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第１章 計画の改定に当たって 

 
１ 計画改定の趣旨 

 

 ○ 地域福祉の現状・課題を踏まえ、平成２１年度から３年間の福祉保健事業

を、総合的・効果的に展開していくために改定します。 
 

 ○ 本計画は、平成２０年度から３年間を計画期間とする文京区基本構想実

施計画と整合するように改定します。 
 
 ○ 本計画の計画期間は、平成２１年度から平成２３年度までの３年間とし、

３年ごとに改定します。 
 
 ○ 「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）は、平成１７年度から平

成２１年度までの５年間の計画期間であるため、平成２２年度に改定しま

す。 

 
 ○ 本計画の分野別計画である「保健計画」及び「地域福祉の推進」の名称

をそれぞれ「保健医療計画」及び「地域福祉の推進計画」に変更します。 

 

２ 計画改定の背景 

 
○ 急速な少子化の進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生ま

れ、かつ、育成される環境の整備を図るため、平成１５年７月に次世代育成

支援対策推進法が制定されました。この法に基づき、次世代育成支援対策を

総合的に実施するため、平成１６年度に、「子育て支援計画」を改定して「次

世代育成支援行動計画」を策定し、取り組みを進めています。なお、平成２

２年度には、次世代育成支援対策推進法の改正等を踏まえ、「子育て支援計

画」（次世代育成支援行動計画）を改定します。 
 
○ 平成１７年６月に介護保険法が改正され、日常生活圏域の設定と基盤整備、

介護予防の推進、地域包括支援センターの設置運営、保険者の役割強化等に

対応するため、平成１８年度に「高齢者・介護保険事業計画」を改定し、施

策を実施してきました。 
高齢化が進む中、高齢者の活力を地域で活かすとともに、活動的な生活
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を維持していく施策の推進が必要となっています。また、支援が必要な状

態になっても、住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、地域ケ

ア体制を整備していくことが必要です。 
  
○ 平成１８年４月から、障害の種別にかかわらず障害のある人々が必要とす

るサービスを選択し、契約によって利用する制度である障害者自立支援法が

施行されました。 現在、法施行後３年が経過し、制度の現状と課題を反映

した改正に向けた作業が行われており、また特別支援教育に関する学校教育

法改正など障害児を取り巻く状況も大きく変わりつつあります。障害者自立

支援法に規定されている障害福祉計画については、平成１８年度から３年間

の第１期計画が終了し、第１期計画における課題を踏まえた第２期計画を策

定することが求められています。 
 
 ○ 高齢化や生活スタイルが変容した現在、生活習慣病の予防が保健医療の

大きな課題となっています。また、新型インフルエンザなど新たな健康危

機を想定する管理対象も行わなければなりません。国の医療制度改革を目

指す社会保障制度改革や都の「保健医療計画」の改定が行われる中、区で

は平成１９年度に改定した健康づくりである「健康ぶんきょう２１」を補

完し、総合的に保健医療施策を推進するために保健計画を改定します。 
 
 ○ 多様な福祉ニーズに対応し、地域福祉を推進していくためには、社会福

祉協議会などの地域で活動する団体や地域住民との連携、権利擁護事業の

推進、地域におけるバリアフリーの推進などを更に進めることが必要とさ

れており、地域福祉の充実へ向けた総合的な取り組みが進めることが求め

られています。 
 
３ 計画改定の検討体制 

 
 ○ 地域福祉計画の改定に当たっては、検討組織を設けて、内容の検討を行い

ました。（【図表】１－１） 
 
 ○ 地域福祉推進協議会及び地域福祉推進協議会の下に設置した高齢者・介

護保険、障害者及び保健の各分野別検討部会において、計画の策定段階か

ら協議し、検討を行いました。 
 
 ○ 学識経験者、地域福祉の関連の深い団体等の代表や構成員、地域福祉に
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関心を持っていただいている公募区民及び区職員等で構成する分野別検討

部会において、該当する分野別計画について検討を進めました。 
 

 ○ 地域福祉推進協議会においては、各分野別検討部会の検討結果を踏まえ、

地域福祉の推進計画及び地域福祉計画全体の取りまとめについて協議し、

検討を行いました。 
 
○ また、計画の検討経過を、区報・ホームページ等により区民周知を行うと

ともに、説明会の開催、パブリックコメントの収集等により広範な区民意見

を聴取しながら、計画の改定を行いました。 
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【図表】１－１ 地域福祉推進協議会の体制 概念図 
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４ 計画の構成 

  
 ○ 計画全般に係る考え方、基本理念、基本目標及び文京区の地域特性を取り

まとめた総論部分（第１章から第３章まで）と、主として対象者ごとに設定

した分野別の計画部分（第４章から第８章まで）で構成しています。 
（【図表】１－２） 

 
 ○ 分野別の計画部分は、「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）、「高

齢者・介護保険事業計画」、「障害者計画」、「保健医療計画」及びすべての

分野に共通するものや、他の分野に位置づけにくい地域福祉全般にかかわ

る施策等を取りまとめた「地域福祉の推進計画」の５分野で構成していま

す。 
 
 ○ 「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）は、次世代育成支援対策

推進法の改正等を踏まえ、平成２２年度に改定します。 
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　【図表】１－２　地域福祉計画の構成
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５ 計画の性格・位置づけ 

 
 ○ 本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画です。 
 
 ○ 本計画は、次のとおり法律に基づく計画の性格を有しています。 
  ・地域福祉計画（社会福祉法） 
・次世代育成支援行動計画（次世代育成支援対策推進法） 
・保育計画（児童福祉法） 

  ・老人福祉計画（老人福祉法） 
  ・介護保険事業計画（介護保険法） 
  ・障害者計画（障害者基本法） 
  ・障害福祉計画（障害者自立支援法） 
 
６ 計画の期間 

 
 ○ 本計画は平成２１年度から平成２３年度までの３年間を計画期間とし、

平成２４年度に改定します。 
  （「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）を除く。） 
   
７ 計画の進行管理等 

 
○ 進捗状況については、文京区地域福祉推進協議会に報告し、区民参画によ

る進行管理を行います。また、新たな課題や施策の実施に当たっては、随時、

協議いただくことにしています。 
 
○ 地域福祉の推進に向け全庁的に取り組むため、庁内組織として地域福祉

推進本部に計画の進捗状況を集約し、調整を行います。 
  
 ○ 区民が、福祉及び保健等のサービスを有効に活用できるよう、情報提供

や周知方法等には十分配慮を行います。 
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第２章 計画の考え方 

 
１ 基本理念 

 
  文京区における地域福祉推進の基本理念を次のように掲げました。 
 
（１）人間性の尊重 

だれもが、人として尊ばれ、人間性が生かされるとともに、人権が損な

われない地域社会を目指します。 
 
 （２）自立の支援 

    だれもが、自分の意思に基づき、自らの選択のもとに自立した生活を

営み、自己実現できるよう支援します。 
 
 （３）共に生きる地域社会の構築 

    だれもが、ノーマライゼーション*の理念に基づき主体的に社会参加し、
世代を超えて相互に理解・協力しあい、共に生きることのできる地域社

会を作ることを目指します。 
 
 （４）すべての区民の健康の保持・増進 

    だれもが、健康が守られる安全な生活を享受でき、生涯を通じて健康

を保持・増進することができる地域社会を目指します。 
 
 （５）区民参画及び協働の推進 

    区民一人ひとりと様々な団体が、区民中心の福祉の地域づくりを目指

して、主体的に参画し、協働することを推進します。 
 
 （６）男女平等参画の推進 

    男女が互いの人権や個性を尊重し、社会のあらゆる分野に参画して、

個性豊かにいきいきと暮らせる地域社会を目指します。 
 
２ 基本目標 

 
だれもが、健康でいきいきと暮らし、安心してその人らしく、自立した地域生

活が営めるよう、必要な福祉サービスを自らの選択により利用でき、互いに支え

合う区民主体の地域づくりを目指す。 
 
 ＊ノーマライゼーション 障害のある人もない人も、児童も高齢者も、すべての人が地域で

普通（ノーマル）の生活を送ることを当然とし、ともに認め合って普通の生活ができる社

会を創造すること。また、その考え方。 
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第３章 文京区の地域特性 

 
１ 地域環境 

 

 ○ 文京区の地理的特性 
   文京区は東京２３区の中央部に位置し、中心区として利便性に富んだ特

性を持っています。面積は 11.31㎢で、２３区中２０番目の広さです。 
   地形は坂と崖が多く起伏に富み、台地は主に住宅地であり、低地は商工

住の混在した地域となっています。 
  
 ○ 「文教のまち」としての文京区 
   江戸時代には、大名屋敷や武士の邸宅が建てられ、神社仏閣が多数建立

されたことが、現在のみどり豊かな環境の基盤となっています。 
   明治期に入ると、湯島の昌平坂学問所を引き継ぐ形で学校群が作られ、

本郷かいわいを中心に、学者・文化人が多く住むようになり、「文教のまち」

としての特徴が形成されました。 
 

 ○ マンション等の増加による居住形態の変化 
近年の傾向として、中・高層共同住宅の増加傾向が継続しており、住宅総

戸数に対する中・高層共同住宅が占める割合は平成２年には 44.8％でした
が、平成１７年には 64.7％となっています。 

 
【図表】３－１ 住宅の建て方別割合 
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２ 少子化・高齢化の現状 

 

 ○ 人口増加の傾向と住民基本台帳ベースの人口 
   本区の人口は、昭和３８年以降減少を続けてきましたが、平成１０年の

後半から増加に転じました。その後、人口は毎年増加を続け、住民基本台

帳上の人口は、平成２０年１月１日現在、昭和６３年とほぼ同じ 185,782
人（外国人登録者数は、6,933人（外数））となっています。 

 
 ○ 少子化・高齢化の現状と人口構成 
   人口構成は、昭和６０年には、年少人口が 30,461人（構成比：約 15.8％）、
高齢者人口が 22,946人（構成比：約 11.9％）でしたが、平成２年には高齢
者人口が年少人口を上回るようになりました。その後、少子化・高齢化は

進行し、平成２０年には、高齢者人口は昭和６０年の約 1.58倍、逆に年少
人口は約 0.63倍になりました。平成１４年以後、年少人口は微増傾向に転
じ、さらに平成１７年には年少人口の構成比も微増傾向に転じています。 

 
【図表】３－２ 年齢３区分別人口（構成比）の推移 
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３ 世帯状況の変化 

 
 ○ 世帯数の増加と１世帯当たりの人数の減少 
   本区の世帯数は、住民基本台帳上（いずれも１月１日現在）昭和６０年

に 84,539 世帯であったものが、平成２０年には 99,154 世帯となっていま
す。 
この間、人口は減少から増加に転じましたが、１世帯当たりの人数は昭和

６０年の 2.28人から平成２０年の 1.87人へと一貫して減少を続けています。 
 

【図表】３－３ 人口と世帯数の推移 
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第４章 子育て支援計画 

 

 
 平成１７年度から平成２１年度までの「子育て支援計画」（次世代育成支援行動

計画）は、別冊となっています。ここでは、「子どもの現状」と「保育計画」につ

いて記載します。 
 
 
１ 子どもの現状 

 
○  厚生労働省が発表した平成１９年のわが国の女性の合計特殊出生率は、

1.34とやや回復傾向にあります。本区においても、平成１７年から平成１９
年の合計特殊出生率は 0.79から 0.90までの間で微増しています。 

   出生数は、平成１６年以降増加傾向にあり、特に平成１８年、平成１９年

は前年に比べて大きな伸びとなりました。 
 
【図表】４－１ 合計特殊出生率の推移 
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5 1.46 1.10 0.86

6 1.50 1.14 0.96

7 1.42 1.11 0.85

8 1.43 1.07 0.85

9 1.39 1.05 0.84

10 1.38 1.05 0.81

11 1.34 1.03 0.86

12 1.36 1.07 0.85

13 1.33 1.00 0.81

14 1.32 1.02 0.81

15 1.29 1.00 0.77

16 1.29 1.01 0.81

17 1.26 1.00 0.79

18 1.32 1.02 0.85

19 1.34 1.05 0.90
資料 東京都保健福祉 「 動態
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1.40

1.60
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年

人

全国

東京都

文京区

資料：東京都保健福祉局「人口動態統計」
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【図表】４－２ 出生数の推移 
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資料：東京都保健福祉局「人口動態統計」資料：東京都保健福祉局「人口動態統計」

 
 
 
 
○ 保育サービスについては、平成２０年４月現在、認可保育園２５園、東京都

の認証保育所４園があります。認可保育園のうち、延長保育は全２５園で、零

歳児保育は１９園で実施しています。また、病後児保育を平成１６年１２月か

ら１か所で実施しています。 
認可保育園の入園児童数は平成２０年４月１日現在２，００４人、待機児童

数は１２４人となっています。 
 

【図表】４－３ 保育園在籍児童数の推移 
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1,943
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(各年4月1日)

   

年 人数 

5 1,045

6 1,158

7 1,029

8 1,029

9 1,040

10 1,041

11 1,155

12 1,158

13 1,141

14 1,177

15 1,133

16 1,232

17 1,233

18 1,384

19 1,469
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【図表】４－４ 保育園待機児童数の推移 

（各年４月１日）
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○  平成１８年度に区立保育園３園で緊急一時保育を開始しました。平成１９

年度に４園で、平成２０年５月からは、公設公営の全１７園で実施していま

す。 
また、一時預かり保育は、平成１５年度、平成１８年度にそれぞれ 1 か所
ずつ開設し、平成２０年４月現在２か所で実施しています。 

 
○  育成室は、平成１７年度、平成１９年度にそれぞれ１室ずつ新たに開設し、

平成２０年４月現在２５室となっています。 
育成室の在籍児童数は、平成２０年４月１日現在１，０８１人です。 
 

【図表】４－５ 育成室在籍児童数の推移 
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 文 京 区 保 育 計 画  追 加 修 正  

 
 
１ 計画修正の趣旨 

児童福祉法第５６条の８により、４月１日時点で保育園待機児童が５０人

以上いる市区町村は、増大する保育需要に対応するための保育計画を策定す

ることとなっています。 
本区では、平成１７年４月１日時点の待機児童が５８人となったことから、

１７年３月に策定した「子育て支援計画（文京区次世代育成支援行動計画）」

の一部を成し、補完するものと位置付け、平成２１年度を終期とする「文京

区保育計画」を策定しています。 
しかし、２０年 4 月１日時点の待機児童が１２４人に急増し、計画に挙げ
た事業については全て完了している状況を踏まえて、現状の保育需要に応え

うる内容とするため、保育計画の追加修正を行います。 
 
２ 事業 
  （１) 子育てと仕事との両立 

No. 事業名 概  要 平成17～21年度
平成 17 年度 

以降の実績 
平成20～21年度 所管課 

2 区立保育園

の整備及び

定員の拡大 

区立保育園の耐

震補強工事や施

設の中・長期的な

計画に併せて、内

装及びレイアウト

の変更などで保

育室の面積を調

整し、入所枠の拡

充を図る。      

耐震補強工

事にあわせ、

内装改修及

び設備整備

を行なうととも

に、定員の拡

大を図る。（実

施予定５園）

平成１８年度

に大塚保育

園の定員を７

名増員する。

平成 18 年度に大

塚保育園の定員

を 7名増員した。

平成 19 年度に千

石西保育園の定

員を 10 名増員し

た。 

平成 20 年度にこ

ひなた保育園の

定員を 3名・目白

台保育園の定員

を 4名増員した。

平成21年度

に区立保育園

の定員を 33

名増員する。

（久堅保育園 

2名・こひなた

保育園5名・

水道保育園5

名・しおみ保

育園12名・千

石保育園3

名・柳町保育

園6名） 

男女協働子

育て支援部

保育課 

11 認証保育所

整備 

認可保育所では

応えきれない都市

型保育ニーズに

対応するため、東

京都が独自の基

待機児童数

の動向を見な

がら、認証保

育所の新設

等拡充を図

平成 18 年度に定

員30名のＡ型を１

か所開設した。 

平成 20 年度

中に定員 30

名のＡ型を 2

か所開設す

る。 

男女協働子

育て支援部

保育課 
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No. 事業名 概  要 平成17～21年度
平成 17 年度 

以降の実績 
平成20～21年度 所管課 

準で認証する認

証保育所の充実

を図る。 

る。（Ａ型 1 か

所） 

平成 18 年度

に定員 30 名

のＡ型を 1 か

所開設する。

平成 21 年度

中に区有施

設を活用し定

員 60 名のＡ

型を 1か所開

設する。 

12 多様な運営

主体による保

育所整備 

保育園入園希望

者の保育園選択

に資するため、公

設民営方式による

保育所整備、民

間事業者による保

育園分園運営等

多様な運営主体

による保育所整備

を進める。 

 平成 19 年度に定

員 45 名の民設民

営（株式会社立）

保育所を1か所開

設した。 

平成 20 年度に定

員 45 名の民設民

営（財団法人立）

保育所を1か所開

設した。 

 男女協働子

育て支援部

保育課 

13 幼稚園・保育

園の一元化

施設の整備 

保護者の子育て

の選択肢の拡大

を図るため、幼稚

園･保育園とは異

なる新たな選択肢

として、又保育園

の待機児対策とし

て幼稚園･保育園

の一元化施設を

整備する。 

公設のモデ

ル園を整備し

開設する。 

平成 18 年度

に（仮称）柳

町保育園を

開設する。こ

れにより 1 歳

から 5歳まで

の定員 58 名

を確保する。

平成 18 年度に幼

保一元化施設とし

て柳町こどもの森

を開設し、定員 58

名を確保した。 

 教育推進部

学務課 

（男女協働子

育て支援部

保育課）  

○新  
グループ保

育室の整備 

保育園入園待機

者の解消を図るた

め、再任用保育士

によるグループ保

育室を整備する。 

  平成 20 年度

中に定員 10

名の保育室

を 1か所開設

する。 

男女協働子

育て支援部

保育課 

＊ №は「子育て支援計画（次世代育成支援行動計画）」の計画番号 （○新は今回新たに追加した事業） 

 

  平成１８年度以降、既に計画に挙げた９５名の外に、これまで１０７名分の
増を行っていますが、上記の事業（表中の太ゴシック部分）を追加実施するこ

とにより、平成２０年度から２１年度の間に新たに保育需要にこたえるための

枠を１６３名分確保します。 
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第５章 高齢者・介護保険事業計画 

 

１  高齢者の現状 

 

○ 本区の人口は、昭和３８年をピークに平成１０年まで減少を続けました

が、その後は増加に転じ、平成２０年１月１日現在では 185,782 人となっ

ています。一方、６５歳以上の高齢者は平成１０年１月１日現在 29,956

人でしたが、平成２０年１月１日現在では 36,362 人となりました。高齢化

率（全人口に占める６５歳以上の割合）は 18.1％から 19.6％となり、高齢

化が進行しています。（【図表】３－２参照） 

高齢者数は、緩やかに増加していますが、生産年齢人口の増加もあり、

最近ではその比率は鈍化する傾向を示し、ここ４年ほどは本区の高齢化率

は落ち着いてきています。 

６５歳から７４歳までの前期高齢者と７５歳以上の後期高齢者の割合を

みると、平成１０年では、56.1％対 43.9％であったものが、平成２０年に

なると、50.8％対 49.2％となっており、長寿化を反映して後期高齢者の占

める割合が高くなっています。 

 

【図表】５－１ 高齢者人口の推移 
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0
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34,296 34,940

35,684 36,362

人

(56.1%)

(43.9%)

(49.2%)

(50.8%)

(44.0%)

(56.0%)

(44.3%)

(55.7%)

44.9(%)

55.1(%)

(45.4%)

(54.6%)

(45.8%)

(54.2%)

(46.8%)

(53.2%)

(47.7%) (48.4%)
(48.6%)

(52.3%) (51.6%) (51.4%)

 
資料：文京区人口統計資料（各年１月１日現在） 
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○  平成２０年１月1日現在の本区の高齢化率は19.6％で２３区全体でみる

と１２番目となり、２３区平均の 19.5％をやや上回っています。平成１９

年１０月の総務省の推計では、東京都平均は 19.4％、全国平均は 21.5％と

なっており、初めて２１％を超え過去最高となりました。 

 

○ 厚生労働省の「平成１９年簡易生命表」によると日本人の平均寿命は、

平成１９年には男性が 79.19 歳、女性が 85.99 歳となり、前年よりそれぞ

れ 0.19 歳、0.18 歳上回り過去最高となりました。がん、心疾患、脳血管

疾患による死亡率の低下が、最も大きく寄与したといわれています。女性

は２３年連続で世界１位となっています。 

   

○ 平成１７年の厚生労働省の調査によると文京区の平均寿命は、男性が

79.4 歳、女性が 85.6 歳、都全体では男性が 79.4 歳、女性が 85.7 歳とな

っています。 

 

○ 東京都の調査では、高齢者のみの世帯は平成１７年度に 52.4％となり、

平成２年に比べて 11.6％増加しました。一人暮らしは 18.8％と全世帯の２

割弱となっています。 

 

【図表】５－２ 世帯の状況 

14.8%

15.4%

17.6%

18.8%

24.5%

26.9%

29.8%
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7.9%
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19.9%

21.0%

23.6%

23.6%

23.7%

18.9%

14.2%

12.7%
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2.1%

1.9%

1.5%
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4.5%
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3.2%

3.4%

3.2%

2.0%
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平成２年調査
(8,715)

平成７年調査
(8,686)

平成１２年調査
(5,086)

平成１７年調査
(4,583)

一人暮らし 高齢者夫婦のみ その他

高齢者のみの世帯52.4％ 夫婦のみ 高齢者と配偶者
のいない子

高齢者と配偶者
のある子

高齢者と
子と孫 その他

 

資料：東京都「平成１７年度東京都社会福祉基礎調査報告書」 
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○ 東京都の調査では、高齢者が１年間に行った活動で平成１７年度は「趣

味のサークル活動」が 25.6％と最も多く、次に「スポーツ（体操・ウォー

キング・水泳など）」が 23.9％、「ボランティア活動・地域活動・ＮＰＯ活

動」が 12.6％となっています。５年前と比べて、「スポーツ」の増加が大

きくなっています。 

ボランティア活動・地域活動・ＮＰＯ活動への参加頻度は、月に１、２

回程度が最も多く、次に週に１、２回程度が続いています。 

 

【図表】５－３ 高齢者の活動状況 

 

22.9%

25.6%

13.6%

23.9%

7.7%

9.9%

62.4%

53.7%

12.3%
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1.0%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成１２年調査

(5,086)

平成１７年調査

(4,583)

 
 

【図表】５－４ ボランティア活動の参加状況 

 

11.1%

10.7%

21.5%

24.4%

20.2%

13.3% 5.4%

36.7%

38.3%

2.4%

1.4%
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8.0%

0.2%
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平成１２年調査
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平成１７年調査
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資料：東京都「平成１７年度東京都社会福祉基礎調査報告書」 

趣味のサークル活動 
スポーツ（体操・ウォー

キング・水泳など） 

ボランティア活動・地

域活動・ＮＰＯ活動 

教養講座の受講

等の学習活動 

左記の中でした

ものは無い 

無回答

週に３回以上 週に１、２回程度 月に１、２回程度

一定していない

年に数回程 

年に１回 無回答 
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○ 高齢者の就業を通じての社会参加等を目的としている社団法人文京区シ

ルバー人材センター事業では、会員数、就業延人数ともに増加しています。 

 

【図表】５－５ 会員数及び就業延人数 

単位：人
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資料：平成２０年５月社団法人文京区シルバー人材センター要覧 

 

 

○ 要支援１又は要支援２と認定された方に、やってみたい介護予防につい

て調査したところ、最も多いのは、「身体機能を維持・向上させたい」で

75.3％でした。次いで、「認知症を予防したい」44.7％、「人と接したい」

25.0％の順でした。身体機能の維持・向上や認知症の予防について、関心

が高くなっています。 
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【図表】５－６ やってみたい介護予防 
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資料：平成１９年度文京区介護予防給付対象者実態調査報告書 

 

○ 介護予防サービス内容の満足度については、「とても満足」と回答したも

のは介護予防通所介護（デイサービス）では49.4％、介護予防通所リハビ

リテーションでは43.0％、介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）で

は38.0％、介護予防訪問看護では43.1％でした。「やや満足」も含めて「満

足」している人は、８０％を超えており、特に通所系サービスの満足度が

高くなっています。 

 

【図表】５－７ 介護予防サービス内容の満足度 
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介護予防訪問看護

とても満足 やや満足 やや不満 とても不満

 

資料：平成１９年度文京区介護予防給付対象者実態調査報告書 
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○ 要支援・要介護認定者数は、平成 13 年 3 月では 3,948 人でしたが、平成

18 年 3 月の時点で 6,214 人まで増加し、平成 20 年 3 月では 6,046 人（う

ち第１号被保険者※1 5,862 人）となりました。平成 20 年 3 月時点での第

１号被保険者数（37,032 人）全体に占める第１号被保険者認定者の割合（認

定率）は、15.8%となっています。要介護度別の状況を比較すると、要支援

及び要介護１の軽度者は増加し続けていましたが、18 年度の制度改正によ

り介護予防が推進されてからは、減少傾向を示しています。また、要介護

2以上の中・重度者が占める割合は大きくなっています。 
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※1 第１号被保険者 区内に住所を有する６５歳以上の人。ただし、第１号被保険者が介護保

険施設や特定施設等に入所または入居するために住所を変更した場合は、住所地特例として

変更前の区市町村の被保険者となります。 

【図表】５－８ 要支援・要介護認定者数の推移 
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○ 要支援・要介護認定者の年齢構成は、平成２０年３月時点で 6,046 人中、

６５歳から７５歳未満の前期高齢者が 655 人（10.8％）、７５歳以上の後期

高齢者が 5,207 人（86.2％）、そして４０歳から６５歳未満の第２号被保険

者※2が 184 人（3.0％）となっており、後期高齢者が圧倒的に多くを占め

ています。これを認定率でみると、前期高齢者が 3.5％であるのに対し、

後期高齢者は 28.2％となっています。 

 

【図表】５－９ 年齢階層別要支援・要介護認定者数 
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資料：文京の介護保険（平成２０年版） 

 

○ 東京都の「認知症高齢者自立度分布調査」（平成１６年１２月）によると、

現在、何らかの認知症の症状がある高齢者は、東京都で約２３万人と言わ

れています。これは都の高齢者人口の 10.8％を占めています。高齢者数の

増加に伴い、今後も認知症の方が増加することが予想されます。 

 

 ○ 文京区において、平成１９年度に要介護認定を受けた 6,713 人のうち認

知症（認知症高齢者の日常生活自立度判定基準Ⅱａ以上）がある方は 3,370

人で 50.2％となり、認定者の半数を占めています。また、重度（認知症高

齢者の日常生活自立度判定基準Ⅲａ以上）の方は 1,524 人で 22.7％となっ

ています。 

 

 

 

※2 第２号被保険者 区内に住所を有する４０歳以上６５歳未満の医療保険加入者。ただし、

第２号被保険者については、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定

める特定疾病により、要介護・要支援状態となった場合に限り認定される点が第１号被保険者

と異なります。 
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○ 特別養護老人ホームへの入所希望者は、介護保険制度開始後増加しまし

たが、予約的な申込みも多くなっていました｡その対応として、平成１４年

に国の運用基準の見直しがあり、平成１５年４月に「文京区特別養護老人

ホーム入所指針」を策定し、優先入所の取扱いを開始しました。このこと

により特別養護老人ホームへの入所希望者数は、平成１５年５月の 969 人

（定員の約２.５倍）をピークに、その後は減少に転じましたが、平成１９

年からは微増傾向となっています。 

 

【図表】５－１０ 特別養護老人ホーム入所希望者の推移 

単位：人 

 入所希望者実数 特別養護老人ホーム定員 

平成１３年 ５４０ ３９１ 

平成１４年 ７４８ ３９１ 

平成１５年 ９４５ ３９１ 

平成１６年 ９７４ ３９１ 

平成１７年 ７８９ ４７４ 

平成１８年 ７２３ ４７４ 

平成１９年 ７２９ ４７４ 

平成２０年 ７６９ ４７４ 

（各年４月１日現在） 

 

○ 平成２０年８月現在、特別養護老人ホーム入所希望者の平均要介護度は

約３.１となっています。これに対し、区内の特別養護老人ホーム入所者の

平均要介護度は３.７となっています。 

 

○ 東京都国民健康保険団体連合会※3の資料から、６５歳以上の第１号被保

険者の人が納める介護保険料と第１号被保険者一人当たりの給付額をみる

と、本区の基準月額 4,633 円の保険料に対し、給付額は 19,486 円となって

います。（平成１９年４月現在）。これを東京都でみると、基準月額 4,102

円の保険料に対し、給付額は 17,741 円、全国では基準月額 4,090 円の保険

料に対し、給付額は 18,385 円となっています。本区の給付額は、２３区全

体でみると８番目の水準となっています。 

 

 

 

 
※3 東京都国民健康保険団体連合会 国民健康保険法に基づき、東京都の区市町村（保険者）

が共同して国民健康保険事業の健全な運営を確保し、社会保障及び国民保健の向上を目的と

して設立された団体。介護保険においては、介護給付費審査支払事業や介護サービスに関す

る苦情処理業務等を行っています。 
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○ 介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支えるため、福祉と医療に

分かれていた介護に関する制度を再編成することで、増え続ける高齢者の

医療費を適正化することを目的の一つとして平成１２年度に創設されま

した。このことによって、全国の一人当たりの老人医療費は、平成１１年

度の 83.7 万円から平成１２年度の 74.9 万円と８.８万円減少しましたが、

文京区では 86.4 万円から 81.8 万円と４.６万円の減少にとどまりました。 

平成１４年度には老人保健法が改正され、老人医療の対象年齢が７０歳

から７５歳に段階的に引き上げられ受給者数が減少したこと、また、患者

の一部負担金が定率となったことから、文京区の老人医療費総額や一人当

たりの老人医療費も減少しました。 

しかし、全国の一人当たりの老人医療費は平成１５年度には改正前の水

準を上回り、文京区も平成１６年度には改正前の水準に近づきました。 

平成１８年度には診療報酬の改定があり、文京区の老人医療費総額は減

少しましたが、文京区の一人当たりの老人医療費はあまり変わりがありま

せんでした。 

文京区の一人当たりの老人医療費は増加に転じ、対象年齢の段階的な引

上げが終了した平成１９年度後半以降は、受給者数も増加に転じました。 

平成２０年度には、国民皆保険制度を将来にわたり維持し、現役世代と

高齢者で共に支え合う仕組みとして、７５歳以上の高齢者を対象とする「長

寿（後期高齢者）医療制度」が創設されました。 

 

【図表】５－１１ 一人当たりの老人医療費の推移 
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２  高齢者・介護保険に関する重点課題 

 

○ 健康・いきがいづくりの支援 

  高齢者一人ひとりが地域でいきいきと生活し活躍できるよう、健康の維

持・増進のための施策を進めます。 

心の豊かさや生きがいが充足できるよう、生涯にわたる学習の機会を確

保するとともに、世代間交流も含めた仲間づくりを支援します。また、高

齢者が経験や能力を活かして、地域社会の担い手として活躍するとともに、

そのことにより自己実現や自己啓発が図られるよう、ボランティア活動を

はじめとする多様な社会活動を支援します。就労についても、関係機関と

連携して支援します。 

 

○ 介護予防の推進 

要支援や要介護の状態に陥ったり、状態の悪化を防ぐための介護予防を

日々の生活に定着させるため、知識の普及啓発を進めます。また、適切な

時期に速やかに介護予防事業の利用につながるよう、介護予防事業をわか

りやすく周知し、身近な地域で継続的に介護予防に取り組めるための支援

体制を整えます。 

   

○ 介護が必要になっても尊厳のある生活の確保 

介護が必要な状態になっても、住み慣れた街で安心して暮らせるよう、

身近な生活圏域で必要な支援が受けられるよう、介護保険や福祉サービス

の充実を図ります。 

認知症の高齢者の増加に伴い、早い段階からの支援体制づくりを進めま

す。介護者や地域の関係者の認知症の理解を深めるとともに、権利擁護の

視点から支援を充実します。医療・福祉が連携して、地域生活を支援しま

す。 

 

○ 超高齢社会に対応できる地域包括ケア体制の構築 

   高齢化が進むとともに、ひとり暮らし高齢者や後期高齢の夫婦世帯の増

加が予想されています。公的サービスを充実するとともに、地域の力を活

かした新しい支え合いが必要です。 

  地域の生活課題の発見や対応が細やかに行えるよう、日常生活圏域ごと

に設置された地域包括支援センターを拠点として、公的サービスの利用や

地域資源の活用、ボランティアなどの自主活動などの連携を進めます。ハ

ートフルネットワークの充実を図り、新しい地域の支え合いの仕組みを構

築するとともに、コーディネート機能を強化します。 
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３ 計画事業と目標 

 

（１）計画の目標 

 

６５歳の方の平均余命は、２０年前後となっています。高齢期に健康で

充実した生活を送ることは、すべての人の願いです。そのためには、身近

な地域において、健康づくりやいきがいづくりにつながる多様な活動・取

り組みが望まれます。また、できるだけ要介護状態に陥らないよう介護予

防に取り組める機会の充実が必要です。さらに、介護が必要になっても安

心して暮らし続けることができるよう、介護保険制度を柱としつつ地域性

に合った細やかな仕組みづくりが望まれます。 

今後も高齢化が進むとともに、独居や高齢者のみ世帯の増加が予想され

ています。急速に進む少子高齢化社会を支えていくため、地域社会の担い

手としての高齢者の役割も期待されています。そうした活力と安心のある

地域社会を作っていくため、必要な施策を積極的に展開していきます。 

 
（２）基本的考え方 

 
   次のような基本的考え方に沿って、施策を推進していきます。 
 
 ○ 高齢になっても、はつらつとした活動的な生活を送るためには、健康の

維持・増進が大切です。健診をはじめ、健康づくりのための事業の拡充を

図ります。また、文化、スポーツ、レクリエーションなどにより、生きが

いや仲間づくりができるよう、文京いきいきアカデミア等の生涯学習講座

の充実を図ります。 
   退職年齢を迎えた団塊の世代の方々が、地域活動やボランティア活動等

への参加を通じて、自己実現や地域の活性化につなげられる施策を推進し

ていきます。また、高齢者の就労への意欲に応えるための支援を充実して

いきます。 
 
 ○ 加齢に伴う心身機能の低下を防ぎ、機能改善を目指す介護予防は、高齢

者の生活の質（ＱＯＬ）の向上にとって重要な要素です。平成１８年度か

ら介護予防事業が導入されましたが、今後さらにこの取り組みを進めます。 
   そのため、介護予防の必要性が最も高い特定高齢者への働きかけを強化

するとともに、健康の維持への関心が高い一般高齢者への介護予防の周知

や事業を展開していきます。 
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 ○ 介護が必要な状態になっても、住み慣れた地域で生活していくためには、

多様な介護ニーズに対応できる福祉・介護サービスの整備が必要です。そ

のため、日常生活圏域ごとにサービス基盤を整備するよう支援を行います。

また、介護保険制度を中心とする介護サービスの質の向上を図るため、介

護事業者への支援と指導を行います。超高齢社会に向けて、今後も制度を

安定的に運営していけるよう、適正な利用を図っていきます。 
 
 ○ 介護や福祉の制度やサービスが充実する一方で複雑な仕組みになってい

ます。必要なサービスの情報を得て、納得して利用できるよう、情報提供

の方法を工夫するとともに、区の窓口や地域包括支援センターなどの相談

機関の充実を図ります。 
 
 ○ 認知症の予防を進めるとともに、早期発見と早期対応が可能となるよう、

医療機関等との連携を進めます。認知症の方についても、地域で安心して

暮らせるよう、認知症サポーター養成をはじめとする地域づくりを行いま

す。認知症介護教室や相談支援体制の充実により介護者の負担軽減を図る

とともに、小規模多機能型居宅介護施設やグループホーム等のサービス基

盤を整備します。また、認知症高齢者の権利や財産を守るため、成年後見

制度の利用促進や、あんしんサポート文京等の活用を進めます。 
 
 ○ ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で生活する高齢者が、安心して地域で

生活を続けることができるよう、ハートフルネットワークの充実を図り、

地域の見守り体制を更に進めます。地域で生活する人々が、地域の課題に

対して、互いの協力と連携で支え合う仕組みを作っていきます。 
また、そうした仕組みと緊急通報システム等の安否確認のためのサービ

スが、相互に有機的に機能するよう検討を進めます。 
震災等の災害時に速やかに必要な支援が行えるよう、地域の関係者や介

護事業者等と連携する仕組みを作ります。 
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（３）計画の体系

高齢者・介護保険事業計画  体系図

中項目

【凡例　各分野別計画に共通】

・小項目の枠囲みは表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。

・他の分野との重複掲載事業については、小項目の末尾に（　　　）または＊がついています。

　（　　　）・・・本計画（高齢者・介護保険事業計画）で取り上げています。

　＊・・・他の分野別計画で取り上げています。

　重複掲載事業の表記は、分野別計画の頭文字＋事業ごとの連番または大中小項目の枝番で表記しています。

　子・・・子育て支援計画、高・・・高齢者・介護保険事業計画、障・・・障害者計画

  保・・・保健医療計画、地・・・地域福祉の推進計画

ハローワーク等の活動支援

いきいきサービス事業(住民参加型在宅福祉サービス）の充実

ボランティア・市民活動センターへの支援

文京福祉センターの建て替え

文京アカデミー人材登録者との協働事業

長寿お祝い事業

電子機器等利用に関する支援

高齢者クラブ活動の支援

1

高齢者のためのサロン設置の検討

3

4

シルバー人材センターの活動支援

ふれあいいきいきサロン事業への支援

6

2

5

生涯にわたる学習機会の提供

2 寿教室

高齢者いきいき入浴事業

健康診査

保健指導

歯科保健

文京いきいきアカデミア

高齢者水中ウォーキング教室

各種健康づくり事業の充実

いきいき体力測定会

高齢者歩け歩け大会

大項目

1

2

小項目

  1  健康の維持・増進
3

健康教育・健康相談

7
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5

2

  2  健康づくりの支援

3
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4

4

2

3

4

  5  就労支援

  4  社会参加の支援

1

6

5

1

１
　
健
康
・
い
き
が
い
づ
く
り
の
支
援

1 ＊地1-1-1

＊地1-1-1

＊地1-6-1

（地1-6-3）
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中項目

【凡例　高齢者・介護保険事業計画】

・○・・・地域支援事業

・☆・・・介護給付（予防給付）

　２　介護予防普及活動の推進

　３　介護予防活動の支援

　４　介護予防指導者の育成・支援

　５　特定高齢者の把握

　６　介護予防ケアマネジメントの充実

2

1

　７　特定高齢者介護予防事業の充実

地域支援のためのネットワークづくり○               ＊保１－３－２

介護予防ケアマネジメントの質の向上○

栄養改善教室○

筋力向上トレーニング教室○

介護予防ケアプランの作成○

5

2

4

介護予防教室評価の充実○

訪問相談・訪問指導の充実○

口腔機能向上教室○

尿失禁予防教室○

6

2

1

3

1

1

1

8

3

1

2

高齢者介護予防体操（すこやか体操・心もからだもいきいき体操）○

介護予防出前講座の充実○

脳の健康教室○

元気でいきいき講座（介護予防講座）○

介護予防教室評価の実施○10

3

2

２
　
介
護
予
防
の
推
進

6

大項目

7

9

4

5

2

小項目

  １　一般高齢者介護予防事業の充実

栄養改善教室○

筋力向上マシーントレーニング教室○

生活機能評価（介護予防健診）の実施○

2

栄養改善サポーターの支援○

文の京介護予防体操推進リーダーの育成・支援○

高齢者エアロビクス指導者の支援○

介護予防支援マップの作成○

介護予防パンフレット・チラシの作成○

介護予防講演会の開催○

なごやかクラブ・ふれあいクラブ

介護予防展（介護予防イベント）の開催○

転倒骨折予防教室○1

文の京介護予防体操教室○

口腔機能向上教室○

3
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中項目

D

大項目

３
　
介
護
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

17

9

18

16

2

5

高齢者日常生活支援用具の給付等

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護☆

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護☆

11

住宅改修・介護予防住宅改修☆

3

1

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

夜間対応型訪問介護☆

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護☆

介護老人保健施設☆

特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護☆

寝たきり高齢者理美容サービス

寝たきり高齢者布団乾燥消毒

介護療養型医療施設☆

特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売☆

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）☆

12

　４　介護サービス事業者への支援 2

訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護☆

1 訪問介護・介護予防訪問介護☆

3

5

4

7

6

　３　寝たきり等高齢者への支援

1

8

2

3

4

　1　居宅介護サービス・居宅介護予防サービス

　２　施設介護サービス

13

10

14

2

15

8

介護サービス適正利用の啓発

1 事業者への実地指導・集団指導○

介護支援専門員の質の向上

緊急ショートステイ7

1

在宅寝たきり高齢者訪問歯科健康診査

寝たきり高齢者紙おむつ支給

　６  介護サービス基盤の整備
2 介護保険施設への整備補助

　５　介護保険制度運営の適正化 2 給付費通知の送付○

3

寝たきり高齢者世帯大掃除サービス

小項目

介護サービス事業者連絡協議会

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導☆

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護☆

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護☆

訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション☆

居宅介護支援・介護予防支援☆

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与☆

通所介護・介護予防通所介護☆

訪問看護・介護予防訪問看護☆

＊地1-4-3

施設入浴サービス6

1 日常生活圏域ごとの介護サービス基盤整備

3 第三者評価制度の利用促進
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中項目

宅配食事サービス

話し合い員との連携

3

　４　高齢者への地域支援体制の充実

　３　認知症対応の充実

5

緊急通報システム

社会福祉協議会への支援・連携

大項目

あんしんサポート文京への支援

2 老人福祉法に基づく相談・措置

認知症サポート医・かかりつけ医との連携

4

介護保険苦情相談体制の充実

４
　
身
近
な
地
域
で
安
心
で
き
る
暮
ら
し
の
支
援

3

1

3

1

4

3

2

2

高齢者緊急連絡カードの整備

2

福祉電話

10

6

1

5

2

家具転倒防止器具設置費用助成

住宅改修支援事業○

高齢者入居支援

高齢者住み替え費用助成

　５　ひとり暮らし高齢者等への支援

4

3

　６　安定した住まいへの支援

7

5

1

4

3

4

ひとり暮らし高齢者訪問事業への支援

高齢者火災安全システム

民生委員・児童委員協議会への支援・連携

6

7

高齢者住宅設備等改造事業

高齢者住宅あっせん

シルバーピアの運営

悪質商法被害への対応

高齢者自立生活支援事業

シルバーお助け隊事業の充実

災害時要援護者への支援体制の充実

成年後見制度の利用促進○

介護者に対する認知症介護相談・教室○

ハートフルネットワーク事業の充実

認知症キャラバンメイト・サポーターの養成

高齢者虐待防止への取り組みの強化

高齢者向けサービスの情報提供の充実

　２　権利擁護対策の強化

　１　相談体制・情報提供の充実

小項目

2 高齢者徘徊探索サービス事業○

1

1 地域包括支援センターの充実○

＊地1-4-1

9

ごみの訪問収集

8

＊地1-1-3

＊地1-2-1

＊地1-4-2

＊地1-2-2

＊地1-1-1

＊地1-1-2
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（４）計画事業 

 

１ 健康・いきがいづくりの支援 

高齢者がいきがいを持ち、いつまでも元気に生活を続けていくためには、

健康を維持し、その意欲と能力をいかすことができる社会的な仕組みを構築

することが重要です。 

そのために、高齢者の健康の維持・増進策を推進するとともに、いきがい

づくり・就労支援、社会参加・交流の促進を図っていきます。 

 

１－１ 健康の維持・増進 

高齢者がいつまでも健康を維持し、安心して暮らせるよう、自らの健

康状態を把握する健康相談や健康診査を行います。また、健康診査の結

果に基づく保健指導等を充実します。 

 

１－１－２ 健康診査 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

６５歳以上の区民を対象とし

て、高齢者健康診査（基本健康

診査）及び生活機能評価を実施。 

・医師会委託により実施 

・対象 65 歳以上 

・19 年度実績 20,654 人 

19 年度終了 

 

６５歳以上の国民健康保険の被保険者及び長寿（後

期高齢者）医療制度に加入する区民を対象として、健

康診査及び生活機能評価を実施し、生活習慣病の早期

発見及び介護予防事業対象者の把握を行う。 

・医師会委託により実施 

・対象者 65 歳以上 

国民健康保険 13,500 人 

長寿医療制度 18,500 人 

※平成２０年４月に「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」に改正され、

健康診査の実施主体、実施方法等が変更された。これにより４０歳以上の被保険者に対

する特定健康診査の実施が各医療保険者に義務付けられ、区では法に基づき、国民健康

保険に加入する４０歳以上の区民を対象に特定健康診査を実施している。なお、特定健

康診査の対象とならない４０歳以上の区民に対しても、健康増進法に基づき同様の健康

診査を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

計画事業の表記について 

・枠囲みは計画事業の現況及び目標を記載しており、実線は本計画でとりあげているもので、

点線は他の分野別計画でとりあげているもののため、重複記載を表記しているものです。 

・目標欄には、事業趣旨・概要を表記し、可能なものは平成２３年度又は平成２３年度末の

目標数値を表記しています。 
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１－２ 健康づくりの支援 

高齢者がいつまでも健康を維持し、地域の中でいきいきとした生活が

続けられるように、自らの体力を維持・増進するため、体力測定会や歩

け歩け大会を開催します。また、一部の銭湯で軽体操等を行うミニデイ

事業を行います。 

 
１－２－３ 高齢者いきいき入浴事業 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

シニア入浴デー： 

７４６回実施（１４浴場） 

延べ１０１，９５６人参加 

ミニデイ：９６回実施 

延べ６２５人参加 

高齢者の生きがい向上及び介護予防・閉じこもり予

防のため、区内在住の６０歳以上の高齢者を対象に、

区内の公衆浴場組合加入の浴場で低廉な自己負担で入

浴できるシニア入浴デーを週１回引き続き実施する。

また、シニア入浴デー実施日に２か所の浴場の脱衣場

を利用してカラオケ、エアロビクスなどのミニデイ事

業を実施する。 

・シニア入浴デー：624 回実施（12 浴場） 

 年間延べ 103,000 人参加 

・ミニデイ：96 回実施、延べ 900 人参加 

 

１－３ いきがいづくり 

高齢期にあっても学習や仕事への意欲を持ち続けることは、地域にお

いていきいきと暮らし続けるために重要です。そのために高齢者クラブ

等や各種団体と連携し各種講座の開催等を通じて高齢者のいきがいづく

りを行っていきます。 

 

１－３－４ 高齢者クラブ活動の支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・80 団体 約 5,700 人 

 

高齢者クラブ及び高齢者クラブ連合会が行う社会奉仕

活動、健康を進める活動、いきがいを高める活動、その

他の社会活動を支援し、高齢者のいきがいづくりを支援

します。 

・80 団体 約 5,700 人 

 

１－４ 社会参加の支援 

地域の活動に参加する意欲を持った高齢者を支援するため、高齢者同

士や他世代との交流の場を提供するため高齢者サロンの整備を進め、社

会参加を促進していきます。 

区民参加型のいきいきサービス事業やボランティア活動などで高齢者

が地域の担い手となり地域が活性化するよう活動を支援していきます。 

34



１－４－１ ふれあいいきいきサロン事業への支援（地域福祉の推進計画１－１－１

重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・高齢者サロン  32 か所 

・子育てサロン   8 か所 

・障害者（児）サロン 

          5 か所 

・混合型サロン   4 か所 

孤立や閉じこもりを無くし、地域の中で安心して暮ら

していけるように、高齢者に限らず、障害者や子育て世

代等だれもが参加できる身近なサロン活動を支援する。

この住民主体のサロン活動が区内に広がることを通じ

て、地域住民同士の支え合いによる新たなコミュニティ

の形成につなげていく。 

 ・高齢者サロン     40 か所（23 年度末） 

 ・子育てサロン      8 か所（同上） 

 ・障害者（児）サロン   9 か所（同上） 

 ・混合型サロン     17 か所（同上） 

 
１－４－２ いきいきサービス事業（住民参加型在宅福祉サービス）の充実（地域福

祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・ホームヘルプサービス 

（登録会員） 

 利用会員 419 人 

 協力会員 127 人 

（利用時間） 

 家事援助 10,531 時間 

 介護援助 12,175 時間 

 大掃除等  3,122 時間 

高齢者や障害のある人等が、住み慣れた地域社会の

中において充実した在宅生活が送れるよう、より一層

区民ニーズに即したサービス提供を行っていく。 

住民参加型在宅福祉サービスの推進は、サービス提

供者である協力会員の確保が最も重要となることか

ら、ケーブルテレビ等様々な媒体を活用し、退職区民

をターゲットに協力会員の増加を図る。 

・利用会員 750 人 

・協力会員 350 人 

 
１－４－３ ボランティア・市民活動センターへの支援（地域福祉の推進計画１－

６－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・夏のボランティア体験教室 

 参加者 66 人 

・シニア向けボランティアスク

ールの実施 修了者 10 人 

・ボランティア・市民活動まつ

り 

 参加団体    73 団体 

 ボランティア 138 人 

 来場者   1,600 人 

研修等によるボランティアの育成や情報の収集及び提

供の充実を図るとともにコーディネート機能を強化す

る。 

また、ＮＰＯ団体、学校・企業・個人ボランティアと

の連携を促進するために、「ボランティア・市民活動まつ

り」の企画運営を実行委員会方式で実施するほか、交流

会等を開催することによりネットワークづくりを強化し

ていく。 

さらに、災害ボランティアセンターを構築するうえで

重要となる、災害時支援ボランティアを活用するための

運営マニュアルを作成する。 

 

35



１－４－４ 高齢者のためのサロン設置の検討 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 ＮＰＯなどと協力しながら空き店舗等を活用したサロ

ンの設置など、高齢者がいきがいを持ち、充実した生活

がおくれるような空間を地域に整備する。 

 

１－５ 就労支援 

高齢期にあっても、「年齢に関わりなくいつまでも働きたい」とする高

齢者は増加傾向にあります。就業時期は、個々の健康状態や経済状況、

また就業に対する意識により異なります。国でも６５歳定年延長など雇

用延長の法整備がなされていますが、その補完的な役割や選択肢のひと

つとして、シルバー人材センターやハローワークへの支援を通じて、働

く意欲を有する高齢者の就業を実現するため、地域に根ざした高齢者の

就業する場、機会を提供していきます。 

 
１－５－１ シルバー人材センターの活動支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・会員数   961 名 

・就業実人員 719 名 

・就業率   74.8% 

「いくつになっても働ける」基盤整備としてシルバー

人材センターの活動を支援する。 

「地域雇用連絡会」等関係団体との連携、情報提供機

能の強化、高齢者就業に関する教育の充実、ワンストッ

プ相談体制の整備を図る。 

 

 
２ 介護予防の推進 

高齢者が寝たきりなどの要介護状態になることなく、地域において健康で

いきいきとした生活を送るために、介護予防事業の推進を図ってきましたが、

高齢者が介護予防を正しく理解し、積極的に日常生活の中で取り組むまでに

は至っていない状況にあります。 

このため、元気なうちから介護予防を理解し、区民が主体となって介護予

防を実践できるよう、「文の京介護予防体操」を区、区民、大学が協働で開発

しました。今後は、この介護予防体操の普及・啓発を通じて、介護予防の必

要性を広く区民に周知するとともに、地域や日常生活の中で取り組めるよう

に場の確保や活動の支援を行っていきます。 

また、要支援や要介護状態に陥るおそれのある高齢者（特定高齢者）を早

期に把握し、地域包括支援センターによる適切な介護予防事業に結び付ける

ため、健康診査と同時に実施される介護予防のための生活機能評価（介護予
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防チェックリスト等）をほぼ通年で実施できるようにするとともに、特定高

齢者に決定された方への周知と理解を積極的に推進します。 

さらに、元気な高齢者から特定高齢者までが地域で無理なく介護予防を実

践できるように通所による介護予防事業の拡充を図ります。 

 

２－１ 一般高齢者介護予防事業の充実 

特定高齢者向け介護予防事業修了者が引き続き介護予防を継続できる

ように、また、一般高齢者が介護予防を正しく理解し実践するために、

転倒骨折予防教室や文の京介護予防体操教室、認知症予防教室などの一

般高齢者向け介護予防事業の充実を図ります。 

各種一般高齢者介護予防事業の定期的な評価を実施し、区民の介護予

防に関する知識の認知度や参加状況等による事業評価を行います。 

 
２－１－１ 転倒骨折予防教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

虚弱高齢者等が寝たきりな

どの要介護状態になることを

予防するため、理学療養士や、

健康運動指導士、保健師等によ

り、身近な地域の施設で定期的

に開催 

・９会場 216 回 2,186 人 

虚弱高齢者や特定高齢者介護予防事業修了者が、より

身近な地域で転倒骨折予防教室に参加できるよう会場数

の拡充を図る。 

・１２会場 288 回 3,500 人 

 

２－１－２ 高齢者介護予防体操（すこやか体操・心もからだもいきいき体操） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・すこやか体操 

 定員 36 人 ２クラス 

延 92回実施 延 1,736人 

・心もからだもいきいき体操 

 定員 26 人 ２クラス 

延 48 回実施 延 783 人 

心身機能の低下が気になる一般高齢者を対象に、健康

を維持するための体操を文京福祉センター等で行い、介

護予防を図る。 

・すこやか体操 

 定員 36 人 ３クラス 延 144 回実施 

・心もからだもいきいき体操 

 定員 26 人 ２クラス 延  96 回実施 
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２－１－３ 文の京介護予防体操教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

介護予防体操を区内介護施

設理学療法士が考案し、区、区

民、大学が協働で開発 

 体操推進リーダー養成講習

を実施 

・区民モニター体操教室 60 人 

・推進リーダー養成講習 40 人 

元気な高齢者から、健康に不安を抱えている高齢者ま

でが、自宅だけでなく身近な地域で気軽に体操が行える

ように教室展開を図る。 

また、自主的に介護予防体操を実践できるように介護

予防体操推進リーダーを養成する。 

・体操教室 区内４会場 各定員 30 人 年間 120 人 

・推進リーダー養成 生活圏域に各 20 人 合計 80 人

 

２－１－８ なごやかクラブ・ふれあいクラブ 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・なごやかクラブ 

実人員 20 人 39 回実施 

・ふれあいクラブ 

前期 実人員 15 人 22 回 

後期 実人員 12 人 22 回 

 

ひとり暮らしや家庭に閉じこもりがちな高齢者を対象

に、仲間づくりや心身機能の維持向上を図るための学習

活動やレクリエーションを文京福祉センター等で実施す

ることにより、高齢者の日常生活の自立を促進する。 

・なごやかクラブ 定員 20 人 40 回 

 ・ふれあいクラブ 定員 16 人 40 回 

 

２－２ 介護予防普及活動の推進 

介護予防に関する知識とその重要性を理解し、積極的に介護予防事業

に参加してもらうため、高齢者を対象としたテーマ別の介護予防講演会

や、介護予防教室内容を紹介するイベント等を開催する。また、介護予

防に関する知識を深めてもらうために、区報やＣＡＴＶを通じた啓発や

介護予防パンフレットや介護予防手帳の作成・配布など、積極的な普及

活動に努めます。 

 

２－３ 介護予防活動の支援 

地域において介護予防に興味がある団体やグループを対象とした介護

予防出前講座を区民の要請に基づき実施します。 

介護予防を始めようとしている高齢者や、介護予防教室を修了した高

齢者が引き続き介護予防に取り組めるよう、自主グループなどを紹介し

た介護予防地域資源マップを作成し、積極的な情報提供を行います。 

また、既に自主的な介護予防活動を行っている地域活動組織に対する

指導者派遣等の支援を行います。 

 

２－４ 介護予防指導者の育成・支援 

地域を主体とした介護予防を区民と協働で推進するため、介護予防に

関する指導者や推進リーダーを養成する講習や指導者に対するスキルア
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ップ講習を開催するとともに、指導者や推進リーダーによる自主的な活

動の支援を進めます。 

 

２－５ 特定高齢者の把握 

要支援・要介護状態に陥るおそれのある高齢者を早期に把握し、適切

な介護予防事業に結び付けるため、健康診査と併せて介護予防のための

生活機能評価を通年化に近い方法で実施します。 

また、閉じこもりがちな高齢者等を把握し、介護予防事業に結び付け

るため、保健師等の訪問活動や地域の関係機関（医師会、町会、民生・

児童委員、話し合い員など）との連携を行う地域支援のためのネットワ

ークづくりを進めます。 

 

２－５－１ 生活機能評価（介護予防健診）の実施 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 基本健康診査と同時で生活

機能評価を実施 

・特定高齢者数 2,159 人 

 健康診査（特定健診、後期高齢者健診等）における生

活機能評価の実施により特定高齢者を把握する。 

 ・特定高齢者数 2,500 人 

 

２－６ 介護予防ケアマネジメントの充実 

介護予防を推進するためには、要支援・要介護者に対するケアマネジ

メントと同様に、要支援や要介護状態に陥るおそれのある高齢者（特定

高齢者）を早期に把握し、速やかに適切な介護予防事業に結び付ける必

要があります。 

介護予防のための生活機能評価等で把握した高齢者に対して、地域包

括支援センターにおいて、生活機能改善の可能性を正しく評価し、事業

への参加に結び付けられるよう、本人の意欲を引き出すための積極的な

ケアマネジメントが求められます。 

このため、ケアマネジメントの実施にあたっては、利用者自身が生活

機能の向上を実感し、積極的になった生活をイメージできる目標設定が

できるよう、介護予防ケアプラン作成者や介護予防事業従事者等への研

修や指導を強化し、担当者の資質の向上を図ります。 

 

２－６－１ 介護予防ケアプランの作成 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 特定高齢者へのアセスメン

ト・ケアプランの作成を実施 

・ケアプラン作成件数 148 件 

 特定高齢者が適切な介護予防事業に参加するためのケ

アプランの作成を実施する。 

 ・ケアプラン作成件数 750 件 
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２－７ 特定高齢者介護予防事業の充実 

介護予防のための生活機能評価で把握された特定高齢者の介護予防

を図るため「運動器の機能向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」を目的

としたプログラムによる通所型の介護予防サービスの充実を図ります。 

サービスの実施に際しては、介護保険の通所系サービス事業所である

高齢者在宅サービスセンターや介護予防拠点などの協力を得ながら、よ

り身近な地域での事業展開を図ります。 

また、閉じこもり、認知症等のおそれがある高齢者を対象に、地域や

関係機関と連携を図りながら、保健師等が居宅を訪問して問題点を把握

し、必要な相談・指導を行います。 

特定高齢者事業が適切かつ効果的に行われているかを、特定高齢者の

改善状況や事業実施状況を通じ総合的に評価します。 

 

２－７－１ 筋力向上トレーニング教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 運動器の機能向上を目的に、

有酸素運動を中心とした教室

を実施 

・高齢者在宅サービスセンタ 

ー等  

 

5 会場 4 クール 79 人 

 転倒・骨折の予防、運動器の機能低下の予防・向上を

目的に、ストレッチや有酸素運動等を実施する教室を拡

充する。 

・高齢者在宅サービスセンター 

  6 会場 1 クール定員 10 人 4 クール 240 人  

 ・介護予防拠点         

   3 会場 1 クール定員 10 人 4 クール 120 人 

・福祉施設           

   1 会場 1 クール定員 10 人 4 クール  40 人 

 

２－７－２ 筋力向上マシーントレーニング教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 運動器の機能向上を目的に、

マシーンを使用した教室を実

施 

・高齢者在宅サービスセンター 

3 会場 4 クール 32 人 

 特に筋力の低下が著しい高齢者を対象に、介護予防運

動が実践できる筋力を付けるためにマシーンを使用する

教室を拡充する。 

 ・高齢者在宅サービスセンター  

   3 会場 1 クール定員 8～10 人 4 クール 112 人

・介護予防拠点         

  1 会場 1 クール定員  10 人 4 クール 40 人
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２－７－３ 栄養改善教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 栄養改善を目的とした集団

的な栄養教育と個別指導によ

るプログラムを実施 

 

・高齢者在宅サービスセンター 

4 会場 2 クール 5 人 

介護予防健診の結果、低栄養状態が認められる高齢者

を対象に、地域包括支援センターのケアマネジメントの

もと、区民施設を活用して、集団栄養教育と個別指導に

よる教室を実施する。 

・区民施設 

  1 会場 1 クール定員 10 人 4 クール 40 人 

 

２－７－４ 口腔機能向上教室 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 口腔機能の向上を目的とし

た集団的な栄養教育と個別指

導によるプログラムを実施 

・高齢者在宅サービスセンター 

4 会場 2 クール 20 人 

 

 介護予防健診の結果、口腔機能の低下が認められる高

齢者を対象に、地域包括支援センターのケアマネジメン

トのもと、口腔機能向上のための教育や口腔清掃指導、

摂食・嚥下機能に関する指導等を実施する。 

 ・高齢者在宅サービスセンター  

    4 会場 1 クール定員 10 人 2 クール 80 人 

 

 

 

３ 介護・生活支援サービスの提供 

介護や支援を必要とする状態になっても、住み慣れた地域で尊厳を保ち、

自分らしく自立して生活できるよう、介護保険サービスが適切に提供されな

ければなりません。 

このため、介護や日常生活の支援が必要な高齢者が、心身の状況や生活環

境に応じて自ら選択したサービスを、多様な事業者や施設から適切に受ける

ことができるよう、介護保険サービスの充実を図っていきます。 

 

３－１ 居宅介護サービス・居宅介護予防サービス 

要介護状態となっても、住み慣れた地域や自宅での介護を希望する高

齢者が増えています。とりわけ、環境変化の影響を受けやすい認知症高

齢者にとっては、自宅などを中心 

に地域の中で介護を受けることが望まれています。 

そのために認知症対応型通所介護や小規模多機能型居宅介護などの地

域密着型サービスを原則として日常生活圏域ごとに導入し、高齢者が安

心して在宅での生活が送れるよう、必要な居宅介護サービスの供給の確
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保と質の向上により一層努めます。 

また、介護保険制度の理念である自立支援の観点から、高齢者が要介

護状態にならないよう状態の維持・改善が必要です。このため、要支援

と認定された高齢者について、適切な介護予防ケアマネジメントに基づ

く介護予防サービスの利用促進、日常生活機能の維持・向上を図ってい

きます。 

 

３－１－１ 訪問介護・介護予防訪問介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔訪問介護〕 

・利用者数 延 22,036 人 

・利用回数(時間数換算) 

      延 409,049 回 

介護福祉士等が要介護者の家庭を訪問して、食事、

入浴、排せつなどの介護や日常生活の手助けを行うこ

とによって、在宅生活を支援する。 

・利用者数 延 24,436 人 

・利用回数(時間数換算) 延 433,762 回 

〔介護予防訪問介護〕 

・利用者数 延 3,714 人 

要支援者が居宅において、介護予防を目的として介

護福祉士等から食事、入浴、排せつ等の介護その他の

日常生活上の支援を受けることによって、心身機能の

維持・向上を図る。 

・利用者数 延 3,385 人 

 

３－１－２ 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔訪問入浴介護〕 

・利用者数 延  2,820 人 

・利用回数 延 12,007 回 

要介護者の家庭を入浴車等で訪問し、浴槽を室内に

持ち込んで入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保

持と心身機能の維持等を図る。 

・利用者数 延  3,073 人 

・利用回数 延 12,907 回 

〔介護予防訪問入浴介護〕 

・利用者数 延 ０人 

・利用回数 延 ０回 

要支援者の家庭を入浴車等で訪問し、介護予防を目

的とした入浴の介護を受けることによって、身体の清

潔保持と心身機能の維持を図る。 
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３－１－３ 訪問看護・介護予防訪問看護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔訪問看護〕 

・利用者数 延  6,797 人 

・利用回数 延 34,474 回 

 

 訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等が

要介護者の家庭を訪問し、主治医の指示の下、療養上

の世話や必要な診療の補助を行って、在宅生活を支援

する。 

 ・利用者数 延  7,725 人 

 ・利用回数 延 40,512 回 

〔介護予防訪問看護〕 

・利用者数 延  97 人 

・利用回数 延 320 回 

訪問看護ステーションや病院、診療所の看護師等が

要支援者の家庭に訪問し、主治医の指示の下、介護予

防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を行

って、要支援状態の維持もしくは改善を図る。 

・利用者数 延  83 人 

・利用回数 延 280 回 

 

 ３－１－４ 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔訪問リハビリテーション〕 

・利用者数 延 1,152 人 

・利用回数 延 4,720 回 

病院、診療所又は介護老人保健施設の理学療養士、

作業療養士が要介護者の家庭を訪問して、心身の機能

の維持回復を図り日常生活の自立を援助するため、理

学療養、作業療法等の必要なリハビリテーションを行

って在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 1,165 人 

・利用回数 延 4,910 回 

〔介護予防訪問リハビリテーシ

ョン〕 

・利用者数 延  5 人 

・利用回数 延 15 回 

 

要支援者が居宅において、介護予防を目的とした理

学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを

受けることによって、心身機能の維持・向上を図る。 

・利用者数 延  26 人 

・利用回数 延 114 回 

 

３－１－５ 居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔居宅療養管理指導〕 

・利用者数 延 12,818 人 

 

病院、診療所、薬局の医師、歯科医師、薬剤師等が

通院困難な要介護者の家庭を訪問し、心身の状況や環

境等を把握して、これらに対応した療養上の管理及び

指導を行うことによって、在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 15,141 人 

〔介護予防居宅療養管理指導〕 

・利用者数 延 669 人 

 

諸条件により在宅で療養指導を必要とする要支援者

が、介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、

薬剤師等による療養上の管理、指導を受けることによ

って、心身機能の維持・向上を図る。 

・利用者数 延 621 人 
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３－１－６ 通所介護・介護予防通所介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔通所介護〕 

・利用者数 延 12,754 人 

・利用回数 延 93,097 回 

 

在宅の要介護者が、高齢者在宅サービスセンター等

に通い、食事や入浴などの介護、生活等についての相

談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能

訓練を受けることによって、自立支援を図る。 

・利用者数 延  15,217 人 

・利用回数 延 113,934 回 

〔介護予防通所介護〕 

・利用者数 延 4,644 人 

 

在宅の要支援者が、高齢者在宅サービスセンター等

に通い、介護予防を目的とした食事、入浴、排せつ等

の介護その他の日常生活への支援や機能訓練を受ける

ことによって、心身機能の維持・向上を図る。 

・利用者数 延 4,497 人 

 

３－１－７ 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔通所リハビリテーション〕 

・利用者数 延  3,050 人 

・利用回数 延 18,396 回 

 

在宅の要介護者が、介護老人保健施設や病院、診療

所等に通い、心身の機能回復を図り、日常生活の自立

を支援するための理学療法、作業療法等の必要なリハ

ビリテーションを受けることによって、自立支援を図

る。 

・利用者数 延  3,807 人 

・利用回数 延 23,583 回 

〔介護予防通所リハビリテーシ

ョン〕 

・利用者数 延 366 人 

 

在宅の要支援者が、介護老人保健施設や病院、診療

所等に通い、介護予防を目的とした理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを受けることによ

って、心身機能の維持・回復を図る。 

・利用者数 延 385 人 
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３－１－８ 短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔短期入所生活介護〕 

・利用者数 延  2,763 人 

・利用回数 延 23,374 日 

 

在宅の要介護者が、特別養護老人ホーム等に短期入

所し、食事、入浴、排せつなどの介護及び日常生活の

世話や機能訓練を受けることによって、在宅生活への

支援を行うと共に、家族の身体的・精神的負担の軽減

を図る。 

・利用者数 延  3,173 人 

・利用日数 延 28,339 日 

〔介護予防短期入所生活介護〕 

・利用者数 延 13 人 

・利用回数 延 88 日 

 

在宅の要支援者が、特別養護老人ホーム等に短期入

所し、介護予防を目的として食事、入浴、排せつ等の

介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を受ける

ことによって、心身機能の維持・向上を図る。 

・利用者数 延  11 人 

・利用日数 延 24 日 

 

３－１－９ 短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔短期入所療養介護〕 

・利用者数 延  1,266 人 

・利用回数 延 11,263 日 

 

在宅の要介護者が、介護老人保健施設や介護療養型

医療施設等に短期入所し、看護、医学的管理下の介護、

機能訓練等の必要な医療や日常生活の世話を受けるこ

とによって、在宅生活への支援を行うと共に、家族の

身体的・精神的負担の軽減を図る。 

・利用者数 延  1,636 人 

・利用日数 延 15,560 日 

〔介護予防短期入所療養介護〕 

・利用者数 延  4 人 

・利用回数 延 28 日 

 

在宅の要支援者が介護老人保健施設、介護療養型医

療施設等に短期入所し、介護予防を目的として看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要

な医療、日常生活上の支援を受けることによって、心

身機能の維持・向上を図る。 

・利用者数 延  4 人 

・利用日数 延 13 日 
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３－１－１０ 特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔特定施設入居者生活介護〕 

・利用者数 延 4,798 人 

 

要介護者が、有料老人ホーム等で特定施設サービス

計画に基づき、食事、入浴、排せつなどの介護、生活

等に関する相談・助言等の日常生活上の世話や機能訓

練、療養上の世話を受けることによって、能力に応じ

た自立した生活を送ることができるように支援を図

る。 

・利用者数 延 6,244 人 

〔介護予防特定施設入居者生活

介護〕 

・利用者数 延 589 人 

 

有料老人ホーム等の特定施設に入居している要支援

者が、介護予防を目的として施設から計画に基づいて

提供される食事、入浴、排せつ等の介護その他の日常

生活上の支援を受けることによって、能力に応じた自

立した生活を送ることができるように支援を図る。 

・利用者数 延 540 人 

 

３－１－１１ 福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔福祉用具貸与〕 

・利用者数 延 18,479 人 

 

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある要介護

者が、日常生活上の便宜や機能訓練を目的にした福祉

用具の貸与によって、在宅生活への支援を図り、自立

した在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 21,219 人 

〔介護予防福祉用具貸与〕 

・利用者数 延 688 人 

 

在宅の要支援者が、介護予防に資する福祉用具の貸

与を受け、これらを利用することによって心身機能の

維持・向上を図る。 

・利用者数 延 775 人 

 

３－１－１２ 特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔特定福祉用具販売〕 

・利用者数 延 657 人 

 

在宅の要介護者が、貸与になじまない入浴や排せつ

に用いる福祉用具等を購入し、日常生活の介護に利用

することによって、自立支援に資すると共に、介護者

の負担軽減を図る。 

・利用者数 延 741 人 

〔特定介護予防福祉用具販売〕 

・利用者数 延 105 人 

 

在宅の要支援者が、介護予防を目的として、貸与に

なじまない入浴や排せつ等に用いる福祉用具を購入し

利用することによって、自立支援に資すると共に、介

護者の負担軽減を図る。 

・利用者数 延 108 人 
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３－１－１３ 住宅改修・介護予防住宅改修 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔住宅改修〕 

・利用者数 延 426 人 

在宅の要介護者が、手すりの取付けや段差解消等の

小規模な一定種類の住宅改修を行うことによって、自

立した生活を送ることができるように支援を図る。 

・利用者数 延 615 人 

〔介護予防住宅改修〕 

・利用者数 延 99 人 

 

在宅の要支援者が、介護予防を目的とした手すりの

取付けや段差解消等の小規模な一定種類の住宅改修を

行うことによって、自立した生活を送ることができる

ように図る。 

・利用者数 延 137 人 

 

３－１－１４ 居宅介護支援・介護予防支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔居宅介護支援〕 

・利用者数 延 30,174 人 

 

在宅の要介護者が、在宅サービスを適切に利用でき

るように、心身の状況、環境、本人や家族の希望等を

受けて、居宅介護サービス計画を作成し、サービスを

提供する事業者との連絡調整を行うとともに、介護保

険施設入所が必要な場合には、施設への紹介等を行う

ことによって、在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 34,083 人 

〔介護予防支援〕 

・利用者数 延 8,134 人 

 

在宅の要支援者が、介護予防に資するサービス等を

適切に利用できるように、地域包括支援センターの保

健師等が介護予防サービス計画を作成し、その計画に

基づくサービスの提供が確保されるように事業者等と

の連絡調整等を行うことによって心身機能の維持・向

上に向けて支援を図る。 

・利用者数 延 7,973 人 

 

３－１－１５ 夜間対応型訪問介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・利用者数 延 212 人 

 

要介護者が、できるだけ安心して居宅で自立した生

活を営めるように、夜間の定期的な巡回訪問又は通報

により介護福祉士等から食事、入浴、排せつなどの介

護その他日常生活上の世話を受けることによって、在

宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 308 人 
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３－１－１６ 認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔認知症対応型通所介護〕 

・利用者数 延  1,880 人 

・利用回数 延 14,435 回 

 

認知症の在宅要介護者が自立した日常生活を営める

ように、高齢者在宅サービスセンター等に通って食事、

入浴、排せつなどの介護や機能訓練を受けることによ

って、在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延  2,281 人 

・利用回数 延 16,981 回 

〔介護予防認知症対応型通所介

護〕 

・利用者数 延 ０人 

 

認知症の在宅要支援者が、高齢者在宅サービスセン

ター等に通い、介護予防を目的として、必要な日常生

活上の支援と機能訓練を行い、心身機能の維持・向上

を図る。 

 

３－１－１７ 小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔小規模多機能型居宅介護〕 

・利用者数 延 361 人 

 

在宅の要介護者が心身の状況等に応じて、施設への

通所を中心に、居宅への訪問や施設での宿泊といった

多様なサービスを受けることによって、在宅生活への

支援を図る。 

・利用者数 延 1,021 人 

〔介護予防小規模多機能型居宅

介護〕 

・利用者数 延 ６人 

 

在宅の要支援者が介護予防を目的とし、心身の状況

等に応じて、施設への通所を中心に、居宅への訪問や

施設での宿泊といった多様なサービスを受けることに

よって、自立した在宅生活への支援を図る。 

・利用者数 延 12 人 

 

３－１－１８ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔認知症対応型共同生活介護〕 

・利用者数 延 1,268 人 

 

認知症の要介護者が、共同生活を営む住居において

食事、入浴、排せつなどの介護や機能訓練を受けるこ

とによって、能力に応じ自立した日常生活を営めるよ

うに支援を図る。 

・利用者数 延 1,692 人 

〔介護予防認知症対応型共同生

活介護〕 

・利用者数 延 ０人 

 

認知症の要支援者が,共同生活を営む住居において

予防ケアを受けることによって、心身機能の維持・向

上を図り、自立した日常生活を営めるように支援を図

る。 

 

 

 

 

48



３－２ 施設介護サービス 

要介護高齢者のための施設として、介護老人福祉施設（特別養護老人

ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施設があります。 

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設については、利用希望者の

状況や在宅サービスの整備状況、今後の人口推計等の視点から、基盤整

備等も含めて検討していきます。 

介護療養型医療施設については、平成２３年度末をもって終了するこ

ととなっており、介護老人保健施設等への転換が予定されています。 

 

３－２－１ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・利用者数 延 6,888 人 

 

常時介護を必要とし、在宅介護が困難な要介護者が

施設サービス計画に基づいた食事、入浴、排せつなど

の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世

話を受ける介護福祉施設としての入所環境の充実を図

る。 

・利用者数 延 7,164 人  

 

３－２－２ 介護老人保健施設 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・利用者数 延 2,784 人 

 

要介護者が施設サービス計画に基づいた看護、医学

的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生

活上の世話を受ける介護保健施設としての入所環境の

充実を図る。 

・利用者数 延 3,306 人 

 

３－２－３ 介護療養型医療施設 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・利用者数 延 1,824 人 

 

療養病床等を持つ病院、診療所に入院する要介護者

が施設サービス計画に基づいた療養上の管理、看護、

医学的管理下の介護等の世話、機能訓練等の必要な医

療を受ける療養型医療介護施設としての入所環境の充

実を図る。 

また、医療制度改革における療養病床の再編に伴い、

介護療養型医療施設は２３年度末で廃止予定のため、

利用者の状態に即したサービスの提供がなされるよ

う、施設の円滑な転換を支援する。 

・利用者数 延 1,488 人 
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３－３ 寝たきり等高齢者への支援 

寝たきり等によって困難を抱える高齢者については、介護サービスだ

けで生活を支えるのは難しいため、ふとんの乾燥消毒や大掃除など、理

美容や歯科健診等の身体の手入れのほか、紙おむつの支給や施設に送迎

しての入浴サービス等の支援を行います。 

 

３－４ 介護サービス事業者への支援 

介護支援専門員へのケアプラン指導事業など研修の充実、介護サービ

ス事業者への支援、指導を計画的に行います。 

 

３－４－１ 介護サービス事業者連絡協議会 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・介護サービス事業者連絡協議

会 ２回実施 

延 188 事業所 181 人参加 

・居宅介護支援事業者部会 

 ５回実施 延 223 事業所 

ケアマネジャー 292 人参加 

・ケアプラン指導事業 

４回実施 

ケアマネジャー 88 人参加 

・訪問介護事業者部会 

２回実施 延 48 事業所 

 サービス提供責任者等 

67 人参加 

 区民に円滑かつ確実に適正な介護サービスの提供が

行われるよう、介護サービス事業者同士や区と事業者

との連携を確保するため、介護サービス事業者連絡協

議会及び部会を設置・運営する。 

また、介護サービス事業者の主体的な参加を促し、

計画的な研修の実施、情報収集並びに情報提供等によ

り連携して介護人材育成や人材確保に向けた支援を行

う。 

・介護サービス事業者連絡協議会 ２回実施 

 ・居宅介護支援事業者部会    ５回実施 

 ・訪問介護事業者部会      ４回実施 

 ・通所介護事業者部会      ３回実施 

 ・ケアプラン指導事業      ４回実施 

 

３－５ 介護保険制度運営の適正化 

介護保険制度の定着に伴い、介護サービスの質を向上させるとともに

制度運営の適正化に積極的に取り組み、信頼性を高めていくことが求め

られています。 
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３－５－１ 事業者への実地指導・集団指導 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・指定居宅サービス事業者及び

指定居宅介護支援事業者並びに

介護保険施設に対する調査・指

導 

 18 件（うち介護保険施設５件） 

・特別養護老人ホーム及び地域

密着型サービス事業所の夜間人

員体制確認 

・特別養護老人ホーム 延 20 回 

・地域密着型サービス事業所 

延 15 回 

 指定居宅サービス事業者等に対して、調査及び指導

を実施することにより、介護保険制度の円滑かつ適正

な運営、介護給付費対象サービスの質の向上及び介護

サービス利用者の保護を図る。 

 ・年 24 回 

 

３－６ 介護サービス基盤の整備 

地域の実情に即して介護予防拠点など介護サービス基盤を整備してい

きます。 

 

３－６－１ 日常生活圏域ごとの介護サービス基盤整備 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・地域包括ケア推進委員会 

 開催 ３回 

・小規模多機能型居宅介護支援

拠点 ２か所 

・介護予防拠点 ３か所 

 地域に密着した介護サービス等の提供を行うため、

日常生活圏域ごとに介護施設等の整備を図ることによ

って、介護又は介護予防の必要な高齢者が、住み慣れ

た地域で安心して暮らしていけるよう支援する。 

 
 

４ 身近な地域で安心できる暮らしの支援 

 高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して生活するため、高齢者の生

活を支える医療、介護、地域の見守り等の総合的な「地域ケア体制」の整備

を進めます。また、相談体制の充実や権利擁護のための支援を強化し、高齢

者が安心して良質なサービスを適切に受けられるよう支援します。特に、ひ

とり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加に対応した支援の充実を図ります。 

 

４－１ 相談体制・情報提供の充実 

高齢者の様々な相談等に対し、介護方法、介護サービスの利用の方法、
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介護予防等に関する情報提供や助言及び高齢者の虐待の早期発見や防止

を含む権利擁護等に関する相談窓口の体制を充実していくことが必要で

す。このため、区の相談窓口をはじめ地域包括支援センター、権利擁護

センター「あんしんサポート文京」、民生委員、介護支援専門員等との連

携を強化し、身近な地域で、気軽に相談できる体制を整備し充実を図り

ます。 

特に、深刻な社会問題である高齢者虐待については、平成１８年４月

施行の高齢者虐待防止・養護者支援法を受け、区民・関係者に対する広

報啓発活動や関係機関との連絡調整、対応マニュアルの作成等、相談支

援体制の強化を図ります。 

 

４－１－１ 地域包括支援センターの充実 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・日常生活圏域ごとに１か所ず

つ(区内４か所）設置し、保険・

医療・福祉に関する総合的な相

談支援のほか、権利擁護に関す

ること、介護予防ケアマネジメ

ント等を包括的に実施。 

 実相談人数  4,392 人 

 延相談件数 14,301 件 

平成２０年度新たに介護保険課地域包括担当係を設置

し、地域包括支援センター運営の強化を図り、地域包括

支援センターの周知活動をさらに推し進める。 

高齢者が安心して地域で暮らし続けられるために、見

守り、声かけ等を行うとともに、高齢者虐待等の防止・

早期発見、認知症高齢者支援、緊急事態等の発見時に迅

速に対応できるよう、民生委員をはじめ地域の民間団体

等との連携を推進するハートフルネットワークの中核機

関としての機能の充実を図る。 

また、増加する相談・支援に対応し、地域包括支援セ

ンターの効率的な運営に努めるとともに人員等の必要な

体制整備を適切に実施し、研修を充実して職員のスキル

アップに努める。相談業務等を管理する地域包括ケア管

理システムも必要に応じレベルアップを図っていく。 

 

４－２ 権利擁護対策の強化 

判断能力が十分でない高齢者等の権利が守られ、必要な福祉サービス

を受けることができるよう、福祉サービス利用援助事業の利用促進や成

年後見制度の普及を一層進めます。 

このため、区、文京区社会福祉協議会の「あんしんサポート文京」及

び地域包括支援センターなどにおいて相談を受け、解決に当たります。 
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４－２－１ あんしんサポート文京への支援（地域福祉の推進計画１－４－１重複

記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・福祉サービス利用援助事業 

15件 

・財産保全管理サービス 28件 

・法律相談       22件 

 区民の福祉サービス利用等に伴う苦情解決と福祉サ

ービスの利用支援を一体化することにより、利用者の

権利保護を図るとともに、広報紙・ホームページや学

習会、出前講座等の様々な手段により事業の周知を図

っていく。 

 また、地域包括支援センターにおける高齢者の権利

擁護に関する相談業務と連携が図れるよう、関係機関

連絡会を設置し地域ネットワークを構築する。 

 福祉サービス利用援助事業等の利用件数 

・福祉サービス利用援助事業 37件 

 

 

４－２－２ 成年後見制度の利用促進（地域福祉の推進計画１－４－２重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・一般相談      496 件 

 内 訳 

  区         89 件 

  社会福祉協議会  138 件 

  地域包括支援センター 

           269 件 

・専門相談       20 件 

・後見人学習会、講演会の開催 

 区          ２回 

 社会福祉協議会    ３回 

・区長申立て      １回 

成年後見制度に関する講演会、研修会等を区民や関係

職員等を対象に実施し、制度への理解と普及を図り更な

る活用につなげていく。 

また、成年後見制度の利用相談については、区、社会

福祉協議会及び地域包括支援センターによる一般相談、

社会福祉協議会による専門相談を引き続き実施し対応

する。 

制度利用が必要にもかかわらず、申立てを行う親族が

いない等の場合には、区長がかわって後見などの審判の

申立てを行う。 

・学習会、講演会の開催 ５回 

 

４－３ 認知症対応の充実 

認知症高齢者の状態の改善を図り、症状の進行を少しでも遅らせ、住

み慣れた地域での生活を継続していくために、地域の理解及び支援、介

護に関する相談体制及び徘徊探索サービスの充実を図ります。 

 

４－３－４ 認知症キャラバンメイト・サポーターの養成 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・認知症サポーターの養成 

           259 人 

認知症になっても住み慣れた地域で暮らし続けられ

ることができるために、認知症サポーターを養成する。

・認知症サポーターの養成 3,000 人（３年間の合計）
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４－４ 高齢者への地域支援体制の充実 

ひとり暮らし等の高齢者が孤立することなく安心して生活できるよう、

地域住民が自ら主体となって支え合う地域づくりの構築を支援します。 

 

４－４－１ ハートフルネットワーク事業の充実（地域福祉の推進計画１－２－２

重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・参加団体・個人数 528 件  高齢者が住み慣れた地域で、安心して、いきいきとし

た生活を続けられるよう、緊急事態や虐待・徘徊などの

介護問題にいち早く気付くため、地域包括支援センター

を中心として関係機関が連携し、地域で高齢者を支え合

うネットワークの充実を図る。 

 ・参加団体・個人数 570 件 

 

４－５ ひとり暮らし高齢者等への支援 

ひとり暮らし等の高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、

安全・安心対策を整備していきます。 

 

４－５－１ 緊急通報システム 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・設置世帯数 286 台  発作性の高い持病があるなど、日常生活を営むのに常

時注意を要するひとり暮らし等の高齢者が緊急事態とな

った時に、緊急通報システムにより、あらかじめ登録さ

れた地域の協力員の協力のもと速やかな救助活動を行

い、安心した在宅での生活の継続を図る。 

 ・設置世帯数 300 台 

 

４－５－１０ シルバーお助け隊事業の充実 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・平成２０年９月１日事業開始  高齢者等が日常生活で起こるちょっとした困りごとを

援助するサービスを助成することで、住み慣れた地域で

安心して生活できるよう支援する。 

 ・利用件数 360 件 

 

４－６ 安定した住まいへの支援 

住宅に困窮する高齢者に対して、シルバーピア等高齢者向け住宅の提

供や、住宅のあっせん、住み替えに要する費用の助成を行い、居住の安

定化を支援していきます。 
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また、いつまでも可能な限り在宅生活を続けられるよう住宅改修を支

援していきます。 

 

４－６－２ 高齢者住み替え費用助成 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

 住み替え時の家賃差額等を

助成 

・新規  3 件 

・継続 25 件 

 取壊し等による立ち退き要求又は住環境を改善するた

め、区内の民間賃貸住宅に住み替えをする場合に、従前

家賃との差額等を助成することにより、高齢者世帯の居

住の安定化を図る。 

 ・新規    45 件 

 ・継続 延 143 件 
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第６章 障害者計画 

 

１ 障害者・障害児の現状 

 

○ 本区の障害者、障害児の数は、平成２０年４月１日現在、身体障害者手帳

所持者が 4,364 人、愛の手帳所持者（知的障害者）が 688 人、精神障害者保

健福祉手帳所持者が 551 人となっています。身体障害者の種別では、肢体不

自由と内部疾患で全体の 83.4％を占め、愛の手帳では、３度（中度）と４度

（軽度）で全体の 66.9％を占めています。 

 

○ 身体障害者手帳所持者のうち、１（最重度）・２級の手帳所持者の割合は、 

全体の 51.5%で約半数を占めています。身体障害を年齢でとらえると、６５

歳以上の高齢者が約３分の２を占めており（63.8%）、人口全体の高齢化率と

比べると障害者の高齢化が進んでいます。 

 

○ 愛の手帳所持者数を５年前の平成１５年と比較すると 17.6％の増加とな

っています。愛の手帳では、数、割合とも２度と４度の増加が顕著です（２

度は 32 人、18％増。４度は 61 人、13.2％増）。愛の手帳所持者のうち、１・

２度の手帳所持者の割合は、全体の 33.1％であり、５年前の 33.3％からほぼ

横ばいで推移しています。 

 

○ 精神障害者保健福祉手帳所持者を平成１７年と比較すると、10.0%増加して

います。障害者自立支援法による自立支援医療（精神通院）の利用者は、平

成２０年４月１日現在 1,286 人で、６年前の精神保健福祉法による通院医療

費公費負担制度の利用者（1,010 人）と比較すると 27.3％の増加となってい

ます。 
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【図表】６－１ 身体障害者手帳所持者数の推移 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

人

視覚障害　　　　 434 467 477 474 471 360

聴覚平衡機能　　　 365 371 366 357 357 304

音声・言語機能 78 80 81 87 84 59

肢体不自由　　　　 2,578 2,691 2,685 2,686 2,718 2,214

内部障害　　　　　 1,350 1,451 1,461 1,466 1,476 1,427

15年 16年 17年 18年 19年 20年

(各年４月１日現在)

　　　　　　  5060　　 　5070　　   5070       5106
4805                                                                4364

 

※ 身体障害者手帳所持者数は、平成 20 年から新電算システム稼動に伴い住民基本台帳の

データにより算出しました。これまでの手帳所持者数は、手作業により集計していたた

め、重複障害者の二重計上や転出・死亡等の届出のない者の未削除等があり、実数を上

回っていました。 

 

 

【図表】６－２ 愛の手帳所持者数の推移 

0

200

400

600

800
人

１度(最重度) 17 18 19 18 19 18

２度(重度) 178 186 191 197 209 210

３度(中度） 202 200 209 217 208 211

４度(軽度） 188 193 206 214 230 249

15年 16年 17年 18年 19年 20年

　　　　　　　     　  　　  625　　　　　646          666          688
 585　  　    597

 

  

 

 

 

（各年４月 1日現在） 
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【図表】６－３ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

0

200

400

600人

１級
２級
３級

１級 64 71 57 65

２級 249 278 233 262

３級 188 195 182 224

17年 18年 19年 20年

                   544                               551
  501                              472

 
 

 

○  平成２０年４月１日現在の施設への入所者は、下表のとおりとなっていま

す。 

 

【図表】６－４ 更生施設等入所者数（平成 20 年４月１日現在） 

 都内 都外 合計 

身
体
障
害
者 

更生施設 5 人 2 人 7 人 

授産施設 4 人 0 人 4 人 

療護施設 2 人 5 人 7 人 

計 11 人 7 人 18 人 

知
的
障
害
者 

更生施設 33 人 56 人 89 人 

授産施設 5 人 2 人 7 人 

通 勤 寮 1 人 0 人 1 人 

計 39 人 58 人 97 人 

 

 

○ 文京福祉センターでは平成１５年度から支援費制度に基づく身体・知的障

害者デイサービス事業を実施してきましたが、平成１６年度に知的障害者デ

イサービス事業を本郷福祉センターに移管し、また平成１８年１０月から障

害者自立支援法が本格実施され、これに基づく生活介護事業として実施して

います。平成１７年度以降、重度化率（身体２級以上）は 100％となってい

ます。 

  また、平成２０年４月から文京区重症心身障害児（者）通所事業（東京都

より委託。文京福祉センターにて実施）に５人が移行しています。 

 

（各年４月１日現在）
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【図表】６－５文京福祉センター障害者デイサービス事業及び生活介護事業利用者数

の推移 
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１５年 １６年 １７年 １８年 １９年 ２０年

人

生活介護事業（身体・
知的障害者デイサー
ビス事業）利用者数
（１６年度以降は身体
のみ）

生活介護事業（身体・
知的障害者デイサー
ビス事業）利用者内重
度障害者数
（知的２度又は身体２
級以上）
（１６年度以降は身体
のみ）

 

※1 平成１６年度から知的障害者は本郷福祉センターの通所更生施設へ移行 

※2 平成１８年度から身体障害者デイサービス事業が生活介護事業へ移行 

※3 平成２０年度から生活介護事業利用者５人が文京区重症心身障害児(者)通所事業へ移       

    行 

 

 

○ 平成１６年度に知的障害者通所更生施設である本郷福祉センターを開設し 

ました。通所により、生活指導、作業訓練等を行っています。開設から利用

者数は漸増し、平成１６年度と比べて１０人の増加となっています。 

 

【図表】６－６ 本郷福祉センター知的障害者通所更生施設利用者数の推移 
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（各年４月１日現在） 

（各年４月１日現在） 
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○  療育相談の件数は、平成１９年度、電話相談が１５５件、新規相談が８７

件となっています。保健サービスセンターや保育園からの相談を中心に相談

件数が増えています。新規相談を主訴別で見るとことばの障害が過半数を占

め、情緒・行動、運動・発達がこれに続いています。 

 

【図表】６－７－１ 電話相談（随時受付） 

 電話相談等のみで終了になるもののほか、面接による相談につないだり、他の機関を紹

介することもあります。 

電話相談
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【図表】６－７－２ 新規相談（面接による相談・予約受付） 

 発達全般についてお子さんや保護者の方と一緒に面接して相談します。専門相談や指導

への橋渡しを行います。 

新規相談
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【図表】６－７－３ 面接による新規相談（主訴別） 
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【図表】６－７－４ 面接による新規相談（年齢別） 
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【図表】６－７－５ 面接による新規相談（紹介経由別） 
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○ 文京福祉センターの児童デイサービス事業「ひまわり園」では、療育相談

担当と連携を取りながら、機能訓練や集団生活などへの適応能力の向上を図

るための社会適応訓練などをおこなっています。就学前の幼児が対象で、週

２回から４回の利用ができます。平成２０年４月１日現在の登録者数は 24 人

です。療育相談における相談件数の増加に伴い、ひまわり園の延利用者数は

増加しています。 

 

【図表】６－８ 児童デイサービス利用者数 
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※平成 18 年 10 月からは、障害者自立支援法上の事業として実施 
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実態調査結果と課題（障害者計画） 

 

  本計画の策定に向け、区内の身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児の

生活実態、障害福祉サービスの利用状況及び障害者福祉施策への意向などを把握す

るため、平成１９年度に聞き取り調査（インタビュー）法による障害者（児）実態

調査を実施しました。その結果の概要と調査結果等から得られた課題は、次のとお

りです。 

 

（１） 障害者の地域自立生活への支援  

 
① 日常生活支援サービスの充実 

 
○ 福祉サービスについては、現行サービスの量や質の改善を求める声が聞かれた。

ヘルパーや短期入所、日中活動、日常生活用具や補装具、手話通訳等について、さ

らなる充実が必要である。 
 
○ 制度運用について、自己決定や支援の利用要件の緩和、必要なときに円滑に利用

できる柔軟性等を求める意見が挙げられた。また公的負担や手続きをわかりやすく

することや、手続きの簡素化が求められている。 
 

障害者が社会生活を送る上で福祉サービスの利用は非常に重要な位置を占め

ており、サービスの質・量両面での充実が求められるとともに、個々人のニーズ

に合わせて必要なサービスの利用ができるような制度が求められている。 
 
 
② 生活の場の確保 

 
○ 家族と暮らしている人からは親が高齢になった時の不安、一人暮らしの人からは 
緊急時や老後の不安を訴える声が多く挙げられた。住み慣れた土地で暮らすために、

また家族とすぐに会える環境で暮らすために、身近な場所に入所系施設を求める声

が非常に強かった。 
 
○ 障害者の介護をするために家族の負担が重くなっており、身体的な負担、精神的

な負担、経済的な負担、また介護に時間が取られ仕事との両立が難しいといった現

状が見られた。介護者のレスパイトや介護者の急用時などに短期で入所できる施設

が必要とされている。 
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○ 住居の確保について、民間のアパートに入居を断られたり、バリアフリーになっ

ておらず入居できないなどの問題があった。 
 

将来にわたって生活を維持していくための生活の場が必要であり、入所施設に

関する求めが挙げられた。福祉センター建替えが計画されているが、建替え後の

施設では新たに入所施設を希望する声が多い。 
また、在宅の場合には住居の確保についての支援も求められている。 

 
 
③ 保健・医療サービスの充実 

 
○ 障害者は医療的な支援が必要となるが、医療費の負担が大変という声や、リハビ

リテーションの機会を増やしてほしいとの要望、今後医療が必要になった時に公的

サービスが受けられるかどうかといった不安の声がある。 
 

 
 
④ 相談体制の整備 

 
○ どこに相談してよいかわからなかったり、相談できる人（専門家）や場所が少な

く、不安を抱えている人が多い。ワンストップで対応できる総合相談窓口の創設、

専門職やソーシャルワーカー*の適切な配置、緊急時にいつでも利用できる窓口の

設置などにより、区民が気軽に安心して相談できる体制作りが求められている。 
 
○ 区役所の窓口対応については、ソーシャルワーカーの設置、時間外における対応、

外出にハンデのある障害者の相談しやすい体制が必要とされている。また、部署

間の連携強化と、区民の立場に立った対応方法や意識の改善、相談業務を行う職

員の資質や専門性の向上などによる、窓口対応の向上が求められている。 
 

                                                  
* ソーシャルワーカー 行政や福祉施設、医療機関等いろいろな場で、生活上の問題を抱えた人
の相談に応じ、家族、関係者や様々な社会資源をつないで、その人が問題を解決し地域で安心し

て生活することができるよう支援を行う者。 

体調に関しての不安、体調により社会参加が制限されるということがあり、病

状の安定、回復への希望が大きい。医療と福祉でお互いの情報を共有し、連携し

て、よりよいサービス提供をすることが求められている。 

相談体制については、ワンストップで相談でき、専門的な視点から適切なアド

バイスが受けられる体制が求められている。また、関係機関同士をつなぐ総合的

なコーディネート機能を充実させ、障害特性に合わせた専門的支援に結び付ける

ことが望まれる。 
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⑤ 多様な方法による情報提供 

 
○  情報について、どこで手に入れればよいか分からない、内容が難しいなどの意見 
がある。具体的には、区報やホームページをより分かりやすくするように改善を求 
める声、メールでの情報提供を望む声などがあった。障害特性に配慮し、多角的な 
手段を用いた柔軟な情報提供が求められている。 
 
○ 情報の質・量の両面について、障害者自ら判断できるようさらなる改善が求めら

れている。内容面では、利用できる福祉サービスや施設の情報などが求められてお

り、ニーズに合わせた情報提供が求められる。 
 

 
 
⑥ 自立生活のための権利擁護の充実 

 
○ 障害者が地域で自立生活を営んでいくには様々な生活上の不安があり、自己決定

を支援し権利を守るための様々なサポートが必要とされる。財産管理の不安に関し

ては、「財産保全管理サービス」「成年後見制度」など権利擁護に関する情報を普及

させることが必要である。 
 

自分の意思に基づいて、地域で自立した生活を継続していくためには、障害者

の権利を守るための様々なサービスが求められる。 
 
 
⑦ 防災・安全対策の充実 

 
○ 緊急時や災害時の不安があげられている。防災マニュアルや防災セットなどの防 
災対策の整備や、防災訓練に参加しやすい体制が求められている。また、災害時に

情報を得られるか不安の声もあり、個々のニーズに配慮したリアルタイムでの情報

提供が求められている。 
 
○ 体調の急変時など、万一の際の、主に緊急通報手段の確保を求める声がある。 
 

災害時や緊急時における対応も大きな課題である。防災対策の整備と情報

情報提供については、必要な時に十分に得られないといった声があり、情報

媒体・提供方法の工夫や内容の充実など、様々な角度からの対応が求められて

いる。 
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提供方法の工夫、また緊急時の連絡手段の確保が求められている。 

 
 
⑧ 経済的支援 

 
○ 収入が不足していたり、就労が難しく経済面での不安を持つ人も多い。給付額の

増加と個々のニーズに応じた柔軟な給付が求められている。 
 
○ 支出面では、障害者自立支援法に関する制度の複雑さと経済的負担をあげる人が

多い。利用者負担の更なる軽減策や活用できる制度についての情報を広めることが

望まれる。 
 

必要なサービスを利用するためには、高額な利用料が発生する場合があり、

年金や手当で生活している障害者にとっては、その経済的負担は非常に大きい。

適切にサービスを利用するためにも経済的負担軽減の方策が必要である。 
 
 

（２） 就労への支援 

 
○ 就労に関しては、就職したいという希望と就職に対する不安、あるいは就労に消

極的な意見もあり、個々人のニーズに合わせた支援が必要である。また、障害児の

保護者からは本人の卒業後の将来に対する不安があり、就労支援の推進と卒業後の

進路の幅を広げることが求められている。 
 
○ 働く場がない、限られてしまうという意見が大半を占め、就職活動を行うにも大

変苦労している現状がある。就労の機会の増加や就職しやすい制度、就労支援の充

実を望む声があり、作業所の増設、技能取得に関する支援が求められている。 
 
○ 個々人のニーズに合わせた働き方ができるよう、障害者が働きやすい環境を総合

的な視点から整えていくことが求められており、多様な就業形態、通勤における配

慮、施設のバリアフリー、職場での円滑なコミュニケーションなどが求められてい

る。 
 
○ 障害があることによる差別の問題や、職場や周囲の障害に対する理解不足が挙げ 
られた。障害者理解の啓発活動が求められている。 
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障害者が地域で自立した生活を送っていくためには、その意欲と能力に応じて

働き続けることが重要である。そのためには、個々人に合わせた、就労に必要な

知識や能力向上の訓練や、働く場の増加、就労継続などの多面的な支援が必要で

ある。障害者就労支援センターを中心としたネットワーク作りと総合的な就労支

援が求められている。 
 

 

（３） 子どもの発達・育成に向けた支援  

 
① 障害の早期発見・早期療育体制の強化 
 
○ 乳幼児健診の際に確実に障害を発見して欲しいという要望や、子どもの発達の遅

れに気づいた時、まずどこに行けばいいのかわからなかったという声があった。相

談窓口に関する情報の積極的提供と同時に、発達の遅れに気づいた機関からスムー

ズに療育相談部門につなげていく体制づくりが求められる。 
 
○ 相談を受けた職員が、他機関と十分連携をとりながら、個々のケースに合わせた、

専門性のある柔軟な対応をすることで、親の思いを十分に受け止めることができ、

子どもの発達・育成への支援につながる。 
 

子どもの発達支援にとって、成長段階のできるだけ早い時期に、障害等を発見

することは重要である。早期に障害を発見し、確実に療育相談部門につなげるた

め、発達や相談窓口に関する情報を十分に提供していくことと、関係機関の連携

が求められる。 
 
 
② 就学前・就学後に対応した支援の充実 
 
○ 就学後も継続して、福祉センターで受けているような、専門的な療育訓練を受け

る機会を望む声が多くあった。就学後の療育機会の拡充が求められる。 
 
○ 幼稚園・保育園での障害児保育の充実への声と同時に、各施設での、職員の資質

の向上や専門職員の配置への要望も多く、職員の意識の向上や研修体制の充実が求

められる。 
 
○ 特別支援学級設置校の増設や学校間の格差縮小への希望も多く聞かれた。特別支 
援教育の更なる充実を図ることが求められる。 

 
○ タクシー券を含む送迎サービスの充実及び兄弟も含めた緊急時支援や一時預か 
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りなど家族支援サービスの充実を望む声が強い。 
 
○ 就学後の親からは、放課後支援の充実を望む声が強い。その他、交流余暇活動へ

の希望やヘルパー、ボランティア制度の内容充実への声も多く聞かれた。 
 

療育訓練の機会の拡充や特別支援学級の整備など制度の充実と同時に、子ども

の育ちの基礎となる家庭を含めた支援が必要である。子どもの成長を視野に入れ

た、長期的な制度や政策を実施していくことが求められる。 
 
 
③ 相談機能及び相談支援体制の充実 

 
○ 職員の対応が不親切であったり、専門知識に欠けるなど、職員の側の意識や能力

に関する声がきかれた。保護者の気持ちに沿った適切な対応や、専門知識の習得、

など職員の資質の向上が求められる。 
 
○ それぞれの相談機関がばらばらで、どこに主に相談するのか相談機関の板ばさみ

になったというが声が多く聞かれた。職員には、関係機関との、連携の要となるソ

ーシャルワーク機能が求められる。 
 
○ 親同士の情報交換の場や、日常生活での不安・悩み等を吐き出せるような場を、

積極的に設けて欲しいとの声が強い。親同士の交流を促す支援のための場が求めら

れる。 
 
○ 乳幼児から学校卒業までの、継続的な相談支援体制を望む声も強い。 
 
○ 保健・医療・福祉・教育等施設間の連携不足への不満の声が多く、各施設・機関

での情報の共有と連携の強化が課題として浮かび上がる。 
 

乳幼児から就学そして学校卒業までの期間、継続的な相談と適切な対応を行う

ことは、利用者の抱える不安の軽減や問題の解決にとって重要である。福祉セン

ターと教育センターの連携強化等により、継続性のある総合相談体制の充実を図

ることが求められる。 
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（４） ひとにやさしいまちづくりの推進 

 
① 安全で快適な生活環境の整備 
 
○ 病院、民間企業、交通機関におけるバリアフリーの整備、歩道上のバリアに対す

る歩道の整備、外出の際に不可欠な障害者用トイレの設置や運用について等、公共

施設におけるバリアフリー化やユニバーサルデザインの推進が求められている。 
 
○ 歩道上の放置自転車に対しては、駐輪場の整備と自転車利用のマナー向上が望ま

れる。また、住宅改修等に対するニーズに合わせた柔軟な対応が求められている。 
 

障害者にとって、物理的バリアフリーの推進が社会生活を向上させるうえで

不可欠である。文京区福祉環境整備要綱等に基づく、公共的な施設の積極的な

バリアフリー化と、自転車利用等に関するマナー向上が求められる。 
 
 

② 外出支援サービスの充実 
 
○ 本人の外出を直接的に支える担い手として、ガイドヘルパーのニーズが特に高く、

また通所系サービス等での送迎や移動介助についても必要性が高い。これらのサー

ビスの充実と、利用時間等についての柔軟な対応が求められている。 
 
○ タクシー券やガソリン代の補助、リフト付福祉タクシーに関する要望が聞かれた。 
 

ガイドヘルプや移動に関する福祉サービスは、障害者が社会生活を送る上で

非常に重要であり、各障害を通して求める声が高かった。障害特性に即して個々

人のニーズを十分に満たすため、サービスの充実と柔軟な対応が求められる。

 
 
③ ノーマライゼーションの理念の普及 
 
○ 障害者に対する差別や偏見といった心理的バリアは外出や社会参加、就労、地域 
生活を阻害する大きな壁の一つであり、障害者の社会参加の促進と障害者理解に対

する啓発活動が必要である。 
 

「心のバリアフリー」については、あらゆる障害を通して大きな課題となっ

ている。障害者のより一層の社会参加の促進、福祉教育の推進、長期的で継続

した啓発活動、住民のボランタリーな活動や交流の推進等が求められる。 
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（５） 社会参加と地域交流の促進 

 
○ 先行きの見通しの立ちにくさや地域の偏見や無理解から、現状以外の生活を望ま

ない、望めないという閉塞感が広がっている。様々なニーズに対応して、安心して

生活でき、継続的に社会参加ができる環境づくり、コミュニティへの参加の促進が

必要である。 
 
○ 困ったときに頼れる相手がいないことが課題であり、行政からのアプローチと地 
域の見守り体制づくりが求められる。また、当事者同士の交流の場も、気軽に相談

をしたり、必要な支援や情報を得るうえで重要である。 
 
○ 家族や介護者にかかる負担が大きい。家族の負担を軽減するための支援や本人以 
外の家族への支援、また家族が安心して相談できる相談体制の整備、気軽に話ので

きる交流の場の提供などが求められている。 
 
○ 余暇の楽しみや恋愛や結婚（出会い）への期待もあり、そうした機会を得て自己 
実現を図るためにサークルなどの交流の場や余暇支援の充実が求められている。 

 
生涯にわたり地域で安心して暮らし自己実現を図るためには、社会との関わり

が不可欠であり、必要な時に地域の中で必要な支援が得られ、また自ら豊かな地

域社会づくりに関わることが大切である。積極的に社会参加やコミュニケーショ

ンを図るための支援と、豊かなコミュニティづくりが求められている。 
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２ 障害者・障害児に関する重点課題 

 
○ 自立生活支援に向けた地域資源、相談支援体制の充実 

障害者が、住み慣れた地域において自立した社会生活を送るためには、様々なサー

ビスの質・量両面の充実が求められます。グループホームの設置や、ホームヘルプサ

ービス、ショートステイ等の多様なサービスの提供をさらに進めるとともに、地域で

の生活を維持するための生活の場であり、施設から地域への移行を支援する機能や、

在宅福祉を補完する機能を強化した地域生活支援型入所施設を整備します。 

また、地域で安心して生活を送るためには、サービスの適切な利用を支える相談支

援体制の確保が重要です。平成１９年度には障害者地域自立支援協議会を設置し検討

を進めているところであり、充実した相談体制の確立と、事業者、雇用、医療など関

連する分野を含めて専門的な支援のできるネットワークの構築を目指します。 

 

○ 障害者就労支援センターを中心とする就労支援 

障害者の社会参加と自立を促進するため、就労に関する相談・支援等を行う機関と

して障害者就労支援センターを平成１９年度に開設し、一般就労や就労定着の促進を

図ってきました。引き続き、障害者就労支援センターを中心として就労に向けた支援

を行うとともに、就労に必要な訓練、職場の開拓、福祉、保健、雇用等の関係機関に

よるネットワークの構築など就労支援のさらなる充実に取り組みます。 

 

○ 関係機関の連携による子どもの発達、育成への支援 

障害のある子どもは、他の子どもと同じ子どもとしての育ちを保障するとともに、

子どもの時期からの専門的な支援が必要です。保健、医療、教育等の多様な関係機関

と連携して情報の共有化等を行い、障害の早期発見に努めるとともに、発達段階に応

じて継続した支援を進めます。また、就学後の療育機会の拡充や特別支援教育の充実

を図るとともに、障害や福祉サービスに関する情報提供を積極的に行っていきます。 
 

○ 地域生活を支えるひとにやさしいまちづくり 

障害者をはじめ、すべての人が住みなれた地域で安全で、快適な生活を送り、積極

的に社会参加するためには、ひとにやさしいまちづくりの推進が不可欠です。区内の

公共的施設について、誰もが利用しやすいよう文京区福祉環境整備要綱に基づいてバ

リアフリー化を推進するとともに、障害があっても偏見や誤解を受けることなく社会

参加できるよう、様々な機会を通じて障害についての正しい知識を広め、障害者と地

域の交流を推進します。 
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３ 計画事業と目標（障害者計画） 

（１） 計画の目標 

 

   ノーマライゼーションの理念のもと、障害者基本法の目的である障害者の自立と

社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを踏まえ、障

害者一人ひとりが地域の一員として尊重され、地域の中で自分らしい自立した暮ら

しを続けることができるまちを目指します。 
 
（２） 基本的考え方 

 

次のような基本的考え方に沿って、施策を推進していきます。 

 

 ○ 障害のある人もない人も同じように一人ひとりが個性を持った人であり、互いに

違いを認め尊重し合うことを基本的な考え方として、ともに地域社会の中で暮らし

ていくための施策を進めていきます。 

 

 ○ 障害の種別、程度を問わず、障害者が自らその居住する場所や必要とする障害福

祉サービスを選択し、障害者の自立と社会参加の実現を図っていくことを基本とし

て、障害福祉サービスの提供体制の整備を進めます。 

 
○ 障害者が、住み慣れた地域で、自己実現を図り、主体性自立性をもって日々の生

活を送るためには、多様なサービスの提供が求められます。特に地域で自立して暮

らすために必要となる情報提供や相談窓口の充実、グループホームの設置や、ホー

ムヘルプサービス、ショートステイ等の多様なサービスの提供を進めます。また、

緊急時や災害時にも適切な対応ができるよう防災・安全対策の充実を図ります。 
 

 ○ 障害者が地域において自立した日常生活及び社会生活を送るためには、障害福祉

サービスの提供体制の確保とともに、サービスの適切な利用を支える相談支援体制

の確保が重要です。そのため適切かつ専門的な相談支援が実施できる体制を確保す

るとともに、事業者、雇用、医療など関連する分野の関係者からなる障害者地域自

立支援協議会を設置するなど相談支援のネットワークを構築します。 

 

○ 入所施設による支援が真に必要な障害者の利用と、施設から地域への移行を積極

的に支援する機能や、グループホームの緊急時のバックアップ機能など在宅福祉を

補完する機能を強化した施設を整備します。 

 

○ 障害者が地域で自立した生活を送っていくには、障害者が働く意欲と能力を高め

られるように支援するとともに、その意欲と能力に応じて働けるようにしていくこ

とが重要です。そのために、就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練を行

うとともに、公共職業安定所等と連携を図り、職場を開拓するとともに、障害の特

性に応じた就労支援策を推進します。 
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また、障害者の就労支援を図るためには、生活面と就労面の支援を切れ目なく行

うことが必要であるため、福祉、保健、雇用等の関係機関による就労支援に係るネ

ットワークを構築します。 

 

 ○ 障害の早期発見、早期療育を推進するため、保健、医療、教育等の多様な関係機

関と連携し、健診及び相談の充実を図ります。 

保護者の理解と協力のもと発達段階に応じた個別の支援計画を作成するととも

に、関係機関との情報の共有化等により、乳幼児期から就学期、卒業後にいたる継

続した障害児及び家族の支援を進めます。 

また、就学後の療育機会の拡充や特別支援教育の充実を図るとともに、障害や福

祉サービスに関する情報提供を積極的に行っていきます。 
 

○ 障害者をはじめ、すべての人が住みなれた地域で安全で、快適な生活を送ってい

けるよう、また、積極的に社会参加ができるよう、ユニバーサルデザイン*の考え方

を取り入れたひとにやさしいまちづくりを進めます。そのために、文京区福祉環境

整備要綱に基づき、区内の公共的性格を有する建築物を、建築主の協力により誰で

も利用しやすいよう整備を進めるとともに、区道、公園、公衆トイレ等のバリアフ

リー化を推進します。また、ハード面の整備に合わせて、心のバリアフリーや情報

のバリアフリーの実現を目指します。 

 
 ○ 障害者が住み慣れた地域で豊かな生活を送るためには、必要なサービス提供とと

もに、地域での相談や情報提供の充実など、きめ細かな、多岐にわたる施策の推進

が必要となります。 

   また、一人ひとりの障害の程度や様々なライフステージに対応したサービスを適

切に提供していくためには、行政だけではなく、社会福祉法人やボランティア、Ｎ

ＰＯ、民間福祉団体などが果たす役割が重要となってきており、地域福祉の主要な

担い手として支援していきます。 

  

 ○ 障害者に対する人々の理解は深まりつつあります。しかし、まだ偏見や誤解のた

めに社会生活において差別を受けるという実態もあります。障害のある人もない人

も、ともに生きる社会を実現するためには、障害についての正しい知識を広め、障

害に対する理解を深めていくことが必要です。そのため様々な機会を通じて意識啓

発に努めるとともに、障害者と地域の交流を推進します。 

   また、障害者がスポーツ、文化活動など社会のあらゆる分野へ自発的に参加でき

るよう支援していきます。 

                                                  
* ユニバーサルデザイン あらかじめ、障害の有無、年齢、性別、人種等にかかわらず多様な人々が 
利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。 
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小項目

2 入院中の精神障害者の地域生活への移行※

【凡例　各分野別計画に共通】

・小項目の枠囲み表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。

　（　）・・・本計画（障害者計画）で取り上げています。

5 心身障害者自立生活訓練施設

7 共同生活介護（ケアホーム）※

8 共同生活援助（グループホーム）※

9 入所施設の整備

6 グループホーム・ケアホームの誘致

   子・・・子育て支援計画、高・・・高齢者・介護保険事業計画、障・・・障害者計画、保・・・保健医療計画、地・・・地域福祉の推進計画

9 施設入所支援※

1 障害者住宅の運営

13 日中短期入所事業※

11 日常生活用具給付※

12 訪問入浴サービス

10 コミュニケーション支援事業※

16 重度脳性まひ者介護

14 補装具の支給

15 緊急一時介護委託費助成

（３）障害者計画　体系図

1 福祉施設入所者の地域生活への移行※

7 療養介護※

5 短期入所（ショートステイ）※

4 重度障害者等包括支援※

6 短期入所施設の整備

8 生活介護※

2 重度訪問介護※

1 居宅介護（ホームヘルプ）※

4 障害者入居支援

大項目 中項目

3 行動援護※

17 短期保護

1 日常生活支援サービス
　　の充実

2 生活の場の確保

3 地域生活への移行

・障害者計画内の他の項目で取り上げている事業については、小項目の末尾に［　］をつけて大中小項目の枝番で表記しています。
その項目の計画事業内容については、[　]を付した番号の箇所に記載しています（進行管理対象事業のみ）。
※印は、障害福祉計画を作成するに当たって、基本的指針に即すべき事項（平成18年6月26日厚生労働省告示第395号）

2 障害者住み替え家賃助成

１
　
地
域
に
お
け
る
自
立
生
活
へ
の
支
援

・他の分野別計画との重複掲載事業については、小項目の末尾に（　）又は＊がついています。

（子１０８）3 障害者住宅あっせん

   重複掲載事業の表記は、分野別計画の頭文字＋事業毎の連番又は大中小項目の枝番で表記しています。

【凡例　障害者計画のみ】

（子２０）

（子１２４）

（子１０６）

（子１０７）

    ＊・・・他の分野別計画で取り上げています。
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小項目大項目 中項目

　

4 福祉サービスに対する苦情申し立て・相談対応の充実

2 福祉サービスに関する講座等

3 声の広報・点字広報の発行

4 SPコード（音声コード）の活用

2 緊急通報システムの設置

1 災害時要援護者への支援体制の充実

3 第三者評価制度の利用促進

5 自立生活のための権利擁護システムの構築

1 自立支援医療

5 専門職の育成・研修

2 成年後見制度の利用促進

3 精神保健相談・訪問指導

2 相談支援事業※

1 あんしんサポート文京への支援

1 総合相談体制の構築

4 障害者地域自立生活支援センター

3 身体障害者相談員・知的障害者相談員

6 地域自立支援協議会の運営

4 自立訓練（機能訓練・生活訓練）※

1 心身障害者通所更生施設の運営

2 精神障害者社会復帰促進事業の推進

3 地域活動支援センター※

10 経済的支援

9 防災・安全対策の充実

1 福祉手当の支給

3 火災安全システムの設置

4 福祉電話

3 利用者負担の軽減

2 育成手当の支給

6 相談支援体制の整備1
 
地
域
に
お
け
る
自
立
生
活
へ
の
支
援

8 権利擁護事業の充実

5 保健・医療サービスの充実

7 情報提供の充実

4 生活訓練の機会の確保

＊地１－２－１

＊地１－４－１

＊地１－４－２

＊地１－４－３

＊地１－４－４

5 ホームページでの情報提供の充実

2 障害者・児歯科治療事業

1 福祉サービス情報の提供

（子１１３）

＊子５２

（子５１）

（子１２１、１２２、１２３）

（保２－３－１）
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小項目大項目 中項目

　　

1 障害の早期発見・早期療育

3 学齢期の支援

2 乳幼児期・就学前の支援

6 個に応じた指導の充実

4 育成室への障害児受入

4 経過観察健康診査

1 教育相談の充実

2 特別支援教育の充実

3 特別支援子育て事業

5 発達に関する情報の普及啓発

7 放課後の居場所対策

3 就学前相談体制の充実

4 児童デイサービスの充実※

5 バリアフリーパートナー運営

2 療育相談の充実

3 区の施設における就労機会の拡大

1 就労支援センターの充実

２
　
就
労
支
援

1 就労支援体制の確立

2 就労継続への支援

3 福祉施設等での就労支援

3 発達健康診査

１ 保育園障害児保育 

2 幼稚園特別保育

3 障害者雇用の普及・啓発

4 就労支援者の育成

2 福祉施設から一般就労への移行※

4 就労移行支援※

6 福祉施設等での仕事の確保

5 就労継続支援※

1 乳幼児健康診査

1 心身障害者通所授産施設の運営

1 就業先企業への支援

2 安定した就業生活への支援

2 就労支援ネットワークの構築・充実

３
　
子
ど
も
の
発
達
・
育
成
へ
の
支
援

＊子２７

＊子２６

（子５３）

（子１０）

（子５５）

（子４９）

＊子２４

（子１５）

（子９１）
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小項目大項目 中項目

　 　

［５－３－３］

［５－３－４］

［５－３－５］

9　社会参加と地域交流

［１－１－１２］

［５－２－１］

１ 心身障害者・児レクリエーション

5 ファミリーサポートセンター事業

２ 障害者週間記念行事「ふれあいの集い」

3 ふれあいいきいきサロン事業への支援

4 いきいきサービス事業（住民参加型在宅福祉サービス）の充実

［５－１－３］

［１－１－４］

［１－１－５］

［１－１－１０］

［１－１－１１］

［１－６－２］

［１－６－３］

［１－１－１］

［１－１－３］

4　相談支援体制の充実

5 障害福祉サービス

7 経済的支援

8 外出支援サービス

６　保健・医療サービス

1 福祉タクシー

6 専門家による巡回相談事業

2 育成手当の支給

7 相談支援事業

8 身体障害者相談員・知的障害者相談員

1 福祉手当の支給

2 リフト付きタクシーの運行

3 移動支援

3 専門的療育訓練の充実

1 多様な支援機関との連携

4 福祉センター及び教育センターの建て替えによる相談機能の充実

5 個別の支援計画の作成

2 継続支援体制の充実

3 利用者負担の軽減

4 短期入所（ショートステイ）

1 居宅介護（ホームヘルプ）

10 緊急一時介護委託費助成

5 コミュニケーション支援事業

6 日常生活用具給付

7 訪問入浴サービス

9 補装具の支給

11 短期保護

8 日中短期入所事業

2 行動援護

3 重度障害者等包括支援

３
　
子
ど
も
の
発
達
・
育
成
へ
の
支
援

1 自立支援医療

2 障害者・児歯科治療事業 ［１－５－２］

［１－１０－１］

［１－１－１３］

［１－１０－２］

［４－２－２］

［４－２－３］

［１－１－１４］

［１－１０－３］

［４－２－１］

［１－１－１５］

［１－１－１７］

［１－５－１］
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小項目大項目 中項目

　

＊地１－３－４

2 心のバリアフリーの推進

1 区報等による理念の啓発

3 移動支援※

1 学習・ｽﾎﾟｰﾂ・文化活動の促
進

4 トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり）

2 点訳者・手話通訳者等の養成

＊地１－１－２

1 安全で快適な生活環境の整
備

2 心身障害者通所施設合同運動会

1 障害者教養講座

3 公園のバリアフリーの推進

4 情報のバリアフリーの推進

6 総合的自転車対策の推進

＊地１－３－３

1 文京区福祉環境整備要綱等に基づく指導

1 福祉タクシー

5 地下鉄駅へのエレベーター等の整備

2 外出支援サービスの充実

2 地域との交流

５
　
社
会
参
加
と
地
域
交
流
の
促
進

3 心身障害者・児レクリエーション

（地１－５－３）

8 当事者及び家族の交流への支援

7 話し合い員との連携

6 民生委員・児童委員協議会への支援・連携

４
　
ひ
と
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
推
進

1 障害者週間記念行事「ふれあいの集い」

4 障害者会館

5 ファミリーサポートセンター事業

3 地域の支援　

3 施設と地域との交流の推進

4 いきいきサービス事業（住民参加型在宅福祉サービス）の充実

2 リフト付きタクシーの運行

2 道のバリアフリーの推進

4 福祉有償運送事業への支援

3 ノーマライゼーションの理念
の普及

3 ふれあいいきいきサロン事業への支援

2 施設祭り

1 ボランティア・市民活動センターへの支援

＊地１－１－３

（地１－３－６）

（地１－３－８）

（地１－３－７）

（子１２５）

＊地１－３－５

＊地１－３－１

＊地１－３－２

＊地１－６－１

＊地１－１－１

＊地１－１－１

＊地１－１－１
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（４）計画事業 

１ 地域における自立生活への支援 

  障害者の誰もが住み慣れた地域で生きがいのある自立した生活を送るためには、

一人ひとりの障害者が、それぞれの障害程度や生活環境に応じた多様なサービスの

提供が受けられることが重要です。 

  そのために、日常生活を支援するサービスの充実を図るとともに、生活の場の確

保や、生活訓練の機会の確保、保健・医療サービスの充実、相談体制・情報提供・

権利擁護の充実などを図っていきます。 

 

１－１ 日常生活支援サービスの充実 

     障害者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし、社会参加を促進できるよ

う、在宅生活を支える多様なサービスの充実を図ります。 

 

１－１－１ 居宅介護（ホームヘルプ） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・身体介護 

 利用時間数 13,016時間 

 （身体障害者 9,491時間） 

 （知的障害者 725時間） 

 （精神障害者 757時間） 

 （障害児 2,043時間） 

 利用者数 延800人 

 （身体障害者 560人） 

 （知的障害者 40人） 

 （精神障害者 122人） 

 （障害児 78人） 

・家事援助 

 利用時間数 8,769時間 

 （身体障害者 6,216時間） 

 （知的障害者 854時間） 

 （精神障害者 1,120時間） 

 （障害児 579時間） 

 利用者数 延727人 

 （身体障害者 415人） 

 （知的障害者 92人） 

 （精神障害者 178人） 

 （障害児 42人） 

 介護が必要な障害者・児に対して、自宅で食事の介護等の身体介護、

調理・掃除等の家事援助及び通院の介助を行い、自立した日常生活又は

社会生活を営むことができるように支援する。 

・身体介護 

 利用時間数 15,077 時間 

 利用者数 延 932人 

年度 利用時間数 利用者数 

２１ 14,006 869

２２ 14,567 904

２３ 15,077 932

・家事援助 

 利用時間数 9,765 時間 

 利用者数 延 957人 

年度 利用時間数 利用者数 

２１ 9,248 859

２２ 9,526 911

２３ 9,765 957
 

 

 

 

 

 

※ 

※ 

【計画事業の表記について】 
・枠囲みは、計画事業の現況及び目標を記載しており、実線は本計画で取り上げているもの又は他の分野別計画にあり
本計画で見直しを行ったもので、点線は他の分野別計画の重複記載となるものです。 
・目標欄には、事業趣旨・概要を表記し、可能なものは平成２３年度又は平成２３年度末の目標数値を表記しています。
・※印は、障害者自立支援法第８７条に規定する厚生労働省の定める基本指針（平成１８年６月２６日厚生労働省告示
第３９５号）において、年度ごとの数値目標、必要量の見込みを定めることとされたものです。 
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１－１－２ 重度訪問介護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用時間数 55,108時間 

・利用者数 201 人 

 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする障害者に、自宅で入浴、

排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行い、自立

した日常生活又は社会生活を支援する。 

・利用時間数 70,786 時間 

・利用者数 延 252人 

年度 利用時間数 利用者数 

２１ 63,902 228

２２ 67,737 240

２３ 70,786 252
 

 

１－１－３ 行動援護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用時間数 0時間 

・利用者数 0人 

 知的障害や精神障害により行動上著しい困難のある障害者・児が、行

動するときに生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出介護等を

行い、自立した日常生活又は社会生活を支援する。 

・利用時間数 756 時間 

・利用者数 延 12人 

年度 利用時間数 利用者数 

２１ 756 12

２２ 756 12

２３ 756 12
 

 

１－１－４ 重度障害者等包括支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用時間数 0時間 

・利用者数 0人 

 

 常時介護を要し、その介護の必要の程度が高い障害者・児に対して、

居宅介護その他の支援を包括的に行うことにより、身体能力や日常生活

能力の維持を図る。 

・利用時間数 3,120 時間 

・利用者数  延 12人 

年度 利用時間数 利用者数 

２１ 3,120 12

２２ 3,120 12

２３ 3,120 12
 

 

※ 

※ 

※ 
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１－１－５ 短期入所（ショートステイ） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用日数 延1,328日 

 （身体障害者 383日） 

 （知的障害者 704日） 

 （精神障害者 24日） 

 （障害児 217日） 

・利用者数 延97人 

 （身体障害者 20人） 

 （知的障害者 39人） 

 （精神障害者 6人） 

 （障害児 32人） 

 自宅で障害者・児を介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含

め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行い、在宅生活の支援と介護

者の負担軽減を図る。 

・利用日数 延 2,165 日 

・利用者数 延 164人 

年度 利用日数 利用者数 

２１ 1,680 139

２２ 1,882 150

２３ 2,165 164
 

 

１－１－６ 短期入所施設の整備 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 

 

在宅障害者のショートステイ利用や家族のレスパイト対応、自立生活

の体験入所等、在宅福祉を補完する支援拠点としての機能を持った短期

入所施設を整備する。 

 

１－１－７ 療養介護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 心身障害者援護施設措置 

・利用日数 延464日 

・利用者数 16人 

 

 医療と常時介護を必要とする障害者に、医療機関で機能訓練、療養上

の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行い、身体能力や日常生活能

力の維持・向上を図る。 

・利用日数 730 日 

・利用者数 24人 

年度 利用日数 利用者数 

２１ 730 24

２２ 730 24

２３ 730 24
 

 

１－１－８ 生活介護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 47人 

 

 常に介護を必要とする障害者に、昼間、排せつ、食事の介護等を行う

とともに、創作的活動の提供等の支援を行い、日常生活能力の維持・向

上を図る。 

・利用者数 166 人 

年度 利用者数 

２１ 81

２２ 110

２３ 166
 

※ 

※ 

※ 

81



 

１－１－９ 施設入所支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 5人  施設に入所する障害者に、主として夜間等における入浴、排せつ、食

事の介護等を行い、日常生活支援を図る。 

・利用者数 109 人 

年度 利用者数 

２１ 43

２２ 75

２３ 109
 

 

１－１－１０ コミュニケーション支援事業 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・派遣回数 延 527回  聴覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者・児に、

手話通訳者・要約筆記者の派遣を行い、社会参加の促進を図る。 

・派遣回数 延 567回 

年度 延回数 

２１ 528

２２ 550

２３ 567
 

 

１－１－１１ 日常生活用具給付 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・実施件数 1,457 件 

・利用者数 延 315人 

 重度の障害者・児に日常生活用具の給付及び住宅設備改善費用の助成

を行うことにより、日常生活の便宜を図る。 

・実施件数 1,853 件 

・利用者数 延 399人 

年度 実施件数 利用者数

２１ 1,689 366

２２ 1,782 384

２３ 1,853 399
 

 

１－１－１２ 訪問入浴サービス 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 7人 

・利用回数 延143回 

 入浴が困難な在宅の重度の身体障害者・児に、訪問による入浴の介護

を行い、身体の清潔の保持や心身機能の維持等を図る。 

・利用者数 10人 

・利用回数 延 1,040 回 

 

 

※ 

※ 

※ 
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１－１－１３ 日中短期入所事業 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 短期入所（日中のみ） 

・利用回数 43回 

 （身体障害者 40回） 

 （知的障害者 0回） 

 （障害児 3回） 

・利用者数 延13人 

 （身体障害者 12人） 

 （知的障害者 0人） 

 （障害児 1人） 

 自宅で障害者・児を介護する人が病気の場合等に、短期入所施設で、

宿泊を伴わずに、日中、入浴、排せつ、食事の介護等を行い、在宅生活

の支援と介護者の負担軽減を図る。 

・利用回数 108 回 

・利用者数 延 36人 

年度 利用回数 利用者数 

２１ 90 33

２２ 100 34

２３ 108 36
 

 

１－１－１４ 補装具の支給 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・交付 145 件 

 （障害者 114 件） 

 （障害児 31件） 

・修理 91件 

 （障害者 80件） 

 （障害児 11件） 

 障害者・児に対し身体機能を補完又は代替し、長時間にわたり継続し

て使用される補装具を支給又は修理することにより、自立した日常生活

の促進を図る。 

・交付 211 件 

・修理 126 件 

 

１－１－１５ 緊急一時介護委託費助成 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 21人 

・利用回数 延269回 

 障害者・児を日常的に介護している家族が、冠婚葬祭等の理由により

一時的に介護を行うことが困難となった場合に、家庭等での介護委託に

要した費用を助成し、在宅生活の支援を図る。 

・利用者数 25人 

 

１－１－１６ 重度脳性まひ者介護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用世帯数 15世帯 

・利用回数 延2,030回 

 脳性まひ者で身体障害者手帳１級を所持し、単独で屋外活動をするこ

とが困難な障害者に、介護人を派遣し、在宅生活の支援を図る。 

・利用世帯数 15世帯 

・利用回数 延 2,160 回 

 

 

 

 

※ 
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１－１－１７ 短期保護 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用時間数 9,751時間 

 （障害者 3,313時間） 

 （障害児 6,438時間） 

・利用者数 延486人 

 （障害者 111人） 

 （障害児 375人） 

 心身障害者・児の介護にあたっている家族が、疾病・事故・冠婚葬祭・

出産・休養・学校行事等の理由で介護を行うことが困難な場合に、家族

に代わり時間単位で保護を行い、介護者の負担軽減を行う。 

・利用時間数 14,591 時間 

・利用者数  延 628人 

 

 

１－２ 生活の場の確保 

     障害者が地域で自立して暮らしていくためには、個々の障害に応じた多様な

生活の場を確保していくことが緊急な課題となっています。 

    そのため、障害者住宅のあっせんや住み替え家賃の助成などを通した居住の

安定化の支援や、グループホームやケアホームの整備を推進します。また、多

様な地域生活支援機能を備えた入所施設を整備するための準備に取り組みます。 

 

１－２－２ 障害者住み替え家賃助成 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・住み替え時の家賃差額等を助成 

  新規 0件 

  継続 3件 

 

取壊し等による立ち退き要求又は住環境を改善するため、区内の民間

賃貸住宅に住み替えをする場合に、従前家賃との差額等を助成すること

により、障害者世帯の居住の支援と安定を図る。 

・新規 3件 

・継続 12件 

 

１－２－３ 障害者住宅あっせん 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・住宅あっせん 

  申請件数 3件 

  成約件数 0件 

・住み替え相談会 

  開催回数 4回（1日間） 

 

住宅に困窮する障害者世帯に、宅地建物取引業協会文京区支部の協力

を得て民間賃貸住宅のあっせんを行うことにより、住宅の確保を支援

し、居住の安定を図る。 

・住宅あっせん 申請件数 24件 

        成約件数 3件 

・住み替え相談会 開催回数 18回 
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１－２－４ 障害者入居支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・すみかえサポート 0件 

・家賃債務保証制度 0件 

・あんしん入居制度 0件 

連帯保証人が確保できない等で住み替えの困難な方に対し、民間保証

会社や国、都の保証サービス等を提供するとともに、利用した費用の一

部を助成することにより、入居時の不安解消や住み替えの円滑化を図

る。 

・すみかえサポート 3件 

・家賃債務保証制度 1件 

・あんしん入居制度 1件 

 

１－２－５ 心身障害者自立生活訓練施設 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 

 藤の木荘 延 17人 

 動坂福祉会館 延 22人 

 心身障害者・児を保護し、家庭に準ずる生活をしながら、地域社会の

中で自立した生活ができるよう、日常生活の訓練や指導を行い、自立生

活の支援を図っていく。 

 

１－２－６ グループホーム・ケアホームの誘致 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・区内 4棟（定員 23人）  障害者が地域の中で、共同して自立生活が送れるよう、民間事業者等

による事業を誘致し、グループホームやケアホームの整備を図る。 

・2棟（10人） 

 

１－２－７ 共同生活介護（ケアホーム） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 24人  障害者が共同生活を行う住居において、食事や入浴等の介護や日常生

活上の援助を行い、地域における自立した日常生活を支援する。 

・利用者数 32人 

年度 利用者数 

２１ 27

２２ 29

２３ 32
 

 

１－２－８ 共同生活援助（グループホーム） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 23人  障害者が共同生活を行う住居において、日常生活上の支援を行い、地

域における自立した日常生活を促進する。 

・利用者数 29人 

年度 利用者数 

２１ 25

２２ 26

２３ 29
 

※ 

※ 
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１－２－９ 入所施設の整備 

現況（平成１９年度末） 目       標 

身近な場所にあることを条

件に新たな施設の設置を求め

る声が挙げられており、都外

施設入所者からは区内施設が

できたら移りたいとの要望も

ある。 

 入所施設による専門的支援が真に必要な障害者の利用と、地域生活に

向けた訓練の実施による入所者の地域生活への移行や、在宅者の自立生

活への移行を促進するため、福祉センター建て替えにあわせ、多様な地

域生活支援機能を備えた、地域生活支援型入所施設を整備する。 

 また、在宅障害者のショートステイ利用や家族のレスパイト機能、グ

ループホームの緊急時のバックアップ機能等、在宅福祉を補完する支援

拠点としての機能もあわせ持たせるため、短期入所施設も併設して整備

する。 

 

 

１－３ 地域生活への移行 

     障害者が自ら選択した場所に居住し、その有する能力や適性に応じた生活を

し、社会に参加していく必要があります。そのため、障害者が入所施設などから

地域生活へ移行できるよう支援していきます。 

 

１－３－１ 福祉施設入所者の地域生活への移行 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・人数 4人  福祉施設入所の障害者が、自ら選択した地域で自立した日常生活又は

社会生活を営めるようにするため、障害福祉サービス等の支援を行い、

地域生活移行を進める。 

※平成２３年度 12人 

 
１－３－２ 入院中の精神障害者の地域生活への移行 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 

 

 受け入れ条件が整えば退院可能な入院中の精神障害者が地域で自立

した生活を送ることを可能にするため、住居および通所訓練施設等の確

保や相談体制の充実を含めた、保健・医療・福祉サービスを実施し、地

域生活への移行を支援する。また東京都や各関係機関との連携を強化し

精神障害者の福祉の向上を図る。 

 
 

１－４ 生活訓練の機会の確保 

     障害者が地域で自立して生活していけるよう、障害者一人ひとりの障害等に

応じ、生活能力や身体能力の向上のために必要な生活訓練を行っていきます。 
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１－４－２ 精神障害者社会復帰促進事業の推進 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・実施回数 139回 

・参加人数 延1,432人 

 医療機関との連携を強化し、精神障害者の地域生活への移行を進め

る。精神障害者の社会復帰に向けて、区内精神障害者施設との連携を図

り、より効果的な役割について検討する。 

 

１－４－３ 地域活動支援センター 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・設置数 3か所  障害特性等に応じて、創作的活動の提供等を行うことにより、障害者

の地域生活支援を図る。 

・設置数 5か所 

年度 設置数 

２１ 4

２２ 4

２３ 5
 

 

１－４－４ 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 7人  文京福祉センター等を活用して一定期間、身体機能又は生活能力の向

上のために必要な訓練を行い、自立した日常生活又は社会生活ができる

ように支援する。 

・利用者数 37人 

年度 利用者数

２１ 18

２２ 24

２３ 37
 

 
 
１－５ 保健・医療サービスの充実 

     障害者が地域においていつまでも健康で暮らしていけるよう、必要な保健・

医療サービスを充実していきます。 

 

１－５－１ 自立支援医療 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・更生医療 76人 

・育成医療 19人 

・精神通院 1286 人 

 心身の障害の状態の軽減を図り、必要な医療についての支援を行い、

障害者・児の自立した日常生活又は社会生活を推進する。 

 

 

※ 

※ 

87



１－５－３ 精神保健相談・訪問指導 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・精神保健相談 

 実施回数 48回 

 延人数  105人 

・訪問指導 

 実人数  985人 

 延人数  4,251人 

 精神科医・保健師による相談、訪問を行い、地域の精神障害者、家族、

区民に対し、予防から社会復帰まで総合的に支援する。 

 

 

１－６ 相談支援体制の整備 

     障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送り、社会参加を進めていくため、

いつでも安心して相談でき、適切な支援を得て自らの力を発揮できるような体

制の整備、充実に取り組みます。 

 

１－６－１ 相談支援体制の構築 

現況（平成１９年度末） 目       標 

適切な相談相手がみつから

ず、不安を抱えている人が多

い。安心して相談ができて、

適切な支援につながることの

できる体制構築が求められて

いる。 

 

障害者・児の保護者等が抱える多様なニーズや困りごとに対する相談

に応じ、自立支援施策の企画、調整、自立生活に必要な各種情報の収集、

提供、権利擁護のための必要な援助など、専門的な相談支援が実施でき

る新たな体制を確保する。 

また、安心して相談できる体制構築のために、関係機関や地域とのネ

ットワークの構築を進めるとともに、相談に係るネットワークの核とな

る組織や機関の整備を進める。 

 

１－６－２ 相談支援事業 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・実施事業所 4か所  障害者・児やその家族等からの相談に応じて、必要な情報の提供や障

害福祉サービスの利用支援を行うとともに、障害者・児の権利擁護のた

めに必要な援助を行い、自立生活の促進を図る。 

・実施事業所 5か所 

年度 実施箇所数 

２１ 4

２２ 5

２３ 5

（平成２３年度個別計画作成対象者数 10人） 

 

 

 

 

※ 
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１－６－５ 専門職の育成・研修 

現況（平成１９年度末） 目       標 

専門的な視点からのアドバ

イスを望む声が多く、また家

族支援の観点からも、適切に

支援ができるよう相談担当職

員の専門性向上が求められて

いる。 

 専門性が高い多様な相談に応じられるよう、民間研修への派遣・参加

を促進するとともに、大学や専門機関と連携しながら、障害福祉の専門

研修や障害福祉のスタッフによる研究・発表などを実施することによ

り、職員の資質の向上を図る。 

 

１－６－６ 地域自立支援協議会の運営 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・設置 平成20年3月  障害者が地域において障害福祉サービスを利用して自立した日常生

活や社会生活を営むことができるよう、また相談支援事業が適切かつ効

果的に実施できるようにするとともに、障害者の権利擁護や虐待に対す

る迅速な対応と未然の防止を図ることが求められている。そこで、地域

自立支援協議会において、関係者が抱える困難事例や、権利擁護に関す

る課題等について関係者間で情報を共有しながら、相談体制や関係者の

ネットワーク、対応方法等について、具体的に協議を行う。 

 

 

１－７ 情報提供の充実 

    地域生活を送るうえで必要な情報を得ることができるように、様々な機会を

通して障害福祉サービス等に関する情報提供を充実します。 

 

１－７－２ 福祉サービスに関する講座等 

現況（平成１９年度末） 目       標 

情報について、どこで手に

入れればよいか分からない、

内容が難しいとの意見があ

り、講習会等がわかりやすい

情報提供方法として求められ

ている。 

 障害者が必要とする障害福祉サービス等に関してわかりやすく情報

を得ることができるよう、福祉サービスに関する講座や勉強会等に対す

る支援や、福祉に関する講演会等の開催を行う。 

 

１－７－４ ＳＰコード（音声コード）∗の活用 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・「心身障害者福祉のてびき」

にＳＰコードを導入 

 視覚障害者に対する通知文や、パンフレット、冊子等に SP コードの

活用を進め、視覚障害者に対する情報提供の格差是正を進める。 

                                                  
∗ ＳＰコード（音声コード） 紙に掲載された情報をデジタルに変える、二次元コードです。切手サ
イズで約 800文字の記録ができ、専用読み取り装置により音声で内容を確認することができます。 
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１－７－５ ホームページでの情報提供の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・ホームページによる情報提

供 

ホームページで情報提供を行う機会が増えており、ホームページの情

報に関する量・質の充実に努めるとともに、誰でもが使いやすく情報が

探しやすくできるよう整備を進める。 

 

 

１－８ 権利擁護事業の充実 

    障害者が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、権利擁護事業の充実

を図ります。 

 

１－８－１ あんしんサポート文京への支援（地域福祉の推進計画１－４－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・福祉サービス利用援助事業 

15件 

・財産保全管理サービス 

         28 件 

・法律相談    22 件 

区民の福祉サービス利用等に伴う苦情解決と福祉サービスの利用支

援を一体的に実施することにより、利用者の権利保護を図るとともに、

広報紙・ホームページや学習会、出前講座等の様々な手段により事業の

周知を図っていく。 

また、地域包括支援センターにおける高齢者の権利擁護に関する相談

業務と連携が図れるよう、関係機関連絡会を設置し地域ネットワークを

構築する。 

・福祉サービス利用援助事業等の利用件数 22件増（平成 23年度末）

（実施：社会福祉協議会） 

 

１－８－２ 成年後見制度の利用促進（地域福祉の推進計画１－４－２重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・一般相談 496件 

 内訳 

  区         89件 

  社会福祉協議会   138件 

  地域包括支援センター269件 

・専門相談 20件 

・後見人学習会・講演会の開 

催 5回 

 内訳 

  区 2回（内 1回は社協

との共催） 

  社会福祉協議会 3回 

・区長申立て 1件 

 成年後見制度に関する講演会、研修会等を区民や関係職員等を対象に

実施し、制度への理解と普及を図り更なる活用につなげていく。 

 また、成年後見制度の利用相談については、区、社会福祉協議会及び

地域包括支援センターによる一般相談、社会福祉協議会による専門相談

を引き続き実施し対応する。相談等における困難事例については、障害

者地域自立支援協議会で成年後見制度の利用も踏まえ検討を行う。 

 制度利用が必要にもかかわらず、申立てを行う親族がいない等の場合

には、区長がかわって後見などの審判の申立てを行う。 

・学習会、講演会等 5回／年 
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１－８－５ 自立生活のための権利擁護システムの構築 

現況（平成１９年度末） 目       標 

将来に対する漠然とした不

安や親のリタイア後の心配も

多く、権利侵害を未然に防ぎ、

何か起きた時にも適切に対処

できるよう権利を守る仕組み

が求められている。 

地域自立支援協議会を中心として、障害者が自立して生活するため

に、権利擁護に関して適切に対応のできる相談体制や関係機関との連

携、地域のネットワークづくりなどシステムの構築に向けた検討を進め

る。 
また、障害者本人や関係者が生活上のトラブルについての知識を広

げ、権利擁護の制度を適切に利用することができるよう、障害者本人へ

の啓発、学習支援や、支援者の研修を行う。 

 

 

１－９ 防災・安全対策の充実 

障害者が地域で安全に暮らしていけるよう、災害要援護者に対する支援のネ

ットワークを整備するとともに、防災・安全対策を充実していきます。 

 

１－９－１ 災害時要援護者への支援体制の充実（地域福祉の推進計画１－２－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

平成 19年 11月事業開始 

平成20年3月末現在の登録者

数    3,622 名 

 

 

 高齢者や体の不自由な人など、災害発生時に支援が必要な人の申請に

基づき、「災害時要援護者名簿」を作成し、協力関係機関である警察署、

消防署、区民防災組織及び民生・児童委員に名簿を提供し、災害時にお

ける要援護者の安否確認、避難誘導等の支援を図る。 

 

 

１－１０ 経済的支援 

利用者負担を軽減するとともに、手当の充実や財源の確保を国や都に要望

していきます。 

 

１－１０－３ 利用者負担の軽減 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・移動支援 36時間無料 

・区立福祉作業所の利用者負

担軽減 

・ストマ用装具の利用者負担

無料         他 

 地域生活支援事業の自己負担金に上限額を設けるとともに、ガイドヘ

ルプ等については自己負担を無料とするなど、障害福祉サービス利用者

の負担軽減を図る。 
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２ 就労支援 

  障害者が地域で自立した生活を送っていくために、障害者がその意欲と能力に応

じて働けるよう、就労に必要な知識や能力向上の訓練を行うとともに、障害の特性

に応じた支援策を推進していきます。 

  また、福祉、保健、雇用、教育等の関係機関による就労支援ネットワーク（文京

区障害者就労支援連絡会議）を活用し、支援を実施します。 

 

２－１ 就労支援体制の確立 

    障害者の就労支援を図るため、就労相談や地域の福祉施設等と連携した就労

訓練、就労継続支援など、就労支援センターを中心に障害者の就労を進めてい

きます。 

    また、今まで以上に公共職業安定所等との連携を図り、区内の就労先の開拓

等に取り組んでいきます。 

 

２－１－１ 就労支援センターの充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

障害者就労支援センター開設 

（平成19年5月） 

・新規就労者 17人 

 障害者の社会参加と自立を促進するため、就労に関する相談・支援等

について就労支援センターを中心に実施し、障害者の一般就労*や就労

定着の促進を図る。 

・就労継続者数 35人 

 

２－１－２ 就労支援ネットワークの構築・充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

文京区障害者就労支援連絡

会議の設置（平成 19年 6月） 

 就労支援や雇用の情報等の共有化を図り、福祉施設等からの就労や、

就労した障害者を支えていく仕組みを確立していくため、関係機関との

ネットワーク（文京区障害者就労支援連絡会議）を活用していく。 

 

 

２－１－３ 障害者雇用の普及・啓発 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・講演会 １回  障害者の一般就労の機会を拡大し、障害者が安心して働き続けること

ができるよう、障害者本人の就労意欲の啓発や企業に対する障害者雇用

に当たっての情報提供・理解の促進を図る。 

 

 

 

 

 

                                                  
* 一般就労 雇用契約に基づいて企業等に就職すること及び在宅就労することをいいます。 
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２－１－４ 就労支援者の育成 

現況（平成１９年度末） 目       標 

（平成 20年度 就労支援者

研修会開催） 

 障害者の一般就労を進めていくため、地域の福祉施設の職員等を対象

に障害者就労支援技術等についての研修会を実施し、就労支援者の育成

を図る。 

 

 

２－２ 就労継続への支援 

    地域の福祉施設や公共職業安定所等の関係機関と連携し、就労している障害

者が安心して働き続けられるように、また就業先の企業が障害者の雇用を継続

していけるように支援していきます。 

 

２－２－１ 就労先企業への支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・企業訪問の実施  企業が雇用している障害者等について、企業からの相談や障害者が職

場適応をするための人的支援等を実施する。 

 

２－２－２ 安定した就業生活への支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・「たまり場」の開催 6回  定期的な職場への連絡・訪問や、就業している障害者が集まって情報

交換や仲間づくりができる「たまり場」等の実施、就業生活に必要な知

識を得るための講座等の開催など、障害者が地域で安定して就業生活を

送るための支援を推進する。 

 

 

２－３ 福祉施設等での就労支援 

    一般企業への就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識や能力の向上

を図るための支援を行うとともに、一般企業への就労が困難な障害者に対して

働く場を提供します。 

 

２－３－２ 福祉施設から一般就労への移行 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・移行人数 4人  福祉施設を利用する障害者が自立した社会生活を営めるよう、必要な

訓練を行い一般就労へ移行することを推進する。 

※平成２３年度 5人 
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２－３－３ 区の施設における就労機会の拡大 

現況（平成１９年度末） 目       標 

（平成20年度 インターンシッ

プを開始） 

 障害者の働く場を拡大するため、区の施設において、障害者インター

ンシップ等の就労の機会を提供するとともに、区の委託業務等に関して

も、障害者の就労の機会の拡大や雇用の促進を図っていく。 

 

２－３－４ 就労移行支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 9人  一般企業への就労を希望する障害者に対し、一定期間就労に必要な知

識や能力の向上のために必要な訓練を行い、障害者の一般就労を促進す

る。 

・利用者数 24人 

年度 利用者数 

２１ 13

２２ 13

２３ 24
 

 

２－３－５ 就労継続支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用者数 49人  一般企業での就労が困難な障害者に対して、働く場を継続的に提供す

るとともに、知識や能力の向上を図るために必要な支援を行う。 

・利用者数 151 人 

年度 利用者数 

２１ 59

２２ 64

２３ 151
 

 

２－３－６ 福祉施設等での仕事の確保 

現況（平成１９年度末） 目       標 

福祉施設における障害者の

就労意欲の増進を図るため、

工賃の増加が求められてい

る。 

 福祉施設における利用者の工賃の増加を図るため、区や民間企業から

の発注の増大が求められている。そこで、福祉施設が受注できる物品や

役務作業について区役所内に情報提供し、区内福祉施設への発注の増大

を促進する。また、区内中小企業に対しても同様の情報提供と発注依頼

を行っていく。 

 

 
 
 
 

※ 

※ 
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３ 子どもの発達・育成への支援 

  障害の早期発見、早期療育を推進するため、福祉・保健・医療・教育等の多様な

機関の連携により、検診と相談の充実をはかります。 

  保護者の理解と協力のもと発達段階に応じた個別の支援計画を作成するとともに、

関係機関との情報の共有化等により、乳幼児期から就学期、卒業後にいたる継続し

た障害児及び家族の支援を進めます。 

  また、就学後の療育機会の拡充や特別支援教育の充実を図るとともに、障害や福

祉サービスに関する情報提供を積極的に行っていきます。 

   

３－１ 障害の早期発見・早期療育 

    肢体不自由児や知的障害児だけではなく、広汎性発達障害∗、学習障害∗、注意

欠陥多動性障害∗等の発達障害児にとっても、障害の早期発見と早期療育が大切

です。関係機関との連携により、早期発見の機会をさらに充実させるとともに、

発達に関する情報や相談窓口の周知の徹底を図ります。 

 

３－１－２ 療育相談の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・新規相談 87件 

・継続相談 延件数 399 件 

 文京福祉センターにおいて、保健サービスセンター、医療機関等の関

係機関との連携を密にするとともに、発達に何らかの遅れを持った乳幼

児を早期に発見し、必要な支援に繋げる。 

 

３－１－５  発達に関する情報の普及啓発 

現況（平成１９年度末） 目       標 

子どもに障害があるとわか

った場合にどこにいけばいい

かわからず、不安を抱えてい

る親が多い。また、障害に関

する情報を得る機会や場所が

ないとの声がある。 

ホームページやパンフレットなど様々な方法で、発達に関する情報に

ついて、出産前の保護者への普及啓発を行う。また、子どもの発達に関

する相談窓口や支援内容についての情報の周知を図っていく。 

 

 

 

                                                  
∗ 広汎性発達障害 ＷＨＯの国際疾病分類で採用されている概念で、コミュニケーション、対人関
係等に障害があることで特徴づけられる発達障害を指します。 
∗ 学習障害 ＬＤ(Learning Disabilities)。基本的には全般的な知的発達の遅れはないが、聞く、
話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち特定のものの習得と使用に著しい困難を示す

様々な状態を指します。 
∗ 注意欠陥多動性障害 ＡＤＨＤ(Attention-Deficit Hyperactivity Disorder)。年齢あるいは発
達に不釣合いな注意力、及び／又は衝動性、多動性を特徴とする行動の障害で、社会的な活動や学

業の機能に支障をきたすものをいいます。 
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３－２ 乳幼児期・就学前の支援 

     健康検査や療育相談の結果、発育や発達に支援を必要とする乳幼児に対して、

適切な療育や、保育園や幼稚園での個に応じた支援を進めます。また、特別な

支援を必要とする児童の小学校への就学に際しては、就学前機関との連携によ

り就学支援シートを作成し、継続した支援を行います。 

 

３－２－１ 保育園障害児保育 

現況（平成１９年度末） 目       標 

区立保育園18園で障害児保育

を実施 

・対象園児 22人 

 

 

 個に応じた支援を行うことにより、特別な支援を必要とする幼児の発

達促進を図る。  

（平成 22年度に改定する「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）

においても検討する予定である。） 

 

３－２－２  幼稚園特別保育 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 区立幼稚園(全園)で特別保

育事業を実施 

・対象園児 26人(9園) 

・講師 6人、臨時職員 5人配

置 

個に応じた教育支援を行うことにより、特別な支援を必要とする幼児

の発達促進を図る。  

（平成 22年度に改定する「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）

においても検討する予定である。） 

 

３－２－３  就学前相談体制の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 平成19年度から相談員を2人

に増員し相談体制の充実を図っ

た。 

 就学相談委員会を設置し、支援

をつなぐ相談体制を整備した。 

・就学相談 小学校28件 

      中学校17件 

・転学相談 小学校6件 

      中学校1件 

・幼稚園 新規15件 継続15件 

 福祉センターでは、学校見学会

への同行や卒園児の保護者を交

えての、就学説明会を開催した。 

 特別な支援を必要とする児童・生徒の就学相談において、個々のニー

ズに応じた適切な支援を行うため、就学相談委員会の円滑な運営をめざ

す。 

 また、小・中学校との連携を強化して相談体制の整備に取り組み、福

祉センターでの学校見学会への同行や卒園児の保護者を交えての就学

説明会等のさらなる充実を図る。 
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３－２－４ 児童デイサービスの充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用日数 2,797 日 

・利用者数 392 人 

文京福祉センター等において、心身の発達になんらかの遅れのある幼

児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活・社会生

活への適応訓練等を行い、子どもの発達・育成への支援を図る。 

・利用日数 2,722 日 

・利用者数 延 354人 

年度 利用日数 利用者数 

２１ 2,602 340

２２ 2,668 347

２３ 2,722 354
 

 

 

３－３ 学齢期の支援 

     児童・生徒一人ひとりの障害の状態や、教育ニーズに応じたきめ細かな教育

的支援を推進します。また、放課後の居場所対策の充実を図ります。 

 

３－３－１ 教育相談の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 教育センター総合教育相談事

業の一環として様々な相談に応

じている。発達と障害を主訴とし

た相談件数は、教育相談室：121

件（31％）。そのほかに区立小・

中学校に配置しているスクール

カウンセラー・派遣している巡回

相談員、区立幼稚園・保育園へ訪

問している子育て支援カウンセ

ラーへの相談も多数ある。 

 各学校・園と総合教育相談の各機能の連携を深め、不登校対策、特別

支援教育の充実を始めとし、幼児・児童・生徒の問題行動および教育・

生活上の悩みに対する予防・発見・解消に向けた支援を効果的に行って

いく。また、福祉センター、子ども家庭支援センター、保健サービスセ

ンター等との連携を図りながら、より継続的・効率的・総合的な支援を

目指していく。 

 

３－３－２ 特別支援教育の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

特別支援教育支援員を全

小・中学校に31人配置 

特別な支援を必要とする児童・生徒が発達段階に応じた適切な教育が

受けられるよう体制の整備を図る。 

 

３－３－３ 特別支援子育て事業 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 区内林町小学校内「ふれんど」

にて実施 

・登録者数 20人 

・利用者数 延276人 

 特別な支援を必要とする児童を一時的に預かることにより、保護者の

社会参加を促進する。また、広報等により、登録者、利用者の拡大に努

める。 

（平成 22年度に改定する「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）

においても検討する予定である。） 

※ 
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３－３－４ 育成室への障害児受入 

現況（平成１９年度末） 目       標 

全育成室25室の障害児受入れ

枠を概ね３名として実施 

・障害児の学年延長を実施 

・在籍児童数  54人 

 うち学年延長 18人 

各育成室において障害児の受入れを行うことにより、放課後対策の充

実を図る。 

（平成 22年度に改定する「子育て支援計画」（次世代育成支援行動計画）

においても検討する予定である。） 

 

３－３－５ バリアフリーパートナー∗運営 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 配慮を要する児童・生徒への支

援を大学生やNPOと協働で実施 

・区立幼稚園6園 

・区立小学校19校 

・区立中学校3校 

 今後もさらにバリアフリーパートナーのレベルアップを図る。 

 また、円滑な運営が可能となるよう、大学等と連携して人材確保・質

の向上に努める。 

 

３－３－６ 個に応じた指導の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 通常の学級及び特別支援学級

における障害のある児童・生徒に

対する特別支援教育のよりよい

あり方や指導の実際についての

研修を実施 

・特別支援教育コーディネーター
∗の全小・中学校への配置終了 

・特別支援教育研修会 全教職員 

         年６回 

・特別支援教育コーディネーター

養成研修     年６回 

今後もさらなる研修会の充実を図る。 

・特別支援教育コーディネーター、特別支援教育コーディネーター候補

者、全教職員と対象を明確にし、効果的な研修の実施を図る。 

・特別支援教育コーディネーター研修会新設  年５回 

・大学教授、特別支援学校コーディネーター等の専門家との連携を強め、

実践的、具体的な研修を推進する。 

 

 

 

 

                                                  
∗ バリアフリーパートナー 心身の発達に遅れがあるなど、学校教育の場で特別な支援を必要とす
る子供たちが、その持てる力を高め、学習上の困難を改善または克服できるようにサポートする学

校ボランティア。 
∗ 特別支援教育コーディネーター 各学校において学校長が指名し、特別支援教育体制推進のため
に、専門委員会や巡回相談員、関係機関や保護者等との連絡調整等を行う指導的な役割を担う者。 
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３－３－７ 放課後の居場所対策 

現況（平成１９年度末） 目       標 

（平成20年度 中高生の放課後

居場所対策事業を開始） 

 障害のある中学・高校生の放課後の活動の場所を確保し、日常生活上

の指導を行うとともに、余暇活動の充実及び障害児の家族の一時的な休

息の支援を図る。 

・2か所 

 

３－４ 相談支援体制の充実 

     教育・福祉・保健医療等の連携を強化し、個人情報に配慮しながら、関係機

関が情報を共有することで、発達段階に応じた支援の充実を図ります。 

また、建て替え後の福祉センターと教育センターについては、福祉と教育の 

垣根を可能な限り取り払ったわかりやすい相談窓口を置いて、障害の早期発見

はもとより、乳幼児期から就学後にいたるまで一体的支援が行なえる体制をめ

ざしていきます。 

 

３－４－１  多様な支援機関との連携 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・要配慮児相談支援体制検討委員 

会 

・特別支援教育連携協議会準備会 

 福祉センターでは、保健サービ

スセンターの発達検診への定期

的立会いや、幼稚園の配慮児を対

象としたケース連絡会を教育セ

ンターと実施 

 教育、福祉、保健等の関係機関が、障害の早期発見や支援の強化のた

めに、必要に応じて、連絡会や情報交換を行う。 

 支援のためのネットワークである、教育、福祉、保健等の関係機関か

らなる、特別支援連絡協議会を設置する。 

 

３－４－２  継続支援体制の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 福祉センターでは、通所者の就

学に際して、「就学支援シート」

により情報提供をおこなった。 

 乳幼児から学齢期とライフステージが変わっても、継続した支援をす

るため、「就学支援シート」等の作成システムを確立する。 

 個別支援計画を活用し、福祉センター、教育センター、各教育機関、

保育園の連携を更に強化し、継続支援の充実を図る。 

 

３－４－３  専門的療育訓練の充実 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・理学療法 延767回 

・作業療法 延646回 

・言語療法 延1143回 

福祉センターで、発達になんらかの遅れのある幼児を対象に、理学療

法士、作業療法士、言語聴覚士による訓練体制の充実を図る。就学後の

児童に対しても、療育訓練の機会の拡充をめざす。 
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３－４－４ 福祉センター及び教育センターの建て替えによる相談機能の充実  

現況（平成１９年度末） 目       標 

 ２施設の建て替えについて、全

庁組織として検討会を設置し、7

回の検討を行った。 

（平成20年度 区民参画による

検討協議会を設置） 

福祉センターの療育相談機能と教育センターの教育相談機能の連携

をより強固にするため、組織の垣根をできる限り取り払ったわかりやす

い相談窓口を設置する。 

 

３－４－５ 個別の支援計画の作成 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・心身障害学級において「個別指

導計画」を作成。 

・福祉センター、保育園、幼稚園

で個別の支援計画を作成。 

発達になんらかの遅れのある子どもを乳幼児期から学校卒業まで、一

貫した支援をするため、学校や福祉センター、保育園、幼稚園、医療機

関等の各機関が協力しながら、「個別支援計画」を作成する。 

支援計画作成のためのアセスメントの内容及び方法の検討を加え、支

援計画の質の向上を図る。 

 

３－４－６ 専門家による巡回相談事業 

現況（平成１９年度末） 目       標 

臨床発達心理士派遣 

 小学校 86回 

 中学校 44回 

子育て支援カウンセラー派遣 

 保育園 185回 

 幼稚園 107回 

精神科医・臨床心理士等派遣 

 保育園 計9回 

 臨床発達心理士や子育て支援カウンセンラー、精神科医等を通常の学

級や保育園、幼稚園に派遣することで、要配慮児の支援と職員の指導育

成を図る。 

 言語聴覚士等を特別支援学級に派遣して、学齢期における療育的支援

の充実を図る。 
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４ ひとにやさしいまちづくりの推進 

  障害者をはじめ、すべての人が地域で安全で快適な生活を送り、積極的に社会参

加ができるよう、文京区福祉環境整備要綱に基づき、ユニバーサルデザインの考え

方を取り入れた、ひとにやさしいまちづくりを進めます。 

  また、施設面のバリアだけでなく、人々の心のバリアを除いていくため、ノーマ

ライゼーションの理念の普及に努めます。 

 

４－１ 安全で快適な生活環境の整備 

    高齢者、障害者や子育て中の方などが安心して生活し、積極的に社会参加が

できるよう道路、公園、公衆便所等の社会基盤のバリアフリーを進めます。 

 

４－１－２ 道のバリアフリーの推進（地域福祉の推進計画１－３－２重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

平成 19年度整備件数 70件 

（平成 19 年度末累計 1,467

件） 

平成 20年度整備件数 170件 
（予定） 

高齢者や障害者など誰もが積極的に社会参加できるように、歩道の拡

幅や段差解消及び視覚障害者誘導用ブロックの設置などの道路整備を

行い「すべての人にやさしい道路」の実現を図る。 

平成 21年度整備件数  200件 

〃 22〃  〃     200件 
〃 23〃  〃     200件     累計  ６００件 

 

４－１－３ 公園のバリアフリーの推進（地域福祉の推進計画１－３－３重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

平成 19年度整備件数 入口改

修等 6件 

（平成 19年度末累計 67件） 
平成 20年度整備件数 水飲み
場改修  17件（予定） 

 既設の公園、児童遊園、遊び場をバリアフリー化し、高齢者や身体

障害者などだれもが憩える公園としていくために、公園内の水飲み場の

改修・公園内の段差の改修等を行う。 

・平成 21年度水飲み場改修を予定 10件 

・平成 22年度水飲み場改修を予定  7件 
・平成 23年度大規模改修による整備 1件 

 

４－１－４ トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり） 

                  （地域福祉の推進計画１－３－４重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

平成 19年度整備件数 1件 

（平成 19年度末累計 4件） 

平成 20年度整備件数 1件（予

定） 

高齢者、身体障害者及び子ども連れの方を含む全ての人が利用可能な

「だれでもトイレ」を設置するとともに、既設トイレの機器類の更新及

び内外装を改修する。 
・設置及び改修予定 3ヵ所（平成 23年度末） 
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４－１－６ 総合的自転車対策の推進 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・区内１８駅中１５駅に自転

車駐車場整備 

・春日後楽園駅でサイクルス

テーション開設 

・自転車実技教室と免許証等

の発行 

・幼児児童用ヘルメットの購

入補助 

（平成 20 年度 千石駅でサ

イクルステーション開設） 

 NPO や地域団体等と協働しながら、自転車駐車場の整備・レンタサイ

クル事業の実施・放置自転車の撤去等、総合的な自転車対策を実施する。

・自転車安全走行可能箇所等の調査 

・（仮称）サイクルステーション茗荷谷の開設 

・自転車駐車場未設置駅の駐輪場整備 

 

 

 

４－２ 外出支援サービスの充実 

    障害者の外出を支援するため、福祉タクシー券の交付や、ガイドヘルパーに

よる移動支援の充実を図ります。また、福祉有償運送事業に対し支援していき

ます。 

 

４－２－３ 移動支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・利用時間数 30,709時間 

 （障害者 25,048時間） 

 （障害児 5,661時間） 

・利用者数 延 1,193 人 

 （障害者 919 人） 

 （障害児 274 人） 

 屋外での移動が困難な障害者・児に対して、社会参加のためのガイド

ヘルパー派遣を行い、外出のための支援を行い、自立生活及び社会参加

の促進を図る。 

・利用時間数 43,111 時間 

・利用者数 延 1,872 人 

年度 利用時間数 利用者数

２１ 38,009 1,604

２２ 40,670 1,749

２３ 43,111 1,872
 

 

４－２－４ 福祉有償運送事業∗への支援（地域福祉の推進計画１－３－８重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・助成 0件 

 

移動困難な方への外出支援を促進するため、特定非営利活動法人等が

道路運送法に基づき実施する福祉有償運送事業の運営費の一部を助成

していく。 

 

                                                  
∗ 福祉有償運送事業 道路運送法に基づき国土交通大臣の登録を受けた非営利活動法人等が異動に
制約のある方に対して実施する自家用自動車によるボランティア有償運送事業。 

※ 
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４－３ ノーマライゼーションの理念の普及 

    障害のある人もない人も、共に住み慣れた地域で生活していくためには、障

害に対する正しい知識を広め、理解を深めることが必要です。そのために、様々

な機会を捉え、意識啓発に努めるとともに、障害者と地域の交流を推進します。 

 

４－３－２ 心のバリアフリーの推進 

現況（平成１９年度末） 目       標 

  様々な機関との連携により、障害者や福祉への理解を深める取組みを

進めていく。とりわけ、子どものときからの障害理解の促進が重要であ

るため、学校における総合的な学習の時間や学校行事等での福祉教育や

社会教育のより一層の充実を図るとともに、障害のある人との交流も推

進する。 
 また、施設行事などを通じて交流を広げ、知り合う機会を作ることで

相互理解を促進する。 
 さらに、障害の特性などについて基本的な理解を深めるためのパンフ

レットや、障害者の権利に関する啓発パンフレットを作成し、一般の関

心や理解を高めるよう努める。 

 

４－３－４ 情報のバリアフリーの推進 

現況（平成１９年度末） 目       標 

  

 

視覚障害者や聴覚障害者等が円滑に情報を利用し意思を伝達できる

よう、それぞれの障害に応じて情報機器の活用や対応方法の配慮を行い

コミュニケーション手段の確保・充実を図る。 
また、情報提供の充実が図れるよう、情報機器の活用だけではなく適

切な人的支援を行う。 
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５ 社会参加と地域交流の促進 

  心身に障害のある人が、生きがいを持って生活できるよう、また、スポーツ、経

済、文化活動など社会のあらゆる分野への活動に参加できるよう支援します。 

  また、障害者施設などの地元開放や地域交流事業の充実を図り、障害者と地域住

民との交流を促進します。 

 

５－１ 学習・スポーツ・文化活動の促進 

    障害者が学習・スポーツ・文化活動などに親しむことができるよう、障害者

のための教養講座の開催や、心身障害者レクリエーション、通所施設の合同運

動会などの充実を図ります。 

 

５－２ 地域との交流 

    障害者週間記念行事や施設祭りなどの様々な機会を通じて、障害者と地域住

民との交流を図り、障害者に対する区民の理解を促進します。 

 

５－３ 地域の支援 

    社会福祉法人やボランティア、民間福祉団体などは、地域福祉の主要な担い

手として大きな役割を果たしています。このような団体に対して支援していき

ます。 

    また、ボランティアの育成やボランティア調整機能の強化、地域のつながり

作りに取り組み、暮らしやすい地域づくりを目指します。 

 

５－３－１ ボランティア・市民活動センターへの支援 

（地域福祉の推進計画１－６－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・夏のボランティア体験教室

参加者 66人 

・シニア向けボランティアス

クールの実施 修了者 10人 

・ボランティア・市民活動ま

つり 参加団体 73団体 

   ボランティア 138人 

   来場者 1,600 人 

 

 行政とボランティア団体との中間に位置する支援組織として、ボラン

ティア研修等の充実や情報の収集と提供、専門性の向上などを図ること

により、ボランティアコーディネーターとしての機能強化を図る。 

また、NPO団体、学校・企業・個人ボランティアとの連携を促進する

ために、「ボランティア・市民活動まつり」の企画運営を実行委員会方

式で実施するほか、交流会等を開催することによりネットワークづくり

を強化していく。 

 さらに、災害ボランティアセンターを構築するうえで重要となる、災

害時支援ボランティアを活用するための運営マニュアルを作成する。 

（実施：社会福祉協議会） 
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５－３－３ ふれあいいきいきサロン事業∗への支援 

（地域福祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・高齢者サロン 32か所 

・子育てサロン 8か所 

・障害者・児サロン 

        5か所 

・混合型サロン 4か所 

 孤立や閉じこもりをなくし、地域の中で安心して暮らしていけるよう

に、高齢者に限らず、障害者や子育て世代等だれもが参加できる身近な

サロン活動を支援する。この住民主体のサロン活動が区内に広がること

を通じて、地域住民同士の支え合いによる新たなコミュニティの形成に

つなげていく。 
・高齢者サロン 40か所（23年度末） 

・子育てサロン 8か所（同上） 

・障害者・児サロン 9か所（同上） 

・混合型サロン 17か所（同上） 

（実施：社会福祉協議会） 

 

５－３－４ いきいきサービス事業（住民参加型在宅福祉サービス）の充実 

（地域福祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

・ホームヘルプサービス 

（登録会員） 

 利用会員   419人 

 協力会員   127人 

（利用時間） 

 家事援助  10,531時間 

 介護援助  12,175時間 

 大掃除等  3,122時間 

 高齢者や障害者等が、住み慣れた地域社会の中において充実した在宅

生活が送れるよう、より一層区民ニーズに即したサービス提供を行って

いく。 

 住民参加型在宅福祉サービスの推進は、サービス提供者である協力会

員の確保が最も重要となることから、ケーブルテレビ等様々な媒体を活

用し、退職区民をターゲットに協力会員の増加を図る。 

・利用会員 300 人増（23年度末） 

・協力会員 200 人増（同上） 

（実施：社会福祉協議会） 

５－３－５ ファミリーサポートセンター事業 

（地域福祉の推進計画１－１－１重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目       標 

 地域の中での会員組織によ

る子育ての相互援助を実施 

・提供会員   180 人 

・依頼会員 1,586 人 

 

 会員からの援助活動の依頼によりアドバイザーが調整し、条件の合う

提供会員を紹介することで、保育園や学校への送迎、自宅での一時的な

預かりなどを行い、地域における住民相互の子育て支援を推進する。 

（平成 22年度に改定する「子育て支援計画」（次世代育成支援計画）に

おいても検討する予定である。） 

（実施：社会福祉協議会） 

                                                  
∗ ふれあいいきいきサロン事業 孤立や閉じこもりをなくし、仲間づくりの活動をすすめる地域の
方々の交流の場として、公共施設や寺院など地域の様々な場所で、食事会、趣味活動、おしゃべり

を楽しむなど自由な活動を行っています。こうしたサロン活動は、社会福祉協議会が支援していま

す。 
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５－３－８ 当事者及び家族の交流への支援 

現況（平成１９年度末） 目       標 

当事者同士で情報交換や気

軽に話をする、交流の場が求

められている。また、介護者

や障害児の保護者などは大き

な負担がかかっており、相互

の交流が情報交換や負担感の

軽減に果たす役割は大きい。 

 当事者や家族が交流を広げ、情報発信を行う機会を増やすため、グル
ープの活動や講演会など交流の機会に際して、情報提供を行ったり相談

に応じるなどきっかけ作りの支援を行うとともに、交流の場の確保につ

いてさらなる充実を図る。 
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第 7章 保健医療計画 

１ 現状 

 
○ かつてない急速な高齢化は、私たちの生活に様々な影響を及ぼしています。

疾病構造の変化もその一つです。戦後しばらくは感染症に対する医療や予防

を中心に保健医療施策が進められてきましたが、現在はがん、心臓疾患、脳

卒中など生活習慣に起因する疾病への対策が重要な課題になっています。高

齢化にともない医療需要は急増しており、社会保障制度の維持や生活の質の

確保のためにも、こうした生活習慣病を予防する対策に期待が集まっていま

す。 
 
○ 世界的に危惧されている新型インフルエンザの発生やテロの勃発なども

新たな健康危機としてとらえ、そうした緊急事態に対応する危機管理として

の公衆衛生行政を充実することにより、安心して生活し健康の維持増進に励

むことができる地域社会の実現が求められています。 
 
○ こうした変化を受けて、国は社会保障構造改革の一環として医療制度改革

を行い、医療法の改正や介護保険法などによる医療と保険の安定維持を図っ

ています。また平成 12年に壮年期死亡の減少や健康寿命の延伸と生活の質
の向上を目指して「健康日本２１」を策定し、この法的基盤として平成 14
年に「健康増進法」、17 年に「食育基本法」、18 年に「自殺対策基本法」、
19年に「がん対策基本法」が制定されています。 

 
○ 東京都においても、平成 13年に「東京都健康推進プラン２１」を策定、

18 年に糖尿病・がん・心の健康を３つの課題として「東京都健康推進プラ
ン２１後期５か年戦略」を策定しています。また平成 20年 3月には「東京
都保健医療計画」を改定し、がんや脳卒中などの生活習慣病に対する地域医

療連携体制を充実するとともに、健康危機管理体制の確保にも重点をおいた

体制づくりを目指しています。同時に、生活習慣病対策や健康づくりの機運

の醸成に取り組むため、予防重視の「東京都健康推進プラン２１新後期５か

年戦略」を策定し都民の健康づくり対策に取り組んでいます。 
 
○ 文京区においてもこうした経緯を受け、「健康ぶんきょう２１」の策定や、

これらの課題に迅速に対応するための組織改正を行ってきました。今回は、

これまでの保健計画の期間終了を期に、今後の「健康ぶんきょう２１」との

統合を視野に、新たに保健医療計画としてより区民の健康維持増進を実現す

る包括的な計画として改定を行います。 
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(１) 区民の健康意識 

本調査は、区民の健康状態や健康管理の方法、区の健康づくりに関す

る要望等を把握し、今後の文京区の保健行政を充実させることを目的と

して平成 18 年に実施しました。この結果の一部について掲載しました。 

    
○ 健康感 

非常に健康、健康を合わ   

せた「健康」は、男性で 68.7％、

女性で 75.0％と、「健康と感

じている人」は女性の方が多

い結果となりました。 
 
 
 
 

 
○ 健康への配慮の内容 
体重・健診・運動では男        
性が多く、食事・休養・健    

康情報では女性が多い結果    

となりました。  
   
 
 

 
 
○ 過去 1年間における、生活習慣病健診等の有無 
過去 1 年間に生活習慣病 

の健診を受けたことが、「あ

る」人は全体で約 7 割、男性

が 74.3％、女性が 65.3％と男

性の方が受診率が高い結果と

なりました。 

 
   
 

 
 

健康感

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

健康でない

あまり健康でない

健康

非常に健康

％

男

女

 

健康への配慮の内容

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

健康情報・知識

運動・スポーツ

定期的な健診

体重

過労・睡眠・休養

食事・栄養

％

男

女

生活習慣病健診等の有無

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

無回答

ない

ある

％

男

女
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○ 健診等の受診をきっかけにした健康管理への注意 
       

生活習慣病の健康診査を受

けた人で健診をきっかけとし

て健康管理に注意を払うよう

になったかを聞いたところ、

男女ともに約 6 割の人が「払

うようになった」と答えまし

た。 

 
   
 

○ 過去 1年間における、がん検診の受診 

    
胃がん、大腸がん健診の受

診率が全体で 30％を超えてい

ます。女性では子宮がん検診

の受診率が高く、なかでも 40

代では 45.8％と半数近くにの

ぼります。   

   
 
 

○ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの認知状況 
      

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑについて

「内容や意味を知っている」

と「名前だけは知っている」

を合わせた周知度は、男性で

90.5％、女性で 93.2％と圧倒

的多数の人が認識していると

いう結果となりました。 

 
 
 

 
 
 
 

健診後の健康管理

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

無回答

どちらともいえない

払わない

払うようになった

％

男

女

 

がん検診の受診

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

乳がん

子宮がん

肺がん

大腸がん

胃がん

％

男

女

 

ﾒﾀﾎﾞﾘｯｸｼﾝﾄﾞﾛｰﾑの認知状況

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

無回答

知らない

名前だけ　　　　　　
知っている

内容や　　　　　　　　
意味を知っている

％

男

女
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（２）区の保健医療統計 
○ 人口動態調査年次推移 

    出生数は、平成７年の 1029 人を底に増加傾向にあり、平成 19 年

では 1469 人(概数)まで回復しています。婚姻数も同様の推移を示し

ています。 

     昭和 60 年次から観測すると、死亡数は 1228 件から 1502 件(概

数)、離婚数は 245 件から 317 件へと緩やかに増加しています。 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

60 61 62 63 元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年

件

出生

死亡

婚姻

離婚

死産

昭和 平成

 
○ 文京区の主要死因の推移 
平成 19年の文京区の死亡者総数は 1502 人(保健所調査数)でした。 

主要死因別の総死亡に対する割合では悪性新生物が 31.6％、心疾患

が 15.2％、脳血管疾患が 10％と、生活習慣病が全体の約 6割を占め

ています。 

    

0

50

100

150

200

250

300

元 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 年

人

悪性新生物

心疾患

脳血管疾患

肺炎

自殺

不慮の事故
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                                資料：保健所事業概要 
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○ 年齢
※

調整死亡率 

① 総死亡 
文京区の年齢調整死亡率は、全国と比べて男性はやや低く、女

性は概ね同じくらいで推移しています。 
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② 悪性新生物 
悪性新生物の年齢調整死亡率は、男性では全国・文京区とも減

少傾向にあり、女性では全国・文京区とも概ね横ばいで推移して

います。 
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――――――――――――― 

※ 年齢調整死亡率とは、地域間の年齢構成の違いの差を取り除いて比較するために用いられる死

亡率で、基準人口（昭和 60 年モデル人口）に合わせて比較したものです。なお文京区の数値は、

各年の死亡数の変化を平準化するため、当該年度を含めた前後 3年間の死亡数で算出しています。 
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③ 心疾患 
心疾患の年齢調整死亡率は、男女とも文京区は全国より低く、

概ね横ばいに推移しています。 
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④ 脳血管疾患 
脳血管疾患の年齢調整死亡率は、男女ともに全国、文京区とも

に減少傾向にあります。 
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○ 平
※

均寿命 

文京区の平均寿命を全国・東京都・特別区と比較すると、平成 12
年は男女ともに低い状況でしたが、平成 17年の男性はやや高く、女
性ではほぼ同じくらいとなっています。 また、この 4 年間で全体
的に 1歳程度平均寿命が延びた結果となっています。 
 
① 男性 
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② 女性 
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資料：全国 ／厚生労働省「第 20回 生命表」 

東京都／厚生労働省「平成 17年 都道府県生命表の概況」 

文京区／厚生労働省「平成 17年 市区町村別生命表の概況」 

――――――――――――― 

※ 平均寿命とは、その人口集団の死亡状況が今後変化しないと仮定したときに、0 歳の者

が平均してあと何年生きられるかという期待値を表したものをいいます。 
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○ 65 歳健康寿命 

65 歳の人が、何らかの障害のために要介護認定(ここでは要介護２

の認定)を受けるまでを健康な状態と考えたとき、65 歳から要介護認

定を受けるまでの平均期間を、65 歳平均自立期間といいます。65 歳

健康寿命とは、65（歳）に、この 65 歳平均自立期間を加えたものを

いい、平成 18 年の文京区民の 65 歳健康寿命は男性が 82.1 歳、女性

が 85.4 歳となっています。 

    
① 男性 

年次 65 歳健康寿命

平成 16 年 81.6 歳 
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     ② 女性 
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平成 16 年 85.0 歳 
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（３） 地域保健医療施設 
○ 医療施設の概況 
① 病院 

      病院数 

 
病床数と種類 

 

診療科目別延べ件数 

内科 10 整形外科 8 皮膚泌尿器科 1

呼吸器科 6 形成外科 5 皮膚科 8

消化器科 4 脳神経外科 6 泌尿器科 6

胃腸科 1 呼吸器外科 3 肛門科 3

循環器科 6 心臓血管外科 4 リハビリテーション科 4

小児科 8 小児外科 2 放射線科 8

精神科 7 産婦人科 5 麻酔科 7

神経科 2 婦人科 4 歯科 5

神経内科 5 眼科 8 矯正歯科 2

リウマチ科 1 耳鼻咽喉科 8 小児歯科 1

外科 9 産科 1 歯科口腔外科 2

 
資料：東京都福祉保健局「平成 19年 医療機関名簿」 

   
 
 
 
 
 

 
 

病院施設数 救急指定医療機関 東京都指定二次救急医療機関 災害拠点病院 

11 7 6 5 

一般病床 療養病床 精神病床 感染症病床 結核病床 

5,348 74 131 10 47 
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② 診療所 
       診療所数 

総数 有床 無床 

250 15 235 

  
  診療科別延べ件数（平成 18年 10月 1日現在） 

内科 185 整形外科 27 ひ尿器科 9

呼吸器科 22 形成外科 7 性病科 2

消化器科（胃
腸科）

49 美容外科 3 肛門科 4

循環器科 33 脳神経外科 2
リハビリテー
ション科

22

小児科 59
心臓血管外

科
2 放射線科 6

精神科 21 産婦人科 5 麻酔科 7

神経科 12 産科 2 歯科 7

神経内科 12 婦人科 9 矯正歯科 1

心療内科 17 眼科 19 小児歯科 1

アレルギー
科

18 耳鼻咽喉科 16 歯科口腔外科 2

リウマチ科 1 気管食道科 2

外科 32 皮膚科 40
 

                    資料：東京都福祉保健局「東京都の医療施設」 

③ 歯科診療所 
       歯科診療所数 

総数 

237 

       診療科目別延べ件数（平成 18 年 10 月 1 日現在） 

歯科 矯正歯科 小児歯科 歯科口腔外科 

230 88 100 73 
 

資料：東京都福祉保健局「東京都の医療施設」 

④ 薬局 
薬局数 薬店数 

128 53 
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⑤ 助産所 
助産所数 

9 

       
○ 健康安全の統計  
① 区民の食品に関する苦情・相談件数の年次推移 

24519283613844
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② 生活衛生関係施設の概況 

(１)環境衛生関係施設総数 

6,734 

(２)食品衛生関係施設総数 

8,735 

(３)食鳥処理施設数 

8 

(４)薬事衛生関係施設総数 

3,862 
(５)畜舎(犬舎)数 

11 

資料：保健所事業概要 
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２ 重点課題 

 
○ 健康づくりの推進 

区民の健康づくりを推進するために、生活習慣や健康へのリスクファク

ターの視点から「健康ぶんきょう 21」平成 20 から 24 年度を策定しました。

これに生涯にわたる健康づくりを見据え、ライフステージごとに子育て支

援や介護予防の観点も不可欠です。 

 

○ 病気の予防と療養支援 

病気になったときは、早期の発見と治療が大切です。また、闘病が長期

にわたる場合には、療養生活の支援が必要になります。精神疾患の方は疾

病と障害を併せ持つ特性から、確実な治療の継続と相談体制や生活支援対

策の充実が求められています。進行性で原因が不明な難病への支援、大気

汚染を含む生活環境によるアレルギー疾患の予防など各種対策の拡充も必

要です。 

 

○ 地域医療の推進 

疾病の段階に応じて地域で適切な医療を受けるためには、かかりつけ

「医・歯科医・薬局」そして病院などがそれぞれの役割分担を明確にした

上で、それらを切れ目なくつなぐ医療連携対制の構築が重要です。そのた

めには区民に対する地域の医療機関に関する情報提供も求められています。 

 救急医療や大規模災害の初期対応は、第一義的には区の責任で整備されな

ければなりません。区民の安心・信頼を得る医療体制を地域で構築するた

めに、医療機関等と連携する取組みが必要です。 

 

○ 健康安全の確保 

   SARS や新型インフルエンザなど新たな感染症の危険性が指摘されるなか、

国、都と連携した健康危機管理体制の構築が必要です。また、食の安全確

保や理容・クリーニング・公衆浴場の衛生管理、水・空気を含む居住空間

の安全性確保、動物の適正飼育など、区民の健康な生活を維持するため、

それぞれの施策を着実にすすめる必要があります。 
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３ 計画事業と目標 

 
（１）計画の目標 

   すべての区民が健康を保持し、さらに健康を増進できるよう健康づくり

の推進を始め疾病の予防や早期発見に努め、安全な生活環境を守る施策を

実施することにより安全で健康な地域社会を目指します。 
   そのため、計画の基本目標を「健康づくりの推進」「病気の予防と療養支

援」「地域医療の推進」「健康安全の確保」とし、より具体的な取組みを進

めていきます。 
 
（２）基本的考え方 

次のような基本的考え方に沿って、施策を推進していきます。 
 
○ 健康づくりの推進のため、平成２０年度に「健康ぶんきょう２１」を改定

し具体的取り組みを明らかにしました。生涯にわたる健康づくりの実現のた

め、今回保健計画の改定時にさらに「母子の健康づくり」と「高齢者の健康

づくり」を取り上げ、区民１人ひとりが主体的に健康づくりを進め、健康へ

の意欲を持続できるよう、仲間づくりや環境の整備に及ぶ取組みを実施して

いきます。 
  保健に関する２つの計画は、総合的な保健医療計画として統合することが

望ましいとされています。そのため、「健康ぶんきょう 21」計画の終期である
平成 24年度に「保健医療計画」と「健康ぶんきょう 21」を統合します。 

 
○ 疾病の対策として、早期発見と治療の支援とともに、長期治療に対する療

養支援や精神疾患患者への相談体制や医療費補助、難病患者への国・都の医

療費助成や訪問診療施策に加え在宅医療体制の整備を含む療養支援の拡充を

行います。また、呼吸器疾患対策として、公害健康被害補償や大気汚染医療

費助成はじめとする被認定者の健康回復及び保持・増進事業を行うとともに、

増加するアレルギー疾患への取組みを進めます。 
    

○ 疾病の予防から治療、療養まで、健康を回復・維持する医療や関係する医

療機関に対し、かかりつけ「医、歯科医、薬局」から病院、在宅医療まで、

それぞれの機関に応じた役割分担を明確にします。そして、地域全体で切れ

目ない医療が提供される体制を整えていきます。また、災害時の医療を含め、

地域の医療体制の充実を図るため、地域の医療連携の構築を進めます。 
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○ 健康に生活することを維持するために、BSE の発生や偽装事件に対する食
の安全、新型インフルエンザへの対応など新たな感染症等への健康危機管理

対策を、国や都と連携した予防対応策を構築します。 
  また、日常利用する理容・美容・クリーニング・公衆浴場等の施設に対し

衛生管理の徹底を図るため、適切な指導と情報提供を行います。 
  居住環境では水や空気の安全確保、愛玩動物の適正飼育による動物との共

存を目的とした事業を進めます。 
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中項目 小項目

【凡例　各分野別計画に共通】
・小項目の枠囲みは表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。
・他の分野との重複掲載事業については、小項目の末尾に（　　　）または＊がついています。
　（　　　）・・・本計画（保健医療計画）で取り上げています。
　＊・・・他の分野別計画で取り上げています。
　重複掲載事業の表記は、分野別計画の頭文字＋事業ごとの連番または大中小項目の枝番で表記しています。
　子・・・子育て支援計画、高・・・高齢者・介護保険事業計画、障・・・障害者計画
　保・・・保健医療計画、地・・・地域福祉の推進計画

・      ・・・「健康ぶんきょう２１」計画に記載

１栄養・食生活の改善

２身体活動・運動の定着

１
健
康
づ
く
り
の
推
進

２　母子の健康づくり

５アルコール

３こころの健康づくり

４たばこ

１　健康的な生活習慣の確立

６歯の健康

２妊娠したときからの支援

１保健サービスと介護予防事業の提供

(子２５）

(子２３）

１性教育の充実

３新生児期からの育児支援

２療養支援

２在宅医療体制の整備

２
病
気
の
予
防
と
療
養
支
援

２医療の確保

３　高齢者の健康づくり

１　糖尿病・循環器病

５　公害保健、アレルギー対策

４　難病対策
１療養支援

(3) 保健医療計画体系図

大項目

３アレルギー予防

１医療費助成

３　精神保健医療対策

２　がん対策

１相談体制

３退院促進・地域生活支援

（高２－５－２）

４普及啓発、団体支援

２精密検診結果把握率の向上

１がん検診受診者の増加

２地域支援のためのネットワークづくり

１メタボリックシンドロームの予防

＊障１－５－３
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中項目 小項目

(子３７）

４　快適な居住環境の確保

大項目

３
地
域
医
療
の
推
進

４
健
康
安
全
の
確
保

３安心・安全な飲料水の供給確保

３　環境衛生の推進

２ひとにやさしい居住環境の創生支援

３医薬品等の安全対策の推進

４毒物・劇物による事故防止の徹底

２ 初期救急医療･災害時医療の確保

６　健康危機管理体制の強化

１動物由来感染症に対応する体制の整備

１自主管理を推進する人材の育成

１区民向け啓発事業の充実

１　地域医療連携の推進

１初期救急医療の確保

２効果的な監視・指導の充実

１感染症対策

２有害食品の排除

１食品衛生関係施設の衛生確保

３結核対策

２かかりつけ「医・歯科医・薬局」の確保

２予防接種

１医療安全支援センターの設置

３区民への迅速・的確な情報提供

４安心して暮らせるネズミ・衛生害虫対策の拡
充

３　医療安全の推進と医務薬事

５　動物衛生の推進

２　食品衛生の推進

３食中毒の未然防止

１　感染症対策

４HIV,性感染症対策

２犬猫飼い主の適正飼養の推進

６免許事務の迅速化

１区民への情報提供

２関係機関との連携強化

３災害医療の確保

３地域医療連携体制の構築

１健康危機管理の総合的な推進

３飼い主のいない猫の不妊手術助成の拡充

５家庭用品による区民の健康被害の防止

２小児初期救急医療の充実

２医療監視の充実
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（４） 計画事業 

 

１ 健康づくりの推進 

健康づくりの目的は「生涯にわたり豊かで充実した人生を実現し、より高

い生活の質（QOL）を維持しながら、健康寿命を延伸すること」にあります。

そのためには、区民一人ひとりが主体的に健康づくりを進めるとともに、そ

うした意欲を持続できるよう支援することが必要です。そのための仲間づく

りを支援し、健康的な環境を整備します。 

   この健康づくりの推進は、主として平成 20 年度に改定した「健康ぶんきょ

う２１」に記載しています。この計画の特徴として、「がん」「循環器病」「食

育」をはじめとする新しい分野を加えたほか、分野ごとに重点目標を定め具

体的取り組みを明確にしました。 

  今回の保健医療計画の改定に際しては、「健康ぶんきょう２１」で定めた取

り組みに加え、「母子の健康づくり」と「高齢者の健康づくり」を位置づけ、

様々な保健事業の推進について記載しました。区は、区民の健康保持の基本

となる取組みに、区民の参加や NPO・企業の協力を得て、区全体をあげて取り

組みます。 

 

１－１ 健康的な生活習慣の確立 

    死亡原因の多くを占める、がん・心臓病・脳卒中・糖尿病などの生活

習慣病を予防するために、留意すべき生活習慣は栄養・運動・たばこ・

アルコール・口腔など様々な分野にわたります。区では、特に重要な課

題について、区民の健康づくり計画である「健康ぶんきょう２１（平成

20～24 年度）に分野別目標と具体的な行動目標を設定し、生活習慣の改

善に取り組んでいます。 

１－１－６ 歯の健康 

現況（平成 19 年度末） 目標 

歯周疾患検診 

・対象者 満 40・50・60・70 歳 

・受診者数 1,133 人 

・受診率  10.9％ 

 成人の口腔衛生の保持増進を図り、かかりつけ歯科

医をもつ機会を提供するため、歯周疾患検診を実施す

る。 

・対象者 満 30・40・50・60・70 歳 

・受診率 15％ 
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１－２ 母子の健康づくり 

母子保健事業は、子どもを健やかに産み、育てるための活動であると

同時に、生涯を通じて健康な生活を送る健康づくりのための基礎となる

重要な活動です。しかし、育児不安や児童虐待の問題等、母子保健を取

り巻く厳しい状況が続いています。区では、乳幼児期に必要な情報の提

供や母親同士の交流事業を実施し、母親の育児不安の解消や乳幼児虐待

予防に取り組んでいます。 
 
１－２－２ 妊娠したときからの支援 

現況（平成 19 年度末） 目標 

妊婦健康診査受診票交付 

 一般健康診査 １人当たり 

 2 枚 

 超音波検査  満 35 歳以上 

1 枚 

妊婦の健康リスクを把握し安全な出産に導き、また経

済的負担を軽減するため、公費負担による妊婦健康診

査の拡充を図る。さらに「妊婦歯周疾患検診」を実施

し、歯周疾患のリスクが高まる妊娠期の口腔衛生の向

上を図る。 

・一般健康診査 1 人当たり 14 枚 

・都外医療機関・助産所での健診に公費負担を実施 

・超音波検査  1 人当たり 1 枚 

・歯周疾患検診 1 人当たり 1 枚 

 
 
１－２－３ 新生児期からの育児支援 

現況（平成 19 年度末） 目標 

新生児訪問 

 

訪問件数   665 件 

訪問の対象を新生児から生後4か月までの乳児に拡大

し、全戸訪問を目指して訪問事業の充実を図る。 

保健師・助産師が家庭を訪問し、産婦の心身の健康管

理及び新生児の発育、栄養、生活環境、疾病予防につ

いて助言を行うことにより、親の育児を支援し、新生

児の健やかな成長を促す。 

・訪問件数 1,000 件 
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１－３ 高齢者の健康づくり 

元気高齢者、特定高齢者を対象とした地域の身近な施設における健康

づくり活動や学習機会の充実等により、「介護予防」を推進し、高齢期の

健康の保持・増進を図っていきます。さらに、高齢者自らが日常生活に

おいて寝たきり予防に積極的に取り組むことができるように、地域にお

ける自主活動の支援を行います。 
また、閉じこもりがちな高齢者等を把握し、介護予防事業に結び付け

るため、保健師等の訪問活動や地域の関係機関（医師会、民生・児童委

員、話し合い員など）との連携を行う地域支援のためのネットワークづ

くりを進めます。 
 
１－３－１  保健サービスと介護予防事業の提供 

現況（平成 19 年度末） 目標 

・特定高齢者介護予防事業 

 

生活機能評価で把握された特定

高齢者を対象に、運動機能・口

腔機能の低下、低栄養のリスク

等を改善するための介護予防プ

ログラムに基づく「介護予防教

室」を、区内の 10 会場において

実施している。  

高齢者が身近な地域で教室に参加できるようにする

ため、「介護予防教室」の会場数を 13 会場に拡充す

る。 

 ・筋力向上トレーニング教室 

 ・筋力向上マシーントレーニング教室 

 ・栄養改善教室 

 ・口腔機能向上教室 
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２ 病気の予防と療養支援 

区民の健康を脅かす病気はたくさんあります。中でもメタボリックシンドロ

ームやがんを始めとする生活習慣病対策は重要です。これらの予防のためには、

健康づくりが最も大切ですが、かかってしまった場合には早期発見して治療に

つなげることや、療養生活の支援が欠かせません。 
   この保健医療計画では、精神疾患や難病疾患、公害保健、アレルギー対策に

ついても記載しました。これらの疾患に対しては確実な治療を継続することが

大変重要であり、そのための療養支援や医療費助成など様々な施策が講じられ

ています。また、さらに療養しやすい環境づくりのための相談体制の充実も望

まれます。 
  
２－１ 糖尿病・循環器病 

糖尿病や心臓病・脳血管疾患などの循環器病は内臓脂肪型肥満が関連

することがわかっています。糖尿病や循環器病を減らすためにメタボロ

ックシンドロームの予防対策を充実します。 
     区では平成 19 年度まで老人保健法に基づき、40 歳以上の区民を対象

に生活習慣病の早期発見を目的とした基本健康診査を実施してきました

が、平成 20年度からは高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、医療
保険者として 40歳以上の国民健康保険加入者を対象に、特定健康診査・
特定保健指導を実施し受診率の向上に努めています。また、各医療保険

者が実施する特定健康診査の対象とならない40歳以上の区民に対しても、
健康増進法に基づき同様の健康診査を実施します。 

 
２－１－１ メタボリックシンドロームの予防 

      ここでは、医療保険者として実施する特定健康診査・特定保健指導を計画

事業として取り上げます。 

現況（平成 19 年度末） 目標 

―――――――― 

1 特定健康診査受診率(国民健康保険加入者)の向上 

   (特定健診実績報告) 

 平成 23 年度：60.0％ 平成 24 年度：65.0％ 

2 特定保健指導実施率の向上(特定保健指導実績報

告) 平成 23 年度：40.0％ 平成 24 年度：45.0％  

3 メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減

少(特定健診実績報告)  

  平成 24 年度：平成 20 年度に比べ 10％減少 
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２－２ がん対策 

       がん予防の取り組みの最終的な目標は、がんによる死亡率の減少です。
がんは、症状が現れたときには進行していることが多いため、症状が現

れる前に早期に発見して治療することが重要です。 
近年、がんの診断・治療技術は進歩しているため、今後は早期発見・早

期治療のために、がん検診を受診する人がさらに増加することを目指しま

す。 
 
２－２－１ がん検診受診者の増加 

現況（平成 19 年度末） 目標 

がん検診受診率 

乳がん  平成 19 年度：6.7％ 

子宮がん 平成 19 年度：12.0％ 

胃がん  平成 19 年度：13.5％ 

1 がん検診受診率の向上(がん検診実績報告) 

  平成 23年度 乳がん 14％ 子宮がん 16％ 胃が

ん 18％ 

 

2 乳がん精密検診結果把握率の向上(乳がん検診実

績報告) 

  平成 23 年度 30.0％ 

 
２－３ 精神保健医療対策 

精神保健福祉施策は「入院医療中心から地域生活中心へ」と大きな転

換期を迎えています。そのため精神障害者の保健、医療、福祉に関する

施策を総合的に実施し、精神障害者の社会経済参加を促進させていきま

す。また、「疾病」と「障害」を合わせ持つ精神障害者が地域で安心して

生活できるように、支援していくことが重要です。 
 
２－４ 難病対策 

難病患者の安定した療養生活の確保と、難病患者および家族の生活の

質の向上のため、医療を含めた療養の相談や在宅療養支援の様々な施策

を充実します。 
 
２－５ 公害保健、アレルギー対策 

公害健康被害の認定を受けている方の健康の回復・保持・増進を図る

ためのリハビリテーション事業や大気汚染の影響による健康被害を予防

するための機能訓練事業を行うことにより、被害者等の保護及び健康の

確保を目指します。また住環境、スギ花粉など様々な発症のリスク要因
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が区民を取り巻く中、アレルギー疾患へ理解を深めるため正確な情報を

提供するように努めていきます。 
 
 

 

３  地域医療の推進 

現在文京区は、１１の病院、250 の診療所、237 の歯科診療所及び 128 の
薬局等を有し、医療提供施設に非常に恵まれた地域となっています。 
区民が地域において安心して医療を受けられるよう、医療安全体制の整備

をすすめるとともに、地域の医療提供施設それぞれの機能に応じた役割分担

と連携を促進します。 
また、事故や急病などの救急時や大規模震災等の災害時でも、必要な医療

を受けられる体制の確保に努めます。 
 
３－１  地域医療連携の推進 

区民が適切に保健医療サービスを利用できるよう、健康に関する情報

を提供し、正しい知識の普及啓発を実施します。 
    また、区民に適切な医療を提供するためには、地域の医療提供施設が

それぞれの機能に応じた役割分担の下に、連携体制の強化を図る必要が

あります。今後は、区内の病院と地区医師会・歯科医師会・薬剤師会等

との検討の場を設定することにより、二次医療圏の連携に加え、地域医

療連携の推進に努めます。 
 
３－１－３  地域医療連携体制の構築 

現況（平成 19 年度末） 目標 

――――――― 

区民に切れ目ない医療を提供するための地域医療連

携について協議するため、地区医師会、歯科医師会、

薬剤師会、区内の大学病院・都立病院、訪問看護ステ

ーション、管理栄養士等を委員とする（仮称）地域医

療連携推進協議会を設置する。 

 
３－２  初期救急医療・災害時医療の確保 

平成 20年 8月 1日現在、東京都指定二次救急医療機関を区内に７施設、
また、東京都災害時拠点病院は５病院有しており、医療資源に非常に恵

まれた地域となっています。 
小児救急医療に関しては、成人に比べて小児は夜間の救急患者の割合
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が高いのですが、入院に至らない比較的軽症な患者が大部分を占めてい

るのが現状です。 
    このため、夜間にも身近な地域で小児の初期救急診療が受けられるよ

うな体制整備をはかるとともに、保護者が子どもの体調の変化に適切に

対応できるよう、子どもの病気や怪我に関する知識の普及啓発を推進し

ます。 
    また、災害時における初動期の医療救護体制を担保するため、区内各

所に災害用医療資材を配備し、文京区総合防災訓練には実際に医師を派

遣しトリアージ等の訓練を行っています。 
 
３－２－２  小児初期救急医療の充実 

現況（平成 19 年度末） 目標 

――――――― 

子どもの救急医療受診の必要性について、保護者が適

切に判断できるようなガイドブックを作成し、子ども

を持つ家庭に配布する。 

 また、平日準夜間の小児初期救急医療体制に関する

検討の場を設定する。 

 
３－３ 医療安全の推進と医務薬事 

    平成 18年の医療法改正により医療関係情報提供の推進、医療安全確保
のための体制の整備等が規定されました。これを受けて文京区でも医療

機関案内や医療相談に対応するために「患者の声相談窓口」を開設しま

した。同時に、相談窓口と連携した医療監視体制を充実させることによ

り医療における安全の確保を図っています。 
 
３－３－１ 医療安全支援センターの設置 

現況（平成 19 年度末） 目標 

――――――― 

平成 20 年度に開始した「患者の声相談窓口」では、

区民からの医療に関する相談について、専任看護師 1

名が専用電話で対応している。機能を強化拡充し、相

談対応だけではなく、医療に関する講演会や医療機関

への最新情報の提供も行うことができる専門スタッ

フによる医療安全支援センターの設置を行い、文京区

における医療の安全の実現を目指す。 

・医療安全支援センター １か所  講演会 １回 
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４  健康安全の確保 

昨今ＢＳＥの発生や続発する偽装事件により食の安全への信頼が揺らいで

います。一方交通機関の発達に伴いＳＡＲＳや新型インフルエンザをはじめ

とした新たな感染症流行の危険性が高まり、区民の健康を守る迅速で的確な

対応が必要になります。 
また区民が日常利用する理容・美容・クリーニングや公衆浴場など区民の

健康に影響を与える事業者の衛生管理が適切に実施できるよう情報提供や指

導に努めます。また、水や空気の安全性の確保や動物の適正飼養による健康

危害の防止のために人と動物が共存できる地域社会の実現を目指し具体的な

提言をしていきます。 
 
４－１ 感染症対策 

    感染症の完全撲滅は大変困難で、近年の麻しんの流行や結核など古い

感染症もなくなったわけではありません。また新型インフルエンザなど

常に新しい感染症の出現する危機があること、海外からの感染症の流入

の危険が常にあることも考えておく必要があります。文京区では、区民

への正確な情報提供に努めるとともに、予防接種率の向上など、積極的

に感染症対策を行っていきます。 

 

４－１－２ 予防接種 

現況（平成 19 年度末） 目標 

平成 19 年度 

MR（麻しん・風しん）予防接種数

第 1期 1291 人 

(対象者 1317 人 接種率 98.0％）

第 2期 1149 人 

 (対象者1288人 接種率89.2％）

麻しん予防接種の接種率９５％以上を目指す。 

 
４－２ 食品衛生の推進 

区民・食品関係事業者・行政のリスクコミュニケーションの充実、及

び食品関係施設の自主管理の推進を中心に、地域の実状に合わせた監視

指導を行うことにより文京区における食品等に起因する衛生上の危害の

発生を防止し、区民の食生活の安全を確保します。 
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４－３ 環境衛生の推進 

理・美容所、クリーニング所、公衆浴場、興行場、旅館業、プール、

墓地、大規模建築物等の環境衛生関係施設における、空気環境や水質等

の衛生状態を良好に保ち、区民が安心して利用できる状態を確保します。 
 

 

 

４－４ 快適な居住環境の確保 

住まいをとりまく水・空気・ダニ・カビ・アレルゲン等について、正

確で最新の情報提供や助言を行い、区民が自らの判断に基づき、安心・

快適な居住環境で暮らせるよう支援していきます。 
 
４－５ 動物衛生の推進 

狂犬病等の人畜共通感染症を防ぐ事業やペットによる糞尿等の生活被

害を防ぐための適正飼養を指導する事業および外猫を減少させる事業を

推進し、ペットと人が穏やかに共生できる社会の実現をめざします。 
 
４－６ 健康危機管理体制の強化 

新興・再興感染症や生活環境に由来する食中毒・飲料水の事故及びＮ

ＢＣ（核・生物・化学兵器）テロなどのさまざまな健康危機から区民の

健康と生命を守るために、保健所機能の強化及び関係機関との連携・協

働して対応できるよう管理体制のさらなる充実を図ります。 
 
４－６－１ 健康危機管理の総合的な推進 

現況（平成 19 年度末） 目標 

健康危機管理マニュアルの整備 

（文京区健康危機管理マニュア

ル 平成 15 年 7 月 1日施行） 

健康危機管理と公衆衛生の拠点としての保健所機能

の強化と協働体制を構築するため、庁内体制を再確

認する必要がある。また、原因不明の健康危機の発

生や直下型地震や都市型水害などの自然災害に伴う

健康危機、無差別テロや大規模事故に伴う化学性毒

物・予知できない想定外の健康危機に直面したとき、

迅速な対応で被害を最小限にすることが必要であ

り、現在の健康危機管理マニュアルを改正する。 
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第８章 地域福祉の推進計画 

 
１ 地域福祉の推進の現状 

 
 ○ （社福）文京区社会福祉協議会は、会員の理解と協力を得ながら、区民

の自主的な参加による福祉活動の推進と、区民及び各団体との連携、協働

による地域福祉の推進を図ることを目的として活動しています。 
   文京区社会福祉協議会では、福祉の地域づくりのために、ボランティア・

市民活動センターの運営やＮＰＯ活動への支援を行うとともに、地域の協

力会員によるホームヘルプサービスや、ふれあいいきいきサロン（小地域

グループ活動）事業など様々な活動を実施しています。 
 
【図表】８―１ ホームヘルプサービスの利用状況 

利用時間数（延べ利用時間）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000時間

家事援助 12,784 11,626 11,815 10,531 

介護援助 9,606 10,588 10,870 12,175 

大掃除援助 1,301 1,617 2,394 3,122 

16年度 17年度 18年度 19年度

　　　　　　　　　　　　　　　資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成20年版）
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【図表】８―２ ファミリー・サポート・センターの利用状況 

総活動件数と総活動時間数

0

2,000

4,000

6,000

8,000件

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

総活動件数 5,745 6,667 7,012 7,276 

総活動時間 12,204 12,597 12,333 12,667 

16年度 17年度 18年度 19年度

時間

　資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成20年版）
 

 
【図表】８―３ ふれあいいきいきサロンの設置状況 
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18,000

サロン数（箇所） 22 32 42 49 

開催回数（回） 402 490 693 859 

参加人数（人） 6,036 9,524 14,639 16,998 

ボランティア人数（人） 1,174 1,572 2,141 2,581 

16年度 17年度 18年度 19年度

人
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 ○ 民生委員は、常に住民の立場に立って地域生活の中で、生活上の様々な問

題を抱えている人々の最も身近な地域の相談支援者として、幅広く相談助言

や援助活動等を行っており、児童委員も兼ねています。 
   福祉関係の行政等の機関と協働し、問題がある時は速やかに連絡を取り

合う等の調整役としても活動しています。 
   また民生委員の活動を支援していくために、平成１９年度から民生委

員・児童委員協力員が新たに設置されました。 
   民生委員・児童委員は文京区に１４６人、民生委員・児童委員協力員は

１２人います。 
 
【図表】８―４ 民生委員・児童委員の活動状況 

  活動内容 17 年度 18 年度 19 年度 

高齢者に関する 2,565 2,702 2,520 

障害者に関する 297 242 190 

子どもに関する 546 404 394 

その他 649 578 523 

分
野
別
相
談
指
導
件
数 計 4,057 3,926 3,627 

調査・実態把握 1,997 1,552 14,284 

行事への参加 4,916 5,525 6,204 

地域福祉・自主活動 2,276 2,647 2,665 

民児協運営研修 6,574 6,040 6,243 

証明事務 150 123 80 

そ
の
他
活
動 

要保護児童発見 62 27 26 

訪問連絡活動 4,862 5,356 7,683 

その他 13,923 13,873 26,460 

委員相互 15,675 15,694 15,724 

訪
問
連
絡 

その他 8,750 8,730 8,458 

活動日数 20,214 20,782 20,554 

資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成 20年版） 
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○ 話し合い員は、孤立しがちなひとり暮らしの高齢者や身体障害者の家庭に

定期的に訪問し、生活や身の上の問題の相談相手になっています。 
  話し合い員は、文京区に４４人います。 
 
○ 身体障害者相談員は、身体障害者の地域活動の推進、更生援護の相談や指

導等を行っています。知的障害者相談員は、知的障害者の家庭での療育や生

活等に関する相談・指導・助言等を行っています。 
  身体障害者相談員は、文京区に６人、知的障害者相談員は、文京区に４人

います。 
 
○ 青少年対策地区委員会は、青少年の健全育成を図り、様々な青少年問題の

解決に向けて活動する自主的な団体で、町会、ＰＴＡ、保護司会、青少年委

員会、民生委員・児童委員協議会、体育指導委員会等多くの団体からの参加

によって構成されています。 
   青少年対策地区委員会は、地域活動センターの管轄区域を単位として９

地区に分かれ、それぞれ地域の特徴ある事業を行うとともに、９地区合同

行事等も実施しています。 
 
○ 震災時に自力で避難することが困難な高齢者や障害者等を地域で支援す

るため、平成２０年度に災害時要援護者名簿及び災害時要援護者支援マニュ

アルを作成しました。 
  区では、警察署、消防署、町会、自治会及び民生・児童委員などの関係機

関と協力し災害時における要援護者の安否確認、避難誘導等の支援を行いま

す。 
 
○ 高齢者の方々が、住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、民生

委員・児童委員、町会、話し合い員、高齢者クラブ、介護相談協力薬局・薬

店、警察署、消防署など様々な協力機関がネットワークをつくり、声かけ・

見守り等を行い、緊急対応も含め高齢者の生活を支援しています。このネッ

トワークを、「文京区ハートフルネットワーク」といいます。各団体の代表

による「安心ネットワーク連絡会」を開催し、連携を深めています。民間協

力機関も新聞販売店、牛乳販売店など参加団体も着実に増えています。また、

シンボルマークを公募し、活動の周知等に活用しています。 
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○ 児童虐待防止ネットワークの充実 
児童虐待の未然防止、早期発見、迅速・的確な対応を行うため、学校や幼稚

園、保育園、保健サービスセンター、民生委員・児童委員、医師会、歯科医師

会、警察、子ども家庭支援センターなど、子どもにかかわる関係機関によるネ

ットワーク組織として、文京区要保護児童対策地域協議会（平成１９年１２月

文京区児童虐待防止ネットワーク連絡会から改組）を設置しています。また、

「児童虐待防止対応マニュアル」を作成し関係機関に配布、周知しています。 
 
○ 区では、だれもが地域で安心して生活できるよう、ユニバーサルデザイン

の考え方を取り入れた文京区福祉環境整備要綱を制定し、福祉のまちづくりを

総合的に進めています。 
   区道については、１，４６７か所を、公園については６７か所をバリアフ

リー化しています（平成１９年度末現在）。 
  また、公共的な建築物等の新築や改築の際には、建築主等は構造や設備等

への配慮を加えた上で、区と協議することとしています。 
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【図表】８―５ バリアフリーの道づくりの整備状況 
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【図表】８―６ バリアフリーの公園づくりの整備状況 
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【図表】８―７ 福祉環境整備要綱に基づく協議件数 
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資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成 20年版） 

 
 
 
○ 福祉サービス等の利用に際して、可能な限り利用者本人の判断能力を生か

し、自己決定権を尊重するために、あんしんサポート事業や成年後見制度に

ついての相談や啓発事業等を社会福祉協議会とともに実施し、制度に対する

理解と利用の支援をしています。 
 
【図表】８―８ あんしんサポート文京の利用件数 
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資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成 20年版） 
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 ○ 生活上の困難を抱え、支援を必要とする人に対して、最低限度の生活を保

障するとともに、その自立を助長するために生活保護を実施しています。 
   長く続く厳しい雇用・所得環境や高齢化の進行等のため、文京区の保護

率の推移をみると、平成７年度の５．６‰から平成１９年度の８．５‰へ

と増加しています。保護の開始及び廃止の世帯数は、平成１９年度では開

始３７８世帯、廃止３２２世帯でした。 
 
【図表】８―９ 被保護者の動向 
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資料：ぶんきょう（文の京）の社会福祉（平成 20年版） 
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２ 地域福祉の推進に関する重点課題 

 
○ 地域福祉の活動団体や地域住民との連携 

  地域福祉の推進に当たっては、行政と福祉関係事業者、福祉サービス利用

者、地域住民などがそれぞれの責務を踏まえ、地域で支え合い、協働してい

くことが必要です。 
地域で福祉活動を行っている社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、青

少年対策地区委員会などの団体や話し合い員、ボランティア、住民などと連携

し、地域福祉向上に努めるとともに、地域住民と地域の福祉関係機関を含めた

福祉のネットワークの充実を図り、高齢者、児童、災害時要援護者等への見守

り・支援を進めます。 
 
○ バリアフリーのまちづくりの推進 

  高齢者、障害者や子育て中の方などが、自立し安心して地域で生活するこ

とができるよう、道路、公園、建物、駅などの社会基盤のバリアフリーを進

めます。また、こころのバリアフリーや地域の生活情報・行政情報などのバ

リアフリーについても取り組み、地域の身近な生活空間のバリアフリーを推

進します。 
 
○ 福祉サービス利用援助事業及び成年後見制度の普及 

  高齢者、障害者などが、安心して福祉サービスを利用し、自らの意思に基

づいて自立した生活ができるよう、文京区社会福祉協議会などと連携し、福

祉サービス利用援助事業の普及を図り、成年後見や福祉サービスの苦情申立

てなどについての相談・支援体制の充実を進めます。 
 
○ 要援護者への支援 

  路上生活者が自立し社会復帰するために、自立支援センターなどの施設を

東京都や他の特別区と共同して設置し、一時的な宿泊援護、生活や就労の相

談・指導を行います。 
また、DV被害者や被虐待児童などに必要な相談と援助を行い、これら要援
護者の安全を確保し安心して生活していくことができるように支援します。 
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３ 計画事業と目標 

 

（１）計画の目標 

 地域福祉に関する施策を総合的・効果的に推進していくために、社会福

祉協議会をはじめ、地域において様々な福祉活動を行っている団体への支

援・連携を一層推進するとともに、地域の福祉ネットワークの充実を図り

ます。 
また、高齢者や障害者の方々が地域で安心し自立した生活を営むことが

できるように、各種福祉サービスの利用援助や権利擁護への取り組み、ボ

ランティアやこれからの福祉を担う人材育成支援、バリアフリーのまちづ

くりを進めます。 
 
 
（２）基本的考え方 

 ○ 地域福祉を推進するには、地域の構成員である住民や福祉関係団体と

事業者などが協力・連携し、地域における様々な福祉の課題を解決して

いくことが重要です。そのために、文京区社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、話し合い員及び青少年対策地区委員会等の地域における福祉

活動団体等との支援・連携を推進します。 

 

  ○ 地域で支援を必要とする方々が、住み慣れた地域で安心して生活して

いくためには、地域全体の見守りが重要です。ひとり暮らしの高齢者や

災害時要援護者、児童等を地域住民や様々な団体、関係機関と区が連携

して見守っていく地域の福祉ネットワークの充実を図ります。 

 

  ○ 高齢者、障害者や子育て中の方々などが安心して生活し、積極的に社

会参加ができるように道路、公園、公衆便所等の社会基盤のバリアフリ

ー化を進めます。また、人々の心のバリアフリーや地域の身近な生活環

境のバリアフリーを推進します。 

 

  ○ 高齢者や障害者が自らの意思に基づいて福祉サービスを選択し、適切

に利用できるよう、社会福祉協議会と連携して相談機能の充実を図り、

福祉サービスの利用促進や成年後見制度への理解を広め、制度利用の支

援を推進します。 

 

○ 地域福祉を推進するため、専門知識・資格を有し職業として福祉業務
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に従事する方を育成・支援することにとどまることなく、ボランティア

など、広く地域福祉に携わる方の育成・支援が必要です。そのため、社

会福祉協議会や様々な福祉関係団体と連携・協働し、福祉を担う人材の

育成・支援を推進します。 

 

○ 病気やけがなどのほか、様々な事情で生活に困窮している方々に対し、

必要な保護を行い、就労支援や生活援助などを通じて地域の中で自立し

た生活が営めるよう支援します。 

生活に困窮し公園や道路で生活している路上生活者に対しては、自立に

向けて、東京都や他の特別区と協力して取り組みます。 
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（３）地域福祉の推進計画体系図

中項目

(子43、44、高1-4-1、2
 障5-3-3、4、5）

(高4-4-3
 障5-3-6）

(高4-4-4
 障5-3-7）

(高4-5-7
 障1-9-1）

(高4-2-1
 障1-8-1）

(高4-2-2
 障1-8-2）

(子17、高3-4-3
 障1-8-3）

(高1-4-3
 障5-3-1）

【凡例　各分野別計画に共通】
・小項目の枠囲みは表示事業は、計画目標を掲げ進行管理の対象とする予定の事業です。
・他の分野との重複掲載事業については、小項目の末尾に（　　　）または＊がついています。
（　　　）…本計画（地域福祉の推進計画）で取り上げています。
　＊…他の分野別計画で取り上げています。
　重複掲載事業の表記は、分野別計画の頭文字＋事業ごとの連番または大中小項目の枝番で表記しています。
　子…子育て支援計画、高…高齢者・介護保険事業計画、障…障害者計画

2 地域福祉推進本部の運営

DV被害の防止・被害者救済

2 男女平等参画啓発事業の実施

生活保護受給者の自立支援

1 男女平等参画推進計画の実施・改定
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　４　福祉サービスの利用促進・権利擁護
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障害者週間記念行事「ふれあいの集い」

福祉を担う人材育成への支援

あんしんサポート文京への支援

成年後見制度の利用促進

第三者評価制度の利用促進

ボランティア・市民活動センターへの支援

情報のバリアフリーの推進

福祉サービスに対する苦情申し立て・相談対応の充実

　５　福祉教育の推進

　７　生活福祉要援護者への支援

2

2

3

1

シルバー人材センターの活動支援

　８　男女平等参画の推進

災害時要援護者への支援体制の充実

　９　地域福祉計画の策定及び進行管理

3

　３　バリアフリーの推進 道のバリアフリーの推進

4

7

民生委員･児童委員協議会への支援・連携

2 路上生活者の自立支援

心のバリアフリーの推進

公園のバリアフリーの推進

6

1 文京区福祉環境整備要綱等に基づく指導

児童・生徒のボランティア活動の推進

1

大項目

1

5

2

3

4

地
域
福
祉
推
進
の
た
め
の
支
援
及
び
整
備

　１　地域福祉の活動団体への支援・連携

3

小項目

地域福祉推進協議会の運営1

1

社会福祉協議会への支援・連携

青少年対策地区委員会への支援・連携

各種地域福祉活動団体への支援・連携

児童虐待防止ネットワークの充実

5

トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり）

1

4

ハートフルネットワーク事業の充実

話し合い員との連携

*子61

（高4-4-1）

（子134、障4-1-2）

（子132、障4-1-3）

（子133、障4-1-4）

*子45

（子131、障４－１－１）

*子18

8 福祉有償運送事業への支援

（障4-1-5）

＊障4-3-2

＊障4-3-4

（障4-2-4）

（障1-8-4）

*障3-9-2

2
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（４）計画事業 

 

   地域福祉を推進するためには、地域福祉計画の各分野別計画である子育

て支援計画（次世代育成支援行動計画）、高齢者・介護保険事業計画、障害

者計画及び保健医療計画において、これらに関係する諸施策を横断的に推

進していくことが重要です。 

そのために、社会福祉協議会が実施しているいきいきサービス等の事業

に対する支援を充実させるとともに、ハートフルネットワーク事業等、地

域の福祉ネットワークを充実させていきます。また、誰もが安心して生活

を営むことができるように、成年後見制度の利用促進を図るとともに、高

齢者や障害者の方々の権利擁護を推進するため、あんしんサポート文京へ

の支援を充実させます。さらに生活福祉要援護者に対する自立支援を充実

させます。 

 

 

  １－１ 地域福祉の活動団体等への支援・連携 

    地域福祉を推進する上で中心的な役割を担っている文京区社会福祉協

議会、地域において区民の立場になって相談・見守りを行っている民生

委員・児童委員、ひとり暮らしの高齢者を訪問し話し相手となり安否確

認を行っている話し合い員、青少年の健全育成を図っている青少年対策

地区委員会等、地域で福祉活動を行っている団体などに対し支援と連携

を深めることにより、福祉の地域づくりを推進します。 
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 １－１－１ 社会福祉協議会への支援・連携 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔いきいきサービス事業〕 

（登録会員） 

 利用会員   419人 

 協力会員   127人 

〔利用時間〕 

25,828時間 

（家事・介護援助、大掃除

等） 

 いきいきサービス事業（住民参加型在宅福祉サービス）を

推進していくためには、サービス提供者である協力会員の確

保が不可欠であることから、様々なメディアを活用すること

等により、団塊の世代を中心に協力会員の増加を図る。 
 ・利用会員  750人 
 ・協力会員  350人 
 
 

〔ファミリー・サポート・

センター事業〕 

提供会員     180人 

依頼会員   1,586人 

子どもへの急な対応や手不足を補うための短期的・補助

的な援助を求める需要は多様化・増加傾向にあり、このよ

うな傾向に対応していくため、様々なメディアを活用する

こと等により、男性提供会員の増加も図っていく。 

〔ふれあいいきいきサロン

事業〕 

・高齢者サロン  32か所 

・子育てサロン   8か所 

・障害者（児）サロン 

5か所 

・混合型サロン   4か所 

 地域住民同士による新たなコミュニティを形成し、地域に

おいてだれもが安心して暮らしていけるように、住民主体の

サロンの支援を図る。 

・高齢者サロン             40か所 

・子育てサロン              8か所 

・障害者（児）サロン           9か所 

・混合型サロン             17か所 
（実施：社会福祉協議会） 

 

 

  １－２ 地域の福祉ネットワークの充実 

地域で支援を必要とする様々な方に対して、地域の住民や様々な団体

と区や関係機関が連携・協働して支援し、福祉の地域づくりを進めます。 

高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう声か

け・見守り等を行い緊急対応も含め支援するハートフルネットワークを

一層充実します。 

災害時に適切な防災行動をとることが困難な寝たきり等の高齢者や障

害者等の要援護者に対する支援体制を関係機関と連携し、充実します。 
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 １－２－１ 災害時要援護者への支援体制の充実 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

登録者数（平成 20 年３月

末）      3,622人 

災害発生時に支援を必要とする高齢者や障害者の方々

の「災害時要援護者名簿」と「災害時要援護者支援マニュ

アル」を平成 20 年度に作成し、警察、消防、町会及び民
生・児童委員の関係機関で共有している。 
今後、災害時要援護者世帯への支援に取り組むととも

に、「災害時要援護者支援マニュアル」を活用した要援護

者の安否確認、避難誘導等の普及啓発を推進する。 

 

  １－２－２ ハートフルネットワーク事業の充実 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

参加団体数・参加人数 

    528団体・人 

 高齢者が住み慣れた地域で、安心して、いきいきとした

生活を続けられるよう、緊急事態や虐待・徘徊などの介護

問題にいち早く気付くため、地域包括支援センターを中心

として関係機関が連携し、地域で高齢者を支え合うネット

ワークの充実を図る。 
参加団体数・参加人数  570団体・人 

 

  １－２－３ 児童虐待防止ネットワークの充実（子育て支援計画 45 重複記載） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・児童虐待防止ネットワー

ク連絡会議    8回 

・児童相談センターとの連

絡会       11回 

・主任児童委員との連絡会 

          10回 

・関係機関等連絡会 

 （個別ケース）  8回 

・関係機関等マニュアル作

成      2,500部 

 児童虐待防止ネットワークの安定的な構築を図り、児童

虐待の未然防止、早期発見、迅速・的確な対応を行う。 
 子ども家庭支援センターについては、先駆型への移行を

図り、見守りサポート等虐待防止機能をさらに強化する。
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 １－３ バリアフリーの推進 

だれもが地域で安全に安心して生活を営み、積極的に社会参加ができ

るよう、文京区福祉環境整備要綱等に基づき、人に優しいユニバーサル

デザインの考え方を取り入れた福祉のまちづくりを進めます。また、施

設や設備面のバリアだけではなく、安心して社会参加ができるよう様々

な情報や人々の心のバリアを除いていくため、ノーマライゼーションの

理念の普及に努めます。 

 

  １－３－２ 道のバリアフリーの推進 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

平成 19年度整備件数 

70件 

（平成 19年度末累計 

1,467件） 

平成 20年度整備件数 

170件（予定） 

高齢者や障害者など誰もが積極的に社会参加できるよ

うに、歩道の拡幅や段差解消及び視覚障害者誘導用ブロッ

クの設置などの道路整備を行い「すべての人にやさしい道

路」の実現を図る。 
平成 21年度整備件数  200件 
〃 22〃  〃     200件 
〃 23〃  〃     200件 

累 計  600件 

 

  １－３－３ 公園のバリアフリーの推進 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

平成 19年度整備件数 

入口改修等 6件 

（平成19年度末累計67件） 

平成 20年度整備件数 

水飲み場改修   17件 

（予定） 

既設の公園、児童遊園、遊び場をバリアフリー化し、高

齢者や身体障害者などだれもが憩える公園としていくた

めに、公園内の水飲み場の改修・公園内の段差の改修等を

行う。 
・平成 21年度水飲み場改修を予定    10件 
・平成 22年度水飲み場改修を予定     7件 
・平成 23年度大規模改修による整備    1件 
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  １－３－４ トイレのバリアフリーの推進（だれでもトイレづくり） 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

平成 19年度整備件数 

1件 

（平成 19年度末累計 

4件） 

平成 20年度整備件数 

1件（予定） 

 

高齢者、身体障害者及び子ども連れの方を含む全ての人

が利用可能な「だれでもトイレ」を設置するとともに、既

設トイレの機器類の更新及び内外装を改修する。 
・設置及び改修予定 3ヵ所 

 

  １－３－８ 福祉有償運送事業への支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・助成 0件  移動困難な方への外出支援を促進するため、特定非営利

活動法人等が道路運送法に基づき実施する福祉有償運送

事業の運営費の一部を助成していく。 

 

 

  １－４ 福祉サービスの利用促進・権利擁護 

福祉サービスを必要とする方が、安心して適切なサービスを利用し地

域で住み続けることができるよう、福祉サービス利用援助事業や第三者

評価制度の利用促進を図ります。また、社会福祉協議会が設置する権利

擁護センター「あんしんサポート文京」との連携を強化するとともに、

地域包括支援センターの機能充実を図り権利擁護を推進します。 
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  １－４－１ あんしんサポート文京への支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・福祉サービス利用援助 

事業     15件 

・財産保全管理サービス 

         28件 

・法律相談    22件 

 

 

 区民の福祉サービスに関する苦情解決と福祉サービスの利

用支援を一体的に実施することにより、利用者の権利保護を

図るとともに、広報紙・ホームページや学習会、出前講座等

の様々な手段により事業の周知を図っていく。 

 また、地域包括支援センターにおける高齢者の権利擁護に

関する相談業務と連携が図れるよう、関係機関連絡会を設置

し地域ネットワークを構築する。 

・福祉サービス利用援助事業等の利用件数   37件/年 

・財産保全管理サービス           43件/年 
・法律相談                50件/年 

 

  １－４－２ 成年後見制度の利用促進 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・一般相談 496件 

・専門相談  20件 

・後見人学習会・講演会の

開催       5回 

・区長申立て    1件 

 成年後見制度に関する講演会、研修会等を区民や関係職

員等を対象に実施し、制度への理解と普及を図り更なる活

用につなげていく。 
 また、成年後見制度の利用相談については、区、社会福

祉協議会及び地域包括支援センターによる一般相談、社会

福祉協議会による専門相談を引き続き実施し対応する。 
 制度利用が必要にもかかわらず、申立てを行う親族がい

ない等の場合には、区長がかわって後見などの審判の申立

てを行う。 
 
・学習会、講演会等   6回/年 
・専門相談       16回/年 

 

 

  １－５ 福祉教育の推進 

世代を超えて支え合い助け合う地域社会をつくるため、児童・生徒の

福祉施設等でのボランティア体験学習、高齢者とのふれあい等世代間の

交流、社会福祉協議会から学校へのボランティア講師派遣など、様々な

機会を通じた福祉教育を推進します。 
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また、障害者週間記念行事や施設祭りなどの様々な機会を通じて、地

域の住民に対する福祉への理解を深める取り組みを実施します。 

 

 

  １－６ 福祉を担う人材の育成・支援 

地域福祉を推進するため、ボランティアなど、広く地域福祉に携わる

人材が不可欠です。そのため、社会福祉協議会や様々な福祉関係団体と

連携・協働し、文京区地域公益活動情報サイト等も活用しながら、福祉

を担う人材の育成・支援に取り組みます。 

 

  １－６－１ ボランティア・市民活動センターへの支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

・夏のボランティア体験教

室参加者    66名 

・シニア向けボランティア

スクールの実施 

     修了者 10名 

・ボランティア・市民活動

まつり 

参加団体    73団体 

ボランティア 138人 

 来場者    1,600人 

ＮＰＯ団体、学校・企業・個人ボランティアとの連携を促

進するために、「ボランティア・市民活動まつり」の企画運営

を実行委員会方式で実施するほか、交流会等を開催すること

によりネットワークづくりを強化していく。 

また、災害ボランティアセンターを構築するうえで重要と

なる、災害時支援ボランティアを活用するためのコーディネ

ートマニュアルを作成する。 

 

（実施：社会福祉協議会） 

 

 

  １－７ 生活福祉要援護者への支援 

    生活上の困難を抱え、支援を必要とする人に対して、最低限度の生活

を保障するとともに、その自立を助長するための支援を実施します。生

活保護受給者の自立に向けた取り組みや、食事確保の困難や健康状態の

悪化等の問題を抱え厳しい生活環境におかれている路上生活者に対する

自立に向けた取り組みを実施します。 
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  １－７－２ 路上生活者の自立支援 

現況（平成１９年度末） 目標（本計画期間内） 

〔文京区実績〕 

・緊急一時保護センター（荒

川寮） 

 入所実績 161人 

・自立支援センター（北寮） 

 入所実績  38人 

・就労自立率 50％ 

路上生活者の自立を支援するために、巡回相談事業、緊

急一時保護事業、自立支援事業及び地域生活継続支援事業

を文京区を含む特別区と東京都が協力して実施する。 
平成 22年 1月には文京区内に緊急一時保護センターと

自立支援センターの双方の機能を有する文京寮（仮称）を

開設する。 
就労自立率：55％ 

 

 

  １－８ 男女平等参画の推進 

地域福祉を推進する様々な活動は、男女平等参画の視点に立脚して展

開される必要があります。男女が互いに人権を尊重しつつ、様々な場面

で、性別にかかわりなく、喜びと責任を分かちあい、個性と能力を十分

に生かすことができる男女平等参画社会の実現を目指して、男女平等参

画推進計画を実施し改定するとともに、ＤＶ防止・被害者救済等に取り

組みます。 

 

 

  １－９ 地域福祉計画の策定及び進行管理 

地域福祉に関する諸課題について広い視点から検討を行うため、学識

経験者、関係団体の代表者及び地域福祉に関心のある区民で構成する地

域福祉推進協議会及び庁内に設置している地域福祉推進本部を引き続き

運営し、地域福祉計画の策定及び地域福祉計画における各施策の進行管

理について取り組みます。 
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