
資料 １ 

①第１回 介護保険事業計画検討部会 報告 

 

日時 2011 年７月６日（水） 午後６時３０分～８時３０分 

場所 健康福祉会館２階 健康教育室 

 

１．主な審議内容、報告 

  今後の動向や課題  

・介護保険被保険者の認定数増加等に伴う給付費の増加。 

・高齢者の増加により、介護施設等が不足。 

・事業所調査から見える課題（ニーズに沿った施設の整備が必要。人材の確保が必要。） 

  重点事業 

   ・介護給付費等適正化事業 

     →新規：国民健康保険団体連合会情報の活用、災害対策、事業所間の連携強化 

継続：事業者指導、給付費通知、福祉用具購入・住宅改修適正化、介護保険制度の周知 

・施設整備事業 →介護保険施設の整備 

   ・人材開発事業 →介護に関わる人材の育成、確保、就労・継続支援 

   

  介護保険法の改正の報告 

 

  計画骨子案 （別紙１） 

 

２．審議における主な意見や指摘 

第４期介護保険事業計画の進捗と評価について 

・サービス事業所間の連携をつくれる場が必要。 

・利用者が多い通所サービスへの事業所指導が必要。 

 

給付費と保険料について 

・受給者のうち施設サービス利用者が１９．２％で、給付費では３５．３％の給付費を占め

ている。そういった中で市は施設整備を進めているが、バランスをどう考えているのか。 

→基本的には在宅重視、地域包括ケアという国の考え方も出ているため、在宅ケアを考え   

ていく必要がある。待機者がいる中で、市民がサービス利用にあたって選択できるように

施設整備を進めている状況である。 

 

第５期介護保険事業計画の重点事業について 

・調査結果の部分で、有料老人ホームは充足していると述べていたが、重点事業では有料老

人ホームの整備を掲げているが根拠は何か。 

→今後、重点として掲げるか改めて検討する。 

・人材開発センターに期待している。なり手が少ない、ベテランが少ないといった人材不足

の中で、新しい人を発掘する必要がある。就労、育成、事業者指導を含め期待している。

運営に困っているという声も聞くため、サービス基準なども含めた研修をしてほしい。 

→研修内容についてできることは検討していきたい。 
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②第１回 高齢者福祉計画検討部会 報告 

 

日時 2011 年７月７日（木）午後６時３０分～８時３０分 

場所 健康福祉会館２階 健康教育室 

 

１．主な審議内容、報告 

 

今後の動向や課題 

   １．４次計画より 

・高齢者の社会参加・生きがいや居場所づくり。 

・二次予防事業参加者の増加促進。 

・地域包括ケアの実現に向けた保健・福祉・介護・医療等との連携の強化。 

・生活支援サービスのニーズを的確に把握した支援。 

・見守り対象者増加に伴ったネットワークの拡大。 

２．現状や１０年後の予測より 

・高齢者の約８５％は元気な高齢者。 

・要介護認定者が増加し、介護保険料が高くなる。 

・老老介護の家庭の増加。 

・高齢者のみ世帯やひとり暮らし世帯が増える。 

・認知症高齢者が増加。 

 

  今後取り組むべきこと （別紙２） 

 

  基本理念や計画のつくりについて（別紙２、３参照） 

 

計画骨子案 （別紙１） 

 

２．審議における主な意見や指摘 

 

アンケート調査について 

・ケアマネへの不満や包括支援センターの周知低い＝前回と大差ない。周知活動の成果は？ 

・「一人暮らし高齢者１２．５％＝生活が困難と思われる」への行政のサービスのあり方。 

 

１０年後のあるべき姿、今後取り組むべきことについて 

・介護予防・健康づくり受講者の増加のために一般高齢者向けメニューを増やしてほしい。 

・高齢者の居場所づくりには、施設の建設だけではなく、市などからの情報提供で高齢者が

集まれるようにすることも入ると思う。 

・介護予防が望ましい人への動機付けが必要。 

・地域を構成する人、インフォーマル組織、行政組織など、役割分担を。住民も考えるべき。 

・保健福祉介護医療の連携を、町田市としてどのようにとっていくのか。 

・生活習慣病と認知症は共に行うと効果がある。若いときからの健康づくり、予防が重要。 
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③第１回 地域包括支援センター運営協議会 報告 
 

日時 2011 年７月１１日（月）午後６時３０分～８時３０分 

場所 森野分庁舎２階 第３会議室 

 

１．主な審議内容、報告 

 

今後の動向や課題 

   １．現状や１０年後の予測より 

・2019 年には後期高齢者数が前期高齢者数を上回る。 

・高齢者のみ世帯やひとり暮らし世帯が増える。 

・認知症高齢者が増加。 

 

  今後取り組むべきこと 

・早期の段階から介護予防事業に参加促進。 

・家族介護者への支援。 

・地域での見守り支援ネットワークの拡充。 

・認知症に対する理解の普及促進。 

    

→これらを各地域で展開していくために、拠点となる高齢者支援センターの機能をさらに充

実させる必要がある。 

 

第１回は、１０年後の予測を基に、重点的に取り組むべき課題を共有しました。 

具体的な施策の内容は次回協議会で検討します。 
 

○第２回地域包括支援センター運営協議会 

日時 2011 年８月２６日（金）午後６時３０分～８時３０分 

場所 健康福祉会館２階 健康教育室



④第１・２回 地域密着型サービス運営委員会 報告 

 

日時 2011 年５月２４日（火） 午後６時３０分～８時３０分 

   2011 年７月２６日（火） 午後６時３０分～８時３０分 

場所 健康福祉会館２階 健康教育室 

 

１．主な審議内容、報告 

 

今後の動向や課題 

１．事業者指導から見える課題 

・事業者指導について 

２．事業所調査から見える課題 

・ニーズに沿った施設整備 

・職員の確保→町田市介護人材開発センターの活用 

３．施設整備状況から見える課題 

・小規模多機能型居宅介護：経営安定に必要な登録人数（約 18 人）の確保には時間が必要。 

・認知症対応型共同生活介護：身近な地域でのサービス提供には、各圏域の整備率の差を小さ

くすることが必要。 

・認知症対応型通所介護：身近な地域でのサービス提供には、各圏域の整備率の差を小さくす

ることが必要。 

・夜間対応型訪問介護：計画時の調査では５７％のニーズがあったが、実際の利用には結びつ

かなかった。  

 

事業について 

  ・適正化事業：地域密着型サービス施設への個別指導等の継続実施。 

・災害対策：災害対策マニュアルの再構築、居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターを

中心とした事業者間の連携強化と効率的な連絡網の構築。 

・地域密着型サービスの施設整備 

小規模多機能型居宅介護：新たな施設の整備については検討中。 

認知症対応型共同生活介護：認知症高齢者の増加が見込まれるため、５施設整備。 

認知症対応型通所介護：認知症高齢者の増加見込みや居宅サービスの充実から２施設整備。 

 

２．審議における主な意見や指摘 

 

  ・災害対策においては、マニュアルの整備だけで終わらず、実際に行動できるかどうかまで見

ることができるとよいかもしれない。 

  ・地域密着型サービスについて、人材開発センターが絡む場合には、小さな施設が多いので、

研修のデリバリーのような形をとってみるのもよいのでは。 

  ・認知症高齢者のためにグループホームの整備を５期も進めるようだが、新型・従来型特養と

競合しないか。 

→グループホームと特養の性質の違いからその可能性は低いと考えている。 
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別紙 １ 

目次構成について 

 

介護保険事業計画 高齢者福祉計画 

第１章 計画の策定にあたって 
１ 背景と目的 
２ 計画の位置づけ及び性格 
３ 計画の期間 
４ 策定体制 
 

第１章 計画の策定にあたって 
１ 背景と目的 
２ 計画の位置づけ及び性格 
３ 計画の期間 
４ 策定体制 
 

第２章 町田市をとりまく高齢者の基本課題 
１ 町田市の高齢者を取り巻く状況 
２ 今後 10 年間の考えられる動向（推計含む） 
３ 町田市高齢社会総合計画（第４次改定版）の評

価（介護保険事業計画に関係する部分のみ） 
４ 課題と方向 
 

第２章 町田市をとりまく高齢者の基本課題 
１ 町田市の高齢者を取り巻く状況 
２ 今後 10 年間の考えられる動向（推計含む） 
３ 町田市高齢社会総合計画（第４次改定版）の評

価 
４ 課題と方向 
 

第３章 計画の基本的考え方 
１ 計画の将来像（基本理念） 
２ 基本目標 
３ 計画の体系 
４ 圏域の考え方 

第３章 計画の基本的考え方 
１ 計画の将来像（基本理念） 
２ 基本目標 
３ 計画の体系 
４ 圏域の考え方 

第４章 施策の方向 
＜介護保険事業に関連する内容を整理＞ 
 

第４章 計画の内容 
１ 高齢者の社会参加・生きがいづくりの推進 
２ 住み慣れた地域での生活継続の推進 
３ 自分に合った施設や住まいの選択 
４ 安心して介護サービスを利用できる環境づくり 
５ 介護保険事業の円滑な運営 

第５章 介護保険制度によるサービス －介護保険

事業計画（第５期） 
１ 介護給付等 
２ 地域支援事業 
３ 第１号被保険者の保険料の見込み 
 

第５章 重点的に取組むこと 
＜今後、重点課題等を踏まえ検討＞ 

第６章 重点的に取組むこと 
＜介護保険事業に関連する内容を整理＞ 

＜介護保険事業計画において記載＞ 
 

第７章 推進体制 
１ 計画の推進体制の充実 
２ 市民・事業者等との協働 

第６章 推進体制 
１ 計画の推進体制の充実 
２ 市民・事業者等との協働 

 



別紙 ２ 

１０年後のあるべき姿 
  高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち 

－地域で支えあい健やかで自分らしさを感じられるまちの実現－ １０年後の考えられる課題等 

高齢者の生きがい・ 

居場所づくり① 

介護施設の整備 

就労の機会の確保① 

ひとり暮らし高齢者 

老老介護 

②ひとり暮らし高齢者が増加す

ることが考えられる。 

→地域での見守り支援が重要と

なってくる。 

④老老介護の家庭の増加が考え

られる。 

→家族介護者への支援が重要で

ある。 

①高齢者が増加するが、その約 

８５％は元気な高齢者である。

→いきいきと地域でくらすため

には生きがいづくり・居場所の

づくりが必要。 

地域福祉の担い手として期待

できる。 

③後期高齢者が前期高齢者を上

回り、要介護認定者が増加するた

め、介護保険料が増える。 

→早期の段階から介護予防を行

うことが重要である。

⑤高齢者の増加とともに、認知症

高齢者が増加する。 

→認知症に対する理解の普及、見

守り等が重要となってくる。 

10 年後には・・・ 

○約４人に１人は高齢者 

○後期高齢者数が前期高齢

者数を上回る 

10 年後には・・・ 

○認知症高齢者は要介護認

定者の約５割 

○認知症高齢者数は 

9,500 人（2,500 人増） 

10 年後には・・・ 

○ 要 介 護 認 定 者 数 は

19,000 人を越える 

（5,000 人増） 

○市民ニーズ調査では老

老介護の家庭は要介護

認定者の約５割 

要介護認定者が 

いる家庭 

10 年後には・・・ 

○公営住宅がある地域につ

いては、現在でも高齢化

率が 30％を超えている

地域があるが、今後もそ

うした地域が増加する 

保健・福祉・介護・医療との連携③

高齢者支援センター機能の 
充実②・③・④・⑤ 

高齢者の住まいの選択肢

拡大②・④・⑤ 

医療機関 

社会福祉協議

民間企業等 

シルバー人材センター 

高齢者支援センター 

自主グループ 

地域密着型 
サービス 

介護人材の育成・  

確保支援 
介護給付・運営の適正化の

推進③ 

１ 社会参加と生きがい 

づくりの推進 

３ 自分にあった施設や

住まいの選択 

２ 住み慣れた地域での

生活継続の推進 

４ 安心して介護サービスを

利用できる環境づくり 

自治会・町内会、

民生委員、 
ＮＰＯ団体等

５ 介護保険事業の円滑な運営 

老人クラブ 

高齢者のみ世帯 

介護予防・ 
健康づくりの推進③

高齢者のみ世帯 

認知症高齢者 

ボランティア 

認知症高齢者支援⑤ 

ボランティア 

民生委員 

認知症高齢者 

ひとり暮らし高齢者 

介護施設 

要介護認定者がいる家庭

家族介護者支援④ 

高齢者の見守り支援 
ネットワークの拡大② 

老老介護 



別紙 ３ 

基本理念の実現に向け、５つ

の基本目標を設定し、それぞれ

基本施策を設け、それぞれの方

向性を示します。 

事業については、現時点での

既存事業や新規予定事業であ

り、今後 10 年の中で新たな事

業等も追加しますが、毎年の進

捗管理のために事業を整理し

ます。（計画書には現時点での

事業として参考資料に掲載） 

実施ステージについては、施

策の方向ごとに「検討」「（一部）

実施」「新規」「継続」「拡充」

など記載します。 

また、中間も含めた見直し時に

事業等の進捗とともに基本目

標ごとに数値目標を設定し、計

画を推進します。 

 
「検討」･･･実施に向けた検討 
「（一部）実施」･･･検討を踏ま

え実施するもの（モデル事業

などは一部実施とする） 
「新規」･･･新規事業として実

施するもの 
「継続」･･･引き続き継続する

もの 
「拡充」･･･開催回数や対象者、

内容を現状より充実するも

の 

３．②計画のつくりについて 

実施ステージ 成果指標 基本

理念 
基本目標 基本施策 施策の方向 

前期 後期 
（事業） 

前期 後期 

ア 介護予防サポーター養成事業   

イ いきいきポイント制度   

（例） 

①ボランティア等の担い手の育

成 

拡充 拡充 

ウ    

ア ボランティア活動支援   ②ボランティア活動に対する支

援の強化 
継続 継続 

イ   

(１)地域の担い手づくり 

③コーディネート強化のための

仕組みづくりの検討 
検討 実施    

(２)高齢者の生きがい・居場所づくり       

(３)就労の機会を確保する取り組み       

(４)二次予防事業対象者対策       

(５)地域支援事業の充実       

１．高齢者の

社会参加・生

きがいづくり

の推進 

(６)幅広い介護予防サービスの充実       

(１)認知症高齢者支援       

(２)高齢者の権利擁護       

(３)要援護高齢者支援       

(４)見守り・支援ネットワーク       

(５)介護予防・健康づくりの推進       

(６)生活支援サービス       

(７)福祉のまちづくりの推進       

２．住み慣れ

た地域での生

活継続の推進 

(８)高齢者支援センター機能の充実       

(１)介護施設の整備       

(２)地域に密着した介護サービスの提供       

３．自分に合

った施設や住

まいの選択 (３)高齢者の住まいの選択肢拡大       

(１)ケアマネジメントの充実       

(２)保健・福祉・医療との連携       

(３)介護給付・運営の適正化       

(４)介護人材の育成・確保       

４．安心して

介護サービス

を利用できる

環境づくり 
(５)家族介護者への支援       

(１)適正なサービス見込み量の推計       

(２)介護保険料の設定       

(３)介護基盤の整備       

(４)地域支援事業       

高
齢
者
の
尊
厳
が
守
ら
れ 

人
生
の
豊
か
さ
が
実
感
で
き
る
ま
ち 

５．介護保険

事業の円滑な

運営 

(５)介護予防事業       
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