総 務 課

１．
「地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律」
の公布について
「地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律」
（平成 29 年法律第 52 号。以下「改正法」という。）は、本年５月 26 日に成立し、
６月２日に公布された。
改正法は、①自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進、
②医療・介護の連携の推進等、③地域共生社会の実現に向けた取組の推進等、④
２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする（平成 30 年８月施
行）、⑤介護納付金への総報酬割の導入（平成 29 年８月分の介護納付金から適用）
などを主な内容としており、順次施行される。
今後、平成 30 年４月の施行に向け、社会保障審議会介護給付費分科会等におけ
る基準等の具体的な検討や必要な政省令の改正などの施行準備を順次進めていく
こととしている。
各地方自治体が施行に向けた準備に円滑に取り組んでいただけるよう、厚生労
働省としても、できる限り早く情報を地方自治体にお知らせしていきたいと考え
ている。
また、本年６月９日に、
「経済財政運営と改革の基本方針２０１７」、
「未来投資
戦略２０１７」、「規制改革実施計画」が閣議決定された。老健局関係の記載を参
考資料として抜粋しているので、ご参照いただきたい。

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の⼀部を改正する法律のポイント

平成29年５月26日成立、６月２日公布

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。
Ⅰ

地域包括ケアシステムの深化・推進

１ ⾃⽴支援・重度化防⽌に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設
・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備
（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設
※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備
３

地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化
・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける
（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅱ

介護保険制度の持続可能性の確保

４

２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５

介護納付⾦への総報酬割の導⼊（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）
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１．保険者機能の強化等による⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組の推進
見直し内容

～ 保険者機能の抜本強化 ～

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を
維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自
立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。
○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、
① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。

先進的な取組を⾏っている
和光市、大分県では
● 認定率の低下
● 保険料の上昇抑制
要介護認定率の推移
H27年
H23年

データに
基づく
地域課題
の分析

国による
分析支援

取組内容・
目標の計画へ
の記載

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予
防を実施
・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援
等

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

18.6

17.3

※主な法律事項
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

19.6

18.0
9.6

全国

適切な指標に
よる実績評価
・ 要介護状態
の維持・改善
度合い
・ 地域ケア会
議の開催状況
等

9.3

和光市

大分県

インセンティブ
・ 結果の公表
・ 財政的インセン
ティブ付与
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２．新たな介護保険施設の創設
見直し内容
○今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な
重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、
新たな介護保険施設を創設する。
○病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用で
きることとする。

＜新たな介護保険施設の概要＞
名称

介護医療院
※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診
療所の名称を引き続き使用できることとする。

機能

要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を
一体的に提供する。（介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施
設として法的に位置づける。）

開設主体

地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等

☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。
※ 具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。
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３．地域共生社会の実現に向けた取組の推進
「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備
１．「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者に
よる①把握及び②関係機関との連携等による解決 が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な⽀援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）
（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として
位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）
※法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。

新たに共生型サービスを位置づけ
○ 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、 介護保険と障害福祉両方の制度に
新たに共生型サービスを位置付ける。（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）
障害児者

現行

サービスを提供する場合、
それぞれ指定基準を
満たす必要がある

障害福祉サービス事業所等

障害児者

高齢者

介護保険事業所

新

高齢者

共生型サービス事業所

障害福祉サービス事業所等
介護保険事業所

障害福祉サービス事業
所等であれば、介護保険
事業所の指定も受けや
すくする特例を設ける。
※逆も同じ
※対象サービスは、
①ホームヘルプサービス、
②デイサービス、
③ショートステイ等を想定
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その他の事項①
地域包括支援センターの機能強化

認知症施策の推進

○ 地域包括支援センターに、事業の自己評価と、
質の向上を図ることを義務付ける。

○ 現行の介護保険制度では、認知症については調
査研究の推進等が位置づけられているのみ

○ 市町村に、地域包括支援センターの事業の実施
状況の評価を義務付ける。
※ これらの評価の実施を通じて、そのセンターにおける必
要な人員体制を明らかにすることで、市町村における適切
な人員体制の確保を促す。

○ 認知症施策をより一層推進させるため、新オレン
ジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施
策の総合的な推進）を介護保険制度に位置づける。

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化
○ 市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、指定拒否や条件付加の仕組みを導入する。
① 都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見を提出できるようにする
とともに、都道府県はその意見を踏まえて指定をするに当たって条件を付すことを可能とする。
② 小規模多機能型居宅介護等を更に普及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業
計画で定める見込量に達しているとき等に、事業所の指定を拒否できる仕組みを導入する。
【関与の観点】

対象となる都道府県指定のサービス
施設・居住系サービス

市町村介護保険事
業計画との調整等

小規模多機能型居
宅介護等の普及等

→

居宅サービス
通所介護・訪問介護

指定拒否（現行）

条件付加（新設①）
→

対象となる市町村指定のサービス
施設・居住系サービス

→

指定拒否（現行）

居宅サービス

→

条件付加（現行）

指定拒否・条件付加（現行）

※省令でショートステイを追加予定

地域密着型通所介護

指定拒否（新設②）・条件付加（現行）
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その他の事項②
有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化
【事業停止命令の創設】
再三の指導に従わずに悪質な事業を続ける有料老人ホームへの指導監督の仕組みを強化するため、未
届有料老人ホームも含め、悪質な有料老人ホームに対する事業停止命令措置を新設する。
【前払金保全措置の義務の対象拡大】
事業倒産等の場合に備えた有料老人ホームの入居者保護の充実を図るため、前払金を受領する場合の
保全措置の義務対象を拡大する。（現行では、平成18年3月31日以前に設置された有料老人ホームは、前払金の保全措置の義務対
象外となっているため、義務対象に追加する。なお経過措置として、法施行から３年後からの適用とする。）
その他

・各有料老人ホームに利用料金やサービス内容等を都道府県等へ報告することを義務づけるとともに、当該情報を都道府県等が公表する。
・事業停止命令や倒産等の際には、都道府県等は、入居者が介護等のサービスを引続き受けるために必要な援助を行う。

介護保険適用除外施設の住所地特例の見直し
○ 介護保険適用除外施設（障害者支援施設等）を退所して介護保険施設等に入所した場合に、適用除外施設
の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう、適用除外施設入所前の市町村を保険者とする。
被保険者（保険者はA市）

Ａ市
（自宅）

Ａ市に障害者支援施設がな
いため Ｂ市の施設に入所

障害者支援施設等の利用に係る
費用はＡ市が負担（住所地特例 ※）
※

被保険者でない

Ｂ市
（適用除外施設）

被保険者（保険者はB市：現行）

Ｂ市の適用除外施設から
介護保険施設等に移行

Ｃ市
（介護保険施設）

現 行：住所地特例により、Ｂ市が保険者。介護給付費はＢ市が負担
改正後：住所地特例の見直しにより、Ａ市が保険者。介護給付費はＡ市が負担

障害者支援施設等に入所した場合には、施設所在地の負担が過度に重くならないよう、障害福祉サービス等の支給決定は、施設入所前の市町村が行う（居住地特例）。
また、生活保護で救護施設に入所する場合に同様の仕組みがあるが、生活保護においては、一部都道府県が保護費を支給する。
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４．現役世代並みの所得のある者の利⽤者負担割合の⾒直し
見直し内容
世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、２割負担者のうち特に所得の
高い層の負担割合を ３割とする。ただし、月額４４，４００円の負担の上限あり。【平成30年８月施行】
【利用者負担割合】

【対象者数】

３割負担となり、負担増となる者 ： 約１２万人（全体の約 ３％）

負担割合
年⾦収⼊等 340万円以上

（※１）

年⾦収⼊等 280万円以上

（※2）

現行制度の２割負担者 ： ４５万人

２割 ⇒ ３割
２割

受給者全体 ： ４９６万人
（単位：万人）

年⾦収⼊等 280万円未満

１割

在宅サービス

施設・居住系

特養

受給者数（実績）

360

136

56

496

３割負担（推計）

約13

約4

約1

約16

約11
（3％）

約1
（1％）

約0.0
（0.0％）

約12
（3％）

２割負担（実績）

35

10

2

45

１割負担（実績）

325

126

54

451

うち負担増
（対受給者数）

合計

※介護保険事業状況報告（平成２８年４月月報）
※特養入所者の一般的な費用額の２割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、
３割負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。
※１ 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額） 220万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額340万円以上（単
身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当
※２ 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入＋その他合計所得金額280万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上）」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

7

５．介護納付⾦における総報酬割の導⼊
見直し内容
○ 第２号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加
入者である第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。
○ 各医療保険者は、介護納付金を、２号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、これを被用者保
険間では『報酬額に比例した負担』とする。（激変緩和の観点から段階的に導入）【平成29年8月分より実施】
【介護給付費の財源】

国庫負担
25%

地方自治体
負担 25%

医療保険者が介護納付金として負担

第２号被保険者
の保険料 28%

第１号被保険者の
保険料 22%

被用者保険間では報酬額
に比例して負担する仕組
み（総報酬割）を導入

各医療保険者は、被保険者数に
応じて納付金を負担（加入者割）

国

保

健保組合

共済組合

協会けんぽ

【総報酬割導入のスケジュール】
２９年度

【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

「負担増」となる被保険者

約１，３００万人

「負担減」となる被保険者

約１，７００万人

※ 平成26年度実績ベース

総報酬
割分

～７月

８月～

なし

１／２

３０年度

３１年度

３２年度

１／２

３／４

全面
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【資料２】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 回東村山市地域包括ケア推進協議会

第５次地域福祉計画
１．基本理念
少子高齢化、情報化、経済のグローバル化や地域のつながりの希薄化が進むなか、
医療・介護の需要増加、家族や地域の分断化、家庭や学校、職場環境を含めた問題の
多様化が生じています。従来の社会福祉・保健・医療制度の枠組みだけでは、現実的
で切実なニーズに応えることが難しくなってきています。既存の福祉的活動の枠を超
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
いくことが必要です。
人々が健やかに暮らしていくためには、母子保健、子育て支援、食育の推進、生活
習慣病予防、介護予防や災害対策等を含めて地域の中に生じているニーズを発見しな
がら支えあい、地域づくりを進めることを基本とします。
地域福祉とは「子ども、高齢者、障害者」を含めた、地域に暮らすすべての人が福
祉的な制度を有効に利用しながら、支え合い、いきがいをもって生活していくための
ものです。
自身だけではなく、住民同士が認め合い、互いの立場を尊重し、受け入れていくこ
とは、地域における参画の推進や、人権の尊重につながっていきます。そのためにも
子どもの頃から、支えあいの気持ちを育むことのできる環境づくりが必要であり、そ
れぞれの世代は共に学びあっていくことが大切です。
私たちは、東村山市という自然環境に恵まれた都市の中で、人と交わること、人と
のつながりを大切にし、住民活動計画である地域福祉活動計画とも連携しながら、互
いに支え合っていける活動も展開していきます。これらの事から、本計画の策定にあ
たっては次のような地域社会像を基本理念とします。

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

第５次地域福祉計画 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
第５次地域福祉計画 基本目標
基本目標
少子高齢化が進行し、サービスの需要
と供給に偏りがでてくる中、これからの
地域社会は行政からの関与に留まら
ず、住民自身が参画し、考え、動いてい
くことが大切になります。そのために、お
1 互いを認め合い、交流していくという支
え合いの地域を醸成していきます。

施策の方向性

備考（関連する施策の例）
・地域での交流等を通じた住民同士

お互いを認めあう地域社 のつながり促進
・お互いを認め合い、ともに生きるこ
会への推進
とができる社会づくり

可能性を伸ばし心ゆたか ・ゆたかな子ども時代を過ごせるよう
子どもの居場所や学習機会の提供
に暮らせる環境の整備
・障害児教育の充実

基本目標：互いに認め合い、参画する地 住民が参画する地域福祉 ・地域福祉活動計画との連携
域社会づくり
・地域包括ケアの推進
体制の推進
福祉制度の改正や地域課題が多様化
する中、必要としたときに必要な情報の
入手や相談が受けられるよう、また必要
な支援を受けずに孤立している人も制 相談支援体制の充実
度につながるよう、子どもから高齢者ま
2 でその人に合った支援や情報提供を行
うことで、切れ目のない相談支援体制を
構築していきます。
基本目標：わかりやすい情報提供と包
括的な相談支援体制

3

住み慣れた地域で、心ゆたかに、健や
かに暮らしていくために、人と関わり合
いながら「身体（からだ）の健康、心の健
康、社会的健康」を増進していくための
活動を進めます。また、地域生活を支え
る福祉サービス、権利擁護体制の充実
に努めます。

情報提供の充実

・情報のバリアフリーに配慮した情報
提供
・ニーズに応じ、情報を必要とする人
が受け取りやすい情報提供

こころやからだの健康増
進

・がん予防対策、特定健康診査の実
施
・保健、医療、福祉について、関係機
関の連携の強化

保健福祉や予防に関する ・食育やかかりつけ医の大切さの普
及促進
意識の向上
・介護予防事業の推進

基本目標：市民が自分らしく、健やかに 地域生活を支える福祉・
暮らしていくためのしくみづくり
保健・医療サービスの充
実
権利擁護支援体制の充
実
「人にやさしいまち」、また「安全・安心な
まち」になるようバリアフリー（建物、心、
制度、情報）のまちづくりや、災害等に対
する備えを進めます。また、地域におけ
る人材育成、事業者の育成や社会福祉
法人等との連携、事業者指導の実施に
4 より福祉サービスの基盤となる担い手の
育成と、提供されるサービスの質の保障
に努めます。
基本目標：安心して地域で暮らしていく
ためのまちづくり

・切れ目のない相談体制
・分野を超えた多様な課題について
相談に応じる
・必要なサービスを受けずに孤立し
ている方への支援

・障害者や高齢者の地域生活を支え
るサービスの充実
・地域における子育て支援の充実
（ころころの森など）
・成年後見制度や地域権利擁護事
業、虐待対応の推進

安全・安心なまちづくりの ・避難行動要支援者名簿の整備
・地域みまもりネットワークの充実
推進
・地域防災計画との連携
地域における人材や事業 ・第三者評価の受審促進や事業者
指導の充実
所の育成と充実
・地域における福祉人材の育成
福祉を推進するための基 ・地域における施設の整備や有効活
用
盤的施設整備
人にやさしいまちへの整
備

・バリアフリー化を進めるともに、ユ
ニバーサルデザインによるまちづくり
の推進

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

地域包括ケア推進計画

骨子案

（東村山市第７期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
第１章
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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
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計画の策定と進行管理の体制
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３
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４

第７期計画の主要課題
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１

基本的な視点

２
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３

成果指標
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施策の展開

（以下、検討中）
１

施策の体系

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

第５章

サービス利用量見込みと介護保険料の設定

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
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

第１章
１

計画策定にあたって

計画策定の趣旨と背景
急速な少子高齢化が進む中、平成 37 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、平成 29 年 10 月時点で 26.3％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、高齢者福祉の増進と、介護保険制度の安定
運営のためには、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 6 期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」（平成 27 年度か
ら 29 年度）においては、介護予防・日常生活支援総合事業の開始、医療と介護
連携の推進、地域包括支援センターの体制強化など、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種をまいてきました。しかし、介護予防・
日常生活支援を実践する地域の力の発掘・育成、認知症高齢者への対応、医療
と介護の連携、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、平成 29 年６月、
「地域包括ケアシステムを強化す
るための介護保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。自立支援・
重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取り組みの推進、医療・介護の連携
の推進等の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。平成 30 年度か
ら平成 32 年度を計画期間とする「地域包括ケア推進計画」は、団塊世代の後期
高齢期を迎える平成 37 年度を見据えた上で、地域包括ケアシステムの構築・推
進に向けて策定するものです。
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

２

計画の性格と位置付け

◇ 「第７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、平成 30（2018）年度から平成 32（2020）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年後の平成 32（2020）年度に計画の見直しを行います。
平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

27 年度

28 年度

29 年度

30 年度

31 年度

32 年度

33 年度

34 年度

35 年度

第６期計画期間

見直し

第７期計画期間

見直し
第４次地域福祉計画

４

第８期計画期間

第５次地域福祉計画

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。
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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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

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、平成 29 年は 150,800 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ました。
人口の推移

前期高齢者・後期高齢者人口の推移

4

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（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基本チェック
リストによる事業対象者数）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。

要介護度別認定者の割合

5

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（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も増加します。また、要介護度も
重度化します。

年代別の要介護・要支援認定率

記載内容（予定）
年代別の認定者の介護度割合の比較グラフ。
加齢に伴う重度化を示す。

6

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（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。介護保険制度開始当初である平成 12 年
度に比べ平成 27 年度は３倍以上となり、金額も 100 億円を超えました。
保険給付費等の推移

（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。

東村山市

65歳以上
単身世帯比率（*1）
9.8%

人口1,000人あたりの
都営住宅戸数（*2）
37.3戸

26市平均

8.7%

22.1戸

市町村名

（*1）国勢調査（平成22年10月1日）
（*2）住民基本台帳、および東京都都市整備局資料（平成25年3月31日）
※ 65歳以上単身世帯比率は、世帯数に占める65歳以上単身世帯数の割合。
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

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
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

２

第６期計画の主な実績

（１）主な取り組み実績
記載内容（予定）
・総合事業
・認知症施策
・医療・介護連携
・情報提供・相談体制の充実
・事業者支援

（２）給付費の推移の特徴
記載内容（予定）
・給付分析の結果
・当市のサービス利用状況の特徴
介護保険事業特別会計の歳出の推移
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（３）第６期計画における成果指標の達成状況
第 6 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。
測定する効果
高齢者の心身の
健康状態を測る
指標

指標名
主観的健康感
（※１）

現状値

実績値

目標値

達成状況

74.4％

72.9％

80.0％

達成せず

（26 年 2 月 （29 年 1 月
調査）

調査）

（28 年度調査予
定）
自然体推計（※３）

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）

9.4％

8.9％

に対し中・重度認

（26 年 10

（28 年 10

定者 100 名減

月）

月）

⇒10.4％

未定

（29 年 10 月）
情報の入手状況
を測る指標

情報の入手状
況の度合い
（※４）

32.8％

40.5％

（26 年 2 月 （29 年 1 月
調査）

調査）

40.0％

達成

（28 年度調査予
定）

（※１）65 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「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 100 名減を目指す。
（※４）65 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
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

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を迎える平成 37 年度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。
人口の推計

平成 22 年度の人口を 100 とした場合、下記のように高齢者人口は増、生産年
齢人口は減となります。平成 32 年度以降、前期高齢者数は減傾向に転じるのに
対し、後期高齢者数はさらに増加、特に 85 歳以上は平成 22 年に対し平成 37 年
度は２倍以上になる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、地域のネット
ワークづくり、担い手の育成がますます重要となります。
平成 22 年度を 100 とした場合
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（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。
要介護・要支援認定者数の推計（自然体推計）

現在、検討中。

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。
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

４

第７期計画の主要課題
今後も高齢者数増、特に介護・支援を必要とする後期高齢者数増が見込まれ

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いきいきと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６期計画の実績から、第７期計画に
おいては次の３点を主要課題と位置づけます。
（１） 地域における介護予防・日常生活支援の実践
（２） ケアマネジメントの質の向上
（３） 医療介護の連携の推進
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

第３章
１

計画の基本的な考え方

基本的な視点

【2025 年を見据えた施策展開】
団塊世代が 75 歳以上となる 2025 年（平成 37 年）を見据え、地域のネットワ
ークづくり、高齢者を支える担い手の育成、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
化事業や介護予防に取り組むことが不可欠です。
介護予防は、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。それにより身体機
能、活動、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」の構築・推進】
高齢者数の増加、特に一人暮らし高齢者・高齢者世帯、認知症高齢者の増加
への対応は重要な課題です。介護・医療・予防・生活支援・住まいを 5 つの柱
とする地域包括ケアシステムを、とりわけ当市の現状と課題、社会資源を踏ま
えた「東村山モデル」として構築・推進する必要があります。
当市の社会資源は、ネットワークづくり、市民協働といったソフト面、集い
の場や介護保険事業所等のハード面ともに、非常に充実しています。
市民、地域の団体は、老人相談員活動や自治会活動が盛んであること、民間
事業者等と見守り協定を結んでいることなど、積極的に活動しています。また、
みんなで進めるまちづくり基本条例の運用も含め、計画策定プロセスや市政運
営の評価に対する市民参加が盛んに行われています。
介護保険事業者・医療機関等についても、地域包括支援センターの活動が活
発であること、市内介護保険事業者の連絡会が自主的に活動を展開しているこ
と、医師会・歯科医師会・薬剤師会が在宅医療・認知症対策等を推進している
ことなど、各方面に力のある団体がいる土壌があります。
こうした背景を踏まえ、市民・地域の団体、介護保険事業者・医療機関、お
よび市が、一層の協力・連携をすることにより、地域が一体となって地域の中
にいる高齢者の生活を支える東村山モデルの地域包括ケアシステムを築いてい
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

きます。
【介護保険制度改正への対応】
地域包括ケアシステムを強化するための介護保険法等の一部を改正する法律
の施行に伴い、介護保険法および介護保険法で定める基本指針も改正になりま
す。その趣旨、内容を咀嚼し、自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強
化、医療・介護の連携の推進などの介護保険制度の改正に対して、市民ニーズ
と地域の社会資源を勘案し適切に対応していきます。
また、市民、関係団体、事業者等に対し、市報・市ホームページ等を活用し
た制度周知、窓口等における丁寧な説明、出張説明会の開催、チラシ、パンフ
レットの配布、動画配信等による積極的な広報活動により、理解と協力のもと
円滑な対応に努めます。
【日常生活圏域設定の継続】
本計画の計画期間（平成 30 年度～32 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。
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
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

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

主要施策については、おもな取
り組みの検討に応じて、文言修

【基本目標１

互いに認め合い、参画する地域社会づくり】

正を行う。

◇ 自主グループ及び老人クラブ等による活動の支援、いきいきサロン、憩いの
家事業の継続、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、地域で地域の高齢者を支えられる地域づくりを進めます。
◇ 地域包括ケア協議会において本計画の推進、評価を議論し、市の地域包括ケ
アシステム構築に向けた議論を進めます。地域ケア会議において地域の課題
等を多職種が連携して検討します。
【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、切れ
目のない相談体制を構築します。多様な課題についての相談に対応するとと
もに、必要な支援につながっていないかたに対してアプローチする環境づく
りに努めます。
◇ 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】

◇ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進、医療・介護の連携や認知症施策の
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

推進等、地域支援事業の充実に取り組み、地域の高齢者の生活を支える仕組
みを構築します。
◇ 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】

◇ 地域包括支援センターを中心として、地域との連携強化を図りながら、引き
続き高齢者の見守りと自立支援のネットワークを行います。
◇ 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。

第７期計画における成果指標は、今後国が示す成果指標
（インセンティブにつながるもの）も踏まえて、検討・

３

成果指標

決定する。

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。
測定する効果
高齢者の心身の健康
状態を測る指標
介護予防サービス・
事業の効果を測る指
標

指標名

現状値
72.9％

主観的健康感（※１） （29 年 1 月調 （31 年度調査
査）
中・重度認定率（※

予定）

％
（29 年 10 月） （32 年 10 月）

２）

情報提供の満足度を 情報提供に対する満
測る指標

目標値

足度（※３）

40.5％
（29 年 1 月調 （31 年度調査
査）
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予定）

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

（※１）65 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「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）65 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
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【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）

第４章

施策の展開

基本理念、基本目標に向けての「施策の方向」
「お
もな取り組み」を記載する。
（現在、検討中。下記

１

施策の体系

基本理念

基本目標

は第６期計画のもの）
施策の方向

おもな取り組み
①自主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

みんなでつな
がり、参加す
る東村山の福
祉

認
め
あ
い
、
つ
な
ぎ
あ
い
、
支
え
あ
う
ま
ち
東
村
山

相談しやすい
しくみづくりと
わかりやすい
情報提供

（１）高齢者の社会参
加・交流の促進

③老人クラブ活動の支援の継続
④長寿を共に祝う会の継続
⑤シルバー人材センターの事業活動の支援

（２）協働による地域福
祉体制の整備

①計画推進体制の再構築

（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）情報提供に関する
取り組みの充実

②地域ケア会議の充実

②相談に関するスキルの向上と環境整備

①情報提供に関する取り組みの充実

「施策の方向」「おもな取り組み」を現在、検討中。
①地域包括支援センター事業の展開
②介護予防・日常生活支援総合事業への移行
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
（１）住み慣れた地域で
高齢者を支えるサービ
スの充実

④医療と介護の連携の推進
⑤認知症施策の推進
⑥高齢者等生活支援ホームヘルプサービス事業の継続

住み慣れた
地域で生きが
いを持って暮
らせるしくみ
づくり

⑦高齢者紙おむつ代支給事業の継続
⑧長寿記念品贈呈事業の継続
⑨移送サービスの支援の継続
①老人相談員事業の継続
（２）地域における高齢
者の見守りと自立支援
のネットワークの構築

②高齢者配食サービス事業の見直し
③高齢者見守り事業の継続
④高齢者緊急通報システム事業の継続

（３）権利擁護支援体制
の充実
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①認知症高齢者等の権利擁護の充実
②成年後見制度の周知と市民後見人制度導入の検討

【資料３】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 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）
基本理念

基本目標

施策の方向

おもな取り組み
①地域密着型サービス事業所の整備・充実

認
支
め
え
あ
あ
い
う
、
ま
つ
ち
な
ぎ
東
あ
村
い
山
、

２

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

②高齢者の住まいへの対応
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

「施策の方向」「おもな取り組み」を現在、検討中。
④バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進
福祉を推進
していくため
のまちづくり

①介護サービス事業者への助言、支援
（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の適
正化

（３）地域における防災
体制の整備

②介護給付適正化の取り組みの推進
③介護サービス事業所に対する実地指導および集
団指導の推進

①避難行動要支援者の支援対策の推進

具体的な取り組み
施策の体系に掲げた「おもな取り組み」について、
３０年度からの３か年の取り組み内容を記載す
る。
（現在、検討中）

第５章

サービス利用量見込みと介護保険料の設定

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）
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【資料４】
平成 29 年 11 月 16 日（木）
第 3 回東村山市地域包括ケア推進協議会
地域密着型サービス提供予定事業者（北部圏域）の公募・選考について
１．応募状況
・ 2 事業者より応募あり。
（法人 A、法人 B とする）
２．選考結果
（１）法人Ａ：応募取り下げ
（２）法人Ｂ：書類審査により失格
事務局による審査において、書類の不備又は不実の記載が確認できた。法人Ｂに対
し、書類の修正を再三求めたものの修正の対応がなされなかった。そのため当該事業
者を失格とする。
３．今後の流れ
・ 次のとおり再公募を実施する（予定）。
２９年１２月

公募開始

３０年 ３月

選考・事業者決定

３０年夏・秋

補助協議・着工

３１年度中

竣工・開設

