
 

第４章 第８期荒川区高齢者プランの施策の推進 

 

第 8期プランは、第7期プランを継承しながら、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を

見据えた計画として策定し、さらには、団塊ジュニアが 65 歳を超え現役世代が急減する

2040 年を念頭に、「地域包括ケアシステム」を深化・推進していくことを目的としています。 

 第 8 期プランでは、第 7 期プランの取組や近年の社会動向を踏まえ、介護需要の急増を緩

和し、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるよう、地域包括ケアシステムを構成する

5 本柱(生活支援・介護予防・介護・住まい・医療)に沿って、地域包括支援センターの機能

強化を図りながら、介護予防と健康づくりを推進するとともに、中重度の要介護者の在宅生

活を支えるための施策を継続します。 

 

第１節 第８期プランの推進に向けて 

 

ここでは、人生100年時代の到来や8050問題などの社会情勢の変化等、第8期プランの施

策を推進していく上で考慮が必要な事項や視点について示します。 

 

１ 「人生 100年時代」を迎えて 

  日本は健康寿命が世界一です。超長寿社会において人々は、活力をどのように持って

時代を生き抜くのか、この問題に取り組まなければなりません。そのため政府は、経

済・社会システムの実現に向けて、政策のグランドデザインを検討する「人生 100 年時

代構想会議」を平成29年 9月に立ち上げました。 

そして、平成30年6月には『人づくり革命 基本構想』を掲げ、こうした人生100年 

時代には、高齢者から若者まで、全ての国民に活躍の場があり、全ての人が元気に活躍

し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会を作る必要があると呈しています。 

荒川区においても、高齢者数の増加と共に 100 歳を超える方も増加し、まさに人生

100 年時代を迎えています。人の生き方は多様化し、これまでのように「20 年学び、40

年働き、20年休む」という生き方ではなく、それぞれの人生に合った形で、学びと仕事

と休み、そして生きがいなど、様々なアイテムを組み合わせたライフスタイルが作られ

ていくこととなります。 

人の生き方が変われば、地域社会も変化しまちのあり方も変わります。地域住民がそ

のコミュニティを構成する一人として、自分らしくいられる「居場所」、そして活躍で

きる「フィールド」など、人生を切り替えるための仕組みを地域が一体となって作って

いくことが必要です。幸い荒川区には、これまで長く培われた「地域力」がありますの

で、こうしたものをベースにさらに発展させ、人生 100 年時代においても豊かに暮らせ

る地域社会を築き上げるための取組を着実に進めていきます。 

 

２ 地域共生社会への取組 

「地域共生社会」は、制度や分野ごとの「縦割り」や、サービスの「支え手」「受け



 

手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が地域の課題を「我が事」とし

て捉えて参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、暮らし

や生きがいを地域とともに作っていく社会を目指しており、人口の高齢化を乗り越える

社会モデルとして考えられています。そして、「地域共生社会」は、地域包括ケアシス

テムを包含する概念とされています。 

また、世界的にも国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェ

ンダ」に記載された国際目標である持続可能な開発目標(SDGs)では、「誰一人として取

り残さない(leave no one behind)」を理念に掲げており、すべての国・人に関わる共通

の目標であるという普遍性、そして、人としての尊厳・基本的人権の保障を目指すもの

で、地域共生社会の実現に通ずるものです。 

こうした世界的な動向や国内における少子高齢化社会の進展等を踏まえ、地域住民の

複合化・複雑化した支援ニーズに対応する区市町村における包括的な支援体制の構築を

推進するため、「断らない相談支援」「参加支援」「地域づくりに向けた支援」の 3 つの

支援を一体的に行っていく必要があります。 

この「地域共生社会」の実現に向けては、「必要な支援を包括的に提供する」体制の

構築が求められており、第 7 期プランでは、高齢者を支える地域社会の構築を目指して、

医療機関や介護サービス事業者をはじめ、地域福祉の担い手である荒川区社会福祉協議

会や民生委員・児童委員、コミュニティの中心的な役割を担う町会・自治会、高齢者の

就労や社会参加活動を推進する荒川区シルバー人材センターや荒川区コミュニティカレ

ッジ、シルバー大学、高年者クラブ、ボランティアとして介護予防事業の運営等に参画

する区民などと情報交換や意見交換、事業協力を積極的に進めてきました。併せて、介

護保険運営協議会や在宅療養連携推進会議において意見交換や協議の場の充実を図ると

ともに、地域ケア会議などを通じて出された地域課題に対して、区が解決方法を検討し

事業化する体系を整理したことから、第 8 期プランにおいてもこれらを積極的に推進し

ていきます。 

さらに、地域活動への参加を促すきっかけとして、生活支援体制整備事業により、ボ

ランティアの発掘、育成、支援を行っており、「受け手」となる方と「支え手」となる

方のマッチングを区の生活支援コーディネーターが中心となって進めてきました。第 8

期プランにおいては、地域包括支援センターへ配置した第 2 層の生活支援コーディネー

ターが主体となって事業を展開し、包括的な支援体制の基盤づくりを行います。 

また、「地域共生社会」では、支援が必要ではあるが制度の狭間で支援が受けにくい

方への対応が欠かせません。例えば、制度の狭間への対応の一つとして、65歳に到達

した障がい者等が、障害福祉サービスから介護保険等の高齢者サービスへよりスムーズ

に移行できるよう、障がい者等の尊厳と自立を大切にしながら、当事者のみならず、家

族、その支援者、事業者等の各種制度等の違いに関する理解を深め、効果的なサービス

利用につながる支援を行うとともに、そのノウハウの蓄積と活用により、複数の制度を

結びつけるサービス提供のあり方等について検討を進めます。 

 

 



 

３ 介護予防・健康づくり施策の充実・推進(地域支援事業等の効果的な実施) 

荒川区基本計画で掲げている 6 つの都市像の中の一つである「生涯健康都市」の施策

として、「介護予防の推進」を挙げています。ここでは、健康寿命延伸のため、誰もが

積極的及び自主的に、地域での人との交流の中で、地域多様な介護予防に取り組めるよ

う支援することを目的としており、第 8 期プランにおいても、この施策と整合性を図り

ながら事業を推進します。 

また、高齢期の健康増進・フレイル予防のためには、上位計画である荒川区基本計画

の「青壮年期の健康」とのつながりを重視し、可能な限り健康な状態で、また社会との

つながりを持って高齢期に入ることが重要となります。第 8 期プランにおいても、青壮

年期の健康づくりから高齢期の健康の維持・増進、フレイル予防、そして介護予防へと、

円滑かつ効果的につなげていけるよう、「荒川区健康増進計画」との十分な連携を図り

ます。特に、令和 2 年 1 月以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの

高齢者が外出自粛などによる生活不活発状態のためにフレイルが進行する可能性が高い

ことから、コロナ禍での健康づくり・フレイル予防、介護予防については、状況に合っ

た施策を重点的に実施します。 

また、フレイルには、社会とのつながりの脆弱性(社会的フレイル)の側面もあること

から、高齢期以前から自宅に閉じこもらずに地域とのつながりを持てるような参加支援

や場の提供、住民が主体となって運営する事業が展開され、区民が「支え手」と「受け

手」という関係を超えて相互に役割を持ち、支え合う取組を推進していきます。 

主に地域支援事業において実施する介護予防事業では、自立支援と重度化防止を目的

としており、価値観やライフスタイルの多様化による様々な要望に対して、事業の多様

化を進めることで、より効果的に推進していきます。 

多様化の一つの方法として、事業の参加者について年齢や心身の状況で参加の可否が

区別されず継続して参加できる事業や地域の住民が主体となって運営する事業が展開さ

れるような支援を推進していきます。 

 

４ 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

認知症施策推進大綱の 5 本柱に沿い、「共生」と「予防」を基本に事業を推進し、住

み慣れた地域で尊厳が守られ、自分らしく暮らし続けることができる社会を目指します。

中でも、普及啓発、予防事業、早期発見を重点として実施し、地域包括支援センターへ

配置した認知症地域支援推進員のほか、認知症初期集中支援チーム、認知症疾患医療セ

ンター、荒川区医師会等と引き続き協力しながら施策を推進します。 

普及啓発では、現在、国が検討している認知症基本法案が成立した際は、第 8 期プラ

ンとの調整を図りながら認知症の施策を推進するための計画の策定の検討を行うととも

に、引き続き、認知症についての関心と理解を深めるための認知症の日(9月 21日)及び

認知症月間(9 月 1 日～30 日)に行事等を実施します。また、5 本目の柱にある「研究開

発、産業促進、国際展開」で例示され、慶應義塾大学が参加・実施している国の認知症

有病率の基礎資料となる「健康長寿社会の実現を目指した大規模認知症コホート研究」

と「超高齢者の健康長寿に関する調査(95 歳以上・85 歳以上)」に対し、区として引き



 

続き協力し、そこで得られた知己について、講演会等で区民へ周知し、認知症の予防に

生かしていきます。 

予防事業では、認知症予防事業として実施する事業以外でも、社会参加などによる認

知機能の維持の必要性を周知しながら、共生社会の構築にもつながる住民主体の事業と

協働できるよう、実施団体と協力しながら推進していきます。 

早期発見では、認知症検診について、検診後のフォロー体制も含めた体系づくりにつ

いて荒川区医師会と調整を行い、実施方法の検討を進める必要があります。 

 

５ 地域包括ケアシステムを支える取組の強化 

(1) 介護現場に向けた取組について 

    ○ 人材の確保 

生産年齢人口が減少する一方で、介護人材の需要は、国の推計値では 2025 年度

までに更に 29 万人分が必要と推計しています。このため国では、処遇改善、離職

防止・定着、生産性向上、魅力向上、外交人材の受入環境整備等を進め、都でも

就業促進事業等の多くの事業を推進しています。 

区においては、介護職員の採用に向けた資格取得の支援や、定着やスキルアッ

プに向けた研修、永年勤続従業者表彰、福祉のしごと相談会等、様々な事業を推

進しています。 

事業者においても、一連のケアについて、身体介護を伴う専門的な業務、見守

り等の補助を中心とした業務、夜間や早朝の業務など、業務を細分化して元気な

高齢者の方をはじめ多くの方が参入できるようにする等、採用にあたっての工夫

が必要です。 

また、実態調査では、介護現場におけるハラスメントが課題の一つとなってい

るため、ハラスメント対策を含め、人材の定着に向けた取組を検討・推進してい

きます。 

    ○ 介護現場の革新 

介護そのものに対応する時間を増やすためには、介護に関連した様々な事務の

簡素化やＩＣＴの導入をはじめ、職員の腰痛防止や夜間の事故のリスクを減らす

ロボットの導入等、多岐にわたる取組が求められます。 

そのため、国が進めるＩＣＴ・介護ロボット活用の研究の進捗等を注視しつつ、

介護人材の確保や定着について検討し、事業者を支援していきます。 

    ○ 事務の効率化 

より質の高い介護サービスの提供には、現場において介護業務に注力できる環

境の整備とともにに、研修や情報共有等の時間を増やすことが必要であり、その

ための現場での事務効率化の推進はたいへん重要です。区では、事業者の負担を

軽減するために、国の特定処遇改善に係る区独自様式の導入を見送ったほか、生

活援助の頻回プランに係る提出書類を最小限に抑える等の工夫を講じてきたとこ

ろです。 

今後、国や都における取組を注視しながら、事業者との意見交換、役割分担や



 

連携等も検討しながら、介護現場での事務の効率化に取り組んでいきます。 

 

(2) 地域支援事業の担い手を増やすために 

地域支援事業を充実させていくためには、事業を支える地域住民を増やすこと、

そして、その輪を広げて行政の手を離れても継続できる仕組みを作っていくことが

重要です。その実現のためには、ＮＰＯ等の実施団体の育成、認知症サポーターや

地域活動リーダーの養成等、地域ごとに様々な分野において区民の皆さんが地域支

援事業に参画し活躍できるきっかけを作り行う必要があります。今後、これらを推

進していくため、現在区が地域支援事業として 65 歳以上を対象に実施しているボラ

ンティアポイント制度を、国が地域医療総合確保基金を活用して新たに開始するボ

ランティアポイント制度に移行することを含め、関係各部と調整しながら検討を進

めていきます。 

 

(3) 円滑な要介護認定のための計画的な体制整備について 

第 8 期プランの計画期間中にも、要支援・要介護者数の更なる増加が見込まれま

す。これまで区では、直接雇用する調査員を少しずつ増やすとともに、一部の調査

は民間事業者へ委託する等、認定事務の円滑な執行に努めてきました。しかし、今

後、要介護認定の申請件数の大幅な増加が予想されるため、業務の簡素化等を進め

るとともに、引き続き、認定事務を遅滞なく適正に実施するために必要な体制を計

画的に整備していきます。 

 

(4) 介護離職問題等への対応 

区では、関係機関と連携をとりながら、介護との両立ができる仕事への転職相談

や支援及びやむを得ず介護離職となった場合の再就職支援をしています。少子高齢

化が進展し、介護分野の人材不足等が強まる中、引き続き、介護離職問題等に対す

る取組を実施していきます。 

 

６ 在宅生活を支える安全・安心のためのセーフティーネット 

少子高齢化社会の進展に伴い、核家族化にも拍車がかかり、高齢者だけの世帯や一人

暮らし世帯が増加しています。近年では、特殊詐欺等の犯罪被害の増加や台風による大

規模水害の危険性の高まり、新型コロナウイルス感染症など、高齢者を取り巻く環境は

大きく変化しています。 

そうした状況の中で、高齢者が様々な不安を抱えることなく安全・安心で快適な環境

のもとで暮らせるよう、「在宅生活を支える安全・安心のためのセーフティーネット」

を更に拡充していく必要があります。 

(1) 防犯対策 

不特定多数の者に電話を掛け、現金をだまし取る特殊詐欺などの犯罪は年々巧妙

化しており、例えば「新型コロナウイルス」など、社会的な危機をも利用しながら

高齢者の不安を煽り、安全な暮らしを脅かしています。 

これまでも区と警察署が緊密に連携を図り、情報共有や重点的な警戒、電話自動



 

通話録音機の配付普及など被害の防止に取り組んで来ましたが、町会・自治会を始

め、防犯協会、民生委員・児童委員、高年者クラブ、商店街連合会、金融機関など、

地域社会が一丸となって犯罪に立ち向かう機運を一層高めていきます。 

 

 (2) 防災対策 

首都直下地震は30年以内に 70％程度の確率で発生すると予測されており、地震が

発生するという前提のもとで、事前にできる防災対策を進めていく必要があります。

過去の震災では、負傷者の 3～5 割が家具の転倒・落下等で負傷していること、発生

した火災で原因が判明している 6 割以上が電気による火災であること等を踏まえ、

在宅生活を送る高齢者の地震による負傷や自宅の火災による延焼等を防ぐため、引

き続き、家具類の転倒・落下防止器具及び感震ブレーカーの設置工事費等の助成や

簡易型感震ブレーカー・自動点灯ライトの無償配付を行い、屋内における安全対策

を推進していきます。 

また、近年は大型台風等によって、大規模水害が発生する危険性が高まってきて

おり、荒川区でも、荒川の決壊による氾濫により区内の約 9 割が浸水し、浸水継続

時間も 2週間以上と想定されています。 

区民一人ひとりが水害時に適切な避難行動をとれるよう意識啓発を図るともに、

水害時の避難場所の開設や正確な情報収集等を行うために、町会・自治会とも連携

を図っていきます。特に、災害時要援護者については、避難行動要支援者名簿及び

個別支援計画の作成・更新を適宜行いながら、関係者との連携を推進します。 

 

 (3)  高齢者や介護者(ケアラー)を取り巻く地域課題 

○ 8050問題、孤独死など 

「8050 問題」は「80 代」の親が、引きこもりなどにより働かない「50 代」の子

どもを年金などにより経済的に支える状態をいいます。また、孤独死は少子高齢

化が進展することで核家族化が顕著となり、一人暮らしの高齢者が増加し、その

結果として、誰にも看取られず一人で亡くなる状態をいいます。 

これら問題に共通することは、いずれも孤立化しているケースが多く、当事者

と地域住民などとのつながりがほとんどないことから、課題解決を難しくしてい

ます。 

そのため区では、「地域共生社会」への取組を推進する中で、関係機関や地域の

方々と手を携えて、さらに積極的なアウトリーチを行うとともに地域活動への参

加を促すきっかけづくりに取り組みます。 

 

  ○ 介護者への支援 

「ケアラー」とは、介護や看病、療育が必要な家族や近親者等の生活を支援する

人のことを指します。支援の対象となる方は、高齢者だけでなく障がい者や難病患

者、病児・障がい児、さらにはアルコールなどの依存症や引きこもりの方まで広範

囲に渡ります。 

ケアラーが行う支援の内容は、身の回りの家事や力仕事、外出時の介助や付き添



 

い、感情面のサポートなど多岐にわたり、心身共に負担がかかるだけでなく、自分

の貴重な時間を費やさなければならないため、様々な問題点が発生します。 

また、日本では「ヤングケアラー」という言葉に明確な定義はありませんが、

2020 年に埼玉県が県内の高校 2 年生 55,000 人余りを対象に実施した「埼玉県ケア

ラー支援計画のためのヤングケアラー実態調査」では、回答者の1,969人(4.1％)が

ヤングケアラー(埼玉県ヤングケアラー支援条例ではケアラーのうち 18 歳未満の者

と定義)に該当するとされています。若年層のケアラーは、今後も増加が予測され、

介護等を担うことで教育や就職の機会を失うとともに、自分の生活や将来設計が描

けない状況となることなどが懸念されています。 

区では、前述の「介護離職」や「8050問題」とともに、ヤングケアラーを含むケ

アラーへの支援を進めていく必要があると認識しており、国や都の動向を注視しつ

つ、他自治体の状況等も参考にしながら、どのような支援が必要なのか把握を進め、

地域でケアラーを支えていくための取組の具体化に向けた検討を進めていきます。 

 

 (4) 新型コロナウイルス等感染症対策 

○ 高齢者の新しい生活様式の確立に向けて 

新型コロナウイルス感染症は、他の年代に比べて高齢者が重症化しやすい特性

を持っています。また、感染リスクを低減するために自宅に閉じこもるなどの生

活不活発による心身の健康への悪影響(フレイルの進展)が懸念されています。新

型コロナウイルスの感染や重症化を防ぐために、高齢者や高齢者を取り巻く方々

が感染予防対策への理解を深め、適切な予防行動を取ることができるよう、保健

所と連携して予防知識と予防技術の普及に努めます。自宅や様々な活動場所での

感染予防対策を進め、高齢者が安心して生活や活動ができるよう支援を行ってい

きます。 

また、社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症への対応について区

及び都で円滑な情報共有と連携強化を図り、感染抑制及び感染拡大防止に努めま

す。さらに、介護が必要な在宅高齢者の介護者が新型コロナウイルス感染症に罹

患し、介護ができなくなった際、生活が成り立たない高齢者に対する受入れ体制

を整備し、安心して療養生活が送れるよう支援します。 

 

○ 介護事業所等との連携について 

新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症に関し、社会インフラ

の一つである介護サービス事業を継続していくために、着実に対応する必要があ

ります。 

令和 2 年 4 月の緊急事態宣言期間中に、区内の介護事業所向けに実施した「新

型コロナウイルスへの対応に関するアンケート」(118事業所から回答)においては、

約半数の事業所が前年同月比で売上が 10％以上減少し、約 4 分の 1 の事業所は新

規の受け入れを見合わせていました。また衛生資機材が極端に不足していた、と

の声も数多く寄せられました。 

そのため、感染症の感染拡大防止、また流行時においても事業を継続できるよ



 

う、普及啓発、研修、衛生資機材の提供等を適時適切に実施し、また介護事業者

の団体と定期的に意見交換を行いながら、必要な支援を実施します。 

また、発生後において、介護事業所や区民生活への影響を最小限に抑えること

ができるよう、国や都の通知や事業等を注視しつつ、保健所と連携し必要な措置

を講じていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第２節 第８期プランの基本方針 

 

○ 平成 30 年度に改正された「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一

部を改正する法律」では、地域包括ケアシステムの深化・推進のための 5本柱 (生活支

援・介護予防・介護・住まい・医療)に対する取組を包括的、継続的に行わなければい

けないとされています。第 7 期プランでは、この 5 つの柱を取り入れた基本方針を設定

し、施策に取り組んできました。 

 ○ 第 8 期プランにおいては、地域包括ケアシステムの 5 本柱を継承しつつ、令和 3 年 4

月施行「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」において掲

げられた、地域共生社会実現への取組等を基本方針に加え、より一層、地域包括ケアシ

ステムの推進を図っていきます。 

 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会実現への取組（生活支援） 

 就労やボランティア活動、生涯学習や趣味など、高齢者一人ひとりが自ら希望する形で、

充実した生活を送ることができるよう、社会参加を促進します。 

また、地域において自立した生活を送ることができるよう、地域共生社会の実現に向け、

地域を支える包括的な支援を提供します。 

＜施策の方向＞ 

1-1 就労・生涯学習の推進 

1-2 地域活動へ向けた場づくりの支援 

1-3 地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

  1-4 在宅生活を支える福祉サービス 

 

基本方針２ 介護予防と健康づくりの推進（介護予防） 

 高齢者が自主的に心身機能の維持・改善等のための介護予防やフレイル予防活動、健康

づくりに取り組み、有する能力を維持・向上できるよう支援します。そのために、高齢期

の健康の基盤となる青壮年期の健康づくり事業との継ぎ目のない連携を推進します。 

また、認知症に対する区民の理解促進、認知症の早期発見・早期診断・早期治療を行う

ことで、進行を遅らせられるよう取組や在宅生活を続けることができる体制を整備します。 

＜施策の方向＞ 

  2-1 健康づくりの推進 

2-2 効果的な介護予防の推進 

2-3 認知症と共生する地域づくりと予防 

 

基本方針３ 介護サービスの充実（介護） 

 要支援・要介護認定者が、自立した生活を続けていくために必要な支援を受けることが

できるよう、介護保険制度を適切に運営していくとともに、地域密着型サービスの整備計

画の推進や介護サービス事業者に対する研修の実施等、介護サービスのさらなる充実を図

ります。 

 



 

＜施策の方向＞ 

  3-1 介護保険制度の運営 

3-2 被保険者に対する支援 

3-3 介護サービス向上の取組 

 

基本方針４ 高齢者の住まいの確保（住まい） 

 高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、引き続き民間活力や空き家等

の既存ストックを活用するなど、多様な住まいの確保を図るとともに、区の住宅部門と連

携し、社会福祉法人や NPO 等の居住者支援団体を構成員とする居住支援協議会の設置に向

けて取り組みます。 

 また、住み慣れた住宅における日常生活の質の確保を図るための支援を行います。 

 ＜施策の方向＞ 

4-1 住まいへの支援 

4-2 住まいの確保 

4-3 バリアフリー化の促進 

 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができる

よう、医療や介護、福祉、権利擁護など高齢者支援に携わる機関が連携し、必要な時に必

要な社会資源を活用できる環境と地域で支える仕組みをつくるとともに、在宅生活を支え

るケアの質の向上と標準化を目指していきます。 

  ＜施策の方向＞ 

   5-1 在宅医療と介護の連携 

5-2 地域包括支援センターの機能の充実 

5-3 権利擁護体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第３節 第８期プランの体系と施策の方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労やボランティア活動、生涯学習や趣味など、高齢者一人ひとりが自ら希望する形で、充実

した生活を送ることができるよう、社会参加を促進します。 

また、地域において自立した生活を送ることができるよう、地域共生社会の実現に向け、地域

を支える包括的な支援を提供します。 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会実現への取組（生活支援） 

施策の方向 主な事業 

1-1 就労・生涯学習の推進 

 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けながら、生き

がいを実感し、充実した生活を営むことができるよ

う、就労、生涯学習、趣味の活動などへの参加を支援

します。 

高齢者生きがい事業 

（荒川シルバー大学） 

シルバー人材センター管理運営 

荒川コミュニティカレッジ 

1-2 地域活動へ向けた場づくりの支援 

 高齢者が、地域での人との交流を通じてその知

識や経験、技能等を活かせるよう、自主的な活動

への支援を行います。そのための地域との関わ

り、交流の輪(通いの場)を広げる場や機会の提供等

を行い、生きがいや健康づくりにつなげます。 

 また、介護予防サービス以外の充実に向けて、

様々な社会資源のより一層の活用やそのネットワ

ーク化に努めます。 

ふれあい粋・活サロン補助事業 

ひろば館、ふれあい館での高齢者事業 

敬老週間事業 

いきいきボランティアポイント制度

の実施 

老人福祉センターの管理運営 

高齢者入浴事業 

高年者クラブ運営支援 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 

住民主体の地域介護予防活動への支援 

荒川ころばん・せらばん・あらみん

体操 

地域活動サロン「ふらっと・フラッ

ト」の運営補助 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 在宅生活を支える福祉サービス 

 高齢者が住み慣れた地域で自立した在宅生活を

営むことができるよう、一人ひとりの心身の状況

やその変化に対応した在宅福祉サービスを提供し

ます。また、介護者となるご家族の負担を軽減

し、高齢者のニーズに的確に応えたサービスを提

供します。 

1-3 地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

 一人暮らしや高齢者のみの世帯が増加している

中、住み慣れた地域で安全で安心して生活が続け

られるよう、地域資源を活用して、高齢者の安否

確認や見守りを充実します。また、区民相互の助

け合いをベースとした地域力の向上を図り、地域

全体で高齢者を支えていく体制を構築します。 

 併せて、荒川区社会福祉協議会や民生委員・児

童委員、町会・自治会、民間企業等との協力を更

に進め、引き続き綿密に連携を図り、高齢者が自

立した日常生活を営むことができるよう支援して

いきます。 

高齢者みまもりネットワーク事業 

生活支援体制整備事業 

関係機関・団体との連携 

高齢者総合相談窓口 

日常生活支援事業 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が自主的に心身機能の維持・改善等のための介護予防やフレイル予防活動、健康づくり

に取り組み、有する能力を維持・向上できるよう支援します。そのために、高齢期の健康の基盤

となる青壮年期の健康づくり事業との継ぎ目のない連携を推進します。 

また、認知症に対する区民の理解促進、認知症の早期発見・早期診断・早期治療を行うこと

で、進行を遅らせられるよう取組や在宅生活を続けることができる体制を整備します。 

基本方針２ 介護予防と健康づくりの推進（介護予防） 

施策の方向 主な事業 

2-1 健康づくりの推進 

 高齢者がいつまでも健康で生きがいを持って生

活を送るために、通いの場の一つとして、運動や

社会的活動等のフレイル予防に資する機会を整備

します。また、高齢期の健康の基盤は青壮年期に

あることから、青壮年期の健康づくり事業と介護

予防事業の切れ目のない連携を図ります。 

荒川ころばん体操リーダー養成・支援 

健康教室、健康相談、栄養相談、男

の筋肉塾等健康づくり事業 

荒川ころばん・せらばん・あらみん

体操（再掲：基本方針1） 

定期的な健康診査(後期高齢者健

診、特定健診、特定保健指導) 

2-2 効果的な介護予防の推進 

 要支援等の方が日常生活機能を維持、改善する

ことにより、地域で自立した生活が営み続けられ

るよう、介護予防・生活支援サービス事業を充実

させます。 

 そして、介護予防の活動が区民主体で展開され

る地域をめざし、介護予防活動の担い手の育成・

支援をしていきます。 

2-3 認知症と共生する地域づくりと予防 

 認知症に関して多くの区民が正しく理解し、認

知症の人やその家族を支える地域づくりを推進す

るとるとともに認知症の容態に合わせて医療と介

護などの適切な支援に結び付けることができるよ

うネットワークの構築を図るほか、認知症予防対

策を総合的に実施します。 

認知症に関する普及啓発・本人発信

支援 

認知症通所予防事業 

認知症早期発見・早期治療 

介護予防教室及び講演会 

介護予防・生活支援サービス事業 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 

予防接種費用助成 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要支援・要介護認定者が、自立した生活を続けていくために必要な支援を受けることができる

よう、介護保険制度を適切に運営していくとともに、地域密着型サービスの整備計画の推進や介

護サービス事業者に対する研修の実施等、介護サービスのさらなる充実を図ります。 

基本方針３ 介護サービスの充実（介護） 

施策の方向 主な事業 

3-1 介護保険制度の運営 

 要支援・要介護認定者が必要とする介護サービ

スを受けることができるよう、介護保険料の収納

や要介護認定、介護給付など、制度の根幹となる

事務を適切に処理し、確実な介護保険制度運営を

行っていきます。 

 また、介護を社会全体で支えあうという介護保

険制度の趣旨を広く普及していきます。 

介護保険料の収納 

適切な要介護認定の実施 

介護給付費の給付 

介護保険事業所の指定及び管理 

介護保険制度の趣旨普及 

3-2 被保険者に対する支援 

 介護保険制度の被保険者の精神的・経済的負担

を軽減することができるよう、制度内容や保険

料、利用料などに係る相談を随時受け付けるとと

もに、負担軽減に向け活用できる制度等を説明し

ていくなど、被保険者に応じて適切な支援をして

いきます。 

介護保険料の軽減 

介護保険サービス利用者負担の軽減 

高額介護サービス費の支給 

施設利用に係る食費・居住費の軽減

(特定入所者介護サービス費) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-3 介護サービス向上の取組 

 介護サービスを利用する方が、質の高いサービ

スを受けることができるよう、また、事業者が適

切に事業所運営を行うことができるよう、介護事

業所に対する支援や指導、事業所の整備促進な

ど、介護サービスの質と量の向上に取り組んでい

きます。 

区立在宅高齢者通所サービスセンタ

ーの管理運営 

区立特別養護老人ホームの管理運営

(再掲：基本方針4) 

地域ケア会議(再掲：基本方針5) 

法人立特別養護老人ホームの整備に

ついて(再掲：基本方針4) 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 

福祉サービス第三者評価事業 

ケアマネジメントの適正化 

介護サービス事業者との連携 

介護サービス事業者研修の実施 

地域密着型サービス事業所の整備促

進 

介護報酬請求・サービス提供体制の

適正化 

介護サービス事業者における人材の

確保 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、引き続き民間活力や空き家等の既存

ストックを活用するなど、多様な住まいの確保を図るとともに、区の住宅部門と連携し、社会福

祉法人やNPO等の居住者支援団体を構成員とする居住支援協議会の設置に向けて取り組みます。 

また、住み慣れた住宅における日常生活の質の確保を図るための支援を行います。 

基本方針４ 高齢者の住まいの確保（住まい） 

施策の方向 主な事業 

4-1 住まいへの支援 

 高齢者の住環境の改善と居住の安定確保を図る

ため、多様な居住ニーズ等を踏まえ、宅地建物取

引業関係団体等との連携強化を図るなど、高齢者

賃貸住宅等への円滑な入居を促進していきます。 

 また、警察・消防等の関係機関と連携し、住ま

いの防犯・防災対策を推進し、安全安心の生活を

目指してきます。 

民間賃貸住宅の入居支援 

高齢者の防犯対策 

高齢者の防災対策 

4-2 住まいの確保 

 高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを継

続できるよう、終の住みかとしての住まいの確保

に努めていきます。また、高齢者入所施設につい

ては、認知症高齢者グループホームや特別養護老

人ホームなどの待機者の状況や現状等を踏まえな

がら、様々な可能性を検討し施設の確保に努めま

す。 

 さらに、多様な住まいの充実を図る観点から、都市

型軽費老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の民

間主導による整備についても促進していきます。 

4-3 バリアフリー化の促進 

 高齢者や障がい者など、だれでも利用しやすく

生活しやすいまちをつくるため、安全・安心・快

適に移動できるバリアフリーのまちづくりを進め

ます。 

 また、高齢者の住宅改修についても支援してい

きます。 

区営住宅の管理運営 

高齢者向け住宅・施設の確保 

区立特別養護老人ホームの管理運営

(再掲：基本方針3) 

法人立特別養護老人ホームの整備に

ついて(再掲：基本方針3) 

バリアフリー法に基づく公共空間の

バリアフリー化 

高齢者の住宅改修制度(区独自制度) 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者が住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができるよう、

医療や介護、福祉、権利擁護など高齢者支援に携わる機関が連携し、必要な時に必要な社会資源

を活用できる環境と地域で支える仕組みをつくるとともに、在宅生活を支えるケアの質の向上と

標準化を目指していきます。 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

施策の方向 主な事業 

5-1 在宅医療と介護の連携 

 医療的なケアが必要な高齢者が在宅で安心して

生活できるよう、相談機能を強化するとともに、

医療と介護・福祉の連携を強化し、在宅で医療ケ

アが受けられる体制づくりを進めていきます。 

医療と福祉の連携推進事業 

5-2 地域包括支援センターの機能の充実 

 地域包括支援センターの機能を充実し、高齢者

の在宅生活を支え、安心を提供する役割を果たす

ことができるよう、総合相談・支援の体制づくり

を行うとともに、地域の社会資源と連携して、医

療や介護、福祉、権利擁護などの様々なサービス

がつながる地域包括ケアの実現を図ります。 

 さらに、地域包括支援センターの後方支援の強

化を図るとともに、困難事例等の対応を共同で行

う体制づくりを進めていきます。 

5-3 権利擁護体制の充実 

 認知症が要介護状態になっても要支援者の尊厳

や生命、財産が守られる環境づくりを進めるとと

もに、高齢者虐待の防止及び早期発見に向けた相

談体制の充実を図ります。 

地域ケア会議(再掲：基本方針3) 

地域包括支援センター事業 

高齢者虐待対策事業 

成年後見事業 

養護老人ホーム措置 

機能強化型地域包括支援センター事

業 

・・・・・・・ 囲みは重点事業 



 

第４節 重点事業の概要 

 

〇 基本方針 1～5における重点事業の概要について、次のとおり示します。 

 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会の実現への取組（生活支援） 

【施策の方向】１-２ 地域活動へ向けた場づくりの支援 

 

◆ 事業名 ◆ 目的 

ふれあい粋・活サ

ロン補助事業 

住民主体で運営する身近で気軽に通える場を確保・維持することによっ

て、引きこもり予防、介護予防等の支援をします。 

◆ 事業内容 

 荒川区社会福祉協議会のサポートにより、住民主体で地域の特徴やニーズ

等を把握し、関係者と協力して立ち上げ、運営等を行っています。介護予防

型やおとな食堂などのテーマ別のサロンの運営も増加しており、今後とも

「ふれあい粋・活サロン」の維持・充実を図るために運営費の一部を補助し

ます。 

また、通いの場としての機能を充実させるため、高齢者みまもりステーシ

ョン等の職員が巡回するなど、ネットワーク化を図る支援を行っていきま

す。 

◆ 推進の方向性・指標 

サロンが地域の核となり、通いの場として機能するほか、見守りや支え合

いとしての役割を果たせるよう、地域の様々な関係機関・団体等のネットワ

ーク化を図ります。 

また、介護予防に資する住民主体の通いの場として地域の偏りがないよう

「ふれあい粋・活サロン」が開設され、介護予防型のサロンやニーズに合わ

せたテーマ型のサロンの充実とともに、多世代が交流する場ともなるよう支

援を行います。 

新型コロナウイルス感染症に対する感染防止策を行いつつ、開催できる

「ふれあい粋・活サロン」が増加するよう支援します。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 参加者数(延べ数) 30,829人 35,000人 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会の実現への取組（生活支援） 

【施策の方向】１-２ 地域活動へ向けた場づくりの支援 

 

◆ 事業名 ◆ 目的 

住民主体の地域介

護予防活動への支

援 

高齢者が可能な限り地域において自立した日常生活を過ごすために、介護

予防及び重度化防止のため、年齢や心身の状況によって分け隔てない介護予

防に資する住民主体の活動を実施する団体を支援します。 

◆ 事業内容 

地域力を高めることで、高齢者がいつまでも、住み慣れた地域で暮らし続

けるまちづくりを行います。住民が主体となり、介護予防活動が必要な高齢

者に対して、運動、食事等の活動を定期的に行う通いの場を運営する団体

や、自宅の掃除、洗濯、買い物、ごみ出し、見守り等の軽度の生活支援を提

供する団体の活動費を補助するともに、団体と利用者のマッチング支援を行

います。 

補助の開始にあたっては、区の自立支援の考え方や感染症予防等の研修を

行います。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者が自立した生活を送るために必要なサービスを希望する際に受けら

れる体制を整備するため、高齢者を対象とした、地域で活動する団体を支援

することで、高齢者の居場所や生活支援サービスを確保するとともに、利用

者や地域活動者の健康増進にも寄与します。 

地域力を高めることで、高齢者がいつまでも、住み慣れた地域で暮らし続

けるまちづくりを行います。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 補助団体数 － 16団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会の実現への取組（生活支援） 

【施策の方向】１-２ 地域活動へ向けた場づくりの支援 

 

◆ 事業名 ◆ 目的 

荒川ころばん・せ

らばん・あらみん

体操 

高齢者が、コロナ禍においても、地域での人との交流を通じて、健康づく

りやフレイル予防、生きがいづくりができるように、リーダーによる自主的

な運営支援を継続するとともに、専門職による支援を追加して事業の質の向

上を図ります。 

青壮年期の健康づくり事業との連続性を保つことにより、可能な限り健康

な状態で高齢期に入ることができ、早期からの孤立化予防ができるような環

境を整備します。 

◆ 事業内容 

コロナ禍でも事業を実施するため、少人数で感染防止対策を徹底しながら

継続します。実施に当たっては、参加者が外出自粛等による体力低下の懸念

もあることから、専門職が一人ひとりの身体機能を評価し、その人に合った

きめ細やかな指導を行います。 

また、非接触性の各種媒体での普及啓発(DVD,CD,CATV,SNS 等の活用)を進

め、ICTを活用した介護予防活動の場の提供拡大を図ります。 

◆ 推進の方向性・指標 

コロナ禍では少人数での開催形態に変更するため、動画等各種媒体の普及

を図り、体操人口の増加を目指します。また、次期健康増進計画において、

青壮年期の健康づくり施策とフレイル予防事業との連携の重要性から、65 歳

未満の方の体操事業参加に努めます。 

荒川ころばん体操リーダーと参加者の協力のもと、感染予防と事故防止に

努めます。専門職の巡回により、参加者に適切なサービス(介護予防・日常生

活支援総合事業や他の一般介護予防事業に利用につながる等)を提供できるよ

うにするとともに、全世代型健康づくり事業への転換を推進します。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ ころばん体操参加数 1,418人 1,500人 

○ 荒川区健康づくり体操動画

視聴累計回数 
33,354回 70,000回 

○ 65歳未満の参加者数 39人 増加 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会の実現への取組（生活支援） 

【施策の方向】１-３ 地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

高齢者みまもりネ

ットワーク事業 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安全で安心した生活が続けられる

よう、様々な関係機関と連携して、地域全体で支える体制を構築していきま

す。 

◆ 事業内容 

 地域包括支援センターに併設された高齢者みまもりステーションを拠点と

して、町会・自治会、民生委員・児童委員や地域の関係機関と連携し、生活

実態の把握、及び安否確認等を行い、孤立死の問題を含め高齢者の生活を見

守り・支援していきます。 

高齢者の生活を支える関係機関との顔の見える見守りネットワークの構築

及び推進に取り組みます。 

みまもりネットワークに登録されている方が利用できる、緊急通報システ

ムなどの「みまもりサービス」事業の活用による見守りを実施します。 

◆ 推進の方向性・指標 

見守りが必要となる高齢者の増加が予想されることから、相談窓口となる

「高齢者みまもりステーション」のさらなる周知と新たな見守り方法につい

て、検討を行います。 

戸別訪問や電話連絡による声かけ、安否確認、サロン等の紹介を行い、社

会とのつながりを保ち、孤立防止を推進していきます。 

町会・自治会、民生委員・児童委員、荒川区社会福祉協議会等の既存の関

係機関に加え、医療機関、商店街等、地域の社会資源を有効活用し、新たな

見守りの担い手を含めたネットワークを構築していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 登録者人数 5,029人 5,160人 

○ 相談受付件数 18,774人 20,000人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と地域共生社会の実現への取組（生活支援） 

【施策の方向】１-３ 地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

生活支援体制整備

事業 

一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加を踏まえ、高齢者の在宅生活を

支える多様な生活支援サービスを充実するため、地域住民の協力や区内で活

動する団体等と連携を図り、高齢者をはじめ区民の地域の力を活用した体制

を整備します。 

◆ 事業内容 

 在宅生活を支える多様なサービスの体制整備に向け、生活支援コーディネ

ーターを配置し、区民主体によるサービスを提供する団体等が参画した定期

的な情報交換及び連携強化を図るとともに、地域資源の発掘と解決策を検討

する場として、生活支援協議会を設置し、定期的に開催します。 

 多様な主体による生活支援や介護予防のサービス提供体制の構築に向け、

互助の助け合いによる地域づくりへの理解を深める講演会等の開催と、地域

活動者(担い手)の登録を行い、研修を行うとともに、必要な方とのマッチン

グを行います。 

◆ 推進の方向性・指標 

生活圏域ごとに配置した生活支援コーディネーターが、区民主体の地域活

動を推進するため、既存の生活支援サービスを実施している団体等とのさら

なる連携を図り、地域活動の担い手の発掘・育成・マッチングの仕組みを拡

充するなど、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進します。 

生活支援協議会を活用し、地域課題の整理や不足している資源の把握、課

題解決のための取組みの実現を図ります。 

生活支援が必要な方に適切なサービス情報を提供するため、多様なサービ

ス情報の一元管理及び情報を更新する仕組みを構築します。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ コーディネーター数 9名 9名 

○ 地域活動報告会の開催数 8回 9回 

○ 地域活動希望者「担い手」

の登録数 
120人 140人 

○ 生活支援協議会の開催 9回 10回 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と健康づくりの推進（介護予防） 

【施策の方向】２-１ 健康づくりの推進 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

荒川ころばん体操

リーダー養成・支

援 

「荒川区健康づくり体操群(荒川ころばん・せらばん・あらみん体操)」の

普及啓発を行うための、荒川ころばん体操リーダー養成事業の充実を図り、

引き続き住民主体の事業運営を目指します。また、ICT を活用した区民による

区民への情報発信を支援します。 

◆ 事業内容 

「荒川ころばん体操リーダー養成講座」の現行のプログラムを、コロナの

影響を見極めながら、身体的・精神的・社会的フレイルおよびオーラルフレ

イル予防に対応できるプログラムへの改訂を行います。 

また、ICT を活用した「荒川ころばん体操リーダー」等の区民自身による情

報発信を新たに開始することにより、フレイル予防に取り組む区民が増える

よう、ころばん体操の周知を強化します。 

◆ 推進の方向性・指標 

フレイル予防中心のプログラムに改訂し、引き続きリーダー養成に努めま

す。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ リーダー養成者数(指導者養

成者数含む)(累計) 
462人 472人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と健康づくりの推進（介護予防） 

【施策の方向】２-２ 効果的な介護予防の推進 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

介護予防・生活支

援サービス事業 

心身機能の改善や維持等のための介護予防活動を通して、要支援者等自身

の能力を最大限に生かし、生活機能や地域への参加意欲を向上させ、自立の

促進や重度化の防止を図ります。 

◆ 事業内容 

 要支援及び基本チェックリストによりサービス事業を利用すべき対象に該

当した方(サービス事業対象者)に対して、介護予防・生活支援サービス事業

として、生活機能向上のための訪問型サービス、通所型サービス、その他生

活支援サービスを実施していきます。また、地域において自立した日常生活

を送ることができるよう、適切に介護予防ケアマネジメントを行い、必要な

サービスにつなげていきます。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者の生活機能の維持・向上、低栄養防止、口腔機能の向上等を推進す

るため、従来のサービスに加え、必要な事業化の検討を行います。 

自立した生活が送れるよう、民間事業者や住民主体の活動を行う団体等と

連携を図りながら、介護予防・生活支援サービス事業を充実していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 介護予防・生活支援サービ

ス事業の参加者のうち、状態

が維持又は改善した割合 

76% 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と健康づくりの推進（介護予防） 

【施策の方向】２-３ 認知症と共生する地域づくりと予防 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

認知症に関する普

及啓発・本人発信

支援 

認知症は誰もがなる可能性があること、また早期発見・対応が重要である

こと等、認知症について区民の理解を深め、認知症の人や家族が安心して暮

らせる地域づくりを進めます。 

◆ 事業内容 

 若年性認知症を含む認知症に関する正しい知識をもって認知症の人や家族

の手助けを行うことができるよう、認知症サポーター養成講座、認知症サポ

ーターステップアップ講座などを、実施します。 

 認知症予防に関する取組やイベント情報のほか、認知症予防に関するエビデ

ンス及び調査研究事業の成果の紹介等、様々な媒体を活用し発信します。 

 荒川区版認知症ケアパスを含むパンフレットを作成し、配布します。 

 世界アルツハイマー月間における普及啓発を行います。 

 認知症の理解と介護について情報提供する介護教室を行います。 

 地域の人や専門家と相互に情報を共有しながらお互いを理解し合えるよ

う、認知症カフェづくりの支援を行います。 

◆ 推進の方向性・指標 

 認知症に関する正しい理解を促し、認知症の人やその家族の意見を聞きな

がら、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるよう、地域団体や職域

団体、小中学校等を対象に幅広く認知症サポーター養成講座を開催するとと

もに、世界アルツハイマー月間などの集中イベントに協力するなど普及啓発

を行います。 

 また、認知症サポーターが、できる範囲で様々な場面で活躍してもらえる

よう、認知症サポーターステップアップ講座を実施していくとともに、地域

で認知症カフェや介護教室を開催していくなど、地域における認知症の人や

その家族への支援体制を更に推進していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 認知症サポーター養成数（累計） 15,047人 16,727人 

○ 認知症カフェ開設数 17か所 20か所 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針３ 介護サービスの充実（介護） 

【施策の方向】３-３ 介護サービス向上の取組 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

介護サービス事業

者との連携 

介護サービスを利用する方が質の高いサービスを受けることができるよ

う、また事業者が関係法令に沿って適切に運営できるよう、介護事業者と連

携し、質の向上を図ります。 

◆ 事業内容 

新たに区内で介護事業を開始する事業者への説明会の開催や、介護分野に

おける区内3つの職能団体と意見交換を行う連絡会を定期的に開催します。 

◆ 推進の方向性・指標 

3 年ごとに行われる介護保険法の改正や新型コロナウイルス感染症等の社会

的な問題、介護人材の確保や定着・育成等、介護サービスをとりまく様々な

課題について、区と事業者が連携して適切に対応していく必要があります。

事業者から現場の声を聞き取り、区の施策に適宜反映していくことが必要で

あることから、定期的に開催していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 職能団体との意見交換 

(部会等参加も含む) 
年 36回 年 40回 

○ 介護事業所専用サイトへの

情報発信 

年 150件 

(月 12.5件) 

年 180件 

(月 15件) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針３ 介護サービスの充実（介護） 

【施策の方向】３-３ 介護サービス向上の取組 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

地域ケア会議 

地域包括ケアシステム構築のため、個別ケースの支援内容を多職種で検討

することで、自立支援に資するケアマネジメントの質の向上、及び高齢者に

関わる多職種のネットワークの構築を推進するとともに、個別ケースから地

域課題を把握し、資源の開発や事業の充実など課題解決の取組を推進しま

す。 

◆ 事業内容 

日常生活圏域ごとに圏域会議(地域ケア個別会議)を地域包括支援センター

が毎月開催し、個別課題の解決や地域包括支援ネットワークの構築、及び地

域課題の把握を行います。 

また、区が中央会議(地域ケア推進会議)を開催し、圏域会議により浮かび

上がった地域課題の整理や解決策の検討を行い、地域を支える仕組みづくり

を行います。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの質の向上及びネットワーク

の構築のために、多職種に対し会議への参加を促すとともに、圏域会議に個

別ケースの検討を提出しやすい環境を整えます。 

抽出された地域課題を踏まえ、地域の実情に応じたサービス提供体制の充

実を図るため、他の会議とも連携し、圏域会議の課題抽出機能、中央会議の

対策検討・施策形成機能を強化していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 検討ケース数(圏域会議) 252件 288件 

○ 助言者数(圏域会議) 149件 192件 

○ 検討課題数(中央会議) 3件 3件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針４ 高齢者の住まいの確保（住まい） 

【施策の方向】４-２ 住まいの確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

高齢者向け住宅・

施設の確保 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心した暮らしを継続できるよう、

多様な住まい方を実現することで、良好な居住環境を確保していきます。 

◆ 事業内容 

都市型軽費老人ホーム等の民間主導による整備に対する支援に加え、国や

都の動向を注視し、既存の民間住宅ストックの活用についても、その必要性

を見極めながら検討していくことで、高齢者の多様なニーズに合わせ、様々

な住まいの形態として施設・住宅の確保に努めます。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者が住み慣れた地域で安心した暮らしを継続できるよう特別養護老人

ホームや認知症高齢者グループホームなどの状況や課題等を考慮しながら、

様々な可能性を検討し施設の確保に努めていきます。 

都市型軽費老人ホームについては、日常生活圏域が8圏域に細分化されたこ

とを踏まえ、新たな施設の確保を検討していきます。 

さらに、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の民間主導による

整備についても、都と情報連携することで、住宅の設置状況等を把握し、そ

の必要性を見極めながら検討していきます。併せて、民間住宅ストックの活

用も視野に入れ、高齢者の入居の円滑化に向けた支援を継続していきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 特別養護老人ホーム 7か所 7か所 

○ 都市型軽費老人ホーム 6か所 8か所 

○ 認知症グループホーム 15か所 18か所 

○ 有料老人ホーム 4か所 4か所 

○ 高齢者住宅 5か所 5か所 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

【施策の方向】５-１ 在宅医療と介護の連携 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

医療と福祉の連携

推進事業 

在宅療養の関係者間の連携強化と療養環境を整備し、医療・介護双方のニ

ーズを持つ高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を送り、在宅等での看取

りを希望した際にも叶えられる体制を整備していきます。 

◆ 事業内容 

高齢者の施設への入所や医療機関への入退院、医療福祉サービスに関する

相談窓口を設けるとともに、在宅療養の必要性について区民への周知を行い

ます。医療機関や介護事業者の情報の共有を図るため関係機関名簿等を作成

します。高齢者の在宅療養に係る医療と介護の従事者が情報共有するための

医療連携シートの活用を推進します。 

在宅療養連携推進会議では、在宅療養環境の目指すべき姿や在宅での看取

りの対応等について、医療機関と介護事業者、行政等の関係者が、現状の課

題について共通認識に立ったうえで施策を検討します。 

医療連携会議では、在宅療養を現場で支援する医療と介護従事者等が情報

共有を密にし、顔の見える関係を構築します。 

◆ 推進の方向性・指標 

住み慣れた地域で暮らし続けるために、入退院や入所、医療福祉サービス

に関する相談を継続するとともに、在宅療養者が必要な時に必要なサービス

を活用できる体制整備の支援を行います。 

在宅療養から看取りまでの共通課題等について、関係者で情報を共有する

とともに、区民向け講演会等を開催し、在宅療養の必要性や家族の心構えに

ついての普及啓発を行います。 

医療機関と介護事業者間のチームケアを強化するため、医療と介護の連携

シートの活用が更に推進されるよう、引き続き退院シートや現場の支援者間

での活用について周知を図ります。また、新たな情報共有の方法を検討しま

す。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 相談件数 784件 900件 

○ チームケアの情報共有における医療と介護

の連携シートの活用率 
95％ 95％ 

○ 在宅療養に関する会議の開催回数 4回 4回 

○ 関係機関における在宅療養の取組数 4件 4件 

 

 

 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

【施策の方向】５-２ 地域包括支援センターの機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

地域包括支援セン

ター事業 

高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うこと

により、保健医療の向上、及び福祉の増進を包括的に支援していきます。 

地域包括ケアシステムの中核機関として、関係機関のネットワーク構築や

地域活動者の支援及びコーディネートを行います。 

◆ 事業内容 

地域の高齢者への総合的な相談支援窓口として、高齢者や家族からの介護

保険サービスや介護予防プラン、権利擁護等の総合的な相談支援を行いま

す。 

 介護予防のケアマネジメントや地域ケア会議を通じて、地域の居宅介護支

援専門員の相談支援を行います。 

各地域包括支援センターへ配置した認知症推進員や生活支援コーディネー

ターと協力しながら相談支援を行います。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者の身近な総合相談窓口として、より一層役割を果たせるよう、地域

包括支援センターの在り方や業務体制について検討するとともに、関係機関

との役割分担について協議していきます。 

地域包括支援センターの業務と密接に関係する、在宅医療・介護連携推進

事業、認知症施策、及び生活支援体制整備事業等との連携を強化します。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 総合相談件数(延べ数) 64,289件 65,000件 

○ ケアマネジメントに関する

相談・支援件数(延べ数) 
5,054件 5,100件 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

【施策の方向】５-３ 権利擁護体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

高齢者虐待対策事

業 

高齢者の虐待を早期に発見し、深刻な状況になる前に適切な支援を実施す

ることによって、虐待防止の推進を図るとともに、虐待を受けた高齢者の迅

速かつ適切な保護を行い、権利擁護を推進します。 

◆ 事業内容 

高齢者虐待の相談があった場合に、事実確認を行い、対応方針会議を主催

し、弁護士による専門的助言を踏まえ、必要な対応を行います。 

緊急に医療が必要な場合、契約病院への医療保護を行います。 

警察との連携を図るとともに、虐待対応における地域包括支援センターの

対応力を強化していきます。 

◆ 推進の方向性・指標 

高齢者虐待に対して,地域住民や関係機関への啓発等により、早期発見、早

期対応の取組を推進していきます。 

高齢者虐待の早期発見のために、セルフネグレクトを含めた虐待の類型や

虐待が疑われる場合の通報について介護支援員向けの研修を行います。 

虐待を受けた高齢者の迅速かつ適切な保護を行えるよう、区内3警察署との

情報共有や弁護士による専門相談の充実など関係機関との協力体制強化を図

っていきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 虐待受理件数 143件 150件 

○ 虐待認定件数 100件 100件 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進（医療） 

【施策の方向】５-３ 権利擁護体制の充実 

 

◆ 事業 ◆ 目的 

成年後見事業 

高齢者が住み慣れた地域で尊厳を保ちながら穏やかな生活を送れるよう成

年後見制度を利用した支援を行い、本人の権利擁護及び福祉向上を図りま

す。 

◆ 事業内容 

認知症や、精神障害等の理由により判断能力が不十分で、身寄りがなく親

族の協力が得られない高齢者が不利益を被らないよう、区長が家庭裁判所に

対して後見開始等の申立てを行います。選任された後見人等は本人のために

同意権や取消権、代理権を行使して、契約締結や財産管理等を行います。ま

た、後見人等に対する報酬を支払うことが困難な場合は、支払いに要する費

用を助成します。さらに、区長申立て以外の成年後見制度利用者に対して報

酬費用の一部を助成することで、成年後見制度のさらなる利用促進を図りま

す。 

◆ 推進の方向性・指標 

制度について広く周知を図るとともに、後見が必要にもかかわらず手続き

ができない方に対し区長申立を実施します。また、認知症高齢者の増加によ

り制度に対するニーズが更に増大することが見込まれることから、専門の相

談窓口である「あんしんサポートあらかわ」や地域包括支援センター等の関

係機関と連携しながら、効果的な支援体制作りを進めていきます。 

◆ 指標 現状(令和元年度) 目標(令和 5年度) 

○ 区長申立件数 8件 16件 

○ 成年後見報酬助成件数 4件 13件 

○ 申立費用求償件数 9件 16件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


