
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資 料 編】  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

１ 第７期プランの実績の推移 

 

 ○ 第 3章で示した第 7期プランの重点事業について、実績推移を示します。 

 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と生活支援の推進 

【施策の方向】1-1就労・生涯学習の推進 

 

○荒川コミュニティカレッジ                  〔生涯学習課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

地域活動の担い手を増やし、その裾野を広げるために荒川コミュニティカレッジ(以下「コミ

カレ」という。)は新規受講生の獲得を目指していきます。講座のカリキュラムについては、受

講生が、地域への関心を深め地域活動の担い手となるために必要な知識や技術を習得できる内

容に編成します。また、受講生や修了生及び修了生が中心となって立ち上げた地域活動団体(以

下「地域活動団体」)が、コミカレでの「出会い」や「学び」を地域活動に継続して活かせるよ

うに、活動拠点となるコミカレ研修室の整備や充実にも取り組んでいきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 地域活動団体登録制度の開始(平成30年度) 

「地域活動団体」に対し、コミカレ研修室の貸出しや区が発信する情報冊子等への活動情

報の掲載、活動場所の提供などの支援を開始しました。 

○ 土曜日コースの開講(平成30年度) 

家庭の事情などで平日に講座の受講が難しい方が、コミカレでの学びを深めることがで

き、地域活動の担い手になる支援を幅広くできるようになりました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ コミカレ受講生数 

36名 

○ コミカレ修了生数 

292名 

○ コミカレ受講生数 

41名 

○ コミカレ修了生数 

323名 

○ コミカレ受講生 

                  47名 

○ コミカレ修了生数 

370名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と生活支援の推進 

【施策の方向】1-2地域活動への向けた場づくりの支援 

 

○ふれあい粋・活サロン補助事業               〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

サロンが地域の核となり、ふれあ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、区民自身が運営に携わる「ふれあい粋・活サロン」の増設だけでなく、ころばん体操

など機能向上を目的として週 1 回活動する介護予防型「ふれあい粋・活サロン」づくり、開設

10 年を経過しているサロンへのサポート等により、参加者が増加し介護予防となるよう支援し

ていきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 地域で身近な通いの場となる「サロン」は、社会福祉協議会のサポートのもと、住民主体

で地域の特徴や住民のニーズを把握し時間をかけて立ち上げ、運営等を行っており、会場

数、利用者数ともに更に増加しました。 

○ 高齢者みまもりステーション等の職員が巡回し、早期の相談につなげられる体制を引き続

きとりました。 

○ また、必要に応じて、歯科衛生士、管理栄養士等の専門職が訪問し、健康に関する講座を

開くなどの連携を図りました。 

○ さらに、サロンの維持・充実を図るため、開設 10年を経過しているサロンへのサポートに

加え、平成29年度から活動費の一部(会場費と利用者の保険加入料金)を補助しています。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的にサロンの開催を自粛しました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 利用者数(延べ数) 

     33,685名 

○ 利用者数(延べ数) 

         30,829名 

○ 利用者数(延べ数) 

               26,021名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と生活支援の推進 

【施策の方向】1-3地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

 

○高齢者みまもりネットワーク事業              〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

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の方法を必要性に応じて検討・実施していきま

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、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。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 金融機関、医療機関、スーパー、銭湯等に高齢者みまもりステーションの周知を行い、広

報紙の配布やポスターの掲示等の協力を依頼しました。 

○ 引き続き民生委員による年2回のひと声運動(戸別訪問)を実施しました。 

○ 平成 29 年 4 月～令和 2 年 1 月末までに 2,108 名の新規登録がありました。(月平均 約 62

名) 

〇 南千住地域において、社会福祉協議会や商業施設と協力し、商業施設の駐車場を活用し

た、見守り等のイベントを開催するなどネットワークの構築に努めています。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 登録者数 5,071名 

○ 相談件数 17,864名 

○ 見守り活動を行った対象 

者の実人数 11,338名 

○ ひと声希望者 4,564名 

○ 登録者数 5,029名 

○ 相談件数 18,774名 

○ 見守り活動を行った対象 

者の実人数 12,795名 

○ ひと声希望者 4,558名 

○ 登録者数 5,100名 

○ 相談件数 19,392名 

○ 見守り活動を行った対象 

者の実人数 13,000名 

○ ひと声希望者 4,580名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針１ 高齢者の社会参加の促進と生活支援の推進 

【施策の方向】1-3地域ぐるみのみまもり・支援体制の強化 

 

○生活支援体制整備事業                   〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

生活圏域ごとに生活支援コーディネーターを配置するとともに、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構築します。 

生活支援が必要な方に、適切なサービスの情報を提供するために、多様なサービスの整理と

更新、マッチングの基準の検討をしていきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成 30年度から第 2層のコーディネーター業務と生活支援体制整備事業を地域包括支援セ

ンターに業務委託しました。 

○ 平成 30 年度に区内の銭湯を活用した「見守り支援員銭湯派遣事業」を開始するとともに、

送迎を行う地域活動者「担い手」と利用者のマッチングを実施しました。 

○ 令和元年度に地域活動者「担い手」登録事業を開始しました。 

○ 令和元年度に区の第 1 層のコーディネーターと地域包括支援センターの第 2 層のコーディ

ネーターが情報共有及び課題を検討するため生活支援体制整備事業連絡会を開催しました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ コーディネーター数 

           9名 

〇 地域活動報告会の開催数 

      8回 

○ 地域活動希望者数 

           91名 

○ 生活支援推進協議会開催 

回数         8回 

○ コーディネーター数 

            9名 

〇 地域活動報告会の開催数       

8回 

○ 地域活動希望者数 

          120名 

○ 生活支援推進協議会開催 

回数         8回 

○ コーディネーター数 

            9名 

〇 地域活動報告会の開催数       

1回 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止

のため年1回に縮小した。 

○ 地域活動希望者数 

            135名 

○ 生活支援推進協議会開催 

回数         8回 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と重症化予防の推進 

【施策の方向】2-1健康維持と健康づくりの推進 

 

○健康推進リーダー養成                    〔健康推進課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

リーダーそれぞれが生き生きと活動していることが、地域における介護予防事業の原動力と

なります。リーダーの活動を活性化するために、交流会の充実を図ります。 

新規リーダーの活動が定着するよう支援するとともに活動の幅を広げる支援をしていきま

す。 

◆ 第 7期プランの実績 

 【人材の育成】 

○ ころばん体操リーダーの交流会を年 3 回設け、事業の報告や意見交換を行いました。さら

に、令和元年度には活動 15年以上のリーダーに感謝の会を実施して、交流会の充実に努めま

した。あらみん体操 PR し隊は定例連絡会を年 6 回開催し、情報交換や活動報告を行いまし

た。 

○ 新規リーダーの定着に向けて、平成30年度からフォローアップ講座を開催しています。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 健康推進リーダー実働数 

185名(うち男性26名) 

(内訳) 

・ころばん体操リーダー 

実働数 152名 

 ・あらみん体操PRし隊 

33名 

○ リーダー養成講座修了者 

 21 名(内訳)男性 3 名・女

性18名 

○ 健康推進リーダー実働数 

193名(うち男性32名) 

(内訳） 

・ころばん体操リーダー 

実働数 152名 

・あらみん体操PRし隊 

  41名 

※リーダー養成講座修了者  

累計462人登録者数154人 

○ リーダー養成講座修了者 

11名(内訳)男性5名・ 

女性 6名 

○ 健康推進リーダー実働数 

  182名(うち男性31名) 

(内訳） 

・ころばん体操リーダー     

  実働数149名 

・あらみん体操PRし隊 

   33名 

※リーダー養成講座修了者 

累計462人登録者数154人 

○ リーダー養成講座修了者 

11名(内訳)男性5名・ 

女性 6名 

※リーダー養成講座は、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大防止のため未実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と重症化予防の推進 

【施策の方向】2-1健康維持と健康づくりの推進 

 

○荒川ころばん・せらばん・あらみん体操            〔健康推進課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

より多くの世代が運動習慣を身に付け、併せて地域の交流を持ち続ける続けることができる

よう体操の普及を進めていきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 【高齢者事業から全世代型健康づくり事業への転換】 

○ 体操参加者の平均年齢は 70歳代後半になってきており、より広い世代の方が運動習慣を身

に付けるためには、高齢者対象の事業から全世代型事業に転換して、より若い世代に参加を

促していくことが必要です。平成 30年度からは、ころばん体操等の体験とフレイル予防を目

的に70歳代を上限に「体操を知ろう講座」を開始しました。 

○ 体操が職場や自宅でも実施できるように、区ホームページやケーブルテレビで体操を紹介

しています。 

○ 足立・荒川労働基準監督署と連携して、職域に体操を紹介する取り組みを行いました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ ころばん体操参加者数 

1,528名(内男性 154名) 

55,926名(延人数) 

〇 ころばん体操実施会場数 

26会場 

○ ころばん体操自主会場数 

25会場 概数454名 

延べ 21,215人参加 

○ あらみん体操デモンス 

トレーション参加者数 

45回 2,769名 

○  ころばん体操参加者数 

1,418名(内男性 137名) 

50,504名(延人数) 

〇  ころばん体操実施会場数 

   26会場 

○ ころばん体操自主会場数 

   26会場 概数460名 

延べ 21,800人参加 

○ あらみん体操デモンス 

トレーション参加者数 

28回 1,957名 

○ ころばん体操参加定員 

780名(内男性78名) 

19,624名(延人数) 

〇 ころばん体操実施会場数  

17会場 

 

※自主会場でのころばん体操及びあらみ

ん体操デモンストレーションは、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大防止のため未

実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と重症化予防の推進 

【施策の方向】2-2認知症の早期発見・予防・支援 

 

○認知症に関する普及啓発                  〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

認知症の方が安心して暮らせる地域となるよう、地域団体や職域団体、小中学校生等を対象

に幅広く認知症サポーター養成講座を実施し、啓発を図ります。 

認知症サポーター養成講座を受講した方が、地域のボランティア活動をするきっかけとなる

ような、ステップアップ講座を充実させるとともに、認知症キャラバン･メイトを中心に、介護

教室やオレンジカフェなどを開催するなど、地域における認知症の方への支援体制をさらに推

進していきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成 28 年度に配置した認知症地域支援推進員の地区活動による地域のネットワークづくり

や人材発掘等によって、認知症サポーター養成講座や認知症キャラバン・メイトの受講者増

加につながりました。小中学校の養成講座では、継続して実施する学校もでてきました。 

〇 「少人数から・いつでも・どこでも・気軽に」をコンセプトに共通の認知症サポーター養

成講座用教材を作成しました。 

○ 当事者や介護者等への支援では、認知症カフェ数が目標の 16 か所を達成し、介護教室では

本人や家族が登壇する等、区民が認知症を正しく理解できる内容で実施できました。 

○ 認知症サポーター養成講座を受講した方がボランティア活動をするきっかけとなるよう、

ステップアップ講座の内容を工夫しました。受講者は少数でしたが、すでに地域で活動して

いる方もおり、認知症の方や介護者が暮らしやすい地域づくりについても意識付けできまし

た。 

○ 認知症ケアの質の向上を図るため、介護サービス事業所や介護保険施設等を対象に認知症

ケアプログラム(日本版 BPSDケアプログラム)の普及のための研修を実施しました。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に養成講座等を中止しました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 認知症キャラバン・メイ 

ト数(累計)491名 

○ サポーター養成講座受講 

者数(累計)13,959名 

○ 認知症カフェ開設 

15か所 

○ 認知症キャラバン・メイ 

ト数(累計)493名 

○ サポーター養成講座受講 

者数(累計)15,048名 

○ 認知症カフェ開設数 

17か所 

○ 認知症キャラバン・メイ 

ト数(累計)508名 

○ サポーター養成講座受講 

者数(累計)15,122名 

○ 認知症カフェ開設数 

18か所 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針２ 介護予防と重症化予防の推進 

【施策の方向】2-3効果的な介護予防の推進 

 

○介護予防・生活支援サービス事業              〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

高齢者の生活機能の維持・向上、低栄養防止、口腔保健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グループ等と連携を図りながら、介護

予防・日常生活支援総合事業を充実していきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成 27 年度から実施している総合事業について、平成 29 年度には、短期集中予防サービ

スとして通所型は「まるごと元気アップ教室」「おげんきランチ」、訪問型は「おうちでリ

ハビリ」「おうちで栄養診断」を開始しました。 

○ 利用期間を原則 1 年間としていた「おげんきランチ」については、利用者の平均年齢が上

昇傾向にあり、運動器機能等の維持のために継続したいとの声に応え、令和元年度から利用

期間を制限せず緩和した基準によるサービスを提供する「食・動クラブ かめ」と、利用期

間を6か月とする短期集中予防サービスの「食・動クラブ つる」に再編しました。 

〇 新型コロナウイルス感染症の影響により、通所型の一部の会場で一時的に事業を中止しま

した。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 総合事業における参加者

のうち、状態の改善又は維

持がみられた方の割合(短期

集中予防サービス) 75％ 

○ 総合事業における参加者

のうち、状態の改善又は維

持がみられた方の割合(短期

集中予防サービス) 78％ 

○ 総合事業における参加者

のうち、状態の改善又は維

持がみられた方の割合(短期

集中予防サービス) 79％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針３ 介護サービスの充実 

【施策の方向】3-3介護サービス向上の取り組み 

 

○地域密着型サービス事業所の整備促進             〔介護保険課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年を見据えて、必要となるサービスを計画的に整備して

いきます。 

そのため、これまでの区独自補助制度に加え、建設コスト等の上昇を考慮し、事業所整備に

係る初期費用の負担を軽減させ、事業者が安定的な事業運営を見通せる支援を検討していきま

す。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 地域密着型サービス事業所については、目標数を整備できるよう公募の方法を随時募集と

するなど、応募事業者の確保に努めました。 

○ 加えて、認知症高齢者グループホーム及び併設する小規模多機能型居宅介護事業所の整備

については、継続して区独自に補助金を上乗せするとともに、平成 30年度には建築価格高騰

に対応した補助基準額の嵩上げを行うなど、建設費用に係る支援を行いました。 

○ 第 7 期高齢者プラン期間中の整備予定数については、小規模多機能型居宅介護事業所が 1

か所、認知症対応型共同生活介護事業所が2か所となっています。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 定期巡回・随時対応型訪 

問介護看護施設 2か所 

○ 小規模多機能型居宅介護 

施設 6か所 

○ 認知症対応型共同生活介 

護施設 14か所 

○ 地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護施設 

 1か所 

○ 定期巡回・随時対応型訪 

問介護看護施設 1か所 

○ 小規模多機能型居宅介護 

施設 6か所 

○ 認知症対応型共同生活介 

護施設 15か所 

○ 地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護施設 

1か所 

○ 定期巡回・随時対応型訪 

問介護看護施設 2か所 

○ 小規模多機能型居宅介護 

施設 7か所 

○ 認知症対応型共同生活介 

護施設  16か所 

○ 地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護施設 

1か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針３ 介護サービスの充実 

【施策の方向】3-3介護サービス向上の取り組み 

 

○ケアマネジメントの適正化                  〔介護保険課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

ケアプラン点検及び実地指導については、すべての対象者、事業所に対して定期的な点検、

もしくは指導を行うことを原則としつつ、民間の主任介護支援専門員との連携や事業所が各自

で確認できるセルフチェックシートの作成など、ケアプラン点検及び実地指導を補完する仕組

みの構築を図ります。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 定期的なケアプラン点検及び実地指導は、適切な介護サービスの提供を確認するために実

施しているが、件数については第7期の目標を下回りました。 

○ 民間の主任介護支援専門員と連携したケアプラン点検を、平成 30 年度から本格的に実施

し、ケアプラン点検の質の向上及び件数の拡大に努めています。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ ケアプラン点検数 23件 

○ 実施指導件数 38件 

○ ケアプラン点検数 35件 

○ 実施指導件数 13件 

○ ケアプラン点検数 35件 

○ 実施指導件数 28件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針３ 介護サービスの充実 

【施策の方向】3-3介護サービス向上の取り組み 

 

○地域ケア会議                       〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

地域ケア会議の役割を明確化するとともに、在宅生活を支える自立支援型ケアプランによる

ケアの質の向上・標準化・プランの適正化を図ります。 

ケアマネジメントの質の向上を図るために、専門的な助言を受けられるよう、様々な専門職

の会議への参加を促します。 

会議で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強化を図るた

め、圏域会議での課題抽出機能、中央会議での対策検討・施策形成機能を強化していきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成 30 年度に自立支援・重度化防止の強化を図るため、医師会の協力を得て、地域ケア会

議（圏域会議）に病院や診療所の理学療法士・作業療法士等のリハビリ専門職の派遣を開始

しました。 

○ 圏域会議から抽出された地域課題を検討し、必要な施策を立ち上げるための仕組みを構築

するため、地域課題の検討における既存の会議体の役割について整理しました。 

○ 地域包括支援センター定例会において、圏域会議で抽出された地域課題の確認・整理を行

い、地域課題の抽出の考え方について共有を図りました。 

○ 地域課題の課題解決のための新規事業の創設及び既存事業等の改善を行いました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○検討ケース件数   264件 

○助言者数(延べ)   82名 

※うちリハビリ職19名 

○検討ケース件数   252件 

○助言者数(延べ)   149名 

※うちリハビリ職40名 

○検討ケース件数    144件 

○助言者数(延べ)   145名 

※うちリハビリ職40名 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため会議の休止や検討ケースの件数を減

らした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針４ 高齢者の住まいの確保 

【施策の方向】4-2住まいの確保 

 

○高齢者向け住宅施設の確保について              〔福祉推進課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

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待機者の状況や現状の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。 

また、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きます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 民間賃貸住宅への入居が難しい高齢者を対象に、物件探しの支援、転居後の家賃等の一部

補助、保証人が立てられないために債務保証制度を利用した場合の保証料の助成について、

引き続き実施しました。また、制度についての周知を、高齢者生活支援ガイドブック「まる

ごとシニアガイド」等で行いました。 

○ 都市型軽費老人ホームについて、これまで整備できていなかった地区に 1 施設整備しまし

た。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 特別養護老人ホーム 

          7か所 

○ 都市型軽費老人ホーム 

          5か所 

○ 認知症グループホーム 

          14か所 

○ 有料老人ホーム 4か所 

○ 高齢者住宅   5か所 

○ 特別養護老人ホーム 

          7か所 

○ 都市型軽費老人ホーム 

          6か所 

○ 認知症グループホーム 

          15か所 

○ 有料老人ホーム 4か所 

○ 高齢者住宅   5か所 

○ 特別養護老人ホーム 

          7か所 

○ 都市型軽費老人ホーム 

          6か所 

○ 認知症グループホーム 

          16か所 

○ 有料老人ホーム 4か所 

○ 高齢者住宅   5か所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進 

【施策の方向】5-1在宅医療と介護の連携 

 

○医療と福祉の連携推進事業                 〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

医療機関と介護事業者間の情報共有等、さらなる連携を図り、チームケアを強化するため連

携シートの活用をさらに推進するとともに、活用が少ない退院シートや現場の支援者間での活

用についても周知を図ります。 

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

けの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啓発を図ります。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成30年度に医療と介護の連携シートを改訂し、関係機関に周知しました。 

○ 平成30年度に在宅療養に係る医療・介護従事者の円滑な情報共有を図るため、ICTを活 

用した情報共有システムの運用を開始しました。 

○ 医療連携会議で医師を含む多職種によるグループワークを開催し、互いの職務内容の理 

解を促進し医療と介護の連携の強化を図りました。 

○ 令和元年度から、かかりつけ医のいる在宅療養中の方で一時的に入院が必要となった場 

合の病床を確保するため、荒川区在宅療養後方支援病床事業を開始しました。 

○ 令和元年度に区民の受診率が高い近隣区の大学病院を訪問し、医療と介護の連携シート及

び連携方法等について周知しました。 

○ 医療と介護の連携に関するアンケートや荒川区高齢者プラン策定のためのアンケートの調

査結果をみると、医療と介護の連携が進んだ等の回答が増加しました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 在宅医療連携推進会議の 

開催回数 1     2回 

○ 関係機関における在宅医 

療の取り組み数   4件 

○ 講演会参加者数等 

           107名 

○ 在宅医療連携推進会議の 

開催回数       2回 

○ 関係機関における在宅医 

療の取り組み数   4件 

○ 講演会参加者数等 

            0名 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため講演会を中止した。 

○ 在宅医療連携推進会議の 

開催回数      2回 

○ 関係機関における在宅医 

療の取り組み数   4件 

○ 講演会参加者数等 

           100名 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため講演会の参加者数を100名とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進 

【施策の方向】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事業                 〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

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・介護連携や認知症施策、生活支援

体制整備事業等と引き続き連携の強化を図ります。 

また、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、センターのあり

方や職員体制について検討していきます。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 平成 30 年度に地域包括支援センターの機能強化を推進するため、各地域包括支援センター

にセンター長分を増員し地域包括支援センターのマネジメントの強化を図りました。 

○ 平成 30 年度に地域包括支援センターに生活支援体制整備事業を業務委託し、地域資源の把

握や地域活動者の支援等の更なる強化を図りました。 

〇 地域包括支援センターに対する区の後方支援体制を強化するとともに、業務評価及びヒア

リングを行い、各事業内容の向上及び連携の強化を図りました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 総合相談件数(延べ数) 

          60,887件 

○ ケアマネジメントに関す 

る相談・支援件数(延べ数) 

          6,098件 

○ 総合相談件数(延べ数) 

          64,289件 

○ ケアマネジメントに関す 

る相談・支援件数(延べ数) 

          5,954件 

○ 総合相談件数(延べ数) 

          64,289件 

○ ケアマネジメントに関す 

る相談・支援件数(延べ数) 

          5,954件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

基本方針５ 在宅医療・介護・福祉の連携推進 

【施策の方向】5-3権利擁護体制の充実 

 

○高齢者虐待対策事業                    〔高齢者福祉課〕 

◆ 第 7期プランに掲げた取り組み内容 

高齢者虐待の地域住民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、介護支援専門員向けの研修を行います。 

平成 28 年度の虐待数は 90 件となっており、今後とも、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

との協力体制の強化を図ります。 

◆ 第 7期プランの実績 

 ○ 虐待の早期発見のため地域包括支援センターの社会福祉士で構成する社会福祉士部会と連

携し、介護サービス事業者対象の研修を年3回開催しました。 

○ 虐待を受けた高齢者に適切な支援を行うため、平成 30年に虐待対応のガイドライン及びマ

ニュアルの改訂並びに地域包括支援センターの社会福祉士で構成する社会福祉士部会におけ

る、虐待の事例検討を行いました。 

〇 迅速に虐待対応を行える体制構築のため、3 警察署との情報共有を進めるとともに、弁護

士や施設等と協力体制の強化を図りました。 

 平成 30年度 令和元年度 令和2年度(見込) 

○ 虐待受理件数  149件 

○ 虐待認定数   129件 

○ 虐待受理件数    146件 

○  虐待認定数    108件 

○ 虐待受理件数    147件 

○ 虐待認定数    110件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

○ 第 7期プランの介護保険事業について実績の推移を示します。 

 

被保険者数等                             (単位：人) 

区分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

第１号被保険者数 50,712 50,660 50,840 50,652 50,836 50,692 

 65～74 歳 24,690 24,678 24,276 24,195 24,299 24,190 

 75 歳以上 26,022 25,982 26,564 26,457 26,537 26,502 

第２号被保険者数 72,447 72,361 73,377 73,202 74,360 74,157 

計 123,159 123,021 124,217 123,854 125,196 124,849 

※端数処理の関係で合計は区分別の計と一致しない場合があります 
※実績は各年度10月１日現在  
※第 2号被保険者数は40～64歳の人口を集計 

 

 

要介護認定者数                            (単位：人) 

区分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

要介護（要支援）認定者数 9,590 9,508 9,811 9,598 10,034 9,582 

  

要支援 1 1,389 1,395 1,425 1,432 1,461 1,371 

要支援 2 1,259 1,283 1,281 1,232 1,305 1,225 

要介護 1 2,024 2,097 2,067 2,114 2,112 2,083 

要介護 2 1,590 1,545 1,627 1,608 1,661 1,570 

要介護 3 1,231 1,179 1,264 1,110 1,300 1,186 

要介護 4 1,208 1,163 1,236 1,278 1,265 1,331 

要介護 5 889 846 911 824 930 816 

※第2号被保険者数を含む 
※実績は各年度10月１日現在 

 



 

サービス別利用量・給付費 

居宅サービス 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

訪問介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 523,696 509,311 531,331 525,593 538,963 524,664 

人数(人) 20,280 21,567 20,496 22,166 20,712 20,341 

給付費(千円) 1,542,148 1,513,138 1,563,126 1,569,591 1,583,645 1,609,740 

訪問入浴介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 10,138 9,575 10,195 9,312 10,253 9,895 

人数(人) 2,112 1,927 2,124 1,964 2,136 2,120 

給付費(千円) 130,384 125,225 131,183 123,895 131,924 132,239 

訪問看護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 95,401 94,324 108,692 109,228 121,924 127,215 

人数(人) 11,580 11,922 12,720 12,806 13,740 13,659 

給付費(千円) 508,098 485,657 576,035 537,966 642,553 624,073 

訪問リハビリテーション 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 17,789 19,293 18,389 18,911 18,989 18,809  

人数(人) 1,464 1,653 1,512 1,549 1,560 1,521 

給付費(千円) 55,205 58,889 57,093 57,669 58,957 57,811 

居宅療養管理指導 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 22,800 24,337 24,612 26,648 26,028 28,081 

給付費(千円) 299,431 307,726 323,265 344,529 341,815 358,986 

通所介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 240,901 245,549 247,103 247,870 253,057 239,163 

人数(人) 22,836 24,965 23,424 25,192 23,988 21,940 

給付費(千円) 1,914,833 1,925,876 1,965,352 1,936,551 2,012,688 1,900,076 

通所リハビリテーション 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 23,971 24,206 23,882 24,152 23,858 20,643 

人数(人) 3,300 3,365 3,264 3,528 3,228 3,036 

給付費(千円) 249,370 235,812 249,993 227,777 251,251 193,938 

短期入所生活介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  日数(日) 41,984 40,073 42,235 39,905 42,419 37,343 

人数(人) 4,716 5,067 4,740 4,911 4,764 3,973 

給付費(千円) 365,395 353,716 367,757 353,317 368,647 345,765 



 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

短期入所療養介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  日数(日) 6,392 4,776 7,022 4,210 7,604  2,118 

人数(人) 576 509 624 471 660 224 

給付費(千円) 70,530 53,706 77,438 47,177 83,721 24,863 

特定施設入居者 
生活介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 6,840 6,763 7,524 7,242 8,232 7,247 

給付費(千円) 1,334,843 1,314,260 1,457,978 1,400,058 1,584,533 1,429,266 

福祉用具貸与 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 29,760 31,657 30,336 32,425 30,444 31,620 

給付費(千円) 438,220 432,182 451,934 440,722 457,697 448,753 

特定福祉用具販売 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 612 498 648 458 696 490 

給付費(千円) 19,372 14,497 20,501 13,923 21,951 15,035 

住宅改修費 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 540 389 588 395 636 413 

給付費(千円) 44,074 30,089 48,004 30,988 52,346 31,454 

居宅介護支援 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 45,744 46,481 46,200 46,469 46,656 46,214 

給付費(千円) 676,158 687,267 683,266 687,685 689,989 701,014 

※令和2年度実績は推計値。以下同じ 

 

地域密着型サービス 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

定期巡回・随時対応型訪
問介護看護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 360 219 360 175 540 183 

給付費(千円) 56,086 32,446 56,111 30,195 84,167 32,854 

夜間対応型訪問介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 0 0 0 0  0 0 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 

認知症対応型通所 
介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 10,307 5,912 9,692 4,027 8,683 2,272 

人数(人) 1,008 565 996 340 960 205 

給付費(千円) 126,928 76,406 119,468 53,717 107,226 30,702 



 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

小規模多機能型居宅介
護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
人数(人) 1,524 1,239 1,872 1,343 2,712 1,432 

給付費(千円) 313,447 245,859 384,770 275,318 557,597 288,597 

認知症対応型共同 
生活介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
人数(人) 3,036 3,116 3,192 3,281 3,648 3,415 

給付費(千円) 814,032 822,036 856,316 872,903 978,682 930,974 

地域密着型介護老人 
福祉施設入所者生活 
介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 252 238 252 238 420 240 

給付費(千円) 63,772 66,354 63,800 67,980 106,206 73,025 

看護小規模多機能型 
居宅介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

 人数(人) 12 2 12 14 12 15 

 給付費(千円) 2,294 375 2,295 3,770 2,295 3,731 

地域密着型通所介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

 回数(回) 82,212 77,511 85,284 81,980 88,320 80,725 

 人数(人) 8,424 8,973 8,736 9,401 9,048 8,554 

 給付費(千円) 616,031 575,093 639,655 619,918 662,405 632,321 

 

介護予防居宅サービス 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護予防訪問介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人)  1     

給付費(千円)  22     

介護予防訪問入浴 
介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 0 2 0 1 0 3 

人数(人) 0 1 0 1 0 3 

給付費(千円) 0 18 0 7 0 30 

介護予防訪問看護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  回数(回) 19,234 17,658 21,208 22,511 23,376 26,582 

人数(人) 2,316 2,414 2,484 2,797 2,640 3,028 

給付費(千円) 81,082 75,287 89,603 90,713 98,866 106,700 

       



 

    

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護予防訪問リハビリ 
テーション 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
日数(日) 2,664 2,647 2,833 2,514 3,002 3,011 

人数(人) 240 257 252 225 264 247 

給付費(千円) 8,171 8,215 8,688 7,745 9,202 9,092 

介護予防居宅療養 
管理指導 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 1,692 3,095 1,848 3,551 2,028 2,680 

給付費(千円) 21,353 22,468 23,315 25,268 25,567 28,774 

介護予防通所介護 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人)  1     

給付費(千円)  17     

介護予防通所リハビリ 
テーション 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 660 564 708 881 780 918 

給付費(千円) 22,126 20,886 23,666 31,307 25,718 33,505 

介護予防短期入所 
生活介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  日数(日) 520 638 540 915 600 887 

人数(人) 120 107 120 153 120 100 

給付費(千円) 3,372 4,130 3,638 5,778 4,042 5,476 

介護予防短期入所 
療養介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  日数(日) 48 91 48 9 48 10 

人数(人) 24 8 24 2 24 3 

給付費(千円) 310 370 310 86 310 83 

介護予防特定施設 
入居者生活介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 756 732 888 855 1,020 835 

給付費(千円) 60,760 49,587 73,102 59,727 85,417 61,975 

介護予防福祉用具 
貸与 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 7,260 6,925 7,284 7,051 7,308 6,578 

給付費(千円) 39,721 36,421 39,848 37,723 39,974 38,138 

特定介護予防福祉 
用具販売 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
人数(人) 240 242 252 228 264 230 

給付費(千円) 5,370 5,696 5,643 5,408 5,916 5,023 



 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護予防住宅改修 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
人数(人) 312 279 324 252 336 277 

給付費(千円) 29,224 24,842 30,397 22,170 31,571 23,006 

介護予防支援 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  
人数(人) 9,144 8,736 9,708 9,292 10,284 9,103 

給付費(千円) 46,655 43,917 49,551 46,669 52,488 45,680 

 

地域密着型介護予防サービス 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護予防認知症対応 
型通所介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

 
人数(人) 0 0 0 0 0 0 

給付費(千円) 0 0 0 0 0 0 

介護予防小規模 
多機能型居宅介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 48 85 72 92 96 79 

給付費(千円) 3,198 5,298 4,893 5,973 6,587 5,250 

介護予防認知症対応 
型共同生活介護 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 12 0 12 0 12 24 

給付費(千円) 2,664 0 2,665 0 2,665 5,294 

 

施設サービス 

区分 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

介護老人福祉施設 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 9,264 9,238 9,420 9,351 9,588 9,344 

給付費(千円) 2,358,341 2,358,282 2,399,286 2,448,610 2,441,832 2,526,970 

介護老人保健施設 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 5,460 5,347 5,508 5,228 5,556 5,024 

給付費(千円) 1,473,791 1,487,161 1,487,364 1,472,244 1,500,339 1,479,921 

介護療養型医療施設 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

  人数(人) 1,284 943 1,294 421 1,320 324 

給付費(千円) 467,570 339,993 472,019 152,340 480,630 123,759 

介護医療院 計画 実績 計画 実績 計画 実績 

 
人数(人) － 18 － 444 － 480 

給付費(千円) － 5,515 － 177,052 － 179,820 



 

サービス別給付費                           (単位：千円) 

区分 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

居宅サービス 7,966,205 7,829,921 8,320,686 8,104,450 8,660,788 8,230,495 

地域密着型サービス 1,998,452 1,823,867 2,129,973 1,929,773 2,507,830 2,002,747 

施設サービス 4,299,702 4,190,951 4,358,669 4,250,246 4,422,801 4,310,470 

計 14,264,359 13,844,739 14,809,328 14,284,469 15,591,419 14,543,712 

※端数処理の関係で合計は区分別の計と一致しない場合があります 

 

標準給付額                              (単位：千円) 

区分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

介護サービス総給付額 14,252,423 13,844,739 14,968,235 14,284,469 15,945,665 14,543,712 

特定入所者サービス等 

給付額 
423,841 397,881 428,221 406,258 432,538 408,393 

高額介護サービス費等 

給付額 
413,073 404,377 433,998 462,729 454,845 496,060 

高額医療合算介護サー

ビス費等給付額 
67,562 39,979 72,850 49,832 78,119 65,594 

算定対象審査支払 

手数料 
14,583 14,916 14,918 15,666 15,259 15,749 

標準給付額 15,171,483 14,701,893 15,918,222 15,218,954 16,926,427 15,529,508 

※端数処理の関係で合計は区分別の計と一致しない場合があります 
 

介護保険事業費                           (単位：千円) 

区分 

平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

標準給付額 15,171,483 14,701,893 15,918,222 15,218,954 16,926,427 15,529,508 

地域支援事業費 967,539 855,984 1,007,621 831,956 1,057,259 942,321 

計 16,139,022 15,557,877 16,925,843 16,050,910 17,983,686 16,471,829 

※端数処理の関係で合計は区分別の計と一致しない場合があります 
 

介護保険料の推移 (単位：円) 

 第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期 第 6 期 第 7 期 第 8 期 

年度 
平成 12～

14 年度 

平成 15～

17 年度 
平成 18～

20 年度 
平成 21～

23 年度 
平成 24～

26 年度 
平成 27～

29 年度 
平成 30～ 

令和 2 年度 

令和 3～ 

5 年度 

荒川区 
  1,481※ 

2,963 
3,244 4,428 4,613 5,792 5,662 5,980 6,480 

全国平均 2,911 3,293 4,090 4,160 4,972 5,514 5,869  

※平成12年 10月から納付開始のため、平成12年度は 1,481円 
 



 

所得段階別被保険者数                             (単位：人) 

区分 
平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画 実績 計画 実績 計画 実績 

第 1 段階 12,734 12,115 12,766 11,864 12,765 11,944 

第 2 段階 3,724 3,759 3,733 3,761 3,733 3,873 

第 3 段階 3,846 3,799 3,856 3,813 3,856 3,954 

第 4 段階 5,412 5,443 5,425 5,328 5,425 5,085 

第 5 段階 4,706 4,684 4,718 4,779 4,718 4,806 

第 6 段階 6,742 6,734 6,759 6,838 6,759 6,870 

第 7 段階 5,528 5,718 5,542 5,614 5,541 5,602 

第 8 段階 4,351 4,577 4,362 4,693 4,362 4,659 

第 9 段階 1,515 1,554 1,519 1,666 1,519 1,648 

第 10 段階 956 973 959 981 958 984 

第 11 段階 382 419 383 418 382 406 

第 12 段階 351 372 352 380 352 365 

第 13 段階 160 166 160 165 160 157 

第 14 段階 134 152 135 165 135 162 

第 15 段階 171 162 171 184 171 183 

計 50,712 50,627 50,840 50,649 50,836 50,698 

※平成30年度・令和元年度実績は3月末、令和 2年度実績は 12月末現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 第８期プランの策定に向けた実態調査 

 

 〇 第 2章で掲載した第 8期荒川区高齢者プランの策定に向け実施した実態調査を 

示します。 

 

実態調査一覧(調査実施時期：令和元年10月、令和 2年 7月～8月) 

調査名 調査対象 発送数 
回答数 

(率) 

介護予防・日常生活圏域ニーズ

調査 
区内在住の 65 歳以上の区民 

2,500 人 

(無作為抽出) 

1,659 人 

(66.4％) 

要介護等認定者調査 
在宅サービスを利用している 

要介護・要支援認定を受けている区民 

2,000 人 

(無作為抽出) 

1,080 人 

(54.0％) 

在宅介護実態調査 

要支援・要介護認定者で、在宅で生活し

ている区民及び介護をしているその家族

等 

1,800 人 

(無作為抽出) 

682 人 

(37.8％) 

ケアマネジャー調査 ※ 
区内の居宅介護支援事業所に勤務する

ケアマネジャー 

195 人 

(悉皆) 

98 人 

(50.3％) 

介護サービス従事者調査 ※ 
区内の介護事業所に勤務する介護職員

等 

3,094 人 

(悉皆) 

670 人 

(21.7％) 

居宅介護支援事業所調査 区内の居宅介護支援事業所 
52 事業所 

(悉皆） 

39 事業所 

(75.0％) 

在宅サービス事業所調査 区内の在宅サービス事業所 
182 事業所 

(悉皆) 

92 事業所 

(50.5％) 

施設・居住系サービス事業所 

調査 

区内の特別養護老人ホーム、特定施設

及び認知症高齢者グループホーム 

25 施設 

(悉皆) 

15 施設 

(60.0％) 

※ ケアマネジャー調査及び介護サービス従事者調査の対象数については、施設・事業所ごとの登録人数 

（複数の施設・事業所への登録者あり）の合計であり、実際の人数とは異なる。 

 

 

 

 



 

３ 第８期荒川区高齢者プラン（素案）に対するパブリック

コメントの実施結果について 
 

 (1) 募集期間 

    令和 2年 12月 7日(月)～令和 2年 12月 25日(金) [19日間] 

   

(2) 実施方法 

   ○ 第 8 期荒川区高齢者プラン(素案)を、あらかわ区報(特集号)と荒川区ホームペー

ジにより周知しました。 

   ○ 概要版及び本文を区役所福祉推進課、高齢者福祉課、介護保険課、地下 1 階情報

提供コーナーにて閲覧に供しました。 

   〔あらかわ区報（素案）特集号の発行〕 

    発行日 令和 2年 12月 7日(月) 

 

 (3) 意見提出数 

9人(29件) 

 

 (4) 意見の概要及び意見に対する区の考え方 

     ※高齢者プランへの反映 

◎：新たに記載・修正追記・・・・・・ 0件 

○：既に記載・・・・・・・・・・・・21件 

－：ご意見として受け止める・・・・・ 8件 

No 分野 意見の概要 区の考え方 
記載 

ページ 
※ 

1 全般 素案に賛成する。 － － ○ 

2 全般 

これからも細やかな視

点を持って、事業を運営

してほしい。 

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てい

きます。 

P.42 〇 

3 生活支援 

家族の意向ではなく、

高齢者本人の希望を叶え

られるような「相談窓

口」をつくってほしい。 

区内 8 か所の地域包括支援センタ

ーでは、生活全般に係るご本人やご

家族のご意向を細かく伺いながら、

適切なサービスに繋げるなどの支援

をしています。 

P.71 ○ 



 

4 生活支援 

 コロナ禍が長引くと予

測されることから、コロ

ナ対策に十分留意したう

えで、地域で行う食事提

供事業やカフェ事業を実

施してほしい。 

区では、新型コロナウイルス感染

症の感染防止策を行いつつ、ふれあ

い粋・活サロンやオレンジカフェな

ど開催できる通いの場が増加するよ

う支援していきます。 

P.59 

P.60 
○ 

5 生活支援 

在宅介護に必要な移送

サービスと外出同行の支

援を充実してほしい。 

現在、地域活動者「担い手」が見

守り支援員銭湯派遣事業への送迎や

サロンへの送迎を行っているところ

ですが、他の移送サービス・外出支

援についても、生活支援協議会を活

用し、地域のニーズ等を把握しなが

ら検討していきます。 

P.63 ○ 

6 生活支援 

緊急通報システムや高

齢者みまもりステーショ

ンの周知に取り組んでほ

しい。 

高齢者みまもりステーションは、

一人暮らしや高齢者だけの世帯の皆

様が安全・安心に暮らせるように、

地域の方 (々町会、民生委員、地域包

括支援センターなど)と連携しながら

様々なサポートをしています。今後

とも、関連する事業内容等の説明を

含め、より多くの皆様にご活用いた

だけるよう、工夫をしながらその周

知に努めていきます。 

P.62 ○ 

7 生活支援 

働き盛り世代の活動養

成や連携も含め地域住民

と課題共有し、地域活動

を進めてほしい。 

 区では、働き盛り世代の活動とし

て、例えば、平成28年度には、短時

間で手軽にできる「あらみん体操」

の開発に際して、働き盛り世代にモ

ニターとなっていただき、併せて、

区民自身による普及も行っていま

す。 

今後とも、生活支援協議会等を活

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

組方法について、地域の方々と共有

しながら地域活動を推進していきま

す。 

P.61 ○ 

8 生活支援 

男性の一人暮らし高齢

者は地域との関わりが薄

いので、男性の参加しや

すい事業も工夫してほし

い。 

区では、例えば、「男の筋肉塾」

等、男性に特化した健康づくり事業

を開始するなど、男性が地域活動に

参加するきっかけづくりに努めてい

ます。引き続き、開催方法や内容な

どを工夫し、男性の参加しやすい事

業を検討していきます。 

P.32 

P.54 

P.61 

○ 



 

9 生活支援 

住民主体の地域におけ

る介護予防活動への支援

について、介護保険サー

ビスとの連携や本人の費

用負担など、具体的に示

してほしい。 

区では、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

ことができるよう、要介護等の認定

を受けた方が利用する介護保険サー

ビスに加え、住民主体による介護予

防活動の取組を推進しています。本

人の費用負担(利用料)については、

それぞれの活動を行っている団体が

定めることとなりますが、利用する

方にとって、分かりやすい表示とな

るよう支援をしていきたいと考えて

います。 

－ － 

10 生活支援 

生活支援コーディネー

ターの具体的な役割につ

いて示してほしい。 

区では、生活支援コーディネータ

ーを高齢者福祉課と区内８か所の地

域包括支援センターに配置していま

す。 

生活支援コーディネーターは、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、地域で活動する

方々や団体等への訪問、外出支援を

行う担い手とのマッチング、地域活

動報告会の開催など、住民主体の地

域活動を後押しする役割を担ってい

ます。 

P.63 ○ 

11 介護予防 

後期高齢者になると大

なり小なり持病があり、

健康維持には大変な努力

が必要となる。最期まで

充実した生活を送るため

に施策をさらに充実して

ほしい。 

区では、持病や基礎疾患があって

も、介護予防活動、健康づくりに取

り組むことやボランティア活動、生

涯学習、趣味に参加することなど、

高齢者一人ひとりが自ら希望する形

で充実した生活を営めるよう支援し

ています。 

また、コロナ禍でも活動ができる

よう、個人や少人数のグループでの

体操や ICT を活用した健康づくり事

業等を進めていきます。 

P.44 ○ 



 

12 介護予防 

住民主体の地域活動の

ネットワーク化及びフレ

イル予防等の場づくりの

支援をしてほしい。 

区では、健康づくりやフレイル予

防について、自主活動や場づくりの

支援に力を入れています。地域包括

支援センターや生活支援コーディネ

ーターが行っている地域の活動者や

団体等からの相談支援、地域活動者

の活動報告を行う地域活動報告会な

ど、様々な機会を通じてネットワー

クの構築及び場づくりの支援をして

います。今後とも、住民主体の活動

が継続・拡大していくように努めて

いきます。 

P.59 

P.60 
○ 

13 介護予防 

健康づくりやフレイル

予防に役立つ免疫力を高

める食生活についての支

援をしてほしい。 

区では、食生活改善に関する支援

として、栄養に関する講演会や各地

域で実施する栄養改善、口腔保健の

内容を合わせた教室のほか、依頼に

応じて歯科衛生士、管理栄養士等の

専門職が訪問し、健康に関する講座

を開く出張健康教室などを実施して

きました。また、区ホームページに

免疫力を高める食生活支援のページ

を作成し、普及啓発を行っていま

す。今後とも教室等の支援を行いな

がら、継続的に健康づくりに取り組

める環境整備を推進していきます。 

P.44 ○ 

14 介護予防 

ころばん体操の若い世

代のリーダー養成を行っ

てほしい。 

ころばん体操事業は、体操リーダ

ーが推進役となって発展してきまし

たが、平成14年度の開始以降、リー

ダー及び参加者の年齢は徐々に上が

ってきています。そのため、第 8 期

プランでは、リーダー養成の対象者

をより若い世代にすることを事業推

進の方向性として打ち出すととも

に、その基盤となる65歳未満の参加

者数を指標とするなど、計画的に事

業を推進していきます。 

P.64 ○ 



 

15 介護予防 

介護教室で、実践的な

内容を取り上げてほし

い。 

介護教室は、介護事業所の職員や

認知症の当事者とその家族の方が登

壇することで、認知症の正しい知識

の普及、介護を受ける方や介護する

方の気持ちの理解につながるような

実践的な内容で行ってきました。他

にも、認知症の方に対する声かけを

疑似体験できる街なか声かけ講習会

を行っています。今後とも介護教室

をはじめ様々な講座で、より実践的

な内容となるよう努めていきます。 

P.66 ○ 

16 介護予防 

 ころばん体操等は、コ

ロナ禍で集まって行うこ

とが難しいので、ケーブ

ルテレビでの放送を検討

してほしい。 

区では、ころばん体操の普及につ

いて、体操会場において対面で実施

するほか、平成 20 年度より DVD・

CD・カセットテープ作成や動画配信

サイトでの公開、平成24年度からは

荒川ケーブルテレビでの放送を行っ

ており、令和 3 年 1 月から、体操推

進リーダーが体操の実施を直接呼び

かける新しいバージョンの放送を開

始しました。今後とも、より良い放

送内容となるよう検討していきま

す。 

P.61 ○ 

17 介護予防 

 認知症初期の方へのよ

り充実した支援を求め

る。 

区では、認知症施策推進大綱の目

的である、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、「共生」

と「予防」を基本に事業を推進して

います。 

そのため、普及啓発、予防事業、

早期発見を重点として、地域包括支

援センターへ配置した認知症地域支

援推進員をはじめ、認知症初期集中

支援チーム、認知症疾患医療センタ

ーや荒川区医師会等と連携しなが

ら、引き続き、事業を推進していき

ます。 

P.44 

P.66 
○ 

18 
介護予防・

介護 

介護事業にさらに力を

入れてほしい。 

区では、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、介護サービスのさ

らなる充実を図っていきます。 

P.65 

P.67 
○ 



 

19 介護 

介護保険料等は、ある

程度所得のある中流層世

帯への負担が大きいと感

じる。 

65 歳以上の介護保険料率は、国が

定めた全国統一の考え方に基づき、

負担能力に応じた負担を求めていま

す。そのうえで、区では被保険者の

所得分布状況等をふまえ、所得段階

別の保険料率を設定しており、第 8

期においても料率については上げる

ことなく、維持する方向で検討した

いと考えています。 

－ － 

20 

21 
介護 

特別養護老人ホーム待

機者を含め、介護をする

家族への支援、費用面の

助成等にもっと力を入れ

てほしい。(同趣旨2件あ

り) 

区では、特別養護老人ホームの入

所待ちのために、自宅で生活してい

る方に対し、要介護度等の条件はあ

りますが、紙おむつの費用助成や、

寝具の水洗い・乾燥・消毒サービ

ス、寝たきりの高齢者への出張理美

容サービスを行っています。また、

在宅で介護をされているご家族の方

へのサービスとして、無料のマッサ

ージ券を支給する事業を行っていま

す。 

P.53 ○ 

22 介護 

介護老人保健施設の衛

生面等への指導を徹底し

てほしい。 

介護老人保健施設に限らず、区内

の介護施設では感染症対策を含め、

衛生面での必要な取組を実施してい

ます。また、区では、必要に応じ

て、事業所における取組についてヒ

アリングを行い、助言する等の対応

をしています。 

－ － 

23 介護 

介護保険制度の見直し

について、国に要望して

ほしい。 

区では、介護保険制度の見直しや

改善等について、これまでも機会を

捉えて国に対して要望書の提出等を

行っており、今後とも、引き続き実

施していきたいと考えています。 

－ － 



 

24 住まい 

施設入所希望者には、

区外や都外の施設への入

所を勧めるだけでなく、

区内の施設に入所する方

策を優先して考えてほし

い。 

区では、これまで特別養護老人ホ

ーム7か所や都市型軽費老人ホーム6

か所、認知症グループホーム 15 か所

の整備を進めてきましたが、用地の

確保等の難しい面もあります。 

今後とも、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、各施設における待機者の状況や

現状の課題等を勘案しながら、様々

な可能性を検討し、施設の確保に努

めていくこととしています。また、

認知症グループホームなどの区内の

地域密着型サービス事業について

は、各期のプランに基づき計画的に

整備を進めており、引き続き計画的

に施設整備を推進していきます。 

－ － 

25 住まい 

特別養護老人ホームの

待機者を減らす対策とし

て、江戸川区で行ってい

る介護付き有料老人ホー

ムの空床活用を検討する

場合は、住居型有料老人

ホームが介護付きやサー

ビス付き高齢者住宅に比

べて特定施設入居者生活

介護等の公的規制が緩和

されていること、協力医

療機関が、介護と医療連

携を推進する医療機関で

あるかどうか、の 2 点を

チェックすべきである。 

区では、現時点において、介護付

き有料老人ホームの空床活用を行う

予定はありませんが、導入にあたっ

ては、ご指摘の点を含め慎重に検討

をしていきます。 

今後とも、様々な施設の活用につ

いて課題と必要性を見極めながら、

高齢者の多様なニーズに合わせた住

まいの形態として施設の確保に努め

ていきます。 

－ － 

26 住まい 
高齢者向け施設をもっ

と確保すべきである。 

区では、用地の確保等の難しい面

もありますが、今後とも、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、各施設における待

機者の状況や現状の課題等を勘案し

ながら、様々な可能性を検討し、施

設の確保に努めていくこととしてい

ます。また、認知症グループホーム

などの区内の地域密着型サービス事

業については、各期のプランに基づ

き計画的に整備を進めており、引き

続き計画的に施設整備を推進してい

きます。 

P.69 ○ 



 

27 
地域包括支

援センター 

地域包括支援センター

の人員体制強化が必要で

ある。 

区では、地域包括支援センターの

体制を強化するため、平成30年度に

センター長を配置しています。地域

包括支援センターは、地域の高齢者

の最も身近な相談窓口であり、高齢

者の実質的な支援を行う機関である

ことから、今後ともセンター職員が

専門性を発揮できるよう、状況を見

極めながら体制整備を進めていきま

す。 

P.71 ○ 

28 実態調査 

長期で介護老人保健施

設に入所している高齢者

やその家族の実態調査を

してほしい。 

介護老人保健施設は在宅復帰への

中間施設とされていますが、国は、

調査等により実態が異なっているこ

とを把握しています。そのため、令

和 3 年度の介護報酬改定では、これ

まで以上に在宅復帰を推進する施設

への評価を強める一方、医療依存度

の高い方の継続入所、中重度者や看

取り介護の報酬加算も定め、利用者

の幅広いニーズに応えられるようシ

フトさせています。 

ご意見にあります「実態調査」に

つきましては、こうした国の動向も

踏まえるとともに、介護認定調査時

にご利用者から聞き取るほか、施設

との定期的な意見交換等を通じて継

続的に状況を把握していきます。 

－ － 

29 
アンケート

調査 

アンケートの回答率が

低いことは、実態把握に

問題と考える。 

いただきましたご意見を踏まえ、

より有効なアンケート調査となるよ

う、回収方法や質問項目のさらなる

工夫などについて、引き続き検討し

ていきたいと考えています。 

－ － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 荒川区介護保険運営協議会及び荒川区高齢者プラン策定委員会

の検討経過 
 

(1) 荒川区介護保険運営協議会 

開催年月日 議 題 

令和2年 7月 31日 第 8期荒川区高齢者プランの策定状況について 

令和2年 12月 17日(書面開催) 第 8期荒川区高齢者プランの素案について 

令和3年 3月 24日 第 8期荒川区高齢者プラン(案)の策定について 

 

 

 

(2) 荒川区高齢者プラン策定委員会 

開催年月日 議 題 

令和2年 7月 21日 第 8期荒川区高齢者プランの策定状況について 

令和2年 10月 15日 第 8期荒川区高齢者プランの素案について 

令和3年 1月 13日(書面開催) 第 8期荒川区高齢者プラン(案)の策定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５ 荒川区介護保険運営協議会設置要綱・委員名簿及び

荒川区高齢者プラン策定委員会設置要綱 
 

(1) 荒川区介護保険運営協議会設置要綱 

 

荒川区介護保険運営協議会設置要綱 

 

平成１２年７月１２日制定 

（１２荒保介発第５０号） 

（ 助 役 決 定 ） 

      平成１５年４月１日一部改正 

平成１８年１月１６日一部改正 

平成１８年４月１日一部改正 

平成１８年１０月１日一部改正 

平成２７年４月１日一部改正 

 

（設置）  

第１条 荒川区の介護保険事業の円滑な運営を図るため、荒川区介護保険運営協議会（以下「協議会」と

いう。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、区長に意見及び助言を述べる。 

 （１） 荒川区介護保険事業計画の進行管理に関すること。 

 （２） 荒川区介護保険事業計画の改定に関すること。 

 （３） 地域包括支援センターに関すること。 

 （４） 地域密着型サービスに関すること。 

 （５） その他介護保険事業の運営に関すること。 

 

（構成） 

第３条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員２０人以内で構成する。 

 （１） 学識経験者 

 （２） 地域医療関係者 

 （３） 福祉関係者 

 （４） 被保険者代表 

 （５） 費用負担関係者 

 （６） 区議会議員 

 （７） 区職員 

２ 協議会は、荒川区介護保険事業計画の計画期間ごとに組織する。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日からその日の属する荒川区介護保険事業計画の計画期間末日ま



 

でとする。ただし、再任を妨げない。 

（会長等） 

第５条 協議会には、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定め、副会長は、会長の指名する者をもって充てる。 

３ 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が公開することを不適当と認める場合は、この限りでは

ない。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見、説明等を聴くことがで

きる。 

４ 協議会の会議において、委員が従事する業務に直接の利害関係があると認められる案件を審議する場

合は、会長は、会議に諮って、当該委員の議事参与を制限することができる。 

 

（部会） 

第７条 第２条第３項に規定する所掌事務に関する事項を処理するため、協議会に地域包括支援センター

運営協議部会（以下「運営協議部会」という。）を設ける。 

２ 協議会の委員は、運営協議部会の会長、副会長及び委員を兼ねることができる。 

 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、福祉部介護保険課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１２年７月１２日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１月１６日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 



 

(2) 荒川区介護保険運営協議会委員名簿 

（敬称略） 

 選出区分 氏 名 役 職 等 

会長 
学識経験者 

太田 貞司 神奈川県立保健福祉大学 名誉教授 

副会長 勝野とわ子 岩手保健医療大学 老年看護学 教授 

委員 

地域医療関係者 

土屋 譲 荒川区医師会 会長 

横井 伸洋 荒川区歯科医師会 会長 

吉村 富子 荒川区薬剤師会 副会長 

篠原 航介 東京都柔道整復師会 荒川支部 支部長 

福祉関係者 

笠島 伸介 荒川区民生委員・児童委員協議会 会長 

渡邉 とし子 社会福祉法人上智社会事業団 理事長 

谷嶋 弘 荒川区社会福祉協議会 事務局長 

白鳥 嘉久 荒川区介護サービス事業者連絡協議会 副会長 

被保険者代表 

桶谷 輝明 荒川西部町会連合会 会長 

青木 治憲 荒川区高年者クラブ連合会 監事 

太田 文子 荒川区女性団体の会 副会長 

江口 三岐子 銀の杖（荒川区認知症高齢者を支える家族の会）代表 

弘田 栄三郎 連合東京東部地域協議会荒川地区協議会 幹事 

費用負担関係者 増野 繁 東京商工会議所荒川支部 副会長 

区議会 
菊地 秀信 荒川区議会福祉・区民生活委員会 委員長 

北城 貞治 荒川区議会福祉・区民生活委員会 副委員長 

区職員 佐藤 安夫 荒川区 副区長 

令和 2年 7月現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(3) 荒川区高齢者プラン策定委員会設置要綱 

 

荒川区高齢者プラン策定委員会設置要綱 

 

平成１０年 ６月１８日制定 

（１０荒福高発第２８４号） 

（ 助 役 決 定 ） 

平成１４年５月 ７日一部改正 

平成１７年５月２３日一部改正 

平成２０年６月 ２日一部改正 

平成２３年３月 １日一部改正 

平成２６年３月 １日一部改正 

平成２６年９月 １日一部改正 

 

（設置） 

第１条 荒川区高齢者プラン（荒川区介護保険事業計画及び荒川区高齢者保健福祉計画を包含する計画を

いう。以下「計画」という。）を策定するため、荒川区高齢者プラン策定委員会（以下「委員会」とい

う。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 計画の策定に関すること。 

(2) 計画の策定に係る諸施策の調整に関すること。 

(3) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 

 

（構成） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 

２ 委員長は副区長の職にある者とし、副委員長は福祉部長の職にある者とする。 

３ 委員は、別表１に掲げる職にある者とする。 

 

（会議） 

第４条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。 

３ 委員長は、必要があると認めるときには、関係職員を委員会に出席させることができる。 

 

（作業部会） 

第５条 委員会の所掌事項に係る調査検討を行うため、委員会に作業部会を置くことができる。 

２ 作業部会について必要な事項は、委員長が定める。 

 

 



 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、福祉部福祉推進課において処理する。 

 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

別紙 策定委員会の構成員（第３条関係） 

 

委員長 副区長 

副委員長 福祉部長 

委員 

総務企画部長 

地域文化スポーツ部長 

健康部長 

防災都市づくり部長 

総務企画部総務企画課長 

総務課企画部財政課長 

福祉部福祉推進課長 

福祉部高齢者福祉課長 

福祉部介護保険課長 

地域文化スポーツ部生涯学習課長 

健康部健康推進課長 

防災都市づくり部施設管理課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

６ 用語解説 

区分 用 語 解 説 

あ行 新しい生活様式 令和2年5月4日に、新型コロナウイルス感染症専門家会議からの提

言に盛り込まれたもので、身体的距離の確保、マスクの着用、手

洗いの徹底、娯楽・スポーツ、公共交通機関利用、食事等の日常

生活の各場面を、感染対策を講じながら行う実践例が示された。

これらを新型コロナウイルス感染症流行に対応した「新しい生活

様式」として普及を図っている。 

SDGｓ(エスディジー

ズ) 

SDGsとは「Sustainable Development Goals」の略で、2015年9月の

国連総会において採択された「持続可能な開発目標」のこと。「持

続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年ま

でに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。「すべての

人に健康と福祉を」「住み続けられるまちづくりを」「気候変動に

具体的な対策を」など17のゴールと169のターゲットから構成さ

れ、地球上の「誰一人取り残さない(leave no one behind)」こと

を誓っている。SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り

組むユニバーサル(普遍的)なものであり，日本としても積極的に

取り組んでいる。 

か行 介護医療院 主として長期の療養が必要である要介護者に対し施設サービス計

画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護、機

能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行うことを目的とし

た施設。 

介護給付費 介護保険制度で要介護認定を受けた被保険者(要介護1～5の方)が

定められたサービスを利用した際に受けられる保険給付の費用。 

介護保険制度 加齢に伴って生じる心身の変化に起因する疾病等により、入浴、

排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理、

その他医療を要する者等について、自立した日常生活を営むこと

ができるよう、必要な保健医療サービス並びに福祉サービスに係

わる給付を行い、国民の保健医療の向上及び福祉の増進を計るこ

とを目的とする制度。40歳以上の人が支払う「保険料」と「税

金」とで運営され、介護を必要とする状態になっても安心して生

活が送れるよう、介護を社会全体で支えていく仕組みであり、

2000(平成12)年4月からスタートした制度。 

介護保険法 要介護の基準、サービス運営基準などを制定し、公的介護保険の

詳細について定めた法律。介護保険制度の根拠となる法律。1997

年(平成9)制定。2000(平成12)年施行。 

介護報酬 介護保険制度において、サービスを提供する事業者や施設が、利

用者に介護サービスを提供した場合に、その対価として支払われ

る報酬。介護報酬は国が定める。 

介護予防サービス 介護保険法に定められた自立支援を目的としたサービス。サービ

スを利用するには区市町村に要介護認定の申請をしなければなら

ない。 



 

区分 用 語 解 説 

か行 介護予防・日常生活支

援総合事業 

区市町村が介護予防および日常生活支援のための施策を総合的に

行えるよう、2011(平成 23)年の介護保険制度の改正において創設

された事業。2014(平成 26)年の制度改正により新たに再編成さ

れ、現在は、「介護予防・生活支援サービス事業」「一般介護予防

事業」からなっている。 

介護療養型医療施設 長期にわたる療養を必要とする要介護者に対し、療養上の世話、

看護、医学的管理の下における介護、機能訓練、その他必要なサ

ービス提供を目的とする医療施設。 

介護老人福祉施設 老人福祉法に規定する特別養護老人ホーム(特養)。介護保険法で

都道府県の指定を受けた特養において、施設サービス計画に基づ

き、要介護者の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養

上の管理などのサービスを行う施設。 

介護老人保健施設 在宅への復帰を目標に、要介護者の看護、医学的管理の下におけ

る介護、機能訓練、その他必要な医療ならびに日常生活上の世話

を行うことを目的とする施設。「老健」と略して呼ばれる。 

ケアプラン(介護サー

ビス計画) 

 

介護保険においてサービスを利用するに、当たり、本人の希望や

状況に応じて、どのような介護サービスを、いつ、どれだけ利用

するかを決め、作成される介護サービスの計画。 

ケアマネジメント 高齢者の要望や心身の状態を考え合わせ、保健・医療・福祉の多

様なサービスを、迅速かつ効果的に提供するために調整するこ

と。 

ケアマネジャー 介護支援専門員。介護保険制度において、ケアマネジメントを行

う専門職。要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身

の状況に応じ適切な介護サービスを利用できるようケアプランを

作成したり、さまざまなサービスの調整を行う。 

健康寿命(65歳健康寿

命) 

現在65歳の人が、何らかの障害のために要介護認定を受けるまで

の状態を「健康」と考え、その障害のために要介護認定を受けた

年齢を平均的に表すものをいう。東京では、東京保健所長会方式

で算出しており、それによると、荒川区の65歳健康寿命(要支援1

以上)は、男性で80.58歳、女性で82.68歳(平成30年データ)であ

る。 

高額介護サービス費 介護保険では、1か月間に利用したサービスの自己負担額の世帯の

合計額が、一定の上限額を超えたときは、その超えた額につい

て、利用者の申請により後から支給される費用。 

高齢者みまもりステー

ション 

区から委託を受けて、社会福祉士等の資格を持った相談員が、地

域の高齢者に関する相談を受け付ける身近な相談窓口。相談員

は、電話相談や、訪問して相談に応じるほか、介護や福祉に関す

るサービスの情報提供等を行う。また、緊急通報システムを活用

し、システムの発報情報があった際は、必要に応じて対象者の状

況を確認する。 



 

区分 用 語 解 説 

さ行 サービス付高齢者向け

住宅 

高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい法）に基づ

き創設された、バリアフリー構造等の一定の基準を満たし、ケア

の専門家による安否確認サービスや生活相談サービスを提供する

住宅のこと。また、同法により、これまでの「高齢者円滑入居賃

貸住宅(高円賃)」、「高齢者専用賃貸住宅(高専賃)」、「高齢者

向け優良賃貸住宅(高優賃)」は廃止され、サービス付き高齢者向

け住宅に一本化された。「サ高住」「サ付住宅」と略して呼ばれ

る。 

社会福祉協議会 地域の社会福祉活動を推進するために組織された団体。ほとんど

すべてが社会福祉法人として運営されている。様々な事情により

生活に困難を抱える人々に対する相談支援等の事業に加え、住民

同士の支え合いを基盤にした介護や子育てなどのサポート事業、

ボランティア活動、地域福祉活動の推進を図っている。「社協」と

呼ばれている。 

小規模多機能型居宅介

護 

「通い」を中心に、利用者の心身の状況、環境に応じて、随時の

「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせてサービスを提供し、

能力に応じて居宅で自立した日常生活を継続できるよう支援する

サービス。2006(平成18)年4月から導入された地域密着型サービス

の一つ。 

新型コロナウイルス感

染症 

2019年に発生した新型コロナウイルスによる感染症で、世界的な

流行(パンデミック)を引き起こしている。国際正式名はCOVID-

19 。広義のかぜの一種であるが、高齢者や基礎疾患のある者(呼

吸器疾患、心臓疾患、糖尿病、がん等)において重症化しやすく、

死亡率も高い。 

審査支払手数料 都道府県の国民健康保険団体連合会が行う、介護報酬の請求審

査・支払行為に対して、保険者(区市町村)が当該連合会に支払う

対価。 

生活支援コーディネー

ター 

厚生労働省では、生活支援コーディネーターの役割について「高

齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していくことを目的

とし、地域において、生活支援および介護予防サービスの提供体

制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者」と定めてお

り、別名「地域支えあえ推進員」と呼ばれている。 

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、

高齢者の社会参加を促進するため、地域資源や地域課題の把握、

地域活動者の支援、新たなサービスの創出等の役割を担ってい

る。 

生活習慣病 食事や運動・喫煙・ストレスなどの生活習慣が深く関与し、発症

の原因となる疾患の総称。日本人の三大死因であるがん・脳血管

疾患・心疾患、さらに脳血管疾患や心疾患の危険因子となる動脈

硬化症・糖尿病・高血圧症・脂質異常症などがある。 

成年後見制度 成年(20歳以上)の方で、認知症や精神上の障害などの理由で判断

能力が不十分となり、不動産や預貯金などの財産を管理したり、

介護保険などの福祉サービスや施設への入所に関する契約を結ん

だりすることが困難な方々を支援する制度。 



 

区分 用 語 解 説 

た行 団塊の世代 1947(昭和22)年から1949(昭和24)年にかけての第一次ベビーブー

ムで生まれた世代。2025年(令和7)年には75歳以上となる。 

団塊ジュニア 1971(昭和46)年から1974(昭和49)年にかけての第二次ベビーブー

ムで生まれた世代。2040(令和22)年にはその世代が65歳以上とな

る。 

地域共生社会 社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごと

の「縦割り」や「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参画し、人と人、人と資源が世代や分野

を超えつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地

域をともに創っていく社会を目指すもの。 

地域支援事業 2006(平成18)年度に創設された事業で、地域の虚弱高齢者などを

対象として実施する介護予防事業、地域包括支援センターが実施

する総合相談・権利擁護事業などの包括的支援事業、介護家族の

支援などの任意事業を主な内容としていた。 

介護保険制度の見直しにより、介護予防・日常生活支援総合事業

が位置づけられ、包括的支援事業についても在宅医療・介護連携

の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備が加わ

り、内容の充実が図られた。 

なお、実施に当たっては、介護保険財源を活用して実施される。 

地域福祉権利擁護事業 区市町村の社会福祉協議会が、認知症や知的障害などで判断能力

が低下した人と契約し、協議会の「生活支援員」が、日常の金銭

管理や福祉サービスを受けるための手助けをする事業。 

地域包括ケア研究会 2008(平成 20)年に、厚生労働省老人保健健康増進等事業の一環と

して、高齢者政策の専門家によって設立され、地域包括ケアシス

テムの基礎的な考え方や政策の方向性について広く社会に提案し

ている。 

地域包括ケアシステム 高齢者が重度の要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続

けられるように、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援を一

体で提供する地域包括ケアの考え方に基づき、地域住民に対し、

保健サービス(健康づくり)、医療サービス及び在宅ケア、リハビ

リテーション等の介護を含む福祉サービスを、住民と関係者が連

携、協力して、地域住民のニーズに応じ一体的、体系的に提供す

る仕組みのこと。 

地域包括支援センター 介護保険法の改正により、2006(平成 18)年度から新たに設置され

た機関。保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士が専門性を生

かして相互連携しながら業務にあたる。 

介護予防マネジメントや介護予防対策等の地域支援事業、さまざ

まな相談窓口機能などを有し、地域における高齢者の相談機関で

あり活動の拠点である。 

地域密着型サービス 2006(平成18)年4月の介護保険法の改正に伴って導入され、要介護

者等が住み慣れた地域において、生活を24時間体制で支えるとい

う観点から、要介護者の日常生活圏域内にサービス提供の拠点が

確保されるサービスのこと。地域密着型サービスは、事業所の指

定や指導監督を区市町村で行うため、原則として事業所のある区

市町村在住の方が対象となる。(認知症対応型共同生活介護(認知

症高齢者グループホーム)や小規模多機能型居宅介護等。) 



 

区分 用 語 解 説 

た行 地域密着型介護老人福

祉施設入所者生活介護 

(地域密着型特別養護

老人ホーム) 

定員29名以下の小規模な特別養護老人ホーム。施設入居者に対

し、可能な限り自立した生活や在宅生活への復帰を念頭に、入

浴・排せつ・食事などの介護や、日常生活上の世話、機能訓練、

健康管理及び療養上の管理などを提供するサービス。 

地域密着型通所介護 利用定員18人以下の小規模のデイサービス事業所等に通い、食

事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練など

を日帰りで提供するサービス。2016(平成28)年度から導入された

地域密着型サービスの一つ。 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護 

日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら

定期巡回による短時間の訪問と随時対応を行い、重度者を中心と

した要介護高齢者の在宅生活を24時間体制で支るサービス。

2012(平成24)年度より導入された。 

都市型軽費老人ホーム 身体機能の低下などで、自立した生活に不安がある高齢者向けの

設備がある住まい。家庭環境、住宅事情などで自宅での生活が困

難な者が低料金で入所できる施設である軽費老人ホームについ

て、面積などの基準を緩和したもの。東京都の要請に基づき

2010(平成22)年4月の厚生労働省令の改正により制度化された。整

備対象となるのは東京23区、武蔵野市及び三鷹市(一部)となって

いる。 

特定入所者介護サービ

ス費 

施設に入所している低所得者の負担軽減を図るため、居住費・滞

在費と食費について、所得に応じた負担限度額を定め、限度額を

超えた額について介護保険から補足的に給付する費用。 

な行 日常生活自立度 認知症高齢者や障がい高齢者について、それぞれの程度を踏まえ

た日常生活における自立度を客観的に把握するための指標。認知

症高齢者の日常生活自立度と障がい高齢者の日常生活自立度（寝

たきり度）の2種類がある。 

認知症支援コーディネ

ーター 

認知症疾患医療センターのアウトリーチチームと協働し、認知症

の方について、状態に応じた適切な医療・介護サービスに結びつ

ける等の支援や連携を図る看護師、保健師等の専門職。 

認知症キャラバン・メ

イト 

全国キャラバン・メイト連絡協議会などが実施する所定の研修を

受講した登録者。「認知症サポーター養成講座」を開催し、講師役

を務める。 

認知症疾患医療センタ

ー 

認知症の方について区の認知症コーディネーターと、センターが

持つアウトリーチチームで協働し、鑑別診断、身体合併症と周辺

症状への対応、専門医療相談等を実施するとともに、地域の保健

医療・介護関係者等との連携の推進、人材の育成等を行うことに

より、認知症の人が地域で安心して生活できるよう、地域におけ

る支援体制を構築する東京都が指定した医療機関。 

認知症初期集中支援チ

ーム 

複数の専門職が、認知症が疑われる人、認知症の人とその家族を

訪問し、アセスメントや家族支援などの初期の支援を包括的・集

中的に行い、自立生活のサポートを行うチーム。 

認知症対応型共同生活

介護(認知症高齢者グ

ループホーム) 

認知症高齢者を対象として、5～9人程度の小さなユニット(単位)

で共同生活を送りながら、家庭的な環境や地域との交流の中で、

入浴、排せつ、食事等の介護など日常生活上の世話や機能訓練等

を提供するサービス。 



 

区分 用 語 解 説 

な行 認知症対応型通所介護 認知症高齢者に対してデイサービスセンター等で、入浴、排せ

つ、食事等の介護、生活相談や健康状態の確認など日常生活上の

世話、機能訓練等を日帰りで提供するサービス。利用者の社会的

孤立感の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・精神的負担の

軽減を図る。 

認知症サポーター キャラバン・メイトが行う「認知症サポーター養成講座」を受講

した人。認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を温かく見守

り、地域で支える応援者で、目印としてオレンジリングをつけて

いる。 

は行 パブリックコメント 意見公募手続きのこと。計画や法令などについて、広く意見を募

集する。 

バリアフリー化 公共の建築物や道路、個人の住宅等において、段差の解消や手す

りの設置等、高齢者や障がい者の利用にも配慮した設計にするこ

と。また、障がい者に対する差別意識等の内面的な障壁を取り除

くこともその一つとして捉えられている。 

(介護保険の)被保険者 介護保険に加入している人。65歳以上の第1号被保険者と40歳以上

65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれる。 

看護小規模多機能型居

宅介護 

2012(平成24)年度に創設され、医療ニーズの高い高齢者に対応す

るため、小規模多機能型居宅介護と訪問看護等を組み合わせて提

供するサービス。 

フレイル 日本老年学会が平成26年2月に決定し5月にプレスリリースされた

概念で、加齢に伴う様々な機能変化や予備能力低下によって健康

障害に対する脆弱性が増加した状態であるが、適切な介護予防・

健康づくりによってふたたび健常な状態に戻ることができる。 

 フレイルには、身体的側面(筋肉量減少、骨粗しょう症等)の

他、精神的側面(うつや認知症等)や社会的側面(孤立化等)があ

り、それぞれ身体的フレイル、精神的フレイル、社会的フレイル

という。さらに、近年、噛む、飲み込む等の歯と口の健康状態が

健康寿命に大きく関与することが判明し、オーラルフレイルが加

わった。 

ま行 民生委員・児童委員 民生委員法に基づき地域社会の福祉を増進することを目的として

活動する者。厚生労働大臣から委嘱され、地域において、常に住

民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増

進に努める者。 

や行 夜間対応型訪問介護 夜間の定期的な巡回または連絡を入れることにより、訪問介護員

(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事などの

日常生活上の世話、緊急時の対応などを行い、要介護者が夜間も

安心して生活できるように援助するサービス。2006(平成18)年4月

の介護保険法の改正に伴って導入された地域密着型サービスの一

つ。 

要介護者 要介護状態にある 65歳以上の人。または政令で定められた特定疾

病(末期がん、脳血管疾患、アルツハイマー病、パーキンソン病、

骨折に伴う骨粗鬆症、その他)が原因で要介護状態にある 40 歳以

上 65歳未満の人。 

要介護状態 食事、入浴、排せつ等の日常生活における基本的な動作に助けが

必要で、その状態が6ヶ月にわたって続いており、常時介護が必要

と見込まれる状態。 



 

区分 用 語 解 説 

や行 要介護度 介護保険制度で、要介護状態を介護の必要の程度に応じて定めた

区分。要支援1及び2、要介護1～5の計7段階がある。 

要支援・要介護認定 区市町村による訪問調査(被保険者の状態や程度を調査)と、被保

険者のかかりつけ医師による主治医意見書をもとに、どのくらい

の介護が必要なのかを区市町村で判定すること。非該当、要支援

(2段階)、要介護(5段階)、再審査のいずれかの結果が出る。 

予防給付 介護保険制度で、要支援認定を受けた被保険者(要支援1、2の方)

になされる保険給付。 

ら行 リハビリテーション 

(リハビリ) 

障がいや事故・疾病で後遺症が残った方や、加齢に伴う機能低下

がみられる方などを対象とし、身体的・心理的・職業的・社会的

に最大限にその能力を回復させるために行う訓練・療法。 

老人福祉法 老人(65歳以上)の福祉増進とその社会参加を促進することを目的

として1963(昭和38)年に制定された法律。老人の自立と社会参加

を趣旨として、老人の努力とともに、老人の福祉と社会参加のた

めの国、地方公共団体等の責務を規定するとともに、老人福祉施

設の監督・助成、ホームヘルパーの派遣など、老人福祉の措置に

関する具体的な施策を規定している。 
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