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地域包括ケア推進計画 骨子案 

（東村山市第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 骨子案） 

 

 

 １ 計画策定の趣旨と背景 

２ 計画の性格と位置づけ 

 ３ 計画の期間 

 ４ 計画の策定と進行管理の体制 

 

 

  １ 高齢者等の現状 

  ２ 第７期計画の主な実績 

３ 高齢者等に係る今後の見通し 

  ４ 第８期計画の主要課題                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

           

                              

  １ 基本的な視点 

  ２ 計画の基本理念、基本目標と主要施策 

３ 成果指標 （検討中） 

 

                              

１ 施策の体系 

（以下、検討中） 

２ 具体的な取り組み 

   基本目標１ 互いに認め合い、参画する地域社会づくり 

   基本目標２ わかりやすい情報提供と包括的な相談支援体制 

   基本目標３ 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 

   基本目標４ 安心して地域で暮らしていくためのまちづくり 

 

 

  １ サービス利用量見込みの推計 

  ２ 介護保険料の設定 

  ３ 介護保険事業の適正運営に向けた取り組み

第１章 計画策定にあたって 

第４章 施策の展開 

第２章 高齢者等を取り巻く現状・今後の見通しと主要課題 

第５章 サービス利用量見込みと介護保険料の設定 

第３章 計画の基本的な考え方 
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第１章 計画策定にあたって 

 

１ 計画策定の趣旨と背景 

急速な少子高齢化が進む中、令和７年（2025 年）には、わが国の国民の中で

最も構成人数の多い「団塊の世代」が後期高齢者とされる時期にさしかかるこ

ととなり、今後一層の高齢化が進行することが予想されます。当市においても

例外ではなく、令和２年 10 月時点で 26.9％の高齢化率は、今後も上昇すること

が見込まれています。また、高齢者人口の増加に伴い、要介護・要支援認定者

数や介護給付費も増加しており、さらに、令和２年４月には新型コロナウイル

ス感染症に係る緊急事態宣言が国より発出され、住民の生活様式、介護サービ

スの見直しを迫られることとなりました。高齢者福祉の増進と、介護保険制度

の安定運営、感染症等の脅威への対策のためには、既存の福祉的な活動の枠を

超えて、行政機関と住民一人ひとりが地域の課題をともに考え、活動しながら

解決していくことが求められています。 

「東村山市第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（平成 30 年度か

ら令和２年度）においては、介護予防・日常生活支援総合事業の推進、医療と

介護連携の推進、地域包括支援センターの体制の強化など、地域支援事業の充

実に力を入れてきました。介護予防、生きがいづくりによって一人ひとりの健

康づくりを推進するとともに、地域の活動団体を支援する仕組みづくりに取り

組み、地域包括ケアシステムの構築に向けた方策を行ってきました。しかし、

更なる認知症施策の推進、医療と介護の連携、介護人材の確保・育成、保険者

としての介護サービスの質の向上等、対応すべき課題は残されています。 

国の動向に目を転じると、令和２年６月、「地域共生社会の実現のための社会

福祉法等の一部を改正する法律」が公布されました。①地域住民の複雑化・複

合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の構築の支援、②地

域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、③医

療・介護のデータ基盤の整備の推進、④介護人材確保及び業務効率化の取組の

強化などの主な内容が盛り込まれており、基礎自治体として円滑に対応してい

く必要があります。 

このような背景を踏まえ、限りある経営資源を有効活用し、介護保険事業を

中心とする高齢者施策を展開していくことが求められています。令和３年度か

ら令和５年度を計画期間とする「地域包括ケア推進計画」は、団塊の世代が後

期高齢者となる令和７年度、生産年齢人口が急減すると言われている令和 22 年
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度を見据えた上で、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けて策定するもの

です。 

 

２ 計画の性格と位置付け 

◇ 「第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」を、「地域包括ケア推進

計画」と呼称します。 

◇ 本計画は、老人福祉法第 20 条の８に規定する「老人福祉計画」と介護保険

法第 117条の規定による「介護保険事業計画」を一体的に策定した計画です。 

◇ 保健福祉関連の『東村山市第５次地域福祉計画』の基本理念・基本目標を達

成するための計画です。 

◇ 国の基本指針や、東京都の高齢者・介護保険・医療分野の計画、また当市が

策定した各種計画等との整合・調和、連携を図ります。 

 

３ 計画の期間 

◇ 本計画の計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３

か年とします。 

◇ 介護保険料について３か年を通じ財政の均衡を保つこととされていること

から、３年後の令和５（2023）年度に計画の見直しを行います。 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

令和 

2 年度 

令和 

3年度 

令和 

4年度 

令和 

5年度 

令和 

6年度 

令和 

7年度 

令和 

8年度 

  

 

 

 

  

  

 

４ 計画の策定と進行管理の体制 

本計画の策定にあたっては、アンケート調査、グループインタビュー調査、

パブリックコメント等で市民・事業者等からいただいたご意見等を踏まえ、「地

域包括ケア推進協議会」において議論してきました。 

第８期計画期間 

第７期計画期間 

第５次地域福祉計画 

見直し 第９期計画期間 

見直し 

第６次地域福祉計画 
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今後の計画の進捗状況の管理や評価にあたっては、地域包括ケア推進協議会

や同協議会の専門部会である医療・介護連携推進委員会を開催し、議論を踏ま

えて、計画を着実に推進していきます。 
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第２章 高齢者等を取り巻く現状・今後の見通しと主要課題 

※各グラフの詳細なデータは資料編をご覧ください。 

 

１ 高齢者等の現状 

（１）人口と高齢化率の推移 

総人口は増加傾向から横ばいに転じて、令和元年は 151,024 人となっていま

す。高齢者人口は、年々増加しており、特に 75 歳以上人口が増加しています。 

平成 28 年には、後期高齢者が前期高齢者を上回り、その後、乖離幅を広げて

います。 

人口の推移 

 

前期高齢者・後期高齢者人口の推移 

 

各グラフは参考です。 

R2 年度実績を掲載す

るなど調整中です。 
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（２）要介護・要支援認定者数の推移 

介護や支援を必要とする人数（要介護・要支援認定者数および事業対象者数）

は、増加傾向ではあるものの、その伸びは鈍化する傾向にあります。 

 

介護や支援を必要とする人数の推移 

 

要介護度別の割合をみると、中・重度認定者（要介護２以上）に比べ、軽度

認定者（要介護１以下）の比率が高まってきています。特に要支援者数が増加

の傾向にあります。 

 

要介護度別認定者の割合 
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（３）年代別の要介護認定率、要介護度の傾向 

加齢に伴い、介護・支援を必要とするかたは増加します。特に 85 歳以上の認

定率の上昇は顕著で、５割以上のかたが認定を受けています。 

 

年代別の要介護・要支援認定率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、年代別の要介護度を比較すると、85 歳以上の認定者に占める重度認定

者の割合は、84 歳以下に比べ高くなっています。 

年代別の認定者の介護度割合 

 

 

 

グラフ掲載予定 
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 男女別の認定者数は、女性が男性の約２倍になっています。男女別の要介

護度を比較すると、女性は男性より要支援１・２の比率が高くなっています。 

 

男女別の要介護度別認定者の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）保険給付費等の推移 

 保険給付費等は年々増加しています。平成 15 年度に比べ平成 30 年度は２倍

以上となり、金額も 100億円を超え、増加の傾向にあります。 

 

保険給付費等の推移 
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（５）当市の高齢者等の現状の特徴 

当市の特徴として、軽度認定者（要介護１以下）の比率が高くなっています。 

後期高齢者数が急速に増加していることに加え、ひとり暮らし高齢者・高齢

者世帯（以下、ひとり暮らし高齢者等）が多いことが要因です。ひとり暮らし

高齢者等は、家族の介護力が低く、ＡＤＬの低下が介護保険サービスの利用に

結びつきやすい傾向にあります。ひとり暮らし高齢者等が多い背景としては、

人口当たりの都営住宅戸数が 26 市中３番目に多いということが考えられます。 

 

高齢化の進行を他市と比較した場合、当市の高齢化率は東京都全体や 26 市平

均に比べ高くなっています。特に、26 市平均に比べて 75 歳から 84 歳までで 0.8

ポイント差、85 歳以上で 0.5 ポイント差となっており、当市の後期高齢者の割

合は他市より高く、結果として認定率の高さにも結びついています。 
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また、老人相談員や地域包括支援センターの訪問活動が活発であり、介護保

険制度が周知されていること、認定申請につながりやすい環境づくりを進めて

いることも、軽度認定者が多い要因の 1 つとなっています。 

軽度認定率が高いことに比べ、中・重度認定率は相対的に低くなっています。

支援が必要なかたを早期に発見し、要介護認定、介護予防サービスの利用に結

び付けていることで、重度化を予防していると考えられます。 

軽度、中・重度別の認定率 

 

 

 

２ 第７期計画の主な実績 

（１）主な取り組み実績 

具体的な東村山市の状況は次のとおりです。各取り組みの令和２年度実績は

９月末時点で集計しています。 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の取り組み 

〇一般介護予防事業 

・第７期は、高齢者が日常生活の中で、気軽に参加できる通いの場の創出や

通いの場の活動に対する継続支援を行うといった、地域のかたとのつながり

を通じて活動が広がるような地域づくりを主軸とした介護予防施策を推進し

ました。 

・「元気アップ体操」を行う住民活動グループの立ち上げを支援する「元気ア

ッププロジェクト」を利用し、平成 30 年度に２か所、令和元年度に３か所の
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住民活動グループが立ち上がりました。 

・平成 30 年度及び令和元年度に介護予防普及啓発誌「元気アップガイド」を

作成し、全戸配布を実施しました。 

＜元気アップ教室（出張型）＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数 227回 218回 〇回 

延べ利用者数 4,021人 3,449人 〇人 

 

＜元気アップ教室（教室型 脳の元気アップ教室）＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数 30回 27回 － 

延べ利用者数 671人 648人 － 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年１０月開講 

 

 

＜元気アップ教室（教室型転倒予防教室・転倒予防教室体験会）＞ 

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数 教室 34 回 

体験会 ７回 

教室 33 回 

体験会 ５回 
－ 

延べ利用者数 教室 410 人 

体験会 212 人 

教室 480 人 

体験会 164 人 

－ 

 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年１０月より

順次実施 
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＜元気アップ体操体験会＞  

 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

開催回数 ６回 ３回 － 

延べ利用者数 89人 22人 － 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年１１月以降開

催予定 

 

〇高齢者食支援・フレイル予防推進事業 

令和元年度より住民主体の活動による「栄養・口腔」に関する食支援・介護

予防施策として、東京大学高齢社会総合研究機構と協定を結び、モデル地区と

して久米川駅東住宅にて「元気アップ食堂（会食サロン）」を開始しました。 

また、当該事業は高齢者配食サービスにおける利用者の安否確認だけでなく、

喫食率の把握や孤食といった課題への対応策のひとつの視点を踏まえて取り組

んでおります。 

＜高齢者食支援・フレイル予防推進事業（令和元年度）＞ 

元気アップ食堂（会食サロン） 
開催回数 全８回 

延べ利用人数 92 人 

※令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により検討中 
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○ 介護予防・生活支援サービス事業 

要支援１・２の認定を受けたかた及び基本チェックリストにより生活機能

の低下が見られたかたを対象としています。 

  通所型,訪問型サービスについては、当市において事業を開始した平成 28

年度から、事業費・件数ともに増加が続いています。サービス利用する軽度

のかたが増えていると捉えています。 
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② 認知症施策の推進 

・認知症支援コーディネーター、在宅療養支援窓口、助言担当医、助言担当歯

科医、助言担当薬剤師及び認知症初期集中支援チームなど、様々な専門職が

対象者の状況に応じて連携・協力し、認知症が疑われるかたや認知症のかた

で医療・介護サービスを受けていないもしくは中断しているかた、重度の認

知症により生活に支障をきたしているかた等に、早期に関わり、医療・介護

サービスにつなげ、安定した生活ができるように適切な相談対応・支援を行

いました。 

・認知症初期集中支援チームでは、上記に加え、現時点では直接的な支援は必

要ではないが、将来的に支援が必要となると考えられるかたに対する支援方

法などの助言や診立てを行う取り組みも開始しました。 

・認知症サポーター養成講座、フォローアップ講座等認知症に関する各種普及

啓発、地域づくりを通じて、市民、事業者の理解、認知症への意識向上、ボ

ランティア参加等の動機付けを行いました。 

・平成 30 年度に、認知症サポーターをメンバーに加えたワーキングチームを立

ち上げ、検討の場において認知症サポーターが主体となって「徘徊模擬訓練」

の名称を「徘徊（行方不明高齢者等）声かけ体験会」への変更したことやこ

れまで市、地域包括支援センターを中心とした声かけ訓練に民間事業者の参

加及び「行方不明高齢者等捜索メール」の活用など、より実際の場面を想定

した訓練にステップアップさせてまいりました。 

 

 

＜市民向けの認知症サポーター養成講座＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

講座回数 19回 23回 ５回 

受講者数 696人 711人 64人 
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＜フォローアップ講座＞ 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

声かけ体験会・圏域毎フォローアップ講座 

※令和元年度以降の声かけ体験会は圏

域毎フォローアップ講座に含まれる 

５回 

89人 

７回 

112人 

〇回 

〇人 

徘徊模擬訓練 

徘徊(行方不明高齢者等)声かけ体験会 

※令和元年度より名称変更 

１回 

37人 

協力機関 

８機関 

１回 

22人 

協力機関 

７機関 

－ 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防により、徘徊（行方不明高齢者

等）声かけ体験会は中止。 
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③ 医療と介護の連携の推進 

医療と介護の連携について、次の取組みを実施しました。 

・平成 30 年４月より、在宅医療コーディネーターを基幹型地域包括支援センタ

ーに配置しました。 

・令和元年度より、各在宅療養支援窓口の相談対応力の向上及び情報の共有を

目的として、在宅療養支援窓口担当者会議を開催しました。 

・多職種間での相互理解を推進するため、多職種連携研修会や ICT ミーティン

グを実施しました。 

・令和元年 11 月に、医療情報・介護保険事業所一覧「最後まで自分らしく東村

山で暮らし続ける」を作成し、窓口及びホームページ等で公表しました。 

 

＜在宅療養支援窓口の相談＞ 

年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

実相談者数 3,115人 3,160人  〇〇人※１ 

※１令和２年度より集計方法の一部変更 
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＜多職種連携研修会＞ 

年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

講座回数 ２回 ３回 〇回 

実参加者数 206人 293人 〇人 

 

④ 情報提供・相談体制の充実 

相談しやすいしくみづくりを目指し、地域包括支援センターの職員配置につ

いて次の取り組みを実施してきました。 

・平成 30 年４月より、在宅医療コーディネーターを基幹型地域包括支援センタ

ーに配置しました。 

・平成 31 年４月より、基幹型地域包括支援センター及び中部地域包括支援セン

ターに職員を各１名増員配置しました。 

・チラシやうちわなど各種広報物を作成し、市民健康のつどいや駅前などで配

布することで、地域包括支援センターの認知度向上を図りました。 

・地域包括支援センターに配置した第２層生活支援コーディネーターを中心に、

参加者・担い手不足に悩む住民主体の地域活動団体と、きっかけがあれば地

域活動に取り組みたいと考える住民とを結ぶ、「地域活動マッチングイベン

ト」を開催しました。 
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＜情報提供の実績＞ 

対象 内容 方法

介護保険制度全般、

介護保険の仕組み

・介護保険パンフレット（市役所、地域包括支援センター等で配付）

・説明会（市報、市HPの他、65・66歳に案内状送付）

介護予防、

地域づくり

・元気アップガイド（地域活動の紹介、介護予防教室の参加者募集など）

・健康のつどいでの介護予防活動の紹介

・地域活動マッチングイベント

相談窓口の設置、

相談窓口の紹介

・地域包括支援センター（全市チラシ、各圏域別チラシ、市報、説明会、介護保

　険料決定通知にチラシ同封・封筒裏面に広告、図書館の返却期限票の裏面にご

　案内、等で紹介）

・老人相談員（訪問活動を実施）

・ほっとシティ（チラシ、ポスター）

・認知症地域支援推進員、在宅療養支援窓口を設置

・もの忘れ相談（医療相談）を実施

介護が必要なかたへ

の情報提供

・地域包括支援センターによる訪問相談

・介護サービス利用に必要な手続きの情報提供（要介護認定結果通知に同封）

・居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）一覧の提供

・介護サービス事業所の情報提供（施設マップの作成・配付、情報サイト（とう

　きょう福祉ナビゲーション）の紹介、具体的な事業所情報の提供）

・認知症ケアパスの作成、配付

制度改正、

市の計画等

・説明会（市報、市HPの他、65・66歳に案内状送付）

・条例案、計画案のパブリックコメント

その他
・出張説明会（市民のご希望に合わせた日時・場所・内容で開催）

・facebook（たのしむらやま＠東村山）からの各種情報発信

事業所

制度改正、

市の計画、

サービスに関するこ

と等

・介護保険パンフレットの提供

・説明会（市の計画、制度改正等について。市内全事業所にご案内送付）

・事業者連絡会を通じての情報提供

市民
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⑤介護サービスの質の向上と介護給付適正化 

介護保険の給付は、要介護状態等の軽減または悪化の防止のために行われる

こと、また、心身の状況や環境に応じて総合的・効率的にサービスが提供され

る必要があります。市は保険者として、適切なサービス提供がなされるよう、

介護サービスの質の向上と介護給付費の適正化に関して、次の取り組みを実施

してきました。 

・介護保険事業者連絡会の支援 

連絡会における研修、ケアマネジャーハンドブックの作成等、ケアマネジャー

向け Q＆A 作成支援、サービスの質の向上に対する自主的な取り組みに対し、

市と地域包括支援センターが連携して支援しました。 

・ケアプラン点検の実施 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

包括・居宅 45件 45件 27件 

市 17件 40件 27件 

※令和２年度末予定件数。また新型コロナウイルス感染症の影響により件数

が減少。 

地域包括支援センターの主任ケアマネジャー及び居宅介護支援事業所の主

任ケアマネジャーを中心に、各圏域の事業所の全ケアマネジャー向けに点検

を継続中です。また、点検を行った事例について市への「ケアプラン点検面

談報告書」の提出を頂き、市から「ケアプラン点検報告確認書」を、点検を

受けたケアマネジャー、点検者側の主任ケアマネジャー双方に発行をしてい

ます。点検をする側、点検をされる側に、利用者の自立支援につながるケア

プラン作成や多職種が連携してケアプランを作成することの重要性など、

様々な気付きを多く得られる機会となりました。 

・要介護認定の適正化 

遠隔地以外の認定調査の直営実施、認定調査結果の全件確認、認定調査員の

現任研修を実施しました。 

・住宅改修等の点検 

 住宅改修、福祉用具購入の事前審査を全件実施しました。 

・縦覧点検・医療情報との突合の実施 

・介護給付費通知の実施 

・事業者向け研修の開催、制度改正等に関する事務連絡 
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・介護サービス事業者に対する実地指導、集団指導の実施 

年度 平成 30 年度 令和元年度 令和２年度 

実地指導 14件 22件 ８件 

集団指導 ３件 ２件 ２件 

※実地指導・令和２年度（４月～10 月までの実績） 
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（２）給付費の推移の特徴 

 ① 在宅、居住系、施設サービス別の給付費の推移 

   給付費は全体的に増加傾向です。施設及び在宅サービス給付費は緩やか

に増加しており、介護保険サービスを利用するかたは年々増加しているこ

とがわかります。第７期計画策定期間中に、地域密着型サービス（居住系

サービスの認知症対応型共同生活介護）が整備され、介護が必要になって

も住み慣れた地域で暮らせるための充実を図ってきました。居住系サービ

スの給付費の伸びはその結果が表れたものです。 

   なお、平成 27 年度から 28 年度にかけて在宅サービス給付費および給付

費総額が減少したのは、平成 28 年４月から、介護予防訪問介護および介護

予防通所介護が、介護予防・日常生活支援総合事業に移行したことによる

ものです。 
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   当市の第１号被保険者１人あたりの給付月額における、在宅サービス給

付費については、東京都平均及び全国平均より低く、当市を含めた近隣６

自治体のうち、高い方から３番目となっています。施設及び居住系サービ

ス給付費については、東京都平均及び全国平均より高く、当市を含めた近

隣６自治体のうち、高い方から３番目となっています。 

 

 

 

   令和２年６月に市内に８か所目となる介護老人福祉施設が整備されまし

た。以前より施設整備率が高く、施設サービスを利用しやすい環境でした

が、近年では在宅・居住系サービス給付費が、施設サービス給付費を上回

り、要介護状態になっても在宅で暮らすかたが多くなっていると考えられ

ます。 

介護老人福祉施設、介護老人保健施設の近隣６自治体整備率を記

載した表挿入予定 
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②  サービス別給付費の推移 

居宅サービス介護給付費のうち、平成 27 年度から 28 年度にかけて通所介

護（給付費・件数）が減少したのは、平成 28 年４月から、地域密着型通所

介護が、創設されたことにより、一定程度の利用者が地域密着型通所介護を

利用したことが要因となっています。しかし平成 28 年度以降、給付費・件

数共に右肩上がりに増加しています。 

訪問介護は、件数は減少傾向ですが給付費は微増しており、需要が高いサ

ービスであると言えます。また通所リハビリは、近年同水準で推移していま

す。 

 

 

※ 特定施設入所者生活介護については、居住系サービスであることから、居宅

サービスには含んでいません。
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 居宅サービス予防給付費は、すべてのサービスにおいて増加傾向です。特

に予防福祉用具貸与の件数及び給付費の増加が著しく、需要が高いサービス

であると考えられます。医療系サービスである予防訪問看護・予防通所リハ

ビリも需要が高く、在宅にて医療系サービスを使う傾向があると捉えていま

す。 

 

※ 特定施設入所者生活介護については、居住系サービスであることから、居宅

サービスには含んでいません。 
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 施設サービス給付費のうち、介護老人福祉施設に係る給付費は微増しています。

令和２年６月、市内に介護老人福祉施設が整備されました。また、市外の介護

老人福祉施設の整備が進んだことにより、市内に限らず、市外へ入所が進んだ

ことで、市内の介護老人福祉施設の空きが生じ、希望者が徐々に入所できる状

況になったと推察されます。 

次に介護老人保健施設に係る給付費は、微増しながら推移しています。令和

元年９月、介護老人保健施設が整備されました。需要もあることから今後も緩

やかに増加していくと考えられます。 

また、第７期計画策定時に、介護療養型医療施設から介護医療院への転換が

全国的に進められ、介護療養型医療施設は減少していく予定でしたが転換は進

まず、結果として介護療養型医療施設が現存している状態です。当市において

は、介護療養型医療施設はありませんが、他市に整備されている介護療養型医

療施設を当市の被保険者が利用していることから、一定程度の給付費が今後も

見込まれます。 

 



【資料 1】 
令和 2年 10月 30日（金） 

第 2回東村山市地域包括ケア推進協議会 

（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

26 

 

 地域密着型サービスは、平成 28 年度より地域密着型通所介護が始まりました

が、近年は減少傾向です。居住系以外の地域密着型サービスも同様で、横ばい

傾向もしくは同水準を保っている状況です。 

 居住系サービスは、年々増加傾向であり、利用者のニーズが非常に高いこと

がわかります。稼働率も上がり、安定した運営をしていることが推察されます。 

 また、令和元年９月に認知症対応型共同生活介護（グループホーム）が整備

されたことで、平成 30年度から令和元年度にかけて、大幅に増加していること

がわかります。 
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在宅サービス給付費について、平成 24 年度を 100 とした場合、医療系、非医

療系サービスともに増加傾向ですが、特に医療系サービスの増加が顕著になって

います。 

※ 医療系サービスは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、

通所リハビリテーション、短期入所療養介護（老健）、短期入所療養介護（病

院等）、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護

の 8 サービスを指します。 

※ 非医療系サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所

介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、夜

間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、介護

予防支援・居宅介護支援の 12 サービスを指します。 
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前述の傾向は、在宅サービス給付費総額に占める医療系サービス給付費の割

合においても現れています。平成 24 年度に 20.75％であった医療系サービス給

付費の割合は、令和元年度には 24.94％となっており、4.19 ポイント増加して

います。 

 

 

 

 

認定申請時の疾病およびその割合に関する円グラフ，文章を追加予定。 

利用サービスに医療系サービスを含む者の割合の時点比較に関する表，文章

を追加予定。 
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（３）第７期計画における成果指標の達成状況 

 

第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画基本目標に対する総合的な達

成状況を測る成果指標を設定し、その達成に向けて施策を推進していきます。 

 

※１65 歳以上へのアンケート調査で「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」に「とてもよい」または「まあよい」と答える人の割合 

※２第１号被保険者に占める中・重度認定者（要介護２以上。第１号被保険者の

み）の割合 

※３国の配付する介護保険事業計画用ワークシートにより算出した認定者数の

推計。近年の傾向から見込まれる認定者数の推計に対し、本計画に掲げる取り

組みにより中・重度認定者数 180 名減を目指す。 

※４65 歳以上へのアンケート調査で「介護保険や高齢者福祉に関する情報の入

手状況はいかがですか」に「十分に得ている」または「ある程度得ている」と

答える人の割合  

 

 

 

 

測定する効果 指標名 現状値 実績値 目標値 達成状況 

高齢者の心身の

健康状態を測る

指標 

主観的健康感

※１ 

72.9％ 

（平成 29

年１月調

査） 

82.0％ 

（令和元年

11月調査） 

75.0％以上 

（令和元年度調

査） 

達成 

介護予防サービ

ス・事業の効果

を測る指標 

中・重度 

認定率 

※２ 

9.1％ 

（平成 29

年 10 月） 

― 

自然体推計※３ 

に対し中・重度認

定者 180 名減 

⇒9.6％以下 

（令和２年 10 月） 

未定 

情報提供の満足

度を測る指標 

情報提供に対

する満足度 

※４ 

40.5％ 

（平成 29

年１月調

査） 

44.1％ 

（令和元年

11月調査） 

45.0％以上 

（令和元年度調

査） 

達成せず 
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３ 高齢者等の今後の見通し 

（１）人口と高齢化率の推計 

団塊世代が後期高齢者となる令和７（2025）年までの人口の推計は、下記の

ようになります。 

総人口は横ばいから微減傾向にあるのに対し、高齢者人口は増傾向が続くこ

とが見込まれます。 

 

 

支援が必要な人は増え、支える世代が減るという傾向であり、支援が必要な

人を少しでも抑え、支える側へ回れるように、介護予防を推進し同時に介護人

材の確保や育成に取り組むことがますます重要となります。 

人口の推計 

グラフ挿入予定 
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（２）要介護・要支援認定者数の推計（自然体推計） 

要介護・要支援認定者数の自然体推計（第１号被保険者数の推計、認定率の

実績から算出された推計値）は、下記のとおりです。 

要介護・要支援認定者数の増加傾向は続く見込みです。 

 

 

なお、自然体推計は現在の施策を維持した場合を基本とした推計です。新た

な施策による介護予防等の効果を反映した推計（施策反映推計）は●ページの

とおりです。 

要介護・要支援認定者数の推計（自然体推計） 

グラフ挿入予定 
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４ 第８期計画の主要課題 

今後も高齢者人口が増え、特に介護・支援を必要とする後期高齢者人口の増

加が見込まれます。一人ひとりが介護を受けながらでも多様な役割を担いなが

ら幸せに暮らせる地域づくり、介護・支援が必要になっても安心して暮らせる

という体制づくりを進めることが必要です。 

高齢者等の現状と今後の見通し、また第７期計画の実績から、第８期計画に

おいては次の４点を主要課題と位置づけます。 

 

（１） 健康寿命の延伸に向けた介護予防・健康づくり施策の充実・推進 

第７期計画においては、健康長寿の３つの柱である「栄養」、「身体活動」、「社

会参加」のうち「身体活動」、「社会参加」にあたる、地域での様々な活動への

参加促進や認知症予防、運動機能の維持向上を主体とした取り組みを行うとと

もに、残る「栄養」にも着目し「食と栄養、口腔ケア」に関するフレイル（虚

弱）対策に取り組んでまいりました。 

第８期計画においては、全国的に拡大している新型コロナウイルス感染症の

影響により、東村山市においても、地域活動が停滞していることから、新型コ

ロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」に基づく地域活動、地域づ

くりのあり方を検討し、推進してまいります。 

加えて、引き続き「食と栄養、口腔ケア」に関するフレイル対策の更なる充

実を図るほか、フレイル状態となったかたを対象に、元の生活に戻す（または

可能な限り元の生活に近づける）ことを目的とした、短期集中による介護予防

サービスについて、実施に向けた調査・検討をより深めてまいります。 

 

（２） 自立支援・重度化防止に向けたケアマネジメントの質の向上 

介護保険の広がりによって介護が社会化された反面、介護保険の活用にのみ

焦点が置かれがちな面もありますが、地域における生活の基本は、自らの生活

を自ら支えるといった「自助」にあることは言うまでもありません。 

介護保険法第４条第１項において「国民は、自ら要介護状態となることを予

防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に

努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーシ

ョンその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、

その有する能力の維持向上に努めるものとする。」とあるように、介護保険のサ
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ービスは自立支援の仕組みであるということを、支援者のみならず高齢者も認

識する必要があります。支援者の姿勢が自立支援に向いていなければ、高齢者

の自立支援は叶うことはありません。 

「支援者が高齢者の生活の困難を軽減するために、各種サービスを導入す

る。」このことをケアマネジメントの質といった視点で見た場合にはどうでしょ

うか。サービス導入の過程において、高齢者の生活状況や心身の状況を丁寧に

把握し、自立支援を念頭に置いた目指すべき姿（目標）と、現状とのギャップ

を正確に捉える課題を抽出するといった作業、つまりアセスメントが適切に実

施されているかが課題となります。 

さらに、自立支援に資するケアプラン作成のためには、個々の利用者のスト

レングスに着目したアセスメントが必要になります。医療と介護が連携を図り、

フォーマルサービス・インフォーマルサービスを問わず、本人に有用な情報を

取り込み、住み慣れた地域で認知症があっても生活が継続できる、住み慣れた

地域で人生の最終段階を迎えるための寄り添いができる、そのような、利用者

の予後・予測の見通しを立てたケアプランが作成できるケアマネジャーの育成

に今後も注力していきます。 

 

（３） 認知症施策・医療と介護の連携の推進 

認知症のかたやその家族が、住み慣れた地域で安心して生活することができ

る地域をつくるためには、住民や民間企業等に働きかけ、引き続き認知症に関

する普及啓発を図り、認知症のかたやその家族を支え合う体制を構築していく

必要があります。 

また、今後は養成された認知症サポーターの活躍の場を充実させていくこと

に加え、高齢者人口の増加に伴い、認知症高齢者が増加することから、地域包

括支援センターにおける認知症に関する相談機能の強化と認知症のかたや家族

等が相談に繋がりやすい体制の整備が必要となります。 

在宅での生活を維持し、医療・介護を一体的に提供するために、地域包括支

援センターに設置された在宅療養支援窓口の相談において、在宅医療連携推進

事業等を活用し、医師会・歯科医師会・薬剤師会の医療機関のバックアップを

受けながら、本人及び家族が在宅で安定した療養生活を送ることのできる体制

づくりを継続して取り組む必要があります。 
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加えて、引き続き、ICTの活用や多職種連携研修を行い、医療・介護関係者の

連携の強化に取り組むとともに、人生の最終段階におけるケアの在り方や在宅

での看取り（人生会議 ACP）等の普及啓発を行うことで、最後まで自分らしく

東村山市で暮らし続けるための取り組みを実施していく必要があります。 

 

（４） 介護人材の確保・育成 

 現在、全国的に介護分野における人材不足は深刻であり、また、2025

年以降、担い手となる現役世代の減少が顕著となる中で、地域の高齢者介

護を支える人的基盤の確保を図る必要があります。国や東京都においても

介護人材を確保・育成する施策を展開しているところですが、東村山市の

現状としても、介護人材の不足、特に訪問介護員の不足が顕著であり、人

材確保対策が喫緊の課題となっています。今後、市内の介護人材を確保す

るべく、介護職員初任者研修会の開催や、研修修了者の市内事業者とのマ

ッチング、介護現場の負担を軽減させるための ICT化など、介護サービス

の質を低下させることなく持続させる取り組みを行っていく必要があり

ます。 

 また、市内介護事業所で既に雇用されている人材については、サービス

の質を担保する必要性から、人材育成のための研修の実施等、レベルアッ

プを後押ししていくことが必要です。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本的な視点 

【2025年・2040年を見据えた施策展開】 

団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年（令和７年）、更にはいわゆる団塊ジュニ

ア世代が 65 歳以上となる 2040 年（令和 22 年）の人口構造の変化および介護需

要を予測し、引き続き地域で高齢者を支えるための仕組みづくりや、介護人材

の確保・育成、介護離職ゼロを目指したサービス基盤整備等の施策を展開しま

す。また、介護保険事業を将来にわたって安定的に運営していくため、必要な

サービス量、種類等を精査した上で適正な施策を展開するとともに、介護給付

適正化事業や介護予防、健康づくり施策の充実や推進に取り組むことが不可欠

です。 

介護予防、健康づくりは、健康増進法に基づく健康増進施策から介護保険法

に基づく介護予防施策までを一連の流れとして捉え事業を展開します。それに

より健康寿命の延伸や認知症になっても、その人らしく希望を持って生活でき

る地域づくりを実現させます。また、就労的活動や趣味活動による社会参加と

いった視点から、生きがいをもって自立した生活を支援していきます。 

 

【地域包括ケアシステム「東村山モデル」の深化・推進による地域共生社会の

実現】 

「地域包括ケアシステム」とは、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続け

ることができるよう、介護・医療・予防・生活支援・住まいが一体的に提供さ

れる仕組みのことです。 

当市では、地域の見守り活動団体や協議体などの地域住民によるネットワー

クづくりや民間事業者との見守り協定、医師会・歯科医師会・薬剤師会との連

携による在宅医療・認知症施策等の推進などを行ってきました。これまで培っ

てきた土壌を活用し、本計画の各基本施策を行い、関係機関をコーディネート

することで、必要な時に必要な支援を受けられる生活環境の整備や、地域の助

け合いを推進します。 

東村山市における地域包括ケアシステムである「東村山モデル」を、より深

化・推進することで、「地域共生社会」の実現を目指していきます。 
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【介護保険制度改正への対応】 

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律の公布に伴

い、介護保険法及び介護保険法で定める基本方針も改正になります。地域共生

社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する

包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体

制の構築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整

備等の推進、医療・介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効

率化の取組の強化等の所要の措置を講じます。 

その中で、医療・介護のデータ基盤の整備を行い、そのデータを分析した結

果を基に、高齢者の介護予防・健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を図って

いきます。 

また、高齢者向け住まい（有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅）

の設置状況に係る都道府県・市町村間の情報連携の強化を行い、給付適正化へ

つなげていきます。 

 

【日常生活圏域設定の継続】 

本計画の計画期間（令和３年度～５年度）においても引き続き５つの日常生活

圏域（東部・西部・南部・北部・中部）を設定し、施策の推進にあたっていき

ます。 
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２ 計画の基本理念、基本目標と主要施策 

 

東村山市第５次地域福祉計画の基本理念の実現、４つの基本目標の達成に向

けて、施策を展開します。 

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１ 互いに認めあい、参画する地域社会づくり 

基本目標２ わかりやすい情報提供と包括的な相談支援体制 

基本目標３ 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 

基本目標４ 安心して地域で暮らしていくためのまちづくり 

 

【基本目標１ 互いに認めあい、参画する地域社会づくり】 

◇ 住民主体のグループおよび老人クラブ等による地域活動の支援、高齢者の社

会参加・交流を支援する場の提供、シルバー人材センターの事業活動の支援

等を通じて、高齢者の社会参加や交流を促進します。 

◇ 地域で介護予防・生活支援に取り組む人材・団体の発掘・育成に努め、その

活動を支援することにより、既存の福祉活動の枠組みを超えた活動の輪を広

げ、地域で高齢者を支えられる地域づくりを進めます。 

◇ 地域包括ケア推進協議会において本計画の推進、評価を行い、市の地域包括

ケアシステム深化・推進に向けた議論を進めます。 

 

【基本目標２ わかりやすい情報提供と包括的な相談支援体制】 

◇ 市民対応において、わかりやすい説明とプライバシーの保護を徹底し、市、

地域包括支援センター及び関係機関との連携により、多様な課題について切

れ目のない相談体制を構築します。 

◇ 適時適切な情報提供、対象者の状態に応じた情報提供を行っていきます。特

に制度改正等、市民・事業者等に影響があることについては丁寧にわかりや

すく対応します。 

 

【基本目標３ 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】 

◇ 認知症のかたやその家族を含めた誰もが、住み慣れた地域で安心して生活す

ることができるよう、認知症に関する普及啓発を行うとともに、認知症サポーターの

活躍の場の充実や認知症に関する相談体制の強化を図ります。また、在宅医療と
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介護を一体的に提供するために、医療・介護関係者の連携体制の強化に引き続

き取り組みます。 

◇ 介護予防・日常生活支援総合事業等といった、地域支援事業の充実に取り組

み、地域における高齢者の生活を支える仕組みを推進します。 

◇ ケースワークを通じて権利擁護が必要なかたの状況を理解し、成年後見制度

の活用、困難事例への迅速な対応等、高齢者の権利擁護に取り組みます。 

 

【基本目標４ 安心して地域で暮らしていくためのまちづくり】 

◇ 地域密着型サービスの整備・充実、高齢者の住まいへの対応、要援護者支援

対策の推進等を通じて、住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な環境整

備を図ります。 

◇ 介護給付の適正化を図っていくためには、介護サービス利用者を適正に認定

したうえで、適切なケアマネジメントにより真に必要なサービスを見極め、

介護サービス事業者が適正にサービスを提供するよう促していくことが基

本となります。介護サービス事業所への情報提供や研修による育成・支援、

また、ケアプラン点検、縦覧点検・医療情報との突合等の介護給付適正化や

介護サービス事業所への実地指導を通じて、介護サービスの質の向上を図り

ます。 

◇ 充実した介護サービスを継続させるため、介護人材の確保・育成を図ります。 

◇ 引き続き、地域住民のネットワーク構築を含め、高齢者の見守り体制を整備

していきます。 

 

 

 

３ 成果指標 

高齢者施策の総合的な達成状況を測る成果指標を設定し、その達成に向けて

施策を推進していきます。 

 基本目標１～４に合わせた成果指標を記

載予定です。（現在検討中） 
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第４章 施策の展開 

 

１ 施策の体系 

基本理念 基本目標 施策の方向 おもな取り組み

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

互いに認めあ
い、参画する
地域社会づくり

（１）高齢者の社会参加・
交流の促進

①住民主体のグループ活動への支援

②高齢者の社会参加・交流を支援する場の提供

③老人クラブ活動の支援の継続

④高齢者生きがい事業の充実

⑤高齢者の就労活動への支援

（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

①PDCA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

②地域ケア会議の運営

わかりやすい
情報提供と包
括的な相談支
援体制

（１）相談支援体制の強
化

①地域包括支援センターの相談体制の強化

②相談に関する連携強化と環境整備

（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

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

①地域包括支援センター事業の充実

②介護予防・健康づくりの推進

③家族介護者支援の継続

④医療と介護の連携の推進

⑤認知症施策の推進

⑥生活支援サービスの検討・推進

（２）権利擁護支援体制
の充実

①高齢者の権利擁護の充実

②成年後見制度の周知と市民後見人制度の継続
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（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

①老人相談員事業の継続

②高齢者見守り施策の継続

③避難行動要支援者（災害時要援護者）の支援対策の
推進

（２）介護サービスの質の
向上と介護給付の適正
化

①介護サービス事業者への助言、支援

②介護給付適正化の取り組みの推進

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

④介護人材の確保・育成の推進

③バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

基本理念 基本目標 施策の方向 おもな取り組み

　
　

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

安心して地域
で暮らしていく
ためのまちづく

り

（１）地域に暮らし続ける
ための環境整備

①地域密着型サービス事業所の整備・充実

②高齢者の住まいへの対応

 

 

２ 具体的な取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 サービス利用量見込みと介護保険料の設定 

 

 

 

施策の体系に掲げた「おもな取り組み」について、

令和３年度からの３か年の取り組み内容を記載し

ます。（現在、検討中） 

計画期間中のサービス利用量見込みの推計と、そ

れに基づく介護保険料の設定について記載しま

す。（現在、検討中） 


