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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＞                          

介護保険

37%

障害関係

30 %

高齢関係

6%

児童・母子・

女性関係

8%

保健・医療

5

%

その他

14%

   

    

              

 

 

 

 

 

 

相談件数 23,107 件 

相

談

内

容 

介護保険 8,459件 

障害関係 6,901件 

高齢関係 1,522件 

児童・母子・女性関係 1,769件 

保健・医療 1,234件 

その他 3,222件 

相談窓口業務日数 244日 

1日平均相談件数 95件 



 42 

高齢・障害支援課 高齢・障害運営係 

 

＜高齢者の地域活動等への支援＞ 

 

(1) 高齢者生きがい推進事業（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 

30 年 12 月７日 囲碁将棋大会（会場：緑ほのぼの荘） 囲碁 57人、将棋 15人 

31 年３月７日 シルバーフェスティバル（会場：緑公会堂） 500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 

 28年度 29年度 30年度 

交付者数（転入・再交付を含む） 464人 297人 352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。 

 28年度 29年度 30年度 

交付件数 17,056 件 18,171 件 20,252 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：区内連合自治会敬老会等（希望地区のみ ２か所） 

        区内最高齢者（男女各１名 希望者のみ） 
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＜特別乗車券等に関する事務＞ 

 

障害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。 

 28年度 29年度 30年度 

福祉特別乗車券 
総 数 

（うち新規） 

2,792 

(102) 

2,841 

(125) 

2,963 

(121) 

在宅重度障害者福祉タクシー利用

券 

総 数 

（うち新規） 

896 

(65) 

967 

(105) 

1,079 

(80) 

有料道路障害者割引 登録件数 918 877 911 

＊ 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・審査会等介護保険制度の円滑な運

営を図っています。また、地域ケアプラザ、区社会福祉協議会、医療関係者、介護関係者、地域の関係

団体等と連携し、地域包括ケアシステムの構築を推進します。 

 

(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、介護保険サービスの中で不足しているサービス等の提供をしています。 

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 

生活習慣等の改善を図ることを目的にした、おお

むね 65 歳以上の高齢者の養護老人ホーム等への

短期間入所。 

0件 

日常生活用具給付 
おおむね 65 歳以上のねたきりの高齢者等に対し

て費用の１割負担で行う紙おむつの給付。 

350件 

（新規申請 80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。 

113件 

（新規申請 ７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高

齢者等に、週 5 回まで食事を配達。 
新規申請 30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、

一般交通機関の利用困難な高齢者等のハンディ

キャブ等での送迎。 

新規申請 18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

理美容院へ行くことが困難な高齢者に対する訪

問での理美容サービス。 

新規申請 18件 

 

イ 訪問指導事業 

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

きりの方等を介護している家族に、保健師、歯科衛生士、栄養士等が訪問し、疾患の予防や療養

生活等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（30年度末時点）：288 人 

 

(ア) 訪問指導研修会 

訪問指導事業を効果的に行えるように、支援方法について検討する研修会を実施しました。 

開 催 日 平成 31 年２月１日（金） 

内  容 「家族を看取る」ということ ～地域における遺族支援を考える～ 

講  師 横浜総合病院 地域医療総合支援センター センター長代理 乙坂 佳代 氏 

参 加 者 28人（区役所職員・地域包括支援センター職員） 

 

(イ) 定例事例検討会 

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：５回  参加者：延べ 61人（区役所職員・地域包括支援センター職員） 
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(ウ) 訪問型短期予防サービス事業 

       閉じこもりやうつ等、心身の状況により必要と判断された方へ、看護師・保健師が訪問を行

い、要介護状態への移行を予防することや、自立と社会参加に向けた生活範囲の拡大を図ります。 

      嘱託看護師訪問件数：33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、緊急一時受入れ及び専門スタッフ訪問チームの

派遣。 

相談延件数２件 

訪問延件数２件 

認知症高齢者精神保健

福祉相談（物忘れ相談） 

保健師・ソーシャルワーカー（ＳＷ）・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 19件 

緑区認知症高齢者等

SOSネットワーク事業 

認知症のＢＰＳＤ（行動・心理症状）による行方不

明の恐れのある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。 

30 年度末登録者数 

78 人 

認知症初期集中支援推

進事業（「認知症初期 

集中支援チーム」） 

認知症の専門知識を専門職が認知症または認知症

が疑われる人を訪問し、専門医療機関への受診、介

護サービスの利用支援、助言等を行います（平成 29

年９月元気会横浜病院に設置。）。 

30 年度対象者 15名 

訪問回数 延 28回 

認知症初期集中支援 

チーム区域検討会 

緑区認知症高齢者の現状についての報告、認知症初

期集中支援チームの事業説明・事例紹介を行い、地

域関係者と意見交換を実施。 

高齢者虐待防止事業と同時実施。 

９月 27日（木） 

     24 人 

介護者支援研修会 

介護者支援についてケアマネジャー等の介護支援

事業所向けに研修を実施。 

・講演「サインから読み解く家族心理～介護者支援

へのアプローチ～」 堀 恭子 教授 

７月 27日（金） 

      50人 

認知症シンポジウムの

開催 

認知症をポジティブにとらえ、認知症にやさしいま

ちづくりのためのシンポジウムを開催。 

・講演「認知症をポジティブにとらえよう」 

 山口 晴保医師 

・パネルディスカッション 

「認知症の人が安心して暮らせる地域づくり」 

11 月２日（金） 

緑公会堂  225人 

緑区認知症キャラバ

ン・メイトのつどい、 

勉強会 

認知症の人等にやさしいまちづくりを目指し、区内

キャラバン・メイトが、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（区内キャラバン・

メイト登録数 206 人）。 

５月 30日（水） 

11月 30日（金） 

    延 58人 

認知症サポーター 

養成講座 

認知症の原因や、認知症の人への接し方等につい

て、キャラバン・メイトが教材や寸劇を交え分かり

やすく説明し、認知症の人と家族を支援する「応援

者」である認知症サポーターを養成する講座。 

小中学校、自治会、医療機関等を対象に実施し、区

役所職員向けの人権研修でも講座を実施。 

30 年度開催 25回 

認知症サポーター数 

  1,454人（累計

15,208人） 
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若年性認知症よこはま

北部のつどい 

認知症の人と家族の会が実施している「若年性認知

症よこはま北部のつどい」の開催を、港北、緑、青

葉、都筑の４区合同で支援。 

５月 25 日（金） 

９月 28 日（金） 

１月 18 日（金） 

認知症カフェ 

認知症の人と家族、地域住民、専門職等誰もが参加

でき集う場で、情報交換、普及啓発を行っています。 

オレンジカフェ ※中山地域ケアプラザ主催 

オレンジサロン ※霧が丘地域ケアプラザ主催 

認知症カフェぶらり（ふれあいサロン竹多久） 

オレンジ・カフェ（みんなの家・三保） 

はっさくカフェ（みどりの杜） 

 

 
 
  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 

円滑な運営に向け、外出プログラム時の同行や

再発予防の講義実施等の支援。また、対象者把

握のための関係機関へのＰＲや広報よこはまみ

どり区版での周知。 

教室利用延 97人 

教室開催 35 回 

研修会、連絡会の開催 

(テーマ）「生活習慣から見直す脳卒中予防」 

(講 師) 横浜新緑総合病院 

      医師 遠藤 純男 氏 

(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 29日（金） 

 46人 

(テーマ)「暮らしの中のリハビリテーション」 

(講 師) 介護老人保健施設ライフプラザ新緑 

理学療法士 加藤 潤 氏 

(対 象) 一般区民、患者・家族等  

10月 25日（木） 

  31人 
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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) 

法定後見制度の申立人がいない高齢者等に対して区

長が申立てを実施。 
10 件 

高齢者虐待防止連絡会 

虐待の緑区での統計をもとに関係団体の取組み、連

携方法を検討。認知症初期集中支援チーム区域検討

委員会と併せて実施。 

９月 27日（木） 

     24 人 

被虐待高齢者相談支援 

本人、家族、関係機関等からの通報・相談により対

象者を把握し支援方針を検討。必要時、弁護士への

相談や高齢者の施設等へ保護を実施。 

新規把握 20件 

施設等への分離２人 

成年後見 

サポートネット 

権利擁護が必要な事例や第三者後見人候補者選定の

検討が必要な事例の適切な支援のために、弁護士、

司法書士、行政書士、社会福祉士等の専門職団体か

らの助言を受ける事例検討会の開催。 
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 

６月７日 30人 

７月２日 21人 

11 月５日 19人 

12 月３日 27人 

   延 97 人 

 

(2) 地域包括ケアシステムの構築推進 

  ア 全体統括・指針策定 

    区域での地域包括ケアシステムの推進・方針について、区役所及び区社会福祉協議会、地域ケア

プラザ、三師会、自治会関係者等の多くの関係者と調整し、検討を進めます。 
    また、抽象的な概念である地域包括ケアシステムについて、関係者間で共通の認識をもてるよう

に、平成 30 年 3 月策定した「横浜型地域包括ケアシステム構築に向けた緑区行動指針」を活用し、

一体的な構築を推進しています。 
   (ア) 緑区地域包括ケアシステム庁内連絡会 １回 
 
  イ 地域ケア会議の開催 

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 22 回 

内    訳  個別ケース地域ケア会議 13 回 

包括レベル地域ケア会議 ８ 回 

区レベル地域ケア会議   １ 回   区主催 

   （ア）区レベル地域ケア会議 

      日 時 平成 30年 11月 27 日（火） 

      テーマ 「地域で安心して暮らしていくために必要な高齢者の見守りについて」 

参加者 65 名 

 

 

 

 

 

 

地域包括支援センター主催 
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  ウ 在宅医療・介護連携の推進 

    高齢者が疾病を持ちながらも、住み慣れた地域や自らが望む場で安心して暮らし続けることがで

きるように、在宅医療と介護が切れ目なく連携して、効率的に提供される仕組みを構築します。 

    (ア) 在宅ケアみどりネットワークの運営 

 緑区における在宅ケアの充実を目指し、在宅ケアに関わる専門職種が参加する連絡会を運営し

ます。多職種間の顔の見える関係づくりや、多職種連携における課題の検討に取り組んでいます。 

６回 開催 

 

    (イ) 在宅におけるチーム医療を担う人材育成研修の開催 

日  時  平成 30年 11月 22（木） 

テーマ   「入退院時における医療機関と介護事業所の連携」 

参加者   101名 

 

  (ウ) 緑区在宅医療相談室の運営支援 

      在宅医療相談室事務局会議 ４回 / 多職種連携会議 ４回 / 事例検討会 12回 

      在宅医療に関する市民啓発講演会 １回 

      

エ 生活支援体制整備事業 

    「高齢者一人ひとりができることを大切にしながら暮らし続けられるために多様な主体が連携・

協力する地域づくり」を目指し、「交流・居場所」「生活支援」「見守り・つながり」の充実を図って

いきます。 
    (ア) 生活支援コーディネーター連絡会 12回 

    (イ) 地域における協議体の開催（地域ケアプラザ主催・地域関係者主催） 22回 

＊協議体：活動やサービスの創出、または継続・発展させるための具体的な企画立案を行うこと

を目的として開催。 
 

オ 福祉保健データ集作成事業（個性ある区づくり推進費） 

    地域包括ケアシステム構築に向けた検討や、地域福祉保健計画の推進を始めとした様々な事業を

地域と進めていく上で、関係者間で共通認識を持ち、ともに将来の展望を描いていくために、福祉

保健に関係する各種データを総合的にまとめた「緑区地区別暮らしのデータ集」を作成しました。 
   (ア) 区全体版の作成 1,200冊（平成 29年度作成） 

      (イ) 各地区版の作成 1,200冊（平成 29年度作成） 

      (ウ) 別冊の作成     600冊（平成 30年度作成） 

＊別冊：区全体版にはなかった高齢者のみに限らない項目や、在宅医療に関する項目、地域活

動に関する項目を記載しています。 

 
(3) 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、社会福祉士、主任ケアマネジャーが行う要介護者へ

の支援業務、介護保険制度や地域支援事業等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等、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回開催 
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イ 地域包括支援センター連絡会の開催 

    (ア) 全体会            ３回 

      (イ) 主任ケアマネジャー分科会      12回 

    (ウ) 社会福祉士分科会       11回 

    (エ) 保健師等分科会        11回 

  

(4) 介護保険関係団体への支援 

ア ケアマネジャー連絡会 

 区役所・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） 

 (ア) 介護予防スキルアップ研修の開催支援 

ICF に基づいた介護予防ケアプラン介護予防ケアプランの演習事例を通してインフォーマル 

サービスの活用方法や課題、具体策を考える研修会を、区内地域包括支援センターと協力して実

施しました。 

     日 時 12月４日（火） 

     内 容 総合事業の概要、インフォーマルサービスについて、ICF を活用した介護予防ケアマ

ネジメントの実際の講義とグループワーク。 
     参加者 緑区内居宅介護支援専門員 27名 

 

   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、情報交換と勉強会を開催しました。 

 

(5) 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）セカンドライフ講座 

前期高齢者や男性にむけて、関心の高いテーマや地域活動情報をもとに、今後の人生設計を

考える機会を提供しました。 

開催日等 ６月（４回） 

テ ー マ セカンドライフ講座  

内  容 緑区の地理と歴史、お金との上手な付き合い方、健康づくり、地域情報

提供、交流会 

参 加 者 延 54 人 

 

会  場  区内 15か所（新規３か所・継続 12か所） 

内  容  体操・脳トレ・口腔講座・栄養講座等 

実施回数 343回（年間） 

参加人数 実人数 350人 延人数 5,510 人 
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（イ)男性シニア向け講座 

   鴨居地区で、地域ケアプラザと共催し、男性向け料理教室を開催しました。 

開催日等 ５月～７月（６回）  

テ ー マ ダンディキッチンかもい 
内  容 料理教室（レシピの決定、料理工程の確認、買い物） 

参 加 者 延 60 人 

 

（ウ）フレイル予防講演会   

        閉じこもり・孤立予防についての講演会を開催しました。 
開催日等 10月 12日（金）       

テ ー マ 地域ぐるみで取り組む高齢者の孤立予防～フレイル予

防のための生活のヒント～ 
講 師 首都大学東京 健康福祉学部教授 藺牟田 洋美 氏 

参 加 者 20 人 

 

（エ）元気づくりステーションパネル展   

元気づくりステーションをはじめとする介護予防グループのパネル展を行いました。 

２月 28 日（木）は特設イベントとして介護予防活動グループによる活動紹介を行いました。 

開催日等 ２月 25日（月）～３月１日（金） 

テ ー マ 元気づくりステーションパネル展 
参 加 者 延 320名 

 

（オ）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：30回  参加者数：692人  

 

 （カ）その他の普及啓発事業   

区老連まつりにて、脳力道場（脳トレ）、フードモデルを利用した栄養相談、リーフレット

配布、健康相談、体力測定の実施、ハマトレの体験会等を行いました。 
実施回数：１回  参加者数：120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目的とした連絡

会を開催しました。 

連絡会名 実施回数 参加者数 

シルバー体操・レクレーション指導員連絡会 年１回    ４人 

認知症予防サポーター連絡会 年２回 延 10 人 
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（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。 

 

     ａ 介護予防支援者研修会 

開催日等 ７月５日（木） 

テ ー マ 膝痛・腰痛予防の最前線 フレイルって何？ 
講  師 ライフプラザ新緑 理学療法士 加藤 潤 氏 

参 加 者 延 61 人 

      

 ｂ 緑区元気づくりステーション連絡会 

開催日時 11月 29日（木）  

テ ー マ ・ゆるやかに通い続けられる居場所「元気づくりステーション」 
・新規グループ活動発表 
・グループワーク（情報交換） 

講 師 （公財）ダイヤ高齢社会研究財団 澤岡 詩野 氏 

参 加 者 延 54 人 

 

c 体操リーダー養成講座 

開催日時 ９～10月（５回） 

テ ー マ 高齢者向きの体操の実践・体操の効果、注意点について 
講 師 ・かながわ健康財団 健康運動指導士 高垣 茂子 氏 

・日本体育協会公認スポーツ指導者 大橋 信子 氏 

参 加 者 延 114人 

 

ｄ 体操リーダー養成講座・フォローアップ講座 

開催日時 １月 11日（金） 

テ ー マ 集団で楽しめる体操について 
講 師 ・かながわ健康財団 健康運動指導士 高垣 茂子 氏 

参 加 者 延 14 人 

 

 



 52 

高齢・障害支援課 介護保険担当 

 

 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 31年３月 31日現在） 

申請受理件数 6,567件（うち、新規申請 2,454 件） 

審査会実施件数   141回 

要介護認定者数  7,188 人 

 

     ＜要介護度別の内訳＞ 

要介護度 人数 割合 

要介護５ 613 8.5% 

要介護４ 918 12.8% 

要介護３ 1,046 14.6% 

要介護２ 1,540 21.4% 

要介護１ 1,077 15.0% 

要支援２ 1,093 15.2% 

要支援１ 901 12.5% 

計 7,188 100.0％ 

 

   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 31年３月 31日現在） 

要介護度 人数 割合 

要介護５ 406 7.4% 

要介護４ 673 12.2% 

要介護３ 843 15.2% 

要介護２ 1,312 23.8% 

要介護１ 838 15.2% 

要支援２ 878 15.9% 

要支援１ 568 10.3% 

計 5,518 100.0% 

 

   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 15件 

認定に関すること 10件 

その他 0件 

合 計 25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   ２回 
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 ４ 障害者支援担当 

 

  ＜障害者支援＞ 

 

   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) 身体障害者福祉 

    視覚障害者、聴覚又は平衡機能障害、音声機能・言語機能又はそしゃく機能障害、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害のある方で、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＞  

障害種別 人 数 割 合 

肢体不自由 2,397人 49.1％ 

内部障害 1,638人 33.6％ 

聴覚・平衡機能障害 485人 9.9％ 

視覚障害 319人 6.5％ 

音声・言語・そしゃく機能障害 43人 0.9％ 

 4,882人 － 

 

(2) 知的障害者福祉 

    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、知的障害者・児と判

定された方が対象となります。 

                         28年度 29年度 30年度 

 療育手帳（愛の手帳）新規交付者数  97人  119人  105人 

 療育手帳（愛の手帳）所持者数  1,569 人  1,673 人  1,746 人 

 

 
 
 

                         28年度 29年度 30年度 

 身体障害者手帳新規交付者数     323人     320人 357人 

 身体障害者手帳所持者数 4,866人 4,863人 4,885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   

                         28年度 29年度 30年度 

介護給付 1,360件 1,419件 1,450件 

訓練等給付 485 件 545件 607件 

地域生活支援事業 899 件 923件 937件 

計画相談 398 件 463件 582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＞   

28年度 29年度 30年度 

1,890件 1,580件 1,366件 

 

   エ 緑区地域自立支援協議会 

     緑区の支援体制の充実を図るため、関係機関による協議、調整を行う場で、代表者会議・全体

会議のほか、２部会・５連絡会があります。 

  ＜30年度実績＞ 

名称 開催数 内容 参加者延べ数 

代表者会議 １回 参加事業所の代表者等による会議 24名 

全体会 ２回 区としての協議会の運営を統括する会議 90名 

専門部会・連絡会 23回 領域別、障害別等の専門的な検討、地域課

題に関する協議を行う会 

436名 

研修 ３回 区内の社会資源に関する研修、新人・中途

採用者等を対象にした研修 

51名 
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  ＜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) 特定医療費（指定難病）助成制度 

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 
指定難病（原因が不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、

厚生労働大臣が定める疾患）にり患していて、認定基準を満たす方 

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 183件、更新 742件、その他(変更等) 309件 

 

  (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 特発性大腿骨頭壊死症 

開催日 30年７月 30 日（月） 

講 師 中西 亮介医師（昭和大学藤が丘病院） 

参加者数 14人 

    

イ 全身性強皮症 

開催日 30年 11 月５日（月） 

講 師 川合 眞一医師（東邦大学医学部炎症・疼痛制御学講座） 

参加者数 20人 

      

ウ 膠原病交流会 

開催日 ① 30年 10 月 30日（火）、②31年１月 30日（水） 

テーマ 
①自分にあったセルフケア・呼吸法とヨガ体験、交流会 

②冬のスキンケア 

参加者数 延べ 10 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 33 人 

 

  ＜援護の内容及び実績＞ 

   ＜手当関係＞ 

手当の種類 28年度 29年度 30年度 

特別障害者手当 129件 145件 128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、在宅での精神障害者の

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 

28年度 7,492人 306人 

29年度 6,687人 222人 

30年度 5,035人 281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（再掲） 

実人員 延人員 実人員 

10回  11人  11人  ４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」 

主に在宅の障害者を対象に、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 精神障害者家族セミナー 

     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 参加人延数 内 容 

 １回   16 人 
・病気について 

・服薬について など 

 
 

 28年度 29年度 30年度 

開催回数   46 回   47回   49回 

参加人延数   326 人   332人   439人 

内 容 
話合い、スポーツ、レクリエーション、 

調理教室、健康教室など 
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   ウ アディクション家族教室（北部４区合同） 

     北部４区（港北区・緑区・青葉区・都筑区）合同で毎月、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合いと、専門家による相談の場を設けました（緑区会場では、

10月～12月に開催）。 

開催数 参加延人数 内 容 

  ３回  ９人 依存症についての話合い 

 

 

(3) 自主活動団体への支援 

事業名 開催数 参加者延人数 内 容 

緑区精神障害者家族会 

（みどり会） 
４回 79人 

定例会や勉強会への参加と活動への支

援を行いました。 

精神障害者地域作業所、 

グループホーム援助業務 
 ６回  56人 

緑区内の作業所（ピネル工房、鴨居ピ

ネル）やグループホーム（グループホ

ームかもい）の運営委員会へ参加し、

運営に関する支援を行いました。 

日中活動連絡会 

（自立支援協議会） 
４回 88人 

連絡会の運営や、参加事業所への支援

のほか、意見交換会の実施を行いまし

た。 

 

 

(4) 普及啓発事業 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

事業名 開催数 支援数 内 容 

みどりハートフルマーケット 

(緑区役所前自主製品販売) 
186回 16事業所 

緑区内で障害者を支援している作業

所等の自主製品を緑区役所前で販売

する機会を確保し、ＨＰホームページ

掲載やチラシの配布、障害者週間での

ＰＲを行いました。また、区内大型ス

ーパーにて出張販売会を行いました。 

障害者週間 ３日間 60事業所 

障害者週間に合わせて、平成 30 年 12

月５日～７日の３日間、緑区役所に

て、障害者施設の紹介ポスターや芸術

作品の展示、ミドリンバッチのワーク

ショップやハンドベル発表会、広報啓

発グッズやチラシの配布等を行いま

した。 
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高齢・障害支援課 障害者支援担当 

 

  (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 28年度 29年度 30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） 34件 33件 25件 

自立支援医療（精神通院医療）（法第 52条） 3,621件 2,980件 4,253件 

精神障害者保健福祉手帳申請書（法第 45条） 926件 1,014件 1,163件 

総合保健医療センター利用申込関係書類 ５件 １件 ２件 

医療保護入院の入退院届（元気会横浜病院） 64件 72件 71件 

合 計 4,650件 4,100件 5,514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。 
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   ＜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 28年度 29年度 30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 

44件 20件 17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 ０件 ０件 ０件 

住環境整備の 

助成 

障害者(児)のいる家庭の住

宅整備を障害者(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

障害者 

②IQ35 以下の知的障

害者 

③身障３級＋IQ50 以

下の方 

３件 ３件 ２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 

重度の身体障害・知的

障害・難病（130疾患）

を有する方 
763件 753件 706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 321件 314件 314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

に障害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 歳以上の身体障害

者 

97件 102件 107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

又は体幹機能障害等の

身体障害者及び知的障

害者 

３件 ６件 １件 
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