
基本理念：認めあい　支えあいながら　健やかに暮らしていくまち　東村山

基本目標 施策の方向 おもな取り組み 担当

①自主グループ活動への支援 健康増進課 地域における多様な活動を支援するために、「元気アップマップ」を作成して
広報を希望する団体を掲載し、市報折込にて全戸配布を行った（平成28年度
～30年度末時点で計3回発行）。
自主グループ活動への支援として、介護予防に資する専門職を派遣する「出
張元気アップ教室」（平成28年度から実施。30年度派遣回数217計回）、体操
を通じた通いの場の立ち上げ支援を行う「元気アッププロジェクト」（平成28年
度から実施、28年度～30年度末時点で計6箇所立ち上げ、専門職による体
操グループ立ち上げ継続支援計10回）を実施した。

元気アップMAPは引き続き作成、配布
高齢者の社会参加を促すべく、自主グループ活
動への支援及び、体操を通じた通いの場の立ち
上げ支援については継続して実施する。

②高齢者の社会参加・交流を
支援する場の提供

健康増進課 脳トレと軽体操、仲間づくりの要素を盛り込んだ「脳の元気アップ教室」をシ
ルバー人材センターに委託し、年１回以上開催（平成27年度～）。平成30年
度は延べ671人が参加。また、歩行機能、認知機能の改善が期待される「ふ
まねっと教室」をNPO法人に委託し、市民ボランティアの協力のもと開催（平
成28年度～）。平成30年度は延べ410名が参加。教室終了後も脳の元気アッ
プ教室では受講者が主体となって憩いの家等で定例的に自主的活動を実
施。ふまねっと教室も市民サポーターが中心となり、ふまねっと教室を定例
的に実施し、交流が続いている。

引き続き、高齢者が担い手とし活躍し、仲間づく
り・居場所づくりにつながる「脳の元気アップ教
室」「ふまねっと教室」を実施する。

③老人クラブ活動の支援の継
続

健康増進課 単位クラブによる「健康活動・友愛活動・奉仕活動」（全国三大運動）を中心と
した活動を「東村山市老人クラブ連合会」と連携し、支援した。
平成30年度　補助対象団体数　39団体（延べ会員数　2379人）

新たな会員を獲得し、活性化を図るため、老人ク
ラブが行う各種活動を側面支援する。

④長寿を共に祝う会の継続 健康増進課 市内在住在宅の79歳以上を対象として、長寿を共に祝う会を開催した。各町
の考え方に基づき、長寿を共に祝う会の開催に替えて対象者への個別の記
念品配布を行う町もある。対象者数については、年々増加している。

基本的には現在の事業実施方針で継続するが、
高齢者数の増、実施会場の収容人員等を踏まえ
つつ、各町で無理なく開催できるよう実施のあり
方を継続して検討する。

⑤シルバー人材センターの事
業活動の支援

健康増進課 シルバー人材センターへの補助事業のほか、平成27年度より開催を委託し
た「脳の元気アップ教室」については、平成30年度末時点までに第6期までの
教室実施を行った。シルバーの会員を中心とした緩和した基準による訪問介
護事業の委託を継続。

「脳の元気アップ教室」については、引き続き開
催を継続。緩和した基準による訪問介護事業の
委託を継続。利用者拡大のための広報周知や情
報収集の実施。

①PCDAサイクルの活用による
保険者機能の強化に向けた体
制等の構築

介護保険課 第7期地域包括ケア推進計画の進捗管理の強化をし、計画の着実な推進を
図った。

第8期に向けての調査委託を令和元年度に行う
予定である。それを基礎に市の実態にあった計
画を検討していく。

②地域ケア会議の充実 健康増進課 平成30年度には地域における多様な課題に対し多職種連携を図り検討を
行った。各地域包括支援センター合計で34回開催することができた。
平成30年度からは、高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送れるよ
う多職種で検討する「介護予防・自立支援に向けた地域ケア個別会議」を試
験的に開催。（平成30年度5回開催）

「介護予防・自立支援に向けた地域ケア個別会
議」の充実を図る。

地域包括ケア推進計画
（第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成30年度末時点） 今後の方針・課題等

互いに認めあい、
参画する地域社
会づくり

（２）地域包括ケアシス
テムの深化・推進に向
けた体制の整備

（１）高齢者の社会参
加・交流の促進

【資料１】
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地域包括ケア推進計画
（第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成30年度末時点） 今後の方針・課題等

①地域包括支援センターの相
談体制の強化

健康増進課 全国統一の評価指標を活用し、評価・点検を行った。
障害・介護分野のケアマネに対し、年齢到達等の要因で障害福祉サービス
から介護保険サービスへのスムーズな移行を検討する研修会を実施
中部地域包括支援センターの相談体制を強化するため、職員１名増分の予
算要求を行った。

他所管との連携を強化することにより、一体と
なったサービス提供を実現する。
中部地域包括支援センターの相談体制を強化す
るため、職員を１名増員する。

②相談に関するスキルの向上
と環境整備

介護保険課 平成30年度において課内研修を実施し、相談に関するスキルの向上を図っ
た。健康福祉部の事務室の再配置を行い、業務効率の向上を図った。

令和元年度については更なる相談体制の構築及
び所管間の連携を図る。

（２）情報提供に関する
取り組みの充実

①情報提供に関する取り組み
の充実

介護保険課
健康増進課

平成30年度においても、例年開催している介護保険制度説明会を市民向け
に開催した。
24時間365日体制で、相談窓口を開設している。
出張説明会や認知症に関する講座等を市内各地で実施し、併せて包括支援
センターの周知を行うことにより、身近で相談しやすい体制を築いた。
市民課と協力して、転入者に地域包括支援センターのチラシを配布し、相談
窓口の周知を図った。インターネット等を活用し、動画等で周知を行った。

市内主要ヶ所において、地域包括支援センター
の周知用チラシ等を配布し、認知度を向上させ
る。
市民説明会、出張説明会等は継続して実施す
る。

①地域包括支援センター事業
の展開

健康増進課 地域住民同士による、支え合いの体制づくりのため、生活支援コーディネー
ター側面的支援として、月1回以上の定例会の実施や、定例会に学識経験者
を招き、研修会を行った。
地域包括支援センターの認知度向上のため、チラシ等を活用し周知を図っ
た。

平成31年度より、第1層生活支援コーディネー
ターを社会福祉協議会に委託し、第2層生活支援
コーディネーターの支援や、市全域における助け
合いの仕組みづくりについて検討を行う。
元気アップＭＡＰの全戸配布

②介護予防・日常生活支援総
合事業の推進

健康増進課 地域活動マッチングイベントを開催し、５３０名が参加。地域活動の発展に寄
与した。
市民同士による助け合い活動である、生活支援活動を行う団体に対し、補助
を実施（８団体）
住民自身が早い段階での虚弱（フレイル）への気づきを促すだけでなく、元気
高齢者の活躍の場としても期待ができるフレイルチェック事業や、フレイルと
大きな関連のある、“食・口腔ケア”に焦点を当て、専門職、市民（食支援サ
ポーター等）と共に活動する、会食を通じた通いの場を実施するため、協議・
検討を行った。
元気アップＭＡＰを年１回全戸配布し、市民同士の支え合いが活発となるよう
広報を行った。
第1層生活支援コーディネーターを社会福祉協議会に委託するため、予算要
求を行った。

新たな通所型サービス創設を念頭に情報収集を
行う。
平成31年度より、第1層生活支援コーディネー
ターを社会福祉協議会に委託し、第2層生活支援
コーディネーターの支援や、市全域における助け
合いの仕組みづくりについて検討を行う。
元気アップＭＡＰの全戸配布
年度内にフレイルチェック、会食を通じた通いの
場を実施する予定である。

③家族介護者教室および家族
介護者の集い（らくらっく）の継
続

健康増進課 家族介護者の負担軽減やスキルアップのための家族介護者教室を1回実施
家族介護者の集いに関しては、会を自立して運営できるよう支援し、実現。
自立し拡大・発展できるよう、相談を受ける等の側面的支援を行った。

自立し拡大・発展できるよう側面的支援を継続す
る。

④医療と介護の連携の推進 健康増進課 医療・介護連携推進委員会において医療と介護の連携の仕組みづくり等に
ついて検討を行った。平成30年度は年3回開催。在宅療養支援窓口・在宅医
療連携推進事業（平成30年度に助言歯科医を配置）を継続実施した。連携・
支援体制として基幹型地域包括支援センターに在宅医療コーディネーターを
配置し実施した。

継続実施
市民向けに、在宅療養支援窓口の活用と「在宅
医療」「看取り」等についても周知を行う予定。

（１）相談支援体制の
強化

わかりやすい情報
提供と包括的な相
談支援体制

市民が自分らし
く、健やかに暮ら
していくためのしく
みづくり

（1）住み慣れた地域で
高齢者を支えるサービ
スの充実
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基本目標 施策の方向 おもな取り組み 担当

地域包括ケア推進計画
（第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成30年度末時点） 今後の方針・課題等

⑤認知症施策の推進 健康増進課 認知症初期集中支援チームを市内医療機関に設置（平成29年度～）。
市民に対し認知症への理解を深めるべく認知症サポーター養成講座、フォ
ローアップ講座、徘徊模擬訓練を実施。

継続実施
市民への認知症に対する理解の推進を図るべ
く、市民である認知症サポーターが参加する話合
いの場を設け、定期的に活動を行う。
企業向けにオレンジリングに代わるステッカーを
作成予定。

⑥高齢者紙おむつ代支給事業
の継続

健康増進課 高齢者紙おむつ代支給事業として在宅の要介護高齢者の介護等に必要な
紙おむつの購入費（1月～12月購入分）に対して助成金（上限24,000 円／
年）を交付し、その家庭における経済的負担の軽減を図った。平成30年度
は、235人を対象に助成金を交付した。

事業のあり方を見直し、おむつ代の支給額の見
直しや支給方法の検討を行う必要がある。

⑦長寿記念品贈呈事業の継続 健康増進課 88 歳および100 歳を迎える方を対象に、その長寿を祝うとともに敬老の意を
表すことを目的とし,長寿記念品（88 歳：5,000 円相当 　平成30年度贈呈
605人　100 歳：25,000 円相当　平成30年度贈呈　37人）を贈呈した。
100 歳を迎える方に対しては市長又は職員の訪問による祝状および記念品
の贈呈を行った。

継続実施

⑧移送サービスの支援の継続 介護保険課 引き続き多摩地域福祉有償運送運営協議会を通して市内の福祉有償運送
事業の活性化を図っている。

福祉有償運送の利用者拡大を図るため、情報提
供等の方法を検討する。

①高齢者の権利擁護の充実 健康増進課 認知症声かけ訓練や市民向けの認知症サポーター養成講座を企画・実施し
た。
日常生活の中でできるゆるやかな見守り活動の１つである行方不明高齢者
等捜索メール配信を開始（平成29年度）。平成30年度末時点でメール配信登
録233件

継続実施

②成年後見制度の周知と市民
後見人制度導入の検討

健康増進課
地域福祉推
進課

成年後見制度および地域福祉権利擁護事業の積極的な推進、周知を図っ
た。
また、経済悪化等により後見人報酬の負担が困難な方が成年後見制度を利
用できるようにするための成年後見人報酬助成制度の利用があり、活用が
見られた。
市民後見人の養成及びフォローアップを推進した（登録者6名）。

継続実施

①地域密着型サービス事業所
の整備・充実

介護保険課 平成31年度において北部圏域：認知症対応型共同生活介護１事業所を指
定。令和元年9月に整備予定となっている。

今後の施設整備について、第8期計画策定を目
途に整備計画を検討する。

②高齢者の住まいへの対応 介護保険課 高齢者の住まいに関する情報提供の継続及び有料老人ホーム等の整備方
針の検討を行った。

有料老人ホーム等の整備方針を策定する。

③高齢者住宅事業（都営住宅
内シルバーピア）の生活相談
機能の強化

健康増進課 管理業務にとどまらない生活相談等の必要性を考慮し、ワーデンと呼ばれる
常駐型管理人による管理から、生活相談の機能を有したLSA（ライフサポー
トアドバイザー）へ転換を実施（平成29年度に都営住宅5棟全てについて完
了）。

継続実施

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

市民が自分らし
く、健やかに暮ら
していくためのしく
みづくり

（２）権利擁護支援体
制の充実

（1）住み慣れた地域で
高齢者を支えるサービ
スの充実

福祉を推進してい
くためのまちづくり
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基本目標 施策の方向 おもな取り組み 担当

地域包括ケア推進計画
（第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成30年度末時点） 今後の方針・課題等

④バリアフリー化・ユニバーサ
ルデザインの推進

地域福祉推
進課

市内施設の大規模修繕等にあわせ、バリアフリー化を推進する。H30年度
は、社会福祉センター改修にあたっての実施設計を行った。

継続実施

①介護サービス事業者への助
言、支援

介護保険課 問い合わせがあった際、随時の対応をしている。また、事業所からの質問に
おいては、「保険者の見解」となるため指導部門の地域福祉推進課と共有
し、見解を一致させて回答をしている。また、サービス事業所連絡会からの
要望に応じ、サービス提供に関する研修会等も開催した。

事業所向けＱ＆Ａの作成のはじめとして、平成31
年度は居宅介護支援のＱ＆Ａを作成予定。また、
事業所支援の一環として、看護・小規模多機能
居宅介護向けの研修会を2回予定。

②介護給付適正化の取り組み
の推進

介護保険課 東京都国民健康保険団体連合会より提供される縦覧点検等（エクセルデー
タ）を活用し、請求誤り等を見つけ保険給付費の適正化に努めた。また、長
期利用のショートステイ及び福祉用具の同一品目の貸与等について、事業
所より市へ提出している申出書と国保連の給付状況等を活用し適正な請求
になっているかの確認をした。

特に「ケアプラン点検」について集中して取り組んだ。「リ・アセスメントシート」
でのケアプラン点検に移行して１年目だったので、保険者も参加しての点検
や、点検後の報告書を、点検受けたＣＭ・点検者側の主任ＣＭにバックする
ような取組を開始し、より「保険者と介護支援専門員が共に行う・・・」という部
分を重視した。また、「ケアプラン点検研修会」においても、実際に研修をして
どこが弱いかを確認した上で、講師と内容を精査して企画した。

（認定係）
◆要介護認定の適正化
遠隔地以外の認定調査をすべて市所属の認定調査員及び職員が直営で行
い、認定調査結果の点検を全件実施した。
認定審査会において各合議体間の判定のばらつきが出ないよう、改めて審
査の手順等について確認した。

東京都国民健康保険団体連合会より提供された
データの中で活用できていない部分を抽出し点
検に活用する予定。

昨年同様、ケアプラン点検には注力しつつ、「自
立支援・重度化防止」にむけた取り組みに関して
も、多種のサービス事業所に対して研修会等は
実施予定。

③介護サービス事業者に対す
る実地指導および集団指導の
推進

介護保険課
地域福祉推
進課

平成３０年度から指導業務は地域福祉推進課に移管した。しかし、ノウハウ
等、実際に一緒に指導に入りながら引継ぎを実施。また、集団指導等も初回
は共同開催という形をとり、ノウハウを引き継いだ。苦情・虐待のケースに
よっては、常に情報を共有し連携し取組んだ。

実地指導においては、当日確認するケースの選
定をはじめ、介護保険課のもつ事業者情報を共
有する。また、集団指導の内容や開催時期につ
いても、地域福祉推進課と連携しながら実施予
定。

①老人相談員事業の継続 健康増進課 70歳以上のひとり暮らし高齢者及び75歳以上の高齢者世帯を対象に、老人
相談員が訪問して緊急連絡先調査を行い、名簿を作成する。名簿をもとに年
間を通じて見守り活動を実施した。また、名簿情報を老人相談員、市及び地
域包括支援センターで共有し、見守り・相談活動への活用を図った。
老人相談員の欠員地区については、市または地域包括支援センターて緊急
連絡先調査を行い、名簿を作成。相談機関として担当包括の紹介を行った。

近年増加する高齢者に比例して、老人相談員の
負担が増加していることから、対象年齢の引き上
げ等の検討をする。地域包括支援センター等関
係機関との連携強化、地域の見守り活動団体等
とのネットワークの構築などを図ることで、継続性
のある事業とする。
同時に、災害時要援護者台帳等、類似のシステ
ムとの関係を整理する必要がある。

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の
適正化

福祉を推進してい
くためのまちづくり

（３）地域における見守
りネットワークの充実と
避難行動要支援者の
支援
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基本目標 施策の方向 おもな取り組み 担当

地域包括ケア推進計画
（第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成30年度末時点） 今後の方針・課題等

②高齢者配食サービス事業の
見直し

健康増進課 在宅での暮らしを支えるため、ひとり暮らし高齢者等食事の調理が困難な方
に栄養バランスのとれた食事を定期的に提供するとともに、見守り等安否確
認を行うことを目的とした市の配食サービス事業を実施。その他利用者が必
要なサービスを選択出来るように、民間業者を含めた情報提供を市のホー
ムページで行っている。

高齢者の食支援施策については、あり方の検討
を継続。

③高齢者見守り事業の継続 健康増進課 住民による見守り活動等、生活支援を行う8つの住民団体に対し、活動費の
補助を実施した。

生活支援コーディネーターを中心に、今後も生活
支援を行う団体を、支援・創出する。

④高齢者緊急通報システム事
業の継続

健康増進課 ひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯で、慢性疾患により常時注意を要する
かたに対し、生活の安全確保のため事業を継続実施している。
平成30年度新規設置件数は13件。平成30年度末時点において、総設置件
数は80件。

継続実施

①避難行動要支援者（災害時
要援護者）の支援対策の推進

企画保険料
係、高齢者
支援係

平成24年12月に開始した、要援護者に対する地域のつながりづくりや緊急
時の支援に活用するための要援護者台帳（手上げ方式）への登録を継続し
て実施している。
申請書を、要介護認定結果通知と同封することで、制度の周知と登録の促し
を行った。
登録者に対し、改正災対法により、避難行動要支援者名簿として引き続き整
備していく旨の周知を行った。

今後も継続して実施するとともに、高齢者緊急連
絡先名簿等、他のシステムとの関係を整理する
必要がある。

福祉を推進してい
くためのまちづくり

（３）地域における見守
りネットワークの充実と
避難行動要支援者の
支援

延べ配食数（食） 39,638 34,956 34,570 32,397

区分
実績

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
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428PCN73
タイプライターテキスト
【資料２】
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－199－

428PCN73
長方形



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度保険者機能強化推進交付金（市町村分）に係る評価指標

別紙 

428PCN73
タイプライターテキスト
【資料３】
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Ⅰ ＰＤＣＡサイクルの活用による保険者機能の強化に向けた体制等の構築 

 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

地域包括ケア「見える化」システムを活用して他の保険

者と比較する等、当該地域の介護保険事業の特徴を把握し

ているか。 

 

ア 地域包括ケア「見える化」システムを活用して、他の

保険者と比較する等、当該地域の介護保険事業の特徴を

把握している。その上で、HPによる周知等の住民や関係

者と共通理解を持つ取組を行っている 

イ 地域包括ケア「見える化」システムは活用していない

が、代替手段（独自システム等）により当該地域の介護

保険事業の特徴を把握している。その上で、HPによる周

知等の住民や関係者と共通理解を持つ取組を行ってい

る 

ウ 地域包括ケア「見える化」システムを活用して、他の

保険者と比較する等、当該地域の介護保険事業の特徴を

把握している 

エ 地域包括ケア「見える化」システムは活用していない

が、代替手段（独自システム等）により当該地域の介護

保険事業の特徴を把握している  

 保険者として各事業

や取組の必要性を検討

する上で不可欠な基本

的な作業である地域分

析を実施していること

を評価するもの 

 
ア 10点 

イ ８点 

ウ ６点 

エ ４点 

 

ア～エのい

ずれかを選

択 

2018 年度における

分析が対象。また、第

７期計画の策定過程

（2017 年度）におけ

る分析も対象として

よい 

 

○ 一人当たり給付費（費用額）（年齢等調整済み）、要介護認

定率（年齢等調整済み）、在宅サービスと施設サービスのバラ

ンスその他のデータ等に基づき、全国平均その他の数値との

比較や経年変化の分析を行いつつ、当該地域の特徴の把握と

要因分析を行っているものが対象 

○ 保険者として取組むべき課題の考察に至っている現状把握

や地域分析を対象とし、単に認定率や保険料額の高低を認識

しているにとどまる場合は、非該当とする 

 

 

 

 

○ ①分析に活用したデータ 

②分析方法、全国その他の地

域（具体名）との比較や経年変

化（具体的年数）の分析等、 

③当該地域の特徴 

④その要因を記載 

（例示で可） 

○ 上記について、既存の資料

（審議会資料等）がある場合に

は当該資料の該当部分で可 

○ ア及びイについては、上記に

加えて、HPによる周知等の住民

や関係者と共通理解を持つ取

組の具体例を記載 

② 

日常生活圏域ごとの 65歳以上人口を把握しているか。 

 

日常生活圏域ごとの

65 歳以上人口の把握を

評価するもの 
５点 

2019 年度における

報告時までの任意の

時点における把握が

対象 

日常生活圏域そのものは自治体の実情に応じて設定 

 

日常生活圏域ごとの 65 歳以上

人口を記載 

 

③ 

 以下の将来推計を実施しているか。 

 

ア 2025年度における要介護者数・要支援者数 

イ 2025年度における介護保険料 

ウ 2025年度における日常生活圏域単位の 65歳以上人口  

エ 2025年度における認知症高齢者数 

オ 2025年度における一人暮らし高齢者数 

カ 2025年度に必要となる介護人材の数 

2025年に向けて、地域

の実情に応じた地域包

括ケアシステムの構築

を推進するために重要

な指標の将来推計の把

握を評価するもの 

各２点 

 

複数選択可 

第７期計画の策定

過程（2017 年度）に

おける推計又は 2018

年度に行った推計も

対象とする 

○ 推計方法は自治体の任意の方法で可 

○ 基本的に第７期計画の策定過程における推計を対象とする

ものであり、第７期計画やその検討のための審議会資料その

他の資料に記載され公表されているものを対象とする 

○ 2018 年度に行った推計を対象とする場合にも、何らかの方

法により公表されているものを対象とする 

※ 推計方法の例 

・ ア、イの推計方法の例：地域包括ケア「見える化」システ

ム上のサービス見込み量等の推計ツールを参照 

・ ウの推計方法の例：各市町村の日常生活圏域別の性・年

齢階級別人口を基に、国立社会保障・人口問題研究所が性・

年齢階級別に公表している各市町村の生残率と純移動率を

乗じることで推計 

・ エの推計方法の例：厚生労働省科学研究費補助金「日本

における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」報

告書の表３、表４「認知症患者数と有病率の将来推計」に

掲載されている認知症患者推定有病率を参考に推計 

・ オの推計方法の例：各市町村の推計人口を基に、国立社

会保障・人口問題研究所が性・年齢階級別に公表している

2025年の各都道府県の単独世帯の世帯主になる割合を乗じ

ることで推計 

・ カの推計方法の例：厚生労働省の提示した、2025年を含

む介護人材の推計ツールを利用し推計  

○ ア～カの将来推計値及び公

表方法を記載（推計値の大小そ

のものは評価しない） 

○ 第７期計画やその検討のた

めの審議会資料その他の資料に

記載され公表されている資料で

も可 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料 

（予定） 

④ 

 

 認定者数、受給者数、サービスの種類別の給付実績を定

期的にモニタリング（点検）しているか。 

 

ア 定期的にモニタリングするとともに、運営協議会等で

公表している 

イ 定期的にモニタリングしている 

 

地域の課題に対応で

きるよう、介護保険給付

に係る各種実績により、

地域の動向を定期的に

把握することを評価す

るもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度に行った

モニタリングが対象 

○ 計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察しているも

のを対象とし、単に認定者数、受給者数、サービス種類別の利

用者数、給付実績等の数値を把握したにすぎないものは非該

当とする○ 「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引

き」参照 

 

○ 考察結果を提出 

○ モニタリング実施日を記載

する               

○ アについては、公表した資料

の名称及び公表場所（ＨＰ）等を

記載 

 

 

⑤ 

第７期計画の要介護者数及び要支援者数の見込に対す

る実績を把握して進捗管理を行っているか。 

介護予防等の施策反

映状況を進捗管理して

いることを評価するも

の 
10点 

2018 年度実績（見

込）を把握した上での

評価（2019 年 6 月め

どで実施）が対象 

○ 計画値と実績値との乖離状況を把握し、その要因を、施策

の効果の予想と実績が要介護者数にどのように影響を与えた

かも含めて分析していること 

○ 計画に、保険者において実施する各種取組の定量的な効果

を見込んでいない場合は、各種取組の効果がどのような影響

を与えたかも含めて分析していること 

○「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」参照 

 

 分析結果を提出 

（2019年 6月までに提出） 

⑥ 

第７期計画に定めたサービス見込量のうち、地域医療構

想における介護施設・在宅医療等の追加的需要に対応する

ものについて、実績を把握して進捗管理を行っているか。 

医療計画との整合性

を確保するために進捗

管理していることを評

価するもの 

10点 

2018 年度実績（見

込）を把握した上での

評価（2019 年 6 月め

どで実施）が対象 

○ 「第７次医療計画及び第７期介護保険事業（支援）計画におけ

る整備目標及びサービスの量の見込みに係る整合性の確保に

ついて」（平成 29 年８月 10 日医政地発 0810 第１号、老介発

0810第１号、保連発 0810第１号）を参考に推計したものであ

ること 

○ 第７期計画に上記通知を踏まえた介護施設・在宅医 

療等の追加的需要に対応するサービス見込み量を定めていな

い場合には、そのことがサービス見込み量の計画値と実績値

の乖離の要因になっているかも含めて分析していること 

○ 地域医療構想を含む医療計

画との整合性について、どのよ

うな考え方により 2020 年度、

2025 年度の介護サービスの見

込み量を設定したかの記載と、

それに対する分析結果を提出 

○ 第７期計画で介護施設・在宅

医療等の追加的需要に対応す

るサービス見込み量を定めて

いない場合には、分析結果を提

出（2019年 6月までに提出） 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑦ 

自立支援、重度化防止等に資する施策についての目標及

び目標を実現するための重点施策について、実績を把握し

て進捗管理を行っているか。 

2025 年に向けた着実

な取組を推進するため

に進捗管理することを

評価するもの 
８点 

2018 年度実績（見

込）を把握した上での

評価（2019年 6月めど

で実施）が対象 

○ 2018年度に策定したものを対象とする場合にも、何らかの

方法により公表されているものを対象とする 

○ 設定した目標及び重点施策の内容は評価しない 

○ 2018 年度に重点施策を定め

た場合は、公表している資料の

該当部分を提出 

○ 分析結果を提出 

（2019年 6月までに提出） 

⑧ 

自立支援・重度化防止等に関する目標が未達成であった

場合に、具体的な改善策や、理由の提示と目標の見直しと

いった取組を講じているか。 

PDCAサイクルにより、

具体的な改善策が講じ

られていることを評価

するもの 

10点 

2018 年度実績（見

込）を把握・分析した

上での改善策（2019年

6 月頃までに提示）が

対象 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第７期計画から必須記載事項となった自立支援、重度化防

止、介護給付の適正化に関する取組及びその目標について、

2018年度における実施状況を把握し、進捗状況として未達成

の場合には改善策や理由の提示・目標の見直し等を行うこと

を評価 

○ 計画値と実績値との乖離状況とその要因を考察しているも

のを対象とし、単に数値を把握したにすぎないものは非該当

とする 

○「介護保険事業（支援）計画の進捗管理の手引き」 

参照 

○ 設定した目標及び重点施策の内容は評価しない 

 

 

○ 達成状況の把握、改善策や理

由の提示・目標の見直し等を行

った時期及び内容の概要を記載 

○ 目標が全て達成されている

場合はその旨を記載 

（2019年 6月までに提出） 

⑨ 

地域差を分析し、介護給付費の適正化の方策を策定して

いるか。 

 

介護給付費の地域差

縮減に向けて、介護給付

費の適正化の方策を策

定していることを評価

するもの 

 

５点 

第７期計画又はそ

の他の方策に、2018年

度の適正化に係る内

容を盛り込んでいる

ものが対象 

既に第７期計画に盛り込んでいるものも含む 

※2020年度評価指標において、達成していない場合、減点とす

ることを検討予定 

第７期計画又はその他の方策

における該当部分を提出 
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Ⅱ 自立支援、重度化防止等に資する施策の推進 

（１）地域密着型サービス 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

保険者の方針に沿った地域密着型サービスの整備を図

るため、保険者独自の取組を行っているか。 

 

ア 地域密着型サービスの指定基準を定める条例に保険

者独自の内容を盛り込んでいる 

イ 地域密着型サービスの公募指定を活用している 

ウ 参入を検討する事業者への説明や働きかけを実施し

ている（説明会の開催、個別の働きかけ等） 

エ 必要な地域密着型サービスを確保するための上記以

外の取組を行っている 

地域密着型サービス

について、保険者として

地域のサービス提供体

制等の実情に応じた基

盤整備を図るための取

組を評価するもの 

各３点 

 

複数選択可 

2018年度の取組・実

施内容が対象 

ア 2018 年度の評価

時点までの任意の

時点において条例

が整備されている 

イ 2018 年度の任意

の時点において公

募を実施している 

ウ 2018 年度の任意

の時点において説

明会等を実施して

いる 

エ 2018 年度の任意

の時点において取

組を実施している 

○ 当該指標は、保険者に指定権限がある地域密着型サービス

について、地域に必要なサービスが確保されるための取組を

行っているかどうかを評価するもの 

○ アの項目については、「暴力団排除条項」等は一般的に多く

の保険者の基準に盛り込まれており、こうした「独自性」と

はいえないものはここでは対象としない 

○ イの公募指定については、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介

護に限る 

○ エには、そもそも地域密着型サービスが十分整備されてお

り、これ以上の基盤整備が不要である場合も含むこととする 

○ 「そもそも地域密着型サービスが充分整備されておりこれ

以上の基盤整備が不要である場合」としてエを選択した場合

には、どのような状況から不要であるのかを簡単に記載する

こと 

 

 ウ、エについては具体的な取組

内容を記載 

 

② 

地域密着型サービス事業所の運営状況を把握し、それを

踏まえ、運営協議会等で必要な事項を検討しているか。 

地域の状況の変化に

応じた対応を推進する

ため、点検の取組を評価

するもの 

10点 

2018 年度の取組が

対象 

○ 当該「運営協議会等」とは、介護保険法第 42 条の２第５

項、第 78条の２第６項、第 78条の４第５項等に規定する措

置として各市町村に設置される地域密着型サービスの運営

に関する委員会のことをいう（既存の介護保険事業計画策定

委員会、地域包括支援センター運営協議会等を活用して差し

支えないこととされている） 

○ 検討内容として、地域密着型サーヒスの質の確保、運営評

価、指定基準等の設定その他地域密着型サービスの適正な運

営を確保する観点から必要な事項について検討した場合が

対象（地域密着型サービスの指定及び指定拒否、介護報酬の

設定について検討する場合を除く） 

検討した時期及び検討テーマ

を記載 

例） 

・ 地域密着型サービスの指定基

準等の検討 

・ 指定の際に条件を付す場合の

当該条件の検討     

・ 自治体内の地域密着型サービ

ス事業者のサービスの提供状

況について報告、検討  等 

③ 

所管する介護サービス事業所について、指定の有効期間

中に一回（16.6％）以上の割合で実地指導を実施している

か。 

 

ア 実地指導の実施率（実施数÷対象事業所数）が３年に

１回（33.3％）以上 

イ 実地指導の実施率（実施数÷対象事業所数）が６年に

１回（16.6％）以上 

指定権限が保険者に

ある地域密着型サービ

ス等について、保険者と

しての計画的な指導監

督を評価するもの ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が

対象 

○ 既に指定されている介護サービス事業所について、指定の

有効期間である６年のうちに実地指導が行われていること

が対象 

○ ただし、事業所数や実地指導計画等は地域の実情に応じて

異なるものであるため、2018年度の実績又は2016年度～2018

年度の平均の実績のいずれかで確認する 

○ 地域密着型サービス事業所が極端に少ない場合等におい

ては、2013年度～2018年度の実績で確認する 

○ 2016 年度は小規模な通所介護の指定権限が地域密着型通

所介護として市町村に移った初年度であることを考慮し、指

定都市・中核市以外の市町村の場合、2016年度実績は地域密

着型通所介護を評価対象から除外して算出する 

実地指導の実施率 

（実施数÷対象事業所数） 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

④ 

地域密着型サービス事業所における機能訓練・口腔機能

向上・栄養改善を推進するための取組を行っているか。 

地域密着型サービス

事業所において、機能訓

練・口腔機能向上・栄養

改善が推進されるため

の、保険者としての取組

を評価するもの 15点 

2018 年度の取組が

対象 

○ 保険者として、地域密着型サービス事業所における「機能

訓練・口腔機能向上・栄養改善を推進するための取組」を実

施しているものが対象 

○ 取組は具体的には以下のような内容が考えられる 

例） 

・ 機能訓練・口腔機能向上・栄養改善を推進するためのリ

ハビリテーション専門職等との連携に関する仕組みづく

り 

・ 機能訓練・口腔機能向上・栄養改善を推進するための事

業所への説明会の開催等 

 

取組の概要及び実施時期を簡

単に記載 

 

 

（２）介護支援専門員・介護サービス事業所  

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

保険者として、ケアマネジメントに関する保険者の基本

方針を、介護支援専門員に対して伝えているか。 

 

ア 保険者のケアマネジメントに関する基本方針を伝え

るためのガイドライン又は文書を作成した上で、事業者

連絡会議、研修又は集団指導等において周知している 

イ ケアマネジメントに関する保険者の基本方針を、介護

支援専門員に対して伝えている 

高齢者の自立支援、重

度化防止等に資するこ

とを目的として、ケアマ

ネジメントが行われる

よう、介護支援専門員に

対して、保険者の基本方

針を伝えていることを

評価するもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が対

象 

○ 自立支援、重度化防止等に資することを目的としてケア

マネジメントが行われるよう、市町村として基本的な方針

を介護支援専門員と共有していることが対象 

○ アについては、都道府県が策定したガイドラインや文書

を利用している場合を含む 

○ ケアマネジメントに関する保険者の基本方針について

は、居宅介護支援のみならず、介護予防支援、第１号介護予

防支援を含む、ケアマネジメント全般を対象とする 

○ 基本方針とは、例えば、居宅介護支援で言えば 

・運営基準省令第１条の 2（基本方針）や 

・運営基準省令第 12 条・13 条（指定居宅介護支援の基本的・

具体的取扱方針）等といった基本的な考え方に加えて、自立

支援・重度化防止に資するケアマネジメントの提供を目的

として管内で統一して活用するツールがある場合にはその

内容や活用方法等を盛り込んだ内容を想定している 

 

○ アについては、介護支援専門

員や事業者等に文書でどのよ

うに周知したか及び実施日を

簡単に記載 

○ 保険者のケアマネジメント

に関する基本方針を伝えるた

めのガイドライン又は文書を

提出 

○ イについては、介護支援専門

員にどのように基本方針を伝

えているかを簡単に記載 

 

 

 

 

② 

 介護サービス事業所（居宅介護支援事業所を含む。）の質

の向上に向けて、具体的なテーマを設定した研修等の具体

的な取組を行っているか。 

 

ア 市町村が主催する研修等の他、市町村として、民間事

業所等における自主的な研修やスキルアップ等を促進す

るために財政支援を行う等具体的な取組を実施している

か 

イ 地域支援事業における介護相談員派遣等事業を実施

しているか 

介護サービス事業所

の質の向上に向けた保

険者の取組を評価する

もの 

各 10点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

○ アの具体例としては、地域リハビリテーション活動支援

事業等を活用し、介護サービス事業所にリハビリテーション

専門職等を派遣し、自立支援・重度化防止等の観点から研修

会の開催や意見交換会を開催するものや介護ロボット等の

活用、ICT利活用等を含めた業務効率化・生産性向上に係る

ガイドラインの活用促進する観点からの研修会の開催もあ

る 

○ イについては、介護相談員が担当する事業所等を概ね１

～２週間に１回程度訪問し、介護サービスの利用者と事業者

との間の橋渡し役となって、利用者の疑問や不満、心配事等

に対応しサービス改善の途を探るための具体的な活動内容

があるものが対象 

 

○ アについては、実施している

具体的な取組内容及び時期を

簡単に記載 

○ イについては、介護相談員の

人 

数、訪問事業所等の種別・数量、

訪問周期や具体的な活動内容

等を簡潔に記載 
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（３）地域包括支援センター 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

＜地域包括支援センターの体制に関するもの＞ 

地域包括支援センターに対して、介護保険法施行規則に

定める原則基準に基づく３職種の配置を義務付けている

か。 

地域包括支援センタ

ーにおいて必要なサー

ビスが提供されるよう

体制が確保されている

ことを評価するもの ８点 

2018 年度の取組が対

象※ 「義務付けて

いるか」なので、取組

として聞く 

○ 市町村として地域包括支援センターに介護保険法施行規

則に定める原則基準に基づく３職種の配置を義務付けてい

るかを評価するもの 

○ 直営実施の地域包括支援センターについては、介護保険

法施行規則に定める原則基準に基づく３職種の配置が、組

織規則等において定められている、又はその他の方法によ

り明示されていることをもって、指標を満たしているもの

とする。 

○ 基準を定める条例への記載のみでは対象としない 

受託法人に示している委託契

約書、委託方針等（複数のセンタ

ーを有する市町村の場合、提出資

料は１か所のみで可。また、当該

箇所の抜粋のみで可）。直営の場

合は、組織規則等の該当部分の抜

粋 

② 

地域包括支援センターの３職種（準ずる者を含む）一人

当たり高齢者数（圏域内の第１号被保険者数/センター人

員）の状況が 1,500人以下 

※ 小規模の担当圏域における地域包括支援センターに

ついては配置基準が異なるため以下の指標とする。 

  担当圏域における第１号被保険者の数が概ね 

2,000人以上 3,000人未満：1,250人以下 

  第１号被保険者の数が概ね 

1,000人以上 2,000人未満：750人以下 

  第１号被保険者の数が概ね 1,000人未満：500人以下 

地域包括支援センタ

ーの人員配置状況を評

価するもの 

 

10点 

2019 年４月 1 日時点

における配置状況が対

象 

○ 市町村内に地域包括支援センターが複数ある場合には、

平均値により判定 

○ ３職種の人員配置基準については、介護保険法施行規則

第 140条の 66に定める基準とする 

○ 市町村に規模の異なる担当圏域が混在する場合、各地域

包括支援センターの一人当たり高齢者数の合計が、各地域

包括支援センターの担当圏域の規模ごとの基準人数の合計

を下回る場合には、配点に該当するものとする 

実際の数値を提出 

③ 

地域包括支援センターが受けた介護サービスに関する

相談について、地域包括支援センターから保険者に対して

報告や協議を受ける仕組みを設けているか。 

委託型の地域包括支

援センターが多い中で、

保険者と地域包括支援

センターの連携を評価

するもの ５点 

2018 年度において仕

組みを設けているか 

 

○ 具体的には、例えば定期的な報告の仕組みや、会議の開催

の仕組み等を導入していることが対象 

○ 地域包括支援センターが委託であるか直営であるかを問

わない 

定期的な仕組みや会議開催日

等について簡潔に記載 

④ 

介護サービス情報公表システム等において、管内の全地

域包括支援センター事業内容・運営状況に関する情報を公

表しているか。 

住民による地域包括

支援センターの活用を

促進するため、情報公表

の取組を評価するもの 

８点 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 具体的な公表項目は、名称及び所在地、法人名、営業日及

び営業時間、担当区域、職員体制、事業の内容、活動実績等 

○ 情報公表システム以外で公表している場合も含む 

○ 情報公表システムの場合は公

表項目を記載 

○ 情報公表システム以外の場合

は 

名称と公表項目等を記載 

⑤ 

地域包括支援センター運営協議会での議論を踏まえ、地

域包括支援センターの運営方針、地域包括支援センターへ

の支援・指導の内容を検討し改善しているか。 

 

ア 運営協議会での議論を踏まえ、地域包括支援センター

の運営方針、地域包括支援センターへの支援・指導の内

容を検討し改善している 

イ 運営協議会での議論を踏まえ、地域包括支援センター

の運営方針、地域包括支援センターへの支援・指導の内

容について改善には至らないが改善点を検討している 

地域包括支援センタ

ーの業務や体制等の課

題に適切に対応するた

め、毎年度の検討・改善

のサイクルを評価する

もの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が対

象 

直営型・委託型いずれの場合においても、運営協議会の議論

を踏まえた上での、地域包括支援センターの運営に関する保険

者としての取組を評価する 

○ アについては、改善点を具体

的に記載。既存の文書（対応状

況に関する運営協議会への報

告書類等）の該当部分でも可 

○ イについては、検討概要を具

体的に記載。既存の文書（市町

村内の会議、打合せの議事概要

等）の資料でも可 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑥ 

＜ケアマネジメント支援に関するもの＞ 

 地域包括支援センターと協議の上、地域包括支援センタ

ーが開催する介護支援専門員を対象にした研修会・事例検

討会等の開催計画を作成しているか。 

適切に保険者と連携

（協議）した上で、計画

的な介護支援専門員向

け研修等の開催計画の

作成を評価するもの 

10点 

2018 年度の開催計画

の策定を評価 

地域包括支援センターとの協議の上で開催計画が立てられ

ていることを問う指標であり、当該開催計画に盛り込まれる

研修は、都道府県主催のものや、地域包括支援センターが共同

開催する研修会等も含む。また、同様に、開催計画に盛り込ま

れるものについては、市町村が民間事業所等による自主的な

研修やスキルアップ等を促進するために財政支援を行う等具

体的取組によるものも評価の対象とする 

研修会・事例検討会等の開催計

画を提出 

 

⑦ 

介護支援専門員のニーズに基づいて、多様な関係機関・

関係者（例：医療機関や地域における様々な社会資源など）

との意見交換の場を設けているか。 

介護支援専門員のニ

ーズに基づく、介護支援

専門員と医療機関等の

関係者の連携を推進す

るための場の設定を評

価するもの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 介護支援専門員のニーズに基づいた関係者との意見交換

の場を通じた多対多の顔の見える関係の有無を問うもので

あり、在宅医療・介護連携推進事業等の枠組みで実施するも

のであっても差し支えない 

○ したがって、介護支援専門員のニーズに基づいて設けら

れているものであれば、都道府県主催のものも対象とする 

○ ただし、上記の趣旨から、地域ケア会議は含まない 

開催日時及び出席した関係者・

関係機関の概要を記載 

⑧ 

 管内の各地域包括支援センターが介護支援専門員から

受けた相談事例の内容を整理・分類した上で、件数を把握

しているか。 

 

ア 経年的に件数を把握している 

イ 2018年度の件数を把握している 

介護支援専門員から

の相談に基づき、適切に

地域課題を解決してい

くことを促進するため、

まずは相談事例の内容

整理や把握の状況を評

価するもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 相談内容の「整理・分類」と「経年的（概ね３年程度）件

数把握」を管内全ての地域包括支援センターについて行っ

ている場合に対象とする 

「 過 去 ○ 年 分 に つ い て 、

○○××という整理をしている」

等、どのように整理をしているか

概要がわかるものを提出 

⑨ 

＜地域ケア会議に関するもの＞ 

地域ケア会議について、地域ケア会議が発揮すべき機能、

構成員、スケジュールを盛り込んだ開催計画を策定してい

るか。 

 

ア ①～⑤のすべての機能を含む開催計画を策定してい

る場合 

イ ①～③の機能のみを含む開催計画を策定している場

合 

①個別課題の解決 

②地域包括支援ネットワークの構築 

③地域課題の発見 

④地域づくり・資源開発 

⑤政策の形成 

地域ケア会議の機能

を踏まえ、当該地域の地

域ケア個別会議及び地

域ケア推進会議それぞ

れの機能、構成員、開催

頻度を決定し、計画的に

開催していることを評

価するもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の開催計画

の策定を評価 

 

 ５つの機能については、会議ごとにどの機能に対応してい

るかが明示されている必要がある 

機能、構成員、開催頻度を記載

した開催計画を提出（市町村が作

成し、地域包括支援センターや関

係者に対して提示した資料に限

る。） 

⑩ 

 地域ケア会議において多職種と連携して、自立支援・重

度化防止等に資する観点から個別事例の検討を行い、対応

策を講じているか。 

地域ケア会議におい

て、多職種連携や個別事

例の検討、対応策の実施

を評価するもの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 地域ケア会議として位置づけられているものが対象 

○ 多職種から受けた助言等を活かし対応策を講じることと

し、対応策とは具体的には以下のものをいう 

・ 課題の明確化 

・ 長期・短期目標の確認 

・ 優先順位の確認 

・ 支援や対応及び支援者や対応者の確認 

・ モニタリング方法の決定   等 

  地域ケア会議の会議録や議事

メモ等のうち、個別事例に対して

の対応策が記載されている部分

の提示（いくつかの事例をピック

アップすることを想定） 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑪ 

個別事例の検討等を行う地域ケア会議における個別事

例の検討件数割合はどの程度か。（個別ケースの検討件数

／受給者数） 

 

ア 個別ケースの検討件数／受給者数 ○件以上 

（全保険者の上位３割） 

イ 個別ケースの検討件数／受給者数 ○件以上 

（全保険者の上位５割） 

当該保険者において

開催される地域ケア会

議での個別ケースの検

討頻度を評価するもの 

ア 12点 

イ ６点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

2018年４月から 2018

年 12月末までに開催さ

れた地域ケア会議にお

いて検討された個別事

例が対象 

○ 「個別事例の検討件数」は、2018 年４月から 2018 年 12

月末までに開催された地域ケア会議において検討された個

別事例の延べ件数とする 

○ 「受給者数」は 2018年 12月末日現在の受給者数とする 

○ 「受給者数」は、サービス種別や要介護度を問わず、給付

を受けている者とする 

○  「受給者数」は、介護保険事業状況報告（月報）の①から

⑪までのサービス受給者数（2018年 12月サービス分）の合

計を用いる 

・第 3-2-1表 

 ①特定施設入居者生活介護、 

②介護予防支援・居宅介護支援 

・第 4-2-1表 

③小規模多機能型居宅介護、 

④認知症対応型共同生活介護、 

⑤地域密着型特定施設入居者生活介護、 

⑥地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

⑦複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

・第 5-1表 

⑧介護老人福祉施設（特養）、⑨介護老人保健施設、 

⑩介護療養型医療施設、⑪介護医療院 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

 

実際の数値を提出 

 

⑫ 

生活援助の訪問回数の多いケアプラン（生活援助ケアプ

ラン）の地域ケア会議等での検証について、実施体制を確

保しているか。 

 

当該保険者が開催す

る地域ケア会議等にお

いて、平成 30 年度介護

報酬改定によりケアマ

ネジャーに届出が義務

付けられた生活援助ケ

アプランを検証するこ

とになるが、その実施体

制を確保しているかを

評価するもの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

 

 保険者のケアマネの届出件数見込みに対して、地域ケア会

議等（ケアプラン点検を含む）における検証の実施体制を確保

しているかを評価する 

 

地域ケア会議等における検証

の実施計画を提出 

⑬ 

地域ケア会議で検討した個別事例について、その後の変

化等をモニタリングするルールや仕組みを構築し、かつ実

行しているか。 

個別事例の検討を行

ったのち、フォローアッ

プをしていること等を

評価するもの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

個別事例の検討において、(3)⑩に記載されたような何らかの

対応策を講じたものについて、フォローアップのルールの有

無を問う指標である 

○ ルールや仕組みの概要及び

具体的な実行内容について簡潔

に記載 

○ 2018 年９月末までに地域ケ

ア会議で検討した個別事例につ

いて、フォローアップが必要と

された事例の件数及びフォロー

アップ実施件数（2018年度以降

にルールや仕組みを構築した場

合は、その実績） 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑭ 

地域ケア会議において複数の個別事例から地域課題を

明らかにし、これを解決するための政策を市町村へ提言し

ているか。 

 

ア 複数の個別事例から地域課題を明らかにし、これを解

決するための政策を市町村に提言している 

イ 複数の個別事例から地域課題を明らかにしているが、

解決するための政策を市町村に提言してはいない 

地域ケア会議におけ

る検討が、地域課題の解

決につながる仕組みと

なっていることを評価

するもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が対

象 

 

提言を行う地域ケア会議の設置主体は市町村でも地域包括

支援センターでも可 

○ アについては、提言された政

策の概要を簡潔に一つ記載 

○ イについては、明らかにされ

た地域課題の概要を簡潔に一つ

記載 

⑮ 

地域ケア会議の議事録や決定事項を構成員全員が共有

するための仕組みを講じているか。 

多職種による課題共

有を評価するもの 10点 

 2018 年度の取組が対

象 

 

 仕組みの概要を簡潔に記載 

 

（４）在宅医療・介護連携 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

地域の医療・介護関係者等が参画する会議において、市

町村が所持するデータのほか、都道府県等や郡市区医師会

等関係団体から提供されるデータ等も活用し、在宅医療・

介護連携に関する課題を検討し、対応策が具体化されてい

るか。 

 

ア 市町村が所持するデータ に加え、都道府県等や郡市

区医師会等関係団体から提供されるデータ等も活用し、

課題を検討し、対応策を具体化している 

イ 市町村が所持するデータを活用して課題を検討し、対

応策を具体化している 

在宅医療・介護連携推

進事業の（ア）（イ）の事

業項目に関連して、対応

策を検討するだけでな

く、適切に具体化されて

いることを評価するも

の 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイの

いずれかを

選択 

2018 年度の取組が対

象 

○ 対応策の具体化については、例えば以下の内容が考えら

れる 

市町村が、（ア）の事業項目で得たデータ等を鑑みつつ、

将来の見込み等地域の医療・介護関係者とともに地域の連

携に関する課題を抽出し、対応策案を検討する。その結果、

例えば、 

・ 情報共有のルールの策定について、媒体、方法、進め方

のスケジュール等が決定し、策定に向けた取組が開始さ

れた 

・ 切れ目のない在宅医療・在宅介護の体制構築に向けて、

郡市区医師会等関係団体と主治医・副主治医の導入に係

る具体的な話し合いの場を設けることに繋がった 

・ 多職種研修の内容について、地域課題を基にテーマを決

定し、スケジュール等を確定した  等 

○ 対応策の具体化が 2018年度であること（分析の年度を問

うていない） 

○ 都道府県が行っている事業との連携により実施している

場合も対象 

○ なお、市町村においては、都道府県に適宜、データの提供

依頼等を行うことが重要である 

 

○ 会議の構成員について医療

と介護の関係者がわかるよう

に記載すること 

例えば、郡市区医師会、○○

病院・○○診療所医師、ケアマ

ネ協会等 

○ 具体化された対応策を一つ

簡潔に記載 

○ 活用した具体的なデータの

一例を記載 

○ 事業名、研修会等の名称のみ

ならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

② 

医療・介護関係者の協力を得ながら、切れ目なく在宅医

療と在宅介護が一体的に提供される体制の構築に向けて

必要に応じて、都道府県等からの支援を受けつつ、（４）①

での検討内容を考慮して、必要となる具体的取組を企画・

立案した上で、具体的に実行するとともに、実施状況の検

証や取組の改善を行っているか。 

 

ア 実施状況の検証を行ったうえで取組の改善を行って

いる 

イ 実施状況の検証を行っている 

在宅医療・介護連携推

進事業の（ウ）の事業項

目に関連して、具体的な

実施状況とそのＰＤＣ

Ａサイクルの実施を評

価するもの 

ア 10点 

イ ５点 

 

ア又はイのい

ずれかを選択 

2018 年度の取組が対

象 

○ 具体的な実行については、例えば以下の内容が考えられ

る 

・ 主治医・副主治医制 

・ 在宅療養中の患者・利用者についての救急時診療医療機

関の確保 

・ かかりつけ医と訪問看護の連携体制の構築 

  （これらの他、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き ver2

を参照） 

○ 都道府県が行っている事業との連携により実施している

場合も対象 

○ 具体的な実行内容及び改善

内容を一つ簡潔に記載 

○ 事業名、研修会等の名称のみ

ならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

③ 

 医療・介護関係者間の情報共有ツールの整備又は普及に

ついて具体的な取組を行っているか。 

在宅医療・介護連携推

進事業の（エ）の事業項

目に関連して、具体的な

取組状況を評価するも

の 

８点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 具体的な取組については、例えば以下の内容が考えられる 

 ・ 地域の医療・介護関係者が既に活用している情報共有の

ツールを収集し、活用状況等を確認し、新たに情報共有ツ

ールを作成する、既存のツールの改善を図る等の意思決定

をした 

 ・ ワーキンググループを設置し、情報共有ツールの媒体、

情報共有の媒体や様式、使用方法、普及方法等について検

討した 

 ・ 郡市区医師会等関係団体と協力し、関係者向けの情報共

有ツールの活用に係る研修会を開催した 

  （これらの他、「在宅医療・介護連携推進事業の手引き ver2

を参照） 

○ 都道府県が行っている事業との連携により実施している

場合も対象 

○ 具体的な取組を一つ簡潔に

記載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

④ 

地域の医療・介護関係者、地域包括支援センター等から

の在宅医療・介護連携に関する相談に対応するための相談

窓口を設置し、在宅医療・介護連携に関する相談内容を、

郡市区医師会等の医療関係団体との会議等に報告してい

るか。 

在宅医療・介護連携推

進事業の（オ）の事業項

目について、地域におけ

る在宅医療・介護連携に

関する相談事例につい

て、医療関係団体と共有

することを評価するも

の 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 郡市区医師会等関係団体との会議等への報告については、

在宅医療・介護連携推進事業における（イ）の事業項目で開

催される会議等を活用している場合も対象 

○ 相談が無い場合にはその旨及び理由等を報告している場

合も対象 

○ 都道府県が行っている事業との連携により実施している

場合も対象 

○ 報告日時及び会議名を記載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

⑤ 

医療・介護関係の多職種が合同で参加するグループワー

クや事例検討など参加型の研修会を、保険者として開催又

は開催支援しているか。 

宅医療・介護連携推進

事業の（カ）の事業項目

について、介護支援専門

員をはじめとする介護

関係者と、医療関係者が

合同で行う研修会等に

より、お互いの連携を推

進するための取組を評

価するもの 

８点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 参加型の研修とは、グループワークを活用した研修や多職

種連携を要する事例に関する検討会といったものをいう 

○ 都道府県主催や医師会主催のもの等であっても保険者が

把握し、主体的に関わっていれば対象とする 

○ 開催日時及び名称を記載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

⑥ 

 関係市町村や郡市区医師会等関係団体、都道府県等と

連携し、退院支援ルール等、広域的な医療介護連携に関す

る取組を企画・立案し、実行しているか。 

○ 在宅医療・介護連携

推進事業の（ク）の事業

項目に関連する指標 

○ 入院時、退院時の医

療・介護連携に係る具体

的な取組を評価するも

の 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

都道府県主催や医師会主催のもの等であっても保険者が把握

し、主体的に関わっていれば対象とする 

○ 具体的な実行内容を一つ簡

潔に記載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

⑦ 

 居宅介護支援の受給者における「入院時情報連携加算」

又は「退院・退所加算」の取得率の状況はどうか。 

 

ア ○％以上（全保険者の上位５割）入院時情報連携加算 

イ ○％以上（全保険者の上位５割）退院・退所加算 

 

○ 在宅医療・介護連携

推進事業の（ク）の事

業項目に関連する指

標 

○ 入院時、退院時の医

療・介護連携に係る介護

報酬上の加算の取得率

を評価するもの 

各６点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

2019 年３月時点及び

2018年３月から 2019

年３月の変化率が対

象 

 厚労省において統計データを

使用 
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（５）認知症総合支援 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

市町村介護保険事業計画又は市町村が定めるその他の

計画等において、認知症施策の取組（「介護保険事業に係る

保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」第

二の三の１の（二）に掲げる取組）について、各年度にお

ける具体的な計画（事業内容、実施（配置）予定数、受講

予定人数等）を定め、毎年度その進捗状況について評価し

ているか。 

 

ア 計画に定めており、かつ、進捗状況の評価にあたり、

認知症当事者（認知症の人やその家族）の意見を聞いて

いる 

イ 計画に定めており、かつ、進捗状況の評価にあたり、

第三者の意見を聞いている 

ウ 計画に定めており、かつ、進捗状況の評価を行ってい

る（第三者の意見は聞いていない） 

エ 計画に定めているが、進捗状況の評価は行っていない 

認知症総合支援策に

係る、具体的な計画及び

そのＰＤＣＡを評価す

るもの 

ア 12点 

イ 10点 

ウ ８点 

エ ５点 

 

ア～エのい

ずれかを選

択 

第７期計画への記載

が対象。または、市町村

が定める他の計画でも

構わないこととする。

（評価については、

2018 年度実績を把握し

た上での評価が対象） 

○ 進捗状況の評価については、目標に対して進捗が遅れてい

るものについて原因を分析するといった評価を行っている

場合を対象とする 

○ イについては、介護保険事業計画作成委員会等の場を活用

するなど、幅広い関係者から意見を聞いている場合を対象と

する 

※ 意見を聞く場に、認知症の人やその家族が参加している

場合は、アに該当する 

 

○ 計画の該当部分を提出 

○ 評価の内容（どのような会

議や打合せを行い、どのよう

な手法で評価したのか）、実施

日、を記載 

② 

認知症初期集中支援チームは、認知症地域支援推進員に

支援事例について情報提供し、具体的な支援方法の検討を

行う等、定期的に情報連携する体制を構築しているか。 

認知症支援に係る適

切な体制を評価するも

の 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 認知症初期集中支援チームの設置、認知症地域支援推進員

の配置だけでは対象としない 

○ 認知症初期集中支援チームが認知症地域支援推進員に情

報提供するだけでは対象とせず、認知症初期集中支援チー

ム、認知症地域支援推進員が、支援に関わる医療・福祉の関

係機関と連携し、具体的な支援につなぐ体制を構築している

場合などを対象とする 

取組内容（情報連携を行う場、

その場の開催頻度）を簡潔に記

載 

③ 

 地区医師会等の医療関係団体と調整し、認知症のおそれ

がある人に対して、かかりつけ医と認知症疾患医療センタ

ー等専門医療機関との連携により、早期診断・早期対応に

繋げるための体制を構築しているか。 

 

ア もの忘れ相談会などの実施によりスクリーニングを

行っている 

イ 以下（ア）及び（イ）両方の取組を行っている 

（ア） 関係者間の連携ルールを策定し、活用している

（情報連携ツールや認知症ケアパスの使用ルール

の共有等） 

（イ）認知症に対応できるかかりつけ医や認知症疾患医

療センターを把握しリストを公表している 

認知症支援に係る医

療との連携の重要性に

鑑み、医療関係者との連

携を評価するもの 

各６点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

以下の①～③の条件を満たしたうえで、体制の構築として指

標に掲げる取組を行っている場合に対象とする 

① 認知症初期集中支援チームの設置だけでは対象としな

い 

② 体制を構築するにあたり、地区医師会等の医療関係団体

に協力依頼していること。ただし、都道府県と連携して協

力依頼している場合も対象（都道府県が行っている事業と

の連携により実施している場合も対象） 

③ 保険者として取り組んでいないものは該当しない。ただ

し、情報連携ツールなど他団体等が作成したが、市町村内

での活用を団体と調整し、活用している場合など、関係団

体と調整している場合は対象 

構築している体制の概要を簡

潔に記載 

 

 

④ 

 認知症支援に携わるボランティアの定期的な養成など

認知症支援に関する介護保険外サービスとしてア～エの

整備を行っているか。 

 

ア 認知症の人の見守りネットワークなどの体制の構築 

イ 認知症サポーター養成講座の受講者のうち希望者を

具体的な活動に繋げる仕組みの構築 

ウ 認知症カフェの設置、運営の推進 

エ 本人ミーティングや家族介護者教室の開催 

地域の実情に応じた、

様々な認知症支援の体

制づくりに向けた取組

を評価するもの 各３点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

○ 介護保険外サービスの整備としてア～エの取組を行った

場合に、それぞれ加点する 

○ アについて、都道府県が構築している体制と連携している

場合も対象とする 

○ イについて、認知症サポーター養成講座の開催のみは対象

としない 

○ イについて、認知症の人の支援ニーズに認知症サポーター

をつなげる仕組みの構築を含む 

○ エについて、認知症本人のピア活動を含む 

取組内容を簡潔に記載。養成

講座は実施日も記載 
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（６）介護予防／日常生活支援 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

 介護予防・日常生活支援総合事業の創設やその趣旨につ

いて、地域の住民やサービス事業者等地域の関係者に対し

て周知を行っているか。 

住民及びサービス事

業者等地域の関係者に

対する総合事業に係る

狙いや趣旨等の正しい

理解や周知を促進する

ことを評価するもの 

６点 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 周知方法は、説明会・座談会等の開催や広報誌、ＨＰ掲載

等 

○ 内容としては、介護予防・日常生活支援総合事業の創設趣

旨、当該市町村の現状や将来の姿、目指すべき地域像を含む

こと 

周知方法やその内容を簡潔に

記載 

② 

 介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービ

ス（基準を緩和したサービス、住民主体による支援、短期

集中予防サービス、移動支援を指し、予防給付で実施され

てきた旧介護予防訪問介護相当サービス・旧介護予防通所

介護相当サービスに相当するサービスは含まない。以下同

じ。）及びその他の生活支援サービスの量の見込みを立て、

その見込み量の確保に向けた具体策を記載した上で、計画

１年目のサービス量を確認しているか。 

基本指針を踏まえ、多

様なサービス等の計画

的な整備に向けた取組

を評価するもの 
12点 

2018 年度の取組が対

象 
○ 「見込み量の確保に向けた具体策」とは、例えば、運営経

費の補助、場所の提供、研修の実施、運営ノウハウに関する

アドバイザーの派遣等が考えられ、生活支援体制整備事業等

を通じて、実施主体が必要とする支援を行うことが重要であ

る 
○ 各サービスの見込み量等を定めたものについては、必ずしも

介護保険事業計画に限らないが、取組の計画として、住民等へ公

開されているものとする 

第７期計画等の該当部分及び

把握したサービス量がわかる資料

を提出 

③ 

 介護予防・生活支援サービス事業における多様なサービ

スやその他の生活支援サービスの開始にあたり、生活支援

コーディネーターや協議体、その他地域の関係者との協議

を行うとともに、開始後の実施状況の検証の機会を設けて

いるか。 

多様なサービス等の

実施に係るＰＤＣＡサ

イクルの活用を評価す

るもの 

12点 

2018 年度の取組が対

象 

一般介護予防事業評価事業等において協議や検証を行ってい

る場合に対象とする 

検証の場、メンバー、結果の概

要等を簡潔に記載 

④ 

高齢者のニーズを踏まえ、介護予防・生活支援サービス

事業における多様なサービス、その他生活支援サービスを

創設しているか。 

地域の高齢者のニー

ズを前提として、総合事

業における多様なサー

ビスの創設実績を評価

するもの 

12点 

2018 年度までの取組

が対象 

○ 「多様なサービス」には、介護予防・生活支援サービス事

業に位置付けられた住民主体のボランティア活動を含む 

創設されたサービスの概要及

び創設時期を記載 

⑤ 

介護予防に資する住民主体の通いの場への 65 歳以上の

方の参加者数はどの程度か（【通いの場への参加率＝通い

の場の参加者実人数／高齢者人口】 等） 

 

ア 通いの場への参加率が○％（上位３割） 

イ 通いの場への参加率が○％（上位５割） 

介護予防に資する通

いの場への参加状況を

評価するもの 

ア 15点 

イ ８点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

前年度実績（2018 年

４月から 2019年３月） 

○ 住民主体の通いの場は以下のとおりとする 

【介護予防に資する住民運営の通いの場】 

・ 体操や趣味活動等を行い介護予防に資すると市 町村が

判断する通いの場であること 

・ 通いの場の運営主体は、住民であること 

・ 通いの場の運営について、市町村が財政的支援（地域支

援事業の一次予防事業、地域支援事業の任意事業、市町村

の独自事業等）を行っているものに限らない 

※ 週 1回以上の活動実績がある通いの場について計上す

ること 

※ 「主な活動内容」及び「参加者実人数」を把握してい

るものを計上すること 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場合

は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

実際の数値を記載 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑥ 

 地域包括支援センター、介護支援専門員、生活支援コー

ディネーター、協議体に対して、総合事業を含む多様な地

域の社会資源に関する情報を提供しているか。 

 

介護支援専門員等が

地域資源等に関する情

報を共有することによ

り、住民に適切なサービ

スの提供ができるよう、

情報提供の取組を評価

するもの 
10点 

2018 年度の状況が対

象 

 

○ 情報提供の方法としては、例えば以下の方法を想定してい

る 

・ 社会資源マップ 

・ サービス・支え合い活動リスト 

・ 社会資源活用事例集 

○ なお、ここではサービスや活動としての社会資源を想定し

ているが、生活支援コーディネーター等と地域づくりを行う

上での広い意味としての社会資源は、人（個人、組織、関係

性など）、物（自然、施設など）、お金（寄付金など）、情報（ノ

ウハウ等）を意味する 

情報の提供時期、方法、内容を

簡潔に記載 

⑦ 

 地域リハビリテーション活動支援事業（リハビリテーシ

ョン専門職等が技術的助言等を行う事業）等により、介護

予防の場にリハビリテーション専門職等が関与する仕組

みを設け実行しているか。 

 

自立支援、重度化防止

等に向けた取組におい

て重要となる、リハビリ

テーション専門職等と

の連携を評価するもの 

※ 地域支援事業にお

ける地域リハビリテ

ーション活動支援事

業のみでなく、都道府

県が都道府県医師会

等関係団体と構築し

ている地域リハビリ

テーション支援体制

の活用により、介護予

防におけるリハビリ

テーション専門職等

の関与が促進できる

仕組みとなっている

場合なども含む 

12点 

2018 年度の取組が対

象 

 ○ リハビリ専門職が関与して

いる仕組みの内容を簡潔に記

載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 

 

⑧ 

 住民の介護予防活動への積極的な参加を促進する取組

を推進しているか（単なる周知広報を除く。） 

住民の参加を促進す

る仕組みの創設、高齢者

の地域における役割の

創設等、地域の実情に応

じた様々な工夫により、

高齢者の積極的な介護

予防への参加を推進し

ていることを評価する

もの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 地域支援事業実施要綱（２）一般介護予防事業（ウ）地域

介護予防活動支援事業で示す通り、介護予防に資する取組へ

の参加やボランティア等へのポイント付与といった個人へ

のインセンティブの活用等も想定される 

○ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を活用した

取組等も想定される 

○ 住民の参加を促進する簡単

な取組内容を記載 

○ 事業名、研修会等の名称の

みならず、内容を簡潔に記載 

○ 実施した日時を記載 
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（７）生活支援体制の整備 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

生活支援コーディネーターに対して市町村としての、支

援を行っているか。 

 

ア 生活支援コーディネーターからの相談の受付 

イ 市町村で把握している地域のニーズや情報等に関す

る情報の提供 

ウ 他市町村におけるコーディネーターの活動情報や先

進事例の提供 

エ 地域の関係者への説明（同行等の支援を含む） 

オ 地域ケア会議への参加の支援 

カ 活動方針・内容の提示 

キ 生活支援コーディネーターの活動計画の点検 

ク 生活支援コーディネーターの活動の評価 

ケ 市町村や都道府県等が開催する研修・情報交換会への

参加の支援 

コ その他 

 

生活支援コーディネ

ーターについて、地域の

実情に応じた、効果的な

活動が行われるよう、市

町村としての支援を評

価するもの 

各１点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

 

  

② 

生活支援コーディネーターが地域資源の開発に向けた

具体的取組（地域ニーズ、地域資源の把握、問題提起等）

を行っているか。 

 

ア 地域のニーズと資源の状況の見える化、問題提起 

イ 地縁組織等多様な主体への協力依頼等の働きかけ 

ウ 関係者のネットワーク化 

エ 目指す地域の姿・方針の共有、意識の統一 

オ 生活支援の担い手の養成やサービスの開発 

生活支援コーディネ

ーターについて、単なる

配置にとどまるのでは

なく、具体的な取組を行

っていることを評価す

るもの 

ア～エ 

各２点 

オ ４点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

○ 具体的な取組を実施していることが対象 

○ 資源開発は、地域における支えあいの仕組みづくりであ

るという観点を踏まえて取組を進めることが重要 

 

③ 

協議体が地域資源の開発に向けた具体的取組（地域ニー

ズ、地域資源の把握等）を行っているか。 

 

ア 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化

の推進（実態調査の実施や地域資源マップの作成等） 

イ 企画、立案、方針策定（生活支援等サービスの担い手

養成に係る企画等を含む。） 

ウ 地域づくりにおける意識の統一 

協議体について、単な

る設置にとどまるので

はなく、具体的な取組を

行っていることを評価

するもの 

ア ４点 

イ ５点 

ウ ３点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

○ 具体的な取組を実施していることが対象 

○ 資源開発は、地域における支えあいの仕組みづくりであ

るという観点を踏まえて取組を進めることが重要 

 

④ 

生活支援コーディネーター、協議体の活動を通じて高齢

者のニーズに対応した具体的な資源の開発（既存の活動や

サービスの強化を含む。）が行われているか。 

 

生活支援コーディネ

ーターや協議体の活動

による社会資源の開発

実績を評価するもの 12点 

2018 年度の取組が対

象 

○ 具体的な資源開発が行われたことが対象 

○ 資源開発は、地域における支えあいの仕組みづくりであ

るという観点を踏まえて取組を進めることが重要 

○ 「高齢者のニーズに対応した具体的な資源の開発」には、

NPO、ボランティア及び地域住民の自主的な活動の状況を把

握し、適切に支援することを含む 

 

開発されたサービス・取組等の名

称と、その具体的内容について簡

潔に記載（強化の場合は、既存の

内容と、2018年度に強化された内

容についてそれぞれ記載） 
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（８）要介護状態の維持・改善の状況等 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

軽度【要介護１・２】 

（要介護認定等基準時間の変化） 

一定期間における、要介護認定者の要介護認定等基準時

間の変化率の状況はどのようになっているか。 

 

ア 時点（１）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

イ 時点（２）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

要介護状態の維持・改

善の状況として、要介護

１・２の認定を受けた者

について要介護認定等

基準時間の変化率を測

定するもの 

15点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

（ １ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月の変

化率 

（ ２ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月と

2017 年１月→2018

年１月の変化率の

差 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

○ 年齢調整の上、評価 

※ 配点については、ＰＤＣＡの観点から、今後、段階的に引

き上げる 

○ 厚労省において統計データ

を使用 

○ 厚労省でデータが把握でき

ない場合、対象外となるが、独

自に計算した値を提出した場

合には対象とすることとする 

② 

軽度【要介護１・２】 

（要介護認定の変化） 

 一定期間における要介護認定者の要介護認定の変化率

の状況はどのようになっているか。 

 

ア 時点（１）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

イ 時点（２）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

 

要介護状態の維持・改

善の状況として、要介護

１・２の認定を受けた者

について要介護認定の

変化率を測定するもの 

15点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

（ １ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月の変

化率 

（２）2018 年１月→

2019年１月と 2017

年１月→2018 年１

月の変化率の差 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

○ 年齢調整の上、評価 

※ 配点については、ＰＤＣＡの観点から、今後、段階的に引

き上げる 

○ 厚労省において統計データ

を使用 

○ 厚労省でデータが把握でき

ない場合、対象外となるが、独

自に計算した値を提出した場

合には対象とすることとする 

③ 

中重度【要介護３～５】 

（要介護認定等基準時間の変化） 

一定期間における、要介護認定者の要介護認定等基準時

間の変化率の状況はどのようになっているか。 

 

ア 時点（１）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

イ 時点（２）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

 

要介護状態の維持・改

善の状況として、要介護

３～５の認定を受けた

者について要介護認定

等基準時間の変化率を

測定するもの 

15点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

（ １ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月の変

化率 

（ ２ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月と

2017 年１月→2018

年１月の変化率の

差 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

○ 年齢調整の上、評価 

※ 配点については、ＰＤＣＡの観点から、今後、段階的に引

き上げる 

○ 厚労省において統計データ

を 

使用 

○ 厚労省でデータが把握でき

ない場合、対象外となるが、独

自に計算した値を提出した場

合には対象とすることとする 

④ 

中重度【要介護３～５】 

（要介護認定の変化） 

 一定期間における要介護認定者の要介護認定の変化率

の状況はどのようになっているか。 

 

ア 時点（１）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

イ 時点（２）の場合○％ （全保険者の上位５割を評価） 

要介護状態の維持・改

善の状況として、要介護

３～５の認定を受けた

者について要介護認定

の変化率を測定するも

の 

15点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

（ １ ） 2018 年 １ 月

→2019 年１月の変

化率 

（２）2018 年１月→

2019年１月と 2017

年１月→2018 年１

月の変化率の差 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

○ 年齢調整の上、評価 

※ 配点については、ＰＤＣＡの観点から、今後、段階的に引

き上げる 

○ 厚労省において統計データ

を使用 

○ 厚労省でデータが把握でき

ない場合、対象外となるが、独

自に計算した値を提出した場

合には対象とすることとする 

 

  



  

16 

 

Ⅲ 介護保険運営の安定化に資する施策の推進 

（１）介護給付の適正化 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

① 

介護給付の適正化事業の主要５事業のうち、３事業以上

を実施しているか。 

「介護給付適正化計

画に関する指針」（平成

29 年７月７日老介発第

0707第１号別紙）を踏ま

えた、介護給付の適正化

事業の実施を評価する

もの 

５点 

2018 年度の取組が対

象 

 

○ 主要５事業の内訳 

・ 要介護認定の適正化 

・ ケアプランの点検 

・ 住宅改修等の点検 

・ 縦覧点検・医療情報との突合 

・ 介護給付費通知 

５事業のうち実施している事

業を記載（選択式） 

② 

ケアプラン点検をどの程度実施しているか。 

 

ア ケアプラン数に対するケアプランの点検件数の割合

が○％（全保険者の上位３割を評価） 

イ ケアプラン数に対するケアプランの点検件数の割合

が○％（全保険者の上位５割を評価） 

ケアプラン点検の実

施状況を評価するもの 

ア 12点 

イ ６点 

 

ア又はイの

いずれかに

該当すれば

加点 

2018年度上半期（4月

～9月）分が対象 

○ ケアプラン点検は、地域支援事業の任意事業（介護給付等

費用適正化事業）及びその他の枠組みで行われるケアプラ

ン点検を差し、「居宅介護サービス計画、介護予防サービス

計画の記載内容について、事業所からの提出、又は事業所へ

の訪問等による保険者の視点からの確認及び確認結果に基

づく指導等を行う。」ものをいう 

○ 実績把握後、保険者の規模により評価に差異が生じる場

合は、規模別に上位３割、５割を決定することとする 

○ ケアプラン数は自治体では把握していないため、介護保

険事業状況報告（月報）第 3-2-1表の 2018年 4月サービス

分から 2018年 9月サービス分における介護予防支援・居宅

介護支援サービスの受給者数を半年分積み上げた数とする 

 

実際の数値を記載することと

する 

③ 

医療情報との突合・縦覧点検を実施しているか。 

 

医療情報との突合・縦

覧点検は、特に適正化効

果が高いため、実施を評

価するもの 

５点 

2018 年度の取組が対

象 

 実施形態を選択 

ア 保険者職員が実施 

イ 国保連に委託 

ウ ア及びイ 

 

④ 

福祉用具の利用に関しリハビリテーション専門職が関

与する仕組みを設けているか。 

 

ア 地域ケア会議の構成員としてリハビリテーション専

門職を任命し、会議の際に福祉用具貸与計画も合わせ

て点検を行う 

イ 福祉用具専門相談員による福祉用具貸与計画の作成

時に、リハビリテーション専門職が点検を行う仕組み

がある 

ウ 貸与開始後、用具が適切に利用されているか否かをリ

ハビリテーション専門職が点検する仕組みがある 

福祉用具について、リ

ハビリテーション専門

職が関与した適切な利

用を推進するため、保険

者の取組を評価するも

の 

全て該当 

15点 

いずれか 

２つ 12点 

いずれか 

１つ 10点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

 

 実施している事業を記載 
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 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留 意 点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

⑤ 

住宅改修の利用に際して、建築専門職、リハビリテーシ

ョン専門職等が適切に関与する仕組みを設けているか。 

 

ア 被保険者から提出された住宅改修費支給申請書の市

町村における審査の際に、建築専門職、リハビリテー

ション専門職等により点検を行う仕組みがある 

イ 住宅改修の実施前又は実施の際に、実際に改修を行う

住宅をリハビリテーション専門職が訪問し、点検を行

わせる仕組みがある 

「介護給付適正化計

画に関する指針」（29 年

７月７日老介発第 0707

第１号別紙）を踏まえ、

給付実績の活用による

適正化事業の実施を評

価するもの 

２つ該当 

12点 

いずれか 

１つ 10点 

 

複数選択可 

2018 年度の取組が対

象 

 

建築専門職、リハビリテーション専門職等に福祉住環境コ

ーディネーター検定試験二級以上の資格を有する者も含む 

 

 

実施している事業を記載 

⑥ 

給付実績を活用した適正化事業を実施しているか。 「介護給付適正化計

画に関する指針」（29 年

７月７日老介発第 0707

第１号別紙）を踏まえ、

給付実績の活用による

適正化事業の実施を評

価するもの 

10点 

2018 年度の取組が対

象 

給付実績を活用した適正化事業とは、国保連で実施する審

査支払いの結果から得られる給付実績を活用して、不適切な

給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の効

率化、事業者の育成を図るものをいう 

実施した時期・内容の概要を記

載 

 

 

（２）介護人材の確保 

 指 標 趣旨・考え方 配点 時 点 留意点 
報告様式への記載事項・提出資料

（予定） 

①  

必要な介護人材を確保するための具体的な取組を行っ

ているか。 

 

第７期計画から、市町村介護保険事業計画への

任意記載事項となった介護人材の確保に向けた取

組について、保険者の取組を評価するもの 

（取組例） 

・ 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護

の仕事の理解促進 

・ 若者、女性、高年齢者など多様な世代を対象

とした介護の職場体験 

・ 多様な人材を「介護助手」等として活用する

取組の支援 

・ 多様な人材層に対する介護人材キャリアア

ップ研修支援 等 

12点 

2018 年度の取組が対

象 

 実施した時期・内容の概要を記

載 

② 

介護人材の確保及び質の向上に関し、「介護に関する入

門的研修」の実施状況はどのようになっているか。 

 

ア 研修を実施しているか 

イ 研修修了者に対するマッチングを行っているか 

第７期計画から、市町村介護保険事業計画への

任意記載事項となった介護人材の確保に向けた取

組について、保険者の取組を評価するもの 

各６点 

 

複数選択可 

2018 年４月～12 月末

までの取組が対象 

 

 

 

 

 

 

 

○ 実施した時期・内容の概要を

記 

 載 

○ 研修修了者及びマッチング

件 

数に係る資料を提出 

 

 

 

 



令和元年度 地域包括ケア推進協議会の開催予定（案） 

 

回 時期 内容 

第 1 回 7 月 

・ 地域包括ケア推進計画（第 7 期計画）の進捗状況 

・ 次期計画（第 7 期計画）の策定スケジュール 

・ 次期計画（第 7 期計画）基礎調査 

・ 令和元年度施設整備 

第 2 回 10 月 

・ 地域包括支援センターの活動報告 

・ 次期計画（第 8 期計画）の策定方針 

・ 次期計画（第 8 期計画）基礎調査の調査票（案） 

第 3 回 1 月 
・ 基礎調査報告書（案） 

・ 高齢者施策に関する現状分析、課題抽出 

第 4 回 3 月 

・ 基礎調査結果の分析 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業への移行の進捗状

況報告 

・ 医療・介護連携の進捗状況 

 

※ 開催回数、時期、内容は、検討の進捗状況等に応じて調整する。 

※ 令和 2 年度は、骨子案の検討、サービス見込量と介護保険料の設定、計画書

の策定等を行う。 

 

【資料４】 

令和元年 7 月 22日（月） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



－3－

428PCN73
タイプライターテキスト
【資料５】



－4－



－194－



－195－



－196－



次期地域包括ケア推進計画（第 7 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

基礎調査について 

 

１．アンケート調査の実施概要について 

25 年度調査（前々回）、28 年度調査（前回）を参考に、次の３種のアンケート調査を実

施する。 

区 分 一般高齢者調査 
要介護・要支援 

認定者調査 

指定介護保険サービ

ス提供事業者調査 

(1) 対象者 65 歳以上の市民 
要介護（要支援）認定

を受けている市民 

市内に所在する全て

の指定介護保険サー

ビス提供事業者 

(2) 対象者数 2,000 人※ 1,000 人 約 200 事業者 

(3) 抽出方法 無作為抽出 無作為抽出 全数 

(4) 調査方法 郵送による配付、回収 

(5) 実施時期 国からの情報提供（元年秋予定）を踏まえ、元年秋頃に実施予定 

※ 市内５つの日常生活圏域から各圏域 400 人を抽出。 

 

２．グループインタビュー調査の実施概要について 

25 年度調査（前々回）、28 年度調査（前回）を参考に、次のグループインタビュー調査

を実施する。 

・ 方法：参加者（聴き取り対象者）に、第三者である調査研究機関の司会のもとで、いく

つかのテーマに沿って自由に発言してもらう形で、現状と課題・問題点等を把握する。 

・ 実施時期：令和元年１１月から１２月頃 

・ 参加者：地域包括支援センターの代表者、サービス提供事業所の代表者 

 

【資料６】 
令和元年 7月 22日（月） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

実施の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 年 9 月 30 日版 

 

 

※ 各地域の介護予防・日常生活支援総合事業を推進する

上で、本調査を活用していただくことを想定して、本

手引きは作成されています。 

428PCN73
タイプライターテキスト
【資料７】
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II．介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施方法 

 

1. 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の調査内容 

（1）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の目的 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、要介護状態になる前の高齢者について、 

 

 要介護状態になるリスク（以下、各種リスク）の発生状況 

 各種リスクに影響を与える日常生活（以下、社会参加状況）の状況 

 

を把握し、地域の抱える課題を特定することを目的に実施します。 

 

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果を調査終了後、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の

結果のうち必要なデータを「見える化」システム上に登録することで、経年比較や地域間比較が可能になり

ます。詳細は P.28「III．今後の地域包括ケア「見える化」システム上の活用とデータ送付方法」を参考に

してください。 

 

図表 II‐1 調査結果の「見える化」システム上の活用イメージ 
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（2）調査対象 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の調査対象者は、要介護認定を受けていない高齢者（一般高齢者、

介護予防・日常生活支援総合事業対象者、要支援者）です。 

 

図表 II‐2 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の調査対象者 

 

 

 

（3）調査項目構成 

 

 「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目は、（１）の目的を踏まえ、構成されます。具体的には、

以下の必須項目とオプション項目から構成されます。 

 

 必須項目は、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の中で必ず実施していただくべき調査項目になり

ます。 

 オプション項目は、調査項目として設定するか否かを各市町村に判断いただく調査項目になります。 

 

＜参考＞ 

ベンチマーク指標の評価基準としては、以下の 6 つの基準に考慮する必要があります。必須項目

は、第5 期・第6 期の日常生活圏域ニーズ調査の調査項目をベースとして、有識者・市町村等の

関係者から以下の6つの基準に関して情報収集を行い、検討を行った上で作成されたものですが、

今後P.28「III．今後の地域包括ケア「見える化」システム上の活用とデータ送付方法」によりデ

ータを全国の市町村から収集・蓄積し、分析していくプロセスで調査項目・選択肢・各種リスク

の算出方法を将来的に更新する可能性があります。 

（今回、調査項目・選択肢が一部削除・変更となったため、第 6 期の日常生活圏域ニーズ調査か

ら把握できるリスク（虚弱・運動器機能・栄養改善・口腔機能・閉じこもり・認知症・うつ）と、

「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」から把握できるリスクとは、算出方法が異なります。） 
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正確性 指標としての信頼性と妥当性からなる。信頼性とは、市町村間信頼性、（異時点間）

再現性の高さであり、妥当性は測定したい対象をとらえている度合い 

内容的代表性 評価しようとする上で概念の要素の大きな部分を包含し、その概念を代表して捉

えるのに相応しい度合い 

社会的受容性 「社会」には、介護保険担当の行政職や施設の職員、議員やマスコミ、一般市民・

国民などの立場が含まれる。その指標を用いることが受け入れられるか、その指

標の意味がわかりやすいかなど、社会から広く受容されやすい度合い 

学術的重要性 学術的・科学的にみて新規性があること、また介護予防に向けての機序などを学

術的・科学的に考えた際の価値や重要性の度合い 

介入可能性 市町村の政策決定者などの立場で考えた場合、3 年程度の期間で介入により変化

させることが可能であるかの度合い 

入手容易性 指標作成に必要なデータ入手の容易性の度合い 

（出所） 

「Urban HEART の枠組みを活用した介護予防ベンチマーク指標の開発」（医療と科

学.2014;24(1)35-45） 

 

本手引きでは「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目として、必須項目とオプション項目を示

していますが、この他に市町村の実情に応じて調査項目を設定していただいても構いません。 

ただし、ここに示した設問文や選択肢を修正して行われた調査結果は、学術的には地域間比較に耐えられ

ないデータになるため、地域包括ケア「見える化」システム上へ調査結果を登録することを想定する場合は

必ず、参考資料1で示している調査票の設問文・選択肢を一切変えずに、調査してください。 

 

① 必須項目 

  必須項目は以下の 7 つの設問から構成されます。（１）で示した各種リスク・社会参加の把握のために

必要な調査項目となっています。 

 

 

図表 II‐3 必須項目 

NO 設問内容 設問数 設問内容の意図 

問１ あなたのご家族や生活状況について 
3 

基本情報 

問２ からだを動かすことについて 
7 運動器機能の低下・転倒リス

ク・閉じこもり傾向を把握 

問３ 食べることについて 
4 口腔機能の低下・低栄養の傾

向を把握 

問４ 毎日の生活について 
6 認知機能の低下、IADLの把

握低下 

問５ 地域での活動について 
3 ボランティア等への参加状

況・今後の参加意向 

問６ たすけあいについて 
4 

うつ傾向を把握 

問７ 健康について 
6 知的能動性・社会的役割・社

会参加の状況等を把握 
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② オプション項目 

  必須項目は、各種リスク・社会参加状況の把握のために必要な調査項目となっており、オプション項目

はそれ以外の要素に着目した調査項目になっています。 

 

図表 II‐4 オプション項目 

NO 設問内容 オプション項目 

問１ あなたのご家族や生活状況について 

・介護・介助が必要になった原因 

・主な介護・介助者の状況（高齢者との

関係、年齢） 

・住まいの状況 

問２ からだを動かすことについて 
・外出を控えているか否かとその理由 

・外出の際の交通手段 

問３ 食べることについて 

・むせることがあるか 

・口の渇きが気になるか 

・歯磨きの状況 

・噛み合わせの状況 

・入れ歯の手入れ状況 

・体重の減少 

問４ 毎日の生活について 

・電話番号を調べて電話をかけるか 

・今日の日付がわからない時があるか 

・年金などの書類（役所や病院などに出

す書類）が書けますか 等 

問５ 地域での活動について 
・老人クラブ・町内会・自治会 

・収入のある仕事の状況 

問６ たすけあいについて 

・家族や友人･知人以外で、何かあった

ときに相談する相手は 

・友人・知人と会う頻度 

・この１か月間、何人の友人・知人と会

ったか 

・よく会う友人・知人との関係 

問７ 健康について ・飲酒の頻度 

※ 実際の調査項目は参考資料2・3を参照してください。 

 

（4）調査の目的と各調査項目との関係  

 ここでは、必須項目における設問内容の意図について解説します。 

 

問１ あなたのご家族や生活状況について 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 家族構成をお教えください １．1人暮らし                   

２．夫婦2人暮らし(配偶者65歳以上)  

３．夫婦2人暮らし(配偶者64歳以下)      

４．息子・娘との2世帯 

５．その他 
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この設問は、家族構成を問う設問です。高齢者の世帯状況やその地域分布を把握すること、世帯構成別

の回答結果を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能にな

ります（孫を含む3世帯の場合は「その他」にしてください）。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（２） あなたは、普段の生活でどなた

かの介護・介助が必要ですか 

１．介護・介助は必要ない    

２．何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない    

３．現在、何らかの介護を受けている（介護認定を受けずに家族な

どの介護を受けている場合も含む） 

 

この設問は、主観的な介護の必要度を問う設問です。要介護状態になる前の高齢者の介護の必要度を把

握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（３） 現在の暮らしの状況を経済的

にみてどう感じていますか 

１．大変苦しい   

２．やや苦しい   

３．ふつう   

４．ややゆとりがある 

５．大変ゆとりがある 

 

この設問は、主観的な経済状態を問う設問です。高齢者の経済状態やその地域分布を把握すること、経

済状態別の回答結果を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが

可能になります。 

 

問２  からだを動かすことについて 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 階段を手すりや壁をつたわら

ずに昇っていますか 

１．できるし、している    

２．できるけどしていない    

３．できない 

（２） 椅子に座った状態から何もつ

かまらずに立ち上がっていま

すか 

１．できるし、している    

２．できるけどしていない    

３．できない 

（３） １５分位続けて歩いています

か 

１．できるし、している    

２．できるけどしていない    

３．できない 

（４） 過去 1 年間に転んだ経験があ

りますか 

１．何度もある         

２．1度ある             

３．ない 

（５） 転倒に対する不安は大きいで

すか 

１．とても不安である    

２．やや不安である    

３．あまり不安でない 

４．不安でない 
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この設問は、運動器の機能低下を問う設問です（この設問で3問以上、該当する選択肢（上の表の網掛け

箇所）が回答された場合は、運動器機能の低下している高齢者になります）。運動器の機能が低下している高

齢者の地域分布を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能に

なります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（４） 過去 1 年間に転んだ経験があ

りますか 

１．何度もある         

２．1度ある             

３．ない 

（５） 転倒に対する不安は大きいで

すか 

１．とても不安である    

２．やや不安である    

３．あまり不安でない 

４．不安でない 

 

この設問は、転倒リスクを問う設問です（（４）で「１．何度もある」「２．1 度ある」に該当する選択

肢が回答された場合は、転倒リスクのある高齢者になります）。転倒リスクのある高齢者の地域分布を把

握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（６） 週に１回以上は外出していま

すか 

１．ほとんど外出しない   

２．週1回   

３．週2～4回   

４．週5回以上 

（７） 昨年と比べて外出の回数が減

っていますか 

１．とても減っている   

２．減っている   

３．あまり減っていない   

４．減っていない 

 

この設問は、閉じこもり傾向を問う設問です（（６）で「１．ほとんど外出しない」「２．週1回」に該

当する選択肢が回答された場合は、閉じこもり傾向のある高齢者になります）。閉じこもり傾向のある高

齢者の地域分布を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能

になります。 

 

問３  食べることについて 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 身長・体重 （  ）cm  

（  ）kg 

 

この設問は、低栄養の傾向を問う設問です（身長・体重から算出されるBMI（体重（kg）÷｛身長（m）

×身長（m）｝）が18.5以下の場合、低栄養が疑われる高齢者になります。） 

低栄養状態を確認する場合は、オプション項目にある設問のうち、体重の減少傾向を把握する「6 ヶ月

間で２～３kg以上の体重減少がありましたか」も併せて確認し、２設問ともに該当した場合は、低栄養状

態にある高齢者になります。 

（この設問１問のみでは、地域の低栄養状態にある高齢者の把握はできませんのでご注意下さい。） 

低栄養状態にある高齢者の地域分布を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際
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に活用することが可能になりますので、事業の必要量を把握する場合はオプション項目１設問を加えた２

設問を実施してください。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（２） 半年前に比べて固いものが食

べにくくなりましたか 

１．はい  

２．いいえ 

 

この設問は、口腔機能の低下のうち咀嚼機能の低下を問う設問です（（１）で「１．はい」 に該当する

選択肢が回答された場合は、咀嚼機能の低下が疑われる高齢者になります）。 

口腔機能の低下を確認する場合は、オプション項目にある設問のうち、嚥下機能の低下を把握する「お

茶や汁物等でむせることがありますか」、肺炎発症リスクを把握する「口の渇きが気になりますか」も併

せて確認し、３設問のうち２設問に該当した場合は、口腔機能の低下している高齢者になります。 

（この設問１問のみでは、地域の口腔機能が低下している高齢者の把握はできませんのでご注意下さ

い。） 

口腔機能が低下している高齢者の地域分布を把握することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検

討の際に活用することが可能になりますので、事業の必要量を把握する場合はオプション項目２設問を加

えた３設問を実施してください。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（３） 歯の数と入れ歯の利用状況を

お教えください（成人の歯の総

本数は、親知らずを含めて 32

本です。） 

１．自分の歯は20本以上、かつ入れ歯を利用        

２．自分の歯は20本以上、入れ歯の利用なし 

３．自分の歯は19本以下、かつ入れ歯を利用 

４．自分の歯は19本以下、入れ歯の利用なし 

 

この設問は、義歯の有無と歯数を問う設問です。高齢者の口腔の健康状態や義歯の使用状況の把握によ

り、地域の歯科医療や口腔機能の向上に関するニーズの把握の参考になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（４） どなたかと食事をともにする

機会はありますか 

１．毎日ある        

２．週に何度かある        

３．月に何度かある 

４．年に何度かある    

５．ほとんどない 

 

この設問は、孤食の状況を問う設問です。閉じこもり傾向と孤食の関係性を把握することで、地域課題

（閉じこもり傾向の原因）の把握が可能になります。 

 

問４  毎日の生活について 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 物忘れが多いと感じますか １．はい  

２．いいえ 

 

この設問は、認知機能の低下を問う設問です（（１）で「１．はい」に該当する選択肢が回答された場

合は、認知機能の低下がみられる高齢者になります）。認知機能が低下している高齢者の地域分布を把握

することで、事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能になります。 
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NO 設問内容 選択肢 

（２） バスや電車を使って１人で外

出していますか（自家用車でも

可） 

１．できるし、している   

２．できるけどしていない   

３．できない 

（３） 自分で食品・日用品の買物をし

ていますか 

１．できるし、している   

２．できるけどしていない   

３．できない 

（４） 自分で食事の用意をしていま

すか 

１．できるし、している   

２．できるけどしていない   

３．できない 

（５） 自分で請求書の支払いをして

いますか 

１．できるし、している   

２．できるけどしていない   

３．できない 

（６） 自分で預貯金の出し入れをし

ていますか 

１．できるし、している   

２．できるけどしていない   

３．できない 

 

この設問は、IADL の低下を問う設問です。IADL が低下している高齢者の地域分布を把握することで、

事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能になります。 

 

問５  地域での活動について 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 以下のような会・グループ等に

どのくらいの頻度で参加して

いますか（老人クラブ・町内

会・自治会の活動をのぞきま

す）※① －④それぞれに回答

してください 

① ボランティアのグループ 

② スポーツ関係のグループ

やクラブ 

③ 趣味関係のグループ 

④ 学習・教養サークル 

１．週４回以上   

２．週２～３回   

３．週１回   

４．月１～３回   

５．年に数回 

６．参加していない 

 

この設問は、①～④に該当する活動への社会参加の状況を問う設問です。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（２） 地域住民の有志によって、健康

づくり活動や趣味等のグルー

プ活動を行って、いきいきした

地域づくりを進めるとしたら、

あなたはその活動に参加者と

して参加してみたいと思いま

すか。 

１．是非参加したい 

２．参加してもよい 

３．参加したくない 
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（３） 地域住民の有志によって、健康

づくり活動や趣味等のグルー

プ活動を行って、いきいきした

地域づくりを進めるとしたら、

あなたはその活動に企画・運営

（お世話役）として参加してみ

たいと思いますか。 

１．是非参加したい 

２．参加してもよい 

３．参加したくない 

 

 

この設問は、地域づくりへの参加意向を問う設問です。地域づくりに対して「参加者として」「企画・

運営（お世話役として）」の両方の立場における参加の意向を把握することが可能になります。 

 

問６  たすけあいについて 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） あなたの心配事や愚痴（ぐち）

を聞いてくれる人（いくつで

も） 

１．配偶者    ２．同居の子ども   ３．別居の子ども 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫    ５．近隣   ６．友人 

７．その他（         ）     

８．そのような人はいない 

（２） 反対に、あなたが心配事や愚痴

（ぐち）を聞いてあげる人（い

くつでも） 

１．配偶者    ２．同居の子ども   ３．別居の子ども 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫    ５．近隣   ６．友人 

７．その他（         ）     

８．そのような人はいない 

（３） あなたが病気で数日間寝込ん

だときに、看病や世話をしてく

れる人（いくつでも） 

１．配偶者    ２．同居の子ども   ３．別居の子ども 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫    ５．近隣   ６．友人 

７．その他（         ）     

８．そのような人はいない 

（４） 反対に、看病や世話をしてあげ

る人（いくつでも） 

１．配偶者    ２．同居の子ども   ３．別居の子ども 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫    ５．近隣   ６．友人 

７．その他（         ）     

８．そのような人はいない 

 

この設問は、たすけあいの状況を把握する設問です。たすけあいの状況と関係性がある、その地域のう

つ傾向の発生状況を、間接的に把握することが可能になります。 

 

問７  健康について 

 

NO 設問内容 選択肢 

（１） 現在のあなたの健康状態はい

かがですか 

１．とてもよい   

２．まあよい   

３．あまりよくない   

４．よくない 

 

この設問は、主観的健康感を問う設問です。要介護状態になる前の高齢者の主観的健康感を把握するこ

とで、地域の健康度のアウトカム指標として活用することが可能になります。 
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NO 設問内容 選択肢 

（２） あなたは、現在どの程度幸せで

すか（「とても不幸」を 0 点、

「とても幸せ」を10点として、

ご記入ください） 

とても 

不幸 

       とても 

幸せ 

0

点 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

点 

 

この設問は、主観的幸福感を問う設問です。うつ傾向との関係性も想定される、要介護状態になる前の

高齢者の主観的幸福感を把握することで、地域の（精神面での）健康度のアウトカム指標として活用する

ことが可能になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（３） この 1 か月間、気分が沈んだ

り、ゆううつな気持ちになった

りすることがありましたか 

１．はい  

２．いいえ 

（４） この1か月間、どうしても物事

に対して興味がわかない、ある

いは心から楽しめない感じが

よくありましたか 

１．はい  

２．いいえ 

 

この設問は、うつ傾向を問う設問です（（１）（２）でいずれか1つでも「１．はい」に該当する選択肢

が回答された場合は、うつ傾向の高齢者になります）。うつ傾向の高齢者の地域分布を把握することで、

事業の対象者・対象地域・実施内容の検討の際に活用することが可能になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（５） タバコは吸っていますか １．ほぼ毎日吸っている   ２．時々吸っている    

３．吸っていたがやめた   ４．もともと吸っていない 

 

この設問は、タバコの習慣を問う設問です。高齢者の健康寿命に影響を与えると考えられる本項目と他

項目との関係性を把握することで、地域の高齢者の特性把握が可能になります。 

 

NO 設問内容 選択肢 

（６） 現在治療中、または後遺症のあ

る病気はありますか（いくつで

も） 

1．ない    ２．高血圧   ３．脳卒中(脳出血･脳梗塞等)     

４．心臓病      ５．糖尿病    ６．高脂血症(脂質異常)      

７．呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等） 

８．胃腸・肝臓・胆のうの病気   ９．腎臓・前立腺の病気   

10．筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等） 

11．外傷（転倒・骨折等）  12．がん（新生物）      

13．血液・免疫の病気  14．うつ病   

15．認知症(アルツハイマー病等)    16．パーキンソン病      

17．目の病気      18．耳の病気      

19．その他（      ） 

 

この設問は、現在治療中の病気等を問う設問です。認定を受けていない高齢者の既往を把握することで、

要介護状態になる原因等の地域課題の把握が可能になります。 



 

 

東村山市第 7期高齢者保健福祉計画・ 

介護保険事業計画基礎調査 

 

報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 3月 

東村山市 

 

 

428PCN73
タイプライターテキスト
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ご本人

81.3%

ご家族が本人

の立場になっ

て記入

5.9%

介護者等が本

人の立場に

なって記入

0.2%

無回答

12.5%

総数

1,280

アンケートの記入者 

（１）アンケートの記入者 

問１ このアンケートにご記入いただくかたはどなたですか。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

ご本人 1,041 81.3 

ご家族が本人の立場になって記入 76 5.9 

介護者等が本人の立場になって記入 3 0.2 

無回答 160 12.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ご本人」が 81.3％で最も多く、「ご家族が本人の立場になって記入」が 5.9％、「介護者

等が本人の立場になって記入」が 0.2％で続きます。 
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男性

43.6%

女性

54.0%

無回答

2.4%

総数

1,280

 

25.1

24.3

23.1

16.2

10.5

0.8

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

無回答

総数=1,280

１ 回答者自身のことについて 

（１）性別 

問２ あなたの性別をお答えください。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

男性 558 43.6 

女性 691 54.0 

無回答 31 2.4 

 

 「女性」が 54.0％、「男性」が 43.6％となっています。 

 

（２）年齢 

問３ あなたの年齢をお答えください。【平成 29年１月１日現在】（１つだけに○） 

 

 

 

 「65～69歳」が 25.1％で最も多く、「70～74 歳」が 

24.3％、「75～79歳」が 23.1％、「80～84 歳」が 16.2％で続きます。 

 

前期高齢者・・・65～74歳 

後期高齢者・・・75歳～ 

項目名  集計値 構成比(%) 

全体 1,280 100.0 

前期高齢者 632 49.4 

後期高齢者 638 49.8 

無回答 10 0.8 

 

 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

65～69歳 321 25.1 

70～74歳 311 24.3 

75～79歳 296 23.1 

80～84歳 207 16.2 

85歳以上 135 10.5 

無回答 10 0.8 
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6.1

6.5

12.3

8.8

7.1

11.3

9.1

11.3

7.1

4.4

5.2

4.4

5.9

0.5

0% 5% 10% 15%

本町

久米川町

秋津町

青葉町

恩多町

萩山町

栄町

富士見町

美住町

廻田町

多摩湖町

諏訪町

野口町

無回答

総数=1,280

（３）お住まい 

問４ あなたが住んでいる町をお答えください。（１つだけに○） 

 

  

 

この結果より、5つの地域包括支援センターが担当する地区別に下記のように分類した。 

東部…秋津町、青葉町 

西部…美住町、富士見町 

南部…萩山町、栄町 

北部…諏訪町、野口町、廻田町、多摩湖町 

中部…本町、久米川町、恩多町 

項目名  集計値 構成比 

全体 1,280 100.0% 

東部 271 21.2% 

西部 235 18.4% 

南部 261 20.4% 

北部 254 19.8% 

中部 252 19.7% 

無回答 7 0.5% 

 

  

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

本町 78 6.1 

久米川町 83 6.5 

秋津町 158 12.3 

青葉町 113 8.8 

恩多町 91 7.1 

萩山町 144 11.3 

栄町 117 9.1 

富士見町 144 11.3 

美住町 91 7.1 

廻田町 56 4.4 

多摩湖町 66 5.2 

諏訪町 56 4.4 

野口町 76 5.9 

無回答 7 0.5 
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0.7

1.2

1.6

5.5

11.8

78.4

0.8

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

住み始めて１年未満

住み始めて１年～３年未満

住み始めて３年～５年未満

住み始めて５年～10年未満

住み始めて10年～20年未満

住み始めて20年以上

無回答

総数=1,280

 

一戸建て

66.3%

集合住宅

32.3%

その他

0.5%
無回答

0.9%

総数

1,280

（４）市内居住年数 

問５ 東村山市には何年くらいお住まいですか。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

住み始めて１年未満 9 0.7 

住み始めて１年～３年未満 15 1.2 

住み始めて３年～５年未満 20 1.6 

住み始めて５年～10年未満 71 5.5 

住み始めて 10年～20年未満 151 11.8 

住み始めて 20年以上 1,004 78.4 

無回答 10 0.8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）居住形態 

問６ 現在のお住まいは、一戸建てですか、集合住宅ですか。集合住宅の場合は、お

住いの所在階についても教えてください。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

一戸建て 849 66.3 

集合住宅 413 32.3 

その他 6 0.5 

無回答 12 0.9 

  

「一戸建て」が 66.3％で最も多く、「集合住宅」が 32.3％、 

「その他」が 0.5％で続きます。 

  

「住み始めて 20年以上」が

78.4％で最も多く、「住み始

めて 10年～20年未満」が

11.8％、「住み始めて５年～

10年未満」が 5.5％、「住み

始めて３年～５年未満」が

1.6％で続きます。 
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1.0

3.6

10.7

9.9

23.5

10.2

8.7

4.8

3.1

6.3

15.3

2.9

0% 5% 10% 15% 20% 25%

１階建て

２階建て

３階建て

４階建て

５階建て

６階建て

７階建て

８階建て

９階建て

１０階建て

１１階建て以上

無回答

総数=413

 

18.4

17.7

17.2

14.5

10.2

7.0

3.6

2.7

1.0

2.4

2.9

2.4

0% 5% 10% 15% 20%

１階

２階

３階

４階

５階

６階

７階

８階

９階

１０階

１１階以上

無回答

総数=413

 

「集合住宅」の階数  

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 413 100.0 

１階建て 4 1.0 

２階建て 15 3.6 

３階建て 44 10.7 

４階建て 41 9.9 

５階建て 97 23.5 

６階建て 42 10.2 

７階建て 36 8.7 

８階建て 20 4.8 

９階建て 13 3.1 

１０階建て 26 6.3 

１１階建て以上 63 15.3 

無回答 12 2.9 

 「５階建て」が 23.5％で最も多く、「１１階建て以上」が 15.3％、「３階建て」が 10.7％、「６階建て」が

10.2％で続きます。 

 

「集合住宅」の住んでいる階数 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 413 100.0 

１階 76 18.4 

２階 73 17.7 

３階 71 17.2 

４階 60 14.5 

５階 42 10.2 

６階 29 7.0 

７階 15 3.6 

８階 11 2.7 

９階 4 1.0 

１０階 10 2.4 

１１階以上 12 2.9 

無回答 10 2.4 

 「１階」が 18.4％で最も多く、「２階」が 17.7％、「３階」が 17.2％、「４階」が 14.5％で続きます。 
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17.7

40.8

3.3

1.6

26.4

6.7

0.9

1.4

1.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

ひとり暮らし

夫婦のみ（配偶者65歳以上）

夫婦のみ（配偶者64歳以下）

２世代世帯（親とあなた）

２世代世帯（あなたと子）

３世代世帯（あなたと子と孫）

３世代世帯（親とあなたと子）

その他

無回答

総数=1,280

（6）家族構成 

問７ 現在の家族構成についてお答えください。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

ひとり暮らし 226 17.7 

夫婦のみ（配偶者 65歳以上） 522 40.8 

夫婦のみ（配偶者 64歳以下） 42 3.3 

２世代世帯（親とあなた） 21 1.6 

２世代世帯（あなたと子） 338 26.4 

３世代世帯（あなたと子と孫） 86 6.7 

３世代世帯（親とあなたと子） 12 0.9 

その他 18 1.4 

無回答 15 1.2 

 

 「夫婦のみ（配偶者 65歳以上）」が 40.8％で最も多く、「２世代世帯（あなたと子）」が 26.4％、「ひと

り暮らし」が 17.7％、「３世代世帯（あなたと子と孫）」が 6.7％で続きます。 

 

 
 

 
 

全
体 

ひ
と
り
暮
ら
し 

夫婦の

み（配

偶者

65歳

以上） 

夫婦の

み（配

偶者

64歳

以下） 

２世代

世帯

（親と

あな

た） 

２世代

世帯

（あな

たと

子） 

３世代

世帯

（あな

たと子

と孫） 

３世代

世帯

（親と

あなた

と子） 

そ
の
他 

無
回
答 

  
全体 

1,280 226 522 42 21 338 86 12 18 15 

  100.0 17.7 40.8 3.3 1.6 26.4 6.7 0.9 1.4 1.2 

性
別 

男性 
558 73 247 39 11 146 27 5 6 4 

100.0 13.1 44.3 7.0 2.0 26.2 4.8 0.9 1.1 0.7 

女性 
691 148 265 3 9 186 55 7 12 6 

100.0 21.4 38.4 0.4 1.3 26.9 8.0 1.0 1.7 0.9 

無回答 
31 5 10 - 1 6 4 - - 5 

100.0 16.1 32.3 - 3.2 19.4 12.9 - - 16.1 

年
齢 

前期高齢者 
632 109 266 35 16 154 28 9 11 4 

100.0 17.2 42.1 5.5 2.5 24.4 4.4 1.4 1.7 0.6 

後期高齢者 
638 116 256 5 5 183 58 3 7 5 

100.0 18.2 40.1 0.8 0.8 28.7 9.1 0.5 1.1 0.8 

無回答 
10 1 - 2 - 1 - - - 6 

100.0 10.0 - 20.0 - 10.0 - - - 60.0 
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介護・介助は

必要ない

78.1%

何らかの介

護・介助は必

要だが、現在

は受けていな

い

9.3%

現在、何らか

の介護を受け

ている

8.8%

無回答

3.8%

総数

1,280

 

大変ゆとりが

ある

1.4%
ややゆとりが

ある

7.6%

ふつう

59.5%

やや苦しい

22.3%

大変苦しい

8.4%

無回答

0.9%

総数

1,280

（７）経済状況 

問８ 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

大変ゆとりがある 18 1.4 

ややゆとりがある 97 7.6 

ふつう 761 59.5 

やや苦しい 285 22.3 

大変苦しい 107 8.4 

無回答 12 0.9 

 「ふつう」が 59.5％で最も多く、「やや苦しい」が 

22.3％、「大変苦しい」が 8.4％、「ややゆとりがある」 

が 7.6％で続きます。 

 

（８）介護・介助の必要性 および介護度 

問９ あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか。 

（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

介護・介助は必要ない 1,000 78.1 

何らかの介護・介助は必要

だが、現在は受けていない 
119 9.3 

現在、何らかの介護を受け

ている 
113 8.8 

無回答 48 3.8 

 「介護・介助は必要ない」が 78.1％で最も多く、「何らかの 

介護・介助は必要だが、現在は受けていない」が 9.3％、 

「現在、何らかの介護を受けている」が 8.8％で続きます。 
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問９で「現在、何らかの介護を受けている」に○をつけたかたにおたずねします。 

問９―１ あなたはどのような認定を受けましたか。（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比(%) ※基本チェックリストによる 

事業対象者 

生活状況等についての簡易

な質問（基本チェックリスト）によ

り、生活機能の低下がみられた

かたのこと。要介護認定の申請

をすることなく、通所介護、訪問

介護のサービスを利用すること

ができます。 
 

全体 113 100.0 

要支援１ 20 17.7 

要支援２ 11 9.7 

要介護１ 31 27.4 

要介護２ 16 14.2 

要介護３ 16 14.2 

要介護４ 5 4.4 

要介護５ 5 4.4 

要介護認定を受けていない 4 3.5 

基本チェックリストによる事業対象者（※） 1 0.9 

無回答 4 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「要介護１」が 27.4％で最も多く、「要支援１」が 17.7％、「要介護２」が 14.2％、 

「要介護３」が 14.2％で続きます。 

 

17.7

9.7

27.4

14.2

14.2

4.4

4.4

3.5

0.9

3.5

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護認定を受けていない

基本チェックリストによる事業対

象者

無回答

総数=113
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充分できてい

る

28.1%

まあまあでき

ている

55.3%

少し不規則

13.0%

不規則

2.7%

無回答

0.9%

総数

1,280

 

充分とってい

る

35.7%

まあまあとっ

ている

47.3%

少し不足気味

14.1%

かなり不足し

ている

1.8%

無回答

1.1%

総数

1,280

２ 健康に関することについて 

（１）健康管理 

問 10 日頃の健康管理等についておたずねします。（それぞれ１つだけに○） 

 

① 規則正しい生活はできていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

充分できている 360 28.1 

まあまあできている 708 55.3 

少し不規則 167 13.0 

不規則 34 2.7 

無回答 11 0.9 

 「まあまあできている」が 55.3％で最も多く、 

「充分できている」が 28.1％、「少し不規則」が 

13.0％、「不規則」が 2.7％で続きます。 

 

 

 

② 睡眠はとれていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

充分とっている 457 35.7 

まあまあとっている 605 47.3 

少し不足気味 181 14.1 

かなり不足している 23 1.8 

無回答 14 1.1 

 「まあまあとっている」が 47.3％で最も多く、 

「充分とっている」が 35.7％、「少し不足気味」が 

14.1％、「かなり不足している」が 1.8％で続きます。 
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充分とってい

る

28.8%

まあまあとっ

ている

55.4%

少しバランス

が悪い

13.3%

かなりバラン

スが悪い

1.8%

無回答

0.8%

総数

1,280

 

充分とってい

る

42.4%

まあまあとっ

ている

47.3%

少し不足気味

7.4%

かなり不足し

ている

1.3%
無回答

1.5%

総数

1,280

 

充分心がけて

いる

28.6%

まあまあ心が

けている

59.1%

あまり心がけ

ていない

9.6%

心がけていな

い

1.7% 無回答

0.9%

総数

1,280

③ 休養はとれていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

充分とっている 543 42.4 

まあまあとっている 606 47.3 

少し不足気味 95 7.4 

かなり不足している 17 1.3 

無回答 19 1.5 

 「まあまあとっている」が 47.3％で最も多く、 

「充分とっている」が 42.4％、「少し不足気味」が 

7.4％、「かなり不足している」が 1.3％で続きます。 

 

④ バランスの良い食事はとれていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

充分とっている 368 28.8 

まあまあとっている 709 55.4 

少しバランスが悪い 170 13.3 

かなりバランスが悪い 23 1.8 

無回答 10 0.8 

 「まあまあとっている」が 55.4％で最も多く、 

「充分とっている」が 28.8％、「少しバランスが悪い」 

が 13.3％、「かなりバランスが悪い」が 1.8％で続きます。 

 

⑤ 適正体重を維持できる食生活を心がけていますか。 

 

       「まあまあ心がけている」が 59.1％で最も 

多く、「充分心がけている」が 28.6％、「あまり 

心がけていない」が 9.6％、「心がけていない」 

が 1.7％で続きます。 

項目名  集計値 構成比(%) 

全体 1,280 100.0 

充分心がけている 366 28.6 

まあまあ心がけて

いる 
757 59.1 

あまり心がけてい

ない 
123 9.6 

心がけていない 22 1.7 

無回答 12 0.9 
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ほとんど感じ

ない

15.8%

あまり感じな

い

24.8%

たまに感じる

46.2%

しばしば感じ

る

11.3%

無回答

2.0%

総数

1,280

 

はい

38.1%

いいえ

57.3%

無回答

4.5%

総数

1,280

 

毎日ある

55.2%

週に何度かあ

る

7.2%

月に何度かあ

る

16.4%

年に何度かあ

る

11.3%

ほとんどない

7.6%

無回答

2.3%

総数

1,280

⑥ どなたかと食事をともにする機会はありますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

毎日ある 707 55.2 

週に何度かある 92 7.2 

月に何度かある 210 16.4 

年に何度かある 145 11.3 

ほとんどない 97 7.6 

無回答 29 2.3 

 

 「毎日ある」が 55.2％で最も多く、「月に何度かある」 

が 16.4％、「年に何度かある」が 11.3％、「ほとんどない」 

が 7.6％で続きます。 

 

⑦ 毎日の生活の中でイライラや精神的なストレスを感じることがありますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

ほとんど感じない 202 15.8 

あまり感じない 317 24.8 

たまに感じる 591 46.2 

しばしば感じる 144 11.3 

無回答 26 2.0 

 「たまに感じる」が 46.2％で最も多く、「あまり感じない」 

が 24.8％、「ほとんど感じない」が 15.8％、「しばしば感 

じる」が 11.3％で続きます。 

 

 

⑧ 物忘れが多いと感じますか。 

項目名  集計値 構成比(%) 

全体 1,280 100.0 

はい 488 38.1 

いいえ 734 57.3 

無回答 58 4.5 

 「いいえ」が 57.3％、「はい」が 

38.1％となっています。 
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飲まない

56.0%

時々飲む

22.2%

ほぼ毎日飲む

19.4%

無回答

2.4%

総数

1,280

 

適量以下

42.3%

まあまあ適量

30.8%

少し適量を上

回っている

20.9%

適量の３倍以

上飲んでいる

4.1%

無回答

1.9%

総数

532

⑨ お酒を飲みますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

飲まない 717 56.0 

時々飲む 284 22.2 

ほぼ毎日飲む 248 19.4 

無回答 31 2.4 

 「飲まない」が 56.0％で最も多く、「時々飲む」が 

22.2％、「ほぼ毎日飲む」が 19.4％で続きます。 

 

 

⑨で「時々飲む」または「ほぼ毎日飲む」に○をつけたかたにおたずねします。 

⑨―１ 適度な飲酒量の目安は、ビールなら中びん１本、ワインなら 200ml、清酒なら１ 

合、焼酎なら 70ml、ウィスキー・ブランデーなら 60ml程度以下です。これと比べ

て、あなたの飲酒量はどのくらいですか。（いちばん近いものに○） 

 

 

 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 532 100.0 

適量以下 225 42.3 

まあまあ適量 164 30.8 

少し適量を上回っている 111 20.9 

適量の３倍以上飲んでいる 22 4.1 

無回答 10 1.9 

 「適量以下」が 42.3％で最も多く、「まあまあ適量」が 

30.8％、「少し適量を上回っている」が 20.9％、 

「適量の３倍以上飲んでいる」が 4.1％で続きます。 
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もともと吸わ

ない

55.5%

以前は吸って

いたがやめた

32.4%

時々吸う

0.9%

毎日吸う

6.9%

無回答

4.3%

総数

1,280

 

知っていた

42.7%

知らなかった

39.2%

無回答

18.1%

総数

1,280

 

10本未満

40.4%

10～20本未満

44.4%

20～40本未満

14.1%

40本以上

1.0% 無回答

0.0%

総数

99

⑩ 適度な飲酒量の目安は、ビールなら中びん１本、ワインなら 200ml、清酒な

ら１合、焼酎なら 70ml、ウィスキー・ブランデーなら 60ml程度以下であるこ

とを知っていましたか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

知っていた 546 42.7 

知らなかった 502 39.2 

無回答 232 18.1 

 「知っていた」は 42.7％、「知らなかった」は 

39.2％となっています。 

 

 

⑪ たばこを吸いますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

もともと吸わない 711 55.5 

以前は吸っていたがやめた 415 32.4 

時々吸う 11 0.9 

毎日吸う 88 6.9 

無回答 55 4.3 

 「もともと吸わない」が 55.5％で最も多く、「以前は 

吸っていたがやめた」が 32.4％、「毎日吸う」が 6.9％、 

「時々吸う」が 0.9％で続きます。 

 

⑪で「時々吸う」または「毎日吸う」に○をつけたかたにおたずねします。 

⑪―1 １日に平均何本くらい吸いますか。（１つだけに○） 

 

 

 「10～20本未満」が 44.4％で最も多く、 

「10本未満」が 40.4％、「20～40本未満」が 

14.1％、「40本以上」が 1.0％で続きます。 

項目名  集計値 構成比(%) 

全体 99 100.0 

10本未満 40 40.4 

10～20本未満 44 44.4 

20～40本未満 14 14.1 

40本以上 1 1.0 

無回答 - - 
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利用している

47.7%
利用していな

い

46.9%

無回答

5.4%

総数

1,280

 

24本以上

31.3%

20～23本

19.6%

10～19本

21.8%

１～９本

14.8%

０本

6.3%

無回答

6.3%

総数

1,280

 

68.2

6.3

9.2

10.9

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

ほぼ毎日

週に３～４日

週に１～２日

ほとんどみがいていない

無回答

総数=1,280

⑫ 自分の歯(※)は何本ですか。 

（入れ歯、ブリッジ、インプラントは含みません。差し歯は含みます。） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

24本以上 400 31.3 

20～23本 251 19.6 

10～19本 279 21.8 

１～９本 189 14.8 

０本 81 6.3 

無回答 80 6.3 

 「24本以上」が 31.3％で最も多く、「10～19本」が 

21.8％、「20～23本」が 19.6％、「１～９本」が 14.8％で続きます。 

 

⑬ 入れ歯を利用していますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

利用している 611 47.7 

利用していない 600 46.9 

無回答 69 5.4 

 「利用している」は 47.7％、「利用していない」は 

46.9％となっています。 

 

⑭ １日１回、10分程度の歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどを使った

歯みがきを週に何日行っていますか。 

 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

ほぼ毎日 873 68.2 

週に３～４日 80 6.3 

週に１～２日 118 9.2 

ほとんどみがいていない 139 10.9 

無回答 70 5.5 

 「ほぼ毎日」が 68.2％で最も多く、「ほとんどみがい 

ていない」が 10.9％、「週に１～２日」が 9.2％、「週に３～４日」が 6.3％で続きます。 

                    ※成人の歯 

親知らずも含めて上下 32本が総数。 
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内容も知って

いる

74.7%

内容はよく知

らないが言葉

は聞いたこと

がある

21.4%

初めて聞い

た・知らな

かった

1.3%

無回答

2.6%

総数

1,280

 

55.5

34.3

3.8

2.1

1.2

0.2

3.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

年に１回以上受けている

通院時に時々検査している

数年に１回受けている

健康なので受けない

何か言われたくないので受けない

忙しいので受けない

無回答

総数=1,280

⑮ 血圧・血液検査等の健康診査を受けていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

年に１回以上受けている 711 55.5 

通院時に時々検査している 439 34.3 

数年に１回受けている 48 3.8 

健康なので受けない 27 2.1 

何か言われたくないので受けない 15 1.2 

忙しいので受けない 2 0.2 

無回答 38 3.0 

 「年に１回以上受けている」が 55.5％で最も多く、「通院時に 

時々検査している」が 34.3％、「数年に１回受けている」が 3.8％、 

「健康なので受けない」が 2.1％で続きます。 

 

 

⑯「メタボリックシンドローム（通称メタボ）」を知っていますか。 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

内容も知っている 956 74.7 

内容はよく知らないが言葉は聞いたことがある 274 21.4 

初めて聞いた・知らなかった 17 1.3 

無回答 33 2.6 

 「内容も知っている」が 74.7％で最も多く、「内容はよく知らないが言葉は聞いたことがある」が

21.4％、「初めて聞いた・知らなかった」が 1.3％で続きます。  



22 

 

 

より多くの時

間歩くように

心がけている

37.6%

時間は気にし

ていない

57.7%

無回答

4.7%

総数

790

 

よく歩くよう

に心がけてい

る

31.5%

まあまあ歩く

ようにしてい

る

30.2%

あまり歩いて

いない

25.9%

歩いていない

8.0%

無回答

4.5%

総数

1,280

⑰ ウォーキング（散歩など）をするように心がけていますか。 

項目名  集計値 
構成比

（％） 

全体 1,280 100.0 

よく歩くように心がけている 403 31.5 

まあまあ歩くようにしている 387 30.2 

あまり歩いていない 331 25.9 

歩いていない 102 8.0 

無回答 57 4.5 

 「よく歩くように心がけている」が 31.5％で最も多く、 

「まあまあ歩くようにしている」が 30.2％、「あまり歩いて 

いない」が 25.9％、「歩いていない」が 8.0％で続きます。 

 

 

⑰で「よく歩くように心がけている」または「まあまあ歩くようにしている」に○をつけたかたにお

たずねします。 

⑰―1 長時間歩くようにしていますか。（１つだけに○） 

 

 

項目名  集計値 
構成比

（％） 

全体 790 100.0 

より多くの時間歩くように心

がけている 
297 37.6 

時間は気にしていない 456 57.7 

無回答 37 4.7 

 「時間は気にしていない」が 57.7％、「より多くの時間 

歩くように心がけている」が 37.6％となっています。 
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いつも誘い

合って歩いて

いる

6.2%
だいたい誘い

合って歩いて

いる

8.5%

ほとんど一人

で歩いている

79.6%

無回答

5.7%

総数

790

 

よい

14.3%

まあよい

58.6%

あまりよくな

い

20.7%

よくない

4.2%

無回答

2.2%

総数

1,280

⑰で「よく歩くように心がけている」または「まあまあ歩くようにしている」に○をつけたかたにお

たずねします。 

⑰―2 みんなで誘い合って歩いていますか。（１つだけに○） 

 

項目名  集計値 
構成比

（％） 

全体 790 100.0 

いつも誘い合って歩いている 49 6.2 

だいたい誘い合って歩いている 67 8.5 

ほとんど一人で歩いている 629 79.6 

無回答 45 5.7 

  

「ほとんど一人で歩いている」が 79.6％で最も多く、 

「だいたい誘い合って歩いている」が 8.5％、「いつも誘い合って 

歩いている」が 6.2％で続きます。 

 

 

問 11 あなたはご自分の健康状態をどのように感じていますか。 

（１つだけに○） 

項目名  集計値 構成比（％） 

全体 1,280 100.0 

よい 183 14.3 

まあよい 750 58.6 

あまりよくない 265 20.7 

よくない 54 4.2 

無回答 28 2.2 

 

 「まあよい」が 58.6％で最も多く、「あまりよくない」 

が 20.7％、「よい」が 14.3％、「よくない」が 4.2％で続きます。 

 

  



 

令和元年度 施設整備の状況について 

 

１．地域密着型サービス事業所（北部圏域）の整備について 

平成 30 年度は補助協議、着工。令和元年度は竣工・開設。 

【整備計画概要】 

・ 運営事業者    ：社会福祉法人 長寿村 

・ 整備地      ：廻田町４丁目４番１他 

・ サービス種別   ：認知症対応型共同生活介護（グループホーム）定員 18 名 

地域交流スペース 

・ 開設時期     ：令和元年 9 月 

 

２．都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業について（都事業） 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業として、本町４丁目に介護老人保健施設

等の整備を行うこととなった。平成 30 年度着工。令和元年度は竣工・開設。 

【整備計画概要】 

・ 運営事業者    ：社会医療法人社団 愛有会 

・ 整備予定地    ：本町４丁目７番１４他 

・ サービス種別   ：介護老人保健施設 定員 80 名（短期入所療養介護含む） 

通所リハビリテーション 定員 20 名 

訪問看護 

居宅介護支援事業所 

病院（40 床） 

多目的ホール 

・ 開設時期     ：令和元年 10 月 

 

３．東京都東村山ナーシングホームの民設民営施設への転換（第２期指定介護老人福祉施

設）について（都事業） 

東京都東村山ナーシングホームを都立施設から民設民営施設へ転換し、指定介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）の定員を拡大する。令和元年度着工。 

【整備事業概要】 

・ 運営事業者    ：社会福祉法人 上宮会 

・ 整備予定地    ：青葉町１丁目７番７４他（東村山キャンパス内） 

・ サービス種別   ：介護老人福祉施設 定員 90 名 

短期入所生活介護 定員 10 床 

地域交流スペース 

・ 開設時期     ：令和 2 年 6 月（予定） 

 

４．ハトホームの増築・改築・大規模改修について（都事業） 

ハトホーム南館及び北館で合計 180 人の定員を維持したまま増改築及び大規模改修を行

うもの。令和元年度着工予定。 

【資料９】 

令和元年 7月 22日（月） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



 

【整備事業概要】 

・ 運営事業者    ：社会福祉法人 村山苑 

・ 整備予定地    ：富士見町２丁目７番５ 

・ サービス種別   ：介護老人福祉施設 定員 88 名（改築部分） 

短期入所生活介護 定員  8 名（改築部分） 

地域交流スペース 

・ 開設時期     ：令和 3 年 6 月（予定） 



東村山市介護保険・高齢者施設マップ 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

９ 

11 
12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

８ 

10 

23 

24 

26 

28 

27 

特別養護老人ホーム  

 白十字ホーム 

諏訪町2-26-1 

☎ 392- 

  1375 

 ハトホーム 

富士見町2-7-5 

☎ 393- 

  7574 

 第二万寿園 

富士見町2-1-2 

☎ 394- 

  4855 

 東村山ナーシングホーム 

青葉町1-7-1 

☎ 392- 

  0111 

 はるびの郷 

秋津町1-32-18 

☎ 397- 

  5511 

 ひかり苑 

富士見町2-7-40 

☎ 398- 

  1801 

 青葉の杜 

青葉町2-26-1 

☎ 390- 

  3401 

H３０．５．８現在 

介護療養型医療施設 

 久米川病院 

萩山町3-3-10 

☎ 393- 

  5511 

軽費老人ホーム 

 サンホーム 

富士見町2-7-40 

☎ 391- 

  3274 

 第三万寿園 

富士見町2-1-3 

☎ 391- 

  2583 

認知症高齢者グループホーム 

 コミュニティライフやすらぎ荘 

野口町2-9-22 

☎ 394- 

  0218 

 東村山グループホームそよ風 

野口町2-10-1 

☎ 394- 

  7764 

 グループホーム宝亀 

恩多町1-39-1 

☎ 391- 

  1752 

 ニチイケアセンター美住 

美住町2-9-2 

☎ 398- 

  7833 

 白十字あきつの里 

秋津町3-41-65 

☎ 313- 

  0888 

 くめがわ翔裕園 

栄町1-36-93 

☎ 390- 

  0180 

 グループホーム敬愛の森 

富士見町1-14-3 

☎ 306- 

  3199 

 ひがしむらやま翔裕園 

久米川町2-23-3 

☎ 306- 

  3503 

有料老人ホーム 

 ベストライフ東村山 

本町2-4-53    【介護付】 

☎ 390- 

  5020 

 東村山ジョイフルホームそよ風 

美住町2-13-5   【介護付】 

☎ 399- 

  3141 

 ベストライフ東村山Ⅱ 

野口町3-12-40  【介護付】 

☎ 390- 

  7821 

 そんぽの家萩山 

萩山町2-9-46     【介護付】 

☎ 399- 

  0222 

 そんぽの家八坂 

栄町3-23-1      【介護付】 

☎ 396- 

  3133 

 ニチイケアセンター東村山野口町 

野口町1-12-31    【介護付】 

☎ 398- 

  5281 

サービス付き高齢者向け住宅 

 そんぽの家Ｓ久米川 

美住町1-19-10 

☎ 390- 

  2371 

 グリューネスハイム新山手 

諏訪町3-6-18 

☎ 397- 

  5856 

 敬愛の森 

富士見町1-14-3 

☎ 306- 

  3199 

 メゾンあやとり 

栄町3-5-5 

☎313- 

  3621 

 マザーズハウス東村山 

野口町4-10-12 

☎399- 

  3303 

武蔵大和駅 

久米川駅 

萩山駅 

八坂駅 

東村山駅 

東村山市役所 

西武遊園地駅 

西武園駅 

新秋津駅 

秋津駅 

小平霊園 

八国山緑地 

特別養護老人ホーム  

 白十字ホーム 

諏訪町2-26-1 

☎ 392- 

  1375 

 ハトホーム 

富士見町2-7-5 

☎ 393- 

  7574 

 第二万寿園 

富士見町2-1-2 

☎ 394- 

  4855 

 さくらテラス青葉町 

青葉町1-7-72 

☎ 399- 

  8040 

 はるびの郷 

秋津町1-32-18 

☎ 397- 

  5511 

 ひかり苑 

富士見町2-7-40 

☎ 398- 

  1801 

 青葉の杜 

青葉町2-26-1 

☎ 390- 

  3401 

介護老人保健施設 

 東京ばんなん白光園 

諏訪町2-26-1 

☎ 391- 

  6114 

 グリーン・ボイス 

萩山町3-31-2 

☎ 392- 

  8611 

 保生の森 

諏訪町3-6-1 

☎ 391- 

  6310 

 多摩すずらん 

青葉町2-27-1 

☎ 393- 

  0911 

介護療養型医療施設 

 久米川病院 

萩山町3-3-10 

☎ 393- 

  5511 
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お値段、施設の見学、入所申込等については、 

各施設へ直接ご連絡ください。 
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31 

 ウエリスオリーブ東村山富士見町 

富士見町1-13-21 

☎03-6811 

    -6465 
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31 
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