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④事業者に対する調査 

■ 人材確保の状況 

⚫ 「介護職員」の人材確保の状況は、「やや不足している」、「不足している」という割合が合わせて６

割以上（64.5％）となっています。 

 

■ 不足しているサービス 

⚫ 介護予防支援・居宅介護支援事業所からみた、不足しているサービスとして、「定期巡回・随時対

応型訪問介護看護」を約７割（71.4％）の事業所があげています。 

 

14.5

18.3

21.0

13.3

43.5

43.3

21.0

25.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【今回調査】

62か所

【前回調査】

60か所

確保できている おおむね確保できている やや不足している 不足している

71.4

50.0

35.7

28.6

28.6

21.4

14.3

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

0.0

0.0

0.0

0.0

7.1

0.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護

夜間対応型訪問介護

訪問介護

認知症対応型共同生活介護

訪問入浴介護

介護老人福祉施設

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

介護老人保健施設

通所介護

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護
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特になし

無回答

【今回調査】

14か所
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第３章 第７期計画における取組状況 
 

 当市では、平成３０年３月に「東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」を策定し、

『地域共生社会につなげる地域包括ケアシステムの推進』を基本目標に設定し、施策並びに事

業を推進してきました。 

 ここでは、「東大和市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画」における４つの重点プラン

について、主な取組の実施状況に関する点検を行い、今後３年間（令和３年度～令和５年度）に

取り組むべき課題について整理します。 

 

 【第７期計画における基本目標の実現に向けた重点プラン】 

 

（１） 在宅医療・介護連携の推進 

（２） 認知症施策の推進 

（３） 介護予防の推進 

（４） 高齢者ほっと支援センターの機能強化 
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１ 在宅医療・介護連携の推進 

事業等 取組状況 

①地域の医療・介護の

資源の把握 

⚫ 在宅療養や在宅看取りを行ううえで必要な、市内訪問看護事業所等の

情報を掲載した情報シートを作成し、市内医療機関及び介護保険サー

ビス事業所等に配布しました。 

②在宅医療・介護連携

の課題の抽出と対応

策の検討 

⚫ 東大和市地域包括ケア推進会議専門部会の一つである、在宅医療介護

連携推進部会を開催し、研修会の企画やアドバンス・ケア・プランニング

（ACP
※ 

 ）の普及啓発方法等の検討を行いました。 

（各年度３回開催） 

③切れ目のない在宅

医療と在宅介護の提

供体制の構築推進 

⚫ ＩＣＴネットワークの活用事例報告会を開催し、医療・介護関係者がＩＣＴ

を活用して切れ目なく連携できるよう、支援しました。 

（各年度１回程度開催） 

④医療・介護関係者の

情報共有の支援 

⚫ ＩＣＴネットワークの構築を推進するため、東大和市医師会に対して補

助を行い、市内医療機関及び介護保険サービス事業所等への普及を支

援しました。 

（平成３１年度末時点でＩＣＴシステム参加事業所数：９７事業所） 

⑤在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

⚫ 市内２か所に設置した在宅医療・介護連携支援センターにおいて、入退

院時の連携等に関する専門職からの相談対応や情報提供を行いまし

た。 

（平成３１年度の相談実績：２,３４４件） 

⑥医療・介護関係者の

研修 

⚫ 医療・介護関係者等の専門職が参加する多職種連携研修会を開催し、

専門職の知識・技術の向上や、職種間の交流を図りました。 

（各年度１～２回開催） 

⑦地域住民への普及

啓発 

⚫ ACＰの普及啓発及び介護保険サービスの理解促進を目的とした市民

向け講演会を開催しました。また、ACＰの普及を目的とした出前講座

も開催しました。 

（平成３１年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期） 

⑧在宅医療・介護連携

に関する関係市区町

村の連携 

⚫ 東京都や多摩立川保健所が主催する在宅療養担当者連絡会に出席し、

各市の事業進捗状況や今後の課題等について情報共有しました。 

（各年度２回） 

※ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前も

って考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 



22 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

事業等 取組状況 

①地域の医療・介護の

資源の把握 

⚫ 在宅療養や在宅看取りを行ううえで必要な、市内訪問看護事業所等の

情報を掲載した情報シートを作成し、市内医療機関及び介護保険サー

ビス事業所等に配布しました。 

②在宅医療・介護連携

の課題の抽出と対応

策の検討 

⚫ 東大和市地域包括ケア推進会議専門部会の一つである、在宅医療介護

連携推進部会を開催し、研修会の企画やアドバンス・ケア・プランニング

（ACP
※ 

 ）の普及啓発方法等の検討を行いました。 

（各年度３回開催） 

③切れ目のない在宅

医療と在宅介護の提

供体制の構築推進 

⚫ ＩＣＴネットワークの活用事例報告会を開催し、医療・介護関係者がＩＣＴ

を活用して切れ目なく連携できるよう、支援しました。 

（各年度１回程度開催） 

④医療・介護関係者の

情報共有の支援 

⚫ ＩＣＴネットワークの構築を推進するため、東大和市医師会に対して補

助を行い、市内医療機関及び介護保険サービス事業所等への普及を支

援しました。 

（平成３１年度末時点でＩＣＴシステム参加事業所数：９７事業所） 

⑤在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

⚫ 市内２か所に設置した在宅医療・介護連携支援センターにおいて、入退

院時の連携等に関する専門職からの相談対応や情報提供を行いまし

た。 

（平成３１年度の相談実績：２,３４４件） 

⑥医療・介護関係者の

研修 

⚫ 医療・介護関係者等の専門職が参加する多職種連携研修会を開催し、

専門職の知識・技術の向上や、職種間の交流を図りました。 

（各年度１～２回開催） 

⑦地域住民への普及

啓発 

⚫ ACＰの普及啓発及び介護保険サービスの理解促進を目的とした市民

向け講演会を開催しました。また、ACＰの普及を目的とした出前講座

も開催しました。 

（平成３１年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期） 

⑧在宅医療・介護連携

に関する関係市区町

村の連携 

⚫ 東京都や多摩立川保健所が主催する在宅療養担当者連絡会に出席し、

各市の事業進捗状況や今後の課題等について情報共有しました。 

（各年度２回） 

※ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前も

って考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 

22 

１ 在宅医療・介護連携の推進 

事業等 取組状況 

①地域の医療・介護の

資源の把握 

⚫ 在宅療養や在宅看取りを行ううえで必要な、市内訪問看護事業所等の

情報を掲載した情報シートを作成し、市内医療機関及び介護保険サー

ビス事業所等に配布しました。 

②在宅医療・介護連携

の課題の抽出と対応

策の検討 

⚫ 東大和市地域包括ケア推進会議専門部会の一つである、在宅医療介護

連携推進部会を開催し、研修会の企画やアドバンス・ケア・プランニング

（ACP
※ 

 ）の普及啓発方法等の検討を行いました。 

（各年度３回開催） 

③切れ目のない在宅

医療と在宅介護の提

供体制の構築推進 

⚫ ＩＣＴネットワークの活用事例報告会を開催し、医療・介護関係者がＩＣＴ

を活用して切れ目なく連携できるよう、支援しました。 

（各年度１回程度開催） 

④医療・介護関係者の

情報共有の支援 

⚫ ＩＣＴネットワークの構築を推進するため、東大和市医師会に対して補

助を行い、市内医療機関及び介護保険サービス事業所等への普及を支

援しました。 

（平成３１年度末時点でＩＣＴシステム参加事業所数：９７事業所） 

⑤在宅医療・介護連携

に関する相談支援 

⚫ 市内２か所に設置した在宅医療・介護連携支援センターにおいて、入退

院時の連携等に関する専門職からの相談対応や情報提供を行いまし

た。 

（平成３１年度の相談実績：２,３４４件） 

⑥医療・介護関係者の

研修 

⚫ 医療・介護関係者等の専門職が参加する多職種連携研修会を開催し、

専門職の知識・技術の向上や、職種間の交流を図りました。 

（各年度１～２回開催） 

⑦地域住民への普及

啓発 

⚫ ACＰの普及啓発及び介護保険サービスの理解促進を目的とした市民

向け講演会を開催しました。また、ACＰの普及を目的とした出前講座

も開催しました。 

（平成３１年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により延期） 

⑧在宅医療・介護連携

に関する関係市区町

村の連携 

⚫ 東京都や多摩立川保健所が主催する在宅療養担当者連絡会に出席し、

各市の事業進捗状況や今後の課題等について情報共有しました。 

（各年度２回） 

※ACP（アドバンス・ケア・プランニング）とは、自らが望む人生の最終段階における医療・ケアについて、前も

って考え、医療・ケアチーム等と繰り返し話し合い共有する取組のことです。 

23 

２ 認知症施策の推進 

事業等 取組状況 

①認知症ケアパスの周

知・活用 

⚫ 平成３０年度に認知症ガイドブックを改訂し、公共施設、関係機関、地域

の商店街等へ配布しました。 

（発行部数：１５，０００部） 

②認知症初期集中支

援チームの設置・円

滑な運用 

⚫ 平成３０年４月に認知症初期集中支援チームを市内の認知症疾患医療

センターに設置しました。チームの設置に伴い、高齢者ほっと支援セン

ターから認知症疾患医療センターへの相談件数が増加しました。 

③認知症地域支援推

進員の活用 

⚫ 市と認知症地域支援推進員の連絡会を開催し、研修の企画や、地域に

おける連携等についての検討を行いました。 

（毎月２回開催） 

⚫ 認知症地域支援推進員は、認知症疾患医療センターやかかりつけ医、

介護事業所等関係機関と連携し、認知症の人やその家族の直接的な支

援を行いました。 

④認知症講演会の開

催 

⚫ 認知症講演会として、認知症サポーターや一般市民を対象に、「認知症

の方に対する声かけ訓練」を開催しました。 

（各年度１回開催） 

⑤認知症サポーター養

成講座の実施 

⚫ 認知症サポーター養成講座を実施し、認知症サポーターを養成しまし

た。平成３１年度は、当市では初めてとなる小学生向け講座を２つの小

学校で実施しました。 

⑥認知症サポーターを

対象としたフォロー

アップの実施 

⚫ 平成３０年度に、認知症サポーターに対する調査を行い、活動を継続す

るうえでの課題について、把握を行いました。調査結果を踏まえ、平成

３０年度から「認知症の方に対する声かけ訓練」を開催しました。 

⑦若年性認知症への

対応 

⚫ 若年性認知症の相談窓口として、東京都多摩若年性認知症総合支援セ

ンター及び６５歳未満の方が利用できる制度について、市が作成した

認知症ガイドブックに掲載しました。 

⚫ 若年性認知症の方の状況に応じて、認知症地域支援推進員、高齢者ほ

っと支援センターと東京都多摩若年性認知症総合支援センターが連携

し、支援を実施しました。 

⑧地域生活の支援 ⚫ 認知症の方の行動心理症状を「見える化」するオンラインシステムを活

用し、ケア方針の立案をサポートする認知症ケアプログラム推進事業を

開始しました。また、都からの協力を得て、認知症ケアプログラムの推

進役であるアドミニストレーター等を養成しました。 
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３ 介護予防の推進 

事業等 取組状況 

①介護予防普及啓発事

業 

⚫ 筋力やバランス能力、柔軟性の向上を図るため、負荷量を調整できる

機器を取り入れた「楽しみマッスル教室」や、転倒予防のためのトレー

ニングや認知機能の低下防止のためのレクリエーションを取り入れた

「いきいき運動プラス」といった介護予防教室を実施しました。 

⚫ 毎月第１月曜日の昼に、市役所中庭で「東大和元気ゆうゆう体操 ｉｎ 

市役所中庭」を開催し、体操の普及を図りました。 

（各年度延４５０人以上が参加） 

②東大和元気ゆうゆう

ポイント事業 

⚫ 元気ゆうゆうポイント事業（市民が介護予防活動に１回参加するごと

に１ポイントを付与し、所定のポイントごとに景品と交換）を社会福祉

協議会に委託して、実施しました。 

③地域介護予防活動支

援事業 

⚫ 介護予防リーダー養成講座を開催し、地域で介護予防活動を主体的

に実践することができる人材を２年に１度育成しました。 

（平成３１年度：１４人養成） 

⚫ 体操普及推進員養成講座を開催し、市内で積極的に東大和元気ゆう

ゆう体操の普及活動を行うことができる人材を、毎年度育成しまし

た。 

（各年度６～１５人養成） 

④介護予防把握事業 ⚫ ７５歳以上の高齢者を対象に、基本チェックリスト調査を実施し、要介

護リスクの高い方に対して介護予防教室の案内を行いました。 

（７５歳以上高齢者に対し、２年に１度実施） 

⚫ 基本チェックリスト未返送者についての情報は、高齢者ほっと支援セ

ンター及び高齢者見守りぼっくすに提供し、実態把握を行い、必要に

応じて介入しました。 

⑤介護予防リーダー・体

操普及推進員へのフ

ォローアップ 

⚫ 介護予防リーダー及び体操普及推進員を対象とした研修会を開催

し、東大和元気ゆうゆう体操の動作確認や体力測定方法についての

講習等を行いました。 

（各年度３～５回開催） 

⑥通いの場の創出 ⚫ 社会福祉協議会が実施している「ふれあいなごやかサロン活動」につ

いて補助を実施しました。 

⚫ 生活支援体制整備事業広報紙「てとてとて」を創刊し、新たに「活動を

始めたい団体」と「通いの場として活用できる施設」の情報交換を行

いました。 

（平成３１年度に創刊。各年度３回発行） 
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３ 介護予防の推進 
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《東大和元気ゆうゆう体操》 

高齢者の介護予防と健康維持を目的に、東京都健康長寿医療センター（板橋区）に協力をいただきな

がら、市と市民が協働して平成２３年度に制作した体操です。 

筋力の向上、バランス能力の向上、口腔機能の向上などに効果のある、１９種類の動作で構成されて

います。下半身の弱い方のために「座位」による体操も用意されています。 

また、体操普及推進員による普及のほか、介護予防リーダーのサロン活動や高齢者施設の入所者の

健康維持のためにも取り入れられています。 

令和３年１月１日現在、市内の１８か所で体操普及推進員・介護予防リーダーを中心とした体操自主グ

ループが活動を行っています。

第７期介護保険事業計画期間における要支援・要介護認定率は、実績値が推計値を下回っており、東

大和元気ゆうゆう体操の普及や、介護予防リーダー等を中心とした介護予防活動が一定の効果を示し

ているものと考えています。 

《介護予防リーダー》 

市民主体の介護予防活動の普及を図るために、市が平成２２年度から養成を始めた、ボランティアス

タッフのことです。

令和３年１月１日現在で１２０人の方が介護予防リーダー養成講座を卒業し、市内各地で介護予防や認

知症予防に資する活動を行っています。 

《体操普及推進員》 

東大和元気ゆうゆう体操の普及を図るために、市が養成したボランティアスタッフのことです。 

平成２４年度から毎年養成をしており、令和３年１月１日現在、１４８人の方が体操普及推進員養成講

座を卒業し、市内で体操の指導や普及活動を行っています。 

平成３１年度東大和元気ゆうゆう体操フェスタ（向原中央公園） 
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《楽しみマッスル教室》 

健康運動指導士等による自重トレーニングやマシントレーニング等、筋力向上を目的とした教室です。

また、認知症予防のためのレクリエーションを行います。介護予防に必要な知識や技術を提供すること

で、運動習慣の定着を促し、健康寿命の延伸を図ります。 

（ロンドみんなの体育館）

４ 高齢者ほっと支援センターの機能強化 

事業等 取組状況 

①認知症地域支援推進員

の活用【再掲】

⚫ 市と認知症地域支援推進員の連絡会を開催し、研修の企画や、地域

における連携等についての検討を行いました。

（毎月２回開催）

⚫ 認知症地域支援推進員は、認知症疾患医療センターやかかりつけ

医、介護事業所等関係機関と連携し、認知症の人やその家族の直接

的な支援を行いました。

②生活支援コーディネー

ター（第２層）の活用

⚫ 高齢者ほっと支援センターに配置した第２層生活支援コーディネー

ターが、市内のサロン活動等に定期的に訪問し、活動状況について

の情報収集や、情報提供等を行いました。


