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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、地域で安心して暮らせるための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 
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  第２章 高齢者等を取り巻く現状・今後の見通しと主要課題 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東村山市地域福祉計画 

- 146 - 

（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」に大別することができます。 

 

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。 
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・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、地域のさまざまな

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（153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。 

 

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配置、

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。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

・ 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。 

 

 

 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。 

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
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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。 
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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 189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（151、152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。 
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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。 

「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。 
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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 
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２ 計画の基本理念、基本目標と主要施策 

 

東村山市第５次地域福祉計画の基本理念の実現、４つの基本目標の達成に向けて、施策

を展開します。 

基本理念  認めあい 支えあいながら 健やかに暮らしていくまち 東村山 

基本目標１ 互いに認めあい、参画する地域社会づくり 

基本目標２ わかりやすい情報提供と包括的な相談支援体制 

基本目標３ 市民が自分らしく、健やかに暮らしていくためのしくみづくり 

基本目標４ 安心して地域で暮らしていくためのまちづくり 

 

【基本目標１ 互いに認めあい、参画する地域社会づくり】 

◇ 自主グループおよび老人クラブ※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。 
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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】 

◇ 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 

 

 

 

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 互いに認めあい、参画する地域社会づくり 

（１）高齢者の社会参加・交流の促進 

①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                                       

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開を進めます。 

 

 

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 

○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。 

区分 方向性 

側面的支援 継続 

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 
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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 

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 

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 
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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を進めています。 

 

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 

○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い

きます。 
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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図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、地域での助けあい、支え

あ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。 

 

 

 

区分 方向性 

支え合いの地域社会の機運

醸成 
継続 

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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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、地域の医療およ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。 

○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およ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。 

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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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。 

○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。 

 

 

 

 

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 

区分 方向性 

虐待の未然防止・早期発見 研修の実施 
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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 

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、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。 

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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○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 

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 
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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。 

 

 

 

 

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 

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 
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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

返し振り返りのできる仕組みをつくり、ケアマネジャー自身が向上意欲を持てるケアプ

ラン点検にできるよう努めます。 

 

 

 

◆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を図ります。 

 

 

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 

区分 方向性 

縦覧点検・医療情報との突合 継続 
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◆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。 

○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。 

 

 

 

 

 

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 

区分 方向性 

ひとり暮らし高齢者および

高齢者世帯の緊急連絡先調

査の実施 

継続 
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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 

○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。 

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 

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 
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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 

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 
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     第５章 サービス利用量見込みと介護保険料の設定 

 

 

 

１ サービス利用量見込みの推計 

（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。 

本計画期間である平成 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） 
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（３）介護保険料基準額の算出 

本計画期間である平成 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、180、187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 


