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区民等の生命と健康を守るために、感染症や食中毒等を予防するとともに、健康危機が発生

した際に迅速かつ適切に対応するための体制を整備します。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

関係機関との協力・連携の強化

健康危機管理対策 1,434 1,798 △ 364

生活衛生関係施設への監視指導

環境衛生（許可及び監視） 25,103 712 24,391

民泊対策 4,802 5,603 △ 801

感染症や食中毒、熱中症予防の普及啓発等(※)

熱中症予防対策（P76） 拡充 10,162 7,937 2,225

ねずみ・衛生害虫駆除（P76） 拡充 3,357 2,615 742

予防接種の推進

予防接種（P74） 拡充 412,509 356,049 56,460

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額

●健康危機の発生に備え、区民、昼間区民、来街者を守る体制が整備されている。 

●区民や関係事業者が、感染症や食中毒等の正しい知識を理解し、積極的に予防に取り組

んでいる。 

●区民が適切に予防接種を受けることで、地域での感染症の発生や流行が抑えられる。 

感染症や食中毒等を予防し、発生時には迅速な対応をす
る体制を整備します【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 14】 1 
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▶健康推進課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 予防接種 
 412,509 千円 

( 356,049  千円) 

拡充・独自 

 

 子どもの予防接種  315,143 千円 

  大人の予防接種  97,366 千円 

区では、地域での感染症の流行を抑え、区民の健康を守るため、予防接種を実施

しています。予防接種には、予防接種法に基づく「定期予防接種」と、それ以外の

「任意予防接種」があります。 

 

１ 子どもの予防接種 

定期予防接種として、ヒブ、小児用肺炎球菌、ＢＣＧ、日本脳炎、ＭＲ（麻しん風

しん混合）、四種混合、二種混合、水痘（水ぼうそう）、ヒトパピローマウイルス感染

症（ＨＰＶ）、Ｂ型肝炎の予防接種を実施しています。加えて、令和２年 10月から、

ロタウイルスワクチンが定期予防接種に追加されます。 

また、任意予防接種として、おたふくかぜ予防接種とインフルエンザ予防接種を実

施し、その接種費用を全額助成しています。令和 2 年度は、ロタウイルスワクチン

が定期予防接種化されるまでの間、区独自にロタウイルスワクチン予防接種を実施

し、接種費用を全額助成します。さらに、おたふくかぜ予防接種の助成回数を１回か

ら２回に拡大して、感染症予防の強化を図るとともに子育て世代の経済的負担軽減

を図ります。 

 

２ 大人の予防接種 

65歳以上の方を対象にインフルエンザ予防接種と肺炎球菌予防接種（定期）を実

施し、接種費用を全額助成しています。 

また、令和元年度から令和３年度まで、感染症拡大防止のための風しんの追加的対

策として、風しんの抗体保有率が低い昭和 37 年４月２日から昭和 54 年４月１日

までの間に生まれた男性を対象に、風しん抗体検査及び風しんの予防接種に係る費

用を全額助成します。 

さらに、65歳以上で肺炎球菌予防接種の定期予防接種対象外となる方には、引き

続き任意予防接種として接種費用の半額を助成し、接種機会を確保します。なお、助

成回数は、定期予防接種を含めて生涯 2回までです。 

区では、令和２年度もこの制度を継続し、感染症拡大防止及び経済的負担の軽減を

図ります。 
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POINT 「予防接種と育児応援ナビ」サービスをご利用ください 

定期予防接種の種類や回数が増え、接種スケジュールが煩雑になり、保護者の

負担が大きくなっています。スマートフォンや携帯電話、パソコンを利用し、誕

生日を入力するだけで予防接種歴やスケジュールを管理できるＷｅｂアプリサー

ビスを提供し、接種率の維持・向上を図っています。 

※右記ＱＲコードまたは「千代田でおまかせ！予防接種と育児

応援ナビ」の画面から登録できます。 

 

▲ＱＲコード 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

熱中症予防対策 

 

 10,162 千円 

拡充 ▶地域保健課 ( 7,937  千円) 

 

 近年、異常ともいえるほどに夏の暑さが厳しさを増しており、熱中症

の発生が増加しています。熱中症は症状が重くなると生命へ危険が及び

ます。このため、熱中症に対する正しい知識を身につけ、適切な予防法

を知ることで被害を抑えることが必要です。 

区は、熱中症リスクの高い高齢者に対し、保健師や看護師、出張所職

員による個別訪問を実施するとともに、地域での見守り・声かけを民生

委員や児童委員等に依頼しています。また、来訪者の休憩場所として「ひ

と涼みスポット」を設置し、積極的に熱中症対策に取り組んでいます。 

令和 2 年度は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

が開催されることから、東京 2020 オリンピック競技大会期間中に啓

発イベント「ひと涼みカフェ」を２日間にわたり開催し、観戦者や来街

者に熱中症予防のための「ひと涼み」場所を提供するとともに、正しい

予防法の普及啓発を図ります。 

さらに、「ひと涼みスポット」の充実

や外国人向けに多言語による情報発信

を強化し、熱中症による被害の抑制を

めざします。 

             

 

ねずみ・衛生害虫駆除 

 

 3,357 千円 

拡充 ▶生活衛生課 ( 2,615  千円) 

 

 ねずみが住宅に侵入して起こる被害を防止するため、個人や町会等へ

の殺鼠剤配布などを行っています。しかし近年、ねずみ関連の苦情や相

談が増加しており、区内の衛生的な環境を確保するためには、より効果

的なねずみ対策を講ずる必要があります。 

 令和 2年度は、殺鼠剤配布を継続するとともに、ねずみの生息状況を

正確に把握するため、ねずみ生息調査の規模を拡大します。調査結果は

出張所、清掃事務所など関係部署と情報共有し、連携して効果的なねず

み対策を推進していきます。また、建物への侵入対策やごみ出し方法な

ど、ねずみ対策に関するリーフレットを作成し、区民や事業者などへの

普及啓発を図ります。 

 

▲ひと涼みカフェの様子 
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区民がいきいきと健康で生活し続けられるよう、心身の健康づくりを支援します。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 
 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

生活習慣病予防の啓発／データに基づく効果的な健診等の推進

健康千代田21の推進 19,961 24,060 △ 4,099

歯と口腔の健康増進

歯科口腔保健の推進（P78） 独自 54,250 53,425 825

データに基づく効果的な健診等の推進

成人健診（P81） 拡充 75,966 66,704 9,262

長寿健診（P81） 23,008 22,324 684

特定健康診査・特定保健指導（国民健康保険事業会
計）（P81）

35,394 35,403 △ 9

心に悩みを抱える人へのセーフティネット整備

心の健康づくり 3,512 3,507 5

受動喫煙対策の推進(※)

受動喫煙防止対策（P80） 拡充 26,761 14,139 12,622

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額

●より多くの区民が自身の健康に関心を持ち、健康的な食事や適度な運動等、生活習慣

の改善に主体的に取り組んでいる。 

●むし歯や歯周病が減り、区民が健全な口腔機能を維持している。 

●健康診断の受診者が増え、病気の早期発見、早期治療ができている。 

●心の問題を気軽に相談できる窓口を知っている区民が増加する。 

一人ひとりの健康づくりを支援します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 15】 

2 
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▶地域保健課、健康推進課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 歯科口腔保健の推進 
 54,250 千円 

( 53,425  千円) 

  歯科口腔保健の推進  1,572 千円 

  歯科保健の推進  7,853 千円 

  区民歯科健診  44,825 千円 

歯と口腔の健康づくりは、むし歯や歯周病の予防だけではなく、生活習慣病の予

防等の全身の健康づくりに欠かせないものです。区では、「千代田区歯と口腔の健康

づくり推進条例」を制定し、「歯と口腔の健康づくり」の普及啓発活動を行っていま

す。今後も、条例の理念を一層推進し、区民の生涯にわたる歯と口腔の健康づくり

に積極的に取り組んでいきます。 

 

１ 歯科口腔保健の推進 

歯科口腔保健の周知を推進するため、毎年６月を「歯と口腔の健康づくり普及月

間」として、歯と口腔の健康づくりに関する普及啓発事業を行っています。 

また、歯と口腔の健康づくりに関する活動関係機関との連携体制を構築し、区に

おける歯科保健を総合的に推進するため、歯科保健推進委員会を設置しています。

委員は、様々な視点から区の歯科保健事業について検討するため、歯科医師会をは

じめ、区内歯科大学病院や地域包括支援センター、区民など多くの団体から構成し

ています。 

令和２年度も、引き続き関係機関との連携を深め、区の歯科口腔保健事業を推進

していきます。 

 

２ 歯科保健の推進 

妊産婦・乳幼児を対象に、歯や口腔の疾病の発生や進行を予防することを目的と

した、歯科健診・保健指導、むし歯予防のための処置（フッ化物塗布など）を「歯

科保健相談」として実施しています。歯科保健相談は、利用者の利便性を図るため、

年 54回のうち 18回を土曜日に開催しています。 

また、乳幼児期のむし歯予防や、口腔機能の発達に関する健康教育の充実を図り、

「ビーバー教室」、「はみがき教室」、「食べ方相談」を行うほか、「子どもの食べる機

能の発達の講演会」なども実施しています。 

 

３ 区民歯科健診 

歯の喪失を防ぎ生涯自分の歯で食べる楽しみを味わうことを目標に、区民歯科健

診を実施しています。対象を 19歳以上の全区民とすることにより、23区で唯一、

学校健診終了後も切れ目ない、生涯を通じた歯科健診の受診を可能としました。ま

た、歩行困難等により歯科医療機関で区民歯科健診を受けられない方に対しては、

ご自宅で歯科健診を受けられるよう、歯科医師等の訪問による歯科健診を実施して

います。さらに令和２年度は、区内の歯科医師会が 11月のキャンペーン月間に合
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わせて、保健所を会場として無料で行う口腔がんチェックの取組みを支援し、より

一層、歯科口腔保健の向上に取り組んでいきます。 

 

POINT 歯科口腔保健の普及啓発のための具体的な取組みは？ 

歯科口腔保健に関する知識や歯科疾患の予防に向けた普及啓発事業として、以

下の取組みを実施します。 

 

○歯と口腔の健康づくり普及月間事業（６月） 

・無料歯科健診、歯科相談、歯と口の健康づくり普及月間講演会 

・アキバキャンペーン 

 若者を中心に多くの人々が集まるＪＲ秋葉原駅電気街口正面広場にて口臭、歯

周病検査などを実施します。 

 

○8020及び 9020達成者表彰事業 

令和 2年度から、8020達成者表彰に加え、90歳以上の方に対して 9020特

別表彰を実施します。 

 

○いい歯の日キャンペーン 

いい歯の日（11月８日）にちなんで、啓発イベントを実施します。 

 

〇「成人の日のつどい」歯科啓発事業 

成人式の会場に歯科相談コーナーを設け、新成人の口臭検査などを実施します。 
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▶生活衛生課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 受動喫煙防止対策 
 26,761 千円 

( 14,139  千円) 

 受動喫煙による健康への悪影響を未然に防止することを目的として、国は健康増

進法を改正し、東京都は受動喫煙防止条例を制定しました。多数の方が利用する全

ての施設を対象として、喫煙の可否や施設管理権原者が講ずべき措置等について定

め、平成 31年 1月から段階的に一部施行されています。令和２年度からは、改正

健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例が全面施行されることから、区民や施設の

管理権原者等に法令等の趣旨や規制内容の周知を図るとともに、法令等の違反に対

する行政指導・処分を行い、自らの意思で受動喫煙を避けることができる社会環境

の整備を促進します。 

 

１ 飲食店の店頭標識掲示の確認 

区内の飲食店を巡回し、法令等に定める標識を掲示していない店の管理権原者等

に対し、法令等の趣旨や規制内容を説明します。 

 

２ 管理権原者等への支援 

区民や施設管理権原者等からの相談に応じるため、相談窓口の設置や喫煙室の環

境測定等を行うアドバイザーを派遣し、新制度への円滑な移行を支援します。 

 

３ 法令等の違反に対する行政指導・処分 

法令等に違反している管理権原者等に対し、啓発による正しい制度の理解の促進

や、指導助言等を通じて違反状態の早期是正を促します。 

POINT 施設種別に応じた規制内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設の利用者が通常立ち入らない場所で、区画された場所 

○喫煙できる場所（部屋）を整備する場合は、法令等に定める標識の掲示が必要 

○20歳未満の者は喫煙室・喫煙所への立ち入り禁止 

 

第二種施設 喫煙目的施設

保育所、幼稚園、
小中学校、高校

病院、大学、
行政施設（一部）

飲食店、事務所、
宿泊施設、娯楽施設

たばこ店、シガーバー

喫煙 禁止 禁止 原則禁止 可能

喫煙室の基準 設置不可 設置不可
喫煙専用室

指定たばこ専用喫煙室
喫煙可能室

喫煙目的室

喫煙 禁止 原則禁止 可能 可能

喫煙所の基準 設置不可 特定屋外喫煙場所※ 基準なし
（配慮義務あり）

基準なし
（配慮義務あり）

屋
内

屋
外

施設種別 第一種施設

主な該当施設
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令和 2 年度予算額 

(前年度予算額） 

成人健診、長寿健診、特定健康診査・特定保健指導 

 

 

 

 134,368 千円※ 

拡充  ( 124,431  千円) 

拡充 １ 成人健診  75,966 千円 

 ２ 長寿健診  23,008 千円 

 ３ 特定健康診査・特定保健指導（国民健康保険事業会計）  35,394 千円 

 ▶健康推進課、保険年金課  ※の額は、１～３の合計 

 

区では、75 歳以上等の後期高齢者医療制度加入者に対して長寿健診

を、若年層に対しては 20歳・25歳・30歳・35歳の区民を対象とし

た若年節目健診を実施しています。さらに、40 歳以上の全区民に対し

て、特定健康診査に含まれない独自の検査項目を成人健診として実施し

ています。令和２年度からは、加齢に伴う難聴の早期発見のため、聞こ

えに不安がある方を対象に聴力検査を追加して実施します。 

また、国民健康保険の医療保険者として、平成 20年度から生活習慣

病の予防、早期発見、健康保持・増進及び医療費の適性化を目的に、40

歳～74 歳の国民健康保険加入者に対して特定健康診査を実施していま

す。健診の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に対し

ては、特定保健指導を実施しています。令和２年度は、「第三期特定健康

診査等実施計画」及び「第二期データヘルス計画」の３年目として、両

計画に基づき受診勧奨と効果的な普及啓発を行い、健診受診率の向上を

図ります。 
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区民が安心して地域で生活できるよう、状況に応じて医療機関や在宅で適切な医療が受

けられる仕組みを強化するとともに、医療と介護の連携推進に取り組みます。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

多職種協働による在宅医療と介護の連携推進

在宅療養支援ネットワークの推進 1,400 1,840 △ 440

多職種協働による在宅医療と介護の連携推進／相談体制の充実

高齢者総合サポートセンター管理運営（総合相談、
指定管理料）（P87、P91）

拡充
独自

268,581 261,742 6,839

その他

休日応急診療（P83）
拡充
独自

56,676 55,313 1,363

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額

安心して医療が受けられるしくみづくりと、医療と介護
の連携の推進に努めます【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 16】 3 

●区民が、地域の「かかりつけ医」を持ち、「かかりつけ医」と病院が有効に連携している。 

●多職種による在宅医療と介護のサービスが連携して、必要な人に適切に提供されてい

る。 

●医療に関する必要な情報が積極的に発信されている。 

●診療所や薬局の医療安全対策が充実し、区民が安心して医療を受けられる。 
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令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

休日応急診療 

 

 56,676 千円 

拡充・独自 ▶地域保健課 ( 55,313  千円) 

 

 医療機関休診日にあたる日曜・祝日・年末年始等の休日における医療

を確保するため、医師会・歯科医師会・薬剤師会と連携して保健所内で

休日応急診療所及び休日調剤薬局を実施することにより、医療と調剤の

整備を図るとともに区民の健康維持に寄与しています。 

令和 2 年度は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会

が開催されることから、期間中は国内外からの来街者が増加し、感染症

等で医療機関を受診する人が増える可能性があります。特に夜間は、診

療を実施する医療機関が少なくなるため、期間中の平日・土曜の夜間に

おいて、休日応急診療所及び休日調剤薬局を開設し、医療体制の充実を

図り、区民の安全安心を確保します。 

 

＜休日応急診療所及び調剤薬局開設日＞（予定） 

○開設日 

東京 2020オリンピック競技大会期間   

：令和 2年 7月 24日（金）～8月 9日（日） 

東京 2020パラリンピック競技大会期間 

：令和 2年 8月 25日（火）～9月 6日（日） 

○開設時間 

【内科】 平日：19時～22時    土曜日：17時～22時 

【内科・小児科】 

日曜・祝日：9時～22時 

【歯科】 日曜・祝日：9時～17時 

【調剤薬局】 

平日：19時～22時    土曜日：17時～22時 

日曜・祝日：9時～22時 

○利用方法 

事前に電話で予約の上、受診 

 

 

 

 

 

 

           

 

▲休日応急診療所 ▲休日調剤薬局 
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地域包括ケアシステム※を構築、推進し、高齢者が介護が必要になっても住み慣れた地域で

安心して暮らせる地域づくりに努めます。 

 

※ 地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを安心して

続けることができるよう、必要な支援やサービスが提供される仕組みのことです。 
 
 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

  

高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向け、地域包括
ケアシステムを構築・推進します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 17】 
 

4 

●在宅医療と介護のサービスが連携して、必要な人に適切に提供され、要介護高齢者も、

地域で安心して暮らし続けられるようになっている。 

●地域全体で高齢者を見守るネットワークが整備されている。 

●在宅生活を支える施設や在宅生活が困難な場合の入所施設が増えている。 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

フレイル対策・介護予防の推進(※)

フレイル対策事業（P92）
拡充
独自

12,420 9,065 3,355

相談体制の充実

高齢者総合サポートセンター管理運営（総合相談）
（再掲）（P87）

独自 133,000 133,000 0

よろず総合相談（P87） 独自 49,466 49,778 △ 312

包括的支援事業（介護保険特別会計）（P87） 43,500 42,700 800

高齢者見守り支援の推進(※)

自動通話録音機の設置促進 9,207 9,124 83

高齢者食事支援サービス 21,840 15,561 6,279

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額
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（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

介護施設等の基盤整備

介護施設運営助成（P89）
拡充
独自

143,683 128,199 15,484

（仮称）二番町高齢者施設の開設支援（P90） 新規 72,993 0 72,993

（仮称）二番町高齢者施設の整備（P90） 988,630 629,300 359,330

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進
（P98）

新規 22,400 0 22,400

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設の整備（P98） 115,700 8,493 107,207

高齢者虐待防止・早期発見・対応の体制整備(※)

高齢者虐待防止の推進（P91） 拡充 1,937 876 1,061

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P104） 210,599 194,632 15,967

いきいきプラザ一番町管理運営（P86） 358,272 385,137 △ 26,865

高齢者総合サポートセンター管理運営（指定管理
料）（再掲）（P91）

拡充
独自

135,581 128,742 6,839

認知症支援サービス（P94） 独自 5,102 5,084 18

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額 増(△)減額
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▶高齢介護課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 いきいきプラザ一番町管理運営 
 358,272 千円 

( 385,137  千円) 

  指定管理料  272,514 千円 

  維持補修等  85,318 千円 

  

 

運営一般  440 千円 

いきいきプラザ一番町は、特別養護老人ホーム・高齢者住宅等の施設のほか、様々

な人が利用できる多目的ホールや温水プール等を併設した複合施設です。平成７年

の開設から築 25 年を迎え、大規模な設備改修が必要になってきています。また、

施設の管理運営を行う事業者の指定管理期間が令和２年度に満了するため、次期の

指定管理者選定も必要です。 

令和 2年度は、大規模改修後の施設機能等を検討するとともに、改修期間におけ

る特別養護老人ホーム等入所施設の代替施設について検討を行います。 

本区で初めてとなる特別養護老人ホーム大規模改修の実施に向けて、施設利用者

等への負担に配慮しながら、より良い方法を検討していきます。 

 

１ 大規模改修の調査・検討 

大規模改修の実施に向けて、施設の機能改善等のための調査及び検討を実施します。 

 

２ 代替施設の検討 

改修期間中における特別養護老人ホーム及び高齢者在宅サービスセンターの代替

施設を検討します。 

 

３ 指定管理者の選定 

指定管理者の提案を改修に反映させるため、令和２年度に大規模改修後の指定管理

者の選定準備を行います。 

 

POINT 高齢者施設等の大規模改修 

都内の多くの社会福祉施設（高齢者・障害者施設等）が、老朽化による建て替え

や大規模改修の時期を迎えていますが、都内は地価が高いため、入所者の仮移転

先施設確保が各施設の共通課題となっています。 

このため、入所者を施設に残したまま工事を行う「居ながら改修」を実施する

施設もありますが、区では、施設入所者の身体的負担を考慮し、区有地における

代替施設整備を検討します。 
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▶在宅支援課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 相談体制の充実関連事業 
 225,966 千円※ 

( 225,478  千円) 

独自 １ 
高齢者総合サポートセンター管理運営 

(総合相談) 

●●●●● 

 133,000 千円 

独自 

 

２ よろず総合相談  49,466 千円 

 ３ 包括的支援事業（介護保険特別会計）  43,500 千円 

    ※の額は、１～３の合計  

医療・介護をはじめとする関係機関と連携して、加齢に伴う心身、生活上の不安

や悩みごとの相談体制を充実することで、問題解決を支援します。 

 

１ 高齢者総合サポートセンター管理運営（総合相談） 

相談センターは、高齢者総合サポートセンター内の各機関や高齢者あんしんセン

ターと連携し、24時間 365日、高齢者の様々な相談や手続きなどを受け付け、適

時適切な支援に努めています。また、併設の九段坂病院をはじめとする区内・近隣

医療機関と連携を図ることで、在宅療養支援相談窓口としても対応しています。 

さらに、麹町地区と神田地区の両高齢者あんしんセンターでは、相談・支援や緊

急対応を「地域よろずケア」として介護保険制度の包括的支援事業と一体的に実施

することにより、高齢者の在宅生活支援の充実を図っています。在宅療養に対応す

る専門員を配置して、ひとり暮らしや認知症高齢者の入退院に伴う支援や、在宅サ

ービス利用支援なども行っています。 

 

２ よろず総合相談 

麹町地区と神田地区の両高齢者あんしんセンター、高齢者総合サポートセンター

内相談センターが連携して、高齢者が住み慣れた地域で安全に安心して暮らせるよ

う、高齢者とその介護者の様々な悩みや不安に適時適切に応じる相談・支援体制を

整え、高齢者のあらゆる相談を受けとめています。   

また、介護保険・高齢者福祉サービスが利用できるまでの支援や、心身の異変・

急変時の緊急対応など、状況に応じて柔軟に対応し、高齢者の在宅生活を支援して

います。昨今、相談内容の複雑・多様化に加え、高齢者虐待や 8050問題※など迅

速かつ手厚い支援が必要なケースも増加しています。そのため、看護師、保健師、

社会福祉士等専門職を配置して、相談体制の機能強化を図り、地域に潜在している

問題・課題の把握、関係機関との連携により、早期発見・問題解決につなげていま

す。 

※8050問題 

80代の親が、引きこもり等で自立困難な 50代の子どもの生活を支え、社会的

孤立・困窮が長期化している問題です。 
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３ 包括的支援事業（介護保険特別会計） 

麹町地区と神田地区の両高齢者あんしんセンターでは、高齢者が住み慣れた地域

で、安心してその人らしい生活を継続することができるように、介護保険制度に定

められている様々な相談・対応や、介護予防を中心とした健康づくりを支援してい

ます。 

○高齢者あんしんセンターで行っている介護保険業務 

 ① 第 1号介護予防支援事業 

 ② 総合相談支援業務 

 ③ 権利擁護業務 

 ④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

 ⑤ 在宅医療・介護連携推進事業 

 ⑥ 生活支援体制整備事業 

 ⑦ 認知症総合支援事業 

 

POINT 相談センター・高齢者あんしんセンターでの対応事例 

相談：Ｋ病院の医師「先日、Ｔ子さんを診察した際、同行した長女から『父が母

（Ｔ子）の介護で疲弊している。老々介護を助けたいが、私も障害児を抱

えていて難しい。』と話があった。相談センターの支援を頼みたい。」 

対応：相談センターがこれまでの経過を確認したところ、Ｔ子さんは認知症状が

あり、以前は「通所介護サービス」を利用していましたが、本人の強い拒否

で介護サービスが中断されたままでした。すぐに長女に連絡し、Ｋ病院医

療相談員も同席して、今後の方策について相談しました。 

① Ｔ子さんの認知症状態を診断するために、主治医協力のもと、地域

型認知症疾患医療センターである三井記念病院受診につなげる。 

（本人：認知症検査 夫：カウンセリング） 

② 検査結果が出た段階で、本人・家族・医師・相談センター等が集い、

Ｔ子さんが理解しやすい説明で、介護保険サービスの再利用を勧め

る。 

    これにより、３週間後から「小規模多機能型居宅介護」サービスの利用

開始となり、Ｔ子さんの症状安定と夫の精神的負担軽減につながり、在宅

生活が安定しました。 
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▶高齢介護課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 

独自 
介護施設運営助成 

 143,683 千円 

( 128,199  千円) 

施設が安定的かつ健全な運営をすることで、サービスの質を向上・維持するとと

もに利用者の負担軽減を図ることを目的として、入所・入居等のサービスを区内で

提供する介護施設に対し助成を行っています。 

 

○介護施設助成の主な内容と対象施設 

（１） 特別養護老人ホーム等を対象に経管栄養等医療対応入所者に対応するため

の人員確保、入居者が入院した場合の空床確保に必要な経費、入退所時の空床

発生に伴う減収の補てん等、安定的な事業運営に必要な助成を行っています。 

・いきいきプラザ一番町 ・かんだ連雀 ・ジロール麹町 

（２） 岩本町ほほえみプラザを対象にケアハウス事務費助成、介護強化等助成、家

賃軽減助成、健康回復ショートステイ事業に対する助成を行っています。 

・岩本町ほほえみプラザ 

（３） 認知症高齢者グループホーム及び都市型軽費老人ホームを対象に、制度で

定められた基準を超えて介護職員を配置するための補助を行っています。 

・ジロール神田佐久間町 ・ジロール麹町 ・ケアハウス神田紺屋町  

（４） 宿泊を伴なう介護保険サービスを提供する施設に対し、夜勤体制をさらに

支援するため、令和 2年度は、助成額を１／４から３／４に拡充します。 

・いきいきプラザ一番町 ・岩本町ほほえみプラザ  

・かんだ連雀      ・ジロール神田佐久間町 

・ジロール麹町     ・淡路にこにこフォーユープラザ 

 

POINT 夜勤体制強化のための助成 

1 夜間の職員配置基準（１日あたり） 

定員に対して介護職員（看護職員を含む）の配置基準が定められています。 

なお、ユニット型特別養護老人ホームは、２ユニットごとに１名以上の配置、

認知症高齢者グループホームは、１ユニットごとに１名以上の配置が必要です。 

例１：一番町特別養護老人ホーム（特別養護老人ホーム 82名＋短期入所生 

活介護 8名＝90名）は、定員 90名に対し、４名以上の配置基準 

例２：ジロール神田佐久間町（認知症高齢者グループホーム） 

１ユニットのため、１名以上の配置基準 

２ 助成を強化する理由 

夜間帯は職員の負担も増えることから、施設サービス利用者への安全・安心な

サービスの提供を図るため、夜勤職員の配置を継続的・安定的に行う必要があり

ます。このため区では、基準を超えて夜勤職員の配置を行う場合の助成を強化し

ます。 
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▶高齢介護課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 
（仮称）二番町高齢者施設整備関連

事業 

 1,061,623 千円※ 

( 629,300  千円) 

新規 １ （仮称）二番町高齢者施設の開設支援 

 

 72,993 千円 

 ２ （仮称）二番町高齢者施設の整備  988,630 千円 

     ※の額は、１～２の合計  

平成 28年度に区が選定した事業者（社会福祉法人平成会）が、二番町の国有地

（敷地面積：約 2,300 ㎡）を定期借地権契約により借り受け、特別養護老人ホー

ムと認知症高齢者グループホームを整備しており、区は、建物の整備費及び土地の

賃料への補助を行っています。 

令和２年度は、事業者の開設準備に必要な人材確保等の経費を区が補助すること

で、開設当初から安定した質の高いサービスの提供が行われるよう支援します。 

 

施設整備の概要 （仮称）二番町高齢者施設 

●所在地 ●延床面積 ●階数 

二番町 7番地 26 約 7,300㎡ 地上８階 

●主な機能 

特別養護老人ホーム（定員 108名）、併設ショートステイ（定員 12名）、 

認知症高齢者グループホーム（定員 18名） 

●整備費（設計を含む） ●整備スケジュール 

約 3,100百万円 

※事業者負担を含む２年分の工事費等 

令和元～２年度 工事 

令和３年４月  開設 

 

POINT （仮称）二番町高齢者施設の人材確保に向けた支援 

（仮称）二番町高齢者施設は、令和元年度から令和２年度にかけての建築工事

を経て、令和３年度の開設をめざしています。 

定員 108 名の特別養護老人ホームや定員 18 名の認知症高齢者グループホー

ムなどを運営する本施設において、開設時から安定した、質の高いサービスの提

供を図るためには、早期から人材等の体制整備が必要です。 

東京都は、開設前の経費を６か月前から運営事業者に補助をしています。区は、

人員確保にかかる経費（開設前にかかる職員の人件費及び研修経費など）につい

て、開設１年前から補助を行い、運営事業者による職員の確保を支援します。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

高齢者虐待防止の推進 

 

 1,937 千円 

拡充 ▶在宅支援課 (  876  千円) 

 

高齢者の尊厳ある暮らしの実現をめざし、高齢者虐待に関する普及啓

発を行っています。また、地域の関係機関等との連携強化を図りながら、

高齢者虐待防止ネットワークの構築や虐待の早期発見及び見守りの仕

組みづくり等を推進しています。 

令和２年度は、高齢者虐待に関する事業者向けのパンフレットに加え

て区民向けのパンフレットを新たに作成・配布し、高齢者虐待のより一

層の防止を図ります。 

高齢者総合サポートセンター管理運営（指定管理料）  135,581

1 

千円 

拡充・独自 ▶在宅支援課 ( 128,742  千円) 

 

高齢者総合サポートセンターの高齢者活動センターでは、開設以来、

マシントレーニングの利用者が増加しています。利用者が介護予防のた

めに安全かつ効果的なマシントレーニングができるよう、新たに健康運

動指導士を配置して、フレイル対策・介護予防の拠点機能を強化します。 

研修センターでは、自宅介護の方を支援するため介護の専門職が自宅

へ訪問し、日常の介護の状況を把握した上で、介護技術を指導する訪問

型介護研修を新たに開始します。また、専門職が抱える困難事例解決に

向けて、有識者が専門職に助言や指導を行う事例検討会を実施します。 
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令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

フレイル対策事業 

 

 12,420 千円 

拡充・独自 在宅支援課 ( 9,065  千円) 

 

 高齢者は、加齢とともに心身の活力（筋力や認知機能等）の低下が進

行し、「フレイル（虚弱）」状態になると、要介護状態へと進む危険性が

高まります。このため区では、フレイルの考え方や予防の重要性を広く

啓発するため、平成 30年度からフレイル予防講座を実施しています。

令和 2年度は、介護状態になる以前からのフレイル対策が重要であるこ

とを啓発するため、講座の実施会場を増やすとともに、講演会も実施し

ます。また、フレイル状態を客観的に把握する事業を開始し、フレイル

対策・介護予防の取組みを促すきっかけを提供します。 

 

１ フレイル予防講座 

 運動、栄養、口腔機能、社会参加をテーマに、体力・認知機能測定と

運動、栄養・口腔ケア講座、自主グループやボランティア活動などの社

会参加の有効性を４日間で学ぶフレイル予防講座を実施しています。令

和 2 年度は、講座の会場を現行の 4 か所から地域の状況に応じて増や

して実施します。 

 

２ フレイルチェック事業 

平成 27年度から、郵送で実施する「こころとからだのすこやかチェ

ック」により、心身の主観的な状態を確認しています。令和２年度は新

たに、体力測定、栄養指導、口腔機能、嗅覚、記憶力のチェックなどを

行うことにより客観的にフレイル状態を把握する事業を開始します。こ

れにより、総合的にフレイル状態を確認し、一人ひとりに適したフレイ

ル予防のアドバイスを実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

        ▲フレイル予防講座の様子 
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認知症の早期発見と治療に努め、生涯できる限り地域で尊厳を持って生活できるような地域

づくりを進めます。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者を地域で見守り、支えるしくみを強化しま
す【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 18】 5 

●認知症の早期発見ができ、治療が受けられる。 

●認知症に対する地域の理解と見守り体制が深まり、認知症が重くなっても地域で生活す

ることができる。 

●認知症高齢者を介護する人の負担が重くならないよう、在宅と施設のサービスが受けら

れる。 

 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

ハイリスク高齢者への家庭訪問／認知症相談と支援サービスの充実／認知症サポーターの養成／認知症ケアパスの活用

認知症支援サービス（再掲）（P94） 独自 5,102 5,084 18

認知症総合支援事業（介護保険特別会計）（P94） 13,017 13,725 △ 708

認知症対応施設の整備

（仮称）二番町高齢者施設の開設支援（再掲）
（P90）

新規 72,993 0 72,993

（仮称）二番町高齢者施設の整備（再掲）（P90） 988,630 629,300 359,330

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進（再
掲）（P98）

新規 22,400 0 22,400

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設の整備（再掲）
（P98）

115,700 8,493 107,207

成年後見制度等の利用支援(※)

成年後見制度の推進 51,838 52,872 △ 1,034

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額
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▶在宅支援課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

 認知症関連事業 
 18,119 千円※ 

( 18,809  千円) 

独自 １

１

１  

認知症支援サービス  5,102 

１０２000 

千円 

 ２ 認知症総合支援事業（介護保険特別会計）  13,017 千円 

    ※の額は、１～２の合計  

認知症高齢者が増加する中で、区は国が策定した「認知症施策推進総合戦略（新

オレンジプラン）」及び「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症になっても住み慣

れた地域で安全・安心に暮らし続けていける地域づくりを進めています。 

認知症は早期からの適切な対応が重要であるため、早期発見・対応の仕組みを構

築することが必要です。このため、認知症は誰にでも起こり得る身近なことである

という啓発を引き続き行うとともに、認知症への支援体制を整備していきます。 

 

１ 認知症支援サービス 

認知症になっても、住み慣れた地域でサービスを利用しながら安心して暮らすこ

とができるように、認知症ケアパス（「認知症ケアの手引き」）の普及を図り、区内

の認知症支援体制ネットワークの構築を推進します。 

また、介護予防把握事業の郵送調査に未回答の高齢者に対して、看護師による訪

問調査を実施し、地域に潜在する認知症高齢者や社会的孤立の心配のある方を早期

に把握します。把握した事例は、訪問看護師による見守り相談支援につなげ、適切

な時期に必要なサービス支援を受けられる体制を整備します。 

 

２ 認知症総合支援事業 

認知症に関する専門相談員である「認知症地域支援推進員」を麹町地区と神田地

区の両高齢者あんしんセンターに配置し、認知症の方の暮らしをサポートするとと

もに、「ちよだはあとチーム（認知症初期集中支援チーム）」により、認知症の方が

専門医へ早期に受診し、適切な支援を受けられる体制づくりを進めます。 

また、「認知症サポーター養成講座」を実施し、認知症に理解のあるサポーターを

地域で養成するとともに、令和２年度は、若年性認知症への取組みや「認知症当事

者の会（本人ミーティング）」を立ち上げ、認知症の方が住み慣れた場所で自分らし

く暮らし続けることのできる地域づくりを進めていきます。 

 

POINT 本人ミーティングとは？ 

認知症と診断された当事者が、日頃の思いを語り合い、地域づくりに参加する

場です。当事者が抱える思いを発信できる場を創出するとともに、相談・支援に

関わる関係者がその思いを受け止め、施策に反映させることで、当事者の意思が

尊重される地域づくりの展開につなげていきます。 
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誰にも優しい社会に向け、障害者が日常生活で必要とするサービス・支援の充実を図りま

す。 

 

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 

   

障害があっても暮らしやすい地域をめざします 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 20】 

6 

●地域において、障害者の障害の種類や程度にかかわらず、自立した日常生活を過ごせる

ための配慮がなされている。 

●障害者福祉センターが、障害のある人にとって気軽に相談できる、地域の拠点施設とな

っている。 

 
（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

障害福祉サービス及び医療との連携の推進(※)

障害児ケアプラン（再掲）（Ｐ52） 独自 19,896 20,222 △ 326

第２期障害児福祉計画の策定（再掲）（Ｐ53） 新規 2,000 0 2,000

障害者・障害福祉計画の改定（P101） 新規 7,800 0 7,800

地域移行支援の推進

移動支援 27,600 30,963 △ 3,363

障害者よろず総合相談 80,688 104,672 △ 23,984

差別解消の対応要領の公表

障害者への合理的配慮の推進 3,226 5,006 △ 1,780

障害児の通所支援等の推進

子ども発達センター「さくらキッズ」（再掲）（Ｐ
51）

独自 92,304 91,459 845

障害者福祉センターの運営／障害児の通所支援等の推進

障害者福祉センターえみふる管理運営（P97） 独自 289,037 313,085 △ 24,048

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額

-95--95-



  

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

障害者施設の整備(※)

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推進（再
掲）（P98）

新規 22,400 0 22,400

（仮称）神田錦町三丁目福祉施設の整備（再掲）
（P98）

115,700 8,493 107,207

障害者虐待防止・早期発見・対応の体制整備(※)

障害者虐待防止の推進 2,594 611 1,983

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P104） 210,599 194,632 15,967

福祉タクシー券支給（Ｐ100） 拡充 32,505 29,861 2,644

自動車燃料費助成（Ｐ100） 拡充 1,634 1,704 △ 70

難聴者補聴器購入費助成（P100） 拡充 1,137 637 500

(※) 「ちよだみらいプロジェクト」の中間年における見直しにより追加等を行った取組み

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額 増(△)減額
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▶障害者福祉課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

独自 
障害者福祉センターえみふる管理 

運営 

 289,037 千円 

( 313,085  千円) 

  土地賃借料  15,765 千円 

拡充・独自  指定管理料  270,203 千円 

新規  利用助成  1,776 千円 

  維持補修等  1,293 千円 

障害者福祉センター「えみふる」は、平成 22年１月に御茶の水キリストの教会

と合築整備して開設した、障害者福祉の拠点施設です。地域活動支援センターとし

て、レクリエーション、各種リハビリ、バスハイク、療浴、講習会、福祉や心身の

健康相談などを通じて障害等のある方へ心身のくつろぎと活動の楽しさを提供し

ています。また、生活相談を通じて障害福祉サービス等利用計画を作成することで、

障害等のある方の自立した生活を支えています。 

さらに、生活介護や就労継続支援事業終了後の時間を余暇活動で過ごす「スマイ

ルちよだ（日中一時支援）」やショートステイを実施し、保護者の介護負担の軽減を

図っています。 

加えて、令和元年度からレスパイト事業及び長期休暇や土日祝に障害児が利用で

きるタイムケアを開始しました。今後も引き続き、障害等のある方とその家族に対

する支援を充実していきます。 

・所在地 ：神田駿河台二丁目５番地（ＪＲ御茶ノ水駅近く） 

 ・電話番号：03－3291－0600 

 ・開館時間：午前９時～午後９時 

 ・休館日 ：第２土曜日、年末年始 

 ・利用できる方：障害及び難病のある区内在住者とその保護者及びこれらの人で 

         組織する団体 

 ・利用定数：グループホーム４名、ショートステイ４名、生活介護 20名  

 

POINT 「スマイルちよだ（日中一時支援）」とは？ 

身体や知的に障害がある方への余暇活動等充実を図るた

め、通所施設等終了後の夕方にレクリエーション等の余暇活

動を提供しています。実施日時は月曜日から金曜日で午後４

時 30分から午後６時までです。       

                                

 

▲スマイルちよだ

の活動の様子 
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▶障害者福祉課、高齢介護課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 
（仮称）神田錦町三丁目福祉施設の

整備関連事業 

 138,100 千円※ 

( 8,493  千円) 

新規 １ 
（仮称）神田錦町三丁目福祉施設整備の推

進 

（障害者福祉課） 

 22,400 千円 

 ２ （仮称）神田錦町三丁目福祉施設の整備  115,700 千円 

    ※の額は、１～2の合計 

障害等のある方や要介護要支援高齢者の増加を見据え、旧千代田保健所敷地にお

いて、障害者のグループホーム、認知症高齢者グループホーム及び地域交流機能を

有する施設を整備することを計画しています。 

令和 2年度は、計画施設の機能を最も効果的にするための整備・運営方法の調査

及び検討を行うとともに、運営事業者の募集・選定準備を進めます。また、既存施

設の解体工事の準備を行います。 

  

施設整備の概要 障害者支援施設・高齢者施設 

●所在地 ●延床面積（想定） ●階数 

神田錦町三丁目 10番地 未定 未定 

●整備費（設計を含む） ●主な機能 ●開設予定 

未定 障害者支援施設、 

高齢者施設 

令和７年度 

●整備スケジュール 

 令和元年度  

 令和 2年度  

 令和２～３年度  

 

基本計画、解体設計 

事業手法検討調査 

解体工事、事業者募集選定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-98--98-



 

POINT 
地域共生社会※１の実現をめざし、地域づくりの拠点となる施設を整備

します。 

 現時点における施設の機能及び階構成イメージは下記のとおりです。 

障害の重度化や、高齢になり認知症を発症しても地域で安心して暮らしていく

ための機能を整備します。同時に、地域とつながり、まちの活性化の拠点施設と

なることをめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」、「受け手」 

という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画 

し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながることで、住 

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会です。 

※２ 「小規模多機能型居宅介護」は、利用者の状況や希望に応じて、随時、「訪

問」、「通所」や「宿泊」を組み合わせて行うサービスです。また、「看護小

規模多機能型居宅介護」は、「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」を

組み合わせて提供するサービスです。 

※３ 「日中サービス支援型共同生活援助」は、障害者の重度化・高齢化に対応す

るために平成 30年度に創設された、グループホームの新たな類型です。利

用者のニーズに応じて、日常の介護はもとより、充実した地域生活を送るこ

とができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援を行います。 

※４ 地域住民等の意見や要望を踏まえ、共用施設を検討します。 

【共用施設】※４ 

地域交流スペース、受付、駐車場 

【障害者支援施設】 

障害者グループホーム・短期入所 

（日中サービス支援型共同生活援助※３） 
(２フロア、各フロア１ユニットずつ) 

地域生活支援拠点の面的整備に資する障害者サービス 

【高齢者施設】 

認知症高齢者グループホーム 

(２フロア、各フロア１ユニットずつ) 

小規模多機能※２又は看護小規模多機能型居宅介護 
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令和 2 年度予算額 

(前年度予算額） 

福祉タクシー券支給、自動車燃料費助成 

 

 

 

 34,139 千円※ 

拡充  ( 31,565  千円) 

拡充  1 福祉タクシー券支給  32,505 千円 

拡充 2 自動車燃料費助成 

 成人健診 

 1,634 千円 

 ▶障害者福祉課  ※の額は、１～2の合計 

 

障害等のある方の積極的な社会参加と生活圏の拡大を図るため、福祉

タクシー券又は自動車燃料費の一部を助成しています。タクシー料金の

値上げや原油高騰に伴う燃料費の値上げ等の社会情勢の変化を踏まえ、

令和２年度から、月額助成額を 3,550円から 3,700円に拡充します。 

また、障害等のある方の社会参加をさらに拡げるため、福祉タクシー

券を利用できるタクシー会社を拡充します。 

※本事業は、「障害者自動車駐車場助成」を合わせた３事業の中での選択

制です。 

難聴者補聴器購入費助成 

 

 1,137 千円 

拡充 ▶障害者福祉課 ( 637  千円) 

 

 区では、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴の方を対象に、コ

ミュニケーションの支援や福祉の増進を図るため、補聴器の購入費の一

部を助成しています。 

これまでは、25,000 円を上限額とし、購入費の 9割を助成していま

したが、補聴器のフィッティング技術料や付属品であるイヤーモールド

の購入実績を考慮し、令和２年度からは助成上限額を 50,000 円に引

き上げ、難聴の方への支援をさらに充実します。 
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令和 2 年度予算額 

(前年度予算額） 

障害者・障害福祉計画の改定 

 

 7,800 

0,00 

千円 

新規 ▶障害者福祉課 ( ―  千円) 

 

区は、障害者計画と第５期障害福祉計画等の一体的な計画として「千

代田区障害福祉プラン」を平成 30年３月に策定しました。 

令和２年度は、現行の障害者計画の見直しによる改定を行うととも

に、新たに第６期障害福祉計画を策定します。 

令和元年度に障害等のある方を対象として実施したアンケート結果、

障害福祉サービスの利用状況、障害者支援協議会の意見を尊重しなが

ら、障害の種類に応じて医療とも密接に連携して必要なサービス及び支

援を検討し、障害福祉サービスの目標量を定めます。 

 

○障害者計画 

障害者基本法に基づき、区の障害者施策の方向性と具体的な方策を示

すために作成する計画です。 

 

○障害福祉計画   

障害者総合支援法に基づき、区の障害福祉サービスの提供体制を確保

し、必要なサービス量を見込むために作成する計画です。計画の進捗に

ついては、毎年度確認を行い、障害者支援協議会に報告をしています。 
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生活困窮者など困難な課題を持つ人が、住み慣れた地域で自立した安定的な生活を送れるよ

う、効果的な支援を行います。 

 

 「ちよだみらいプロジェクト」に掲げためざすべき 10年後の姿  

 

 

 

 

 
 

福祉サービスの質の維持・向上に努めるとともに、生活
困窮者に対する生活支援を強化します 
【ちよだみらいプロジェクト：施策の目標 24】 

7 
 

●サービス利用者の尊厳と主体性が重んじられている。 

●経済状況等に変化があっても孤立せず、社会とのつながりを持って暮らしている。 

●次世代を担う子どもや若者が、将来に向けて公平なスタートを切り、夢を描ける社会

となっている。 

（単位：千円）

主な事業（掲載ページ）

隙間のない相談支援体制の構築／対象者の状況に応じた支援

生活困窮者自立支援（自立相談支援）（P103） 拡充 33,660 7,181 26,479

住居確保のための給付金の支給

生活困窮者自立支援（住居確保給付金） 1,350 1,125 225

その他

社会福祉協議会支援（再掲）（P104） 210,599 194,632 15,967

増(△)減額

「ちよだみらいプロジェクト」に掲げた10年後の姿を
実現するための主な取組み

新規
拡充
独自

２予算額 １予算額
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▶生活支援課 
令和2年度予算額 

(前年度予算額） 

拡充 
生活困窮者自立支援（自立相談 

支援） 

 33,660 千円 

( 7,181  千円) 

生活困窮者の自立の促進を図るため、生活困窮者に対する包括的な相談・支援体

制を強化するとともに、子どもの学習・生活支援事業では、対象学年を拡充します。 

 

１ 包括的な相談・支援体制の強化 

（１）「自立相談支援事業」、「家計改善支援事業」、「就労準備支援事業」を一体的に

実施し、事業間の相互補完や連続的な支援を高め、より効果的な支援を行います。 

（２）専門的な知識・資格・経験を有する質の高い支援員を常時、複数名配置し、

多様で複雑な課題を抱える方々を広く対象として相談を受け止める「断らない

相談窓口」として、多分野にわたる関係機関との連携協働のもと、包括的な支援

を行います。 

 

２ 子どもの学習・生活支援事業の拡充 

貧困の連鎖防止を強化するため、小学校４年生から中学校３年生までの対象学年

を、令和２年度から高校３年生までに拡充して、高校生世代まで連続した支援を行

います。 

 

POINT 包括的な相談・支援体制の強化イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔自立相談支援事業〕 

主任相談員 

就労支援員 相談員 

〔就労準備 
  支援事業〕  

〔家計改善 

支援事業〕 

〇一人ひとりの相談者にプランを

作成し個別・包括的に支援 

〇収支の均衡がとれていない場合

は家計改善支援事業へ 

〇家計表やキャッシュフロー表を用いて家計の見

える化を行い、月単位、年単位で見直し 

〇自ら家計管理できる力を育成 

〇債務整理・滞納解消・各種給付手続き支援 

〇直ちに就労が難しい人を対象に、 

コミュニケーション能力の習得、 

生活習慣の改善等を就労体験など 

様々なメニューで社会参加支援 

〇就労に関する一般的なアドバイス 

〇ハローワークへの同行支援 

〇就労先の企業開拓      

連続的・ 
相互補完的 

三事業の 

一体的実施 

連続的・ 
相互補完的 

-103--103-



 
令和2年度予算額 
(前年度予算額） 

社会福祉協議会支援 

 

 210,599 千円 

 ▶福祉総務課 ( 194,632 千円) 

 

千代田区社会福祉協議会は、地域住民、ボランティア団体、企業等と

協働し、区と連携しながら、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすこ

とができるよう、様々な地域福祉活動に取り組んでいます。 

近年、ひとり暮らし高齢者の増加や、地域を支える町会・ボランティ

アの高齢化に伴う地域福祉活動の担い手不足などが課題となる中で、

様々な地域福祉活動を支援している社会福祉協議会の役割がますます

重要になっています。 

令和２年度は、（仮称）外神田一丁目公共施設に社会福祉協議会の新た

な活動拠点を設置する準備を行うとともに、法人運営体制の強化に向け

た一層の取組みを支援するため、必要な運営補助等を行います。 
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