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資料３ 

地域包括ケア推進計画案 

（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６期計画の主な実績 

３ 高齢者等に係る今後の見通し 

  ４ 第７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 

 

                              

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 

 

 

（以下、検討中） 

  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、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 

      

   

 

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。 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

4 

資料３ 

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 
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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 

 

 

 

 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

6 

資料３ 

（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、６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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 
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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

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
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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

元気アップガイドと称した介護予防事業の紹介冊子を作成し、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。 

 

○ 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。（Ｐ．●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 開催あり。集計中。 

受講者数 １，３９３人 ９０２人 開催あり。集計中。 

・ 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年 3月開催予定）  

・ 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、在宅療養を必要とするかたに対する相談体制が

整備されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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。 

各機関、事業の概要は、資料編の用語説明に記載予定

※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、自治会、地域住民、警察、消防など

※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。

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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・ 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。 

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。 

 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

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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 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。 

 

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 実施あり。集計中 

市 １２件 １０件 実施あり。集計中 

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 
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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 

・ 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 １６件 １７件 

集団指導 - ２件 ３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）の整備を進め、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を充実してきた効果と

考えられます。 

（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） 

 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

18 

資料３ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

20 

資料３ 

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 

１人当たり医療費（入院、入院外、歯科）および第１号被保険者１人あたり
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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。特に入院による 1人当たり医療費は多摩 26市中最も高くなっています。高

齢者の場合、退院後に介護・支援を必要とするケースもあり、医療費の増加が

介護サービス費の増加に影響しているものと推察します。 
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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●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（Ｐ．●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。 
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「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 

 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

31 

資料３ 

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。 
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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】 

◇ 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

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。 

 

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） 

 

（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） 

 

（32 年 10 月） 

情報提供の満足度を 情報提供に対する満 40.5％  

第７期計画における成果指標は、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・決定する。 
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測る指標 足度（※３） （29 年 1 月調

査） 

（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）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 

 

１ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）情報提供に関する
取り組みの充実

⑤認知症施策の推進
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東
村
山

①認知症高齢者等の権利擁護の充実

⑨移送サービスの支援の継続

②高齢者配食サービス事業の見直し（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

①老人相談員事業の継続

（２）協働による地域福
祉体制の整備

（１）相談支援体制の強
化 ②相談に関するスキルの向上と環境整備

①地域包括支援センターの相談体制の強化

（３）権利擁護支援体制
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

③高齢者見守り事業の継続

（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

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

①計画推進体制の再構築

②地域ケア会議の充実

①情報提供に関する取り組みの充実

基本理念 基本目標

みんなでつな
がり、参加す
る東村山の福
祉

相談しやすい
しくみづくりと
わかりやすい
情報提供

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

（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

⑥高齢者等生活支援ホームヘルプサービス事業の継続

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

施策の方向 おもな取り組み

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

④高齢者緊急通報システム事業の継続

④医療と介護の連携の推進



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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認
め
あ
い

、
つ
な
ぎ
あ
い

、

　
　
支
え
あ
う
ま
ち
　
東
村
山

施策の方向 おもな取り組み

福祉を推進
していくため
のまちづくり

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
生活相談機能の強化

基本理念 基本目標

④バリアフリー化・ユニバーサルデザインの推進

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

①避難行動要支援者の支援対策の推進

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介護サービス事業所に対する実地指導および集
団指導の推進

（３）地域における防災
体制の整備

（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の適
正化



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 

 

36 

資料３ 

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。 

 

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） 

年度目標、方向性の記載のない取り組みについては、

国が示す成果指標も踏まえて、検討・決定する。 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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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。 

 

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。 

 

 

 

 

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 

相談体制の強化 高齢分野以外の相談機関との連携強化 
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39 

資料３ 

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

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。 

 

 

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 

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 

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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○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

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。 

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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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

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。 
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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。 

 

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。 

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 
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○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。 

 

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。 

区分 方向性 

事業の見直し 検討・実施 

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 
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○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。 

 

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                                            

○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。 

○新規整備については検討中 

 

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、

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。 

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 

指標・区分 目標値・方向性 

事業所支援策 事業所の地域貢献の支援 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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○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）の生活相談機能の強化 

○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 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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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。 

◆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。 

区分 方向性 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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◆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

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。 

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 事前の書類審査 全件実施の継続 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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○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。 

 

（２）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。 

○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。 

 

 

 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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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 

○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。 

 

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 



 

 
（検討過程資料であり、未確定の内容を含む） 
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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。 

 

 

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） 


