
 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

 

 

 

東村山市地域包括ケア推進計画 

（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～32年度） 

 

 

 

 

 

 

 
 

東村山市公式キャラクター 
「ひがっしー」 

 

 

平成 30年 3月 

東  村  山  市 

【資料１】 
平成 30年 3月 29日（木） 

第 7回東村山市地域包括ケア推進協議会 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

 

 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

 

 

はじめに 

 

高齢者の介護を社会全体で支える仕組みとして、平成 12 年に介護保険制度が

創設され 15 年が経過しようとしております。この間、高齢者を取り巻く環境は

大きく変化し、2025 年（平成 37 年）には団塊の世代が 75 歳以上となり、3 人

に 1 人の方が 65 歳以上、5 人に 1 人の方が 75 歳以上となる超高齢社会を迎え

ることになります。 

東村山市では、来るべき 2025 年を目途に、重度な要介護状態となっても住み

慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、当

市にある様々な社会資源や人的ネットワークを活かし、医療・介護・予防・住

まい・生活支援が一体的に提供される東村山市ならではの「地域包括ケアシス

テム」の構築に取り組んでおります。 

この度、アンケート調査、パブリックコメント等を通じて寄せられた市民の

皆様や事業者の方々からの提案・意見、介護保険運営協議会からの答申、同協

議会や高齢者在宅計画推進部会でのご議論を最大限尊重し、平成 27 年度から 3

年間の介護保険等に関する事業計画「東村山市地域包括ケア推進計画」を策定

いたしました。 

市といたしましては、本計画に掲げている施策を着実に実行していくことで、

高齢者の皆様が要介護・要支援の状態になることなく、日常的に自立した生活

ができる期間、いわゆる「健康寿命」を少しでも延ばすためのご支援ができれ

ばと考えております。 

市民の皆様には、本計画の趣旨をご理解いただきますとともに、介護保険制

度における安心を次世代に責任を持って引き継いでいくためにも、より一層の

ご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

最後になりましたが、本計画策定にあたりまして様々なご意見やご協力をい

ただきました市民の皆様、市議会並びに東村山市介護保険運営協議会、高齢者

在宅計画推進部会の委員の皆様に厚く御礼申し上げます。 

 

平成３０年３月      

東村山市長      

 渡部 尚       
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第１章 計画策定にあたって 
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１ 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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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 

27年度 

平成 

28年度 

平成 

29 年度 

平成 

30年度 

平成 

31年度 

平成 

32年度 

平成 

33年度 

平成 

34年度 

平成 

35年度 

      

   

 

第８期計画期間 

見直し 第７期計画期間 

見直し 

第６期計画期間 

第４次地域福祉計画 第５次地域福祉計画 
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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。 

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。 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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※各グラフの数値は資料編参照。 

 

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 
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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 
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（３）年代別・男女別の要介護認定率、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。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歳以下に比べ非常に高くなっています。 

年代別の要介護度別認定者の割合 
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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。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 
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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 1.0

ポイント差、85 歳以上で 0.4 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 
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２ 第６期計画の主な実績 

（１）主な取り組み実績 

① 介護予防・日常生活支援総合事業の開始 

東村山市では平成 28年 4月より介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総

合事業」という）を開始しました。 

総合事業は国のガイドラインによると「市町村が中心となって、地域の実情

に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することによ

り、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効

率的な支援等を可能とすることを目指すもの」とされています。また、総合事

業は 65歳以上の高齢者やその支援に関わる者を対象とした「一般介護予防事業」

と、従来の要支援認定を受けた者等を対象とした「介護予防・生活支援サービ

ス事業」に大別することできます。 

 

 

 

具体的な東村山市の状況は次のとおりです。 

○ 一般介護予防事業 

 従来の介護予防事業は虚弱高齢者を抽出し、その者に対して重点的に介護

予防を実施するというものでした。虚弱高齢者を抽出するコストや介護予防事



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

13 

業への参加率の低さ等の課題があったため、総合事業における介護予防は、高

齢者全員を対象とし、本人の参加意欲を基本に、地域生活の中で活動性を継続

的に高める取組みを進めるものへと大きく転換しております。 

当市では総合事業の開始に合わせ、高齢者が日常生活の中で、気軽に参加で

きる活動の場が身近にあり、地域の人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を推進しております。 

・出張元気アップ教室 

仲間づくり、居場所づくりを目的とした介護予防事業を展開するために、い

つもの仲間と活動している「場所」に介護予防に資する運動等の指導を行う専

門職の方を派遣する事業。 

・社会福祉法人との共同開催型介護予防事業 

社会福祉法人の社会貢献の一環として、法人のスタッフと市が派遣する介護

予防に資する専門職とで実施する介護予防事業 

・元気アッププロジェクト 

地域住民が自ら体操のサークルを立ち上げることを、専門職と共に側面的に

支援する介護予防事業 

・教室型介護予防事業 

「ふまねっと」や「脳の元気アップ教室」といった数か月間を 1 クールとし

て実施する介護予防事業。専門職以外の者が支え手となって展開。 

この他に、地域住民との意識共有を図り、介護予防を広報するツールとして

介護予防事業の紹介冊子「元気アップガイド」を作成し、市報と共に全戸に配

布しています。 

当市の一般介護予防事業では、①地域での活動の継続性を支援する、②地域

での活動を始めることを支援する、③地域での活動に参加する機会を設ける、

④参加した者同士のつながりを強める、といった目的をもって実施しています。 

このことは、総合事業の本旨を「サービスの類型の整備」ではなく、地域の

様々な主体の自発的な参加や協力、理解があってはじめて実施できるもの、つ

まり「地域づくり」として捉えているためです。 
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○ 生活支援・介護サービス事業 

従来、全国一律の基準にて、要支援の方を対象として提供されていた介護予

防訪問介護、介護予防通所介護について、総合事業においては当市が定めた基

準で実施できるようになりました。 

緩和した基準によるサービスは、介護福祉士等の専門職でなくとも、一定の

基準を満たした研修を修了した者が従事できるサービス類型です。 

「支える側・支えられる側」という垣根を可能な限り取り払い、「担い手とな

ること＝結果的に生きがいや介護予防になる」といった考え方を実践する仕組

みを用意しています。 
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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、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支援

チームと地域包括支援センターが連携・協力し、認知症が疑われるかた、認知

症のかたに対する早期受診、早期診断等を行う体制を整備し、適切に対応して

います。（15ページの図参照） 

認知症施策の推進について、次の取り組みを実施してきました。 

・ 平成 27 年４月より、認知症支援コーディネーターを基幹型包括支援セン

ターに配置 

・ 平成 27年４月より、認知症地域支援推進員を市に配置。 

・ 認知症地域支援推進員および医療・介護連携推進委員会を中心に認知症ケ

アパスについて検討、平成 28年度に認知症ケアパスを発行しました。 

・ 平成 29年 11月より、認知症初期集中支援チームを設置しました。 

・ 市民向けの認知症サポーター養成講座を開催。 

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

講座回数 ４４回 ３１回 ２５回 

受講者数 １，３９３人 ９０２人 ８３２人 

 

・ 認知症サポーター養成講座の修了者に対し、フォローアップ講座として認

知症声掛け体験会、徘徊模擬訓練、認知症サポーター交流会を実施。 

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

講座回数 － 声かけ体験会４回 

徘徊模擬訓練１回 

交流会   １回 

声かけ体験会５回 

徘徊模擬訓練１回 

 交流会   １回 

受講者数 － 声かけ体験会７１人 

徘徊模擬訓練４８人 

交流会   ４５人 

声かけ体験会６０人 

徘徊模擬訓練２８人 

交流会   ３０人 

・ もの忘れ相談（医療相談）を月１回、継続して実施しています。 
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③ 医療と介護の連携の推進 

医療・介護連携推進委員会を中心に、医療・介護連携に関わる課題の洗い出

し、対応策の検討等を行いました。 

在宅療養支援窓口を設置し、地域医療・介護関係者からの在宅医療・介護連

携に対する相談体制が整備されました。 

認知症が疑われるかたや在宅療養を必要とするかたに対する相談・支援の体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療と介護の連携の推進について、次の取り組みを実施してきました。 

・ 平成 27 年８月より、医療・介護連携推進委員会を設置し、学識経験者、

医療・介護の関係者による議論の場を設けました。 

・ 平成 29年 11月より、在宅療養支援窓口を各地域包括支援センターに設置

しました。 

・ 平成 29年 11月より、在宅医療連携事業を開始し、在宅療養を支援する各

地域包括支援センターを医師会・歯科医師会・薬剤師会がバックアップす

る体制を整備しました。 

 

各機関、事業の概要は、資料編の用語解説に記載予定

※２　東村山市、基幹型包括支援センターは、個別ケースの相談のほか、関係機関の調整、連携強化の仕組みづくり、関係情報の
　　　 収集・提供等を行う。

※１　民生委員・老人相談員、見守り活動団体、見守り協定機関、認知症サポーター、行方不明高齢者等捜索メール登録者、自治
　　　 会、地域住民、警察、消防など

基幹型包括支援センター（※２）

・認知症支援コーディネーター
・在宅医療コーディネーター（30年4月

配置予定）

医師会・歯科医師会・薬剤師会

・在宅医療連携推進事業
各地域包括支援センター

・在宅療養支援窓口

認知症初期集中支援チーム

（医師・MSW・看護師）

医療・介護関係者

地域の協力者・協力団体（※１）

本人・家族

・在宅医療を必要とするかた

・認知症が疑われるかた

認知症疾患医療センター

東村山市（※２）

・認知症地域支援推進員

相談

情報提供

相

談

連携

相談

見守り・

情報提供

支援

訪

問

連携
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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、次の取り組みを実施してきました。 

・ 平成 28 年 4 月より、各地域包括支援センターに生活支援コーディネータ

ーを配置し、地域資源の発掘を強化。 

・ 平成 27 年 4 月より、認知症支援コーディネーター、認知症地域支援推進

員を設置、平成 29年 11月より、認知症初期集中支援チームを設置し、認

知症のかた等に対する相談体制を強化。 

・ 平成 27 年度より高齢介護課の専門職（ケアマネジャー）を増員し、事業

者、市民に対する相談対応スキルを強化。 

また、わかりやすい情報提供を目指し、多様なチャネルを用いて、情報が届

いていないかたから具体的な相談を要するかたまで、様々な内容の周知・啓発

活動を行ってきました。 
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情報提供に関して、具体的には主に次のような取り組みを実施してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来から実施してきた介護保険全般のパンフレットの配付、地域包括支援セ

ンターや老人相談員の訪問活動だけでなく、案内状による呼びかけ、facebook

や動画の活用、市職員が地域に出向いて説明する説明会など、新しい方法によ

る周知により、従来情報が届いていなかったかたへの周知に積極的に取り組み

ました。 

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

・元気アップマップ、まち別元気アップマップ（各圏域の生活支援コーディネーターが
作成。）
・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）
・元気アップ動画（地域活動の紹介や市長の散歩・体操の様子等の動画を市HP、
動画配信サイトで配信）
・まち別出張説明会（13町で開催）
・健康のつどいでの介護予防活動の紹介
・65歳からの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

介護が必要な方への
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
・制度改正リーフレット（市役所、地域包括支援センター等で配付）

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
・ケーブルテレビへの出演（元気アップ動画配信について）

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）
・説明会（総合事業開始に伴う事務手続きについて。関係事業所にご案内送付）
・制度改正リーフレットの提供
・制度改正等に関する事務連絡（国通知に対し、東村山市における具体的な手続
き等に落とし込んで事業所等へ連絡）
・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の適正化 

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、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。 

・ ケアプラン点検の実施 

年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

包括・居宅 ３８件 １９件 ２４件 

市 １２件 １０件 １０件 

地域包括支援センターの主任ケアマネジャーと、居宅介護支援事業所の主

任ケアマネジャーを中心に、各圏域の事業所のケアプランの点検を実施。

点検を行った事例について居宅介護支援事業者連絡会にて発表し、情報共

有。点検する側、される側の双方で多くの気づきがあり、自立支援に資す

るケアプラン作成、ケアマネジャーの意識改革につながった。 

・ 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。 

・ 住宅改修等の点検 

住宅改修、福祉用具購入の事前審査の全件実施 

・ 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 

・ 事業者向け説明会の開催、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２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

実地指導 ２４件 １５件 １６件 

集団指導 - ２件 ５件 

・ 給付指導に対する市の組織体制強化 

平成 27 年度より専門職（ケアマネジャー）を増員。一般高齢者施策を移

管し、給付指導業務に特化した給付指導係を設置 
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（２）給付費の推移の特徴 

① 施設サービスと在宅・居住系サービスの比較 

給付費全体としては増加傾向にあります。施設サービスは同水準で推移し、

在宅・居住系サービスが伸びています。 

近年、地域密着型サービス（在宅系サービスの（看護）小規模多機能型居宅

介護や居住系サービスの認知症対応型共同生活介護）の整備を推進し、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サービスの充実を図ってきま

した。在宅・居住系サービス給付費の伸びはその結果が表れたものです。 

（平成 27 年度から 28 年度にかけての給付費総計、在宅・居住系サービス給

付費の微減は、平成 28 年 4 月から予防訪問介護・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 人あたり施設サービス給付月額は、東京都平均、全

国平均を上回っています。 

 

 第 1号被保険者 1人あたり施設サービス給付月額が高い東村山市、清瀬市は、

施設整備率も高くなっています。 

28年度末整備状況（竣工数）

か所 定員 整備率 か所 定員 整備率

東村山市 39,241 7 855 2.17% 5 474 1.20%

小平市 43,215 8 612 1.41% 2 250 0.57%

清瀬市 20,601 5 514 2.49% 3 265 1.28%

東久留米市 31,999 6 613 1.91% 1 150 0.46%

西東京市 47,185 9 628 1.33% 4 430 0.91%

東大和市 22,222 5 380 1.71% 2 235 1.05%

東京都内計 3,044,881 520 45,916 1.51% 195 21,125 0.69%

市名

65歳以上
高齢者人口

（H29.1.1現在の
住基台帳）

介護老人福祉施設
（地域密着型含む)

介護老人保健施設

 

 

 近年、市内での施設サービスの新規整備はありませんが、以前から施設整備

率が高く、施設サービスを利用しやすい環境があったことが、施設サービス給

付費が在宅・居住系サービスより高い傾向に結び付いています。 
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②サービス別給付費の推移 

居宅サービス給付費のうち、通所介護が大きく増加しています。通所介護は、

平成 24 年度から平成 26 年度にかけて事業所の新規指定（開設）数の増加が非

常に多く、伴って給付費も増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 28年度の通所介護には、地域密着型通所介護、総合事業の通所型サービスを含む。 

 

施設サービス給付費はほぼ同水準で推移しています。市内での事業所整備が

なかったことによるものです。ただし、施設サービスへのニーズ（24時間対応、

認知症への対応）に対して、地域密着型サービス（認知症対応型共同生活介護、

（看護）小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護）の整

備により対応しています。 
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地域密着型サービス給付費は毎年度増加しています。 

24 時間 365 日対応のサービスに対するニーズが高いこともあり、看護小規模

多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護の整備など、サービスの充実を

図ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護度別サービス利用者数は要介護度が高くなるにつれて、通所介護など

の在宅サービスが減少し、介護老人福祉施設などの施設サービスの利用が増え

ていく傾向にあります。全体的に医療系サービスのニーズが高い傾向にありま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 医療費と在宅サービス給付費の比較 
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１人当たり医療費（入院、入院外、歯科。国民健康保険加入者に限る）およ

び第１号被保険者１人あたりの在宅サービス給付月額は、いずれも多摩 26市平

均より高い水準になっています。退院後に介護・支援を必要とするケースも含

め、医療と介護の必要性には一定の相関関係が見られ、結果として医療費、在

宅サービス給付費とも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

国民健康保険加入者 
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（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。 

 

（※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  

 

 

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） 

74.4％ 

（26年 2月

調査） 

72.9％ 

（29年 1月

調査） 

80.0％ 

（28 年度調査予

定） 

達成せず 

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％ 

（26 年 10

月） 

9.1％ 

（29年 10

月） 

自然体推計（※３）

に対し中・重度認

定者 100 名減 

⇒10.4％ 

（29 年 10 月） 

達成 

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％ 

（26年 2月

調査） 

40.5％ 

（29年 1月

調査） 

40.0％ 

（28 年度調査予

定） 

達成 
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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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（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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 65ページの

とおりです。 
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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・日常生活支援総合事業の実践 

介護予防を地域で広く展開するためには、本人の自発的な参加意欲と継続性

が何よりも必要となります。 

総合事業以前の介護予防事業では、次のような課題がありました。介護予防

の教室の開催、対象者への案内を行ってきましたが、本人の意欲や動機付けが

十分ではない部分がありました。またその介護予防の教室で展開されるメニュ

ーは、身体機能の向上に軸足を置くものに限定されていました。加えて、事業

終了後に活動できる地域での「受け皿」が十分に整備されていないため、活動

性が低下し介護予防事業の効果が継続しにくい点も課題でした。 

これらのことを踏まえ、平成 28 年４月からの総合事業における介護予防は、

「自発的な参加意欲を大切にし、日常生活・地域生活の延長線上で継続的に取

り組める活動」を支援することを理念としました。 

当市の一般介護予防事業は、この理念を踏まえ地域活動の支援に重点を置き

実践してきました（12、13ページ参照） 

総合事業の次のステップは、活動の「動機付け」にあると考えています。こ

こまでの介護予防事業の参加者は、一定の意欲があるかた、参加に対して前向

きなかたが中心でした。これからは参加者層の新規開拓の視点を持ち、介護予

防の活動に興味が薄いかた（無関心層）への意識的なアプローチが重要です。 

もちろん、介護予防への興味は簡単に高まるものではありません。自身の健

康や心身の状況の現状を客観的に見つめ、衰えの兆候を「気づく」仕組みを用

意することが必要になります。 

広く地域の高齢者全体に対してアプローチするためには、歩いて行ける範囲

で、介護予防や健康づくりについて繰り返し説明する実践が求められます。ま
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た、地域の高齢者にとって自分事として捉えていただくためには、その説明者、

実践者が行政ではなく、市民であるほうが望ましいと言えます。このためには

多くの「担い手」の養成が不可欠です。 

一例を挙げれば、地域住民を対象として、心身の衰えの兆候（フレイル）を

測定する集まりを実施することができるよう、住民の活動団体を養成し組織化

している自治体もあります。当市においても、このような「気づき」への取り

組みを行います。 

 

（２） ケアマネジメントの質の向上 

 

 

地域包括ケアシステムの体制整備において、地域ケア会議を通じて収集、把

握した個別ケースの課題分析が一つの材料となります。個別事例の検討、困難

事例の解決の場面において、生活上の問題が繰り返し生じており、高齢者の在

宅生活の継続が困難になる要素が認められれば、その要素は地域において解決

すべき課題と捉えることができます。 

検討の出発点になる地域ケア会議は、当事者である高齢者を中心とした総合

的な情報収集や状況把握（アセスメント）から始まるものです。個別課題の適

切な把握とその解決策の検討を十分にせずに、支援者の感覚や経験に依拠して

しまえば、地域づくりの方向性を見誤る恐れがあります。 

また、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。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

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。 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

31 

「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。 

東村山市のこれまでのケアプラン点検は、アセスメントを重要視した「東村

山市版アセスメント確認シート」（地域包括支援センター、市内介護保険事業者

連絡会、市で作成）に沿って実施していました。アセスメントの重要性に関す

る理解は深まってきている一方、利用者の課題がケアプランに十分に反映され

ていない事例が見受けられました。 

今後はアセスメントの結果、利用者の生活上の困りごとを課題として捉えて

ケアプランに落とし込むという、ケアプランの肝となるプロセスに踏めるツー

ルである「リ・アセスメント支援シート」（東京都作成）に移行し、介護支援専

門員の更なる質の向上に寄与するケアプラン点検を実施していきます。 

東村山市は保険者として、自立支援の考え方を改めて市民および介護保険事

業者に対して啓発し、適切なアセスメント能力の向上を通じた、ケアマネジメ

ントの質の向上を図ってまいります。 

 

（３） 医療・介護の連携の推進 

認知症や重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができる。そのためには在宅医療と介護を一体的

に提供するために、医療・介護の連携を推進することが必要です。 

高齢者が何らかの病気・けがにより入院生活を強いられた場合、退院後にも

何らかの介護・支援が必要になるケースがほとんどです。退院後の介護・支援

を担うのは、家族、そして介護サービスの事業者です。入院中の状況や退院後

の外来・在宅診療時の状況、また医療職、リハ職からの意見を、在宅での介護・

支援を行う介護職と共有することは、退院後の安心した生活のため、効果的な

リハビリ、状態の維持改善のために欠かせません。 

平成 30年度から、国レベルで医療計画、介護保険事業計画が同時改定となり、

医療、介護をより連携していくこと、医療機能の分化・連携と、地域包括ケア

システムの構築を一体的に推進することが示されています。その中の１つとし
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て病床の機能分化・連携に伴い、従来の入院患者を在宅医療、外来、介護保険

施設等の介護サービス等を受け皿としていくことがあります。 

高齢者の退院後の自立支援や、急性期に対応する病床の確保は喫緊の課題で

あり、その解決のための医療・介護連携の推進が必要です。第 6 期計画期間中

に整備した、認知症が疑われるかたや在宅療養を必要とするかたに対する医

療・介護の連携体制を運用しつつ、より円滑、緊密な連携体制を築いていきま

す。 
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第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 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、組織的に連携しつつ、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

きます。 
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【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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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 

 

【基本目標１ 互いに認め合い、参画する地域社会づくり】 

◇ 自主グループ及び老人クラブ等による活動の支援、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。 

◇ 地域包括ケア推進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・推進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、市、

地域包括支援センター、関係機関の連携により、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

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
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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。 

◇ 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。 
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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。 

 

測定する効果 指標名 現状値 目標値 

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％ 

（29 年 1 月調

査） 

75.0％以上 

（31 年度調査

予定） 

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％ 

（29 年 10 月） 

9.6％以下 

（32 年 10 月） 

（※３） 

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％ 

（29 年 1 月調

査） 

45.0％以上 

（31 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）近年の傾向から見込まれる自然体推計（国が示す推計方法により算出

した認定者数の推計）の認定者数に対して、介護予防・給付適正化等の取り組

みにより、中・重度認定者数 180 名減をした場合の中・重度認定率。 

（※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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第４章 施策の展開 
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１ 施策の体系 

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

（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導入の検討

⑦長寿記念品贈呈事業の継続

⑧移送サービスの支援の継続

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展開

②介護予防・日常生活支援総合事業の推進

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

④医療と介護の連携の推進

⑤認知症施策の推進

⑥高齢者紙おむつ代支給事業の見直し

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）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地域ケア会議の充実

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相談に関するスキルの向上と環境整備

（２）情報提供に関する取
り組みの充実

基本理念 基本目標 施策の方向 おもな取り組み

互いに認め合
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

③老人クラブ活動の支援の継続
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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）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

　
　
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老人相談員事業の継続

④バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

（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

⑤避難行動要支援者（災害時要援護者）の支援対策の
推進

基本理念 基本目標 施策の方向 おもな取り組み

（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

③高齢者住宅事業（都営住宅内シルバーピア）の継続
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２ おもな取り組み 

 

基本目標１ 互いに認め合い、参画する地域社会づくり 

（１）高齢者の社会参加・交流の促進 

①自主グループ活動への支援 

○高齢者が主体的に行うサロン活動等の自主グループ活動について、元気ア

ップＭＡＰ等による活動の周知や活動への参加等を通じて支援していきま

す。 

○意欲的に地域において介護予防活動等を行う住民団体に対し、活動の場に

介護予防に資する専門職の派遣（出張元気アップ教室等）や活動に係る経

費の補助等、支援を行ってまいります。 

○体操を通じた通いの場づくり（チーム東村山元気アッププロジェクト）支

援を推進し、歩いて行ける体操ができる通いの場の拡がりを目指してまい

ります。 

○「健康長寿のまちづくり推進室」を高齢者の自主的な健康・生きがいづく

り活動の拠点、各グループの育成、情報交換の場として今後も活用します。 

 

②高齢者の社会参加・交流を支援する場の提供 

○高齢者相互の親睦や憩い、また、心身の健康づくりや社会参加等の生きが

いづくりを支援する機能を有した公共施設の提供を継続します。 

○介護予防の取り組みにおける地域拠点の一つとして憩いの家を活用してい

きます。 

○ニーズを調査し、憩いの家の有効な活用方法を検討します。 

区分 方向性 

自主グループ活動への支援 継続 

区分 方向性 

憩いの家の活用 

介護予防教室等の定期開催（市、地域包括支

援センターが主催） 

拠点に関するニーズ調査 
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③老人クラブ活動の支援の継続 

○東村山市老人クラブ連合会事務局と連携し、単位老人クラブの活動を通じ

て、生きがいづくり・介護予防を目的とした元気高齢者づくりを支援して

いきます。 

 

④長寿を共に祝う会の継続 

○「長寿を共に祝う会」は単なる敬老事業というだけではなく、地域福祉活

動の一環として継続していきます。 

 

⑤シルバー人材センターの事業活動の支援                                       

○シルバー人材センターには、公益社団法人として公益性の高い事業展開を

求めるとともに、法人としての独立性が求められます。 

〇仕事を通じて、高齢者の生きがいの充実、健康の維持増進を図るという目

的の達成のため、市では事業活動の推進を支援していきます。 

 

（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 

○地域包括ケア推進協議会、その専門部会である医療・介護連携推進委員会

において、計画の進捗管理、評価を実施していきます。 

○国が示す高齢者の自立支援、重度化防止等の取組を支援するための交付金

に関する評価指標により評価するとともに、地域分析と対応する施策の展

区分 方向性 

老人クラブ活動の支援 継続 

区分 方向性 

長寿を共に祝う会の開催 継続 

区分 方向性 

側面的支援 継続 
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開を進めます。 

 

②地域ケア会議の充実 

○地域における多様な課題に対して、関係機関が検討を行う場である地域ケ

ア会議を定例的に開催します。 

○地域ケア会議において、一層の多職種連携を図ります。 

○地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、地域住民の自立支援・介護予

防の推進を図るために、個人の自分らしい生活の実現を支援するための地

域ケア個別会議の実施を目指します。 

 

区分 方向性 

計画の進捗管理・評価の実施 
地域包括ケア推進協議会、医療・介護連携推

進委員会の開催 

区分 方向性 

地域ケア会議の開催 会議内容の充実・発展 
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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 

 

（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                                         

○全国統一の評価指標を積極的に用いて、全国の地域包括支援センターと比

較評価を行い、評価・点検を行います。 

○地域包括支援センターに寄せられる相談内容は多種多様であり、幅広い知

識が求められます。相談に適切に対応できるよう、各分野の専門技能を有

する講師を招き、研修を行うことで、職員のスキル向上を図ります。 

 

 

②相談に関するスキルの向上と環境整備 

○来庁者に安心して相談いただけるよう職員のスキルアップと環境整備に努

めます。複雑な内容の相談にも円滑に応えられるよう、関係部署との連携

強化、支援事業の職員間の情報共有に努めます。 

○一方で、申請書類の管理や情報公開への対応など、情報保護、プライバシ

ーの確保を徹底します。 

 

（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 

○必要なかたに必要な情報を提供できるように、市報、市ホームページの活

用に加え、facebookや動画配信等も含めた情報発信を継続します。特に介

護予防・日常生活支援総合事業において地域活動への参加が期待される対

象者に対し、動機づけとなる、また実践につながる周知方法、内容により

区分 方向性 

相談体制の強化 高齢分野以外の相談機関との連携強化 

区分 方向性 

相談スキルの向上 他所管・相談機関との連携強化 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

46 

情報提供を行います。 

○紙面、インターネット等の媒体による広報のほか、市、地域包括支援セン

ターとも地域活動の場に参加し、出張説明会、出張相談等の機会を通じて、

顔の見える関係の中で、介護保険制度や地域包括ケアシステム構築等に関

する情報提供や相談を行います。 

 

 

区分 方向性 

情報提供の充実 他所管との連携をした周知 
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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 

 

（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展開 

○生活支援体制整備事業の実施により、地域課題を地域住民で共有、対策を

検討・実行といった、市民同士の支え合いが活発になるよう生活支援コー

ディネーターを中心に機運を醸成します。 

○「①市民自ら健康づくり・介護予防に取り組む。②市民同士の支え合いが

活発になる」これらの実現のため、市民の意識啓発を図る広報を行います。 

○地域ケア会議において、個別事例の検討を通じ、市民の自立支援に資する

ケアマネジメントの質を向上します。 

 

②介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

〇東村山市では、平成２８年度より介護予防・日常生活支援総合事業（以下、

総合事業）を開始しています。総合事業の中でも事業ごとに次のように取

り組みを進めます。 

【一般介護予防事業】 

〇当市の総合事業は、一般介護予防事業を通じた地域づくりを念頭において

実施しています。特に住民主体のサービスの展開を進めるために、介護予

防に資する専門職の住民活動団体への派遣、NPO法人やシルバー人材センタ

ーに委託して実施する教室型介護予防事業、地域づくりによる介護予防推

進支援事業、生活支援団体に対する補助、出張説明会といった多様な施策

指標・区分 実績値 
目標値・方向性 

30年度 31年度 32年度 

地域包括支援センター

の認知度（65歳以上へ

のアンケート調査） 

52.4％  60.0％  

市民の意識啓発  
市民の意識啓発を図る広報の検討・実

施 
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を進めています。 

○これらに加え、住民が住民に対して、定期的に実施する介護予防の取り組

みを進めてまいります。 

〇一般介護予防事業の周知活動の一環として、地域活動団体や個人を動画や

広報誌にて取り上げ、活動継続の動機づけを測ることを検討します。 

〇介護予防に資する自主活動団体に対して運営に係る補助の仕組みを平成 28

年４月より構築し、実施しています。今後は、補助対象団体の広がり、団

体相互の関係づくりを支援する仕組みを用意していきます。 

【介護予防・生活支援サービス】 

〇基準緩和型サービスの利用の広がりを検証し、利用拡大の方法や担い手の

育成や研修のあり方を検討します。 

〇介護予防・生活支援サービス事業では、通所型サービスにおいて、介護予

防やリハビリの効果を一層高めるために、短期集中予防サービス類型の実

施を検討します。 

【担い手の育成】 

〇総合事業において基準緩和型サービスを用意することが、担い手の育成に

直結するものではありません。介護人材の実情を伝え、軽度認定者が必要

とするサービスの実態を共有することで、総合事業の担い手にまではなら

ないとしても、地域での助け合い、支え合いの始まりになると思われます。 

〇生活支援コーディネーターを中心として、地域住民がこれら実情を共有す

る場を用意していきます。 

 

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                             

○高齢者を介護する家族等に対し、介護知識の習得や交流の場を目的とした

家族介護者教室、市内３か所で開催している家族介護者の集い（らくらっ

区分 方向性 

支え合いの地域社会の機運

醸成 
継続 
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く）の開催を継続します。 

○多くの介護者に家族介護者教室および家族介護者の集い（らくらっく）を

知ってもらうために、周知の工夫を行います。 

○家族介護者教室等に通われている方に、アンケート調査を実施し、教室の

内容等の見直しを図ります。 

 

 

④医療と介護の連携の推進                                                     

○医療・介護連携推進委員会において、医療・介護連携に関わる課題の洗い

出し、対応策の検討を継続し、医療・介護の連携の仕組みづくり、在宅医

療を推進します。 

○在宅療養支援窓口（地域包括支援センター）において、在宅医療連携推進

事業等を活用して三師会や訪問看護ステーション等の医療関係機関のバッ

クアップを受けながら、在宅療養患者の支援を進めるとともに、地域にお

ける医療・介護関係機関が連携し、包括的かつ継続的な在宅医療・介護が

提供できる体制を構築・推進します。 

○多職種連携研修や地域ケア会議を通じ、地域の医療及び介護関係者の顔の

見える関係づくりを推進します。また、地域情報連携シートや ICTの活用

を推進し、医療・介護関係者の情報共有を支援します。 

○在宅医療や看取り等について、パンフレットやホームページ、講演会等に

より市民に普及啓発します。 

区分 方向性 

教室の内容等の見直し 
アンケート調査の実施 

教室内容等の見直し 

区分 方向性 

医療と介護の連携の検討 医療・介護連携推進委員会の継続 

在宅療養支援窓口の実施と 

バックアップ体制の構築 

在宅療養支援窓口の継続 

在宅医療連携推進事業の継続 

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 
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⑤認知症施策の推進 

○認知症支援コーディネーターや認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医

療センター、認知症地域支援推進員と地域包括支援センターが連携し、認

知症のかたの早期発見、診断、対応を進めるとともに、支援体制を構築・

推進します。 

○医療・介護連携推進委員会において、認知症施策に関わる課題の洗い出し、

対応策の検討を継続し、認知症施策を推進します。 

○認知症サポーター養成講座・フォローアップ講座、認知症ケアパスの作成

を継続し、市民への認知症についての普及啓発を図り、認知症のかたを見

守り、支え、共に暮らせる地域づくりを推進します。 

○地域包括支援センターや認知症地域支援推進員等が認知症カフェや家族介

護者交流会等を継続的に支援し、認知症当事者の居場所及び地域とつなが

る場所づくりや、家族介護者の負担軽減等を進めます。 

 

⑥高齢者紙おむつ代支給事業の見直し 

○高齢者紙おむつ代支給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していきます。 

 

⑦長寿記念品贈呈事業の継続 

○長寿記念品を贈呈し、その長寿を祝うとともに敬老の意を表すため、長寿

記念品贈呈事業を継続して実施します。 

区分 方向性 

認知症初期集中支援事業の

実施 

認知症初期集中支援チームの継続 

認知症支援コーディネーターの継続 

認知症についての普及啓発 認知症サポーター養成講座・フォローアップ

講座の継続 

認知症ケアパスの活用 

区分 方向性 

事業の見直し 検討・実施 
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⑧移送サービスの支援の継続 

○高齢者が自由に移動し、さまざまな活動に参加できるように、福祉有償運

送事業の更新登録等の手続きや周知の支援、および移送事業を実施する社

会福祉協議会への補助を継続します。 

 

（２）権利擁護支援体制の充実 

①高齢者の権利擁護の充実 

○高齢者虐待の未然防止・早期発見への対応として、高齢者虐待防止マニュ

アルを作成するとともに、介護保険サービス事業者に対する研修や関係部

署との連携強化を行います。 

○ＤＶ被害など早期の保護が必要な高齢者については、生活支援短期入所事

業（緊急ショートステイ）、養護老人ホームの入所措置を活用します。 

 

②成年後見制度の周知と市民後見人制度導入の検討 

○認知症等により判断能力が不十分となったかたの地域生活を支えるために、

「地域福祉権利擁護事業」や「成年後見制度」の利用を支援します。 

○市民後見人の活用や成年後見人等報酬費用助成制度を引き続き推進します。 

 

 

区分 方向性 

事業の実施 継続 

区分 方向性 

移送サービスの支援 継続 

区分 方向性 

虐待の未然防止・早期発見 研修の実施 

区分 方向性 

制度の周知、利用支援 継続 
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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）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                                            

○地域密着型サービス事業所は、第 5期までに市内 5圏域すべてに整備され

ました。 

○地域密着型サービス事業所の新規整備については、既存の事業所の稼働率

等を勘案し、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

の整備を進めます。具体的には、地域密着型サービス事業所の空白地域と

なっている多摩湖町、廻田町に認知症対応型共同生活介護を整備します。 

○地域密着型通所介護および介護予防・日常生活支援総合事業における通所

型サービス（国基準型）については、市内の通所介護、地域密着型通所介

護等の事業所数等を勘案し、29年度末の事業所数を上限とする総量規制を

行います。 

○その他の事業所整備については、既存事業所の稼働率、サービス種別、施

設の配置状況等を勘案して検討します。 

○既存の地域密着型サービス事業所と連携、協力し、利用者へのサービス提

供に加え、市民に対する認知症への理解促進や介護予防の意識啓発等、事

業所の地域貢献を支援します。 

 

②高齢者の住まいへの対応                                     

○有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の整備に関する方針を検討、

指標・区分 
目標値・方向性 

30年度 31年度 32年度 

事業所整備数 

 北部圏域：認知

症対応型共同生

活介護１事業所

を指定 

 

事業所支援策 事業所の地域貢献の支援 
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決定します。それに基づいて施設整備の相談に対応します。 

○施設整備の相談を受けた際には、都市計画マスタープランとの整合、周辺

地域への配慮等の観点から、事業者に対して要望を行います。 

○高齢者の住まいに関する情報提供を行うとともに、多様化する高齢者の住

まいに関する相談に対応する仕組みを検討します。 

 

③高齢者住宅事業（都営住宅内シルバーピア）の継続 

○都営住宅内シルバーピアには引き続き「ＬＳＡ(ライフサポートアドバイザ

ー)」を配置し、シルバーピア入居者の生活相談などに対応します。また、

シルバーピアだんらん室を広く外部にも開放し、サロン活動や近隣住民を

対象にした介護予防教室などを開催し、地域で暮らし続ける環境整備を進

めていきます。 

 

④バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進 

○介護保険制度による住宅改修費の支給を推進し、在宅の要介護・要支援高

齢者の生活不安の解消、危険の除去（バリアフリー化）に努めます。                         

【道路（市道）・交通】（担当：まちづくり部道路管理課／環境安全部地域安全

課） 

○歩道の設置や段差の改善、歩道と車道の分離等を進め、歩行者の安全性の

確保に努めます。また、交通安全の意識啓発を推進します。 

【公共・民間建物】（担当：健康福祉部地域福祉推進課） 

○福祉施設等、対象となる施設の建設時には東京都福祉のまちづくり条例等

に基づき、事業者からの相談を受け、基準への適合を確認し、ユニバーサ

ルデザインを推進します。 

区分 方向性 

有料老人ホーム等の整備方

針 
有料老人ホーム等の整備方針の決定 

区分 方向性 

だんらん室の活用 継続 
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（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 

○適切な介護サービスの提供がなされるよう、介護サービス事業者からの相

談を随時受付、回答いたします。 

○介護サービス事業者に対し、制度改正や市の計画に関すること、第三者評

価の受審促進、複数の事業者からあった相談、共通する課題等について、

事務連絡や集団指導等を通じ、随時情報提供を行います。 

 

②介護給付適正化の取り組みの推進 

○東京都第３期介護給付適正化計画（平成 30年度～平成 32年度）に基づき、

主要５事業の実施を中心とした取り組みを継続します。 

 

◆要介護認定の適正化 

○当市では介護認定調査の中立・公平性確保のため、市所属の介護認定調査

員による直営調査と、すべての認定調査結果の点検を実施しています。今

後もこの体制を継続していきます。 

○また、介護認定審査会委員や介護認定調査員への研修を実施し、要介護認

定の精度向上や効率化を図ります。 

区分 方向性 

バリアフリー化・ユニバーサ

ルデザインの推進 
継続 

指標 実績値 
目標値・方向性 

30年度 31年度 32年度 

行政機関との連携状況

（事業所へのアンケー

ト調査） 

65.3％  70.0％  

区分 方向性 
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◆ケアプランの点検 

○東京都作成の「リ・アセスメント支援シート」を利用してケアプラン点検

を実施し、自立支援に資する「その人らしいケアプラン」を作成できるよ

うケアマネジャーを支援します。また、ケアマネジャー自身が向上意欲を

持って、一度点検して終了でなく、繰り返し振り返りの出来る仕組みを作

り、ケアマネジャー自身が向上意欲を持てるケアプラン点検に出来るよう

努めます。 

 

◆住宅改修等の点検 

○住宅改修や福祉用具の購入等に必要な費用を給付するにあたり、書類審査、

利用者等への電話確認による事前審査・事後審査に加え、必要に応じて住

宅改修の施工状況や福祉用具の必要性や利用状況等についての訪問調査を

行います。また、適切なアセスメントに基づき、本人に必要な福祉用具貸

与のサービスが給付されるよう届出等で確認していきます。 

 

◆縦覧点検・医療情報との突合 

○介護給付の情報と入院医療給付の情報を突合することにより、サービスの

内容や給付日数等の情報の整合性を点検し、誤った請求や重複請求の防止

遠隔地以外の直営調査の実施 継続 

調査内容の全件確認 継続 

区分 方向性 

ケアプラン点検 
「リ・アセスメント支援シート」を使用した点

検実施 

区分 方向性 

住宅改修の審査 事前の電話確認・書類審査 全件実施の継続 

福祉用具購入の審査 事前の電話確認・書類審査 全件実施の継続 
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を図ります。 

 

◆介護給付費通知 

○介護サービスの利用者本人または家族に対し、サービスに係る費用を通知

します。これにより、介護サービス利用者の利用意識の向上を図るととも

に、通知による牽制効果から介護サービス事業者の不正請求を防止します。 

 

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                        

○東京都福祉保健財団の専門職を活用した実地指導を継続して実施します。

また、東京都が実施する実地指導への同行指導を継続します。 

○介護サービス事業者への集団指導を定期的に実施し、介護保険事業の運営

に関する共通理解を図っていきます。また、地域密着型サービス等の事業

所指定の更新に伴う運営確認のための実地指導や、虐待の疑い・内部告発

等の緊急ケースで現地確認が必要な際、速やかに対応ができる体制づくり

をします。 

 

（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                                                

○高齢者の孤独感の解消、事故の未然防止、地域とのつながりづくりを図る

ため、ひとり暮らし高齢者、高齢者世帯への老人相談員による訪問を継続

して実施します。 

区分 方向性 

縦覧点検・医療情報との突合 継続 

区分 方向性 

給付費通知 継続 

区分 方向性 

実地指導・集団指導・

東京都実地指導の同行 
継続実施 
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○対象世帯の緊急連絡先等を記載した「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯名

簿」を作成し、その名簿を基に年間を通して見守り活動を行います。 

○老人相談員が地域包括支援センターに、支援が必要と思われる高齢者の情

報を伝えることで早期発見と早期対応に努めます。 

 

②高齢者配食サービス事業の見直し                                                                                                              

 ○高齢者配食サービス事業は、栄養のバランスのとれた食事を手渡しで提供

することにより、ひとり暮らし高齢者等の健康状態や安否の確認を行い、

健康の維持に寄与することを目的とした事業です。緊急時には地域包括支

援センター等の関係機関と連絡調整を行います。 

 

③高齢者見守り事業の継続 

◆高齢者見守り団体補助事業（生活支援団体補助事業）の推進 

○市内各所において、地域住民が主体的に活動を展開することのできる見守

り団体がバランス良く組織されるために、団体の立ち上げ支援、運営支援

を継続します。 

○生活支援団体補助事業の周知を図るために広報活動を行います。 

 

◆行方不明高齢者捜索ネットワークの推進 

区分 方向性 

ひとり暮らし高齢者及び高

齢者世帯の緊急連絡先調査

の実施 

継続 

区分 方向性 

事業の見直し 
アンケート、利用実態調査の内容を踏まえた

制度変更の検討 

区分 方向性 

生活支援団体補助事業の周

知 
継続 
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○認知症等による徘徊、行方不明となった高齢者を捜索するネットワークが

平成 26年度に構築されました。そのネットワークについて捜索方法の検討、

協力いただけるかたの範囲の拡大を図るとともに、高齢者見守り団体等の

地域活動も含めた地域における見守り体制を構築します。 

 

◆救急医療情報キット配付事業の継続 

○「ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯名簿」に登載されているひとり暮らし

高齢者への配付を継続します。 

 

④高齢者緊急通報システム事業の継続                                                

○日常生活を営むうえで常時注意を要するかたに対する生活の安全確保のた

め、高齢者緊急通報システム事業を継続します。 

 

⑤避難行動要支援者（災害時要援護者）の支援対策の推進（担当：健康福祉

部地域福祉推進課／環境安全部防災安全課） 

○避難行動要支援者（災害時要援護者）への地域のつながりづくりや緊急時

に活用するための「避難行動要支援者名簿」への登録を、継続します。 

区分 方向性 

行方不明高齢者捜索ネット

ワークの活用 
協力者の範囲の拡大 

区分 方向性 

救急医療情報キットの配付 継続 

区分 方向性 

高齢者緊急通報システム事

業の実施 
継続 

指標 
実績値 

（28年度末） 

目標値 

30年度 31年度 32年度 

避難行動要支援者

名簿の登録者数 
2,319人 2,400人 2,450人 2,500人 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

59 

 

 

 

 

 

第５章 サービス利用量見込みと 

介護保険料の設定 
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１ サービス利用量見込みの推計 

（１）サービス利用量見込みの推計の流れ 

サービス利用量見込みの推計の大まかな流れは下図のようになります。 

被保険者数、要介護・要支援認定者数の推計に対し、各サービスの利用実績

の傾向等からサービス利用量、給付費等を推計しています。 

本計画期間である 30年度から 32年度と、参考値として 37年度について推計

します。 

サービス利用量見込みの推計の大まかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被保険者数の推計 

要介護・要支援認定者数の推計 

サービス利用量 

（各サービスの利用者数、利用回数等） 

介護保険サービス給付費 

標準給付費 

各サービスの利用実績、 

事業所整備予定等 

地域支援事業費 

・特定入所者介護サービス費等 
・高額介護サービス費等 
・高額医療合算介護サービス費等 
・審査支払手数料 

介護保険サービス、地域支援事業

にかかる総費用 

サ
｜
ビ
ス
利
用
量 

利 
用 
者 

費   
 
用 
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介護保険のしくみ 

 

・ 介護保険制度は、介護・支援が必要になっても安心して暮らし続けるため

の支え合いの制度です。 

・ 介護・支援が必要になったときには、要介護・要支援認定を受け、自らの

選択に基づいて介護保険サービスを利用します。 

・ サービスを利用する際、利用者はサービスにかかる費用の原則 1 割から

３割を利用料として負担します。残りの 9 割から７割は、介護保険料と

税金等の公費で賄われます。 

・ 市は、介護・支援が必要なかたが充実したサービスを利用できるよう、地

域密着型サービスの事業所整備等によりサービス供給量の確保に努めて

います。 

・ 地域包括支援センターという高齢者の生活を総合的に支えていくための

拠点を、市内 5 か所に設置し、地域の見守り活動の支援や介護等の相談

を行っています。 

・ また、できるだけ介護・支援が必要な状態にならないよう、介護予防事業

の実施、高齢者の生きがいづくり・社会参加の促進に力を入れています。 

・ 今後も、必要なサービスを確保する一方で、地域支援事業の充実、給付の

適正化、収納率向上等に取り組むことで、介護保険事業を適正に運営して

いきます。 

 

 

・ 持続可能な介護保険制度の確立に向け、市民の皆さまのご理解とご協力を

お願いします。 
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（２）被保険者数、要介護・要支援認定者数の推計 

被保険者数の推計は、下表のとおりです。 

被保険者数の推計 

単位：人

30年度 31年度 32年度 37年度

第1号被保険者数 39,407 39,520 39,602 40,239

第2号被保険者数 52,991 53,266 53,527 53,840

被保険者数計 92,398 92,786 93,129 94,079

（平成37年度は参考値）  

介護予防等の施策による影響を反映した要介護・要支援認定者数の推計（施

策反映後）は、下表のとおりです。 

要介護・要支援認定者数の推計（施策反映後） 

第1号被保険者 単位：人

30年度 31年度 32年度 37年度

要支援1 1,041 1,072 1,100 1,181

要支援2 870 963 1,061 1,247

要介護1 2,471 2,533 2,590 2,787

要介護2 1,107 1,099 1,090 1,143

要介護3 897 936 978 1,181

要介護4 779 797 812 892

要介護5 821 872 922 1,061

合計 7,986 8,272 8,553 9,492

第2号被保険者 単位：人

30年度 31年度 32年度 37年度

要支援1 15 16 18 20

要支援2 9 10 11 12

要介護1 79 87 96 104

要介護2 42 45 48 50

要介護3 5 0 0 0

要介護4 15 15 18 20

要介護5 31 34 37 39

合計 196 207 228 245
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被保険者計 単位：人

30年度 31年度 32年度 37年度

要支援1 1,056 1,088 1,118 1,201

要支援2 879 973 1,072 1,259

要介護1 2,550 2,620 2,686 2,891

要介護2 1,149 1,144 1,138 1,193

要介護3 902 936 978 1,181

要介護4 794 812 830 912

要介護5 852 906 959 1,100

合計 8,182 8,479 8,781 9,737  

 

 

要介護・要支援認定者数の推計（施策反映後、被保険者計） 
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（３）サービス利用量見込みの考え方 

① 居宅サービスの利用量見込みの考え方 

近年の利用者数・利用回数の推移から、利用量を見込みます。 

 

② 地域密着型サービスの利用量見込みの考え方 

本計画期間中の新規整備予定（認知症対応型共同生活介護１か所）に合わせ

て、利用量の伸びを見込みます。 

地域密着型通所介護については、総量規制による利用量を見込みます。 

 

③ 施設サービスの利用量見込みの考え方 

近年の利用者数の推移、近隣市を含めた今後の施設サービス整備予定から、

利用量を見込みます。 

当市の施設サービスの整備については、東京都による東村山ナーシングホー

ムの民設民政化に伴う介護老人福祉施設の整備、介護療養型医療施設の転換創

設による介護老人保健施設の整備による利用量の増減を見込みます。 

第 7 期計画期間中においては、その他の施設サービスおよび特定施設入居者

生活介護の積極的な整備予定はありません。 

 

④ その他 

利用者負担の見直しに伴う各サービス種別の給付費の減、高額介護サービス

費の増や、消費税増による介護報酬改定、処遇改善加算の拡充による給付費増

を見込みます。 
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（４）サービス利用量見込みの推計 

各サービスの、本計画期間における利用者数・利用量の見込みは、次の表の

ようになります。（給付費は年間額。回数・日数、人数は 1月あたり） 

① 介護給付の見込み 

（単位）給付費：千円、回数：回、日数：日、人数：人

30年度 31年度 32年度

（１）居宅サービス

訪問介護 給付費 886,928 951,115 1,020,836

回数 26,008.5 27,623.1 29,337.1

人数 1,573 1,610 1,647

訪問入浴介護 給付費 47,303 44,734 41,972

回数 315.8 295.4 275.8

人数 67 63 59

訪問看護 給付費 357,975 384,999 412,341

回数 6,444.3 6,868.2 7,282.2

人数 798 860 917

訪問リハビリテーション 給付費 33,965 34,115 35,716

回数 949.8 943.6 976.6

人数 72 70 71

居宅療養管理指導 給付費 160,298 179,167 199,245

人数 1,039 1,149 1,263

通所介護 給付費 1,177,060 1,311,469 1,451,247

回数 13,235.0 14,691.2 16,220.8

人数 1,304 1,377 1,448

通所リハビリテーション 給付費 404,752 419,405 428,978

回数 4,054.5 4,235.6 4,376.0

人数 549 577 604

短期入所生活介護 給付費 326,735 376,337 452,271

日数 3,233.3 3,679.0 4,384.0

人数 333 373 414

短期入所療養介護（老健） 給付費 61,416 64,972 69,079

日数 474.4 491.1 508.3

人数 66 70 74

給付費 1,237 950 0

日数 7.9 6.0 0.0

人数 1 1 0

福祉用具貸与 給付費 336,154 353,891 372,294

人数 2,355 2,497 2,641

特定福祉用具購入費 給付費 11,343 11,435 11,900

人数 38 38 39

住宅改修費 給付費 25,487 26,669 27,755

人数 27 29 30

給付費 818,361 919,361 1,035,157

人数 356 396 440

特定施設入居者生活介護

短期入所療養介護（病院等）
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 （単位）給付費：千円、回数：回、日数：日、人数：人

30年度 31年度 32年度

（２）地域密着型サービス

給付費 14,472 14,632 14,806

人数 15 15 15

夜間対応型訪問介護 給付費 0 0 0

人数 0 0 0

認知症対応型通所介護 給付費 76,226 80,915 86,713

回数 618.0 668.8 715.1

人数 55 55 55

小規模多機能型居宅介護 給付費 96,788 103,936 115,275

人数 45 50 55

給付費 466,777 472,126 556,766

人数 150 150 175

給付費 0 0 0

人数 0 0 0

給付費 7,404 7,485 7,574

人数 2 2 2

給付費 140,378 171,750 202,280

人数 50 60 70

地域密着型通所介護 給付費 499,982 505,484 511,501

回数 5886.2 5,886.2 5,886.2

人数 784 784 784

（３）施設サービス

介護老人福祉施設 給付費 2,233,914 2,292,182 2,536,268

人数 747 757 828

介護老人保健施設 給付費 1,147,065 1,365,394 1,416,233

人数 349 409 419

介護医療院 給付費 0 0 0

人数 0 0 0

介護療養型医療施設 給付費 230,224 96,532 52,858

人数 54 22 12

（４）居宅介護支援 給付費 628,631 660,164 691,662

人数 3,603 3,742 3,879

合計 給付費 10,190,875 10,849,219 11,750,727

認知症対応型共同生活介護

定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護

地域密着型特定施設入居者
生活介護

看護小規模多機能型居宅介
護
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 ②予防給付の見込み 

 
（単位）給付費：千円、回数：回、日数：日、人数：人

30年度 31年度 32年度

（１）介護予防サービス

介護予防訪問入浴介護 給付費 0 0 0

回数 0.0 0.0 0.0

人数 0 0 0

介護予防訪問看護 給付費 19,762 24,536 31,454

回数 411.6 502.1 634.1

人数 70 83 97

給付費 2,605 3,180 4,207

回数 74.3 90.0 117.0

人数 9 11 14

給付費 5,935 6,746 7,735

人数 40 45 51

給付費 31,972 35,395 39,908

人数 80 87 97

給付費 1,152 1,166 1,180

日数 15.6 15.6 15.6

人数 4 4 4

給付費 0 0 0

日数 0.0 0.0 0.0

人数 0 0 0

給付費 0 0 0

日数 0.0 0.0 0.0

人数 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 給付費 24,454 26,475 28,355

人数 454 490 523

給付費 2,864 2,898 2,933

人数 13 13 13

介護予防住宅改修 給付費 11,333 11,469 11,605

人数 11 11 11

給付費 21,122 22,488 24,274

人数 23 24 25

介護予防訪問リハビリテーショ
ン

介護予防通所リハビリテーショ
ン

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
（老健）

介護予防短期入所療養介護
（病院等）

特定介護予防福祉用具購入
費

介護予防特定施設入居者生
活介護

介護予防居宅療養管理指導
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③総給付費の見込み 

 

単位：千円

30年度 31年度 32年度

10,190,875 10,849,219 11,750,727

148,996 164,638 184,278

10,339,871 11,013,857 11,935,005

介護給付費

予防給付費

総給付費
 

 

④標準給付費の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤地域支援事業費の見込み 

 

 

 

 

 

（単位）給付費：千円、回数：回、日数：日、人数：人

30年度 31年度 32年度

（２）地域密着型介護予防サービス

給付費 0 0 0

回数 0.0 0.0 0.0

人数 0 0 0

給付費 0 0 0

人数 0 0 0

給付費 0 0 0

人数 0 0 0

（３）介護予防支援 給付費 27,797 30,285 32,627

人数 474 510 543

合計 給付費 148,996 164,638 184,278

介護予防認知症対応型通所
介護

介護予防小規模多機能型居
宅介護

介護予防認知症対応型共同
生活介護

単位：千円

30年度 31年度 32年度

10,339,871 11,013,857 11,935,005

362,270 398,497 438,347

296,440 334,303 367,122

37,191 39,050 41,003

12,396 13,276 14,218

11,048,168 11,798,983 12,795,695

総給付費

標準給付費

特定入所者介護サービス費等給付額

高額介護サービス費等給付額

高額医療合算介護サービス費等給付額

算定対象審査支払手数料

単位：千円

30年度 31年度 32年度

389,381 419,667 451,396

228,354 243,197 258,518

地域支援事業費 617,735 662,864 709,914

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援事業・任意事業費
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市

都

国

２ 介護保険料の設定 

（１）介護保険の財源 

介護保険の財源は、第１号被保険者（65 歳以上のかた）の保険料のほか、第

２号被保険者（40歳以上 65歳未満のかた）の保険料、国・都・市の公費で構成

されています。このうち、本計画期間中の第１号被保険者の負担割合は 23％と

定められています。 

介護保険サービス・地域支援事業（※）の財源構成 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業費のみ財源構成が異なります。 

 （第 1号被保険者の保険料 23％、国 38.5％、都 19.25％、市 19.25％） 

 

 

第１号被保険者 

（65 歳以上のかた） 

の保険料 

２３％ 

第２号被保険者 

（40 歳以上 65 歳未

満のかた）の保険料 

２７％ 

公費 

５０％ 
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（２）介護保険料の設定の流れ 

第１号被保険者の介護保険料は、第１号被保険者数、介護保険サービス・

地域支援事業にかかる費用の見込み等を基に、所得段階別に設定します。 

 
 

【必要となる費用の見込み】 

① 標準給付費 

＋）② 地域支援事業費 
 
  ③ 介護保険サービス、地域支援事業にかかる総費用 
 

【財政調整】 

③ 介護保険サービス、地域支援事業にかかる総費用 
×）④ 第 1号被保険者負担割合（2３％） 
＋）⑤ 調整交付金不足分 
－）⑥ 介護保険事業運営基金取崩額 
 
  ⑦ 保険料収納必要額 
 

【第１号被保険者の保険料額の計算】 

⑦ 保険料収納必要額 
÷）⑧ 予定保険料収納率 
÷）⑨ 所得段階別加入割合補正後第１号被保険者数 
 
  ⑩ 第１号被保険者保険料基準額（年額） 
÷）⑪ 月数 
 
  ⑫ 第１号被保険者保険料基準額（月額） 
 



 

地域包括ケア推進計画（最終案） 

平成 30年 3月 19日時点 

71 

（３）介護保険料基準額の算出 

本計画期間である 30年度から 32年度と、参考値として 37年度の保険料基

準額は、次のとおりです。 

【必要となる費用の見込み】

単位：千円

30年度 31年度 32年度 3か年計

11,048,168 11,798,983 12,795,695 35,642,846

617,735 662,864 709,914 1,990,513

11,665,903 12,461,847 13,505,609 37,633,359

①標準給付費

②地域支援事業費

③介護保険サービス、地域支援
事業にかかる総費用

 

 

【財政調整】

③介護保険サービス、地域支援事業にかかる総費用×④第1号被保険者負担割合＝（ア）

37,633,359千円 × 23% ＝ 8,655,672千円 （ア）

（ア）＋⑤調整交付金不足分－⑥介護保険事業運営基金取崩額＝⑦保険料収納必要額

8,655,672千円 ＋ 8,315千円 － 679,000千円 ＝ 7,984,987千円 ⑦

【第１号被保険者の保険料額の計算】

7,984,987千円 ÷ 98.0% ÷ 118,086人 ≒ 69,000円 ⑩

69,000円 ÷ 12か月 ＝ 5,750円 ⑫

⑦保険料収納必要額÷⑧予定保険料収納率÷⑨所得段階別加入割合補正後第1号被保険者数
（３年間）＝⑩第1号被保険者保険料基準額（年額）

⑩第1号被保険者保険料基準額（年額）÷⑪月数＝⑫第1号被保険者保険料基準額（月額）

 

37年度

14,426,093千円

40,239人

7,964円

【参考】37年度の介護保険サービス、地域支援事業にかかる総費用、
　　　　 第1号被保険者数、保険料基準額（月額）

介護保険サービス、地域支援事業にかかる総費用

第1号被保険者数

第1号被保険者保険料基準額（月額）
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（４）第１号被保険者の介護保険料の設定 

第１号被保険者所得段階別介護保険料 

所得段階 保険料率 月額（円） 年額（円）

第2段階
80万円を超え
120万円以下

×0.68 3,910 46,900

第3段階
120万円を
超える

×0.75 4,313 51,800

第4段階 80万円以下 ×0.84 4,830 58,000

第5段階 80万円を超える ×1.00 5,750 69,000

第6段階 120万円未満 ×1.12 6,440 77,300

第7段階
120万円以上
200万円未満

×1.28 7,360 88,300

第8段階
200万円以上
300万円未満

×1.49 8,568 102,800

第9段階
300万円以上
400万円未満

×1.59 9,143 109,700

第10段階
400万円以上
500万円未満

×1.73 9,948 119,400

第11段階
500万円以上
600万円未満

×1.85 10,638 127,700

第12段階
600万円以上
700万円未満

×1.96 11,270 135,200

第13段階
700万円以上
800万円未満

×2.08 11,960 143,500

第14段階
800万円以上
900万円未満

×2.19 12,593 151,100

第15段階
900万円以上
1,000万円未満

×2.31 13,283 159,400

第16段階 1,000万円以上 ×2.44 14,030 168,400

※第1段階の保険料率に対して、公費による低所得者負担軽減がされています。

本表中の合計所得金額とは、分離課税の短期譲渡所得と長期譲渡所得に係る特別控除
額を除いた額を指します。

・本人及び世帯全員が
　住民税非課税で、本人の公的
　年金等に係る雑所得を除いた
　合計所得金額＋課税年金収
　入額が･･･

・世帯が住民税課税だが、
　本人が住民税非課税で、
　本人の公的年金等に係る雑
　所得を除いた合計所得金額＋
　課税年金収入額が･･･

・本人が住民税課税で、
　合計所得金額が…

・世帯全員が住民税非課税で、
　本人の公的年金等に係る雑所得を除いた合計所得金
　額＋課税年金収入額が80万円以下

第1段階
×0.43
（※）

2,473 29,700

対象

・生活保護受給者
・中国残留邦人等の支援給付受給者
・本人及び世帯全員が住民税非課税で、
　老齢福祉年金受給者
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３ 介護保険事業の適正運営に向けた取り組み 

（１）介護保険事業の適正運営に向けた取り組み 

①保険料収納率向上の取り組み 

○公平な負担のため、保険料収納率の向上に取り組みます。 

 

 

②その他 

○地域支援事業の充実による介護予防の推進や、介護給付の適正化の取り組

みの副次的な効果として、介護保険事業の適正運営に努めます。 

 （具体的な取り組みは、47、54ページ参照） 

 

 

 

 

区分 方向性 

コンビニ収納、口座振替の勧奨、

滞納者への督促 

継続 

ペイジーによる口座振替受付の導入 



 

 

 

 

 

資料編 
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１ 東村山市地域包括ケア推進協議会規則 

 

平成12年7月10日 

規則第57号 

(目的) 

第1条 この規則は、東村山市介護保険条例(平成12年東村山市条例第9号。以下「条

例」という。)第20条第7項の規定に基づき、東村山市地域包括ケア推進協議会(以下

「推進協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的と

する。 

(所掌事項) 

第2条 推進協議会は、条例第20条第2項の規定により、次の各号に掲げる事項につい

て協議する。 

(1) 介護保険事業計画の策定に関する事項 

(2) 老人福祉計画の策定に関する事項 

(3) 地域における高齢者の包括的な支援等(次号において「地域包括ケア」という。)

に係る重要な事項として、市長が諮問するもの 

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進に関し必要と認める事項 

2 推進協議会は、前項第3号に規定する諮問があったときは、速やかに協議し、市長

に答申するものとする。 

3 市長は、第1項第3号の規定により推進協議会に諮問しようとするときは、あらか

じめ諮問事項について会長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、

この限りでない。 

(組織) 

第3条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

2 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委

員がその職務を代理する。 

(会議) 

第4条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ

ろによる。 

(関係者の出席) 

第5条 会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことがで

きる。 

(庶務) 

第6条 推進協議会の庶務は、介護保険を担当する所管において処理する。 

http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#l000000000
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000675.html?id=j20_k7
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000675.html?id=j20_k7
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000675.html?id=j20_k2
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000039
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000049
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000039
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000045
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000045
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(医療・介護連携推進委員会) 

第7条 推進協議会に、専門部会として医療・介護連携推進委員会(以下「委員会」と

いう。)を置く。 

2 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、推進協議会に報

告するものとする。 

(1) 医療・介護の連携の仕組みづくりに関すること。 

(2) 在宅医療の推進に関すること。 

(3) 認知症施策の推進に関すること。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療・介護の連携の推進を図るために必要な事項に

関すること。 

3 委員会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織す

る。 

(1) 学識経験者 1人 

(2) 医療関係者 6人以内 

(3) 介護事業関係者 8人以内 

4 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

5 委員会に出席した委員及び次項において準用する第5条の規定により出席を求め

られた者で、必要と認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。 

6 第3条から前条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、これ

らの規定中「推進協議会」とあるのは「委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」

と、「介護保険を担当する所管」とあるのは「健康福祉部健康増進課」と読み替える

ものとする。 

(委任) 

第8条 この規則に定めるもののほか推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

附 則 

この規則は、平成12年10月1日から施行する。 

附 則(平成23年3月25日規則第12号) 

この規則は、平成23年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年3月31日規則第29号) 

(施行期日) 

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。 

(東村山市地域包括支援センター運営協議会規則の廃止) 

2 東村山市地域包括支援センター運営協議会規則(平成18年東村山市規則第2号)は、

廃止する。 

(東村山市地域密着型サービス運営協議会規則の廃止) 

http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000108
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000108
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000125
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000143
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000086
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000062
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#e000000092
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#l000000000
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000692.html#l000000000


3 東村山市地域密着型サービス運営協議会規則(平成18年東村山市規則第27号)は、

廃止する。 

附 則(平成27年7月6日規則第51号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成27年8月20日規則第57号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(医療・介護連携推進委員会の委員の任期に関する経過措置) 

2 この規則による改正後の第7条第3項の規定に基づき最初に選任する各委員の任期

については、同条第4項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成30年3月31日までと

する。 

 

 

 

○介護保険条例（一部抜粋） 

平成12年3月29日 

条例第9号 

第5章 地域包括ケア推進協議会 

一部改正〔平成27年条例11号〕 

(地域包括ケア推進協議会) 

第20条 地域における高齢者の包括的な支援等(次項において「地域包括ケア」とい

う。)を推進するため、東村山市地域包括ケア推進協議会(以下「推進協議会」という。)

を置く。 

2 推進協議会は、地域包括ケアの推進に関し、必要な事項を協議する。 

3 推進協議会は、委員20人以内をもって組織する。 

4 委員は、被保険者、関係機関職員、医療・福祉関係者、事業者、高齢者団体代表

者及び学識経験者のうちから市長が委嘱する。 

5 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

7 前各項に定めるもののほか、推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規

則で定める。 

一部改正〔平成27年条例11号〕 

 

 

http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000675.html#e000000631
http://172.16.10.9/reiki/reiki_honbun/f200RG00000675.html#e000000628
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２ 東村山市地域包括ケア推進協議会 委員名簿 

 

 

部会員任期 ： 平成２５年４月１日から平成２７年３月３１日まで

特に必要と認め
られる者

通所サービス事業者連
絡会 吉田

ヨ シ ダ

　裕
ヒロシ

一般公募市民
中野
ナ カ ノ

　禎子
テ イ コ

永嶋
ナガシマ

　昌
マサ

樹
キ

高齢者関連施設
の代表者

訪問看護ステーション
連絡会 佐野

サ ノ

　みゆき

居宅介護支援事業者連
絡会 鈴木

ス ズ キ

　博之
ヒロユキ

副部会長

訪問介護事業者連絡会 林田
ハヤシダ

　芳恵
ヨ シ エ

高齢者団体代表
者

シルバー人材センター

老人クラブ連合会 宮崎
ミヤザキ

　一子
カ ズ コ

東村山いきいきシニア 菊川
キクカワ

　操子
ミ サ コ

社会福祉協議会
職員又は民生委
員

社会福祉協議会 葛野
ク ズ ノ

　章
アキラ

民生委員協議会

関係行政機関の
職員

多摩小平保健所 小林
コバヤシ

　啓子
ケ イ コ

東村山消防署

平成25年4月1日から
平成25年10月24日まで

医師会、歯科医
師会及び薬剤師
会の代表者

東村山市医師会

東村山市歯科医師会 小出
コ イ デ

　晃
テル

正
マサ

東村山市薬剤師会 町
マチ

田
ダ

　伸
ノ ブ

行
ユキ

推薦枠 推薦団体 氏名 備考

学識経験者
山路
ヤ マ ジ

　憲
ノ リ

夫
オ

会長

田辺
タ ナ ベ

　守一
モリカ ズ

大野
オ オ ノ

　清吉
セイ キチ 平成25年12月1日から

平成26年11月30日まで

奥平
オクダイラ

　洋二郎
ヨ ウ ジ ロ ウ

磯部
イ ソ ベ

　建夫
タ テ オ

平成25年4月1日から
平成26年5月27日まで

平成26年5月28日から
平成27年3月31日まで

緒方
オ ガ タ

　毅
タケシ 平成25年4月1日から

平成25年9月30日まで

玉置
タ マ キ

　藤
フ ジ

徳
ノ リ 平成25年4月1日から

平成25年6月24日まで

喜多
キ タ

　孝雄
タ カ オ 平成25年6月25日から

平成27年3月31日まで

本橋
モ トハシ

　和
カズ

季
スエ 平成25年10月1日から

平成27年3月31日まで

遠藤
エン ドウ

　さよ
平成25年4月1日から
平成25年11月30日まで

石橋
イ シバシ

　歌子
ウ タ コ 平成26年12月1日から

平成27年3月31日まで

名簿の更新 



３ 東村山市地域包括ケア推進計画策定の経緯 

 

 

 

高齢者在宅計画推進部会

開催年月日 内容

平成25年6月18日
・第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定方針、策定ス
　ケジュールについて

介護保険運営協議会

開催年月日 内容

平成25年6月12日
・第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定方針、策定ス
　ケジュールについて

平成26年12月11日
・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定について
・地域密着型サービス事業者の指定更新について

平成27年1月14日

・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定の考え方について（諮問）
・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定について

平成27年1月27日

・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定について
・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定の考え方についての答申について

平成27年2月3日
・第6期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと介護保険
　料の設定の考え方について（答申）

第6期計画策定合同会議（高齢者在宅計画推進部会と介護保険運営協議会による合同会議）

開催年月日 内容

平成26年1月15日

・第6期計画策定合同会議の位置付けについて
・第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に係る基礎調
　査の実施について
・今後のスケジュールについて

平成26年3月27日
・第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に係る基礎調
　査の結果について

平成26年5月23日

・第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定スケジュール
　について
・第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況について
・地域密着型サービスの整備状況について

平成26年7月24日 ・高齢者施策の現状と課題について

平成26年10月6日
・介護保険制度改正の概要について
・（仮称）地域包括ケア推進計画（第6期高齢者保健福祉計画・介護
　保険事業計画）骨子案について

平成26年10月29日
・地域包括ケア推進計画（第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業
　計画）素案について

平成27年1月14日
・地域包括ケア推進計画（第6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業
　計画）案について

平成27年2月10日 ・地域包括ケア推進計画（最終案）について

表の更新 
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４ 介護保険制度改正の概要 

（１）地域包括ケアシステムの構築 

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支

援、介護予防を充実。 

サービスの充実 

○地域包括ケアシステムの構築に向けた地域支援事業の充実（平成27年4月から実施） 

① 在宅医療・介護連携の推進 

② 認知症施策の推進 

③ 地域ケア会議の推進 

④ 生活支援サービスの充実・強化 

重点化・効率化 

① 全国一律の予防給付(訪問介護・通所介護)を区市町村が取り組む地域支援事業に

移行し、多様化（東村山市では平成28年4月から移行） 

② 特別養護老人ホームの新規入所者を、原則要介護３以上に限定（既入所者は除く）

（平成27年4月から実施） 

  ＊要介護１・２でも一定の場合には入所可能 

（２）費用負担の公平化 

低所得者の保険料軽減を拡充。また、保険料上昇をできる限り抑えるため、所得や

資産のある人の利用者負担を見直す。 

低所得者の保険料軽減を拡充 

○低所得者の保険料の軽減割合を拡大（平成 27年 4月から一部実施、平成 29年 4月か

ら完全実施予定） 

重点化・効率化 

① 一定以上の所得のある利用者の自己負担を引上げ（平成 27年 8月から実施） 

② 低所得の施設利用者の食費・居住費を補填する特定入所者介護サービス費（補足

給付）の要件に資産などを追加（平成27年8月から実施） 

（３）その他 

○サービス付高齢者向け住宅への住所地特例の適用（平成 27年 4月から実施） 

○居宅介護支援事業所の指定権限の市町村への移譲（平成 30年 4月から実施） 

○小規模通所介護の地域密着型サービス等への移行（平成 28年 4月から実施） 

 

内容修正 
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５ 地域包括ケアシステムの概要 

 

地域包括ケアシステムは、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、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される仕組みのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東村山市の地域の特性に応じて、次のような特徴をもった地域包括ケアシステム「東

村山モデル」を構築・推進していきます。 

① 東村山市の現状と課題を踏まえた事業の展開 

② 既存の社会資源の強みを生かして、行政が関係機関をコーディネート 

③ 介護予防等に係る法体系、所管を超えた連携 

④ 総合的な成果指標の設定 

 

住まい

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護 等
■介護予防サービス
■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護 等

・自宅 ・サービス付高
齢者向け住宅等相談業務やサービ

スのコーディネート
を行います。

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：

急性期、回復
期、慢性期

病気になったら･･･

医 療
介護が必要になったら･･･

介 護

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

地域包括ケアシステムの姿（厚生労働省資料より）
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 用語解説 

アルファベット 

ＡＤＬ 

一般的には「日常生活動作」と訳される、食事・更衣・移動・排泄・整容・入浴など

生活を営む上で不可欠な基本的行動を言います。 

 

ＤＶ 

ドメスティック・バイオレンスの略語で、家庭内で行われる暴力のことを言います。 

 

ＮＰＯ 

「Non Profit Organization」の略で、「民間非営利組織」のこと。企業が利益を得て

配当することを目的とする組織であるのに対して、ＮＰＯは、利益があがっても構成員

に分配しないで団体の活動目的を達成するための費用に充てる、社会的な使命を達成す

ることを目的にした組織です。 

 

あ行 

一次予防 

はじめから病気を起こさないように健康増進に努めること、病気の原因となる危険因

子を予防・改善することです。 

 

か行 

介護支援専門員（ケアマネジャー） 

居宅介護支援事業者のもとで、ケアプランの作成、サービスの連絡・調整を行う職種

のこと。介護保険制度では、一定の期間、保健・医療・福祉分野の業務に従事し、ケア

マネジメントに関する専門的知識および技術を有する者です。 

 

介護保険事業運営基金 

介護保険事業の運営によって生じた剰余金を管理するため、および介護保険事業を安

定して運営するため、各保険者が設置している基金です。 

 

介護保険法 

平成９年に制定され、平成 12 年４月１日より施行された法律です。社会保険方式に

より、介護が必要になった方に介護サービスに関する給付を行うことで介護す 

る家族の負担を軽減し、社会全体で介護を支える仕組みとして誕生した介護保 
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険制度について定めています。 

 

介護予防 

介護が必要な状態にならないように、また、介護を受けている（要支援・要介護）状

態を悪化させることなく、いつまでも元気でいきいきとした生活を送れるようにするこ

とです。 

 

介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン） 

要支援者が介護予防のためのサービスを適切に利用できるよう、介護予防支援事業者

（地域包括支援センター）が作成する計画です。 

 

介護予防・日常生活支援総合事業 

79ページ参照 

 

かかりつけ医 

家族ぐるみで健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調があるときはいつで

も診察してくれる身近な開業医であり、初期患者の問題を的確に把握し、適切な指示、

緊急に必要な処置の実施、他の医師への紹介を行い、個人や家庭での継続的治療につい

て主治医としての役割を果たすものです。保健・医療・福祉の機能連携による在宅ケア

サービスにおいて、「かかりつけ医」は必要不可欠な存在になっています。 

 

かかりつけ歯科医 

患者の心身の特性やニーズを踏まえて歯・あご・口の疾患の治療を行うとともに、全

身状態や精神面をも考慮し、計画的に予防を含め医学的な管理や療養上の支援を行う地

域に密着した身近な歯科医です。「かかりつけ歯科医」には専門医療機関との機能分担・

他の診療所や病院との連携も求められています。 

 

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

地域密着型サービスの１つで、事業所へ通って食事や入浴、短期間の宿泊をしたり、

介護職員や看護職員に自宅へ訪問してもらったりできるサービスです。１月あたり介護

サービスにかかる費用は定額で、総合的な介護・看護を１つの事業所で受けられます。 

 

居宅サービス計画（ケアプラン） 

サービス利用者の生活上の課題を解決するための具体的なサービス内容の計画のこ

とを言います。介護保険制度では、本人のニーズに適応したサービスを効率的かつ 

計画的に提供するため、ケアプランを基にサービスを提供することとしています。 
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ケアマネジメント（居宅介護支援・介護予防支援） 

介護保険の給付対象となる在宅の要介護者等に対して介護サービス計画（ケアプラ

ン）・介護予防サービス計画（介護予防ケアプラン）を作成して、要介護者等が自分に

合ったサービスを利用できるようにすること。 

 

権利擁護 

意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障害者などが、人間としての尊厳や生まれ

ながら持っている権利を守られ、あたりまえに社会生活を営めるように、その能力に応

じて、権利や生活基盤が社会制度・組織や専門家によって擁護されることを言います。 

 

後期高齢者 

75歳以上の高齢者。 

 

高齢化率 

人口に占める高齢者（65歳以上）の割合。 

 

さ行 

サービス担当者会議 

介護保険において、ケアマネジャーが居宅サービス計画（ケアプラン）の作成にあた

って開く会議のことを言います。会議は要介護者・要支援者とその家族、ケアマネジャ

ー、利用者のサービス提供に関連する指定居宅サービス事業所の担当者等により構成さ

れます。 

 

サービス付き高齢者住宅 

「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により創設された、介護・医療と連

携して高齢者の安心を支えるサービスを提供する、バリアフリー構造を有する住宅を言

います。 

 

サロン活動 

地域住民が集まり交流する場であるサロンを地域住民自身が運営する活動のことで

す。 

 

社会福祉士 

福祉等に関する専門的な知識や技術を持っており、身体上もしくは精神上の障 

害のある人の相談に応じて助言、指導を行う国家資格所持者を言います。 
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主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー） 

地域包括支援センターに配置されるいわゆる三職種のうちの１つで、ケアマネジャー

が介護が必要な方の身体状況や生活の仕方に応じた「居宅サービス計画（ケアプラン）」

を作成するにあたり、内容の管理や指導育成等に携わる専門職のことを言います。 

 

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）  

ボランティア等の生活支援・介護予防の担い手の養成・発掘など地域資源の開発や、

地域のニーズと地域支援のマッチングなどを行う人材のこと。 

 

小規模多機能型居宅介護 

地域密着型サービスの１つで、事業所へ通って食事や入浴、短期間の宿泊をしたり、

介護職員に自宅へ訪問してもらったりできるサービスです。１月あたり介護サービスに

かかる費用は定額で、総合的な介護を１つの事業所で受けられます。 

 

シルバー人材センター 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に定められた、地域ごとに１つずつ設置

されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で

行う公益社団法人です。 

 

生活習慣病 

食習慣、喫煙、運動の生活習慣がその発症や進行に大きく関与する病気のことで、主

なものはがん、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧などです。 

 

成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や福祉サービス等の契約など

の判断能力が十分でない人を保護し、支援するための制度です。判断能力の状態により

「後見」「補佐」「補助」からなる「法定後見制度」のほかに、将来、判断能力が不十分

になった場合に備えるための「任意後見制度」があります。 

 

前期高齢者 

65歳以上 74歳以下の高齢者。 
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た行 

第三者評価 

 福祉サービス利用者が適切なサービスを選べるよう支援することを目的とした制度

で、サービスの利用者でも提供者でもない中立の立場の第三者が、専門的かつ客観的な

立場でサービスの評価を行うことを言います。 

 

団塊の世代 

太平洋戦争終戦直後の第１次ベビーブームの期間（昭和 22～24 年）に生まれた人た

ちを総称して言うことばです。2025年には、全員が後期高齢者となります。 

 

地域包括ケアシステム 

78ページ参照 

 

地域包括支援センター 

平成 18 年４月の介護保険制度の改正に伴い創設された機関で、高齢者への総合的な

相談・支援や介護予防のマネジメント、ケアマネジャーのネットワークや支援困難事例

等への指導・助言など、地域における高齢者への総合的な支援を行っています。 

基幹型地域包括支援センター（社会福祉協議会に委託）と、地域型地域包括支援セン

ター（社会福祉法人に委託。日常生活圏域ごとに 1か所）があります。 

 

地域密着型サービス 

住み慣れた地域での生活を続けるための介護・介護予防のサービスで、市区町村が事

業者を指定します。原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。 

なお、地域密着型サービス以外のサービスは都道府県が指定し、他の市区町村のサー

ビスも受けられます。 

 

な行 

二次避難所 

高齢者、障害のある人、妊産婦、乳幼児、病弱者などで、一般的な避難所ではその生

活に支障をきたす人のために開設する避難所のこと。 

 

日常生活圏域 

身近な地域を日常生活圏域として設定し、その中で高齢者への居宅系サービス、介護

予防サービスを提供していこうとするものです。本市では地理的事情や交通事 

情などを考慮して、市内に５つの圏域を設定しています。 
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認知症 

脳神経細胞が破壊されるなどの原因により、知的機能が持続的に低下し、日常生活や

社会生活に支障をきたすようになった状態のこと。 

 

認知症高齢者グループホーム 

認知症の要介護等認定者に対し、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事

等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行うサービス、またはその住居そ

のもののこと。 

 

は行 

バリアフリー 

建物や道路等の段差の解消、手すりやスロープ、エレベーターの設置など、高齢者や

障害者の自立と社会参加の妨げとなる障壁（バリア）を取り除くこと。 

 

避難行動要支援者（災害時要援護者） 

一人暮らし高齢者や障害のある人など、災害時にひとりで避難することが難しく、近

隣住民等の支援を必要とする人のことを言います。 

 

ホームヘルプ 

自宅で、入浴、排泄、家事等の援助を行うサービスです。 

 

保健師 

厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて保健指導に従事することを業と

する者を言います。 

 

や行 

有料老人ホーム 

食事の提供などの日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする民間の老人ホ

ームのことです。 

 

ユニバーサルデザイン 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、さまざまな違いを

越えてすべての人のことを念頭に置いて考慮し、計画・設計することや、 
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そのようにしたもののことを言います。バリアフリーが元々あったバリア（障壁）を事

後的に取り除く考え方のことであるのに対して、ユニバーサルデザインは、事前の対策

として性別や年齢、ハンディの有無にかかわらずすべての人にとって安全で快適、使い

やすいことをめざす考え方のことです。 

 

要介護認定 

介護保険の被保険者が介護を受けようとする場合に、被保険者が保険者（市町村）に

申請し、保険者が要介護の状態を認定する手続きのことを言います。 

 

要介護認定者 

身体または精神上の障害があるために日常生活における基本的な動作について常時

介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令

で定める区分（「要介護状態区分」と言う）のいずれか（要介護１～要介護５）に該当

する人を言います。該当者に関する保険給付を「介護給付」と言います。 

 

養護老人ホーム 

環境上の理由および経済的な理由により居宅での生活が困難な高齢者を入所させる

施設です。 

 

要支援認定者 

身体または精神上の障害があるために、日常生活における基本的な動作について常時

介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、また

は日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、その支援の必要の程度に

応じて厚生労働省令で定める区分（「要支援状態区分」と言う）のいずれか（要支援１、

要支援２）に該当する人を言います。該当者に関する保険給付を「（介護）予防給付」

と言います。 

 

ら行 

老人クラブ 

地域における高齢者の自主組織で、生きがいづくり・健康づくりを中心とした活動を

行っています。概ね 60歳以上の方を対象としています。 

 

老人クラブ連合会 

各地区の老人クラブの、全市レベルでの連合体のことです。 
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老人相談員 

昭和 63 年度から開始された歴史のある、他自治体でも例の少ない事業です。東村山

市の民生委員に老人相談員として市長より委嘱し、70 歳以上のひとり暮らし高齢者、

75歳以上のかたのみで構成された高齢者世帯を訪問しています。 

 

老人福祉法 

昭和 38 年に制定された法律で、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、

老人に心身の健康の保持および生活の安定のために必要な措置を講じ、老人の福祉を図

ることを目的としています。 
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【本計画に関するお問い合わせ】 

 

東村山市健康福祉部高齢介護課 

〒189-8501 東村山市本町 1丁目 2番地 3 

電話：042(393)5111 内線 3133 

FAX：042(395)2131 



1

考え方

2

考え方

3

考え方

　健康寿命の延伸に向けて介護予防・生きがいづくりに取り組み、要介護状態になることを予防
するとともに、介護・支援を必要とする方に対しては、自立支援・重度化防止に資するサービス
が提供されるよう事業者支援し、多角的に在宅生活の継続、QOL（生活の質）の向上を支援しま
す。
一方で、要介護者の在宅生活を支援する地域密着型サービス事業所の整備・充実や医療介護
連携の推進、また施設サービス（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設）の整備等により、
サービス提供量の確保も進めてまいります。

　都営住宅は今後、空き家となることが予想されるため高齢者の施設や子育ての世代、若者な
どが集まれる場所にするなどの活用をしてほしい。

　高齢者施設については、南台団地集約型団地再生事業における整備敷地を活用して、平成２
７年４月に認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）、看護小規模多機能型
居宅介護等の複合施設を整備しました。今後も、都有地を活用した施設整備等、適宜検討して
まいります。
　地域の集いの場、活動の場をつくるという点でも、認知症高齢者グループホーム等の施設整
備時に、地域の方、多世代の方が利用できる地域交流スペースを併設することで、活動・交流
の場を増やしてまいります。
　また、都営住宅については東京都において管理されており市として直接的な対応は困難となり
ますが、いただいたご意見につきましては、総合計画をはじめとした市の今後の施策展開にあ
たり、参考とさせていただきます。

　介護難民ゼロを目指してほしい。

４．ご意見をお寄せいただいた件数

　８件（うち高齢分野３件）

５．お寄せいただいた意見の内容と市の考え方

　明確な具体的好老社会の福祉安心街づくりを発信してほしい。

　第5次地域福祉計画の中で、福祉のまちづくりに関する今後６か年の基本理念、基本目標を明
示しております。また、高齢分野についても、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成３７年度
を見据えて、高齢になっても住み慣れた地域でいきいきと暮らせる地域社会となるよう今後の３
か年に行う取り組みを掲載しております。

【資料２・差し替え】
平成30年3月29日（木）

第7回東村山市地域包括ケア推進協議会

　情報コーナー（本庁舎１階）、いきいきプラザ総合相談窓口（いきいきプラザ１階）、各公民館、中央
図書館、富士見図書館、ふるさと歴史館、スポーツセンター、各ふれあいセンター、青葉地域セン
ター、美住リサイクルショップ、社会福祉センター、サンパルネ内「地域サービス窓口」（ワンズタワー２
階）、子育て総合支援センター「ころころの森」

市民意見募集の結果について

１．案件名

東村山市第５次地域福祉計画（素案）及び個別計画（素案）について

２．担当所管

　東村山市健康福祉部地域福祉推進課

３．概要

（１）意見募集期間

　平成３０年１月４日（木）から１月２３日（火）まで

（２）周知方法

　平成３０年１月１日号市広報紙及び、東村市ホームページ

（３）意見回収箱の設置場所



【資料３】
平成30年3月29日（木）

第7回東村山市地域包括ケア推進協議会

（仮称）東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（案）の基本的な考え方

（１）名称 東村山市健康福祉部高齢介護課

（２）所在地 〒189-8501　東村山市本町１丁目２番地３

（３）電話番号 042-393-5111(代表)　内線3145

（１）意見募集期間 平成30年1月4日（金曜）から23日（火曜）まで

（２）周知方法 東村山市ホームページ、市報ひがしむらやま平成30年1月1日号

（３）回収箱設置場所

情報コーナー（本庁舎１階）
いきいきプラザ総合相談窓口（いきいきプラザ１階）
各公民館
中央図書館、富士見図書館
ふるさと歴史館
市民スポーツセンター
各ふれあいセンター
青葉地域センター
美住リサイクルショップ
社会福祉センター
サンパルネ「地域サービス窓口」（ワンズタワー２階）
子育て総合支援センター「ころころの森」

1件　（ＦＡＸ・郵送0件、回収箱1件、市ホームページ0件）

別紙のとおり

※寄せられたご意見は、原文のまま掲載しています。

５．寄せられた意見内容及び市の考え方

（仮称）東村山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例（案）の基本的な考え方についての意見募集の結果

１．案件名

２．担当所管

３．概要

４．寄せられた意見数



No. ご意見 市の考え方

1

居宅介護も施設介護も、基本の考えは同じと思いま
す・・・
「介護～老健～特養を経て見送った母」を通して、又
「障害者施設での支援」を通して、感じた事、お願いし
たい事。
①施設経営者は多額のプール金があると言われてい
るのに、スタッフの手当が薄い事。
②①と関連するが、介護する側、される側は対等な立
場の筈。される側が、気を遣わないでいいような、従業
員を育てて欲しい。
③施設は「現代のうば捨て山・・・?!」と大学の講義でも
言っている。私も同感・・・施設を増やしても高齢率が
追いつかないのであれば、施設経営者は「天狗」に
なっても当然の気がします。居宅なら尚の事、閉鎖さ
れた中で、様々な問題が起こりそうに思う。
④絵に描いた餅にならないような、実態を把握した施
策を望みます。

　高齢介護課におきましては、居宅介護支援事業者も含め、介護サービス事業者に
対し、利用者にとって必要なサービスを過不足なく提供いただけるよう、また、当該
事業者が運営基準等のルールに従って適正にサービスを提供できるよう、適宜、実
地指導や集団指導を実施しております。
　本条例につきましては、居宅においてサービスを利用される際に重要な役割を果
たす居宅介護支援事業者の指定等権限を市町村に移譲することで、当該事業者に
対する市町村の関与を強め、介護支援専門員の育成支援等積極的に関わっていく
ことができるようにすることを目的としております。
　本条例制定後につきましては、これまで以上に居宅介護支援事業者の指導、育成
に努めるとともに、当該事業者以外の介護サービス事業者への指導、育成にも努め
る所存でございます。

1



在宅医療・介護連携推進事業の平成２９年度の取組みと平成３０年度の予定（案）
【資料４】

平成30年3月29日（木）
第7回東村山市地域包括ケア推進協議会

課題 平成２９年度の予定 平成２９年度の取組み 平成３０年度の予定

（
ア

）
地
域
の
医
療
・
介
護
の
資
源
の
把
握

◇アンケートから得られた情報も含め、これまで
　健康ガイドやケアマネジャーハンドブック、介護
　事業所案内等で、医療と介護、別々にまとめて
　 いた情報を一元化する。

◆平成28年度に実施した在宅医療及び医療・介護
　連携に関するアンケート（市内医療機関（医科
　のみ）対象）をまとめた。
　平成26年度に医師会がアンケートを実施した時点
　では、在宅療養支援診療所1ヶ所、在宅医療（
　訪問診療)実施医療機関15ヶ所（診療所13ヶ所、
　病院2ヶ所）であったが、平成29年度では在宅
　療養支援診療所・病院5ヶ所、在宅医療（訪問
　診療）実施医療機関18ヶ所（診療所15ヶ所、病院
　3ヶ所）と増えている。
◆サービス別に作成していた事業所案内（ケア
　マネ・訪問介護・通所介護・通所リハビリ・訪問
　看護・訪問リハビリ）を一つにまとめ、エリア毎に
　マップ付きで作成したが、医療と介護の情報の
　一元化まではできていない。
　ケアマネジャーハンドブックは作成中。（平成30年
　度前半発行予定）

・今後も資源の把握を継続するため、以下について
　取り組む。

◇これまで、医療と介護、別々だった情報を一元化
　し、在宅診療が可能な医療機関（医科・歯科・
　薬局）やアンケートから得られた情報を含め
　まとめる。

（
イ

）
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
の
課
題
の
抽
出

と
対
応
策
の
検
討

◇平成29年度も、医療・介護連携推進委員会（以下
　委員会）（年4回予定）で在宅医療・介護連携の
　課題を抽出し、医療・介護の連携の仕組みづくり、
　在宅医療の推進、認知症施策の推進等について
　協議を継続する。

◇課題の抽出に関しては、各地域包括支援
　センター（以下包括）で実施している地域ケア会議
 を、市全体の地域ケア会議でまとめ、委員会で
 対応を検討していく。
◇平成29年度は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）の
　策定に関しても委員会で協議する。

◆委員会で、在宅医療・介護連携の課題を抽出し、
　医療・介護の連携の仕組みづくり、在宅医療の
　推進、認知症施策の推進等について協議した。
　平成29年度は、前年度から継続して検討してきた
　「在宅療養支援窓口の設置」について方向性を
　まとめた。
　また、「切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の
　構築推進」の訪問看護師との連携や訪問看護の
　活用方法等について検討した。

◆平成29年度は、市全体として「高齢者の運転」を
　テーマに地域ケア会議を実施した為、委員会では
　課題としては取り上げなかった。

◆委員会の本来の役割である、医療と介護の連携
　の仕組みづくりについて、実現に向けた協議を
　行う必要があったため、計画策定に関しての具体
　的な協議は行わなかった。

・今後も、地域ケア会議等から課題を抽出し、対応
　策について検討を継続し、医療と介護の連携を
　推進するため、以下について取り組む。

◇平成30年度も、委員会で在宅医療・介護連携の
　課題を抽出し、医療・介護の連携の仕組みづくり、
　在宅医療の推進、認知症施策の推進等について
　協議を継続する。
　「切れ目ない在宅医療・介護の提供体制の構築
　推進」については、具体策の検討をさらに進める
　必要がある為、平成30年度についても、「切れ目
　ない在宅医療・介護の提供体制の構築推進」を
　中心に検討する。
◇地域ケア会議等から課題を抽出し、委員会で
　対応を検討する。

（
ウ

）
切
れ
目
な
い
在
宅
医
療
・
介
護
の

提
供
体
制
の
構
築
推
進

◇平成29年度は、訪問看護師との具体的な連携・
　活用方法の検討を委員会で進める。

◇病診連携（情報共有シートや後方支援病院等）に
　ついても、委員会で検討する。
◇地域ケア会議、多職種連携研修を恒常的に
　行い、特に、医師や医療関係者の参加を積極的
　に進める。

◆平成28年度までの委員会での検討から、東村山
　市では訪問看護が根付いていて、事業所も多く
　（16ヶ所）あり、在宅診療医との連携もとれている
　こと。定期巡回・随時対応訪問介護・看護が導入
　されていること等から 「在宅診療医と訪問看護師
　との連携及び訪問看護の活用を進める。」という
　方向性が出された。
　平成29年度は、委員会において訪問看護師との
　連携や訪問看護の活用について検討した。

◆保健所が中心となって作成した「入院時地域
　情報連携シート」について、委員会で報告。
◆地域ケア会議、多職種連携研修等を実施し、
　連携の強化、訪問看護の活用の推進を図った。
　医師・医療関係者も多く参加した。
　「看取り」をテーマにした多職種連携研修で訪問
　看護の活用をＰＲを行った。
　医師会ではＩＣＴネットワークミーティングを行った。
　3月に訪問看護ステーション連絡会で在宅診医
　との懇談を行う予定。

・「在宅診療医が必ずしも訪問看護を活用できて
　いるわけではない。」「医師とケアマネジャー、
　看護師等の間に顔の見える関係が十分に構築
　できているわけではない」「定期巡回・随時対応
　訪問介護・看護が導入されているが、十分に周知
　・活用が図れているわけではない。」という現状が
　あり、在宅診療医と訪問看護師との連携及び
　訪問看護の活用を進めるために、以下について
　取り組む。
◇在宅診療医と訪問看護師との連携や訪問看護
 の活用について、委員会で検討を継続する。
◇病診連携（情報共有シートや後方支援病院等）に
　ついて、委員会で検討を継続する。
◇地域ケア会議、多職種連携研修等を恒常的に
　行い、多職種の顔の見える関係づくり、特に在宅
　診療医と訪問看護師の連携強化を図る。
  また、会議、研修等の機会に訪問看護の活用の
　ＰＲを実施する。
　在宅療養支援窓口及び助言担当医・歯科医・
　薬剤師が医療・介護関係者の橋渡し役となり、
　ケースを通じて連携を推進する。



課題 平成２９年度の予定 平成２９年度の取組み 平成３０年度の予定

（
エ

）
医
療
・
介
護
関
係
者
の

情
報
共
有
支
援

◇アンケートから得られた情報も含め、これまで
　健康ガイドやケアマネジャーハンドブック、介護
　事業所案内等で、医療と介護、別々にまとめて
　いた情報を一元化し、関係者間で共有できるよう
　にする。

◇ミーティング・研修等を実施し、ＩＣＴの活用を広
　げ、医師会を中心に活用の検証を継続する。

◇保健所を中心に、平成28年度に検証した「情報
　共有シート」を、H29年度の早い段階で検証に
　基づいて修正、確定し、圏域の全ての病院と
　ケアマネジャーの間で活用していく。

◆平成28年度に実施した在宅医療及び医療・介護
　連携に関するアンケート（市内医療機関（医科
　のみ）対象）をまとめた。
　アンケートでどのような手段・時間帯でケースの
　状況を確認するか等各医師の都合の良い情報
　共有の方法をアンケートで聴取したものをまとめ
　ているところ。
　サービス別に作成していた事業所案内（ケア
　マネ・訪問介護・通所介護・通所リハビリ・訪問
　看護・訪問リハビリ）を一つにまとめ、エリア毎に
　マップ付きで作成したが、医療と介護の情報の
　一元化まではできていない。
　ケアマネジャーハンドブックは作成中。（平成30年
　度前半発行予定）
◆医療・介護関係者の情報共有の効率化や多職
　種連携の推進図るため、医師会を中心にＩＣＴ
　活用の検証を継続した。
　ミーティング・研修を実施し、ＩＣＴ活用や多職種
　の顔の見える関係づくりを進めた。
◆平成28度に検証した「入院時地域情報連携
　シート」を、保健所が中心となり修正し、新たに
　「ケアマネジャーからの地域連携情報シート」
　として11月から北多摩北部圏域の全ての病院と
　ケアマネジャーの間での使用が開始した。

・医療・介護関係者が、より情報共有しやすい環境
　整備を推進するため、以下について取り組む

◇在宅診療が可能な医療機関（医科・歯科・薬局）
　やアンケートから得られた情報（各医師の都合の
　良い情報共有の方法等）も含め、医療と介護、
　別々だった情報をまとめ、医療・介護関係者に
　情報提供する。

◇医師会を中心に、ミーティング・研修等を実施し、
　ＩＣＴ活用や多職種連携の推進を図る。

◇保健所と連携して「ケアマネジャーからの地域
　連携情報シート」の周知を行い、シート使用の
　定着を図る。
　また使用状況等を検証し、シートの見直しを行う。

（
オ

）
在
宅
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◇5つの地域型包括に「在宅療養支援窓口」を設置
　に向けての準備を進める。

◇包括、三師会とバックアップ体制等の詳細をつめ
　ていく。

◇地域型包括が「在宅療養支援窓口」となることを
　PRする。

◆平成28年度までの検討で、「既存のシステムを
　活かし、5つの地域型包括に在宅療養支援窓口を
　設置する」、「基幹型包括が在宅療養支援窓口を
　統括し、バックアップする」、「医療対応の機能を
　強化させるために、三師会に在宅療養支援窓口
　のバックアップ体制をとっていただく」方向性が出
　された。
　11月から5つの地域型包括に地域の医療・介護
　関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談
　を受ける「在宅療養支援窓口」を設置した。
◆同時に、在宅療養支援窓口の医療対応の機能
　を強化するため、三師会がバックアップ体制をとる
　在宅医療連携推進事業（助言担当医・歯科医・
　薬剤師を地域型包括毎に決めて在宅療養支援
　窓口からの医療に関する相談に対応する事業）を
　開始した。
◆事業者連絡会や多職種連携研修等で「在宅療養
　支援窓口」のＰＲを行った。

・在宅療養支援窓口と在宅医療連携推進事業を
　十分に機能させるために、以下について取り
　組む。

◇平成30年4月より、基幹型包括に在宅医療
　コーディネーターを配置し、5ケ所の在宅療養支援
　窓口を統括及びバックアップ、在宅医療・介護に
　関する連携支援（医療・介護関係者の顔の見える
　関係づくりや連携強化等）等を行う。
　市の保健師も、基幹型包括と同様に在宅療養
　支援窓口のバックアップを行う。

◇事業者連絡会や多職種連携研修等で「在宅療養
　支援窓口」のＰＲを継続する。

（
カ
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◇地域ケア会議、多職種連携研修を恒常的に
　行い、顔の見える関係づくりを進める。特に
　医師や医療関係者の参加を積極的に進める。

◇地域ケア会議は、日常生活圏域毎に包括で実施
　したものをまとめて、市全体の地域ケア会議も
　実施する。

◆多職種連携研修を2回実施し、「看取り」、「認知
　症」をテーマに講義とグループワークを行った。
　各回124名、115名の医療・介護関係者の参加が
　あった。医師・医療関係者も多く参加した。
　介護関係者向けに、歯科医師会の歯科医師が
　講師となっての「口腔ケア実習」や「多職種で支
　える在宅医療」と題して医療・介護関係者向けの
　研修を、歯科医療連携推進事業の一環として
　開催した。
◆各包括で地域ケア会議を実施した。
　「高齢者の運転」を市全体の統一テーマとして
　地域ケア会議を実施した。

・地域の医療・介護関係者の顔の見える関係づくり
　を継続し、さらに連携を推進するため、また、訪問
　看護の周知・活用を進めるため、以下について
　取り組む。
◇地域ケア会議、多職種連携研修等を恒常的に
　行い、顔の見える関係づくりを進める。特に医師
　や医療関係者の参加を積極的に進める。

◇研修や地域ケア会議等で訪問看護の周知・活用
　をＰＲする。

（
キ
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◇アンケートから得られた情報も含め、これまで
　健康ガイドやケアマネジャーハンドブック、介護
　事業所案内等で、医療と介護、別々にまとめられ
　ていた情報を一元化し、市民に提供できるように
　する。

◇看取り等、在宅医療・介護に関する講演会を
　企画・実施する。

◆健康ガイドを作成、配布した。
　サービス別に作成していた事業所案内（ケア
　マネ・訪問介護・通所介護・通所リハビリ・訪問
　看護・訪問リハビリ）を一つにまとめ、エリア毎に
　マップ付きで作成したが、医療と介護の情報の
　一元化まではできていない。
◆平成29年度は、講演会としてではなく、出張説明
　会の場を活用し、地域包括ケアシステム、医療・
　介護サービス等について説明を行った。

・地域包括ケアシステム、在宅医療・介護につい
　て、市民への普及啓発するため、以下について
　取り組む。
◇これまで、医療と介護、別々だった情報まとめ、
　在宅診療が可能な医療機関（医科・歯科・薬局）
　等の情報を含め市民に提供できるようにする。
◇「在宅医療」・「看取り」等について出張説明会等
　で市民にＰＲする。
　看取り等、在宅医療・介護に関する講演会等を
　企画・実施する。

（
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◇保健所及び二次医療圏内の市と連携して、
　「情報共有シート」の作成の検討を継続する。

◇保健所を中心に、H28年度に検証した「情報共有
　シート」を、H29年度の早い段階で検証に基づいて
　修正、確定し、圏域の全ての病院とケアマネの間
　で活用していく。

◆平成28年度に作成、試行使用した「入院時地域
　情報連携シート」を、保健所が　中心となり修正
　し、新たに「ケアマネジャーからの地域連携情報
　シート」として、11月から北多摩北部圏域の全て
　の病院とケアマネジャーの間で使用が開始され
　た。

・保健所や二次医療圏内の市と連携して、病診
　連携等、医療・介護連携の課題の共有や対応策
　等について検討を継続するため、以下について
　取り組む。

◇保健所と連携して「ケアマネジャーからの地域
　連携情報シート」の周知を行い、シートの使用の
　定着を図る。
　また使用状況等を検証し、シートの見直しを行う。



２９東健高発第４９３号 

平成３０年３月２９日 

東村山市地域包括ケア推進協議会 

会 長  山 路 憲 夫 様 

 

東村山市長 

渡 部  尚 

 

東村山市地域密着型サービス提供予定事業者の 

選考について（諮問） 

 

東村山市地域包括ケア推進協議会規則（平成 12 年規則第 57 号）第 2 条第 3

号の規定に基づき、下記の事業者を東村山市地域密着型サービス提供予定事業

者に決定することについて、貴協議会に意見を求めたく、ここに諮問いたしま

す。 

 

記 

 

事業者名：社会福祉法人 長寿村 

代表者名：理事長 神成 裕介 

所在地 ：東京都足立区入谷 9丁目 15番 18号 

 

 

以上 

【資料５】 
平成 30年 3月 29日（木） 

第 7回東村山市地域包括ケア推進協議会 

写 


