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はじめに 

 

 三鷹市ではこの間、65 歳以上の人口の全人口に占める比率（高齢化率）は全国

平均よりも下回ってきました。それでも平成25年度には三鷹市の高齢化率も20％

を超え、５人に１人以上が高齢者という段階に入りました。今後も長寿化の進展

によって高齢化率は年々上昇していくことが見込まれています。特に、これまで

日本の発展を支え、社会を動かす原動力となってきたいわゆる「団塊の世代」の

方々が 75 歳以上の「後期高齢者」となる時期が迫ってきています。 

 さて、平成 12（2000）年からスタートした「介護保険制度」は、高齢社会を

支えるために、介護をサービスとして供給する新しい保険制度です。制度の開始

以来 15 年を経過する中でいくつかの制度変更が重ねられてきましたが、平成 27

年度には特に大きな転換期を迎えようとしています。それは、高齢者が住み慣れ

た地域で生活を継続できるようにするための「地域包括ケアシステムの構築」へ

の取り組みです。 

 三鷹市では、この「地域包括ケアシステムの構築」に向けて、法定計画である

『第六期介護保険事業計画』の策定に取り組んできました。また、同事業計画と

一体的に策定している『三鷹市高齢者計画』についても必要な見直しを行い、平

成 27 年度に予定されている『第 4 次三鷹市基本計画』の改定に先駆けて、三鷹

市における高齢者への施策としてまとめました。 

 この『三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画』においては、計画の基本

目標として「地域包括ケアシステムの構築～高齢者が生きがいを持ち、住み慣れ

た地域で安心して年齢を重ねることができるまち～」を掲げて、高齢者一人ひと

りが、いつまでも健康で生きがいをもち、住み慣れた地域で安心して生活を送る

ことができる地域社会の実現を目指すこととしています。 

 これからの高齢社会では、介護保険制度が円滑に運営されることは第一義的に

重要であり、それに加えて「地域において高齢者を支え、相互に見守り支えあう

コミュニティの実現」を目指すことが必要です。他の自治体に先駆けて地域にお

けるコミュニテイ活動の育成に取り組み、最近では「地域ケアネットワーク」や

「見守りネットワーク」など「コミュニティ創生」を進めている三鷹市において

は、これからの更なる取り組みがその真価を発揮できることになると思います。 

 本計画の策定に当たっては、市民の代表の方、関係団体の方、さらに有識者の

方を加えた「第六期介護保険事業計画検討市民会議」を設置し、1 年間にわたり

検討を重ねていただきました。また、計画案についてのパブリックコメントも実

施し、貴重なご意見をいただきながらまとめさせていただきました。今回の計画

の策定にご協力をいただきました多くの皆様に感謝を申し上げますとともに、こ

の計画の協働による推進が、これからの三鷹市の高齢者の皆様、また、そのご家

族を含むすべての市民の皆様に対する「高福祉の実現」に寄与することを心より

願っています。 

 

  平成 27（2015）年３月 

 三鷹市長   
 

 



 

 

 

 

 

 

みたか高齢者憲章 

平成 16 年３月 25 日 

                                市議会議決 

 

 

私たちのまち、三鷹市は、文化の香り高く、いきいきとした豊かな地域社会の形成を目指して

います。男女ともに 80 歳時代となり、高齢者自身の選択に基づき、自分にふさわしい生活を

築くことが求められています。私たち、三鷹市をつくるすべての人たちは、高齢者が地域の中

で、希望をもって安心して年齢を重ねることができるまちになることを願って、この憲章を定

めます。 

わたしたちは 

１．高齢者の過去と現在の働きを心に刻み、高齢者一人ひとりが誇りをもって生活できるよう

に努めます。 

２．高齢者が、その豊かな経験と知と技をいかし、年齢と状態にかかわりなく、自己実現でき

る、あらゆる機会を提供します。 

３．高齢期において、だれもが、心身ともにすこやかに生活できるよう、健康づくりを含むサ

ービスや活動の充実に努めます。 

４．高齢者それぞれの生活を大切にする、ともにふれあい、支えあう、だれにでもやさしい地

域社会をつくります。 

５．相互の理解に基づき、すべての人々の人権が尊重され、排除や差別のない地域文化を築き

ます。 
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第１章 計画の策定にあたって 
 

 

第１節 計画策定の背景と趣旨 

 

三鷹市における平成 25 年 10 月１日現在の人口では、65 歳以上の高齢

者数が 36,942 人、高齢化率は 20.5％となり、20％を超える状況になっ

てきました。このうち、75 歳以上の後期高齢者数は、ほぼ半数の 18,345

人となっています。 

人口全体の推移では、平成 21 年 10 月１日現在は 180,005 人であった

ものが 180,372 人と、この５年間の伸び率が 0.2％と横ばいであったのに

対し、65 歳以上の人口の伸び率は 10.1％と、高い割合となりました。 

介護保険制度の開始から 1３年以上が経過しましたが、この間、高齢社会

の進展に伴うさまざまな課題に対応して制度の見直しが行われてきました。

平成 2７年度からの制度改正では、「地域包括ケアシステムの構築」のため、

地域支援事業の充実や予防給付の地域支援事業への移行・多様化、特別養護

老人ホームの新規入所基準の重点化等が行われるほか、「持続可能な介護保

険制度の構築」のために、一定所得以上の利用者の自己負担率の引き上げや、

補足給付の見直し、低所得者の保険料の軽減割合の拡大などが行われるなど、

これまでになく広い範囲に及ぶ改正となっています。また、介護保険事業計

画においては、団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年（平成 37 年）に向

けて、高齢者数と要介護認定者数の一層の増加が見込まれる中で、中長期的

なサービス・給付・保険料の推計について取り組むことが求められることに

なったほか、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、地域ケア会議

の推進、生活支援サービスの充実・強化などの新たな取り組みに向けて、地

域包括支援センターの機能強化等も求められています。 

こうした介護保険制度を取り巻く状況の変化に対応して、高齢者ができる

だけ長く住み慣れた地域で健康で生きがいをもって暮らせるよう、支援が必

要になったときに適切なサービスが受けられるような体制づくりを「総合

的・計画的」に推進するため、第六期介護保険事業計画を策定するとともに、

高齢者計画についても必要な修正を行うものです。 
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第２節 計画の位置づけ 

 

本計画は、三鷹市の高齢者に関する施策全般についての考え方及び施策の

方向性を示すものです。その中で、介護保険法第 117 条に規定する「介護

保険事業計画」及び老人福祉法第 20 条の８に規定する「老人福祉計画」を

包含する内容として総合的に策定するものです。 

また、三鷹市の計画体系において、本計画は、「三鷹市基本構想」及び「第

４次基本計画」（平成 23～34 年度）を上位計画とする「三鷹市健康福祉総

合計画 2022」（～平成 34 年度）の高齢者部門の個別計画に位置づけられ

るものです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         （老人福祉計画含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 次三鷹市 

基本計画 

 

健康福祉総合 

計画 2022 

健康福祉総合 

計画に包含され

る個別分野計画

の例 

三鷹市基本構想 

高齢者計画 介護保険事業計画 

 第５部 

希望と安心に満ちた 

健康・福祉 

 

 

高齢者 

計画 

 

障がい者 

計画 

 

健康づくり

計画 

次世代 

育成支援 

行動計画 

地域福祉 

計画・生活 

福祉関係 

（総論部分） 

 

三鷹市 

高齢者計画・第六期介護保険事業計画 

（老人福祉計画含む） 

健康福祉総合計画の

高齢者計画をさらに

詳述し、介護保険事業

計画の要件を満たし

たもの 

別出し 

高福祉のまちづくり 



5 

 

第３節 計画の期間 

 

高齢者計画の計画期間は、平成 34 年度までとします。ただし、第六期介

護保険事業計画に関する部分は、平成 27～29 年度の３年間とします。 

 

 平

成 

23 

年

度 

平

成 

24 

年

度 

平

成 

25 

年

度 

平

成 

26 

年

度 

平

成 

27 

年

度 

平

成 

28 

年

度 

平

成 

29 

年

度 

平

成 

30 

年

度 

平

成 

31 

年

度 

平

成 

32 

年

度 

平

成 

33 

年

度 

平

成 

34 

年

度 

三鷹市高齢者計画 本計画 

三鷹市介護保険事業

計画 
 

第五期 

（前期計画） 

第六期 

（本計画） 

第七期 

（次期計画） 
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第４節 計画策定の経過 

 

（１）  高齢者・障がい者等の生活と福祉実態調査 ● ● ● ● ● ●  
 

本計画策定の基礎資料を得るため、平成 25 年度に「一般高齢者調査」を、

無作為抽出した65歳以上の市民3,648人（回収2,449票、回収率67.1％）

に対し実施しました。 

また、要支援・要介護認定者のうち、各要介護度から 200 人ずつ無作為

抽出した計 1,400 人に対して、「要支援認定者調査」（回収 323 票、回収率

80.8%）「要介護認定者/介護者調査」（回収 675 票、回収率 67.5%）を訪

問面接形式で実施しました。 

 

（２）  三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

公募による市民、学識経験者、ならびに保健・医療・福祉関係者や地域団

体などの代表者で構成する「三鷹市介護保険事業計画検討市民会議」を設置

し、本計画に関する審議を行いました。なお、会議は、平成 26 年 6 月 17

日～27 年 2 月 3 日にかけて、計 6 回開催しました。 
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（３）  パブリックコメント（市民意見募集手続） ● ● ● ● ● ●  
 

本計画の内容に関して市民の意見を反映するため、平成 26 年 12 月～平

成 27 年 1 月にパブリックコメントを実施し、延べ 13 件（3 人）のご意見

をいただきました。いただいたご意見は、三鷹市介護保険事業計画検討市民

会議に報告し、本計画への反映を検討しました。 

 

 

表 本計画策定の経過 

 

年 月 日 内 容 等 

平成 25年 9 月 5日～ 
9 月 30日 

・高齢者・障がい者等の生活と福祉実態調査 
（一般高齢者調査） 

平成 25年 11月 8日～ 
平成 26年 1 月 31日 

・高齢者・障がい者等の生活と福祉実態調査 
（要支援認定者調査・要介護認定者/介護者調査） 

平成 26年 6 月 17日 

第 1 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・三鷹市の高齢者の現状と高齢者施策について 

・介護保険制度と今後の検討市民会議の運営について 

平成 26年 8 月 8日 

第 2 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・「高齢者・障がい者等の生活と福祉実態調査 
（高齢者版）」について 

・三鷹市高齢者計画・第五期介護保険事業計画の 
振り返り 

平成 26年 9 月 11日 

第 3 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・三鷹市高齢者計画・第五期介護保険事業計画の 
振り返り 

・三鷹市の高齢者人口推計について 

・三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画の 
骨格案について 

平成 26年 10月 16 日 

第 4 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画の素案 
について 

平成 26年 11月 7日 

第 5 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画の素案 
について 

平成 26年 12月 24 日 
～平成 27年 1月 13日 

・パブリックコメントの実施 

平成 27年 2 月 3日 

第 6 回 三鷹市介護保険事業計画検討市民会議 

・パブリックコメント実施結果 

・三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画（案）等
報告 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と推計 
 

 

第１節 高齢者の現状と推計 

 

（１）  高齢者人口の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

三鷹市の人口は、平成 22 年 10 月の 179,811 人から平成 26 年 10 月

の 181,751 人へと増加しています。これに伴い、介護保険の被保険者であ

る 40 歳以上人口、65 歳以上の高齢者人口とも増加しており、平成 26 年

の高齢化率（総人口に占める 65 歳以上の高齢者数比率）は 21.0％となっ

ています。下図の人口構成からも分かるように、平成 24 年 10 月以降は、

いわゆる団塊世代（昭和 22～24 年生まれ）が 65 歳以上となり、高齢化率

の上昇が顕著になっています。 

 

図 人口の推移と推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※コーホート変化率法により人口を推計 

※高齢化率は、65歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合 

※後期高齢化率は、75歳以上の高齢者人口が総人口に占める割合 

（上記推計は、今後の人口動向により、第 4次基本計画第 1次改定の際、必要な見直しを図ります。） 

 

資料：住民基本台帳等（各年 10月 1日） 
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実績 推計

21,787 21,788 21,927 21,984 22,389 22,536 22,679 23,148 22,937

123,927 123,712 122,633 121,446 121,259 120,666 120,255 120,139 119,849 119,370

17,496 17,114 19,771 19,785 19,542 19,039 17,226

17,236 17,775 18,345 18,690 19,169 19,789 20,380 21,509 24,121

180,147 180,372 181,751 182,142 182,508 182,845 183,545

22,784

17,812 18,597 19,413

16,601

183,654179,811 179,850

19.0 19.1 19.8 20.5 21.0 21.4 21.7 21.8 22.1

9.2 9.6 9.9 10.2 10.3 10.5 10.8 11.1 11.7
13.1

22.5

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

（人） （％）

21,787 21,788 21,927 21,984 22,389 22,536 22,679 23,148 22,937

123,927 123,712 122,633 121,446 121,259 120,666 120,255 120,139 119,849 119,370

17,496 17,114 19,771 19,785 19,542 19,039 17,226

17,236 17,775 18,345 18,690 19,169 19,789 20,380 21,509 24,121

180,147 180,372 181,751 182,142 182,508 182,845 183,545

22,784

17,812 18,597 19,413

16,601

183,654179,811 179,850

19.0 19.1 19.8 20.5 21.0 21.4 21.7 21.8 22.1

9.2 9.6 9.9 10.2 10.3 10.5 10.8 11.1 11.7
13.1

22.5

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

（人） （％）

21,787 21,788 21,927 21,984 22,389 22,536 22,679 23,148 22,937

123,927 123,712 122,633 121,446 121,259 120,666 120,255 120,139 119,849 119,370

17,496 17,114 19,771 19,785 19,542 19,039 17,226

17,236 17,775 18,345 18,690 19,169 19,789 20,380 21,509 24,121

180,147 180,372 181,751 182,142 182,508 182,845 183,545

22,784

17,812 18,597 19,413

16,601

183,654179,811 179,850

19.0 19.1 19.8 20.5 21.0 21.4 21.7 21.8 22.1

9.2 9.6 9.9 10.2 10.3 10.5 10.8 11.1 11.7
13.1

22.5

0

50,000

100,000

150,000

200,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成32年 平成37年

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

（人） （％）



12 

 

図 人口構成 
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資料：住民基本台帳（平成 26年 10月 1日） 

 

【 男性 】 【 女性 】 
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（２）  高齢者のいる世帯の割合 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

平成 22 年 10 月現在、三鷹市の高齢者（65 歳以上）がいる世帯数は

23,235 世帯、一般世帯総数に占める割合は 25.9％と、東京都平均

（28.8％）、全国平均（37.3％）より低い割合となっています。 

このうち、高齢者のみの世帯は 7,003 世帯、全体の 7.8％と、東京都平

均（8.1％）、全国平均（10.7％）より低い割合となっています。ひとり暮

らし高齢者世帯は 7,591 世帯で、全体の 8.5％と、東京都平均（9.8％）や

全国平均（9.2％）よりも低くなっていますが、高齢者（65 歳以上）のいる

世帯のみでの比較では、高齢者のみ世帯（ひとり暮らし高齢者世帯を含む）

の多いことが三鷹市の特徴といえます。 

 

表 高齢者のいる世帯の割合 

 

世帯分類 

三鷹市 東京都 国 

世帯数 
（世帯） 

割合（％） 
世帯数 
（世帯） 

割合（％） 
世帯数 
（世帯） 

割合（％） 

一般世帯 89,814 100.0 6,382,049 100.0 51,842,307 100.0 

 65 歳以上

の高齢者

がいる 

世帯 

23,235 25.9 1,837,074 28.8 19,337,687 37.3 

高齢者の

みの世帯 
7,003 7.8 516,475 8.1 5,525,270 10.7 

高齢者 

単身世帯 
7,591 8.5 622,326 9.8 4,790,768 9.2 

 

 

 

 

※高齢夫婦のみの世帯は、65歳以上の世帯員がいる夫婦のみ世帯 

 資料：国勢調査（平成 22年） 
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（３）  高齢者の就業状況 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

平成 22 年 10 月現在、三鷹市の高齢者就業者数（65 歳以上）は 7,965

人、就業者総数（15歳以上）に占める割合は9.2％と、東京都平均（10.5％）、

全国平均（10.0％）より低い割合となっています。 

高齢者就業者の内訳でも、65～74 歳の就業者数と 75 歳以上の就業者数

ともに東京都平均及び全国平均よりやや低い割合となっています。 

 

表 高齢者の就業状況 

 

世帯分類 
三鷹市 東京都 国 

人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 人数（人） 割合（％） 

就業者総数 

（15歳以上） 
86,216 100.0 6,012,536 100.0 59,611,311 100.0 

高齢者就業者 

（65歳以上） 
7,965 9.2 630,613 10.5 5,952,003 10.0 

65～74歳 

就業者数 
6,079 7.0 485,909 8.1 4,569,028 7.7 

75 歳以上 

就業者数 
1,886 2.2 144,704 2.4 1,382,975 2.3 

資料：国勢調査（平成 22年） 
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第２節 要介護（要支援）認定者の現状と推計 

 

（１）  要介護(要支援)認定者数の推移と推計 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

要介護（要支援）認定者総数は、平成 22 年９月末の 6,226 人から、平

成 26 年９月末の 6，984 人（12.2％増）に増加しました。一方、認定率

は平成 22 年度以降横ばいで、18％台半ばで推移しています。 

今後も高齢化の進展に伴い、認定者数は増加すると推計されます。 

 

図 要介護（要支援）度別認定者数及び認定率 
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※第２号被保険者の認定者を含む。 

※認定率＝要介護（要支援）認定者数÷高齢者人口 

※団塊の世代が後期高齢者となる平成 37年までの推計も示しています。 

 資料：介護保険事業状況報告（各年９月分） 
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（２）  介護保険サービス別受給者数の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

介護保険サービス別の受給者数でみると、居宅介護（介護予防）サービス

が最も増加を続けており、平成 26 年９月分で受給者総数の約８割を占めて

います。 

 

図 介護保険サービス受給者数及び受給率 
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資料：介護保険事業状況報告（各年９月分） 
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第３節 高齢者実態調査からみた現状と課題 

 

（１）  高齢者一般調査（健康調査・世論調査） ● ● ● ● ● ● ● 
 

① 介護予防事業の利用意向  

介護予防事業を「すでに利用している」は 10.2％、「すぐに利用したい」

が 4.0％、「必要になったら利用したい」が 65.7％で、利用意向のある高齢

者の合計は約８割となっています。多くの高齢者が介護予防事業に対して、

興味・関心を持っています。 

 

図 介護予防事業の利用意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 高齢者のニーズを踏まえた介護予防教室の充実が必要 

施策 

大分類：３ 安全・安心の生活の確保 

中分類：（２）在宅生活の支援・推進 

小分類：① 介護予防事業の推進 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（２）介護保険サービスの充実 

小分類：③ 介護予防・生活支援サービスの整備 

 

 

 

 

 

 

 

N =

一般高齢者 2,449 10.2

4.0

65.7 15.7 4.4

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

10.2 4 65.7 15.7 4.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%

すでに利用している すぐに利用したい
必要になったら利用したい 利用したくない・できない

無回答
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② 寝たきりや認知症に対する不安と対応  

寝たきりや認知症になるかもしれないと「非常に不安」に思う高齢者は

13.0％、「やや不安」が 40.9％で、５割以上の高齢者が不安を感じていま

す。 

また、要介護認定者/介護者調査において、認知症の症状を調べる項目に

１つ以上該当した人のうち約２割は、認知症について相談する人が「誰もい

ない」と回答していました。 

 

図 寝たきりや認知症になるかもしれないという不安があるか 

 

 

 

 

 

 

図 要介護認定者/介護者で認知症について相談した人はいるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 認知症の予防、早期発見と認知症に関する相談体制の整備 

施策 

大分類：５ 認知症高齢者の支援と権利擁護の推進 

中分類：（１）認知症高齢者の支援 

小分類：① 地域の連携による認知症高齢者への支援 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（２）介護保険サービスの充実 

小分類：② 認知症施策の推進 

13.0 40.9 34.3 9.3 2.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に不安 やや不安 あまり不安はない

まったく不安はない 無回答

N =

一般高齢者 2,449 13.0 40.9 34.3 9.3 2.5

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

N =379 ％

医師

看護師

ケアマネジャー

ヘルパーやデイ等介護職員

地域包括支援ｾﾝﾀｰの職員

家族､親族友人､知人

その他

誰もいない

70.9

7.5

38.0

12.5

10.9

24.2

0.2

20.2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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③ 社会活動・社会参加  

社会活動への参加状況については、町会・自治会、老人クラブへの参加は

約２割にとどまりますが、趣味関係、スポーツ、学習・教養等のグループや

クラブ・サークルへの参加は約５割となっています。 

 

 

 

図 町会、自治会、老人クラブの参加頻度 

 

 

 

 

 

 

図 趣味関係、スポーツ、学習・教養等のグループやクラブ・サークルの参加頻度 

 

 

 

 

 

 

 

課題 社会活動等の環境の整備 

施策 

大分類：２ 社会参加の促進 

中分類：（２）生きがい活動の充実 

小分類：① 生きがい活動の支援・充実 

② 生涯学習、市民スポーツ活動の推進 

 

N =

一般高齢者 2,449 6.0 13.2 11.5 12.7

3.7

50.6 2.3

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

N =

一般高齢者 2,449

0.7 2.6 3.2

5.7 8.0 77.6 2.3

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

0.72.63.25.7 8.0 77.6 2.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回

年に数回 していない 無回答

0.72.63.25.7 8.0 77.6 2.3
0% 20% 40% 60% 80% 100%

週4回以上 週2～3回 週1回 月1～3回

年に数回 していない 無回答
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（２）  在宅要介護高齢者・介護者の生活ニーズ調査 ● ● ● ● ● 
 

① 要支援者へのサービスの充足状況  

要支援者へのサービスでは、訪問介護、通所サービス、訪問看護、ショー

トステイにおいて、「サービス利用希望者が利用できている割合」、「利用希

望回数の充足度」、「満足度」のほとんどが要介護者の状況を下回っています。 

また、要支援認定者は、一般高齢者と比べて抑うつ傾向が疑われる人の割

合が高く、外出頻度は週に１日よりも少ない、いわゆる「閉じこもり」が疑

われる人も１割強いました。 

うつや閉じこもりを防止し、要介護状態にならないために、多様なサービ

スの整備が必要です。 

 

表 サービス種別ごとの利用できている割合・充足度・満足度 

 

サービス種別 

利用希望者が 

利用できている割合 

利用希望回数の 

充足度 

満足度 

(非常に満足+わりと満足) 

要介護 要支援 要介護 要支援 要介護 要支援 

訪問介護 77.8％ 76.2％ 86.1％ 62.9％ 86.1％ 86.3％ 

通所サービス 87.6％ 83.1％ 76.1％ 66.0％ 95.5％ 89.2％ 

訪問看護 64.4％ 15.2％ 91.1％ 15.4％ 95.8％ 100.0％ 

ショートステイ 67.7％ 23.5％ 57.2％ 4.9％ 72.9％ 57.2％ 

 

 

課題 多様なサービスの整備 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（２）介護保険サービスの充実 

小分類：③ 介護予防・生活支援サービスの整備 
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② 在宅介護サービスの充足状況  

訪問介護と通所サービスは「利用希望者が利用できている割合」も「利用

希望回数の充足度」も８割前後に達しており、順調に機能しているといえま

す。 

訪問看護とショートステイは、平均希望回数が訪問介護や通所サービスよ

り大幅に少ないため単純比較はできませんが、訪問看護の「利用希望者が利

用できている割合」は 7 割に満たない状況です。しかし、「利用希望回数の

充足度」は 9 割を超えています。一方、ショートステイは「利用希望者が利

用できている割合」が７割に満たず、更に「利用希望回数の充足度」は 10

ポイント以上低い状況です。 

 

図 サービス種類ごとの利用できている割合・充足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 介護保険サービスの質の確保 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（４）介護保険サービスの質の確保 

小分類：④ 介護人財確保等の支援 

 

課題 在宅サービス基盤の充実 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（３）介護保険サービス基盤の充実 

小分類：① 在宅サービス基盤の充実 

 

訪問介護

通所サービス

訪問看護

ショートステイ
67.7

64.4

87.6

77.8

57.2

91.1

76.1

86.1

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

0 20 40 60 80 100

利用希望者が利用できている割合

利用希望回数の充足度
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③ 世帯員数の減少、老々介護の増加  

「ひとり暮らし」の要介護高齢者は増加傾向にあります。平成 22 年以降、

世帯員数が２人以下の世帯は５割を超え、「70 歳以上の主介護者」の増加な

ど、家族の介護力の低下がうかがえます。 

ひとり暮らしの要介護高齢者が増えていることから、このような方も在宅

での生活を継続できるような環境の整備が必要です。 
 

図 在宅要介護高齢者の世帯構成 

 

 

 

 

 
図 70歳以上の主介護者の割合 

 

 

 

 

課題 自立生活支援の充実 

施策 

大分類：３ 安全・安心の生活の確保 

中分類：（２）在宅生活の支援・推進 

小分類：③ 自立生活支援サービスの充実 

 

課題 在宅療養体制の整備 

施策 

大分類：３ 安全・安心の生活の確保 

中分類：（２）在宅生活の支援・推進 

小分類：④ 在宅療養の推進 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（２）介護保険サービスの充実 

小分類：① 在宅医療と介護連携の推進 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（３）介護保険サービス基盤の充実 

小分類：① 在宅サービス基盤の充実 

18.9 35.4 45.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%

ひとり暮らし 世帯員数（２人） 世帯員数（３人以上）

18.9 35.4 45.0

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

37.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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④ 施設サービスの利用希望  

特別養護老人ホームや老人保健施設、療養型病床といった施設サービスの

利用希望者の割合は、介護保険制度の開始当初と比べると減少していますが、

一定の需要が継続しています。 

 

図 施設を「すぐにでも利用を希望」「利用を検討したい」と回答した割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題 サービス基盤の整備・充実 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（３）介護保険サービス基盤の充実 

小分類：② 施設系サービスの基盤の充実 

 

 

 

特別養護老人ホーム

老人保健施設

療養型病床

15.0

16.0

18.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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⑤ 介護者の負担と心理的支援  

年齢別の要介護認定者の主介護者は 70 歳以上が約４割を占め、60 歳以

上を含めると約７割にも達しています。家族介護力が低下していくことによ

り、介護者の介護負担は厳しい状況になっていくことが考えられます。 

また、家族が医療処置を行うのは精神的な負担が大きいと感じる人は、「そ

う思う」が 31.0％、「まあそう思う」が 19.7％となりました。約５割の人

が精神的な負担が大きいと感じています。 

一方で、介護者の相談相手としては、「ケアマネジャー」の存在が重要性

を増していることがうかがえました。 

 

図 年齢別要介護認定者の主介護者 

 

 

 

 

 

 

 

図 医療処置を行うことに対する家族の精神的な負担が大きい 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.0 19.7 15.4 15.9 14.1 4.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う まあそう思う あまりそう思わない

まったくそう思わない わからない 無回答

N =

要介護認定者/
介護者

147 31.0 19.7 15.4 15.9 14.1 4.1

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

N =

要介護認定者/
介護者調査

524 30.2 31.5 20.6 17.2 0.6

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

30.2 31.5 20.6 17.2 0.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

60 歳未満 60～70 歳未満 70～80 歳未満 80 歳以上 無回答



25 

 

 

課題 家族介護者への支援の充実 

施策 

大分類：３ 安全・安心の生活の確保 

中分類：（２）在宅生活の支援・推進 

小分類：② 家族介護者への支援 

施策 

大分類：４ 地域の支え合いの仕組みづくりの推進 

中分類：（２） 地域を拠点としたまちづくりの推進 

小分類：① 地域における身近な総合相談窓口の充実 

 

課題 負担の増加するケアマネジャーへの支援の体制強化 

施策 

大分類：６ 介護保険制度の円滑な運営 

中分類：（４）介護保険サービスの質の確保 

小分類：① 第三者評価事業の推進と支援 

③ 介護保険事業者連絡協議会の支援及び連携 

施策 

大分類：５ 認知症高齢者の支援と権利擁護の推進 

中分類：（２）高齢者の権利擁護の推進 

小分類：③ 高齢者虐待防止の充実 
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第３章 

 

第五期介護保険事業計画（高齢者計画）の 

到達点と課題 
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第３章 第五期介護保険事業計画 

（高齢者計画）の到達点と課題 
 

 

第１節 計画等の策定と推進 

 

課題１－① 「みたか高齢者憲章」に基づく施策の推進 ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「みたか高齢者憲章」に基づき、高齢者施策を推進しています。 

 

② 課 題  

○「みたか高齢者憲章」に基づき、高齢者施策を引き続き推進します。 

 

課題１－② 「健康福祉総合計画 2022」の策定と推進 ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「みたか高齢者憲章」に基づき、「健康福祉総合計画 2022」を策定

し、推進しています。 

 

② 課 題  

○「健康福祉総合計画 2022」を引き続き推進します。 

 

課題１－③ 「介護保険事業計画」の策定と推進 ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「みたか高齢者憲章」に基づき、「介護保険事業計画」の策定と推進を

行っています。 

 

② 課 題  

○三鷹市における介護保険事業の円滑な推進のため「介護保険事業計画」

の策定と推進を行います。 
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第２節 社会参加の促進 

 

課題２－① 高齢者の就業支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「わくわくサポート三鷹」で、高齢者の就業機会の創出及び多様な働

き方についての情報提供を行いました。 

 平成 24 年度 求職者 2,764 人 就職者 115 人 

平成 25 年度 求職者 2,644 人 就職者 121 人 

○「シルバー人材センター」の運営に補助金を支給するなど、支援を継

続しました。 

 平成 24 年度 会員数 1,594 人 

 平成 25 年度 会員数 1,584 人 

 

② 課 題  

○就労している高齢者は３割に上り、就労希望の割合は高いと判断でき

ます。「わくわくサポート三鷹」や「シルバー人材センター」などと連

携して、高齢者の雇用機会の確保を図ることが必要となります。 
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課題２－② 生きがい活動の充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「高齢者社会活動マッチング推進事業（三鷹いきいきプラス）」で、シ

ニア（会員）に依頼したい仕事・活動と、会員ができる仕事・活動の

マッチングをしました。 

 平成 24 年度 会員登録 2,323 人 マッチング実績 81 件 

 平成 25 年度 会員登録 2,438 人 マッチング実績 70 件 

○「老人クラブ」の活動への援助を行いました。 

 平成 24 年度 会員数 2,417 人 クラブ数 32 

 平成 25 年度 会員数 2,428 人 クラブ数 32 

○生涯学習活動の充実として、60 歳以上の市民を対象とし、社会教育

会館（本館・東西館）で実施している生涯学習講座「むらさき学苑」

の充実を図りました。 

 平成 24 年度 応募者 301 人 参加者 260 人（定員 260 人） 

 平成 25 年度 応募者 296 人 参加者 260 人（定員 260 人） 

 

② 課 題  

○社会的孤立を防ぐために、老人クラブやＮＰＯと連携して、高齢者の

社会参加の機会を増やすことが必要となります。 

○週に１回以上、スポーツや趣味等のクラブ・サークルに参加している

高齢者の割合は 30.7％であり、生きがい活動への参加意欲は高いと判

断できます。高齢者が今まで培ってきた経験や知識を、地域の中で発

揮できる場の確保が重要です。教育委員会社会教育会館、スポーツ振

興課等と連携して、高齢者の生涯学習活動、スポーツ活動への参加を

進める必要があります。 
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第３節 安全・安心の生活の確保 

 

課題３－① 長寿社会を支える環境の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○サービス付き高齢者向け住宅が２か所整備されました。また、市が補

助金を交付し、低所得者向け住まいとして都市型軽費老人ホームを１

か所整備しました。 

 

② 課 題  

○地域において、それぞれの生活のニーズに合った住まいを確保し、住

み慣れた地域で暮らし続けることができる環境整備を進める必要があ

ります。 
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課題３－② 在宅生活の支援・推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○65 歳以上で要介護・要支援認定を受けていない高齢者全員に毎年介

護予防基本チェックリストを送付していますが（二次予防事業対象者

把握事業）、返信率が高く、多くの高齢者の自己チェックにも役立てら

れたほか、介護予防教室にスムーズにつながるよう、介護予防教室開

始時期などを見直しました。その結果、平成 23 年度二次予防事業対

象者だった人のうち、前期高齢者は約半数、後期高齢者は 3 割以上が

平成 25 年度には改善（二次から一次へ）していました。 

○介護予防基本チェックリスト未返信者のうち、趣旨普及事業（介護保

険のしおり配付）でも民生・児童委員が会えなかった人へ、戸別訪問

を行い、現状確認しました。 

○家族介護者への支援として、社会福祉協議会と協働による「家族介護

交流事業」を実施しているほか、地域包括支援センターを中心に介護

者の支援を行っています。 

○在宅療養の推進に向けた地域包括ケアシステムの構築のために、保

健・医療・福祉・介護分野の多職種連携への取り組みを開始しました。 

 

 

② 課 題  

○世帯員数の減少に伴い同居家族からの支援が期待できない高齢者が今

後も増えることが予想されるため、支援の在り方を考え、介護・生活

支援の仕組みを作る必要があります。 

○在宅で医療的な処置を必要とする高齢者は今後増加が予想されるため、

家族への支援や在宅医療の実施に係る関係機関等と体制の整備を図る

必要があります。 
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第４節 地域の支え合いの仕組みづくりの推進 

 

課題４－① 「コミュニティ創生」による「共に生きる」地域づくり ● ● 

 

① 到達点  

○コミュニティ住区を基盤とした地域ケアネットワーク推進事業につい

ては、平成 24 年度に連雀地区、平成 25 年度に三鷹駅周辺地区、平

成 26 年度に市内７か所目となる大沢地区で地域ケアネットワークを

設立し、全市展開しました。 

○災害時要援護者支援事業は平成 25 年度までに 12 団体（町会・自治

会等）と協定を締結し、各団体で高齢者をはじめとした災害時要援護

者の台帳を作成しました。その後、平成 26 年４月の改正災害対策基

本法の施行に伴い、避難行動要支援者名簿を作成し、法律に基づいた

災害時避難行動要支援者支援事業に取り組んでいます。 

 

② 課 題  

○地域ケアネットワークと地域包括ケアシステムとの有効な連携と展開

が求められます。 

 

課題４－② 地域を拠点としたまちづくりの推進 ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○地域における総合相談窓口である地域包括支援センターの職員に対す

る研修を行うとともに、高齢者総合調整会議や権利擁護センターでの

事例検討を通じて、困難事例への対応を行いました。 

 

② 課 題  

○地域における身近な総合相談窓口の機能強化と職員の資質の向上が求

められます。 

○新たな地域支援事業の展開に向けて、地域資源との連携強化、福祉人

財の養成と活動支援のさらなる充実が必要です。 



35 

 

第５節 権利擁護の推進 

 

課題５－① 認知症高齢者の支援 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○「認知症にやさしいまち三鷹」の取り組みとして、認知症高齢者やそ

の家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるように、認知症啓発イベ

ントやパネル展、認知症サポーター養成講座を開催しました。また、

地域の相談機関・もの忘れ相談医・専門医療機関が連携して「もの忘

れ相談シート」を活用し、認知症高齢者の早期発見・診断につなげる

ことができました。 

○介護者の支援として介護者交流事業を実施しました。 

 

② 課 題  

○今後、認知症高齢者のますますの増加が予想されるため、認知症につ

いての相談体制を充実させるとともに、認知症疾患医療センターと連

携して認知症の早期発見・早期診断の体制の整備を進める必要があり

ます。 

 

課題５－② 高齢者の権利擁護の推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○高齢者総合調整会議の活用により、高齢者の抱える問題の解決に努め

ました。 

○平成 25 年度から 、消費者活動センター・権利擁護センターみたか・

地域包括支援センター・高齢者支援課の連絡会を開催し、連携を図り

ました。 

○地域包括支援センターの社会福祉士会で「三鷹市養護者による高齢者

虐待対応マニュアル」の見直しをしました。 

 

② 課 題  

○ひとり暮らしの認知症高齢者が増えることが予想されるため、成年後

見制度の幅広い周知を図るとともに、消費者被害を防止する体制の充

実が必要です。 
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第６節 介護保険制度の円滑な運営 

 

課題６－① 介護保険事業の円滑な運営 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○75 歳以上の高齢者の安否確認も兼ねて、民生・児童委員が「介護保

険のしおり」の全戸配付を行い、介護保険制度の周知を図りました。

また、事業者向けに、インターネットから介護保険の情報が見られる

情報サイト「ケア倶楽部」を、平成 24 年度から導入しました。 

○低所得者への配慮として、平成 26 年度より東京都の制度を活用し、

在宅サービス利用者の負担軽減を図りました。 

○介護・福祉ニーズを適切に把握するために、「高齢者・障がい者等の生

活と福祉実態調査」を平成 25 年度に実施しました。 

○東京都第２期介護給付適正化計画（平成 23～26 年度）を踏まえて、

介護保険サービス利用者に対する介護給付費通知の拡充など、給付適

正化を行いました。 

○東京都主催の研修に、介護認定審査会委員や認定調査員を派遣するな

ど、資質の向上を図り、要介護認定の公平性の確保に努めました。 

○介護保険第１号被保険者保険料を、所得段階を 12 段階（国：６段階）

とすることで、被保険者の負担能力に応じた設定としました。また、

介護保険料の滞納対策として、平成 24 年度から日中・夜間の電話に

よる催告の体制を強化し、収納率の向上を図りました。 

介護保険料第１号被保険者保険料の収納状況 

 平成 24 年度 96.5％ 

 平成 25 年度 96.6％ 

 

② 課 題  

○介護給付適正化に資する取り組みとして、ケアマネジメントの適正化

を図るため、ケアマネジャーに対する研修や支援を検討する必要があ

ります。 

○介護保険料に対する負担感を軽減するため、所得段階のさらなる多段

階化や、各段階の負担割合について検討する必要があります。 
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課題６－② サービス基盤の整備・充実 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○平成 25 年度に介護老人保健施設 1 か所、24 時間対応の定期巡回・

随時対応型訪問介護看護 1 事業所を誘致しました。また、認知症高齢

者グループホーム１か所の整備を進めました。 

 

② 課 題  

○小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複

合型サービスなどの在宅生活を支える地域密着型サービスのニーズを

把握し、整備の必要性を検討する必要があります。 

 

課題６－③ 介護保険サービスの質の確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○第三者評価事業について、地域密着型サービス事業所に対して助成を

実施し推進を図りました。 

○「介護サービス事業者ガイドブック」を作成しました。また、その内

容を市ホームページにも掲載したほか、介護サービス事業所の空き状

況などの情報提供を行いました。 

○三鷹市介護保険事業者連絡協議会の各部会に事務局として参加すると

ともに、各種 研修会の開催などを支援しました。 

○介護人財確保のため、平成 24 年度より三鷹市近隣の福祉に関する求

人「福祉のしごと相談・面接会」を、三鷹市社会福祉協議会、三鷹市

介護保険事業者連絡協議会などと市が協働で年 1 回開催しました。 

 「福祉のしごと相談・面接会」の相談等実績 

 平成24年度 出展団体23法人 相談件数132件 採用者数10人 

 平成25年度 出展団体22法人 相談件数  93件 採用者数  7人 

 

② 課 題  

○介護サービス事業者と一層の連携を図りながら、介護サービスの質の

向上を図る必要があります。 
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課題６－④ 介護保険制度の改善要請 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○平成 25 年 12 月に、厚生労働大臣あてに「介護保険制度の見直しに

ついての緊急要望」を市長が提出しました。また、市長会を通じて改

善要望も行いました。 

 

② 課 題  

○介護保険制度の改正について、今後もさまざまな機会を捉えて改善要

請していきます。 
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第７節 推進体制の整備 

 

課題７－① 関係機関等との連携 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

① 到達点  

○地域包括支援センターと協働で多職種連携の取り組みを進めるなかで、

医師・歯科医師・薬剤師・看護師・病院相談員・ケアマネジャー等の

多職種が共通の課題について意見交換を行い、顔の見える関係を築く

ことができました。 

○高齢者の緊急時の対応等について消防署と意見交換を行い、多職種の

連携につなげることができました。 

 

② 課 題  

○今後増加していく医療の必要な高齢者を在宅で支えていくためには、

医療・福祉・介護等の関係機関が連携して、対応していくことが重要

となります。そのために、多職種の連携を進め、地域全体で、高齢者

を支えていく仕組みを考え、地域包括ケアシステムの構築につなげて

いくことが必要となります。 
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第４章 計画の基本的な考え方 
 

 

第１節 基本目標と方針 

 

本計画では、「みたか高齢者憲章」※の理念を実現するための基本目標と

基本目標を実現するための５つの基本方針を定めます。 

※「みたか高齢者憲章」は、本計画の巻頭に掲載 

 

（１）  基本目標 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者一人ひとりが、いつまでも健康で生きがいを持ち、住み慣れた地域

で安心して生活を送ることができる地域社会の実現を目指します。 

医療、介護、福祉の多職種の連携を深めながら、認知症施策や在宅医療と

介護の連携、生活支援サービスの充実・強化を図り、医療・介護・予防・住

まい・生活支援を一体的に提供していく「地域包括ケアシステムの構築」に

取り組みます。 

基本目標 
 

 

 
地域包括ケアシステムの構築 

 

～高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で 

安心して年齢を重ねることができるまち～ 
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（２）  基本方針 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

本計画の基本目標である地域包括ケアシステムの構築を実現するために、

次の５つの基本方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

基本方針１ 高齢者が豊かな経験などを活かし、自己実現できる機会の提供 

 

基本方針２ 心身ともにすこやかに生活できるサービスや活動の充実 

 

基本方針３ ともにふれあい、支え合う、だれにでもやさしい地域社会 

 

基本方針４ 相互の理解に基づき、差別や排除のない地域文化の構築 

 

基本方針５ 市民から信頼される介護保険制度の運用 
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第２節 課題解決に向けた取り組みの考え方 

 

本計画では、高齢者の現状や実態調査等から浮かび上がってきた諸課題を

踏まえ、５つの基本方針を計画の各体系に分類して取り組みを進めます。 

 

基本方針１  高齢者が豊かな経験などを活かし、自己実現できる機会の提供 
 

～元気な高齢者の社会参加を促進します～  

高齢者実態調査においては、単身世帯の高齢者は生活満足度が低い傾向が

見られたので、地域での見守りや支援の必要性があると考えられます。この

ため、元気な高齢者が生活支援の担い手になるなど、地域での活躍の場を推

進していく仕組みを進めます。 

また、高齢者の多様なニーズに対応するため、就労機会の創出や生きがい

活動などの社会参加を促進していきます。 

 

 

 

 

計画体系２「社会参加の促進」へ 
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基本方針２  心身ともにすこやかに生活できるサービスや活動の充実 ● ●  
 

～高齢者が安全に安心して日常生活を送ることができるよう支援します～ 

住み慣れた地域で安心して快適に暮らすことを可能にするため、バリアフ

リーのまちづくりを推進するとともに、一人ひとりの状況に応じた多様な住

まいの誘導・促進を図ります。 

自立した生活やさまざまな活動を継続するためには、健康であることがと

ても大切です。介護や医療を必要とせず、いつまでも生き生きと健康に過ご

せるよう、健康づくりや介護予防を積極的に進めるとともに、生活を支える

上で必要な生活支援サービスの充実を図り、高齢者の安全・安心の暮らしを

支えます。また、在宅での医療を必要とする状態になった場合でも、必要な

医療が受けられるよう環境整備を進めます。 

 

 

 

計画体系３「安全・安心の生活の確保」へ 

計画体系７「推進体制の整備」へ 

 

 

基本方針３  ともにふれあい、支え合う、だれにでもやさしい地域社会 
 

～地域で支え合う仕組みづくりを推進します～  

高齢化の進展に伴い、ひとり暮らし世帯や高齢者のみの世帯が増加してい

ます。一方で、ご近所づきあいの希薄化などが言われています。支え合いの

仕組みである「地域ケアネットワーク」の推進を図るとともに、高齢者を支

える地域のボランティア団体、NPO 等の連携強化や福祉人財の育成などに

取り組み、相互に見守り支え合うコミュニティの実現を目指します。また、

地域における身近な総合相談窓口として、地域包括支援センターの機能強化

を図り、地域の団体や関係団体等と連携しながら地域で支え合う仕組みづく

りを推進していきます。 

 

  

計画体系４「地域の支え合いの仕組みづくりの推進」へ 
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基本方針４  相互の理解に基づき、差別や排除のない地域文化の構築 ● ● 

 

基本方針２  心身ともにすこやかに生活できるサービスや活動の充実 ●  
 

～認知症高齢者の支援と権利擁護のための施策を推進します～  

高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加が予測されています。認知症の

予防・早期発見に向け、医療・介護・行政等の多職種が連携した取り組みを

進めます。加えて、認知症になっても安心して暮らせるよう、認知症高齢者

へのサービスの充実に努めるとともに、家族の心身の負担の軽減を図る取り

組みを進めます。 

また、高齢になり判断能力が低下し、財産管理などが難しくなった場合の

サポート体制の充実や、高齢者が虐待や犯罪被害などにあわないための相談

窓口の充実、啓発活動の促進など、一人ひとりが個人として尊重され、安心

して生活できる社会の実現を目指します。 

 

 

 

計画体系５「認知症高齢者の支援と権利擁護の推進」へ 

 

 

基本方針５  市民から信頼される介護保険制度の運用 ● ● ● ●  
 

～介護保険制度の円滑な運営に努めます～  

介護が必要になっても安心して住み慣れた地域で暮らしていくことがで

きるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域

包括ケアシステムの構築を目指し、介護保険事業の適正な運営、サービス基

盤の整備・充実、介護保険サービスの質の向上など、介護保険制度の適正な

運営に努めます。 

また、必要な介護サービスが提供できるように、負担と給付のバランスを

考えながら介護保険財政の健全性を確保し、安定的な財政運営に努めるとと

もに、介護保険が抱える諸課題についても積極的に取り組みます。 

 

 

計画体系６「介護保険制度の円滑な運営」へ 
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第３節 計画の体系 

 

 

大項目 中項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画等の策定と推進 

１ 「みたか高齢者憲章」に基づく施策の推進 

２ 「健康福祉総合計画 2022」の見直しと推進 

３ 「介護保険事業計画」の策定と推進 

１ 高齢者の就業支援 

２ 生きがい活動の充実 

１ 長寿社会を支える環境の整備 

２ 在宅生活の支援・推進 

１ 「コミュニティ創生」による「共に生きる」
地域づくり 

２ 地域を拠点としたまちづくりの推進 

１ 認知症高齢者の支援 

１ 介護保険事業の円滑な運営 

２ 介護保険サービスの充実 

３ 介護保険サービス基盤の充実 

４ 介護保険サービスの質の確保 

５ 介護保険制度の改善 

１ 関係機関等との連携 

２ 高齢者の権利擁護の推進 

２ 社会参加の促進 

と推進 

３ 安全・安心の生活の

確保 

と推進 

４ 地域の支え合いの 

仕組みづくりの推進 

と推進 

５ 認知症高齢者の支援

と権利擁護の推進 

推進 

と推進 

６ 介護保険制度の 

円滑な運営 

 

と推進 

７ 推進体制の整備 

 

と推進 
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小項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「みたか高齢者憲章」に基づく高齢者施策の推進 

①「健康福祉総合計画 2022」の見直しと推進 

①「介護保険事業計画」の策定と推進 

①高齢者就業支援事業の推進 

①生きがい活動の支援・充実       ②生涯学習、市民スポーツ活動の推進 

①バリアフリーのまちづくりの推進    ②心のバリアフリーの推進 

③多様な住まいの誘導・促進 

①介護予防事業の推進          ②家族介護者への支援 

③自立生活支援サービスの充実      ④在宅療養の推進 

①地域ケア推進事業の充実・発展 

②災害時避難行動要支援者支援事業等の推進 

③買物環境の整備            ④地域交流・世代間交流の推進 

①地域における身近な総合相談窓口の充実 

②地域資源の連携強化          ③福祉人財の養成と活動支援 

④ＮＰＯ・ボランティア団体等への支援・連携 

①地域の連携による認知症高齢者への支援 

②認知症高齢者を支えるサービス体制の充実 

③認知症高齢者を抱える家族への支援 

①権利擁護センターみたかの運営の充実  ②成年後見制度の推進 

③高齢者虐待防止の充実         ④高齢者の消費者被害防止体制の充実 

①介護保険事業の円滑な運営       ②介護・福祉ニーズの適切な把握 

③給付適正化の推進  ④要介護認定の公平性の確保  ⑤適正な保険料の設定 

①在宅医療・介護連携の推進       ②認知症施策の推進 

③介護予防・生活支援サービスの整備 

④高齢者の住まいの安定的な確保     ⑤地域包括支援センターの機能強化 

①在宅サービス基盤の充実        ②施設サービス基盤の充実 

①第三者評価事業の推進と支援      ②事業者情報の提供・公開の促進 

③介護保険事業者連絡協議会の支援及び連携      ④介護人財確保等の支援 

①介護保険制度の改善要請 

①保健・医療・福祉の連携        ②福祉総合案内の充実 

③関係機関、関係団体等との連携による施策の充実 
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第５章 

 

本計画の内容 
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第５章 計画の内容 
 

 

第１節 高齢者施策の展開 

 

（１）  計画等の策定と推進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

高齢者が生きがいを持ち、住み慣れた地域で、安心して年齢を重ねること

ができるよう、「みたか高齢者憲章」に基づき、高齢者施策を推進します。 

また、介護保険法第 117 条の規定に基づき、高齢者に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、円滑な事業実施と保険給付を図るため、３年ごとに

介護保険事業計画を策定するとともに、今後の中長期的な高齢者を取り巻く

状況等を視野に入れながら、健康福祉総合計画（高齢者計画を含む）の策定

と推進に努めます。 

 

① 「みたか高齢者憲章」に基づく施策の推進  

ア 「みたか高齢者憲章」に基づく高齢者施策の推進 

高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせるよう、「みたか

高齢者憲章」に基づき、高齢者施策を推進します。 

 

事業名 事業の内容 

「みたか高齢者憲章」に 

基づく施策の推進 
「みたか高齢者憲章」の理念に基づき、高齢者施策を実

施します。 
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② 「健康福祉総合計画 2022」の見直しと推進  

ア 「健康福祉総合計画 2022」の見直しと推進 

「健康福祉総合計画 2022」の見直しを進め、高齢者、障がい者、子ども

などすべての市民の健康と福祉に関する施策を推進します。計画の見直しに

あたっては、幅広い市民参加を図りながら検討を進めます。 

 

事業名 事業の内容 

「健康福祉総合計画 2022」

の見直しと推進 
「健康福祉総合計画 2022」の見直しと、その推進に努め

ます。 

 

③ 「介護保険事業計画」の策定と推進     

ア 「介護保険事業計画」の策定と推進 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるよう、「みたか高

齢者憲章」に基づき、高齢者施策を推進します。 

また、介護保険法第 117 条の規定に基づき、高齢者に関する施策を総合

的かつ計画的に推進するとともに、保険給付の円滑な実施を図るため、今後

の高齢者や高齢者を取り巻く状況の中長期的な見通し等を視野に入れなが

ら、３年ごとに介護保険事業計画を策定します。 

 

事業名 事業の内容 

「介護保険事業計画」の 

策定と推進 
介護保険法に基づき、３年ごとに「介護保険事業計画」の

策定を行い、その推進に努めます。 
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（２）  社会参加の促進 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

高齢者が、地域や社会との関わりの中で、生きがいを持ち、いきいきと健

康に暮らしていくことができるよう、地域活動・生涯学習施策等を推進しま

す。また、高齢者の持つ多様な就労ニーズに応えるため、一人ひとりが豊か

な知識や経験を活かして自分らしく働くことのできる就労機会の創出を積

極的に進めます。 

 

① 高齢者の就業支援  

ア 高齢者就業支援事業の推進 

高齢者就業支援事業（わくわくサポート三鷹）における就職相談や事業所

開拓の取り組みを推進するとともに、シルバー人材センターとの連携強化を

図りながら、高齢者の能力や経験を活用できる雇用機会の確保に努めます。 

（第４次三鷹市基本計画「第２部－第５ 消費生活の向上」参照） 

 

事業名 事業の内容 

「わくわくサポート三鷹」
の運営の充実 

おおむね 55 歳以上の市民を対象にした、地域における多
様な働き方の紹介を行う「わくわくサポート三鷹」の運営の
充実を図ります。 

シルバー人材センターとの
連携強化と事業の拡充 

高齢者の就労と生きがい活動の拠点としてシルバー人材
センターの事業の拡大を図るため、事業の開拓、情報の提供
などの支援を行います。 
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② 生きがい活動の充実  

ア 生きがい活動の支援・充実 

地域福祉活動や地域のまちづくりの担い手として、高齢者がそれまでに培

ってきた経験や知識を活用し、それを必要とする個人・団体とのマッチング

推進事業の充実を図ります。 

また、健康で就労への意欲があるにもかかわらず場所や機会に恵まれない

高齢者に対して、他機関と連携して就業の場の開拓や情報の提供を行い、高

齢者の生活支援とともに、生きがい活動に対する支援を推進します。 

 

事業名 事業の内容 

高齢者社会活動 
マッチング推進事業の充実 

専門的な知識や経験を有する高齢者の能力や知識を、地域
でそれを活用したい・必要とする個人や団体へ貢献できるよ
うな仕組みとして高齢者社会活動マッチング推進事業（通
称：三鷹いきいきプラス）について、ICT の進化等に対応し
た事業内容を検討するなどの見直し・拡充を図ります。 

多様な社会活動等の 
推進 

生きがいや健康づくりのために、高齢者が参加する老人ク
ラブ活動やボランティア活動など、多様な社会活動を推進し
ます。また、元気な高齢者が、介護が必要な高齢者を支える
仕組みを構築するなど、地域の中で、高齢者が活躍できる場
の提供を進めます。 

 

イ 生涯学習、市民スポーツ活動の推進 

市民の ICT を活用した在宅での学習の支援など、高齢者を含む市民などの

学習機会の拡大を図るとともに、主体的な学習活動を支援します。また、健

康・スポーツの拠点施設を整備し、スポーツを取り入れた健康づくりを推進

します。 

（第４次三鷹市基本計画「第７部－第１ 生涯学習の推進」参照） 

（第４次三鷹市基本計画「第７部－第２ 市民スポーツ活動の推進」参照） 

 

事業名 事業の内容 

生涯学習活動への 
参加機会の充実 

相談体制を充実させるとともに、三鷹ネットワーク大学等
との連携により、高齢者福祉に関する講座・福祉の人財育成
プログラムなどを提供します。 

また、シニア世代を対象とした市民意識・生きがい活動の
向上のための生涯学習講座の充実を図ります。 

高齢者のスポーツ活動 
への参加機会の拡充 

高齢者がスポーツ活動へ参加する機会を増やす仕組みづ
くりを検討します。 
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（３）  安全・安心の生活の確保 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

高齢者が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けられるよう、バ

リアフリーのまちづくりの推進や多様な住まいの誘導等による住宅の確保

など、さまざまな環境整備に努めるとともに、加齢による身体機能の低下を

予防し、早期に状態の改善や重度化の予防を図る介護予防事業を推進します。

また、給食サービス事業・緊急通報システムなどの活用による自立生活支援

サービスの充実、家庭介護者に対する支援、在宅療養の推進などにより、高

齢者が安心した日常生活が送れるよう支援します。 

 

① 長寿社会を支える環境の整備  

ア バリアフリーのまちづくりの推進 

「バリアフリーのまちづくり基本構想 2022」に基づき、バリアフリーを

推進します。 

（第４次三鷹市基本計画「第３部－第３ 住環境の改善」参照） 

 

事業名 事業の内容 

「バリアフリーの 
まちづくり基本構想 2022」

の推進 

高齢者などが安心して生活できる都市を実現するために、
バリアフリーの徹底やユニバーサルデザインの考え方を取
り入れたまちづくりを推進します。 

道路のバリアフリー化の
推進 

歩きやすい歩行者空間の確保を図るため、歩道の拡幅、架
空線の地中化、電柱移設、段差解消、ベンチの設置等を進め
るとともに、放置自転車や障害物を排除するなど道路のバリ
アフリー化を図ります。 

公共施設の 
バリアフリー化の推進 

高齢者などの多くの市民が利用する公共施設のバリアフ
リー化を推進します。 

バリアフリーの 
まちづくりの啓発活動 

バリアフリーのまちづくりには、市民、事業者、市のそれ
ぞれの立場での啓発が必要であり、とりわけ高齢者や障がい
者との交流が高い啓発効果を生むことから、市民や事業者の
積極的な参加を支援し、啓発活動を推進します。 
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イ 心のバリアフリーの推進 

心のバリアフリーを推進するために、あらゆる機会や場において、啓発・

広報活動の充実を図ります。また、高齢者や障がいのある方と児童・生徒、

市民との交流の機会提供等も実施します。 

 

事業名 事業の内容 

啓発・広報活動の充実 
高齢者・障がい者の人権・疾病などに関する理解を深め、

心のバリアフリーを推進するため、啓発・広報活動を充実さ
せます。 

高齢者等との交流の推進 
ボランティア活動等による交流を進め、高齢者・障がい者

に対する理解を深めます。 
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ウ 多様な住まいの誘導・促進 

高齢者が地域で安心して暮らし続けられるよう、住み慣れた地域で必要な

サービスを受けながら暮らし続けることができる環境整備を進めます。 

 

事業名 事業の内容 

住宅改修に係る費用の補助 
要介護状態等になっても、いつまでも住み慣れた自宅で生

活ができるように、住宅改修に係る費用等の一部を助成しま
す。 

高齢者・障がい者入居 

支援・居住継続支援事業の 

推進 

住宅の確保に際して保証人が確保できない高齢者や障が
い者への支援策として、協力を得られる不動産事業者や保証
会社との連携により、高齢者等の入居支援を推進します。 

都市型軽費老人ホームの 

整備 

都市型軽費老人ホームは、身体機能の低下により自立した
日常生活に不安があると認められる低所得高齢者が、都市部
において安心して暮らしていくための住居であり、ニーズを
確認しながら整備を進めます。 

サービス付き高齢者 

向け住宅の整備 

サービス付き高齢者向け住宅は、居室の広さ、設備、バリ
アフリーなどのハード面の条件を備えるとともに、安否確認
や生活相談サービスが提供されることにより、高齢者が安心
して暮らすことができる住宅です。三鷹市が定める一定の基
準を遵守することを条件に、市は、事業者が東京都の補助を
受けることに同意しています。 

市民へ情報提供を行うとともに、事業者に三鷹市の整備に
係る方針を説明し、適切な誘致を図っていきます。 

認知症高齢者 

グループホームの整備 

高齢化の進展とともに、認知症高齢者が増えていくことが
見込まれます。認知症高齢者が家庭的な環境の中で、地域住
民との交流の下で安定的な生活を送ることができるよう、認
知症高齢者グループホームの適切な誘導を図ります。 

福祉住宅等のあり方の検討 
住宅に困窮する低所得者向け公営住宅における借り上げ

型の福祉住宅については、借り上げ期間終了後のあり方につ
いて、検討して行きます。 

民間賃貸住宅への入居相談

体制の充実 

高齢者などが安心して住み続けられるように、都営住宅シ
ルバーピア・借り上げ型福祉住宅等の申し込みや、民間賃貸
住宅の住み替えなどにおいて、窓口におけるきめ細かい相談
体制の整備を図ります。 
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② 在宅生活の支援・推進  

ア 介護予防事業の推進 

高齢者が介護を必要とせずに住み慣れた地域で生き生きと暮らしていけ

るよう、介護予防の必要性についての意識を高めるとともに、平成 27 年度

の介護保険制度改正による介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「新し

い総合事業」）として、生活機能に着目した介護予防事業を実施し、高齢者

の健康づくりを推進します。また、身近な相談窓口として、市内７か所の地

域包括支援センターを活用します。 

 

事業名 事業の内容 

基本チェックリストに 

よる予防事業対象者の 

適切な把握 

いつまでも健康で生き生きとした生活を送れるよう、早期
に適切な介護予防事業へつなぐため、地域の関係団体等と連
携し、基本チェックリストを活用し、要介護・要支援状態等
に陥る可能性の高い高齢者を正確に把握します。また、介護
予防の啓発に努めます。 

介護予防教室の充実 
要介護・要支援状態等とならないように、既存の介護予防

教室の拡充に加え、高齢者の状態（運動機能・認知症機能・
口腔機能の低下等）にあわせた教室の充実に努めます。 

介護予防ボランティアの 

育成 

元気な高齢者が介護予防ボランティアとして活躍できる
よう、育成に努めます。 

高齢者のうつ・ 

閉じこもりの防止 

地域包括支援センターや保健所等の保健師による定期的
な戸別訪問や、ほのぼのネットによるミニサロン、生きがい
活動支援事業等の活用により、高齢者の孤立化を防ぎ、う
つ・閉じこもりを予防します。 
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イ 家族介護者への支援 

介護者である家族の介護にかかる負担感を軽減し、要介護者との関係を良

好に保ち、できるだけ長く在宅での生活を継続するため、社会福祉協議会等

との協働により、家族介護者交流事業等の充実を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

家族介護者への支援の 

充実 

介護者である家族を日常の介護から一時的に開放し、長期
介護による心労をいやすとともに、介護者同士の交流を図る
など、家族介護者への支援を充実します。 

介護技術向上教室実施の 

推進 

介護による疲労の軽減などを図るため、介護保険事業者や
市民団体等と連携し介護技術向上教室の実施を推進します。 

緊急時一時対応の支援 
介護者である家族の急な入院や、特別な事情があり緊急で

一時的に介護が必要な方に対して、介護保険外でのショート
ステイも利用できるよう支援します。 

介護者サポーターの養成 

家族を介護する方が地域で身近に集える場（談話室）を運
営する「介護者サポーター」を養成します。（介護者サポー
ターは、談話室参加者との交流や情報交換を通じて、介護者
が一人で介護の負担を抱え込まないように支援します。） 
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ウ 自立生活支援サービスの充実 

高齢者が自宅でいつまでも安心した生活が送れるよう、給食サービス事業

や緊急通報システム等の充実を図るなど、高齢者の日常生活を支援するサー

ビスを充実します。 

 

事業名 事業の内容 

給食サービス事業の充実 

買物や炊事が困難な、65 歳以上のひとり暮らしや、高齢
者世帯を対象とした「ふれあい型食事サービス」「毎日型配
食サービス」「食事サービス（社会福祉事業団）」等の給食サ
ービス事業の充実を図ります。 

緊急通報システム等の 

充実 

おおむね 65 歳以上のひとり暮らしまたは夫婦のみの世帯
の高齢者で、心疾患等の疾病または心身機能の著しい低下に
より、日常生活に常に注意を要する方に対し、東京消防庁と
連携して、安全確保のためのシステムの充実を図ります。 

また、社会福祉事業団が実施している緊急通報サービス事
業の推進を図ります。 

地域における言語 

リハビリテーション体制の

整備 

身体障がい、高次脳機能障がい等による言語機能障がいの
ある高齢者等に対する言語リハビリテーション事業を実施
します。 

ふれあいサポート 

（ごみ出し・安否確認） 

事業の推進 

ごみ出しをすることが困難な高齢者（一定要件有り）を対
象に、ごみ出しを支援し、あわせて安否確認を行うふれあい
サポート事業を推進します。 

移動支援サービスの充実 

車いすのまま乗降できるコミュニティバスの運行や、一般
の交通手段を利用することが困難な高齢者の移動手段とし
て利用できるリフト付きタクシー事業、リフト付きバスを利
用した福祉バス事業の充実に努めます。 

また、福祉有償運送として移送サービスを行っている「特
定非営利活動法人みたかハンディキャブ」への支援を継続し
ます。 

救急医療情報提供事業の 

継続 

消防署等と連携し、緊急時に必要となるかかりつけ医療機
関や持病等の情報を保管する救急医療情報キットの支給事
業を継続します。 
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エ 在宅療養の推進 

在宅での医療を必要とする高齢者やその家族に対し、訪問診療などの情報

提供や在宅療養に関する相談体制を整備するとともに、保健、医療、福祉、

介護などの各関係機関と連携し、高齢者の在宅療養を推進します。 

 

事業名 事業の内容 

在宅療養相談体制の整備 
在宅での医療を必要とする高齢者やその家族に対して、訪

問診療、訪問看護ステーションなど必要な情報を提供し、ま
た、退院時の在宅医療に関する相談体制を整備します。 

在宅療養推進協議会の 

設置 

福祉と保健、医療と介護など関係各機関との連携や在宅医
療ニーズの適切な把握を目的として、在宅療養推進協議会の
設置を目指します。 

地域における後方支援 

機能の強化 

在宅療養患者の緊急一時入院等の受け入れを実施してい
る病院等と連携し、在宅療養の後方支援機能の強化を図りま
す。 
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（４）  地域の支え合いの仕組みづくりの推進 ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、コミュニティ住区を

基本エリアとして地域に暮らす人々がつながり、支え合うための仕組みづく

りである「地域ケアネットワーク」の取り組みを全市で進めています。 

また、身近な相談窓口である地域包括支援センターの機能を強化して、適

切なサービスの提供や対応につなげるとともに、高齢者を支える地域のボラ

ンティアや団体等との連携強化を進め、高齢者に対する地域の見守り体制を

充実します。加えて、こうした高齢者を支える組織の基盤となる福祉人財の

養成と活動を支援します。 

 

① 「コミュニティ創生」による「共に生きる」地域づくり  

ア 地域ケア推進事業の充実・発展 

７つのコミュニティ住区において、地域住民、福祉団体、関連機関、ボラ

ンティア等が連携して活動する「地域ケアネットワーク」を全市展開してい

ます。各地域ケアネットワークについては、居場所づくりや相談、見守り・

支え合い、地域交流・多世代交流事業など、「コミュニティ創生」の取り組

みの１つとして新たな支え合いの仕組みづくりのための活動の展開を支援

します。 

 

事業名 事業の内容 

地域ケア推進事業の拡充 

市内７つのコミュニティ住区（日常生活圏域）全てに立ち
上げた「地域ケアネットワーク」（住民協議会や町会、商店
会、ほのぼのネット、ボランティア、地域包括支援センター
等によって構成）の活動による、相談や見守り支援、福祉サ
ービス提供等に関する支援の検討・展開を図っていきます。 
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イ 災害時避難行動要支援者支援事業等の推進 

災害対策基本法に基づき、地域防災計画に災害時避難行動要支援者支援事

業の実施を位置づけ、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合

に自ら避難することが困難な高齢者や障がい者等について、避難行動要支援

者の名簿を作成し、円滑で迅速な避難支援ができるよう、支援の仕組みづく

りを進めていきます。 

 

事業名 事業の内容 

災害時避難行動要支援者 

支援事業等の推進 

避難行動要支援者の名簿を作成し、災害発生時または災害
発生に備えて三鷹警察署、三鷹消防署等避難支援等関係者に
提供し、円滑で迅速な避難支援等を行うために役立ててもら
います。また、地域の介護サービス事業者等と災害協定など
を結ぶことにより、災害時の高齢者等の避難施設の確保や、
医療体制の整備などに努めます。 

 

ウ 買物環境の整備 

関係機関と連携し、商店会が実施する定期的な市場の開催、商品の宅配や

送迎サービスの実施、サロンの開設など、地域の状況にふさわしい買物環境

の整備を推進します。 

（第４次三鷹市基本計画「第２部－第４ 商業環境の整備」参照） 

 

事業名 事業の内容 

買物環境の整備 
体力の衰え等により、日常生活用品等の買物が困難な高齢

者のために、地域の商店会等を中心に、地域で容易に買物が
できる環境整備を推進します。 

 

エ 地域交流・世代間交流の推進 

コミュニティ住区、学校、ボランティア団体、ＮＰＯ、高齢者施設・障が

い者施設等の福祉施設、その他福祉関係団体との連携や協力のもとに地域交

流・世代間の交流を促進し、地域の中で支え合う環境づくりに努めます。 

 

事業名 事業の内容 

地域交流・世代間交流の 

推進 

既存の福祉関係団体や教育関係団体との連携による世代
を越えた交流などを推進します。 
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② 地域を拠点としたまちづくりの推進  

ア 地域における身近な総合相談窓口の充実 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域

ケアの推進、地域の相談窓口としての地域包括支援センターの機能の強化を

図るとともに、市との協働で高齢者総合調整会議や権利擁護センターの事例

検討会などを活用しながら、困難事例等への対応を図ります。また、障がい

のある方が高齢になっても、引き続き適切な生活支援を行えるよう、関係機

関等の連携強化と障がいへの理解の促進を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

地域包括支援センターの 

機能強化 

介護サービス事業者、医療機関、民生・児童委員、ボラン
ティアその他の関係者と連携を図り、地域の総合相談窓口と
して、地域包括支援センターの機能を強化するとともに、職
員の資質の向上に努めます。 

 

イ 地域資源の連携強化 

民生・児童委員やほのぼのネット員、町会・自治会、地域包括支援センタ

ー等関係機関・団体などによる地域での見守りを推進するとともに、その機

能を十分に発揮できるよう、活動支援の充実を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

地域資源ネットワーク化の 

構築 

市民や民生・児童委員、地域包括支援センターをはじめ、
町会・自治会、商店会、地域ケアネットワーク、ボランティ
ア団体、ＮＰＯ、企業等の協力による、子どもから高齢者ま
での緊急事態等に対応する「見守りネットワーク事業」の取
り組みを進め、見守り機能の強化を図るとともに、高齢者を
支える地域資源のネットワークの構築に努めます。 

あわせて、見守り活動の課題の解消に向けた検討を進めま
す。 

民生・児童委員等との 

連携強化 

地域の高齢者の実態を把握し、支援の必要な高齢者に的確
にサービスを提供する事ができるよう、個人情報その他の法
規に留意しながら高齢者に関する情報提供等を行い、地域の
民生・児童委員等との連携を強化します。 
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ウ 福祉人財の養成と活動支援 

社会福祉協議会や三鷹ネットワーク大学等とも連携しながら、地域福祉活

動を推進する担い手の養成に取り組むとともに、福祉人財の活動を支援しま

す。 

 

事業名 事業の内容 

福祉人財の養成と 

活動支援 

傾聴ボランティア、地域福祉ファシリテーターなど、地域
福祉活動を推進する担い手を養成するとともに、社会福祉協
議会や三鷹ネットワーク大学等とも連携を図りながら、福祉
人財の活動を支援します。また、活動に対するインセンティ
ブの付与などの検討を進めます。 

 

エ ＮＰＯ・ボランティア団体等への支援・連携 

市内で活動する福祉・介護に関する NPO・ボランティア団体等と連携し、

福祉環境の向上を図るとともに、人財確保への協力など必要な支援を行いま

す。 

 

事業名 事業の内容 

ＮＰＯ・ボランティア 

団体等への支援・連携 

市内で活動する福祉・介護に関する NPO・ボランティア団
体等と連携し、福祉環境の向上を図るとともに、人財確保へ
の協力など必要な支援を行います。 
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（５）  認知症高齢者の支援と権利擁護の推進 ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

高齢者が、認知症等により判断能力が低下しても、尊厳を保ちながら穏や

かな生活を送ることができ、家族も安心して生活を営むことができるように

認知症に対応したサービス体制の充実を図り、「認知症にやさしいまち三鷹」

を目指します。 

また、認知症高齢者を地域で支え合う仕組みづくりを推進するとともに、

成年後見制度や、地域福祉権利擁護事業など、認知症高齢者の自立支援に関

する事業の推進を図ります。 

 

① 認知症高齢者の支援  

ア 地域の連携による認知症高齢者への支援 

認知症の早期発見・早期診断体制を整備するため、「三鷹・武蔵野認知症

連携を考える会」の取り組みを推進し、地域包括支援センター等の相談機関、

かかりつけ医・専門医療機関等との連携を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

認知症相談の充実と 

医療機関との連携強化 

かかりつけ医・専門医療機関等と連携しながら、地域包括
支援センターを中心とした相談体制の充実を図るとともに、
「もの忘れ相談シート」を活用した行政・医療・介護関係者
による連携体制を整備します。 

 

イ 認知症高齢者を支えるサービス体制の充実 

認知症高齢者や家族を支援するため、居宅サービス等の充実を図るととも

に、急性期の認知症高齢者を対象にした入院ベッドの確保に努めます。 

 

事業名 事業の内容 

認知症高齢者用ベッドの 

確保 

居宅での生活が難しい状況になった、周辺症状が著しい急
性期の認知症高齢者を対象にした入院ベッドを確保します。 

認知症に対応した 

サービスの充実 

認知症高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよ
う、認知症高齢者グループホーム等のニーズを的確に把握
し、必要に応じて誘致、運営支援等を行うとともに、認知症
に対応した居宅サービス等の充実を図ります。 
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ウ 認知症高齢者を抱える家族への支援 

認知症高齢者を介護する家族を対象に、日ごろの悩み相談や介護方法に関

する教室の開催など、日常の介護による負担感の軽減を目的とした事業を推

進します。 

 

事業名 事業の内容 

認知症高齢者を抱える 

家族への支援 

認知症高齢者を介護する家族を対象に、日ごろの悩み相談
や介護方法に関する教室の開催など、日常の介護による負担
感の軽減を目的とした事業を推進します。 

認知症への理解を深める 

取り組みの推進 

市民の認知症に対する理解を深め、認知症高齢者を地域で
支える意識を醸成するため、認知症キャラバン・メイト及び
認知症サポーター養成事業の取り組みを推進します。 

徘徊高齢者の見守り体制の 

整備 

国や都の動向を注視しながら、徘徊行動のある高齢者を早
期に発見できる仕組みなど、地域において認知症高齢者を見
守る体制の整備を検討します。 

 

② 高齢者の権利擁護の推進  

ア 権利擁護センターみたかの運営の充実 

認知症高齢者などの市民が地域で自立し、サービスを選択して生活するた

めの支援として、社会福祉協議会と協働して、地域福祉権利擁護事業、サー

ビス利用相談、苦情相談、成年後見制度の利用や虐待の対応などの専門相談

等を行う、権利擁護センターみたかの運営の充実を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

権利擁護センターみたかの

運営の充実 

判断能力が低下し、日常生活の継続が困難な高齢者等を対
象に、社会福祉協議会と協働し、金銭管理事業など、地域福
祉権利擁護事業等の推進を図ります。 
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イ 成年後見制度の推進 

認知症や精神疾患等により、判断能力の低下した高齢者が安心して日常生

活を続けられるよう、権利擁護センターみたかと協働し、成年後見制度の推

進を図るとともに、地域で支える仕組みとして市民後見人の養成を充実しま

す。 

 

事業名 事業の内容 

成年後見制度の周知 
判断能力の低下した高齢者を地域で支えるために、成年後

見制度を周知するとともに、必要とする人が誰でも利用でき
るよう後見報酬助成制度等の拡充を進めます。 

 

ウ 高齢者虐待防止の充実 

高齢者虐待に対する啓発活動を推進します。また、民生・児童委員、地域

包括支援センターなど地域との連携強化により、虐待の予防・早期発見・早

期対応に努めます。 

 

事業名 事業の内容 

高齢者虐待防止と対応の 

充実 

高齢者虐待防止に関する啓発活動や、高齢者虐待対応マニ
ュアルの活用など、地域包括支援センター等の関係機関と協
働し、高齢者虐待防止体制の充実を図ります。 

緊急保護の実施 
高齢者を緊急に保護するため、介護老人福祉施設等との提

携により、緊急保護施設の確保を進め緊急保護を実施しま
す。 

処遇困難事例への対応機能 

の強化 

法律、医療、介護など専門的な見地から、高齢者の抱える
問題の早期解決を図るため、弁護士、医師、介護サービス事
業者などの専門家により構成されている「高齢者総合調整会
議」や権利擁護センターの「事例検討会」を積極的に活用す
ることにより、対応機能の強化に努めます。 
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エ 高齢者の消費者被害防止体制の充実 

高齢者をねらった訪問販売等の悪質商法による被害や「振り込め詐欺」、

「還付金詐欺」などのいわゆる特殊詐欺を防止するため、消費者活動センタ

ー、地域包括支援センター、三鷹警察署などの関係機関との連携強化を図る

とともに、被害防止のための啓発に努めます。 

（第４次三鷹市基本計画 「緊急プロジェクト－危機管理プロジェクト」

「第２部－第５ 消費生活の向上」参照） 

 

事業名 事業の内容 

消費者被害・特殊詐欺 

被害防止体制の充実 

消費者活動センター、地域包括支援センター、三鷹警察署
などの関係機関の連携により、高齢者を対象とした訪問販売
や悪質商法、「振り込め詐欺」や「還付金詐欺」などの特殊
詐欺に関する啓発を行い、被害の防止、早期解決を図ります。 

 



72 

 

（６）  介護保険制度の円滑な運営 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、介

護保険事業の適正な運営、サービス基盤の整備・充実、介護保険サービスの

質の向上など、介護保険制度の円滑な運営に努めます。 

また、必要な介護サービスが提供できるように負担と給付のバランスを考

えながら、介護保険財政の健全性を確保し、安定的な財政運営に努めるとと

もに、介護保険が抱える諸課題についても積極的に取り組んでいきます。 

 

① 介護保険事業の円滑な運営  

ア 介護保険事業の円滑な運営 

介護保険制度の周知に努め、相談体制の充実等を推進することにより、介

護サービスを必要としている人に必要なサービスが行き届くよう、介護保険

事業の円滑な運営を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

介護保険事業の推進 
国・東京都の動向を見ながら、三鷹市の実情に応じた介護

保険事業計画を策定・推進するとともに、介護保険事業の円
滑な運営に努めます。 

計画の達成状況の評価と 

公開 

計画の達成状況や制度全般についての評価を行い、その結
果を公開します。 

介護保険制度の周知 
介護保険制度の円滑な運営に向け、市のホームページや広

報、パンフレットなどを活用しながら、制度やサービスの情
報等の周知を図ります。 

利用しやすい情報提供の 

促進 

利用者が必要な情報を確実に得られるよう、利用者の特性
を十分考慮した情報提供の促進を図るとともに、窓口に来る
ことが難しい等の事情を抱えている利用者にとっても利用
しやすい申請のあり方等について検討を進めます。 

相談体制の充実 
身近で相談対応等が引き続きできるように、市や地域包括

支援センターでの相談体制を充実します。 

介護予防施策との連携 
軽度の要介護者に対し、要介護状態などの軽減、悪化防止

と要介護状態にならないための介護予防の諸施策を、地域の
社会資源と連携し、積極的に推進します。 

低所得者への配慮等 
国・東京都の制度を活用するとともに、市独自に実施して

いる保険料個別軽減制度など、低所得者への配慮等に努めま
す。 
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イ 介護・福祉ニーズの適切な把握 

新たな福祉サービスの充実や、必要な介護・福祉サービスの提供及び支援

を行うため、引き続き高齢者の実態調査を実施し、的確なニーズの把握に努

めます。 

 

事業名 事業の内容 

実態調査の実施 
介護保険の円滑な運営にあたっては、的確なニーズや実情

を把握するため、高齢者の生活と福祉実態調査を実施しま
す。 

 

ウ 給付適正化の推進 

介護が必要な人を適正に認定し、適切なケアマネジメントにより必要とす

るサービスを見極め、事業者が適正にサービスを提供することを促すため、

介護給付適正化の取り組みを進めます。なお、取り組みにあたっては、「東

京都第３期介護給付適正化計画」との調整・連携を図りながら進めます。 

 

事業名 事業の内容 

ケアマネジメントの 

適正化支援 

ケアマネジメントの適正化を図るため、ケアマネジャー研
修やケアプラン点検などを実施し、ケアマネジャーに対する
支援を行います。 

介護給付費通知 

介護サービス利用者に介護報酬の請求及び給付状況等に
ついて通知することにより、自ら受けているサービスを改め
て確認し、適正なサービス利用となるよう啓発していきま
す。 

事業者に対する 

指導・監査 

介護保険制度の適正な運用及び良質な介護サービスの提
供を実現するため、介護サービス事業者の指導・監査を行い
ます。 

事業者連絡協議会を 

活用した研修会（集団指導） 

介護サービス事業者等が適切な介護サービスを提供でき
るように、必要な情報を伝達することを目的に研修会を実施
します。 

縦覧点検 
介護報酬の支払状況を確認して、提供されたサービスの整

合性等を点検します。 

福祉用具購入・住宅改修に 

係る利用者宅訪問 

福祉用具の必要性や利用状況等の確認、住宅改修の工事見
積書等の点検や施工前・後の実態を訪問調査して、適正化を
推進します。 
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エ 要介護認定の公平性の確保 

要介護（要支援）の認定調査・介護認定審査が、法令に基づく基準に従い

適正に実施されるように、介護認定審査会委員や認定調査員に対する研修な

どを実施します。 

 

事業名 事業の内容 

介護認定審査会の 

体制整備 

増加する要介護認定に対応するため、認定調査と介護認定
審査会の体制を整備します。 

認定調査体制の確立 
認定調査体制の確立を図るため、職員による調査と民間事

業者・個人事業主への調査委託を継続します。 

認定調査員の質の確保 
調査の客観性・公平性を確保するため、全調査員を対象に

継続的に研修を実施します。 

介護認定審査の公平性の 

確保 

介護認定審査の公平性を確保するため、継続的に研修や全
体会議を行い、介護認定審査会の合議体間の均質化を図りま
す。 

 

オ 適正な保険料の設定 

低所得者等に配慮した保険料段階制度を継続する一方で、介護給付費準備

基金の活用などにより、介護保険料の上昇を抑制し、適正な介護保険料を設

定します。 

 

事業名 事業の内容 

適正な保険料の設定 
保険料については、収入と給付費ならびに施設整備計画、

認定者数等の具体的な予測に基づき、サービス給付に見合う
適正な保険料になるよう設定します。 

保険料の滞納防止 
安定した財源の確保と制度の公平性から、保険料の滞納防

止と収納に努めます。 
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② 介護保険サービスの充実  

地域包括ケアシステムの取り組みを進める中で、医療と介護の連携、認知

症施策の推進、生活支援サービスの整備、高齢者向け住まいの確保を一体的

に進め、介護保険サービスの充実を図ります。 

 

ア 在宅医療・介護連携の推進 

介護が必要な高齢者の在宅での生活を支えていくためには、医療と介護の

更なる連携が必要となります。医療と介護の連携を図るために、医師、歯科

医師、薬剤師、看護師、病院のソーシャルワーカー等の医療関係職種と介護

支援専門員、地域包括支援センター、介護サービス事業者等の多職種の連携

を推進するとともに、多職種が連携して地域の課題を抽出する地域ケア会議

の充実を図ります。 

また、医師会等と連携しながら、在宅療養推進協議会等の連絡組織を立ち

上げ、在宅医療に関する体制の構築を目指します。 

 

事業名 事業の内容 

多職種連携の取り組み 

三鷹市と地域包括支援センターが協働で、医療関係者と介
護関係者の連携の取り組みを推進します。具体的には、医師、
歯科医師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、病院のソーシ
ャルワーカー、ケアマネジャー等の多職種が参加する「三鷹
市在宅ケアを支える多職種交流会」を開催し、多職種協働に
より、今後の在宅療養を考えるとともに、お互いの顔の見え
る関係づくりを推進します。 

在宅医療・介護の一体的な

提供体制の整備 

疾病を抱えても、住み慣れた地域で生活を継続できるよう
に、医療・介護の関係機関が連携して、在宅医療・介護を継
続的に提供できる体制の整備を推進します。 

医師会等との連携 
医師会・歯科医師会・薬剤師会等と緊密に連携し、在宅医

療の実施に係る体制の整備など、在宅医療と介護の連携を推
進します。 
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イ 認知症施策の推進 

認知症高齢者が、地域で自立した生活を送ることができる社会の実現を目

指して、認知症施策を推進します。 

 

事業名 事業の内容 

地域の連携による 

認知症高齢者への支援 

地域包括支援センター等在宅の相談機関、かかりつけ医・
専門医療機関等と連携を図りながら、「もの忘れ相談シート」
を活用して、地域における認知症の早期発見・早期診断体制
の整備を進めます。 

認知症啓発の推進 

地域包括支援センター、認知症予防等に取り組んでいる市
民団体と連携して、認知症に対する市民への啓発を行い、「認
知症にやさしいまち三鷹」への理解を深める活動を推進しま
す。 

認知症サポーターの 

養成 

窓口等で高齢者に対応することが多い民間企業に働き掛
け、認知症サポーター養成講座を開催し、認知症に関する正
しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対し
て手助けをする認知症サポーターの養成を図ります。 

また、すでに認知症サポーター養成講座を受講した認知症
サポーターに対して、フォローアップの取り組みを進めま
す。 

認知症高齢者等の 

早期発見と早期診断 

体制の整備 

認知症疾患医療センター（杏林大学医学部付属病院）と連
携して、認知症の疑いのある人やその家族に対して個別の訪
問を行い、早期段階で認知症を発見し、早期の診断に繋げる
体制の整備を進めます。 

また、地域の支援機関の連携支援や認知症の人や家族を支
援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置し、認
知症施策の充実を図ります。 

認知症ケアパスの作成 
地域ごとに、認知症の状態に応じた適切な医療や介護サー

ビスなどの提供の流れ（認知症ケアパス）をつくり市民に情
報提供する体制の整備を推進します。 

若年性認知症患者への支援

と相談体制の充実 

65 歳未満で発症する若年性認知症は、働き盛りに発症す
るため、本人や家族が被る経済的損失、精神的負担は大きな
ものがあります。東京都若年性認知症総合支援センター、地
域包括支援センター等と連携しながら、相談体制の充実を図
ります。 
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ウ 介護予防・生活支援サービスの整備 

住み慣れた地域でいつまでも安心して生活できるよう、要介護状態になら

ないための介護予防の充実を図るとともに、生活支援サービスを整備します。 

 

事業名 事業の内容 

介護予防サ－ビスの 

整備 

新しい総合事業における介護予防サービスにおいて、多様
な担い手による訪問型サービス及び通所型サービスを整備
します。 

生活支援 

コーディネーターの 

配置 

生活支援サービスを担う事業主体の支援体制の充実・強化
のため、生活支援コーディネーターを配置し、地域資源を活
用した生活支援サービスを整備します。 
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エ 高齢者の住まいの安定的な確保 

高齢者が住み慣れた地域で、安全に安心して暮らすことができるよう、そ

れぞれのニーズに合った住まいを確保できる環境の整備を進めます。 

 

事業名 事業の内容 

住宅改修に係る費用の補助 
要介護状態等になっても、いつまでも住み慣れた自宅で生

活ができるように、住宅改修に係る費用等の一部を助成しま
す。 

高齢者・障がい者入居 

支援・居住継続支援事業の

推進 

住宅の確保に際して保証人が確保できない高齢者や障が
い者への支援策として、協力を得られる不動産事業者や保証
会社との連携により、高齢者等の入居支援等を推進します。 

都市型軽費老人ホームの 

整備 

都市型軽費老人ホームは、身体機能の低下により自立した
日常生活に不安があると認められる低所得高齢者が、都市部
において安心して暮らしていくための住居であり、ニーズを
確認しながら誘致を検討します。 

サービス付き高齢者 

向け住宅の整備 

サービス付き高齢者向け住宅は、居室の広さ、設備、バリ
アフリーなどのハード面の条件を備えるとともに、安否確認
や生活相談サービスが提供されることにより、高齢者が安心
して暮らすことができる住宅です。三鷹市が定める一定の基
準を遵守することを条件に、市は、事業者が東京都の補助を
受けることに同意しています。 

市民へ情報提供を行うとともに、事業者に三鷹市の整備に
係る方針を説明し、適切な誘致を図っていきます。 

認知症高齢者 

グループホームの整備 

高齢化の進展とともに、認知症高齢者が増えていくことが
見込まれます。認知症高齢者が家庭的な環境の中で、地域住
民との交流の下で安定的な生活を送ることができるよう、認
知症高齢者グループホームの適切な誘導を図ります。 

福祉住宅等のあり方の検討 
住宅に困窮する低所得者向け公営住宅における借り上げ

型の福祉住宅については、借り上げ期間終了後のあり方につ
いて、検討して行きます。 

民間賃貸住宅への入居相談

体制の充実 

高齢者などが安心して住み続けられるように、都営住宅シ
ルバーピア・借り上げ型福祉住宅等の申し込みや、民間賃貸
住宅の住み替えになどにおいて、窓口におけるきめ細かい相
談体制の整備を図ります。 
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オ 地域包括支援センターの機能強化 

在宅医療と介護の連携や認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備

等のため、地域包括支援センターの機能強化を図ります。また、多職種や地

域住民との協働により、地域の課題抽出におけるニーズの把握と市の政策形

成を繋ぐ要となる「地域包括ケア会議」について、充実を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

地域包括ケア会議の 

充実 

多職種の協働による地域における個別課題の解決及び地
域課題の抽出のため、地域包括支援センター主催による、地
域包括ケア会議の充実を図ります。 

在宅医療・介護連携の 

推進 

三鷹市医師会と連携して、多職種による在宅医療と介護サ
ービスの一体的な供給について検討します。 

認知症高齢者等への 

相談・支援の推進 

地域における認知症高齢者の相談体制の充実と支援体制
の整備を推進します。 

介護予防ケアマネジメント 

の実施 

新しい総合事業への円滑な移行につなげるために、地域資
源を把握し、適切な生活支援ができるような介護予防ケアマ
ネジメントを実施します。 
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③ 介護保険サービス基盤の充実  

ア 在宅サービス基盤の充実 

高齢者等が、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、地域密着型

サービスの充実を図るとともに、未整備地域を中心とした基盤整備に努めま

す。 

 

事業名 事業の内容 

地域密着型サービスの充実 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、
小規模多機能型居宅介護の地域密着型サービスを充実しま
す。また、複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）
の導入について検討します。 

新たな在宅サービス 

基盤の検討 

ボランティアやＮＰＯ法人を中心とした新たな在宅サー
ビス（訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス、
介護予防支援事業）の導入を検討します。 

 

イ 施設サービス基盤の充実 

在宅での生活が難しくなった高齢者に対し、地域密着型施設の整備を図る

など、サービス基盤の整備・充実に努めます。 

 

事業名 事業の内容 

地域密着型サービスの充実 
認知症高齢者グループホームについて、利用ニーズを把握

し、整備を検討します。 

特別養護老人ホーム等の 

整備の推進 

待機者や入所希望者の状況を確認しながら、特別養護老人
ホーム等の施設整備を推進します。 
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④ 介護保険サービスの質の確保  

ア 第三者評価事業の推進と支援 

福祉サービスの第三者機関による評価事業を推進するとともに、評価結果

を公表し、良質なサービス提供が可能となるよう支援します。 

 

事業名 事業の内容 

第三者評価事業の推進と 

支援 

介護サービス事業者の質の向上と利用者が効果的に事業
者を選択できるよう、事業者が実施する第三者によるサービ
ス評価事業を推進するとともに、良質なサービス提供が可能
となるよう支援します。 

 

イ 事業者情報の提供・公開の促進 

介護サービス事業者やサービスの空き情報等に関する最新情報をホーム

ページに掲載するなど、介護サービス事業者の情報提供を行います。 

 

事業名 事業の内容 

介護保険事業者に関する 

情報提供 

介護サービス事業者ガイドブックを作成・配布するほか、
介護サービスの空き状況等をホームページに掲載して、利用
者に対する情報提供に努めます。 

 

ウ 介護保険事業者連絡協議会の支援及び連携 

三鷹市介護保険事業者連絡協議会の活動を支援し、未加入事業者の協議会

への参加を推進します。また、協議会と連携し、サービスの質の維持と向上

を目的とした研修を継続していきます。 

 

事業名 事業の内容 

三鷹市介護保険事業者 

連絡協議会の支援 

介護サービスの質の維持・向上を図るため、研修の実施や
情報提供を積極的に行うなど連絡協議会を支援します。 

緊急時等における 

連携強化 

災害などの緊急時における要介護者・要支援者を支援する
ために、三鷹市介護保険事業者連絡協議会との連携強化に努
めます。 
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エ 介護人財確保等の支援 

介護サービス事業者と連携を図りながら、介護人財確保等の状況を把握し、

効果的な支援策について検討します。また、市内の教育機関と連携し、福祉

への関心を深め、将来への人財確保につなげます。 

また、資格を取得していて仕事についていない人財について、再雇用でき

るような条件整備に努めます。 

 

事業名 事業の内容 

介護人財確保・育成等の 

支援 

介護サービス事業者等における人財確保・育成の取り組み
を支援するため、三鷹市介護保険事業者連絡協議会、医療や
介護の専門職を育成する機関などと連携しながら、効果的な
支援策について検討します。 

 

⑤ 介護保険制度の改善  

ア 介護保険制度の改善要請 

介護保険制度について、法的に改善すべき点等について、国・東京都に要

請します。 

 

事業名 事業の内容 

介護保険制度の改善要請 
国や東京都に、介護保険制度の問題点など三鷹市独自の改

善要請や市長会を通じての改善要望を提出していきます。 
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（７）  推進体制の整備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

今後、増加していく医療の必要な高齢者、ひとり暮らし・高齢者のみの世

帯に対し、保健・医療・福祉の各関係機関と連携し、利用者にあった対応を

図ります。 

また、社会福祉協議会、社会福祉事業団をはじめとした関係団体、民生・

児童委員等の地域に密着した活動を行う団体、警察署・消防署・郵便局など

の関係機関と連携強化に努めながら、高齢者がいつまでも住み慣れた地域で

安心して暮らすことができる環境整備に取り組みます。 

 

① 関係機関等との連携  

ア 保健・医療・福祉の連携 

市民のニーズにあったサービスを提供できるよう、医師会、歯科医師会、

薬剤師会、助産師会、接骨師会、柔道整復師会、栄養士会、保健所、地域包

括支援センター等が連携しながら市民の健康づくりを推進するとともに、ネ

ットワーク化を進め機能の充実を図ります。 

また、社会福祉協議会、社会福祉事業団、シルバー人材センター等の関係

団体や、民生・児童委員をはじめとし、ＮＰＯやボランティア団体など地域

に密着した活動を行う団体等との連携を強化することにより、福祉施策の充

実を図ります。 

 

事業名 事業の内容 

保健・医療・福祉の連携 
住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健・医療・福

祉の有機的な連携を模索し、高齢者にとって切れ目ない医
療・福祉の提供を実現するための取り組みを推進します。 

 

イ 福祉総合案内の充実 

福祉総合案内の機能を強化するとともに、関係各課、関係機関等と連携し

ながら相談体制の強化とネットワーク化を推進します。 

 

事業名 事業の内容 

福祉総合案内の充実 
市民のニーズにあったサービスの提供を目的に、福祉サー

ビス等を総合的に案内する窓口のあり方について検討を加
え、改善を進めます。 
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ウ 関係機関、関係団体等との連携による施策の充実 

 

事業名 事業の内容 

関係機関、関係団体等との

連携による施策の充実 

警察署・消防署・郵便局・見守りネットワークの協力団体
などと連携し、高齢者を犯罪や災害から守り、安全で安心し
た生活を継続できるように支援します。 
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～地域包括ケアシステムの構築に向けて～ 

 

★地域包括ケアシステムとは・・・ 

 介護保険制度は、今回、大きな転換期を迎えることになりました。高齢者が住み慣

れた地域で、自分らしく生活を送っていける社会を目指すために、地域で高齢者を支

えていく仕組みづくりが急務になってきたのです。 

 このため、各保険者（市区町村）は、介護保険制度で介護サービスの給付や予防事

業を行うだけではなく、地域の実情に応じて、地域の高齢者に必要な仕組み「地域包

括ケアシステム」を作り上げていくことになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者 

医療 

在宅医療と介護の連携 

介護 

介護を受けながら安心して 

できる暮らし 

生活支援 予防 

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等 

健康づくりと 

介護予防の推進 

地域包括支援センター 

高齢者が地域で暮らす 

体制づくり 

通所・入所 

参加・利用 

住まい 

安心して暮らせる 

環境の整備 

通院・入院 

「地域包括ケアシステム」とは「医療」「介護」「予防」「住まい」「生活支援」が、

高齢者に対して地域で一体的に提供される仕組みのことです。おおむね 30 分以内に必

要なサービスが提供される日常生活圏域（具体的には中学校区）を単位として想定され

ています。 

支援 訪問 

往診 
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高齢者が住み慣れた地域でいつまでも元気で暮らせるためには、前ページのイラス

トに示しているとおり、 

①充実した生活支援や介護予防を受けることができる 

②病気になったら医療サービス受けることができる 

③介護が必要となったら介護サービスを受けることができる 

④これらがいずれも日常生活圏域の中で受けることができる 

という環境が構築されていることが必要です。 

このため、これからの介護保険制度においては、「在宅療養・介護連携の推進」など、

次の四つの要素により「地域支援事業」の充実が求められています。 

 

 

 

★三鷹市での地域包括ケアシステムの実現に向けて・・・ 

今回の「三鷹市高齢者計画・第六期介護保険事業計画」において、計画目標を「地

域包括システムの構築」と定めました。この目標のもと、三鷹市の実情に応じた、三

鷹市にふさわしい理想のシステムを作り上げていくこととしています。 

 現在、コミュニティ住区（日常生活圏域）を基本として配置している 7 つの「地域

包括支援センター」を中心に、これらの施策について三鷹市の事業計画に基づき、地

域包括ケアシステムの構築を推進していきます。 

 

 

  

【地域包括ケアシステムの構築に向けた介護保険サービスの充実】 
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第６章 

 

介護保険制度によるサービス 
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第６章 介護保険制度によるサービス 
 

 

第１節 サービス類型ごとの量の見込み 

 

（１）  居宅サービス・介護予防サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

 
 

居宅サービス 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 

訪問介護 回 321,988 334,625 341,194 367,712 368,116 

訪問入浴介護 回 8,071 8,303 8,537 9,204 9,737 

訪問看護 回 83,587 93,690 102,944 131,560 179,261 

訪問リハビリテーション 回 2,545 3,341 4,210 5,882 8,510 

居宅療養管理指導 人 13,404 14,808 15,996 18,528 20,580 

通所介護 回 151,932 75,794 83,176 106,400 137,790 

通所リハビリテーション 回 34,200 34,547 34,582 36,578 39,737 

短期入所生活介護 日 30,192 34,511 39,118 55,672 86,293 

短期入所療養介護（老健） 日 9,073 9,041 8,971 9,028 9,889 

短期入所療養介護（病院等） 日 0 0 0 0 0 

福祉用具貸与 人 20,808 21,876 22,632 25,452 28,224 

特定福祉用具購入費 人 564 576 564 600 672 

住宅改修費 人 396 420 420 516 660 

特定施設入居者生活介護 人 7,224 8,160 9,132 10,344 11,280 

居宅介護支援 人 32,400 33,768 34,692 39,012 43,560 

 
 
 

介護予防サービス 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 

介護予防訪問介護 人 7,284 3,720 ― ― ― 

介護予防訪問入浴介護 回 76 76 76 76 76 

介護予防訪問看護 回 6,148 6,406 6,496 7,618 9,037 

介護予防訪問リハビリテーション 回 250 204 170 194 220 

介護予防居宅療養管理指導 人 1,272 1,620 1,980 2,244 2,460 

介護予防通所介護 人 7,284 4,032 ― ― ― 

介護予防通所リハビリテーション 人 1,092 1,152 1,224 1,332 1,464 

介護予防短期入所生活介護 日 960 1,399 1,902 2,569 3,502 

介護予防短期入所療養介護（老健） 日 6 6 5 5 6 

介護予防短期入所療養介護（病院等） 日 0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 人 3,216 3,348 3,444 3,708 4,068 

特定介護予防福祉用具購入費 人 144 156 156 156 168 

介護予防住宅改修費 人 192 204 228 252 300 

介護予防特定施設入居者生活介護 人 960 1,080 1,176 1,344 1,476 

介護予防支援 人 14,736 7,776 3,288 3,516 3,840 
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（２）  施設サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 
 
 

 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 

介護老人福祉施設 人 6,360 6,396 6,432 6,720 7,368 

介護老人保健施設 人 4,068 4,248 4,428 4,632 5,088 

介護療養型医療施設 人 1,272 1,260 1,248 1,248 1,248 

 

 

（３）  地域密着型サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 
 
 

地域密着型介護サービス 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
人 588 804 1,008 1,128 1,236 

夜間対応型訪問介護 人 432 432 444 444 444 

認知症対応型通所介護 回 12,636 12,718 12,947 13,595 14,458 

小規模多機能型居宅介護 人 708 804 948 1,092 1,200 

認知症対応型共同生活介護 人 1,560 1,548 1,824 1,848 2,064 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
人 0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人 

福祉施設入所者生活介護 
人 0 0 0 0 0 

複合型サービス 
(看護小規模多機能型居宅介護) 

人 24 24 24 24 24 

地域密着型通所介護 回 ― 93,390 102,484 131,101 169,777 

 

 

（４）  地域密着型介護予防サービス ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 
 
 

地域密着型介護予防サービス 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 

介護予防認知症対応型 

通所介護 
回 259 244 229 215 198 

介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
人 108 168 216 252 276 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
人 0 0 0 0 0 

 



91 

 

第２節 施設整備計画 

 

（１）  広域型（累計） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 
 
 

 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

介護老人福祉施設 
施設数 4 施設 4 施設 4 施設 

定員数 337床 337床 337床 

介護老人保健施設 
施設数 4 施設 4 施設 4 施設 

定員数 371床 371床 371床 

介護療養型医療施設 
施設数 １施設 １施設 １施設 

定員数 129床 129床 129床 

 

 

（２）  地域密着型（累計） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 
 
 

 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 

小規模多機能型居宅介護事業所 
施設数 3 か所 3 か所 3 か所 

宿泊定員数 19 人 19 人 19 人 

認知症高齢者グループホーム 

施設数 6 か所 6 か所 
（１） 

7 か所 

定員数 134人 134人 
（18） 

152人 

※（ ）内は、運営開始予定数 
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第３節 給付費のまとめ 

 

（１）  第六期計画期間 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

単位：千円 

 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
合計 

居宅介護サービス等給付費(a) 6,556,073 7,081,733 7,686,186 21,323,992 

居宅支援サービス等給付費(b) 605,867 444,834 280,224 1,330,925 

施設介護サービス等給付費(c) 3,182,829 3,214,780 3,266,966 9,664,575 

特定入所者介護サービス等費(d) 284,620 269,112 273,250 826,982 

高額介護サービス等費(e) 219,536 229,696 239,855 689,087 

高額医療合算介護サービス等費(f) 37,515 39,816 42,117 119,448 

審査支払事務手数料(g) 11,836 12,242 12,648 36,726 

標準給付費見込額 
(h)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

10,898,276 11,292,213 11,801,246 33,991,735 

地域支援事業費(i) 326,593 563,370 769,224 1,659,187 

総合計(j)=(h)+(i) 11,224,869 11,855,583 12,570,470 35,650,922 

 

  

（２）  平成 37 年度までの推計 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

単位：千円 

 
平成 

32 年度 
平成 

37 年度 
  

居宅介護サービス等給付費(a) 8,940,584 10,511,722   

居宅支援サービス等給付費(b) 317,456 353,933   

施設介護サービス等給付費(c) 3,396,408 3,684,186   

特定入所者介護サービス等費(d) 269,069 293,925   

高額介護サービス等費(e) 227,125 260,570   

高額医療合算介護サービス等費(f) 47,890 59,393   

審査支払事務手数料(g) 13,866 15,896   

標準給付費見込額 
(h)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e)+(f)+(g) 

13,212,398 15,179,625   

地域支援事業費(i) 818,194 880,245   

総合計(j)=(h)+(i) 14,030,592 16,059,870   

 



93 

 

第４節 第１号被保険者の介護保険料 

 

（１）  第五期までの保険料の推移 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

介護保険は、40 歳以上の介護保険加入者が保険料を出し合い、国や自治

体などとともに介護の負担を社会全体で支える保険制度です。 

65 歳以上の方の保険料は、３年間のサービス（給付費）の利用見込み量

に応じて市区町村ごとに決められています。 

介護保険料の全国平均基準額は、第一期（平成 12～14 年度）は 2,911

円でしたが、第五期（平成 24～26 年度）では 4,972 円と 1.7 倍になりま

した。 

三鷹市の介護保険料の基準額は、第一期 3,168 円から第五期では 5,000

円と 1.6 倍に上昇しています。 

    
図 保険料の推移 
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（２）  介護保険料基準額の設定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

① 総給付費と介護保険料の見込み 

高齢者人口や要介護認定者の増により、第六期においても給付費の総額

は引き続き増大していくことが見込まれます。一方、介護報酬の引き下げ

（２．２７％減）や一定所得以上の方の利用者負担額の見直し、特定入所

者介護（予防）サービス費（補足給付）の支給要件の見直しなどが行われ

ることから、給付費の抑制要因も見込まれます。 

 こうした影響により、第六期の総給付額は約３１０億円（第五期）から

約３５７億円（第六期）に増加すると見込まれますが、平成２７年度から

第１号被保険者の保険料の負担割合が２１％（第五期）から２２％（第六

期）へ引き上げられることから、約７９億円が第六期の第１号被保険者の

負担分となります。 

 
 

  図 介護保険財源構成 
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② 介護保険料の上昇抑制対策 

ア 介護給付費準備基金の活用 

介護保険料の上昇抑制対策として、第五期に生じた余剰金の約３億５千

万円の介護給付費準備基金を取り崩し、第六期の介護保険料を引き下げる

ために活用します。 

イ 保険料の軽減強化 

所得の低い第１段階の方については、公費投入による軽減強化により、

引き上げ額の抑制を行います。なお、平成 29 年度には公費投入による更

なる軽減の強化・拡大が予定されています。また、三鷹市の独自軽減につ

いても継続して実施します。 

 

③ 介護保険料基準額 

三鷹市の第六期介護保険料（平成 27～29 年度）の基準額は、月額 5,500

円となります。 

また、第六期介護保険事業計画では、平成 32 年・平成 37 年の中長期的

な推計を行い、平成 37 年度の保険料は、第六期の 1.5 倍の 8,000 円超え

になると推計されます。 
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（３）  所得段階別介護保険料 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
 

標準（国）段階設定が第五期の６段階から９段階に見直されました。 

三鷹市では、第六期（平成 27～29 年度）の所得段階においても多段階

設定を行うなど引き続ききめ細やかな保険料段階を設定し 14 段階とします。 

 
表 所得段階別介護保険料 

 

所得段階 対 象 者 保険料率 年額保険料 

第１段階 

・生活保護受給者の方 
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金
受給者の方 

・世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の
年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円
以下の方 

基準額×0.418 27,600 円 

第２段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年
金収入額と合計所得金額の合計が 80 万円超
120万円以下の方 

基準額×0.655 43,200 円 

第３段階 
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の年
金収入額と合計所得金額の合計が 120 万円超
の方 

基準額×0.691 45,600 円 

第４段階 
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者
がいる場合で、本人の前年の年金収入額と合
計所得金額の合計が 80万円以下の方 

基準額×0.891 58,800 円 

第５段階 
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者
がいる場合で、本人の前年の年金収入額と合
計所得金額の合計が 80万円超の方 

基準額 66,000 円 

第６段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円未満の方 

基準額×1.127 74,400 円 

第７段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
120万円以上 190万円未満の方 

基準額×1.255 82,800 円 

第８段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
190万円以上 290万円未満の方 

基準額×1.400 92,400 円 

第９段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
290万円以上 400万円未満の方 

基準額×1.455 96,000 円 

第 10 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円以上 600万円未満の方 

基準額×1.600 105,600 円 

第 11 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
600万円以上 800万円未満の方 

基準額×1.764 116,400 円 

第 12 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
800万円以上 1,000 万円未満の方 

基準額×1.873 123,600 円 

第 13 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
1,000 万円以上 1,500 万円未満の方 

基準額×2.000 132,000 円 

第 14 段階 
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
1,500 万円以上の方 

基準額×2.127 140,400 円 
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資料編  
 

 

第１節 三鷹市の高齢者を取り巻く現状 

施設基盤整備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成 26 年度末現在） 

◆西部地区 

地域包括支援センター   １カ所 

高齢者センター      １カ所 
 
小規模多機能型居宅介護：１カ所(10 人) 

 

◆三鷹駅周辺地区 

地域包括支援センター １カ所 
 

介護老人保健施設 
（老人保健施設）      ：１カ所(90 人) 
認知症高齢者グループホーム：２カ所(53 人) 

◆井の頭地区 

地域包括支援センター １カ所 

井の頭地域福祉支援センター 

  （シルバー交番） １カ所 
 

◆東部地区 

地域包括支援センター １カ所 
 

介護老人福祉施設 
（特別養護老人ホーム）  ：１カ所(60 人) 
介護老人保健施設 

（老人保健施設）     ：１カ所(61 人) 
認知症高齢者グループホーム：２カ所(36 人) 

※うち１カ所（18 人）は平成 27 年５月開設予定 

◆新川中原地区 

地域包括支援センター １カ所 
 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）  ：１カ所(120 人) 
介護老人保健施設 
（老人保健施設）     ：１カ所(120 人) 

認知症高齢者グループホーム：２カ所(45 人) 
小規模多機能型居宅介護  ：１カ所(15 人) 

◆連雀地区 

地域包括支援センター １カ所 

老人福祉センター    １カ所 
 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）：１カ所(100 人) 
介護老人保健施設 
（老人保健施設）   ：１カ所(100 人) 

・介護療養型医療施設 
（療養病床等）    ：１カ所(129 人) 

◆大沢地区 

地域包括支援センター １カ所 

高齢者センター    １カ所 
 
介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）：１カ所(57 人) 
小規模多機能型居宅介護：１カ所(15 人) 
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第２節 策定組織 

 

（１）  三鷹市介護保険事業計画検討市民会議設置要綱 ● ● ● ● 

 
（目的） 

第１条 三鷹市介護保険事業計画（以下「本計画」という。）の策定に関し、

市民及び関係者等の立場からの意見を本計画に反映させるため、三鷹市介護

保険事業計画検討市民会議（以下「市民会議」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 市民会議の所掌事項は、本計画素案の検討及びその結果の市長への報

告とする。 

（構成） 

第３条 市民会議は、次に掲げる者（以下「委員」という。）１５人以内をも

って構成する。 

（１）三鷹市健康福祉審議会委員   ５人 

（２）公募委員   ３人以内 

（３）三鷹市介護保険事業者連絡協議会から推薦を受けた者  １人 

（４）市内各地域包括支援センターから推薦を受けた者  １人 

（５）関係市民団体から推薦を受けた者   ４人 

（６）学識経験者  １人 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、１年以内とする。 

（会長等） 

第５条 市民会議に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選とする。 

３ 会長は、市民会議を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議等） 

第６条 市民会議は、会長が招集する。 

２ 市民会議は、必要に応じて分科会を設置することができる。 

（庶務） 

第７条 市民会議の庶務は、健康福祉部高齢者支援課が所掌する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 2６年４月２３日から施行する。 
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（２）  第六期三鷹市介護保険事業計画検討市民会議委員名簿   

 

 

 氏  名 委員内訳 団体名・役職名 

1 神﨑 恒一 健康福祉審議会委員 杏林大学医学部高齢医学教授 

2 ◎若林 研司 健康福祉審議会委員 三鷹市医師会会長 

3 櫻井 正治 健康福祉審議会委員 三鷹市歯科医師会会長 

4 髙橋 景市 健康福祉審議会委員 三鷹市老人クラブ連合会会長 

5 中川 昌弘 健康福祉審議会委員 三鷹市介護保険事業者連絡協議会会長 

6 近藤 みつる 公募委員 ＊ 

7 加藤  竜一 公募委員 ＊ 

8 津田 ゆかり 公募委員 ＊ 

９ 家崎 芳恵 介護保険事業者連絡協議会 三鷹市介護保険事業者連絡協議会幹事 

10 加藤 充良 地域包括支援センター 三鷹市駅周辺地域包括支援センター 

11 竹本 玲子 関係市民団体 民生・児童委員協議会高齢福祉部会長 

12 杉山 一延 関係市民団体 三鷹市薬剤師会副会長 

13 郷古 武重 関係市民団体 ボランティア連絡協議会 

14 吉野 隆行 関係市民団体 地域ケアネットワークにしみたか会長 

15 ○杉原 陽子 学識経験者 
鎌倉女子大学 

家政学部管理栄養学科准教授 

◎・・会長  ○・・副会長 
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第３節 関係資料 
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第４節 用語の説明 

 

【あ行】 

●ＮＰＯ（＝Non Profit Organization） 

福祉、環境、文化、平和などの分野において、営利を目的とせずに活動

を行う民間の組織（団体）。特定非営利活動法人。 

 

【か行】 

●介護給付費準備基金 

３年間の介護保険事業計画期間を通じ財政の均衡を保つため、保険者が

剰余金を管理する上で設置するもの。 

 

●介護支援専門員（ケアマネジャー） 

要介護・要支援認定者がその心身の状況などに応じて、適切な介護サー

ビスを利用できるように介護サービス計画（ケアプラン）を作成し、介護

全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を

行う人のこと。 

 

●介護予防基本チェックリスト 

要介護・要支援認定を受けていない 65 歳以上の人（「非該当」含む。）

の中で、生活機能に低下の兆しがある人を早期に発見し、介護予防事業へ

繋ぐことを目的に作成された質問票のこと。なお、今後は新しい総合事業

において、利用希望者の適切なサービス区分の振り分けに活用されること

となる。 

 

●介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業） 

2014 年 6 月 18 日に「地域医療・介護推進法」が成立し、現在、市町

村で要支援者に対して実施している予防給付（訪問介護・通所介護）の地

域支援事業への移行を進め、平成 27 年度からの経過措置期間を経て、平

成 29 年４月までに全ての市町村で移行を行う事業のこと。 

 

●（認知症）キャラバン・メイト 

認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」を開催し、

講師役を務める人のこと。キャラバン・メイトになるためには所定のキャ
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ラバン・メイト養成研修を受講し登録する必要がある。 

 

●ケアマネジャー 

介護支援専門員と同義。 

 

●コミュニティ住区（日常生活圏域） 

三鷹市のコミュニティ行政における区分け。三鷹市では、7 つのコミュ

ニティ住区を日常生活圏域としている。 

 

●コミュニティ創生 

少子高齢社会が進展する地域において、住民同士のつながりや支え合い

を通して、現代的な課題を地域で解決していこうという三鷹市独自の取り

組み。三鷹市の重点課題として、平成 23 年度から取り組みを行っている。 

 
【さ行】 

●小規模多機能型居宅介護 

「通い（デイサービス）」を中心として、利用者の必要性に応じて随時

「訪問（訪問介護）」や「泊まり（ショートステイ）」を組み合わせてサー

ビス提供することで、状態が悪化しても在宅で生活できるよう支援するも

の。地域密着型サービスの１つ。 

 

●成年後見制度 

認知症、知的障がい、精神障がいなどによって物事を判断する能力が十

分ではない人について、本人の尊厳と権利を護るため、財産管理・身上監

護（生活について配慮すること）を成年後見人等が行うことにより保護・

援助する制度。成年後見人等は、裁判所に申し立てすることにより選任さ

れる。 

 

【た行】 

●団塊の世代 

第二次世界大戦直後数年間のベビーブーム時に生まれた世代。1947 年

（昭和 22 年）から 1949 年（昭和 24 年）にかけての生まれをいう。 

 

●地域ケア会議 

高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備とを同
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時に進めていく、地域包括ケアシステムの実現に向けた手法。主に「個別

課題解決機能」「地域包括支援ネットワーク構築機能」「地域課題発見機能」

「地域づくり・資源開発機能」「政策形成機能」の５つの機能を有する。

三鷹市では、これを「地域包括ケア会議」と呼ぶ。 

 

●地域ケアネットワーク 

地域ケア推進事業の一環であり、住民協議会や町会・自治会をはじめ、

民生・児童委員や市民、行政、関係機関・団体などが連携してネットワー

クを形成し、地域での課題解決に向けて協働して取り組んでいく新たな

「支え合い（共助）」の仕組みのことで、市内７か所全てのコミュニティ

住区ごとに活動している。地域の居場所づくりサロン事業、お困りごと相

談事業、ちょこっとした家事援助サービスや見守りの仕組みづくりなど、

地域ごとに事業を検討し、展開している。 

 

 ●地域福祉ファシリテーター 

地域福祉を進める上で、その地域の中心になって貢献する地域住民の活

動者のこと。 

 

●地域包括ケアシステム 

78 ページ参照 

 

●地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的

及び継続的な支援を行う機関。保健師等、社会福祉士、主任ケアマネジャ

ーがその専門知識や技術を互いに活かしながらチームで活動し、地域住民

とともに地域のネットワークを構築しつつ、生活支援サービスのコーディ

ネートをも担う地域の中核機関として、三鷹市が設置している。地域包括

ケアシステム構築に向けて、今後ますます重要な役割を担うこととなる。 

 

●地域密着型サービス 

介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅や地域から離れずに

生活を維持できるように支援するサービス。各市区町村が主体となって、

適正なサービス基盤の整備を行い、地域の特性に応じた柔軟なサービスを

設定することができる。なお、利用者は原則として市区町村の住民に限ら
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れる。  

 

 ●地域密着型通所介護 

利用定員が 18 人以下の小規模型通所介護事業所におけるサービス。少

人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営

の透明性を確保するため、地域密着型サービスに移行する。また、事業所

によっては通所介護（大規模型・通常規模型）や小規模多機能型居宅介護

のサテライト事業所へ移行する選択肢が設けられ、平成 28 年度からの経

過措置期間を経て、平成 29 年３月までに移行する。 

 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

介護が必要な方の在宅生活を支えるために、日中・夜間を通じて訪問介

護と訪問看護がそれぞれ密接に連携して、「短時間の定期訪問」、「随時の

対応」といった手段を適切に組み合わせて一体的に提供するサービス。地

域密着型サービスの１つ。 

 

●都市型軽費老人ホーム 

都市型軽費老人ホームは、地価が高い都市部でも整備が進むよう、従来

の軽費老人ホーム（ケアハウス）と比較すると、居室面積や職員配置に関

する基準が緩和されている。 

軽費老人ホームは、家庭環境、住宅事情などの理由により、居宅におい

て生活するには不安が認められる 60 歳以上の人を対象とするＡ型（食事

つき）とＢ型（自炊型）、自炊できない程度の健康状態にあり、独立して

生活するには不安が認められる 60 歳以上の人を対象とするケアハウスが

あり、いずれも低所得の人が入居できる施設。 

 
【な行】 

●認知症高齢者グループホーム 

要介護認定者や要支援認定者（要支援２）であって、認知症の状態にあ

る方が、介護や機能訓練等を受けながら共同生活する施設。地域密着型サ

ービスの１つ。 
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●認知症ケアパス 

認知症の人とその家族が、地域の中で本来の生活を営むために、認知症

の人と家族及び地域・医療・介護の人々が目標を共有し、それを達成する

ための連携の仕組み。 認知症ケアパスの概念図を作成することは、多職

種連携の基礎となる。 

 

●認知症サポーター 

キャラバン・メイトによる認知症サポーター養成講座（認知症の住民講

座）を受け、講座を通じて認知症の正しい知識やつきあい方を理解し、自

分のできる範囲で認知症の人を応援する人。 

 

●認知症地域支援推進員 

認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続するために、医療・介護

および生活支援を行う様々なサービスが連携したネットワークを形成し、

認知症の人たちにとって効果的な支援を行うことが重要となっており、医

療機関や介護サービス及び地域をつなぐコーディネーターとしての役割

を担う人。 

 

【は行】 

●複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 

医療ニーズの高い要介護者へ、小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組

み合わせて一体的に提供できるサービス。地域密着型サービスの１つ。 
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