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高齢・障害支援課 高齢・障害運営係 

 

Ⅳ 高齢・障害支援課 

 １ 高齢・障害運営係 

   

  ＜福祉保健の総合相談＞ 

福祉保健の総合相談窓口として、福祉保健センターに来所された区民の相談に対応します。 
また、来所された区民が福祉保健センターを利用しやすいように、適切な業務担当窓口へのご案内

を行います。 
 

(1) 総合相談の受付 

    高齢・障害運営係では、ケースワーカーと保健師が相談に応じています。相談については内容を

整理し、サービス提供の必要性、サービス調整の方向性等について判断し、各支援担当に引き継ぎ

ます。 

 

(2) 申請受理と情報提供 

    区民からの様々な問い合わせに対して、福祉・保健サービス利用に必要な申請の受理や、制度の

説明を行っています。 

    具体的には、福祉サービスは、介護保険認定申請、各種手帳・手当の申請などの窓口となってお

り、保健サービスは、指定難病医療費助成などの申請窓口となっています。 

また、区民向けに、横浜市及び緑区発行の福祉保健関連のパンフレット等を配布しています。 

     

    

   ＜相談件数＞                   ＜相談内容の割合＞      

 

                          

相談件数 16,533 件 

相

談

内

容 

介護保険 5,688件 

障がい関係 5,386件 

高齢関係 1,679件 

児童・母子・女性関係 1,628件 

保健・医療 1,056件 

その他 1,096件 

相談窓口業務日数 244日 

1日平均相談件数 68件 
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＜高齢者の地域活動等への支援＞ 

 

(1) 区民交流・地域活性化支援事業（個性ある区づくり推進費事業） 

      区内在住の高齢者を対象に、社会参加を促し高齢者同士の交流を深めるとともに、老人クラブの

活性化を図り、高齢者福祉の充実を図るために行っています。 

開催日 内 容 参加人数 

28 年２月 17 日 囲碁将棋大会（会場：緑ほのぼの荘） 囲碁 32人、将棋 16人 

28 年３月 10 日 シルバーフェスティバル（会場：みどりアートパーク） 530人 

     

(2) 濱ともカード交付事業 

      高齢者が、日常生活の中で健康づくりを行い、生きがいのある充実した生活を送っていただくた

めに、平成 20年 10月から協賛店で優待サービスを受けることのできる濱ともカードを交付してい

ます。 

   ア 対象者  65歳以上の方 

   イ 交付者数 

 25年度 26年度 27年度 

交付者数（転入・再交付を含む） 511人 480人 333人 

    

(3) 敬老特別乗車証交付事業 

      高齢者が気軽に外出し、地域社会への参加・交流を深め、充実した生活を送れることを目的とし

て乗車証を交付します。 

    ※ 平成 15 年 10 月 1日から所得などの条件により、負担金があります。 

  ア 対象者 本市在住の 70 歳以上の方 

  イ 乗車できる交通機関  

     乗合バス（民営）の市内の区間と市営バス・地下鉄と金沢シーサイドラインの全線を利用でき

ます。 

 25年度 26年度 27年度 

交付件数 599件 1,196件 1,319件 

 

(4) 敬老月間事業 

      多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に敬意を表し、その長寿を祝うとともに、生きがい、  

健康づくりを進めるために９月を敬老月間として区長等による訪問を行っています。 

  

〔区長等による訪問〕 

    訪問先：区内特別養護老人ホーム（27年度 11か所） 

        区内最高齢者、年度内 100歳到達者（希望者のみ） 
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＜特別乗車券等に関する事務＞ 

 

障がい者等の行動範囲の拡大のために、福祉特別乗車券など各種の交通手段への補助制度があり

ます。 

 25年度 26年度 27年度 

福祉特別乗車券 
一年券 

（うち新規） 

2,642 

(94) 

2,621 

(121) 

2,697 

(122) 

在宅重度障害者福祉タクシー利用券 
総 数 

（うち新規） 

855 

(92) 

875 

(75) 

882 

(75) 

有料道路障害者割引 登録件数 897 899 873 

＊ 18歳未満の方については、こども家庭支援課で交付を行っています。 
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２ 高齢者支援担当 

 

緑区内の高齢者等が、安心して在宅生活を送れるよう支援することを目的に、高齢者福祉保健サー

ビスの円滑な利用のための調整を行うとともに、介護保険の認定調査・審査会など当制度の円滑な運

営を図っています。また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の関係団体と連携し、

介護予防を含めたより適切なサービスを提供するための支援を行います。 

 

(1) 高齢者等への福祉保健業務    

ア 高齢者在宅サービス   

介護保険サービスの中で不足しているサービスの提供や介護保険サービスの対象とはならなく

ても、日常生活を送るうえで、何らかの支援を必要としている高齢者に対して必要なサービスを

提供しています。 

内 容 利用者（件）数 

住環境整備 
要介護者・要支援者の住宅改修で介護保険の限度

額を超えた工事の助成 
 ４件 

生活支援ショートステイ 
おおむね 65 歳以上の人が養護老人ホームなどに

短期間入所し生活習慣等の改善を図る。 
 １件 

日常生活用具給付 
おおむね 65 歳以上のねたきりの人などに費用の

１割負担で紙おむつの給付を行う。 
約 200件 

あんしん電話設置 
おおむね 65 歳以上のねたきり高齢者及びひとり

暮らし高齢者に緊急時の通報システムを貸与。 
約 150件 

住み替え家賃助成 
建替え等で立ち退きをうけ住宅確保に困窮する高

齢者世帯に対しての助成（市民税非課税世帯対象） 
 ０件 

高齢者食事サービス 
要介護（要支援）に認定されたひとり暮らしの人

などに、週 5回まで食事を配達する。 
 16件 

外出支援サービス 

おおむね 65 歳以上で要支援・要介護に認定された

一般交通機関の利用困難な人をハンディキャブ等

で送迎 

新規申請 42件 

訪問理美容サービス 
おおむね 65 歳以上で要支援・要介護に認定され理

美容院へ行くのが困難な人に訪問して行う。 
新規申請 22件 
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イ 訪問指導事業  

40 歳以上の方で、生活習慣病や認知症などで療養中の方、ひとり暮らしや閉じこもりの方、寝

たきりの方などを介護している家族に、保健師、歯科衛生士、栄養士などが訪問し、疾患の予防

や療養生活などについてのアドバイスを行っています。 

     

訪問指導対象者数（27年度末対象者） 

366人 

 

（ア） 訪問指導研修会  

訪問指導事業が効果的に行えるよう支援方法について検討するための研修会を実施しました。 

開催日 27年６月 18 日（木） 

内 容 在宅高齢者の栄養指導研修 

講師 利波 美也子氏 

参加者 12人（区職員・包括看護職員） 

 

（イ）定例事例検討会 

   区職員や包括職員と個別事例の検討を行い、支援方法の振り返りや共有等を行いました。 

実施回数 ７回 

参加者 延べ 73 人（区職員・包括看護職員） 

 

（ウ） 訪問型介護予防事業 

    訪問指導対象者のうち、特に閉じこもりやうつ、認知症の恐れがある等、心身の状況により必要

と判断された方へ、看護師・保健師・歯科衛生士・管理栄養士などが訪問を行います。 

嘱託看護師訪問 訪問口腔衛生指導 訪問栄養指導 

３件 0件  1件 

 

 

ウ 認知症高齢者等への支援  

内 容 実績等 

認知症高齢者緊急対応 

認知症が急激に悪化した高齢者に関する、緊急相

談、緊急一次受け入れ及び専門スタッフ訪問チー

ムの派遣 

相談延べ件数３件 

訪問延べ件数７件 

認知症高齢者精神保健

福祉相談（物忘れ相談） 

保健師・医療ソーシャルワーカー（MSW）・嘱託精

神科医師による高齢者の精神保健についての治

療、医療、介護等の相談や家庭訪問 

相談・訪問 

延べ 20件 

講演会の開催 

基調講演「認知症になっても住み慣れた地域で暮

らすために」 長谷川 和夫医師 氏 
フォーラム「認知症になっても暮らし続けられる

緑区を目指して」 ケアマネジャー等支援者 
※緑区チャレンジ提案事業補助団体「認知症ケア

を考える会オレンジ」による企画実施 

11月７日（土） 

緑アートパーク 

   320人 

緑区徘徊認知症高齢者

SOS ネットワーク事業 

徘徊高齢者の登録と、行方不明時の区内地域包括

支援センターと警察との連携した対応 
27年度末登録者数 

85人 
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緑区認知症キャラバ

ン・メイトのつどい 

区内のキャラバン・メイトが集まり、認知症にな

っても安心して暮らせるまちづくりを目指し、認

知症サポーター養成講座開催について情報交換

等を実施。 

（キャラバン・メイト区内登録数 135人） 

 ６月２日（水） 

 11月 30日（火） 

延 66人 

認知症サポーター養成

講座 

キャラバン・メイトが、認知症の原因や、認知症

の人への対応などについて、教材や寸劇を交え

て、分かりやすく説明する講座です。認知症サポ

ーターとは、認知症の人と家族を温かく見守って

支援する「応援者」です。 

小中学校、自治会、銀行、警察等を対象として実

施し、また「子どもアドベンチャー」でも講座を

行いました。 

27年度開催 38回

認知症サポーター

数 1,998 人 

 
在宅高齢者支援連絡会 
 
 

区レベル域地域ケア会議として実施。 

テーマ「認知症になっても安心して暮らせるまち

をめざして」 高齢者虐待防止事業と同時実施。 
 

 
12月 10日（木） 

   73人 
 

 
認知症カフェ 

 
 
 

かえでカフェ（26.11 月開始） 

※緑区チャレンジ提案事業補助団体「認知症ケア

を考える会オレンジ」による企画実施 

オレンジカフェ(27.12月開始) 

※中山地域ケアプラザが主催 
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エ 機能訓練    

内 容 実績等 

中途障害者地域活動

センター  緑工房 

運営支援 

緑工房の事業企画検討会議に出席し、利用者の情報

交換や運営支援を実施。 

事業企画検討会議

(月 1回)毎回参加 

リハビリ教室 

運営支援 

円滑な教室運営に向け、外出プログラムの際の同行

や再発予防の講義の実施などの支援を行う。また、

対象者把握のため関係機関へのＰＲや広報よこはま 

みどり区版で周知を図る。 

教室利用延 139人 

教室開催 35回 

研修会、連絡会の

開催 

(テーマ）「脳卒中の予防と早期発見・治療について」 

～普段の生活を見直そう～  

(講 師) 横浜新緑総合病院 脳神経センター長 

     遠藤 純男医師 

(対 象) 一般区民、患者・家族等  

※ 緑区中途障害者連絡協議会と共催 

６月 26日（金） 

 100人 

(テーマ)「高次脳機能障害講演会  

理解と支援のポイント」  

(講 師) 横浜市リハビリテーションセンター 

高次脳機能障害支援センター 

       渡邊 崇子氏(支援コーディネーター) 

     中山福祉機器支援センター 

      大竹 雅子氏（作業療法士） 

(対 象) 一般区民、患者・家族等  

10月 29日(木) 

67人 

 

オ 権利擁護のための支援   

内 容 実績等 

成年後見等の審判請求 

(認知症高齢者) 

身寄りがいないなどの理由で法定後見制度の申

立人がいない人に対して区長が申し立てを実施。 
13件 

高齢者虐待防止連絡会 

虐待事例を基に関係団体の取組、連携方法を検討 

認知症支援事業と併せ区レベル地域ケア会議と

して実施。 

１回 

被虐待高齢者相談支援 

本人、家族、関係機関等からの通報・相談により

把握し支援方針を検討。必要な場合は、弁護士へ

の相談や高齢者を施設等へ保護 

新規把握 18件 

施設等への分離 10人 

成年後見 

サポートネット 

権利擁護が必要な困難事例や第三者後見人候補

者選定の検討が必要な事例について、弁護士、司

法書士、社会福祉士、行政書士などの専門職団体

から助言を受け、適切な援助につながるよう事例

検討会を開催する。 
出席者：区役所職員、地域包括支援センター職員、

各専門職団体等 
※フォーラムについては、特別養護老人ホーム及 
び認知症グループホーム職員出席 

６月８日、７月６日、 

10月５日、11月２日、 

28 年３月７日（フォーラ

ムとして実施） 

 

延 160人 
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カ 高齢者あんしんサポート推進事業（個性ある区づくり推進費）  

  高齢者の命を守るため、特別養護老人ホームなどへの緊急保護を行うにあたり必要となる日用品

や通院手段等を確保しました。 

内容 利用者数          内訳 

通院手段等の確保    ４人 通院手段の確保（延６回）、行政手続き等（延２回） 

日用品の確保    ３人 日用品の確保（延３回） 

 

(2) 地域包活支援センターへの支援（区内７か所）  

    地域包括支援センターの 3職種である保健師、社会福祉職、主任ケアマネジャーが行う要介護者

への個別援助業務、介護保険制度や地域支援事業などの対応や運営について、連携調整を図り支援

しています。 

    また、ケアマネジャーや民生委員など、地域の関係者のネットワーク構築についても連携・支援

を行っています。 

ア 定例カンファレンスの開催 各地域包括支援センター 

月１～2回開催 

イ 地域包括支援センター連絡会の開催 

    (ｱ) 全体会            ２回 

      (ｲ) 主任ケアマネジャー分科会   12回 

    (ｳ) 社会福祉職分科会       12回 

    (ｴ) 保健師等分科会        12回 

 

   ウ 地域ケア会議の開催支援   

支援や介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で最期まで安心して生活できる体制、

「地域包括ケアシステム」を構築するため、地域支援者や医療・介護関係者の相互理解を進

め、地域の課題分析を積み重ねることで「個別課題解決」「ネットワーク構築」「地域課題発見」

「地域づくり・資源開発」「政策形成」をめざした地域ケア会議を実施しています。 

実施回数 計 16回 

内訳 個別ケース地域ケア会議 10 回 

包括レベル地域ケア会議 ５ 回 

区レベル地域ケア会議  １ 回  区主催 在宅高齢者支援連絡会として実施 

参加者数 延 403人 

            医師、歯科医師、薬剤師、在宅医療相談室相談員、病院相談員、訪問看護師、理学療法 

士、作業療法士、ケアマネジャー、訪問介護士、通所介護事業所、通所介護事業所 

民生委員・児童委員、区社会福祉協議会、地域包括支援センター、緑警察署、緑消防署、 

区高齢・障害支援課職員 

 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター主催 
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（3）介護保険関係団体への支援 

ア ケアマネジャー連絡会  

      区・地域包括支援センター・ケアマネジャーが相互に連携を図り、介護保険制度を円滑に実施

していくため情報交換や勉強会を開催しました。（12回開催） 

 

   イ その他の団体 

     区・包括支援センターと訪問介護事業所連絡会、訪問看護ステーション連絡会、通所介護連絡

会が連携して、情報交換や勉強会を開催しました。 

 

   ウ 「在宅におけるチーム医療を担う人材育成研修」（多職種連携研修・交流会）  

     在宅医療・介護における多職種連携を推進し、円滑な在宅ケア体制づくりに取り組む目的で、

医師会、ケアマネジャー、訪問看護、訪問介護、通所介護の各連絡会等代表と区・包括支援セン

ターで創設した「在宅ケアみどりネットワーク」により実施しました。 

      在宅ケアみどりネットワーク会議 ３回 

   研 修 ７月 17 日（金）115人 

内 容 ① 講演「がん患者における退院支援の現状と在宅につなげる支援について」 

      講師 神奈川県立がんセンター緩和ケア・患者支援部患者支援センター 

後方連携科長 得 みさえ氏 

② シンポジウム「チームケアのありかたについて」 

～比較的、早急に退院支援をする必要のある方をどう支えていくか～ 

      参加者 医師、在宅医療相談室相談員、病院相談員、病院看護師、訪問看護師、理学療法士、

作業療法士、ケアマネジャー、訪問介護士、通所介護事業所、地域包括支援センタ

ー、区職員他 

 

(4) 介護予防事業 

 ア 元気づくりステーション事業 

  高齢者が身近な地域で介護予防に取り組めるよう、活動の場「元気づくりステーション」の立ち

上げや継続支援を行っています。 

 

 

 

 

 

   イ 普及啓発事業 

元気な高齢者を対象に、介護予防・認知症予防の講座や教室を開催しました。 

    

(ア) ロコモ予防講演会 

要支援・要介護状態の原因にもなるロコモティブシンドロームを予防するため、専門医によ

る講演会を開催しました。 
 

 

 

 

 

 

会場 区内８か所（新規３か所・継続５か所） 

内容 体操・脳トレ・口腔講座・栄養講座など 
実施回数 192 回（年間） 

参加人数 実人数 241人 延べ人数 4,088人 

開催日等 27年７月６日（月）  

テーマ 「あなたの膝・腰・骨は大丈夫？ 
～自分の足で歩き続けるために～」 

講 師 石橋 英明 医師 

参加者 113人 
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(イ) ロコモ予防講座 

ロコモティブシンドローム予防のために、関節の痛みを少なくする体の動かし方について 
学ぶ講座を開催しました。 
開催日等 27年 10 月 26日（月）  

テーマ 「からだを痛めない歩き方のコツ 
～正しい姿勢と生活の工夫で関節の負担を軽くする～」 

講 師 黒田 恵美子 先生 

参加者 75人 

 

(ウ) 介護予防講座 

  鴨居地区にて、地域ケアプラザと共催し、男性向け介護予防講座を開催しました。また、自主

活動に向けた支援を行いました。 

開催日等 27年 10 月～12月（10回）  

テーマ 男磨き講座 ダンディクラブ 
内容 発表会を目標にした、着こなし、ウォーキング、スキンケア、ボイス

トレーニングなどの講座と、継続した地域活動に向けた話し合い等 

参加者 延べ 96 人 

 

(エ) 認知症予防講演会   

     認知症予防に関心のある方を対象に、講演会を開催しました。 
開催日等 27年 6月 9日（火）       27年 7月 22日（水） 

テーマ 歌って脳トレ！ 認知症に強い脳トレ術 
講 師 廣瀬 めぐみ氏 前田 敦子氏 

参加者 109人 35人 

 

(オ) 認知症予防講座   

認知症予防プログラムを、参加者が身近な場で体験できる講座を実施しました。 

開催日等 27年６月～7月（全５回）  27年 11月～12月（全３回） 

テーマ ～脳の若返りレッスン～ 
ウォーキングのすすめ 

考えて作ってみよう 
Let’s クッキング！ 

講 師 緑区認知症予防サポーター 緑区認知症予防サポーター 

管理栄養士 

参加者 延べ 87 人 延べ 27名 

 

 (カ) 出張介護予防講座 

シニア大学やシルバー人材センター、各地区の老人会、高齢者昼食会、地区リハビリ等に出向

き、介護予防の講座を実施しました。 

実施回数：22回  参加者数：938人  
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 (キ) お口の健康アップ講座   

     口腔機能の低下を早期に予防できるよう、歯科衛生士と協力し、口腔ケアに関する講座を開催 

しました。 

開催日等 27年５月 29 日（金） 

内 容 「からだの健康はお口から」講話、歯ブラシの方法やお口の体操等 
参加者 37人 

 

(ク) その他の普及啓発事業   

区民まつり、区老連まつりにて、パネル展示、リーフレット配布、健康相談、ロコモ度テスト

や体力測定の実施、ハマトレの体験会などを行いました。 
実施回数 ２回 

参加者数 203人 

 

ウ 地域支援者の養成  

(ア) 関係団体等による連絡会 

     地域の介護予防に関する取組みの検討や、既存組織のネットワークづくりを支援すること等

を目的とした連絡会を開催しました。 

 開催日・実施回数 参加者数 
介護予防支援者連絡会 27年 11月 26日（木） 44人 

シルバー体操・レクレーション指導員連絡会 年１回 ７人 

認知症予防サポーター連絡会 年６回 延 34人 
認知症予防自主グループ連絡会 年 10回 延 83人 

 

（イ）地域組織の育成・支援 

    介護予防に資する取組みを展開する地域組織の育成（立ち上げ）・活性化支援等を実施しま

した。 

実施回数：12回、参加者数：93 人 
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 ３ 介護保険担当 

 

  (1) 介護保険関係 

   ア 介護保険の申請受理・要介護認定（平成 28年３月 31日現在） 

申請受理件数 6,520件（うち、新規申請 2,030 件） 

審査会実施件数   144 回 

要介護認定者数  6,632 件 

 

     ＜要介護度別の内訳＞ 

要介護度 人数 割合 

要介護５ 663 10.0% 

要介護４ 868 13.1% 

要介護３ 963 14.5% 

要介護２ 1,468 22.1% 

要介護１ 1,107 16.7% 

要支援２ 688 10.4% 

要支援１ 875 13.2% 

計 6,632 100.0％ 

 

   イ ケアプラン作成に係る届出の受理 

     個々の高齢者の状況に合わせ、介護保険サービスを組み合わせた、居宅サービス計画（ケアプ

ラン）作成に係る届出を受理します。 

     ＜ケアプラン作成届出者数＞（平成 28年３月 31日現在） 

要介護度 人数 割合 

要介護５ 386 8.0% 

要介護４ 557 11.5% 

要介護３ 734 15.1% 

要介護２ 1,249 25.8% 

要介護１ 862 17.8% 

要支援２ 547 11.3% 

要支援１ 510 10.5% 

計 4,845 100.0% 

 

   ウ 苦情相談対応 

     介護保険に関する市民や事業者からの苦情相談について直接対応しています。 

     ＜介護保険苦情相談の状況＞ 

内 容 件 数 

サービス内容に関すること ５件 

認定に関すること ６件 

その他 1件 

合 計 12件 
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  (2) 居宅介護支援事業者への支援指導 

    ケアプランや個別援助に対して相談があった場合、カンファレンスや勉強会などを活用しながら

問題解決に向けてケアマネジャーを支援しています。 

 

    ＜緑区ケアマネジャー連絡会の開催＞ 

開催回数   ６回 
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 ４ 障害者支援担当 

 

  ＜障がい者支援＞ 

 

   障害者基本法の理念に基づき、心身にハンディキャップのある人たちが安心して、安定した生活が

送れるよう、①自立援助、②施設サービスの提供、③経済的援助などの各種施策を実施しています。 

 

 

(1) 身体障がい者福祉 

    視覚障がい者、聴覚又は平衡機能障がい、音声機能・言語機能、または、そしゃく機能障がい、

肢体不自由、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸又は小腸等の機能障がいのある方で、身体障害

者手帳の交付を受けた方が対象となります。 

 

                    

  

 

 

    ＜身体障害者手帳の所持者の内訳＞  

障がい種別 人 数 割 合 

肢体不自由 2,522人 52.0％ 

内部障がい 1,456人 30.0％ 

聴覚・平衡機能障がい 505人 10.4％ 

視覚障がい 326人 6.7％ 

音声・言語・そしゃく機能障がい 44人 0.9％ 

 4,853人 － 

 

(2) 知的障がい者福祉 

    児童相談所（18歳未満の方）又は障害者更生相談所（18歳以上）において、知的障がい者・児と

判定された方が対象となります。 

                         25年度 26年度 27年度 

 療育手帳（愛の手帳）新規交付者数   85人   72人  89人 

 療育手帳（愛の手帳）所持者数 1,338人 1,412人  1,491 人 

 

 
 
 

                         25年度 26年度 27年度 

 身体障害者手帳新規交付者数     451人    341人     310人 

 身体障害者手帳所持者数  4,846 人 4,847人 4,853人 
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(3) 障害者総合支援法 

平成 25年４月１日、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総 

合支援法）」が施行されました。 

この法律は、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するため、障害者自立支援法を改正したものです。この法律では、自

立支援給付の対象者、内容、手続等、地域生活支援事業、サービスの整備のための障害福祉計画の

作成、費用の負担等について定めています。 

 

   ア 「障害福祉サービス受給者証」の発行 

利用者の方には、障害者総合支援法に基づく福祉サービスの支給決定内容を証明するために「障

害福祉サービス受給者証」を発行します。 

サービス提供事業者との契約、サービス利用の際に「障害福祉サービス受給者証」を提示して

行います。    

       

イ 障害者総合支援法に基づくサービスの支給決定状況   

                         25年度 26年度 27年度 

介護給付 1,407件 1,289件 1,320件 

訓練等給付 201 件 414件 429件 

地域生活支援事業 860 件 904件 922件 

計画相談  127件 246件 364件 

 

   ウ 福祉サービスの支給決定手続 

 障害者総合支援法では、更生相談所で設置している審査会において障害程度区分を審査判定し、

その結果に基づき障害程度区分を認定します。 

福祉サービスの内容として、①介護給付、②訓練等給付、③補装具費支給事業、④地域生活支

援事業に分かれています。 

     ＜障害者総合支援法申請受理件数＞ 

25年度 26年度 27年度 

 490件  495件   600件 

 

  ＜難病支援＞  

病気や療養生活などについて、相談をお受けするほか、保健師が自宅へ訪問しています。 

 

(1) 特定疾患医療費公費負担 

申請受理等は高齢・障害運営係で行い、その都度利用できるサービス等の情報提供を行っていま

す。 

対 象 
厚生労働省が特定疾患対策として取り上げている疾患の診断名が確定され、

一定の認定基準を満している方 

内 容 治療にかかる医療費の一部を公費で負担 

申請受理件数 新規 194件（転入 ８件を含む）、更新 732件、その他(変更等) 230件 
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  (2) 難病講演会・交流会 

    療養上の不安を解消するため、専門医等による医療講演会・相談会、患者会の体験談等を取り入

れた交流会も実施しました。 

   ア 全身性エリテマトーデス 

開催日 27年６月 25 日（木）          

講 師 赤荻 淳医師 

参加者数 18人 

    

イ 原発性胆汁性肝硬変 

開催日 27年 10 月 27日（火） 

講 師 関山 和彦医師 

参加者数 54人 

      

ウ 膠原病交流会 

開催日 ①27年７月９日（木）②27年 10月１日（木）     

テーマ 
①交流会 

②自分にあったセルフケア・ヨガ体験と交流会 

参加者数 延べ 18 人 

 

   エ 緑ふれあいの会（神経系難病交流会：パーキンソン病・脊髄小脳変性症・多系統萎縮症） 

     神経系難病の患者さんと家族が集まる会です。月 1回の会合では、病気の勉強やリハビリ体操

を行うなど、交流を行っています。 

開催回数 11回 

参加者数 延べ 80 人 

 

 

 

  ＜援護の内容及び実績＞ 

   ＜手当関係＞ 

手当の種類 25年度 26年度 27年度 

特別障害者手当 124件 126件 125件 
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  ＜精神保健福祉業務＞ 

   「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」「障害者総合支援法」により、在宅での精神障がい者

の社会復帰への促進と自立を援助するとともに、区民の精神保健の向上を図ることを目的とし、①自

立援助、②病院、施設サービスの紹介、③経済的援助、④その他に関する在宅及び施設関連の相談等

を実施しています。 

 

(1) 精神保健相談･訪問援助 

    心の健康相談から、診察を受けるにあたっての相談、社会復帰相談、アルコール、思春期などの

相談を受け付けています。 

相談の結果に基づき、医療機関･社会復帰施設・自助グループなどの紹介、児童相談所、職業安定

所などの関係機関への紹介等を行い、面接･訪問による相談援助を実施しました｡ 

 

   ア ソーシャルワーカーによる精神保健相談・訪問援助 

 相談延人員 訪問延人員 

25年度 8,114人 516人 

26年度 7,083人 452人 

27年度 7,748人 378人 

     

イ 精神科医（嘱託医師）による精神保健相談 

実施回数 
相 談 訪 問 

実人員 延人員 実人員 

６回  ７人  ７人  ０人 

 

(2) 集団援助活動 

同じ問題を抱えるもの同士が仲間づくりを進める場、心の病を理解し接し方や社会復帰のあり方

を考えるなど集団での援助活動を行います。 

 

   ア 精神障害者生活教室「みのりの会」 

主に在宅の障がい者を対象に、集団を通して対人関係の改善･意欲の向上、相互の交流を図り、

社会生活への適応を促すことを目的として実施しました。 

 

 

   イ 精神障がい者家族セミナー 

     統合失調症の患者家族が病気への正しい知識や情報を得ながら、交流や学習会等を行うことで、

相互に支えあうことができるよう実施しました。 

開催数 参加延数 内 容 

 ２回   15 人 
・病気について 

・服薬について など 

 
 

 25年度 26年度 27年度 

開催回数  48回   47回   45回 

参加延数  601人   471人   353人 

内 容 
話し合い、スポーツ、レクリエーション、 

料理講座、バスハイクなど 
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   ウ アディクション家族教室（北部４区合同） 

     アルコール・ギャンブル・薬物などの依存症の患者家族の方による話し合いと、専門家による

相談の場を設けました。 

開催数 参加延数 内 容 

  12 回  68人 依存症についての話し合い 

 

 

(3) 自主活動団体への支援 

事業名 開催数 支援人数 内 容 

精神障害者地域作業所、

グループホーム援助事業 
 ８回  79人 

区内のあしたば工芸、ピネル工房、鴨居ピネル、わ

んどらん、はじまりの家、グループホームかもいの

運営委員会への参加やその他運営に関する支援と

設置団体の活動の支援を行いました。 

精神ボランティア 

団体支援 
１回 ５人 

精神保健ボランティアが組織している団体に対し

て、年２回開かれる役員会や例会に出席して、ボラ

ンティア活動に対する協力や助言を行いました。 

 

 

(4) 普及啓発事業 

ア 心の健康づくり推進事業講演会 

区民の心の健康づくりの推進を目的に、うつ病の症状でもある睡眠障害をテーマに、睡眠障害

に関する基礎知識や安眠するコツ、うつ病との関連等を知ってもらうための講演会を実施しまし

た。 

開催日 開催場所 参加人数 講 師 

28 年１月 23 日（土） みどりアートパーク  178人 
睡眠総合ケアクリニック代々木 

井上 雄一医師 
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  (5) 精神保健福祉法進達件数 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」及び「障害者総合支援法」に基づき、入院届・自

立支援医療（精神通院医療）の利用に伴う書類の受理、進達、交付等を行いました。 

進達内容 25年度 26年度 27年度 

診察及び保護の申請（法第 22条） ０件 ０件 ０件 

警察官の通報（法第 23条） 28件 21件 20件 

自立支援医療（精神通院医療）（法第 52条） 3,326件 3,310件 3,339件 

精神障害者保健福祉手帳申請書（法第 45条） 737件 844件 865件 

総合保健医療センター利用申込関係書類 ３件 ３件 ２件 

医療保護入院の入退院届（元気会横浜病院） 54件 61件 48件 

合 計 4,148件 4,239件 4,276件 

     

 

  (6) 精神関係機関連携調整 

関係機関の連携の強化を図るため、連絡会の開催等により、連携を円滑にしていくための調整を

行いました。 

＜27年度実績＞ 

事業名 開催数 参加機関数 参加延数 内 容 

精神関係機関連絡会  １回 12機関   18人 作業所等関係機関との地域生活支援 
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高齢・障害支援課 障害者支援担当 
 

   ＜在宅サービス（身体・知的・難病）＞ 

※障害者総合支援法サービスを除く。 

 内 容 対 象 25年度 26年度 27年度 

難病患者外出支

援サービス 

一般の交通機関を利用して

の外出に困難を伴う方に専

用車両により居宅と医療機

関等との間の送迎を行いま

す。 

難病を有する方及び関

節リウマチ患者 

62件 53件 75件 

難病居宅支援 

サービスホーム 

ヘルパー派遣 

ホームヘルパーが訪問し、介

護・家事等のサービスを行い

ます。 

難病を有する方及び関

節リウマチ患者 1件 1件 1件 

住環境整備の 

助成 

障がい者(児)のいる家庭の

住宅整備を障がい者(児)の

状態に応じるよう改造する

場合、費用の一部を助成しま

す。 

①身障 1、2級の身体障

がい者 

②IQ35 以下の知的障

がい者 

③身障 3級＋IQ50以下

の方 

21件 10件 ４件 

日常生活用具の 

給付・貸与 

日常生活用具を給付又は貸

与します。 

浴槽、点字ﾀｲﾌﾟﾗｲﾀｰ、通信装

置など 

重度の身体障がい・知

的障がい・難病（130

疾患）を有する方 
882件 843件 812件 

補装具の交付 盲人用白杖、義手、車椅子な

どを交付・修理します 

身体障害者手帳をもっ

ている方 520件 449件 453件 

身体障害者補助

犬の給付 

自立と社会参加を促進する

ために、盲導犬・介助犬・聴

導犬を給付します 

視覚障害、肢体不自由、

聴覚障害により、日常

生活に著しい障害があ

る方で、所定の訓練を

受けた身体障害者 

0件 0件 0件 

更生医療の給付 生活上の便宜を増やすため

に障がいを軽くしたり機能

を回復することが出来るよ

う医療を国等が指定した医

療機関で受けられます。（角

膜手術、関節形成手術など） 

18 歳以上の身体障が

い者 

108件 90件 90件 

自動車改造費 

助成 

自動車のハンドル、ブレーキ

などを改造するための費用

について 20 万円を限度とし

て助成します。 

1～3級の上肢、下肢又

は体幹機能障がい等の

身体障がい者及び知的

障がい者 

7件 5件 5件 

 


	07　高齢障害支援課高齢障害運営係
	08　高齢障害支援課高齢者支援担当
	09　高齢障害支援課介護保険担当
	10　高齢障害支援課障害者支援担当

