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【基本理念】 

支え合う地域の中で 高齢者の意思が尊重され 健康で生きがいを持って 暮らせるまち 東大和 

１．地域包括ケア

システムの推進・

深化 

（１）推進体制の強化 

（２）在宅医療と介護の連携の推進 

（４）地域ケア会議の推進 

（５）生活支援体制整備の推進 

（３）認知症施策の推進 

２．包括的な相談・

支援体制の充実 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

（３）介護者への支援 

３．健康づくり・

介護予防の推進 

（１）健康づくりの推進 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

（３）介護予防・重度化防止の推進 

４．介護保険サー

ビスの充実・強化 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

（３）サービスの質の確保・向上 

５．住まい・日常

生活支援の充実 

（１）安心できる住まいの確保 

（２）生活支援の充実 

（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

（３）権利擁護の充実 

 

（５）感染症対策の推進 

（４）介護人材の確保等 
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第５章 高齢者福祉・介護保険事業施策の総合的展開 

１  地域包括ケアシステムの推進・深化 

介護保険事業計画は、第６期計画（平成２７年度～２９年度）から「地域包括ケア計画」として位置づけ

られており、団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（２０２５年）までの各計画期間を通じて、地域包括

ケアシステムの構築に向けた取組を進めています。 

地域包括ケアシステムは、医療、介護、住まい、生活支援などを包括的に提供し、身近な日常生活圏域

で高齢者が安心して暮らせるようにするものであり、高齢化の進行に伴い、ひとり暮らしの高齢者や認

知症高齢者、要支援・要介護認定者などが増加する見通しの中で、これらの人たちを支える重要な仕組

みです。 

当市は、令和７年（２０２５年）やいわゆる団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２年（２０４０年）

を見据えて、在宅医療と介護の連携や認知症施策の推進、生活支援体制の整備をはじめ、地域包括ケア

システムに必要な取組について、地域住民や関係機関・団体、事業者等との協働により推進し、「地域共

生社会」の実現につなげていきます。 

 

 

（１）推進体制の強化 

【施策の方向】 

⚫ 「東大和市地域包括ケア推進会議」及び同会議の専門部会を通じて、医療や介護、住まい、介護予

防等の関係者による課題の協議や情報共有を行い、多職種間の連携強化による地域包括ケアシ

ステムのさらなる推進を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１ 

東大和市地域包括ケア

システムの推進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議及び３つの専門部

会（在宅医療介護連携推進部会、認知症対

策推進部会、生活支援体制整備推進部会）

を開催し、医師会・歯科医師会・薬剤師会・

介護事業所等、地域の関係団体と、現状や

課題、地域で目指す理想像（目標）を共有

し、具体的な対応策を検討します。 

必要な課題の検討、情報

共有を図ります。 

２ 

地域包括ケアシステム

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

当市における地域包括ケアシステムについ

ての理解促進を目的に、講演会等を開催

し、市民への普及啓発を行います。 

市民に対する講演会を開

催し、３か年で延３００人

の参加者を目指します。 
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（２）在宅医療と介護の連携の推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを永く続けることができるよう、在宅医療・介護を

一体的に提供できる体制づくりを推進するため、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」等の会議やＩＣＴツールの活用を通じて、市内の医師、歯科医師、薬

剤師、介護保険サービス事業所の管理者等、多職種間の円滑な連携を図ります。 

⚫ アドバンス・ケア・プランニング（ACP）や看取りに関する取組、地域における在宅認知症の方への

対応力を強化していく観点から、今後も関係者間の情報共有を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

３ 

医療・介護資源の情報

整理と活用 

［高齢介護課］ 

【市民向け】 

在宅療養をする上で必要となるかかりつけ

医療機関やかかりつけ歯科医師・薬局等の

情報を収集し、市民に周知します。 

【専門職向け】 

在宅療養に取り組む上で必要な情報や機

能を医療・介護等事業所から収集し、専門

職間で共有します。 

在宅看取りを進めていく

上で必要となる、訪問診

療や訪問歯科診療を実施

する医療機関等の情報を

収集・発信します。 

４ 

切れ目のない、在宅医

療・介護提供体制の構

築 

［高齢介護課］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び多職種

との連携に加え、地域包括ケア推進会議の

一つである在宅医療介護連携推進部会の

開催を通して、切れ目のない医療介護提供

体制の構築に向けた取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対する支援体制の構築

も検討します。 

地域包括ケア推進会議で

共有する課題等を解決す

るために、在宅医療介護

連携推進部会で必要な取

組案を検討します。 

５ 

在宅療養生活を支える

ための多職種情報共有

体制の構築 

［高齢介護課］ 

在宅で療養する高齢者の情報を多職種間

で円滑に共有できるよう、ＩＣＴネットワーク

の運用方法について検討を行います。 

また、災害時や感染症の拡大等の緊急時、

事業所間の連絡・応援体制の構築等、切れ

目ないサービスの提供体制の構築に向け

た検討を行います。 

これまでに構築したネッ

トワークの有用性を評価

し、必要に応じて運用等

の見直しを行います。 

大規模災害等、有事の際

に ICTを活用した事業所

間連絡・応援態勢の構築

について検討します。 

６ 

地域における多職種連

携研修会の開催 

［高齢介護課］ 

専門職に対して、在宅療養に必要な専門知

識の習得を目的とした研修会を開催しま

す。また、研修会の参加を通して、現場で相

談し合える関係を構築します。 

市内の医師、歯科医師等

が有する専門知識を多職

種間で共有し、実務に活

かせる研修会を開催しま

す。 



42 

（２）在宅医療と介護の連携の推進 
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【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

３ 

医療・介護資源の情報

整理と活用 

［高齢介護課］ 

【市民向け】 

在宅療養をする上で必要となるかかりつけ

医療機関やかかりつけ歯科医師・薬局等の

情報を収集し、市民に周知します。 

【専門職向け】 

在宅療養に取り組む上で必要な情報や機

能を医療・介護等事業所から収集し、専門

職間で共有します。 

在宅看取りを進めていく

上で必要となる、訪問診

療や訪問歯科診療を実施

する医療機関等の情報を

収集・発信します。 

４ 

切れ目のない、在宅医

療・介護提供体制の構

築 

［高齢介護課］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び多職種

との連携に加え、地域包括ケア推進会議の

一つである在宅医療介護連携推進部会の

開催を通して、切れ目のない医療介護提供

体制の構築に向けた取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対する支援体制の構築
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地域包括ケア推進会議で

共有する課題等を解決す

るために、在宅医療介護

連携推進部会で必要な取

組案を検討します。 

５ 

在宅療養生活を支える

ための多職種情報共有

体制の構築 

［高齢介護課］ 

在宅で療養する高齢者の情報を多職種間

で円滑に共有できるよう、ＩＣＴネットワーク

の運用方法について検討を行います。 

また、災害時や感染症の拡大等の緊急時、

事業所間の連絡・応援体制の構築等、切れ

目ないサービスの提供体制の構築に向け

た検討を行います。 

これまでに構築したネッ

トワークの有用性を評価

し、必要に応じて運用等

の見直しを行います。 

大規模災害等、有事の際

に ICTを活用した事業所

間連絡・応援態勢の構築

について検討します。 

６ 

地域における多職種連

携研修会の開催 

［高齢介護課］ 

専門職に対して、在宅療養に必要な専門知

識の習得を目的とした研修会を開催しま

す。また、研修会の参加を通して、現場で相

談し合える関係を構築します。 

市内の医師、歯科医師等

が有する専門知識を多職

種間で共有し、実務に活
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在宅看取りを進めていく
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療や訪問歯科診療を実施
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療・介護提供体制の構

築 

［高齢介護課］ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会及び多職種
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開催を通して、切れ目のない医療介護提供

体制の構築に向けた取組内容を検討しま

す。 

また、在宅認知症に対する支援体制の構築

も検討します。 

地域包括ケア推進会議で

共有する課題等を解決す

るために、在宅医療介護

連携推進部会で必要な取

組案を検討します。 
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在宅療養生活を支える

ための多職種情報共有

体制の構築 

［高齢介護課］ 

在宅で療養する高齢者の情報を多職種間

で円滑に共有できるよう、ＩＣＴネットワーク

の運用方法について検討を行います。 

また、災害時や感染症の拡大等の緊急時、

事業所間の連絡・応援体制の構築等、切れ

目ないサービスの提供体制の構築に向け

た検討を行います。 
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かせる研修会を開催しま

す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

７ 

在宅療養・終末期・看取

りについての市民に対

する普及啓発 

［高齢介護課］ 

住み慣れた地域で人生の最期を過ごすた

めに、市民一人ひとりが、「本人の選択及び

家族等の心構え」についての重要性を理解

することが重要であることから、アドバン

ス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）についての

講演会の開催や、各種広報媒体を活用し、

市民への普及啓発を行います。 

【在宅介護実態調査】 

「人生の最終段階におけ

るケア方針について親し

い人と話し合ったことが

ある高齢者の割合（％）」 

令和５年度：５０％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

45.3％ 

 

 

（３）認知症施策の推進 

【施策の方向】 

⚫ 認知症検診推進事業の実施による早期診断、早期対応から、認知症初期集中支援チームによる早

期支援、認知症地域支援推進員の活用による認知症本人や家族に対する支援、「通いの場」の拡

充等、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、総合的な認知症施策を推進

します。 

⚫ 小中学生に対する認知症サポーター養成講座の実施、地域住民に対する認知症についての理解

促進及びチームオレンジの設置に向けた検討等、地域づくりや他の分野の関連施策との連携等を

通じて、引き続き認知症との「共生」を重視しつつ、「予防」の取組も一層強化し、車の両輪として

取組を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

８ 

認知症サポーター養成

講座及びステップアッ

プ講座の実施とチーム

オレンジの設置の検討 

［高齢介護課］ 

認知症に関する正しい知識と理解をもっ

て、地域や職域で認知症の人や家族を手助

けする認知症サポーターを養成します。ま

た、より実際の活動をつなげるための講座

（ステップアップ講座）を実施し、チームオレ

ンジ設置に向けた検討を行います。 

【認知症サポーター養成

者数】 

３か年で延６００人の認知

症サポーターを養成しま

す。また、チームオレンジ

についての情報収集及び

設置に向けた検討を行い

ます。 

９ 

高齢者が身近に通える

場の拡充・創設 

［高齢介護課］ 

通いの場等に対して、各高齢者ほっと支援

センターに配置した認知症地域支援推進員

を中心に、認知症予防に根拠のある取組等

についての情報提供等、活動の拡充や創設

に向けた支援を行います。 

通いの場等の主催者や参

加者に対する認知症予防

にエビデンスのある情報

の提供や認知症地域支援

推進員等専門職の派遣等

を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１０ 

専門職向けの研修の実

施 

［高齢介護課］ 

認知症の人の意思が尊重され、それぞれの

状況に応じて適切な介護サービスを利用

することができるよう、介護従事者の認知

症対応力の向上に資する研修等を開催し

ます。 

研修の開催を通して、認

知症の人の意思を尊重し

た適切なケアを行うこと

ができるよう、介護従事

者のケアの質の向上を目

指します。 

１１ 

認知症検診推進事業の

実施や認知症初期集中

支援チームの活用等に

よる認知症の早期発

見・早期対応 

［高齢介護課］ 

認知症検診の実施により、認知症の早期発

見・早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその家族に対し、かか

りつけ医や、認知症疾患医療センター、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援

推進員や医療・介護事業所等が連携して支

援を行います。 

さらに、65歳未満で認知症を発症した「若

年性認知症」の方を早期に支援に結び付け

るため、相談窓口の充実を図ります。 

認知症検診推進事業及び

認知症初期集中支援チー

ムの評価を行い、より効

果的な実施方法を検討し

ます。 

1２ 

市民参加型の認知症に

なっても住みやすいま

ちづくり 

［高齢介護課］ 

認知症サポーター養成講座に加え、認知症

の理解促進に関する市民向け講演会の開

催等、認知症についての普及啓発活動を通

じ、地域の見守り体制を構築します。 

また、身元不明者に対する対応について、

速やかに身元が分かるような仕組みを構

築します。 

【認知症についての相談窓

口を知っている人の割合】 

令和 5年度：３３％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

27.2％ 

チームオレンジについて

の情報収集及び設置に向

けた検討を行います。（再

掲） 

既存の地域の見守り体制

等（制度）と認知症サポー

ター等の連携により、認

知症の人への見守り体制

を強化します。 

身元不明者の対応につい

て、速やかに身元が分か

るよう、市民に広く協力

を依頼できる方法と仕組

みを構築します。 

認知症になっても生きが

いをもって暮らし続ける

ことができるよう、農福

連携事業についての情報

収集と検討を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１０ 

専門職向けの研修の実

施 

［高齢介護課］ 

認知症の人の意思が尊重され、それぞれの

状況に応じて適切な介護サービスを利用

することができるよう、介護従事者の認知

症対応力の向上に資する研修等を開催し

ます。 

研修の開催を通して、認

知症の人の意思を尊重し

た適切なケアを行うこと

ができるよう、介護従事

者のケアの質の向上を目

指します。 

１１ 

認知症検診推進事業の

実施や認知症初期集中

支援チームの活用等に

よる認知症の早期発

見・早期対応 

［高齢介護課］ 

認知症検診の実施により、認知症の早期発

見・早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその家族に対し、かか

りつけ医や、認知症疾患医療センター、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援

推進員や医療・介護事業所等が連携して支

援を行います。 

さらに、65歳未満で認知症を発症した「若

年性認知症」の方を早期に支援に結び付け

るため、相談窓口の充実を図ります。 

認知症検診推進事業及び

認知症初期集中支援チー

ムの評価を行い、より効

果的な実施方法を検討し

ます。 

1２ 

市民参加型の認知症に

なっても住みやすいま

ちづくり 

［高齢介護課］ 

認知症サポーター養成講座に加え、認知症

の理解促進に関する市民向け講演会の開

催等、認知症についての普及啓発活動を通

じ、地域の見守り体制を構築します。 

また、身元不明者に対する対応について、

速やかに身元が分かるような仕組みを構

築します。 

【認知症についての相談窓

口を知っている人の割合】 

令和 5年度：３３％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

27.2％ 

チームオレンジについて

の情報収集及び設置に向

けた検討を行います。（再

掲） 

既存の地域の見守り体制

等（制度）と認知症サポー

ター等の連携により、認

知症の人への見守り体制

を強化します。 

身元不明者の対応につい

て、速やかに身元が分か

るよう、市民に広く協力

を依頼できる方法と仕組

みを構築します。 

認知症になっても生きが

いをもって暮らし続ける

ことができるよう、農福

連携事業についての情報

収集と検討を行います。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１０ 

専門職向けの研修の実

施 

［高齢介護課］ 

認知症の人の意思が尊重され、それぞれの

状況に応じて適切な介護サービスを利用

することができるよう、介護従事者の認知

症対応力の向上に資する研修等を開催し

ます。 

研修の開催を通して、認

知症の人の意思を尊重し

た適切なケアを行うこと

ができるよう、介護従事

者のケアの質の向上を目

指します。 

１１ 

認知症検診推進事業の

実施や認知症初期集中

支援チームの活用等に

よる認知症の早期発

見・早期対応 

［高齢介護課］ 

認知症検診の実施により、認知症の早期発

見・早期診断につなげます。 

また、認知症の人やその家族に対し、かか

りつけ医や、認知症疾患医療センター、認

知症初期集中支援チーム、認知症地域支援

推進員や医療・介護事業所等が連携して支

援を行います。 

さらに、65歳未満で認知症を発症した「若

年性認知症」の方を早期に支援に結び付け

るため、相談窓口の充実を図ります。 

認知症検診推進事業及び

認知症初期集中支援チー

ムの評価を行い、より効

果的な実施方法を検討し

ます。 

1２ 

市民参加型の認知症に

なっても住みやすいま

ちづくり 

［高齢介護課］ 

認知症サポーター養成講座に加え、認知症

の理解促進に関する市民向け講演会の開

催等、認知症についての普及啓発活動を通

じ、地域の見守り体制を構築します。 

また、身元不明者に対する対応について、

速やかに身元が分かるような仕組みを構

築します。 

【認知症についての相談窓

口を知っている人の割合】 

令和 5年度：３３％ 

（参考 ）平成３１年度 ：

27.2％ 

チームオレンジについて

の情報収集及び設置に向

けた検討を行います。（再

掲） 

既存の地域の見守り体制

等（制度）と認知症サポー

ター等の連携により、認

知症の人への見守り体制

を強化します。 

身元不明者の対応につい

て、速やかに身元が分か

るよう、市民に広く協力

を依頼できる方法と仕組

みを構築します。 

認知症になっても生きが

いをもって暮らし続ける

ことができるよう、農福

連携事業についての情報

収集と検討を行います。 
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（４）地域ケア会議の推進 

【施策の方向】 

⚫ 包括的・継続的ケアマネジメントを効果的に実施するために、多職種間の連携を構築するための

手法として、各高齢者ほっと支援センター（いもくぼ・きよはら・なんがい）で地域ケア会議を開催

します。 

⚫ 緊急性の高いケースや困難ケース、自立支援・重度化防止・介護予防の事例等を取り上げ、多職種

が連携して課題の具体的な対応策を検討する「小地域ケア会議」の開催と各種研修の開催を通じ

て、高齢者ほっと支援センター職員及びケアマネジャーのスキルアップを図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

１３ 

小地域ケア会議の開催 

［高齢介護課］ 

高齢者ほっと支援センター及び居宅介護

支援専門員、その他関係機関の担当者が、

困難事例等の個別ケースを対象に小地域

ケア会議を開催します。 

また、高齢者ほっと支援センター職員及び

居宅介護支援専門員等を対象とした研修

を実施し、担当者のスキルアップを図りま

す。 

地域課題の抽出及び定期

的な会議開催並びに解決

事例の共有化を図りま

す。 

1４ 

地区別地域ケア会議の

開催 

［高齢介護課］ 

緊急性の高いケースや、困難ケース、自立

支援・重度化防止・介護予防に関するケー

ス等のケアマネジメントを、多職種が連携

して実施し、課題の共有や、具体的な対応

策を検討します。 

定期的な会議を開催し、

地域課題を検討します。 

1５ 

地域ケア全体会の開催 

［高齢介護課］ 

地区別地域ケア会議で抽出した地域課題

から市全域に共通する課題を抽出し、その

課題をテーマにした地域ケア全体会を開催

します。 

会議での意見を集約し、

関係機関へ検討課題を提

案します。 

３か年で延３００人の参加

を目指します。 
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（５）生活支援体制整備の推進 

【施策の方向】 

⚫ ひとり暮らしの高齢者の増加を見据えつつ、生活支援体制整備事業の実施を通じて、地域での勉

強会や生活支援コーディネーター及び協議体を活用した地域課題の共有と解決策の検討、高齢者

の生活支援ニーズとサービスとの適切なマッチング、生活支援の担い手づくり等を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

1６ 

第２層協議体を活用し

た社会資源の発見と開

発 

［高齢介護課］ 

市内７圏域に設置した第２層協議体の活動

を通じて、地域の困りごとや、災害時の連

携体制等についての検討を行います。 

様々な世代が協力し合うことで、地域の中

で個人が孤立したり、負担が偏ったりしな

いよう、支援の仕組みを検討します。 

第２層協議体が地域の課

題を抽出し、課題解決に

向けた取組を進めます。 

1７ 

生活支援コーディネー

ターを活用した高齢者

のニーズ把握とサービ

スとのマッチングの推

進 

［高齢介護課］ 

市内全域を担当する第１層生活支援コーデ

ィネーターと市内３圏域に配置した第２層

生活支援コーディネーターを活用し、地域

における関係者と協力しながら、関係者間

のネットワーク化を図ります。 

また、生活支援コーディネーターを介して

地域で生活する高齢者のニーズとサービス

とのマッチングを行うほか、社会資源の把

握やサロン等の「通いの場」の創出を図り

ます。 

各地域のサロン活動等か

らの情報をもとに、活動

希望者と通いの場のマッ

チングを実施します。 

1８ 

生活支援体制の整備推

進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議の一つである生活

支援体制整備推進部会（第１層協議体）を

活用し、地域活動の活性化につながるよ

う、高齢者の社会参加の促進を支援しま

す。 

地域包括ケア推進会議で

共有する地域課題等を解

決するために、第１層協議

体で必要な取組案を検討

します。 

1９ 

通いの場及び社会資源

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

生活支援体制整備広報紙「てとてとて」の

定期発行の継続に加え、市民への認知度向

上のための取組を展開します。 

第２層協議体の活動内容についても、情報

の共有化を図ります。 

広報紙等の発行を通じて

情報発信と、新たな地域

資源の発掘を行います。 

年３回定期的に発行・配

布し、周知を図ります。 
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（５）生活支援体制整備の推進 

【施策の方向】 

⚫ ひとり暮らしの高齢者の増加を見据えつつ、生活支援体制整備事業の実施を通じて、地域での勉

強会や生活支援コーディネーター及び協議体を活用した地域課題の共有と解決策の検討、高齢者

の生活支援ニーズとサービスとの適切なマッチング、生活支援の担い手づくり等を進めます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

1６ 

第２層協議体を活用し

た社会資源の発見と開

発 

［高齢介護課］ 

市内７圏域に設置した第２層協議体の活動

を通じて、地域の困りごとや、災害時の連

携体制等についての検討を行います。 

様々な世代が協力し合うことで、地域の中

で個人が孤立したり、負担が偏ったりしな

いよう、支援の仕組みを検討します。 

第２層協議体が地域の課

題を抽出し、課題解決に

向けた取組を進めます。 

1７ 

生活支援コーディネー

ターを活用した高齢者

のニーズ把握とサービ

スとのマッチングの推

進 

［高齢介護課］ 

市内全域を担当する第１層生活支援コーデ

ィネーターと市内３圏域に配置した第２層

生活支援コーディネーターを活用し、地域

における関係者と協力しながら、関係者間

のネットワーク化を図ります。 

また、生活支援コーディネーターを介して

地域で生活する高齢者のニーズとサービス

とのマッチングを行うほか、社会資源の把

握やサロン等の「通いの場」の創出を図り

ます。 

各地域のサロン活動等か

らの情報をもとに、活動

希望者と通いの場のマッ

チングを実施します。 

1８ 

生活支援体制の整備推

進 

［高齢介護課］ 

地域包括ケア推進会議の一つである生活

支援体制整備推進部会（第１層協議体）を

活用し、地域活動の活性化につながるよ

う、高齢者の社会参加の促進を支援しま

す。 

地域包括ケア推進会議で

共有する地域課題等を解

決するために、第１層協議

体で必要な取組案を検討

します。 

1９ 

通いの場及び社会資源

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

生活支援体制整備広報紙「てとてとて」の

定期発行の継続に加え、市民への認知度向

上のための取組を展開します。 

第２層協議体の活動内容についても、情報

の共有化を図ります。 

広報紙等の発行を通じて

情報発信と、新たな地域

資源の発掘を行います。 

年３回定期的に発行・配

布し、周知を図ります。 
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（５）生活支援体制整備の推進 

【施策の方向】 

⚫ ひとり暮らしの高齢者の増加を見据えつつ、生活支援体制整備事業の実施を通じて、地域での勉

強会や生活支援コーディネーター及び協議体を活用した地域課題の共有と解決策の検討、高齢者
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1６ 

第２層協議体を活用し

た社会資源の発見と開

発 

［高齢介護課］ 

市内７圏域に設置した第２層協議体の活動

を通じて、地域の困りごとや、災害時の連

携体制等についての検討を行います。 

様々な世代が協力し合うことで、地域の中

で個人が孤立したり、負担が偏ったりしな
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す。 

地域包括ケア推進会議で

共有する地域課題等を解

決するために、第１層協議

体で必要な取組案を検討

します。 

1９ 

通いの場及び社会資源

についての市民に対す

る普及啓発 

［高齢介護課］ 

生活支援体制整備広報紙「てとてとて」の

定期発行の継続に加え、市民への認知度向

上のための取組を展開します。 

第２層協議体の活動内容についても、情報

の共有化を図ります。 
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２ 包括的な相談・支援体制の充実 

当市では、３つの日常生活圏域（いもくぼ・きよはら・なんがい）にそれぞれ、高齢者ほっと支援センタ

ー(地域包括支援センター）を設置しており、在宅の高齢者及びその家族等のさまざまな相談に応じて

います。 

また、高齢者の見守り支援を専門とした相談窓口として「高齢者見守りぼっくす」を設置し、地域での

見守りを必要とする高齢者に対して、民生委員、自治会、関係機関と連携してネットワークを構築し、地

域で安心して生活できるよう支援しています。 

今後は、複雑化、複合化する高齢者の生活課題に対応するため、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よる相談支援体制の強化を図るとともに、様々な相談を受け止める「包括的な相談

支援」、地域社会への多様な「参加支援」、そして、市民の積極的な交流や参加の促進、地域での居場所

づくりなど「地域づくりに向けた支援」を一体化した、包括的な支援体制の充実を図ります。 

 

（１）高齢者ほっと支援センターの機能強化 

【施策の方向】 

⚫ 地域包括ケアシステムにおける中核機能として、高齢者の相談窓口、地域ネットワークの構築、ケ

アマネジャー支援等、各機能の充実に向けた人員体制の適切な配置や専門性の向上、各センター

間の連携強化等を図るほか、医療や住まいなどの様々な社会資源を活かした取組を進めます。 

⚫ 高齢者ほっと支援センターに配置した認知症地域支援推進員や第２層生活支援コーディネーター

を活用しつつ、認知症本人や家族に対する支援や高齢者の生活支援の強化を図ります。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「包

括的な相談支援」等の実現を目指します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

２０ 

高齢者ほっと支援セン

ターの体制強化 

［高齢介護課］ 

担当高齢者数の増加ととともに、複合的課

題を抱えた困難事例も増加していることを

踏まえ、１センター当たりの担当高齢者数

が６千人程度になるよう、高齢者ほっと支

援センターの増設に向けた準備を行いま

す。 

高齢者ほっと支援センタ

ーの増設に向けた、日常

生活圏域の見直しと、設

置に向けた諸準備を進め

ます。 

2１ 

重層的支援体制整備事

業との連携 

［高齢介護課］ 

重層的支援体制整備事業と連携した、包括

的な相談・支援体制の整備、高齢者ほっと

支援センターの機能強化を図ります。 

重層的支援体制整備事業

の包括的相談支援事業と

の連携を図ります。 
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（２）支え合う仕組みづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「高齢者見守りぼっくす」や「子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～」、社会福祉協議会が

実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、支え合う仕組みに基づく高齢者の見守りや相談支

援を推進します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「孤

立の防止」や「多世代の交流」等を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2２ 

高齢者見守りぼっくす

による相談・支援 

［高齢介護課］ 

高齢者見守りぼっくすの相談員が地域の

高齢者宅を戸別訪問し、地域での見守りを

必要とする高齢者に対し、関係機関と連携

しながら支援を行います。また、緊急時の

通報機器の設置相談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住民等からの相談に

応じ、必要な支援を行います。 

高齢者やその家族に対し

て個別訪問等を行うこと

により、高齢者見守りぼ

っくすの認知度の向上

と、地域での見守りを必

要とする高齢者及び緊急

時の通報機器設置世帯数

の増加に努めます。 

【緊急時の通報機器設置

世帯数】 

令和３年度：268世帯 

令和４年度：279世帯 

令和５年度：285世帯 

2３ 

子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和

～による見守り 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

社会福祉協議会がコーディネートし、地域

で活動する団体や事業所の方々が日常業

務の中でさりげなく見守りを行い、何らか

の異変に気づいた場合には、市（高齢介護

課・子ども家庭支援センター（子育て支援

課））・高齢者ほっと支援センター・高齢者見

守りぼっくすへの連絡により、緊急対応を

行います。 

協力機関の拡大を図るこ

とによる、更なる見守り

体制の充実を図ります。 

2４ 

見守り・声かけ活動 

［福祉推進課］ 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、

地域ごとにボランティア組織を設置し、地

域の見守りや声かけを行っている社会福

祉協議会を支援します。 

見守り・声かけを必要とし

ている潜在的な高齢者の

把握に努めます。 

 



48 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「高齢者見守りぼっくす」や「子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～」、社会福祉協議会が

実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、支え合う仕組みに基づく高齢者の見守りや相談支

援を推進します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「孤

立の防止」や「多世代の交流」等を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2２ 

高齢者見守りぼっくす

による相談・支援 

［高齢介護課］ 

高齢者見守りぼっくすの相談員が地域の

高齢者宅を戸別訪問し、地域での見守りを

必要とする高齢者に対し、関係機関と連携

しながら支援を行います。また、緊急時の

通報機器の設置相談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住民等からの相談に

応じ、必要な支援を行います。 

高齢者やその家族に対し

て個別訪問等を行うこと

により、高齢者見守りぼ

っくすの認知度の向上

と、地域での見守りを必

要とする高齢者及び緊急

時の通報機器設置世帯数

の増加に努めます。 

【緊急時の通報機器設置

世帯数】 

令和３年度：268世帯 

令和４年度：279世帯 

令和５年度：285世帯 

2３ 

子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和

～による見守り 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

社会福祉協議会がコーディネートし、地域

で活動する団体や事業所の方々が日常業

務の中でさりげなく見守りを行い、何らか

の異変に気づいた場合には、市（高齢介護

課・子ども家庭支援センター（子育て支援

課））・高齢者ほっと支援センター・高齢者見

守りぼっくすへの連絡により、緊急対応を

行います。 

協力機関の拡大を図るこ

とによる、更なる見守り

体制の充実を図ります。 

2４ 

見守り・声かけ活動 

［福祉推進課］ 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、

地域ごとにボランティア組織を設置し、地

域の見守りや声かけを行っている社会福

祉協議会を支援します。 

見守り・声かけを必要とし

ている潜在的な高齢者の

把握に努めます。 

 

48 

（２）支え合う仕組みづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「高齢者見守りぼっくす」や「子ども・高齢者見守りネットワーク～大きな和～」、社会福祉協議会が

実施するふれあいのまちづくり事業を通じて、支え合う仕組みに基づく高齢者の見守りや相談支

援を推進します。 

⚫ 重層的支援体制整備事業の実施に向けた検討の状況を踏まえつつ、それらの事業と連携し、「孤

立の防止」や「多世代の交流」等を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2２ 

高齢者見守りぼっくす

による相談・支援 

［高齢介護課］ 

高齢者見守りぼっくすの相談員が地域の

高齢者宅を戸別訪問し、地域での見守りを

必要とする高齢者に対し、関係機関と連携

しながら支援を行います。また、緊急時の

通報機器の設置相談に応じるとともに、高

齢者やその家族、地域住民等からの相談に

応じ、必要な支援を行います。 

高齢者やその家族に対し

て個別訪問等を行うこと

により、高齢者見守りぼ

っくすの認知度の向上

と、地域での見守りを必

要とする高齢者及び緊急

時の通報機器設置世帯数

の増加に努めます。 

【緊急時の通報機器設置

世帯数】 

令和３年度：268世帯 

令和４年度：279世帯 

令和５年度：285世帯 

2３ 

子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和

～による見守り 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

社会福祉協議会がコーディネートし、地域

で活動する団体や事業所の方々が日常業

務の中でさりげなく見守りを行い、何らか

の異変に気づいた場合には、市（高齢介護

課・子ども家庭支援センター（子育て支援

課））・高齢者ほっと支援センター・高齢者見

守りぼっくすへの連絡により、緊急対応を

行います。 

協力機関の拡大を図るこ

とによる、更なる見守り

体制の充実を図ります。 

2４ 

見守り・声かけ活動 

［福祉推進課］ 

高齢者が地域で安心して暮らせるように、

地域ごとにボランティア組織を設置し、地

域の見守りや声かけを行っている社会福

祉協議会を支援します。 
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（３）介護者への支援 

【施策の方向】 

⚫ 家族介護者の会への支援の継続とともに、介護者に対するこころの相談や介護者同士の交流の

場を提供する「ケアラー支援事業」を実施します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2５ 

家族介護者の会への支

援 

［高齢介護課］ 

市内にある家族介護者の会が継続して活動

できるように市報掲載や施設の利用に関して

支援します。 

活動で使用する会場の

確保や広報等について

支援します。 

2６ 

ケアラー支援事業 

［高齢介護課］ 

介護者がそれぞれの不安や悩みを話し合うと

ともに、認知症・介護に関する理解を深めら

れるよう支援します。 

より多くの介護者等に

参加してもらえるよう

広報等の充実を図ると

ともに、民間事業者と

の連携を生かす等によ

り事業内容を充実させ

ます。 
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３ 健康づくり・介護予防の推進 

人生１００年時代をいきいきと暮らしていくためには、高齢者が積極的に社会参加し、日常的な健康

づくりや介護予防に取り組むことが欠かせず、当市が目指す「健幸都市」は、市民一人ひとりの健康づく

りと社会的な支え合いが結びついて、はじめて実現するものです。 

今後も、ボランティア活動やスポーツ活動、趣味や学習の活動、老人クラブ活動をはじめ、各種の社会

活動への積極的な参加とともに、年齢を問わず働き続ける高齢者も近年増加していることから、就労や

就労的活動の促進を通じて、高齢者の生きがいの獲得と健康寿命の延伸につなげていきます。 

また、介護が必要になるおそれのある高齢者に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業等を含め

た地域支援事業の着実な推進が求められます。機能回復訓練のような高齢者本人へのアプローチはも

とより、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを行い、地域で暮らし続けるための社会参加（地域

住民の主体的な取組）を軸として、健康づくりと介護予防を一体化し、すべての高齢者を視野に入れた

取組を推進します。 

 

（１）健康づくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」に基づき、健康づくりに自ら取り組

むことのできる環境を整備するとともに、地域の自主的な健康づくり活動や取組への支援を継続

します。 

⚫ 健康寿命の延伸を目的として産官学民連携、リビングラボの手法を取り入れ、持続的なライフス

タイルや行動の変容につながる健康への取組を推進します。 

⚫ 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に基

づき、高齢者の保健事業と介護予防を一体化した事業を実施し、多様な課題を抱える高齢者や、

閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握するとともに、フレイル（虚弱）のおそれのある

高齢者全体を疾病予防・重症化予防及び生活機能改善の視点から支援を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2７ 

各健（検）診 

［健康課］ 

「健康増進法」に基づく各健（検）診を実施

します。 

２つの健（検）診を組み合

わせて行うことにより、利

便性を図り健（検）診受診

率を増やします。 

2８ 

健康ウォーキング事業 

［健康課・社会教育課］ 

市民の健康増進・スポーツ習慣定着を目的

に、ウォーキングマップの活用等の情報提

供を行います。 

東大和市体育協会が主催する「歩こう会」

について、参加する高齢者の健康増進が図

れるよう、引き続き、運営支援等を行いま

す。 

ツールの活用や事業への

参加により日常的に運動

している人を増やします。

東大和市体育協会と連携

した「歩こう会」の運営支

援等を行います。 
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３ 健康づくり・介護予防の推進 

人生１００年時代をいきいきと暮らしていくためには、高齢者が積極的に社会参加し、日常的な健康

づくりや介護予防に取り組むことが欠かせず、当市が目指す「健幸都市」は、市民一人ひとりの健康づく

りと社会的な支え合いが結びついて、はじめて実現するものです。 

今後も、ボランティア活動やスポーツ活動、趣味や学習の活動、老人クラブ活動をはじめ、各種の社会

活動への積極的な参加とともに、年齢を問わず働き続ける高齢者も近年増加していることから、就労や

就労的活動の促進を通じて、高齢者の生きがいの獲得と健康寿命の延伸につなげていきます。 

また、介護が必要になるおそれのある高齢者に対しては、介護予防・日常生活支援総合事業等を含め

た地域支援事業の着実な推進が求められます。機能回復訓練のような高齢者本人へのアプローチはも

とより、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチを行い、地域で暮らし続けるための社会参加（地域

住民の主体的な取組）を軸として、健康づくりと介護予防を一体化し、すべての高齢者を視野に入れた

取組を推進します。 

 

（１）健康づくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 「健幸都市の実現に向けた東大和市健康寿命延伸取組方針」に基づき、健康づくりに自ら取り組

むことのできる環境を整備するとともに、地域の自主的な健康づくり活動や取組への支援を継続

します。 

⚫ 健康寿命の延伸を目的として産官学民連携、リビングラボの手法を取り入れ、持続的なライフス

タイルや行動の変容につながる健康への取組を推進します。 

⚫ 「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」に基

づき、高齢者の保健事業と介護予防を一体化した事業を実施し、多様な課題を抱える高齢者や、

閉じこもりがちで健康状態の不明な高齢者を把握するとともに、フレイル（虚弱）のおそれのある

高齢者全体を疾病予防・重症化予防及び生活機能改善の視点から支援を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

2９ 

健康啓発教育事業 

［健康課］ 

市報や市公式ホームページなどを活用し、

健（検）診や健康教室についての啓発周知

を行います。 

健康づくりカレンダー等

を通じた健（検）診の申込

み日程や実施期間の周

知、事業の紹介等を行い

ます。 

３０ 

健康相談事業 

［健康課］ 

専門医による心の健康相談（予約制）を実

施し、心の健康についての市民の相談を受

けるほか、電話・窓口で保健師や看護師が

心の健康についての相談に対応します。 

専門医や保健師・看護師

による対応の継続を図り

ます。 

3１ 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺

疾患）の対策 

［健康課・保険年金課］ 

たばこの健康への影響を理解し、発症予

防、早期発見、早期治療により重症化を防

止するため、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）

についての認知度を高めるための情報提

供を行います。 

医療機関等と連携を図

り、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性

肺疾患）の認知度向上を

目指します。 

国民健康保険加入者のうち、特定健康診査

の問診やレセプトデータの分析等から抽出

された喫煙者に向けて、禁煙を促すととも

に、禁煙外来の受診を勧奨します。 

禁煙外来受診者２０人を

目指します。 

3２ 

歯と口腔の健康に関す

る講演会 

［健康課］ 

歯と口腔の健康が、全身の健康に深く影響

すること等の正しい知識の普及を図りま

す。 

オーラルフレイルなど、歯

と口腔の健康が全身の健

康と関連すること等正し

い知識の普及を図りま

す。 

3３ 

成人歯科健康診査事業 

［健康課］ 

原則としてかかりつけ医をもたない人を対

象に、検診を実施し、定期的な歯のチェック

と歯周疾患の早期発見・治療を推進しま

す。 

対象の拡充による受診者

を増やし、かかりつけ歯

科医の定着を進めます。 

３４ 

後期高齢者医療歯科健

康診査 

［保険年金課］ 

一定期間、歯科受診をされていない人を対

象に、歯科検診を実施することで、歯周疾

患を早期に発見し、早期治療につなげま

す。 

歯科口腔の重要性を啓発

し、かかりつけ歯科医の

定着を進めます。 

3５ 

歯科医療連携推進事業 

［健康課］ 

在宅歯科医療を充実させるため、関係機関

の協力を得て、通院のできない高齢者、障

害者等が身近な地域で必要な歯科医療が

受けられるよう、関係機関の連携を推進し

ます。 

様々な機会を活用した事

業の周知と、訪問歯科診

療の充実を図ります。 

3６ 

こころの健康づくり講

演会 

［健康課］ 

こころの健康づくりや自殺防止についての

講演会を開催し、普及啓発を行います。 

不安やストレスがあると

きの対処方法を知ってい

る人の割合の向上を目指

します。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

3７ 

運動器症候群（ロコモテ

ィブシンドローム）の周

知 

［健康課］ 

運動器の障害のために自立度が低下し、介

護が必要となる可能性が高い状態である

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防に効果的な運動などの情報提供を

行います。 

高齢者の筋力低下や骨粗

鬆症の予防についての健

康教育を実施します。 

3８ 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施 

［高齢介護課・健康課・

保険年金課］ 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細かな支援を実施するため、後期高齢者医

療保険の保健事業と介護保険の介護予防

に関する事業を一体的に実施します。 

関係各課との連携を深

め、事業を早期に開始す

るよう準備します。 

３９ 

新たな健康への取組 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が、元気で活動的な生活を送り、生きがいを持ち、地域社会の担い手としての役割を発揮

するための仕組みづくりに取り組むとともに、ボランティアやＮＰＯなどの地域活動団体と連携し

て、活動の場を拡充し、地域活動、生涯学習・生涯スポーツ活動など多様な場への高齢者の社会

参加を促進します。 

⚫ 介護支援いきいき活動事業の利用促進を図りながら元気な高齢者の社会参加意欲を活かす取組

を進めるとともに、社会参加から就労的活動につなげるための施策を関係機関と連携しながら検

討します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

40 

シルバー人材センター

への支援 

［福祉推進課］ 

高齢者が社会参加と自らの経験や能力を

生かすことができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営への支援を継続します。 

民間の仕事の受注拡大を

図ります。 

４１ 

学習機会の保障 

［社会教育課］ 

市内の有能な人材をボランティアとして活

用する人材バンク事業を、また、市民団体

等が自主的に行う学習会に市職員を講師

として派遣する「多摩湖塾」を実施し、高齢

者の自発的な学習活動を支援します。 

事業のＰＲの強化を図り

ます。 



52 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

3７ 

運動器症候群（ロコモテ

ィブシンドローム）の周

知 

［健康課］ 

運動器の障害のために自立度が低下し、介

護が必要となる可能性が高い状態である

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防に効果的な運動などの情報提供を

行います。 

高齢者の筋力低下や骨粗

鬆症の予防についての健

康教育を実施します。 

3８ 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施 

［高齢介護課・健康課・

保険年金課］ 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細かな支援を実施するため、後期高齢者医

療保険の保健事業と介護保険の介護予防

に関する事業を一体的に実施します。 

関係各課との連携を深

め、事業を早期に開始す

るよう準備します。 

３９ 

新たな健康への取組 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が、元気で活動的な生活を送り、生きがいを持ち、地域社会の担い手としての役割を発揮

するための仕組みづくりに取り組むとともに、ボランティアやＮＰＯなどの地域活動団体と連携し

て、活動の場を拡充し、地域活動、生涯学習・生涯スポーツ活動など多様な場への高齢者の社会

参加を促進します。 

⚫ 介護支援いきいき活動事業の利用促進を図りながら元気な高齢者の社会参加意欲を活かす取組

を進めるとともに、社会参加から就労的活動につなげるための施策を関係機関と連携しながら検

討します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

40 

シルバー人材センター

への支援 

［福祉推進課］ 

高齢者が社会参加と自らの経験や能力を

生かすことができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営への支援を継続します。 

民間の仕事の受注拡大を

図ります。 

４１ 

学習機会の保障 

［社会教育課］ 

市内の有能な人材をボランティアとして活

用する人材バンク事業を、また、市民団体

等が自主的に行う学習会に市職員を講師

として派遣する「多摩湖塾」を実施し、高齢

者の自発的な学習活動を支援します。 

事業のＰＲの強化を図り

ます。 

52 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

3７ 

運動器症候群（ロコモテ

ィブシンドローム）の周

知 

［健康課］ 

運動器の障害のために自立度が低下し、介

護が必要となる可能性が高い状態である

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）

の予防に効果的な運動などの情報提供を

行います。 

高齢者の筋力低下や骨粗

鬆症の予防についての健

康教育を実施します。 

3８ 

高齢者の保健事業と介

護予防の一体的な実施 

［高齢介護課・健康課・

保険年金課］ 

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ

細かな支援を実施するため、後期高齢者医

療保険の保健事業と介護保険の介護予防

に関する事業を一体的に実施します。 

関係各課との連携を深

め、事業を早期に開始す

るよう準備します。 

３９ 

新たな健康への取組 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 

 

（２）社会参加・生きがいづくりの推進 

【施策の方向】 

⚫ 高齢者が、元気で活動的な生活を送り、生きがいを持ち、地域社会の担い手としての役割を発揮

するための仕組みづくりに取り組むとともに、ボランティアやＮＰＯなどの地域活動団体と連携し

て、活動の場を拡充し、地域活動、生涯学習・生涯スポーツ活動など多様な場への高齢者の社会

参加を促進します。 

⚫ 介護支援いきいき活動事業の利用促進を図りながら元気な高齢者の社会参加意欲を活かす取組

を進めるとともに、社会参加から就労的活動につなげるための施策を関係機関と連携しながら検

討します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

40 

シルバー人材センター

への支援 

［福祉推進課］ 

高齢者が社会参加と自らの経験や能力を

生かすことができるよう、シルバー人材セ

ンターの運営への支援を継続します。 

民間の仕事の受注拡大を

図ります。 

４１ 

学習機会の保障 

［社会教育課］ 

市内の有能な人材をボランティアとして活

用する人材バンク事業を、また、市民団体

等が自主的に行う学習会に市職員を講師

として派遣する「多摩湖塾」を実施し、高齢

者の自発的な学習活動を支援します。 

事業のＰＲの強化を図り

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

４２ 

スポーツ・レクリエーシ

ョン情報の提供 

［社会教育課］ 

健康増進を目的に、東大和市体育協会が主

催する「スポーツ・レクリエーション・フェス

ティバル」について、引き続き、運営支援等

を行うとともに、高齢者に適したスポーツ・

レクリエーション活動を支援します。 

「学びあいガイド」の配布

の継続と情報提供の充実

を図ります。 

4３ 

老人クラブの活動支援 

［高齢介護課］ 

シニアクラブ連合会及び単位老人クラブに

対し、社会活動の促進を目的とした市補助

金を交付します。また、運営に対する総合

相談に随時対応し、必要な助言等を行いま

す。 

老人クラブの活性化につ

ながる事業に対する支援

の実施を図ります。 

4４ 

介護支援いきいき活動

事業 

［高齢介護課］ 

６５歳以上の高齢者が、介護保険施設等で

のボランティア活動を通して、社会参加の

意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で

延３４５人の登録活動者

数を目指します。 

 

（３）介護予防・重度化防止の推進 

【施策の方向】 

⚫ 健康づくりの一環として、意識して介護予防に取り組めるよう、「東大和元気ゆうゆう体操」をは

じめとした介護予防の普及啓発をさらに充実させます。 

⚫ 介護度の重度化防止に向けて、要介護者等に対するリハビリテーション提供体制の充実を図りま

す。 

⚫ 介護予防リーダー及び体操普及推進員、生活支援コーディネーター等の人材を有効活用しながら、

高齢者の主体的な健康づくり・介護予防活動の継続を図ります。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4５ 

介護予防普及啓発事業 

［高齢介護課］ 

要支援・要介護認定を受けていない６５歳

以上の方を対象に、楽しみマッスル教室、

いきいき運動プラス等の介護予防に必要

な知識・技術を提供する介護予防教室を開

催します。 

教室の開催を通して、介護予防に必要な知

識・技術に加えて、介護予防の重要性や、継

続して取り組むことの必要性について普及

啓発を行います。 

教室を修了した者に対す

る介護予防活動の継続促

進策について検討しま

す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4６ 

東大和元気ゆうゆうポ

イント事業 

［高齢介護課］ 

おおむね 65歳以上の高齢者が、東大和元

気ゆうゆう体操や市内のサロン等の活動に

参加することに対して、ポイントを付与し、

貯まったポイントを景品に交換できること

により、活動参加へのインセンティブを高

め、高齢者の健康寿命延伸や介護予防を図

ります。 

景品交換方法の変更等に

よる利便の向上を図りま

す。 

4７ 

介護予防リーダー・東大

和元気ゆうゆう体操普

及推進員の養成 

［高齢介護課］ 

地域で介護予防に関する取組を実践する

ために必要な知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開する人材を育

成するため、介護予防リーダー養成講座を

開催します。また、東大和元気ゆうゆう体

操の動作を正しく身に付け、市内で積極的

に体操の普及活動を展開する人材を育成

するため、体操普及推進員養成講座を開催

します。 

養成講座の周知による参

加者の確保を図ります。 

4８ 

介護予防リーダー・体操

普及推進員へのフォロ

ーアップ 

［高齢介護課］ 

介護予防リーダー養成講座修了者、体操普

及推進員養成講座修了者を対象とした連

絡会を開催します。また、連絡会において、

活動に必要な知識・技術等を学習するため

の研修や、スキルアップのための講演会の

実施等、介護予防活動が継続できるよう支

援します。 

介護予防リーダー・体操

普及推進員への継続支援

を図ります。 

4９ 

介護予防把握事業 

［高齢介護課］ 

７５歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない方を対象に、基本チェックリストによ

る調査を実施し、生活機能の低下を確認し

た方に対して介護予防教室への案内等を

行います。また、基本チェックリスト未返送

者について、高齢者ほっと支援センター及

び高齢者見守りぼっくすを通じて状況確認

を行います。 

要介護状態になるリスク

の高い人を把握し、介護

予防の普及啓発を実施し

ます。 

５０ 

通いの場の創出 

［福祉推進課・高齢介護

課］ 

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」の推進、介護予防自

主グループ活動を支援します。また、生活

支援コーディネーターの活動を通して社会

資源の把握や「通いの場」の創出を図りま

す。 

地域資源の情報収集・情

報発信と通いの場の創出

を図ります。 

５１ 

新たな健康への取組

【再掲】 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4６ 

東大和元気ゆうゆうポ

イント事業 

［高齢介護課］ 

おおむね 65歳以上の高齢者が、東大和元

気ゆうゆう体操や市内のサロン等の活動に

参加することに対して、ポイントを付与し、

貯まったポイントを景品に交換できること

により、活動参加へのインセンティブを高

め、高齢者の健康寿命延伸や介護予防を図

ります。 

景品交換方法の変更等に

よる利便の向上を図りま

す。 

4７ 

介護予防リーダー・東大

和元気ゆうゆう体操普

及推進員の養成 

［高齢介護課］ 

地域で介護予防に関する取組を実践する

ために必要な知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開する人材を育

成するため、介護予防リーダー養成講座を

開催します。また、東大和元気ゆうゆう体

操の動作を正しく身に付け、市内で積極的

に体操の普及活動を展開する人材を育成

するため、体操普及推進員養成講座を開催

します。 

養成講座の周知による参

加者の確保を図ります。 

4８ 

介護予防リーダー・体操

普及推進員へのフォロ

ーアップ 

［高齢介護課］ 

介護予防リーダー養成講座修了者、体操普

及推進員養成講座修了者を対象とした連

絡会を開催します。また、連絡会において、

活動に必要な知識・技術等を学習するため

の研修や、スキルアップのための講演会の

実施等、介護予防活動が継続できるよう支

援します。 

介護予防リーダー・体操

普及推進員への継続支援

を図ります。 

4９ 

介護予防把握事業 

［高齢介護課］ 

７５歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない方を対象に、基本チェックリストによ

る調査を実施し、生活機能の低下を確認し

た方に対して介護予防教室への案内等を

行います。また、基本チェックリスト未返送

者について、高齢者ほっと支援センター及

び高齢者見守りぼっくすを通じて状況確認

を行います。 

要介護状態になるリスク

の高い人を把握し、介護

予防の普及啓発を実施し

ます。 

５０ 

通いの場の創出 

［福祉推進課・高齢介護

課］ 

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」の推進、介護予防自

主グループ活動を支援します。また、生活

支援コーディネーターの活動を通して社会

資源の把握や「通いの場」の創出を図りま

す。 

地域資源の情報収集・情

報発信と通いの場の創出

を図ります。 

５１ 

新たな健康への取組

【再掲】 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

4６ 

東大和元気ゆうゆうポ

イント事業 

［高齢介護課］ 

おおむね 65歳以上の高齢者が、東大和元

気ゆうゆう体操や市内のサロン等の活動に

参加することに対して、ポイントを付与し、

貯まったポイントを景品に交換できること

により、活動参加へのインセンティブを高

め、高齢者の健康寿命延伸や介護予防を図

ります。 

景品交換方法の変更等に

よる利便の向上を図りま

す。 

4７ 

介護予防リーダー・東大

和元気ゆうゆう体操普

及推進員の養成 

［高齢介護課］ 

地域で介護予防に関する取組を実践する

ために必要な知識を身に付け、市内での介

護予防活動を積極的に展開する人材を育

成するため、介護予防リーダー養成講座を

開催します。また、東大和元気ゆうゆう体

操の動作を正しく身に付け、市内で積極的

に体操の普及活動を展開する人材を育成

するため、体操普及推進員養成講座を開催

します。 

養成講座の周知による参

加者の確保を図ります。 

4８ 

介護予防リーダー・体操

普及推進員へのフォロ

ーアップ 

［高齢介護課］ 

介護予防リーダー養成講座修了者、体操普

及推進員養成講座修了者を対象とした連

絡会を開催します。また、連絡会において、

活動に必要な知識・技術等を学習するため

の研修や、スキルアップのための講演会の

実施等、介護予防活動が継続できるよう支

援します。 

介護予防リーダー・体操

普及推進員への継続支援

を図ります。 

4９ 

介護予防把握事業 

［高齢介護課］ 

７５歳以上で要支援・要介護認定を受けて

いない方を対象に、基本チェックリストによ

る調査を実施し、生活機能の低下を確認し

た方に対して介護予防教室への案内等を

行います。また、基本チェックリスト未返送

者について、高齢者ほっと支援センター及

び高齢者見守りぼっくすを通じて状況確認

を行います。 

要介護状態になるリスク

の高い人を把握し、介護

予防の普及啓発を実施し

ます。 

５０ 

通いの場の創出 

［福祉推進課・高齢介護

課］ 

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」の推進、介護予防自

主グループ活動を支援します。また、生活

支援コーディネーターの活動を通して社会

資源の把握や「通いの場」の創出を図りま

す。 

地域資源の情報収集・情

報発信と通いの場の創出

を図ります。 

５１ 

新たな健康への取組

【再掲】 

［健康課］ 

産官学民との連携により、リビングラボの

手法を取り入れ、持続的なライフスタイル

や行動の変容につながる健康への取組を

推進します。 

健康寿命の延伸を目指し

ます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

５２ 

一般介護予防事業と他

の地域支援事業に基づ

く事業等との連携 

［高齢介護課］ 

サロン活動や体操自主グループ活動、介護

予防教室等と、介護予防・自立支援のため

の地域ケア会議や生活支援体制整備事業

が連携を図ることで、一般介護予防事業の

充実を図ります。 

事業間の連携の推進を図

ります。 

5３ 

要介護者等に対するリ

ハビリテーションサービ

ス提供体制の充実 

［高齢介護課］ 

要介護（支援）者がリハビリテーションの必

要性に応じてリハビリテーションサービス

を利用できるよう、医療保険で実施する急

性期・回復期のリハビリテーションから、介

護保険で実施する生活期リハビリテーショ

ンへ、切れ目のないサービス提供体制の構

築に努めます。 

リハビリテーション指標

の向上を目指します。 

（８４ページ参照） 
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４ 介護保険サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、民間の多様なサービス事業者によって提供されていることから、利用者のニ

ーズに応え、介護保険制度を円滑に運営していくために、今後も事業者と連携して、サービス基盤の

確保や質的な維持・向上を図っていきます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

①介護予防・生活支援サービス事業 

【施策の方向】 

⚫ 要支援認定者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）等に、訪問による身体介護や生活援助とと

もに、通所による体操やレクリエーション等を提供します。需要に応じた多様なサービスの提供に努

めます。 

⚫ 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援（訪問型サービスＢ）、保健・医療

の専門職により提供される短期間で行われる支援（訪問型サービスＣ）、介護予防・生活支援サービ

スと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サービスＤ）、及び有償・無償のボ

ランティア等により提供される住民主体による支援（通所型サービスＢ）については、現在、当市で

は実施していないことから、他市の状況を踏まえて、当市における必要性についての検討を行いま

す。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス★ 介護ヘルパー資格者による身体介護、生活援助などの

訪問介護相当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（訪問型サービスＡ） 

介護ヘルパー資格者及び東大和市認定ヘルパーによる

生活援助（身体介護は含まない）などの緩和された基準

によるサービスです。 

通所型サービス 通所介護相当サービス★ 通所介護事業者の専門職（看護師等）による通所介護相

当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（通所型サービスＡ） 

専門職による体操やレクリエーションを提供（入浴サー

ビスは含まない）する、緩和された基準によるサービス

です。 

短期集中予防サービス 

（通所型サービスＣ） 

専門職により、運動機能向上を目的とした短期間（３か

月）の支援プログラムです。 

★は、令和２年度現在、当市で実施しているサービス 
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４ 介護保険サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、民間の多様なサービス事業者によって提供されていることから、利用者のニ

ーズに応え、介護保険制度を円滑に運営していくために、今後も事業者と連携して、サービス基盤の

確保や質的な維持・向上を図っていきます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

①介護予防・生活支援サービス事業 

【施策の方向】 

⚫ 要支援認定者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）等に、訪問による身体介護や生活援助とと

もに、通所による体操やレクリエーション等を提供します。需要に応じた多様なサービスの提供に努

めます。 

⚫ 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援（訪問型サービスＢ）、保健・医療

の専門職により提供される短期間で行われる支援（訪問型サービスＣ）、介護予防・生活支援サービ

スと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サービスＤ）、及び有償・無償のボ

ランティア等により提供される住民主体による支援（通所型サービスＢ）については、現在、当市で

は実施していないことから、他市の状況を踏まえて、当市における必要性についての検討を行いま

す。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス★ 介護ヘルパー資格者による身体介護、生活援助などの

訪問介護相当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（訪問型サービスＡ） 

介護ヘルパー資格者及び東大和市認定ヘルパーによる

生活援助（身体介護は含まない）などの緩和された基準

によるサービスです。 

通所型サービス 通所介護相当サービス★ 通所介護事業者の専門職（看護師等）による通所介護相

当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（通所型サービスＡ） 

専門職による体操やレクリエーションを提供（入浴サー

ビスは含まない）する、緩和された基準によるサービス

です。 

短期集中予防サービス 

（通所型サービスＣ） 

専門職により、運動機能向上を目的とした短期間（３か

月）の支援プログラムです。 

★は、令和２年度現在、当市で実施しているサービス 
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４ 介護保険サービスの充実・強化 

介護保険サービスは、民間の多様なサービス事業者によって提供されていることから、利用者のニ

ーズに応え、介護保険制度を円滑に運営していくために、今後も事業者と連携して、サービス基盤の

確保や質的な維持・向上を図っていきます。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

①介護予防・生活支援サービス事業 

【施策の方向】 

⚫ 要支援認定者や基本チェックリスト該当者（事業対象者）等に、訪問による身体介護や生活援助とと

もに、通所による体操やレクリエーション等を提供します。需要に応じた多様なサービスの提供に努

めます。 

⚫ 有償・無償のボランティア等により提供される住民主体による支援（訪問型サービスＢ）、保健・医療

の専門職により提供される短期間で行われる支援（訪問型サービスＣ）、介護予防・生活支援サービ

スと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援（訪問型サービスＤ）、及び有償・無償のボ

ランティア等により提供される住民主体による支援（通所型サービスＢ）については、現在、当市で

は実施していないことから、他市の状況を踏まえて、当市における必要性についての検討を行いま

す。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス★ 介護ヘルパー資格者による身体介護、生活援助などの

訪問介護相当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（訪問型サービスＡ） 

介護ヘルパー資格者及び東大和市認定ヘルパーによる

生活援助（身体介護は含まない）などの緩和された基準

によるサービスです。 

通所型サービス 通所介護相当サービス★ 通所介護事業者の専門職（看護師等）による通所介護相

当サービスです。 

緩和型サービス★ 

（通所型サービスＡ） 

専門職による体操やレクリエーションを提供（入浴サー

ビスは含まない）する、緩和された基準によるサービス

です。 

短期集中予防サービス 

（通所型サービスＣ） 

専門職により、運動機能向上を目的とした短期間（３か

月）の支援プログラムです。 

★は、令和２年度現在、当市で実施しているサービス 
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②一般介護予防事業 

【施策の方向】 

⚫ すべての第１号被保険者（６５歳以上の高齢者）を対象に、介護予防のための教室を開催します。

事業をより効果的・効率的に実施するために、介護予防・自立支援のための地域ケア会議や生活

支援体制整備事業といった他の事業との連携を進めます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

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。  

⚫ サービス実施期間は４か月程度（１４回） 

⚫ サービス提供時間は１回当たり１時間半 

いきいき運動プラス ⚫ 転倒を予防するためのバランス能力や筋力を向上させるためのトレー

ニングと、認知症予防のためのレクリエーションを中心に、歯科・口腔衛

生、栄養に関する講義も行う教室です。  

⚫ サービス実施期間は４か月程度（１４回） 

⚫ サービス提供時間は１回当たり１時間半 

 

 



58 

（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

①居宅サービス 

【施策の方向】 

⚫ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続

き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・洗濯など

の生活援助を行うサービスです。 

訪問入浴介護※ 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問看護※ 看護師等が自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行うサービ

スです。 

訪問リハビリテーション※ リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービ

スです。 

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

通所介護 通所介護施設で入浴や食事の提供や介護、機能訓練、レクリエーション

等を行うサービスです。 

通所リハビリテーション※ 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを行

うサービスです。 

短期入所生活介護※ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常

生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

短期入所療養介護※ 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管

理の下での看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けることがで

きるサービスです。 

福祉用具貸与※ 車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出すサービス

です。 

特定福祉用具購入費※ 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた事業所で購入し

たときに、年間１０万円を上限に購入費の９割（一定以上の所得のある

方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

住宅改修費※ 住み慣れた家で安全に生活するために、手すりの取り付けや段差の解

消などの住宅改修を行ったときに、２０万円を上限に改修費用の９割

（一定以上の所得のある方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

特定施設入居者生活介護※ 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに入所している方が、

食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。 

居宅介護支援※ ケアマネジャーなどが利用者、家族、関係事業者などと協議して、居宅

介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成などを行うサービ

スです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む 
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（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

①居宅サービス 

【施策の方向】 

⚫ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続

き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・洗濯など

の生活援助を行うサービスです。 

訪問入浴介護※ 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問看護※ 看護師等が自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行うサービ

スです。 

訪問リハビリテーション※ リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービ

スです。 

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

通所介護 通所介護施設で入浴や食事の提供や介護、機能訓練、レクリエーション

等を行うサービスです。 

通所リハビリテーション※ 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを行

うサービスです。 

短期入所生活介護※ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常

生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

短期入所療養介護※ 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管

理の下での看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けることがで

きるサービスです。 

福祉用具貸与※ 車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出すサービス

です。 

特定福祉用具購入費※ 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた事業所で購入し

たときに、年間１０万円を上限に購入費の９割（一定以上の所得のある

方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

住宅改修費※ 住み慣れた家で安全に生活するために、手すりの取り付けや段差の解

消などの住宅改修を行ったときに、２０万円を上限に改修費用の９割

（一定以上の所得のある方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

特定施設入居者生活介護※ 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに入所している方が、

食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。 

居宅介護支援※ ケアマネジャーなどが利用者、家族、関係事業者などと協議して、居宅

介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成などを行うサービ

スです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む 

58 

（２）居宅・地域密着型・施設サービスの充実 

①居宅サービス 

【施策の方向】 

⚫ 需要に応じたサービスの提供体制の確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続

き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

訪問介護 ホームヘルパーが訪問し、食事・排泄などの身体介護や掃除・洗濯など

の生活援助を行うサービスです。 

訪問入浴介護※ 浴槽を積んだ入浴車などが訪問し、入浴の介助を行うサービスです。 

訪問看護※ 看護師等が自宅を訪問し、病状の観察や療養上のお世話を行うサービ

スです。 

訪問リハビリテーション※ リハビリの専門職が自宅を訪問して、リハビリテーションを行うサービ

スです。 

居宅療養管理指導※ 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、療養上の管理や指導を

行うサービスです。 

通所介護 通所介護施設で入浴や食事の提供や介護、機能訓練、レクリエーション

等を行うサービスです。 

通所リハビリテーション※ 医療機関や介護老人保健施設に通い、日帰りでリハビリテーションを行

うサービスです。 

短期入所生活介護※ 介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴、排泄などの日常

生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

短期入所療養介護※ 介護老人保健施設や介護療養型医療施設に短期間入所して、医学的管

理の下での看護、介護、機能訓練、日常生活上の世話を受けることがで

きるサービスです。 

福祉用具貸与※ 車いす、特殊寝台、歩行補助つえなどの福祉用具を貸し出すサービス

です。 

特定福祉用具購入費※ 入浴や排泄などに使用する福祉用具を、指定を受けた事業所で購入し

たときに、年間１０万円を上限に購入費の９割（一定以上の所得のある

方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

住宅改修費※ 住み慣れた家で安全に生活するために、手すりの取り付けや段差の解

消などの住宅改修を行ったときに、２０万円を上限に改修費用の９割

（一定以上の所得のある方は８割又は７割）を支給するサービスです。 

特定施設入居者生活介護※ 有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などに入所している方が、

食事や入浴などの介護や機能訓練及び療養上の世話を受けます。 

居宅介護支援※ ケアマネジャーなどが利用者、家族、関係事業者などと協議して、居宅

介護サービス計画及び介護予防サービス計画の作成などを行うサービ

スです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む 

59 

②地域密着型サービス 

【施策の方向】 

⚫ 住み慣れた自宅や日常生活圏域での生活を支援するため、需要に応じたサービスの提供体制の

確保とともに、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努めていきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

認知症対応型通所介護※ 認知症の高齢者に対して、日帰りで入浴、食事の提供、機能訓練などを

行うサービスです。 

小規模多機能型居宅介護※ 「通所サービス」を中心に「訪問」や「泊まり」を組み合わせ、本人の心身

の状況や希望に応じ、入浴、排泄、食事などの介護や機能訓練などを行

うサービスです。 

認知症対応型共同生活介護※ 認知症の高齢者が家庭的な環境の中、少人数で共同生活をしながら、

日常生活上の介護・援助を受けるサービスです。 

夜間対応型訪問介護 夜間の定期巡回や通報により、ホームヘルパーが訪問して、日常生活上

の世話などを行うサービスです。 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

要介護の高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、利用者

からの通報により、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、短時

間の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護 小規模多機能型居宅介護と訪問看護等、複数の居宅サービスや地域密

着型サービスを組み合わせ、１つの事業所が提供する地域密着型サー

ビスです。 

地域密着型通所介護 定員１８人以下の通所介護事業所において、入浴や食事の介護、機能訓

練等を日帰りで行うサービスです。 

地域密着型特定施設入居者生

活介護 

定員３０人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームや、軽費老人ホ

ームなどで、食事、入浴等の介護や機能訓練等を行うサービスです。 

地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護 

要介護者を対象とする定員３０人未満の小規模な特別養護老人ホーム

で、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練等を行うサービスです。 

※は、要支援１・２認定者を対象とする介護予防サービスを含む（認知症対応型共同生活介護は、要支援２

認定者のみ対象） 
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③施設サービス 

【施策の方向】 

⚫ 既存の施設サービスについては、質の高いサービスが提供できるよう、引き続き事業所支援に努

めていきます。 

⚫ 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備については、今後の高齢者の増加状況を踏まえ

ると、現段階では１００床程度の規模の施設が必要と想定されますが、住宅セーフティネット法に

基づく登録住宅やサービス付き高齢者向け住宅等の高齢者の住まいの整備状況も見据えながら、

公有地の活用を基本に、整備時期及び整備地域を含め具体的に検討していきます。 

【サービス】 

サービス名 概要 

介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 
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を提供する施設サービスです。 
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世話（介護）を提供する施設サービスです。 

 ※ 令和６年３月末までに、介護医療院等への移行が予定されています。 
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③施設サービス 

【施策の方向】 
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を提供する施設サービスです。 

介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリテーションが必要な方に、機能訓練や日常生活

の世話（介護）を提供する施設サービスです。 

介護医療院 日常的な医学管理が必要な重介護者に、長期療養のための医療と日常

生活の世話（介護）を一体的に提供する施設サービスです。 

介護療養型医療施設※ 病状が安定し、長期の療養が必要な方に、医療、看護又は日常生活の

世話（介護）を提供する施設サービスです。 

 ※ 令和６年３月末までに、介護医療院等への移行が予定されています。 

61 

（３）サービスの質の確保・向上 

【施策の方向】 

⚫ 介護保険サービス事業者への集団指導や事業者連絡会を通じて適正なサービスの提供や質の向

上を促していきます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

5４ 

事業者集団指導 

［福祉推進課］ 

介護給付等対象サービスの提供及び介護

報酬の請求等に関する事項等について周

知し、適切な運営及びサービスの質の向上

を図ることを目的として、市内介護保険サ

ービス事業者の職員を対象に集団指導を

行います。 

参加事業所を増やすた

め、開催時期の見直し等

を検討します。 

5５ 

実地指導 

［福祉推進課］ 

事業所における実地指導において、法令に

基づく委託事業等を活用し、専門的な検

査、指導等を行うことにより、介護保険サ

ービス事業者のサービス提供及び運営の

適正化を推進します。 

都指定の在宅サービス事

業者に対する実地指導の

実施を検討します。 

5６ 

ケアプラン点検 

［高齢介護課］ 

適切なケアマネジメントのプロセスを踏ま

えた、利用者の自立支援のためのケアプラ

ン作成及び給付適正化を目的とし、居宅介

護支援事業所担当者との面談によるケア

プラン点検を実施します。 

都のガイドラインを活用し

た計画的な実施を図りま

す。 

5７ 

縦覧点検等 

［高齢介護課］ 

縦覧点検、医療情報との突合等により、介

護報酬の請求に誤りがないか確認を行い、

適正な報酬請求を促します。 

縦覧点検、医療情報との

突合事務により、適正な

給付の実現を図ります。 

5８ 

事業者連絡会 

［高齢介護課］ 

適正なサービスの提供や質の向上を目的

として、高齢者ほっと支援センターを含む、

指定居宅介護支援事業者の連絡会のほ

か、訪問介護や通所介護事業所においても

定期的な連絡会の開催を支援し、研修や意

見交換会等を実施します。 

各連絡会の開催支援とと

もに、施設サービス事業

所における連絡会の開催

を検討します。 
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（４）介護人材の確保等 

【施策の方向】 

⚫ 児童・生徒から若者、高齢者まで、あらゆる世代に対し、介護人材の確保に向けた取組を行ってい

くとともに、業務効率化及び質の向上につながる取組を推進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

5９ 

福祉のしごと 相談・面

接会 

［高齢介護課］ 

社会福祉協議会が実施している「福祉のし

ごと 相談・面接会」を通じて、福祉の職場

で働いてみたい人材と求人施設・事業所と

を結び付けることにより、福祉人材の確保

を図る事業の支援を行います。 

福祉人材の確保に向けた

取組の支援を図ります。 

６０ 

介護人材支援制度の情

報提供 

［高齢介護課］ 

東京都の介護人材等の確保・育成・定着に

向けた支援事業について、連絡会やメール

等により各事業所へ情報提供を行うととも

に個別相談に対応し、制度の普及に努めま

す。 

都の事業等の情報の随時

提供を図ります。 

６１ 

介護支援いきいき活動

事業【再掲】 

［高齢介護課］ 

６５歳以上の高齢者が、介護保険施設等で

のボランティア活動を通して、社会参加の

意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で

延３４５人の登録活動者

数を目指します。 

６２ 

介護現場のイメージ向

上への取組 

［高齢介護課］ 

介護業界のイメージ改善等のため、介護の

魅力について啓発する市民向けパンフレッ

トの配布等を検討します。 

介護の魅力について啓発

する市民向けパンフレッ

トの作成、配布します。 

６３ 

文書負担軽減 

［高齢介護課］ 

介護現場の業務効率化を支援するため、国

や都と連携しつつ、申請様式・添付書類や

手続に関する簡素化やＩＣＴ等の活用等に

よるペーパーレス化等を進めます。 

書類の簡素化やＩＣＴ等の

活用等によるペーパーレ

ス化等を進めます。 

6４ 

市認定ヘルパー養成講

座 

［高齢介護課］ 

要支援認定者等を対象とした介護予防・日

常生活支援総合事業のうち、訪問緩和型サ

ービス（家事援助）を提供する人材を育成

します。 

養成講座の開催に加え、

受講者の就労実態調査の

結果に基づき、受講者の

就労率の向上を図りま

す。 
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（４）介護人材の確保等 

【施策の方向】 
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市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増
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（４）介護人材の確保等 

【施策の方向】 

⚫ 児童・生徒から若者、高齢者まで、あらゆる世代に対し、介護人材の確保に向けた取組を行ってい

くとともに、業務効率化及び質の向上につながる取組を推進します。 
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5９ 

福祉のしごと 相談・面

接会 
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を図る事業の支援を行います。 
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［高齢介護課］ 
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向けた支援事業について、連絡会やメール

等により各事業所へ情報提供を行うととも

に個別相談に対応し、制度の普及に努めま
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意識を高め、相互に助け合う精神を醸成

し、健康づくりと介護予防を進めることが

できるよう支援します。 

市民に対するボランティ

ア活動への理解促進、活

動者数の増加、受入施設

の拡大を図ります。 

登録事業所数を令和５年

度までに２６か所まで増

やします。また、３か年で
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数を目指します。 
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介護現場のイメージ向

上への取組 
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介護業界のイメージ改善等のため、介護の

魅力について啓発する市民向けパンフレッ

トの配布等を検討します。 

介護の魅力について啓発

する市民向けパンフレッ

トの作成、配布します。 

６３ 

文書負担軽減 

［高齢介護課］ 

介護現場の業務効率化を支援するため、国

や都と連携しつつ、申請様式・添付書類や

手続に関する簡素化やＩＣＴ等の活用等に

よるペーパーレス化等を進めます。 

書類の簡素化やＩＣＴ等の

活用等によるペーパーレ

ス化等を進めます。 

6４ 

市認定ヘルパー養成講

座 

［高齢介護課］ 

要支援認定者等を対象とした介護予防・日

常生活支援総合事業のうち、訪問緩和型サ

ービス（家事援助）を提供する人材を育成
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受講者の就労実態調査の

結果に基づき、受講者の

就労率の向上を図りま

す。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

6５ 

介護人材の定着促進の

ための事業者支援 

［高齢介護課］ 

民間企業との地域包括連携協定を活かし、

介護人材の確保や定着率向上の取組を実

施します。 

事業所職員に対し、セミ

ナー等を開催し、介護人

材の確保及び定着率の向

上を目指します。 

6６ 

介護人材確保に関する

市民への普及啓発 

［高齢介護課］ 

介護・福祉業界の認知度向上や福祉業界へ

の就職促進を目的とした講演会等を開催

し、市民への普及啓発を行います。 

市民や市内の高校生等を

対象に講演会や出前講座

を開催し、市民の福祉業

界への理解促進及び就職

の促進を行います。 
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５ 住まい・日常生活支援の充実 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、世帯の細分化や価値観の多様化を踏

まえつつ、多様な住み方への対応を図るほか、生活面に困難を抱える高齢者に対して、生活困窮者対

策や養護老人ホーム等の既存の取組と連携しながら、住まいと生活の支援を一体的に実施していき

ます。 

また、高齢者に対する虐待や高齢者を狙った犯罪が社会問題化していることから、それらへの対策

とともに、認知症高齢者が増加することを踏まえて、成年後見制度や日常生活自立支援事業の活用

促進など、権利擁護のための必要な取組を推進します。 

さらに、災害時の支援体制の充実や交通安全対策など、高齢者の安全・安心を確保するための取

組を図ります。 

 

（１）安心できる住まいの確保 

①居住支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する高齢者のニーズに対応した住まいへの支援を行うとともに、現在の住まいで、より安

全に、安心して生活ができるよう、住宅改修等への支援に取り組みます。 

⚫ 将来を見据えた住まいの検討ができるよう、介護付き有料老人ホーム及びサービス付き高齢者

向け住宅の設置状況に関する情報等、住宅施策や介護・福祉施設に関する市民へのわかりやすい

情報提供に取り組みます。 
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Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 
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で生活が困難な高齢者を養護老人ホーム

等に措置することにより、高齢者の安心で

きる生活を確保します。 

ケースに応じた支援がで

きるよう、措置の依頼先

の拡充を図ります。 
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シルバーピア事業 
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高齢者の住まいに対する

市民への情報提供等を行

います。建設については、

市内の需給バランスを勘

案しながら、東京都と連

携、協議のうえ事業者等
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②住環境の整備 

【施策の方向】 

⚫ 公共施設や道路など様々な施設について、高齢者が安全かつ円滑に利用することができるよう、

環境整備を推進します。 

⚫ 高齢化に対応した住環境の改善に向け、バリアフリー化を促進し、安心して住み続けられる住まい

づくりを促進します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

７０ 

道路等のバリアフリー

化 

［土木課］ 

歩道の段差等のバリアフリー化を進めま

す。 

補助金を活用した計画的

な歩道の整備を図りま

す。 

７１ 

ベンチの設置要望 

［都市計画課］ 

高齢者や障害者などが安心して公共交通

機関を利用できるよう、設置が可能なバス

停留所については、ベンチの設置をバス事

業者へ要望を行います。 

バス事業者との協議、調

整の機会を捉えて要望を

行います。 

７２ 

都営住宅建替え整備に

関する要請 

［都市計画課］ 

都営住宅の建替えに際し、高齢者や障害者

等に配慮した住宅整備の要望を行います。 

都との協議、調整の機会

を捉えて要望を行いま

す。 
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（２）生活支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する生活支援ニーズに対応するため、一般高齢者施策としての見守りや生活支援ショート

ステイ等により、地域における生活を支えます。 

⚫ 介護保険の保健福祉事業として、重度の要介護者に対するおむつの支給等を行い、本人の生活

支援と介護者の負担軽減を図ります。 

⚫ 生活支援体制整備事業の実施にあたっては、掃除やゴミ出し等の日常生活の困りごとを地域の

支え合いで解決できる取組を進めるとともに、地域での支え合い体制の構築に向けて、生活支援

コーディネーターや協議体を中心に、サービスの担い手の養成や活動場所の確保に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7３ 

生活支援ショートステイ 

［高齢介護課］ 

介護保険の要介護・要支援に該当しないひ

とり暮らし高齢者などが、一時的に在宅で

生活することが困難になった場合に、市内

の特別養護老人ホームに短期間宿泊しても

らうことで、生活を支えます。 

関係機関と連携した利用

支援を行うとともに、事

業依頼先の拡充に努めま

す。 

7４ 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

高齢者支援及び子育て支援の協力会員と

利用会員による相互援助活動（家事援助

等）である「さわやかサービス」、子育て支

援関連施設等との連絡調整、ひとり親家庭

等への利用支援、「子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和～」の運営等を行う

ファミリー・サポート・センター事業に対し、

安定的な事業運営のため補助金を交付し

ます。 

運営している社会福祉協

議会に対して引き続き補

助金を交付します。 

７５ 
おむつの貸与・支給 

［高齢介護課］ 

在宅の重度の要介護高齢者に、おむつを貸

与又は支給することで、介護者の負担軽減

を図り、在宅での生活を支援します。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7６ 

理・美容券の支給 

［高齢介護課］ 

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に、理

容券もしくは美容券を支給し、市内の協力

理容店・美容店の訪問等による理美容を提

供することで、保健衛生や生活の質の向

上、介護者の負担軽減を図ります。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7７ 

生活支援コーディネー

ターと協議体の活用 

［高齢介護課］ 

市内に配置した生活支援コーディネーター

と、市内に設置した第２層協議体を活用し

て、生活支援サービスの提供主体等の関係

者のネットワーク化を図るとともに、地域

資源の把握と情報発信、生活支援の担い手

の養成とサービスの開発を行います。 

広報紙等を通じた情報発

信と新たな地域資源の発

掘を図ります。 



66 

（２）生活支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する生活支援ニーズに対応するため、一般高齢者施策としての見守りや生活支援ショート

ステイ等により、地域における生活を支えます。 

⚫ 介護保険の保健福祉事業として、重度の要介護者に対するおむつの支給等を行い、本人の生活

支援と介護者の負担軽減を図ります。 

⚫ 生活支援体制整備事業の実施にあたっては、掃除やゴミ出し等の日常生活の困りごとを地域の

支え合いで解決できる取組を進めるとともに、地域での支え合い体制の構築に向けて、生活支援

コーディネーターや協議体を中心に、サービスの担い手の養成や活動場所の確保に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7３ 

生活支援ショートステイ 

［高齢介護課］ 

介護保険の要介護・要支援に該当しないひ

とり暮らし高齢者などが、一時的に在宅で

生活することが困難になった場合に、市内

の特別養護老人ホームに短期間宿泊しても

らうことで、生活を支えます。 

関係機関と連携した利用

支援を行うとともに、事

業依頼先の拡充に努めま

す。 

7４ 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

高齢者支援及び子育て支援の協力会員と

利用会員による相互援助活動（家事援助

等）である「さわやかサービス」、子育て支

援関連施設等との連絡調整、ひとり親家庭

等への利用支援、「子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和～」の運営等を行う

ファミリー・サポート・センター事業に対し、

安定的な事業運営のため補助金を交付し

ます。 

運営している社会福祉協

議会に対して引き続き補

助金を交付します。 

７５ 
おむつの貸与・支給 

［高齢介護課］ 

在宅の重度の要介護高齢者に、おむつを貸

与又は支給することで、介護者の負担軽減

を図り、在宅での生活を支援します。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7６ 

理・美容券の支給 

［高齢介護課］ 

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に、理

容券もしくは美容券を支給し、市内の協力

理容店・美容店の訪問等による理美容を提

供することで、保健衛生や生活の質の向

上、介護者の負担軽減を図ります。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7７ 

生活支援コーディネー

ターと協議体の活用 

［高齢介護課］ 

市内に配置した生活支援コーディネーター

と、市内に設置した第２層協議体を活用し

て、生活支援サービスの提供主体等の関係

者のネットワーク化を図るとともに、地域

資源の把握と情報発信、生活支援の担い手

の養成とサービスの開発を行います。 

広報紙等を通じた情報発

信と新たな地域資源の発

掘を図ります。 

66 

（２）生活支援の充実 

【施策の方向】 

⚫ 多様化する生活支援ニーズに対応するため、一般高齢者施策としての見守りや生活支援ショート

ステイ等により、地域における生活を支えます。 

⚫ 介護保険の保健福祉事業として、重度の要介護者に対するおむつの支給等を行い、本人の生活

支援と介護者の負担軽減を図ります。 

⚫ 生活支援体制整備事業の実施にあたっては、掃除やゴミ出し等の日常生活の困りごとを地域の

支え合いで解決できる取組を進めるとともに、地域での支え合い体制の構築に向けて、生活支援

コーディネーターや協議体を中心に、サービスの担い手の養成や活動場所の確保に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

7３ 

生活支援ショートステイ 

［高齢介護課］ 

介護保険の要介護・要支援に該当しないひ

とり暮らし高齢者などが、一時的に在宅で

生活することが困難になった場合に、市内

の特別養護老人ホームに短期間宿泊しても

らうことで、生活を支えます。 

関係機関と連携した利用

支援を行うとともに、事

業依頼先の拡充に努めま

す。 

7４ 

ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

［子育て支援課・高齢介

護課］ 

高齢者支援及び子育て支援の協力会員と

利用会員による相互援助活動（家事援助

等）である「さわやかサービス」、子育て支

援関連施設等との連絡調整、ひとり親家庭

等への利用支援、「子ども・高齢者見守りネ

ットワーク～大きな和～」の運営等を行う

ファミリー・サポート・センター事業に対し、

安定的な事業運営のため補助金を交付し

ます。 

運営している社会福祉協

議会に対して引き続き補

助金を交付します。 

７５ 
おむつの貸与・支給 

［高齢介護課］ 

在宅の重度の要介護高齢者に、おむつを貸

与又は支給することで、介護者の負担軽減

を図り、在宅での生活を支援します。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7６ 

理・美容券の支給 

［高齢介護課］ 

在宅で寝たきりの状態にある高齢者に、理

容券もしくは美容券を支給し、市内の協力

理容店・美容店の訪問等による理美容を提

供することで、保健衛生や生活の質の向

上、介護者の負担軽減を図ります。 

介護者の負担軽減のため

の継続実施を図ります。 

7７ 

生活支援コーディネー

ターと協議体の活用 

［高齢介護課］ 

市内に配置した生活支援コーディネーター

と、市内に設置した第２層協議体を活用し

て、生活支援サービスの提供主体等の関係

者のネットワーク化を図るとともに、地域

資源の把握と情報発信、生活支援の担い手

の養成とサービスの開発を行います。 

広報紙等を通じた情報発

信と新たな地域資源の発

掘を図ります。 
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（３）権利擁護の充実 

【施策の方向】 
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【主な事業（取組）】 
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用支援を行います。 
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議会において、権利擁護や苦情等の専門相

談に対応するための推進機関である「あん

しん東大和」を継続して実施します。 

制度の周知・啓発の更な

る強化とともに、権利擁

護の担い手支援、権利擁

護にかかる地域連携ネッ

トワークづくりを図りま

す。 

８０ 

成年後見制度市長申立 

［高齢介護課］ 

老人福祉法第３２条に規定する市長による

後見開始等の審判の申立が必要な高齢者

（申立を行う親族等がいない重度の認知症

高齢者等）に対し、市長が申立を行い、審判

の請求に係る経費及び成年後見人等の報

酬助成を行います。 

市長申立が必要な高齢者

に対して、申立を行うこと

で高齢者の財産確保及び

権利保全の支援を図りま

す。 

８１ 

高齢者への虐待防止 

［高齢介護課］ 

高齢者への虐待の防止と保護、高齢者を支

える家族等の負担の軽減を図るために、広

報等により、市民への普及啓発を図りま

す。 

支援にあたっては、「高齢者虐待対応マニ

ュアル」に沿った対応や、高齢者等虐待防

止地域ネットワーク運営会議を通じ、虐待

の対応方法や支援のあり方等を検討しま

す。 

広報等による市民への普

及啓発の推進、高齢者等

虐待防止地域ネットワー

ク運営会議における関係

機関の連携強化を図りま

す。 
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（４）災害・交通安全・防犯体制の充実 

【施策の方向】 

⚫ 災害時における要配慮者への支援を的確・迅速に行えるよう、自治会や民生委員などと連携する

とともに、「避難行動要支援者避難支援登録制度」の登録者の安否確認や避難誘導の方法・支援

体制を整備します。 

⚫ 高齢者の交通事故を減らすため、老人クラブや高齢者サークル等の社会参加活動の場や高齢者

が多く集まる場所において、高齢者の事故発生実態を踏まえた参加、体験、実践型の交通安全教

育の推進を図ります。 

⚫ 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送れるよう、引き続き、振り込め詐欺やその他消費者

被害の未然防止に向けた意識啓発と防犯体制の充実に取り組みます。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

８２ 

防災対策の推進 

［防災安全課・福祉推進

課］ 

災害時における高齢者などの安全を確保

するため、地域防災計画に基づき、災害時

要配慮者対策を推進します。 

また、市が把握している高齢者などの情報

を、社会福祉協議会、民生委員・児童委員

や高齢者ほっと支援センターなどの関係機

関に提供し、情報の共有化を図るととも

に、災害時における協力体制づくりに努め

ます。 

防災訓練への参加促進と

ともに、災害時における

地域との協力体制づくり

において、協定締結に至

る自治会数の増加を図り

ます。 

８３ 

交通安全教育・啓発の

推進 

［土木課］ 

自動車等を運転する高齢者を対象に、身体

機能の特性等を考慮した交通安全教育の

推進を図るとともに、運転免許証の自主返

納制度の周知を図ります。 

交通安全教室への参加促

進とともに、自主返納制

度の周知を図ります。 

８４ 

消費者被害などの防止

の推進 

［地域振興課･防災安全

課］ 

高齢者の消費被害を未然に防止するため、

悪質商法による被害や通信・訪問販売等に

おける契約トラブルに関する情報提供や被

害防止に向けた啓発に引き続き、取り組ん

でいきます。 

また、高齢者を狙った振り込め詐欺等につ

いても、被害の未然防止に努めます。 

高齢者に対する悪質商法

被害の防止に向け、関係

部署との連携や情報提供

の機会を増やします。 
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（５）感染症対策の推進 

【施策の方向】 

⚫ 新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえて、介護保険施設や介護保険サービス事業所等と連携

した、感染症対策についての周知啓発、研修等を実施します。 

【主な事業（取組）】 

Ｎｏ. 事業（取組）名 事業（取組）内容 第８期目標 

8５ 

ガイドラインに沿った感

染予防、感染拡大防止

の対策の促進 

［健康課］ 

新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染

症対策にあたっては、市民への「新しい生

活様式」の日常への取り入れを促していく

ほか、医療や福祉、介護関係の事業所等に

対しては、「東京都感染拡大防止ガイドライ

ン」など各種ガイドラインに沿った感染予

防、感染拡大防止の対策を促進します。 

各種ガイドラインに沿った

感染予防、感染拡大防止

の対策の促進を図りま

す。 

 

 


