様な保育の充実、魅力的な居場所の拡充、地域

共生社会※づくりなどの取組みを進めています。 

 

＜施策の基本的方向＞ 

令和２年３月に改定された「目黒区子ども総合計画」は、「子どもの人権を尊重する」、「子

どもの主体性や社会性をはぐくむ」、「地域全体で支える」という３つの基本理念を掲げ、①

子どもの権利を尊重する、②子どもの健やかな成長・発達を支える、③子どもがすべての家

庭で大切にされる、④子どもの生きる力をはぐくむ、⑤子どもが地域で育つ、⑥子どもと子

育てにやさしいまちをつくる、という６つの基本目標に沿って施策を推進していくことが示

されています。 

子育て支援施策は、目黒区子ども総合計画に基づき、総合的・計画的に取り組みが進めら

れていますが、今回の改定では、他の福祉分野と同様に、「地域共生社会※」の実現が施策と

して掲げられました。そのためには、分野横断的に推進していくという視点が欠かせません。

特に、障害のある児童への支援、ひきこもり※状態にある子どもへの支援、児童虐待の防止、

子どもの貧困対策に関する施策の推進等においては、世帯が抱える課題を丸ごと受け止め、

各相談支援機関と連携しながら支援を充実させていく必要があります。 

また、インターネットを活用した新しいサービスの提供や支援について、より分かりやす

く広く周知できるよう効果的方法を図り、切れ目のない支援につなげていく必要があります。 
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資料１ 諮問文 

 

 

 

目健計第７７７号 

令和元年７月１９日 

 

目黒区地域福祉審議会会長  様 

 

 

目  黒  区  長 

 

 

 

保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画の改定について（諮問） 

 

 

 目黒区における保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画を改定するにあたり、

社会情勢の変化に対応した各計画の方向等について、目黒区地域福祉審議会条例第２条の規

定に基づき諮問します。 

 

 

以    上 

  

（写） 
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資料２ 国の法改正等の動き 

 

（１）地域共生社会に関する法改正                                

➢地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 

 （令和２年６月公布、令和３年４月施行（一部の規定は公布日等施行）） 
  

＜改正の趣旨＞ 

地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構築の

支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・介

護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連携

推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずる。 

 

＜改正の概要＞ 

〇地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築

の支援（社会福祉法、介護保険法） 

〇地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進（介護保険法、

老人福祉法） 

〇医療・介護のデータ基盤の整備の推進（介護保険法、地域における医療及び介護の総合

的な確保の促進に関する法律） 

 〇介護人材確保及び業務効率化の取組の強化（介護保険法、老人福祉法、社会福祉士及び

介護福祉士法等の一部を改正する法律） 

 〇社会福祉連携推進法人制度の創設（社会福祉法） 

 

（２）障害福祉に関する法改正                           

➢障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律 

 （令和元年６月公布、令和２年４月施行（一部の規定は公布日等施行）） 

 

＜改正の趣旨＞ 

障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状

況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇

用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずる。 

 

＜改正の概要＞ 

〇障害者の活躍の場の拡大に関する措置 

〇国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置 
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（３）生活困窮に関する法改正                            

➢生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律（平

成 30年６月公布、平成 30年 10月施行（一部の規定は公布日等施行）） 

 

＜改正の趣旨＞ 

生活困窮者等の一層の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な支援体制

の強化、生活保護世帯の子どもの大学等への進学支援、児童扶養手当の支払回数の見直

し等の措置を講ずるほか、医療扶助における後発医薬品の原則化等の措置を講ずる。 

 

＜改正の概要＞ 

〇生活困窮者の自立支援の強化（生活困窮者自立支援法） 

〇生活保護制度における自立支援の強化、適正化（生活保護法、社会福祉法） 

〇ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進（児童扶養手当法） 

 

（４）子育てに関する法改正                           

➢児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律（令和元年６月

公布、令和２年４月施行（一部の規定は令和４年及び令和５年４月１日施行）） 

 

＜改正の趣旨＞ 

児童虐待防止対策の強化を図るため、児童の権利擁護、児童相談所の体制強化 

及び関係機関間の連携強化等の措置を講ずる。 

 

＜改正の概要＞ 

〇児童の権利擁護（児童虐待防止法及び児童福祉法） 

〇市区町村及び児童相談所の体制強化等（児童虐待防止法及び児童福祉法） 

〇児童相談所の設置促進（児童福祉法） 

〇関係機関間の連携強化（児童虐待防止法及び児童福祉法） 

〇検討事項等 

 

➢子どもの貧困対策の推進に関する法律（令和元年６月公布、令和元年 9月施行） 

  

＜改正の趣旨＞ 

目的規定に、子どもの「将来」だけでなく「現在」に向けた対策であること、貧困解

消に向けて、児童の権利条約の精神に則り推進することを明記。 

 

＜改正の概要＞ 

  〇市区町村に対し、貧困対策計画を策定する努力義務を課す。 
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資料３ 地域福祉審議会委員名簿 

                          第 10期：平成 30年 7月 18日から令和 2年 7月 17日まで 

                       第 11期：令和 2年 7月 18日から令和 4年 7月 17日まで 

【審議会】◎会長 ○副会長 【計画改定専門委員会】◆委員長 ◇副委員長 △委員 

氏     名 所  属  等 

学識経験者 

◎◆石渡 和実 

○◇北本 佳子 

 △平岡 公一 

△中島  修             

 

東洋英和女学院大学教授 

昭和女子大学教授 

お茶の水女子大学教授 

文京学院大学教授 

区議会議員 

 鴨志田 リエ 

 松嶋 祐一郎 

鈴木 まさし 

西崎 つばさ 

今井 れい子 

石川 恭子 

 

目黒区議会生活福祉委員会委員長（R2.5.26～） 

目黒区議会生活福祉委員会副委員長（R2.5.26～） 

目黒区議会生活福祉委員会委員長（R1.5.29～R2.5.25） 

目黒区議会生活福祉委員会副委員長（R1.5.29～R2.5.25） 

目黒区議会生活福祉委員会委員長（H30.7.18～H31.4.30） 

目黒区議会生活福祉委員会副委員長（H30.7.18～H31.4.30） 

社会福祉関係者 

△北村 衛也 

△山田  脩 

△徳永 泰行 

△中﨑 正 

 

社会福祉法人愛隣会総務部長 

目黒区障害者団体懇話会会長 

目黒区介護事業者連絡会会長 

社会福祉法人目黒区社会福祉協議会事務局長 

保健医療関係者 

岩井 芳弘 

吉田 敏英 

寺田 友英 

小枝 義典 

 

一般社団法人目黒区医師会副会長 

公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長（R1.7.16～） 

一般社団法人目黒区薬剤師会代表理事 

公益社団法人東京都目黒区歯科医師会会長（H30.7.18～R1.7.15） 

区内関係団体 

小柳 好男 

松﨑 ひろ子 

高橋 祐一 

内川 とみ惠 

王  美玲 

岩崎 貞二 

伊勢 光雄 

岡本 幸子 

 

目黒区住区住民会議連絡協議会地区委員（R2.7.18～） 

目黒区民生児童委員協議会会長 

目黒区老人クラブ連合会会長 

目黒区社会福祉協議会在宅サービスセンター協力会員 

目黒区ミニデイサービス･ふれあいサロン連絡会副代表（R2.7.18～）

めぐろボランティア・区民活動センター登録団体ＮＰＯ法人アクアリズム代表 

目黒区住区住民会議連絡協議会委員（H30.7.18～R2.7.17） 

目黒区ミニデイサービス･ふれあいサロン連絡会副代表（H30.7.18～R2.7.17） 

公募区民       

小川 安子 

荻田 恵理 

金子 嘉延 

須藤 三世士 

鳥海 武   

 

 

 

 

 

▼専門委員（任期：令和 2年 2月 5 日から計画改定にかかる審議終了まで） 

 岩崎 香  早稲田大学教授 
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資料４ 審議経過 

開催日 
地域福祉
審議会 

計画改定 
専門委員会 

内    容 

令和元年 
7月19日 

第1回  

・諮問 
・保健健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画の改
定について 

・目黒区保健医療福祉計画の実績及び評価について（平成30年
度末） 

・目黒区介護保険の利用状況（計画と実績）について 
・目黒区障害者計画の平成30年度実績、計画目標に対する評価
報告について 

・福祉の総合相談窓口（福祉のコンシェルジュ）開設について 

8月21日 第2回  

・計画改定専門委員会への付託事項について 

・第８期介護保険事業計画策定の基礎資料のための調査及び高

齢者の生活に関する調査の実施について 

・障害者計画改定に伴うアンケート調査の実施について 

10月4日  第1回 
・付託事項「各計画の基本理念」の検討 
・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 

11月5日  第2回 

・付託事項「地域共生社会の実現」の検討 

・付託事項「生活困窮者への支援の充実」の検討 

・付託事項「ひきこもりの長期化・社会的孤立の防止」の検討 

12月4日 第3回  ・計画改定専門委員会の検討状況について 

令和2年 
1月10日 

 第3回 
・付託事項「地域包括ケアシステムの深化・推進」の検討 

・付託事項「生涯現役社会の推進」の検討 

2月5日  第4回 ・付託事項「障害のある人への支援の充実」の検討 

2月21日 第4回  

・目黒区障害者計画改定に関する意見（目黒区障害者自立支援

協議会）について 

・東京都社会福祉審議会意見具申について 

・計画改定専門委員会の検討状況について 

・障害者計画改定に伴うアンケート調査結果（速報）について 

3月24日  第5回 
・付託事項「各計画の基本理念」の検討 

・計画改定専門委員会における検討のまとめ（案）について 

4月16日 
令和2年度 

第1回 
 【開催中止】 

5月1日   
【資料配付】 

・計画改定専門委員会における検討のまとめ 

5月18日 第2回  【開催中止】 

6月5日   

【資料配付】 
・「第８期介護保険事業計画策定の基礎資料のための調査・高齢

者の生活に関する調査の実施結果」及び「目黒区障害者計画
策定に関するアンケート調査の実施結果」について 

7月7日 第3回  

・答申に向けた課題整理（新型コロナウイルス感染症関連） 
・目黒区保健医療福祉計画の令和元年度実績及び評価について 
・目黒区介護保険の令和元年度利用状況（計画と実績）につい
て 

・目黒区障害者計画の令和元年度実績、計画目標に対する評価
報告について 

8月24日 第4回  
・「目黒区保健医療福祉計画、介護保険事業計画及び障害者計画

改定の基本的な方向について（答申）（案）」について 
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 資料５ 目黒区障害者自立支援協議会「障害者計画改定に関する意見」 

 

                                 ２０２０年２月５日 

 

目黒区地域福祉審議会 

会長 石渡 和実 様 

                           目黒区障害者自立支援協議会 

                              会長 岩崎 香 

 

目黒区障害者計画改定に関する意見 

 

 目黒区障害者自立支援協議会では、この間、相談支援部会、こども部会、一般就労部会、施設

就労部会、高齢化・グループホーム対策部会、防災部会、意思疎通支援部会の７つの専門部会を

中心に目黒区の障害者福祉の現状把握と課題抽出を行ってまいりました。障害（児）者に対して

今後、3 年間で取り組んでいただきたい中心的課題を集約いたしましたので、協議会の意見とし

て提出させていただきます。 

 

〔基本目標Ⅰ〕身近な地域で安心して暮らし続けていくことができる仕組みづくり 

１ 相談支援の充実 

 発達支援拠点や地域生活支援拠点が開設され、相談の窓口が広がりましたが、今後はその拠

点の周知を進め、開設に際して期待されていた機能を果たしているかどうか問われることにな

ります。地域生活支援拠点は、現在複数事業所が集まる協議の場等において貴重な役割を担っ

ていますが、障害のある人の高齢化・重度化等の対策に向けて更なる機能発揮が期待されます。

また、緊急短期入所の受入れ、身体・精神を含めた 3障害対応等、更なる充実が求められます。

発達支援拠点では当事者活動や普及啓発が行われていますが、関係機関及び行政とのさらなる

連携が求められます。 

 また、現在基幹相談支援センターの設置に向けた具体的な検討が行われていますが、基幹相

談支援センターを中心とする既存の指定特定相談支援事業所や関係機関とのネットワーク構

築、目黒区の相談支援にかかわる人材の育成、支援の質の向上等に寄与することを期待します。 

 

２ 権利擁護の推進 

虐待防止に対する支援やフォローが進んでいない現状があり、区での体制強化と整備の促進

が求められます。障害者基幹相談支援センターの役割としても期待されます。 

 

３ 保健・医療・福祉サービスの連携 

平成 30年度より精神障害者の地域移行・地域定着に関する会議体を立ち上げ、精神科病院

へのアンケート調査を実施し、実態把握を行ってきました。会議体では関係機関が集まり、検

討を重ねていますが、今後、病院からの退院、目黒区内での生活支援を実施していく具体的な

支援体制づくりが必要です。 
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また、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が求められていますが、包括的な

ケアを必要とするのは、精神障害者だけではありません、当事者のみならず、家族の高齢化に

伴う諸課題が増加し、内容も深刻化している現状があります。医療・保健・福祉に関わる行政、

民間の事業所等の協議の場が必要とされています。連携による好事例及び課題について、各所

管や関係事業所がわかりやすく情報共有できるシステムの構築、包括的な支援体制づくりに反

映していくことを望みます。  

 

４ 地域におけるに日常生活の支援 

前回の障害福祉サービス等の報酬改定で共生型サービスが創設されましたが、目黒区 

 ではまだ運用されていない現状があります。介護保険サービスと障害福祉サービスについて事

業者の相互理解をさらに促進し、周知を図っていただきたいと思います。 

医療的ケアが必要な児童が利用できる短期入所先の確保や、巡回入浴の回数について 

の検討をお願いします。 

 

５ 人材確保・定着・育成とサービスの質の向上 

 社会全体と同様に若者の減少、福祉に携わる人の減少により、目黒区の福祉人材が不足して

います。福祉サービスに従事する人材育成や確保に関しては、民間事業者の自助努力だけでは

限界があるため、行政と民間とで一体となり人材確保に取り組むことが重要だと考えます。移

動支援や重度訪問介護従業者養成研修、介護職員初任者研修・実務者研修、喀痰吸引 3号研修

などを区で実施する、研修参加費の補助等を拡大するといった具体策の検討をお願いします。 

 

〔基本目標Ⅱ〕誰もが社会に参加し、貢献することができる仕組みづくり 

１ 社会参加を促進するための支援 

（1）障害特性に応じた情報提供サービスの充実 

会議や各種イベントにおいて点字資料の配布、病院や検診の予約等関係機関の案内書に FAX

番号を記載する、映像の音声解説・手話通訳・要約筆記・要点筆記等の導入促進を図る等、

障害特性に応じた情報提供サービスをさらに促進する必要があります。 

音声版（デイジー）を読み取るポータブルレコーダーは視覚障害のある人を対象とした給

付の制度ですが、視覚による情報収集が困難な発達障害、肢体不自由等の障害のある人に対

しても手段の一つとして活用が望まれます。 

手話通訳の制度がありますが、手話講座を受ける人、手話登録する人が減っています。多

くの都道府県、市区町村で手話言語条例が制定されている昨今、目黒区でも手話への関心を

幼少期より育て、手話通訳を担う人材確保にも努めていく必要があります。 

失語症等意思疎通支援者の養成事業を先駆的に行ってきましたが、参加者が養成講座修了後、

支援者として定着できていない現状があります。区の助成で失語症会話パートナー派遣制度設

立、養成講座修了者の支援活動定着に向けた取り組みが課題となっています。 
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（2）移動支援の利用に関する利用範囲の拡大 

移動支援サービスについては、通勤・通学に利用できないことが課題となっており、利

用範囲の拡大について検討をお願いします。 

また、リフト付福祉タクシーの廃止や聴覚障害者向け電話リレーサービスの利用上の問

題、ユニバーサルタクシーの乗車拒否等について、協議会や障害者差別解消支援地域協議

会でも継続的に取り上げられており、課題として認識していただければと思います。 

 

２ 就労支援の充実 

  障害者の就労に関しては、雇用率の引き上げ、精神障害者の雇用義務化などもあり、求人

数も伸びていますが、一般の人たちと比較して苦労が多いのが現状です。障害者の就労を支

援するという意味で、区役所の中での実習や雇用の促進に関する検討をお願いします。  

 

３ 多様な活動の場の提供 

障害福祉サービス等は徐々に充実してきましたが、障害者の居場所や余暇支援を実施 

する場がまだ不足しています。独自の居場所サービス等の充実を希望します。 

 

〔基本目標Ⅲ〕ともに暮らすまちづくりの実現 

１ 福祉のまちづくり推進 

 区内施設の身障者用トイレは以前より整備されてきましたが、まだ十分ではない場所もあり

ます。本当にだれでも使えるようなトイレに改修していただければと思います。 

２ 地域における安定した暮らしの場の確保 

グループホームについては、いくつか開設されていますが、区全体としてはまだ充分な 

数には達していないのが現状です。また、精神障害者については通過型だけでなく、定住型の

グループホームの設置についての検討をお願いします。 

障害の有無にかかわらず単身独居という暮らし方の選択肢が保障されるように、住宅の確保、

居宅介護の充実、特に具体的な家事等の用務内容の積み上げによる支給だけでは補えない「見

守り」が必要な重度の障害者への重度訪問介護の運用を積極的に行い、本人が希望する地域生

活を維持できるよう重点課題として取り上げていただきたいと思います。 

知的障害だけでなく身体、精神障害のある人も短期入所利用等緊急対応できるように、地域

生活支援拠点事業の充実に期待します。 

 

３ 心のバリアフリーの推進 

障害者差別解消法施行で若干の進歩はありましたが、補助犬と一緒に入ることに拒否感を示

す飲食店等はまだ多く存在します。法律の周知とともに、ふれあいの場を作る等啓発活動を推

進する必要があると考えます。 
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４ 緊急時・災害時要配慮者の支援 

災害時に障害のある人が情報弱者になることは一般的に言われていることです。各障害の特性

に応じた災害時の状況伝達方法等情報の確保について検討が必要です。また、避難方法、避難所

での生活など、多くの場面で配慮が必要となります。目黒区でも要配慮者支援プランが実施され

ていますが、すべての障害のある人が対象となっているわけではありません。個人情報の保護と

いう観点や、障害当事者・家族の意思を尊重しながら、具体的な支援策の検討をお願いします。 

  

〔基本目標Ⅳ〕障害のある児童の健やかな育成のための発達支援 

１ 多様なニーズに応える支援体制の確保 

 計画相談については児童を対象とした相談支援専門員の人員不足や過重業務の改善を図る必

要があります。また、個別のニーズに合わせた柔軟な対応が求められます。 

 

２ ライフステージに応じた支援の推進 

障害のある児童の問題に対応する際、保健・医療・福祉の連携に加え、教育との連携は欠かせ

ないものだと考えます。切れ目のない支援を実現するために、行政の仕組みとしても、福祉と教

育の連携をより一層深めてもらいたいと思います。 

 また、保育園等への訪問支援やペアレントトレーニングの実施が限られている現状があります。

ニーズがある中、継続的な利用や新たに必要となった方へのサービス提供ができるよう、支援の

充実を図っていただきたいと思います。 

医療的ケア児に対するサービスは以前より改善してきましたが、それでも十分ではなく、家族

の負担も大きい現状があります。子どもたちの居場所や教育、同世代の子との関わり等を保証し

ていくために、医療的ケア児を含む重症心身障害児を対象とした児童発達支援・放課後等デイサ

ービスの事業所の確保をお願いします。 

その他、巡回入浴の回数の増加、在宅レスパイトでの緊急介護人との併用利用、看護師との外

出ができる仕組みづくりなども検討していただきたいと思います。 

 

 

以上 
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資料６ 用語解説（５０音順） 

 

【あ行】 

◇アウトリーチ 

 生活上の課題を抱えているが相談機関等へ出向くことができない個人や世帯に対して、訪

問支援、当事者が行きやすい場所での相談、地域におけるニーズ発見の場や関係づくりなど

により、支援につながるよう積極的に働きかけること。 

◇アクセシビリティ 

 直訳は接近できること、入手可能なことなどの意。障害の有無や年齢などの条件に関係な

く、だれもが様々な建物・施設やサービス、情報などを支障なく利用できること。 

◇医療的ケア 

 家族や看護師が日常的に行っている経管栄養注入やたんの吸引などの医療行為。 

◇インクルーシブ教育 

 障害者権利条約第 24条において、「インクルーシブ教育システム」とは、人間の多様性の

尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な

社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害の有無にかかわらず共に学ぶ

仕組みとされている。 

 

【か行】 

◇グループホーム 

認知症高齢者や障害者等が、食事提供その他の日常生活の支援や機能訓練等のサービスを

受けながら、地域で少人数の共同生活を行う住宅。 

◇権利擁護 

高齢や障害などのため自分で判断することが不十分な人に代わって、援助者が代理として、

財産管理や契約行為などの権利行使や必要なサービスが利用できるよう支援し、本人の権利

を擁護すること。 

◇高次脳機能障害 

事故による頭部外傷や脳血管障害など、脳の損傷等による後遺症等として生じる言語・思

考・記憶・行動等の認知機能の障害。 

◇合理的配慮 

 障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎな

い範囲で、社会的障壁（社会における事物、制度、慣行、観念等）を取り除くために必要な

配慮を行うことをいう。どのような配慮が合理的配慮に当たるかは個別のケースで異なる。 

◇コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ） 

 地域の中で自立生活を営むことができるように、個別支援と地域支援を総合的に展開する

アプローチとシステムを実践する者。 
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【さ行】 

◇災害時要配慮者 

 災害時に特に配慮が必要な高齢者や障害者などをいう。さらに、避難生活に特別な支援が

必要な妊産婦、乳幼児、外国人なども要配慮者として考えられる。 

◇障害者自立支援協議会 

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第 89 条の 3 に基づき障害

者への支援の体制の整備を図るため設置している機関。関係機関、関係団体、障害者及びそ

の家族、福祉、医療、教育、雇用に関連する職務の従事者、その他関係者により構成される。 

◇小規模多機能型居宅介護 

認知症などの高齢者が、利用者の選択によって「通い」を中心に、利用者のその時々の状

態に応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせて受ける介護サービス。なお、訪問介護を組

み合わせた複合型サービス「看護小規模多機能型居宅介護」もある。 

◇重症心身障害児（者） 

重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態を重症心身障害という。その状態の

子どもを重症心身障害児、成人した重症心身障害児を含めて重症心身障害児（者）と定義。 

◇成年後見制度 

 認知症、知的障害や精神障害などにより判断能力が不十分な人について、自己決定を尊重

しながら本人の権利や財産を保護するための制度。成年後見制度には、「法定後見制度」（既

に 判断能力が不十分なかたが対象）と「任意後見制度」（将来、判断能力が低下したときに

備える仕組み）があり、法定後見人は、親族等が家庭裁判所に申立てを行い、本人の法的な

代理人として選任される。 

◇生活困窮者 

 生活困窮者自立支援法では、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事

情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあ

る者」と定義している。 

◇生活支援コーディネーター 

 「地域支え合い推進員」とも呼ばれ、地域の支え合い活動を始めとした高齢者の生活支援

サービスの提供体制整備に向けたコーディネート機能を果たす役割を担う職員。 

◇ソーシャルインクルージョン 

貧困やホームレス状態に陥った人々、障害や困難を有する人々、制度の谷間にあって社会

サービスの行き届かない人々を排除し孤立させるのではなく、地域社会への参加と参画を支

援し、社会の構成員として包み込むこと。社会的包摂。 

 

【た行】 

◇地域共生社会 

 制度・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、地域をともに創っていく社会の

こと。 
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◇地域包括ケアシステム 

 ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確

保するために、医療や介護、予防のみならず、福祉サービスを含めた様々な生活支援サービ

スが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制のこと。 

◇地域包括支援センター 

全ての区民を対象とした保健福祉の総合相談を実施する「支援を必要とする全ての人を支

える地域包括ケアシステムの地域拠点」と位置づけられた機関。保健師・看護師、社会福祉

士及び主任介護支援専門員などの専門職が配置され、介護保険法で定められた業務（総合相

談窓口、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント）のほか、保健福祉の総合相談、高齢

者の保健福祉サービスや介護保険認定申請の受付業務を実施している。 

◇地域密着型サービス 

認知症高齢者や中重度の要介護高齢者等が、できる限り住み慣れた地域での生活が継続で

きるように創設されたサービス体系で、区市町村が事業者の指定や監督を行い、サービスの

利用は、原則としてその区市町村の被保険者に限定される。対象サービスは、認知症対応型

通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅

介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護（利

用定員 18人以下の通所介護）などがある。 

 

【な行】 

◇認知症ケアパス 

認知症の人の生活機能障害の進行にあわせて、いつ、どこで、どのような医療・介護サー

ビスを受ければよいのか、具体的な機関名やケア内容等が、あらかじめ認知症の人とその家

族に提示されるようにするもの。 

◇認知症サポーター 

「認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を支える応援者」として、全国で養成が進め

られているもの。１時間半程度の養成講座を受けてサポーターとなる。日ごろの生活や仕事

の中で温かく見守ることが基本的な役割とされている。 

◇ノーマライゼーション 

 全ての人が同じ社会の一員として他の人々と変わらない日常生活を営むことがノーマル

な人間生活であり、さらに障害のある人も地域を基盤として人々とともに生きていくことが

できる社会がノーマルな社会である。この両面をともに実現する社会を目指していくこと。 

 

【は行】 

◇８０５０（はちまるごーまる）問題 

ひきこもりや離職等によって、80代の親と 50代の子など、高齢の親と中年の子の世帯が

生活上の困難を抱え、社会から孤立してしまうこと。 

◇発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害そ

の他これに類する障害であって、その症状が通常低年齢において現れるもののうち、言語の

障害、協調運動の障害、心理的発達の障害、行動及び情緒の障害とされる。 
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◇バリアフリー 

 バリアとは「障壁」のことで、福祉のまちづくりを進めるために様々な障壁をなくしてい

くことをいう。建築物や交通機関等のハード面のバリアとともに、生活にかかわる情報面や

制度面のバリア、差別や偏見といった心のバリアを取り除いていくことも、バリアフリーの

重要な側面である。 

◇ひきこもり 

厚生労働省「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」では、「様々な要因の結果

として、社会的参加（義務教育を含む就学、非常勤職員を含む就労、家庭外での交遊）を回

避し、原則的には６か月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態（他者と交わら

ない形での外出をしていてもよい）を示す現象概念」とされている。 

◇避難行動要支援者 

 災害等が発生、または、発生する恐れがある場合に、自力で避難することが困難なため、

円滑・迅速な避難の確保などの支援を要する人のこと。 

◇フレイル 

 「筋力」、「認知機能」、「社会とのつながり」が低下し、「加齢等により心身が衰えた状態」

のことで、健康な状態と日常生活でサポートが必要な介護状態の中間を意味する。フレイル

は、早く気付き対策を行えば元の健常な状態に戻る可能性がある。 

◇福祉教育 

 憲法に規定された基本的人権に基づき社会福祉問題を素材として学習すること。また、そ

の学習を通して社会福祉制度、活動への関心と理解を進め、誰も疎外することなく共に生き

ていく力、社会福祉問題を解決する実践力を身に付けることを目的に行われる意図的な活動。 

◇放課後等デイサービス 

学校通学中の障害のある児童に対し、放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向

上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害のある児童の自

立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行うもの。 

 

【ま行】 

◇見守りネットワーク（見守りめぐねっと） 

見守る人・見守られる人を特定しない形で、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区民の「ちょっと気がかりなこと」に気づいたときに地域包括支援セン

ターへ連絡してもらい、支援を必要とする区民を緩やかに見守っていく仕組み。 

◇民生委員・児童委員 

 地域で生活上の問題、家族問題、高齢者福祉・児童福祉など、あらゆる分野の相談に応じ

助言・調査などを行う。保護や援助が必要な人がいる場合は、関係行政機関に連絡するなど

区民に最も身近な存在として活動している。 

 

【ら行】 

◇ライフステージ 

 乳児期・幼児期・児童期・青年期・壮年期・老齢期など人間が誕生してから亡くなるまで

の生活史上における年代別の各段階。 

以 上 


