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はじめに 

     

               このたび、平成 27 年度から平成 29 年度まで

の３年間を計画期間とする武蔵野市高齢者福祉

計画・第６期介護保険事業計画を策定しました。 

まず、本計画の策定にあたりご尽力いただき 

ました高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画

策定委員会のみなさま並びに貴重なご意見をい

ただきました市民のみなさま、関係者のみなさま

に心から御礼申し上げます。                 

現在、社会保障制度を取り巻く環境は、少子 

高齢化の進行、生産年齢人口の減少等、大きな変化が生じています。2025 年

には、団塊の世代が全て後期高齢者（75 歳以上）となり、政府の統計によれ

ば全人口の 18％に達すると推計されています（平成 24 年 1 月推計）。 

 平成 26年６月には「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律」が成立しました。この法律は、2025

年以降の後期高齢者の激増と人口減少社会を見据え、医療、介護のあり方を

一体的に見直そうとするものです。この法律に基づき、医療・介護の連携や

介護保険制度創設以来の大きな改正が平成 27年４月から実施されます。 

このような社会情勢に的確に対応していくためには、地域包括ケアシステ

ムの構築と持続可能な介護保険制度の運営が不可欠となります。本市は、2025

年に向けた高齢者の姿として、「いつまでもいきいきと健康に」、「ひとり暮ら

しでも」、「認知症になっても」、「中・重度の要介護状態になっても」、住み慣

れた地域で生活を継続できる姿を目標にしています。この目標の達成に向け

て、本市では、地域包括ケアシステムを「武蔵野市における、まちぐるみの

支え合いの仕組みづくり」と言い換え、引き続き市民のみなさまと行政が一

体となった取り組みとして推進してまいります。 

 本計画策定にあたっては、各種実態調査、パブリックコメント、市民意見

交換会を実施し、多くのご意見を計画に反映することができました。 

今後、計画の内容を具体的に実施していくためには、各関係機関との一層

の連携だけでなく、市民を含めたすべての関係者と行政が、地域における高

齢者の生活のイメージを共有し、同じ目標のもと、同じ方向を向いて取り組

むことが不可欠です。なお一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

 

平成 27 年（2015 年）３月 

 

武蔵野市長            
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第１章  高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画  
    の策定にあたって 

第１節  計画策定の背景 

現行の社会保障制度の基本的な枠組みがつくられた高度経済成長期以降、少子高齢化の進行

や生産年齢人口の減少、経済の長期低迷や雇用環境の変化等、日本の社会経済情勢については、

大きな変化が生じています。 

「社会保障制度改革推進法」（平成 24 年法律第 64 号）に基づき内閣に設置された「社会保障制

度改革国民会議」が平成 25 年８月６日に発表した報告書では、 1970 年代モデルといえる“年金”、

“医療”、“介護”に加え、制度の前提となる現役世代の“雇用”や“子育て支援”、“低所得者・格差問

題”や“住まい”も課題となる「21世紀（2025年）日本モデル」への再構築が必要とされています。 

また、地域の有する社会資源も異なることから、各地域において地域事情を客観的なデータに基

づき分析し、それを踏まえて、医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステムの構築等、医療・介護

の提供体制の再構築に取り組んでいくことが必要と指摘しています。 

平成 26 年６月 18 日、医療・介護総合推進法（正式名称は、「地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」）が成立しました。同法は団塊の世代

が後期高齢者（75 歳以上）の仲間入りをする平成 37（2025）年以降の生活・介護の問題や、人口減

少社会を見据え、医療・介護のあり方を見直そうとするものです。 

この中で、介護保険制度については、地域包括ケアシステムの構築と制度の持続可能性の確保

のため、充実と効率化を一体的に行う「制度改正」として、予防給付（予防訪問介護・予防通所介護）

の地域支援事業への移行や一定以上の所得者の利用負担２割化、特別養護老人ホームの中・重

度者への重点化等が実施されることとなりました。 

特に、地域におけるサービス提供は、医療・介護の連携を前提として、介護保険サービスだけでな

く、地域住民による支援や民間サービス等を組み合わせた統合的なサービス提供体制を構築し、住

み慣れた地域での在宅生活の継続を実現するための取組みを推進することになります。 
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第２節  地域包括ケアシステム：まちぐるみの支え合いの仕組みづくり 

武蔵野市においては、「地域包括ケアシステム」を、従来からの「武蔵野市高齢者福祉総合条例

（平成 12 年制定）」に基づく施策体系を基礎とした「地域リハビリテーション」の具体的な仕組みと考

え、これまで整備してきたサービスや事業を 2025 年に向けた包括的（統合的）・継続的なサービス

提供システムに再構築するものと位置付けています。 

したがって、武蔵野市では、これまでどおり、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが出来るよう「高齢者の尊厳を尊重」し、住み慣れた地

域・居宅での生活を継続できることを基本的な目標として設定します。 

また、「地域包括ケアシステム」という言葉は専門用語であり、市民にとってわかりにくい面もみられ

ることから、地域の様々な主体が関わるという地域包括ケアシステムの特徴を踏まえ、武蔵野市では、

「武蔵野市における 2025 年へ向けた“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”」と言い換え、

従来どおり、市民と行政が一体となった取組みとして推進していきます。 

本計画では、第２章で武蔵野市の高齢者福祉施策の実績と現状を整理し、第３章で計画の基本

的な考え方と平成 37（2025）年に向けて武蔵野市が目指す高齢者の姿、第４章でそれらを推進する

ための具体的な諸施策を整理しています。 

第３節  本計画の位置付け 

本計画は、平成 24年度から 33年度までの 10年間の市政運営の指針であり、市が目指すべき方

向性や取り組むべき政策を定めた「武蔵野市第五期長期計画」の下位計画に位置付けられるもので

す。第２章第１節の「５つの基本施策」は、「武蔵野市第五期長期計画」の「健康・福祉」分野の基本

施策と同じものとなっています。 

本計画は老人福祉法に基づく高齢者福祉計画と介護保険法に基づく介護保険事業計画を一体

のものとして策定しています。 
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第４節  本計画の期間 

計画期間は平成 27年度から 29年度までの３年間ですが、地域包括ケアシステムの推進のため、

2025年までの中長期的な武蔵野市の高齢者の生活をイメージして作成しています。 

 

 
                    

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

 

 

 

  

 

 

       

          

          

 ▲ 
見直し 

▲ 
一体的に改定 

 第五期長期計画 

第五期長期計画・調整計画 

健
康
福
祉
総
合
計
画 

第３期障害福祉計画 

 見直し 

地域福祉計画 

健康推進計画 

地域福祉計画 

 次期計画 

健康推進計画 

高齢者福祉計画 

第５期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第６期介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

第７期介護保険事業計画 

障害者計画 

第４期障害福祉計画 

障害者計画 障害者計画 

第５期障害福祉計画 
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第２章  武蔵野市の高齢者福祉施策の実績と現状 

第１節  ５つの基本施策 

前計画（平成 24年度～平成 26年度）では、５つの基本施策を設定して高齢者福祉施策を推進し

てきました。それらの進捗状況は以下のとおりです。なお、介護保険事業の実績値については、第５

章を参照してください。 

１． 支え合いの気持ちをつむぐ 

(１) 自発的・主体的な地域福祉活動に向けた啓発 

■ 施設介護サポーターは、制度開始から平成 25 年までに、５施設で累計 235 人のサポー

ターを養成しました。参加者にとっては社会参加や自分自身のやりがいにつながり、施

設では見守りやサポート体制ができ利用者のＱＯＬの向上につながっています。 

図表 1 施設介護サポーター養成研修 

 

  

年度 23 24 25

実施日数(日） 18 17 24

延受講数（人） 747 385 159

51 41 63

養成研修

サポーター登録数（人）
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(２) 市民が主体となる地域福祉活動の推進 

■ テンミリオンハウス事業については、運営団体の公募制度の導入、運営評価基準の見直

しにより、地域との連携、支え合いの場としての機能を充実しました。 

図表 2 テンミリオンハウスの概要 

 

 

 

  

名称 23 24 25

2,542 2,770 3,029

10.91 10.91 12.47

70 79 68

4,241 3,650 4,124

14.57 12.99 14.32

161 143 143

752 697 768

441 434 408

2.12 1.99 2.21

1.46 1.44 1.39

40 44 31

3,998 5,610 6,257

15.74 18.76 20.79

78 96 72

5,944 5,172 5,426

19.68 19.08 18.21

301 182 151

延利用者数 4,561 5,181 4,988

平均利用者数 18.17 20.64 19.95

登録者数 233 239 254

延利用者数 1,709 1,805 2,452

平均利用者数 6.81 7.19 9.81

登録者数 245 286 276

5,753 6,765 7,217

19.18 22.63 23.98

200 190 235

花時計

高齢者

乳幼児

くるみの木

延利用者数

平均利用者数

登録者数

そ～らの家

延利用者数

平均利用者数

登録者数

きんもくせい

延利用者数

平均利用者数

登録者数

関三倶楽部

延利用者数（デイ）

延利用者数（ショート)

平均利用者数(デイ)

平均利用者数(ショート)

登録者数

月見路

延利用者数

平均利用者数

登録者数

年度

川路さんち

延利用者数

平均利用者数

登録者数
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(３) 地域の人とのつながりづくり 

■ 平成 24 年度に孤立防止ネットワーク連絡会議を設置しました。関係機関による連携を

強化し、業務の中での見守り等、孤立状態の解消を目指しています。 

≪孤立防止ネットワーク連絡会議参加団体≫ 

東京都住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会

武蔵野中央支部、東京ガス株式会社西部支店、東京電力株式会社武蔵野支社、ヤマト運輸㈱

埼京支店、武蔵野市水道事業（水道部）、日本郵便株式会社武蔵野郵便局及び市内郵便局、多

摩新聞販売同業組合武蔵野支部、公益社団法人武蔵野市シルバー人材センター、警察署、消

防署、民生児童委員協議会、社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会、在宅介護支援センタ

ー、居宅介護支援事業者連絡会、食事宅配事業者、市関係各課 

■ テンミリオンハウス花時計では、乳幼児親子の登録も行い日常的な交流が図られていま

す。境南小学校のふれあいサロン及び中学校での高齢者パソコン教室も継続実施してい

ます。 

■ 安全対策課や消費生活センターとの定期的な情報交換を行い、平成 26 年度から「武蔵

野安心・安全ニュース」を発行し、防犯・消費者被害・福祉情報について啓発を行って

います。 

(４) 災害時要援護者対策の推進 

■ 災害時要援護者対策事業については、地域社協（福祉の会）を単位として、要援護者情

報の更新及び支援者の確保に努めました。それとともに、安否確認訓練や支援者説明会

を実施し、安否確認体制を推進しました。 

■ 平成 26 年１月に住民系情報システムを導入したことにより、リアルタイムで要援護者

の情報収集ができるようになりました。 

■ 災害対策基本法の改正により、新たな課題を抽出しています。 

■ 平成 25 年３月に福祉避難所の開設・運営マニュアルを作成しました。総合防災訓練で

福祉避難所の開設・運営訓練を実施し、マニュアルの検証を行いました。 

■ 災害時に備え備蓄品を各福祉避難所に分散備蓄しました。 
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２． 誰もが地域で安心して暮らしつづけられる仕組みづくりの推進 

(１) 在宅生活支援のネットワークづくりの推進 

■ 平成 24 年６月に保健・医療・福祉・教育等の多機関・多職種の実務に携わる関係者に

よる地域リハビリテーション推進協議会を設置しました。分野別会議として実務担当者

による在宅支援連絡会議を設置し、「緊急医療情報キット」、「一時入院支援者ガイド

ライン」を作成、試行しました。 

■ 在宅介護支援センターでは、地域の高齢者の実態把握と同時に地域住民とのネットワー

クづくりを行っています。地域包括支援センターでは、虐待等の困難事例について在宅

介護支援センターと連携し後方支援や処遇を行っています。 

■ 認知症相談事業、認知症高齢者見守り支援事業による介護負担軽減、家族介護用品支給

事業等による経済的支援等の体系的な家族介護支援を実施しています。家族会等の自主

的な活動に向けての支援を行いました。 

図表 3 認知症高齢者見守り支援事業 

年度 23 24 25 

登録者数（人） 40 26 43 

利用時間（時間） 2,856 2,821 2,346 

 

■ 移送サービス（レモンキャブ）事業は、計画的に車両の更新を行い、安全な運行に努め、

市民の互助による移動困難者の外出支援を推進しています。 

図表 4 レモンキャブ運行実績 

年度 23 24 25 

登録会員数（人） 852 886 845 

運行件数（件） 19,002 17,855 16,730 
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(２) 認知症高齢者施策の推進 

■ 相談事業では、月３回の専門相談員による面接相談を実施しています。 

■ 認知症の早期発見・早期診断の体制充実を図っています。情報共有のためのツールであ

る「もの忘れ相談シート」の活用を進めました。平成 25年度末現在 58の医療機関がも

の忘れ相談医として登録しています。 

■ 北多摩南部二次医療圏においては、杏林大学医学部付属病院が認知症疾患医療センター

として指定されました。武蔵野市・三鷹市地域で築いてきた連携体制をベースに、連携

方法を協議しています。 

■ 認知症サポーター養成講座の対象を拡大し、小中学生や金融機関等の民間事業者に実施

しました。ステップアップ講座を在宅介護支援センターと地域社協（福祉の会）の共催

により実施し、地域の認知症への対応力の向上を図りました。 

図表 5 認知症サポーター養成講座 

 

 

■ 認知症ケアの隙間を埋めるサービスである認知症高齢者見守り支援事業について、サー

ビス提供時に発生する、トイレ介助等の一時的な身体介護を認めることにより対象者の

幅を広げ、一層の家族介護者の負担軽減を図りました。  

  

年　度 23 24 25

実施回数（回） 26 70 55

受講人数（人） 722 2,006 1,410



 

9 

 

(３) 権利擁護事業・成年後見制度の利用促進と現状を踏まえた事業の見直し 

■ 成年後見市長申立て、福祉公社による成年後見人等受任件数は増えています。市民後見

人の育成については、近隣市と共同して養成する方向で検討しています。 

図表 6 成年後見市長申立て状況 

 

 

図表 7 福祉公社成年後見事業利用者数 

 

 

■ 平成 25年に、高齢者虐待防止連絡会議を高齢者及び障害者虐待防止連絡会議に改編し、

障害者福祉課と共管で年２回開催しています。 

■ 高齢者等緊急短期入所事業では老人施設に２床ベッドを確保しています。虐待事例等で

の緊急一時保護を行っていて、利用実績が増加しています。 

図表 8 高齢者等緊急短期入所事業 

 

 

■ 平成 24 年度に有識者による福祉資金貸付制度見直し検討委員会を設置し、福祉資金貸

付制度及び福祉公社の有償在宅福祉サービス事業のあり方を検討しました。福祉公社の

事業の見直し状況を考慮しながら、福祉資金貸付制度のあり方について検討しています。 

  

年　度 23 24 25
件 数（件） 8 7 10

年　度 23 24 25
新　規（人） 12 11 23
終　結（人） 3 5 8

年度末受任(人） 45 51 66

年　度 23 24 25

実利用人数（人） 29 39 44

延利用日数（日） 265 381 476
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３． 誰もがいつまでも健康な生活を送るための健康づくりの推進 

(１) 予防を重視した健康施策の推進 

■ 平成 24 年度からは介護予防事業を、介護保険事業である地域支援事業から一般会計事

業へ移行し、一次予防、二次予防の区分けなくすべての高齢者を対象とした予防事業を

実施しています。 

■ 予防事業の効果測定を行い、予防事業の整理体系化を行っています。 

■ 高齢者総合センターの社会活動センターでは趣味や健康づくりの講座を実施していま

す。参加者の自主的な活動を支援するために、高齢者総合センターの会議室の一般貸出

を行うなど環境整備を進めています。 

(２) 食育の推進 

■ 男性のための料理教室や生活習慣病予防料理講習会等を実施しています。また、在宅介

護支援センターと共催し、介護者のための料理講習会も行いました。 

４． 誰もが地域でいきいきと輝けるステージづくり 

(１) 高齢者・障害者の活動支援の促進 

■ 「お父さんお帰りなさいパーティ」や「お父さんお帰りなさいサロン」を活用し、定年

を迎え地域に帰ってきた方とボランティア・地域活動団体との交流の機会を作ったり、

講演会や座談会を通じての仲間づくりや地域福祉活動のきっかけづくりの活動を支援

しています。 

(２) 高齢者・障害者の雇用・就労支援 

■ シルバー人材センターに運営費補助を行うとともに、平成 25 年度から新たに「（ごみ

の）ふれあい訪問収集」を市から委託し、高齢者の就労を支援しました。 
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５． 住み慣れた地域での生活を継続するための基盤整備 

(１) サービスの質の向上 

■ 医療連携、医療知識、認知症・精神疾患、地域リハビリテーション、接遇等の研修を行

い、ケアマネジャーやホームヘルパー等専門職の質の向上を図りました。 

■ 平成 26年度に、市内で活動する人材の育成及び支援について検討する調整会議として、

健康福祉施策に関する人材育成支援調整会議を発足しました。平成 27 年度の介護保険

制度改正に伴い市の施策の方向性を指し示すために、制度改正研修会や地域包括ケアシ

ステム研修会等を事業者向けに実施しました。 

■ 福祉サービスの質の向上を図るため、福祉サービス事業者に第三者評価の審査の受審費

の助成を行い、受審を促進しました。 

図表 9 サービス評価推進事業実施状況 

 

 

■ 地域密着型サービスとして、24 時間 365 日対応の定期巡回・随時対応型訪問介護看護

を、サービスが創設された平成 24年４月に１事業所を整備しました。 

■ 介護保険を補完するサービスとして、日常生活支援事業で様々な在宅サービスを実施し

ています。 

■ 集団指導及び実地指導を実施することにより、介護サービスの適正化及び保険者機能の

強化を図っています。 

(２) サービス基盤の整備 

■ くぬぎ園は平成 26 年度で廃止をし、跡地の活用については、高齢者と障害者を一体的

にケアできる多機能・複合型施設の整備について、土地の所有者である東京都と協議を

進めます。 

■ 第５期事業計画期間に整備を予定していた、小規模多機能型居宅介護については、平成

24年度は小規模多機能型居宅介護単独で、平成 25年度は認知症グループホーム２ユニ

ット併設型で事業者を公募しました。しかし、事業用地の確保や事業の収益性の問題等

から応募事業者がなく、整備ができませんでした。 

 

 

年　度 23 24 25

件数（件） 8 8 9

金額（円） 2,211,588 1,939,000 2,575,000
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第２節  高齢者の実態 

５つの基本施策に基づく高齢者福祉施策の推進にあたり、武蔵野市の高齢者の実態を把握する

ため、４種類の調査を実施しました。以下では、調査結果の概要を記載します。 

１． 高齢者の実態 

～武蔵野市高齢者実態調査、武蔵野市要支援・要介護高齢者実態調査（平成 25 年度）より～ 

(１) 調査の概要について 

■ 対象者 

①市内在住の要介護認定を受けていない 65歳以上市民 1,500 人 

(以下「一般高齢者」という。) 

②市内在住の要介護認定を受けている 65歳以上市民 1,500 人 

(以下「認定高齢者」という。) 

■ 回収件数及び回収率 

①一般高齢者 1,141件(回収率 76.1％) 

②認定高齢者  942件(回収率 62.8％) 

■年齢及び家族構成 

      図表 10 年齢                 図表 11 家族構成 

 

  

25.2

26.5

20.8

14.9

7.4

5.3

3.4

5.9

15.1

24.7

46.2

4.7

0 20 40 60

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85歳以上

無回答

%

一般高齢者（ｎ=1,141）

認定高齢者（ｎ=942）

18.5

39.9

3.0

17.9

1.8

13.0

6.0

28.0

27.7

0.8

22.6

1.7

13.7

5.4

0 20 40 60

ひとり暮らし

夫婦２人暮らし

（配偶者が65歳以上）

夫婦２人暮らし

（配偶者が64歳以下）

息子・娘やその配偶者と

の２世代世帯

親との２世代世帯

その他

無回答

%

一般高齢者（ｎ=1,141）

認定高齢者（ｎ=942）
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(２) これからの住まいについて 

■ 現在の住まいの居住意向は、一般高齢者・認定高齢者ともに「住み続けたい」が 70％

を超えています。  

図表 12 現在の住まいの居住意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 自分がどのような状態になったら施設入所を希望するかについて 

■ 一般高齢者では「認知症で徘徊をしたり火の始末ができなくなるなど、周囲に迷惑をか

ける状態になった場合」が最も多くなっています。 

■ 認定高齢者では「必要とする介護量が増え、家族の肉体的・精神的負担が大きくなった

場合」が最も多く、順位の差は異なりますが、それぞれ上位３つは同じ項目となってい

ます。 

 

図表 13 自分がどのような状態になったら施設入所を希望するか 

 

 

  

48.5

46.0

51.4

33.2

31.3

27.6

44.9

47.7

41.3

28.0

29.3

20.4

0 20 40 60

ひとり暮らしで生活全般に介護が必要となった場合

必要とする介護量が増え、家族の肉体的・精神的負担

が大きくなった場合

認知症で徘徊をしたり火の始末ができなくなるなど、

周囲に迷惑をかける状態になった場合

必要とする介護量が増え、経済的な負担が大きく

なった場合

たん吸引などの医療行為の頻度が増え、家族の

介護技術だけでは対応できなくなった場合

まだ分からない

%

一般高齢者（ｎ=1,141） 認定高齢者（ｎ=942）

75.8

8.1

16.1

79.4

4.8

15.8

0 20 40 60 80 100

住み続けたい

住み替えたい

無回答

%

一般高齢者（ｎ=1,141）

認定高齢者（ｎ=942）



 

14 

 

(４) 入院から在宅生活に戻る際の不安について 

■ 「ある・あった」の割合は一般高齢者で 26.1％、認定高齢者では 39.8％となっていま

す。 

■ 在宅生活に戻る際に不安に感じることは、一般高齢者と認定高齢者ともに「容態が急変

した際の対応」が最も多い結果となっています。 

 

図表 14 入院から在宅生活に戻る際の不安の有無  図表 15 入院から在宅生活に戻る際に不安を感じること 

（複数回答・いずれかで 20％を超える回答を抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 一般高齢者の健康主観とボランティア活動や地域活動への参加意向について 

■ 約８割が「健康」であると回答している中、ボランティア活動や地域活動への参加意向

では、約２割が「参加してみたいが、体力や健康上難しい」と回答しています。 

図表 16 一般高齢者の健康主観について  図表 17 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動や地域活動への参加意向について 

 

とても健康

8.2%

まあまあ健康

71.1%

あまり健康で

ない

13.7%

健康でない

2.9%

無回答

4.2%

（ｎ=1,141）

参加してみたい

19.6%

参加してみたい

が、体力や健康

上難しい

18.7%

参加してみよう

と思わない

19.1%

わからない

30.6%

無回答

12.0%

（ｎ=1,141）

26.1

42.7

31.2

39.8

39.2

21.0

0 20 40 60

不安がある・あった

不安はない

無回答

%

一般高齢者（ｎ=1,141）

認定高齢者（ｎ=942）

66.8

30.9

41.6

27.9

25.8

25.8

16.1

58.7

19.2

33.3

12.8

17.1

20.0

25.3

0 20 40 60 80

容態が急変した際の対応

在宅医療の有無や

訪問頻度

再度入院が必要に

なったときの対応

利用可能な介護サービス

に関する情報がない

家族による介護技術

に不安

介護をしてくれる家族が

いない

住宅に段差や階段が

あり、移動が困難

%

一般高齢者（ｎ=298）

認定高齢者（ｎ=375）
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(６) 今後住み慣れた地域で暮らし続けるために充実してほしい施策や支援について 

■ 「認知症になった時の、見守りや生活の支援等」がもっとも多く、次いで「病気・

けが等で入院した後でも、安心して在宅に復帰できるよう、医療と福祉の連携」、

「夜間や休日でも病院のようにコールボタンを押すとステーションに繋がって相談

や必要であればヘルパーが駆けつけるサービス」のニーズが高くなっています。 

図表 18 今後住み慣れた地域で暮らし続けるために充実して欲しい施策や支援 

 
 

(７) 介護保険サービスの利用者負担が２割になった場合の対応について 

■ サービスを「減らす・やめる」の回答が 28.6％となっています。 

一方で「今までと変わらず利用する」が 37.6％と最も多くなっています。 

図表 19 介護保険サービスの利用者負担が２割になった場合の対応 
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% 

n=942 n=1,141 

ヘルパーが駆けつけるサービス 

） 認定高齢者（ 一般高齢者（ 

今までと変

わらず利用

する

37.6%

利用する回

数を減らす

23.8%複数利用しているサービス

種類を減らす

2.7%

介護保険サービスの

利用をやめる

2.1%

その他

1.6%

わからない

17.2%

無回答

15.1%

認定高齢者（ｎ=942）

） 
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(８) サービス水準と保険料について 

■ 介護サービス水準と保険料の関係は、「サービス内容を見直して、過度な保険料負

担にならないようにするべき」がともに 50％を超え最も多くなっています。一方で、

「サービス水準は高いほうが良いので、保険料は高くてもやむをえない」は一般高

齢者 13.1％、認定高齢者 17.4％の回答があります。 

図表 20 サービス水準と保険料について 

 

 

 

 

 

 

 

 

(９) 今後利用したい、または利用回数を増やしたい介護保険サービスについて 

■ 「訪問介護」が最も多く、次いで、「福祉用具貸与」、「通所介護」となっていま

す。また、「訪問入浴介護」、「訪問看護」、「訪問リハビリテーション」、「通

所リハビリテーション」、「短期入所」、「介護老人福祉施設」でそれぞれ 10%以上

の回答があります。 

図表 21 今後利用したい、または利用回数を増やしたい介護保険サービスについて 

認定高齢者（n=942） 

 

25.9

13.5

10.8

12.7

3.2

16.1

14.3

15.4

19.7

8.8

8.3

8.2

6.8

6.3

2.5

3.7

6.4

15.6

7.5

9.0

4.5

24.0

0 10 20 30 40
訪問介護（ホームヘルプ）

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護（デイサービス）

通所リハビリテーション（デイケア）

短期入所（ショートステイ）

福祉用具貸与（レンタル）

福祉用具購入

住宅改修

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

その他

無回答

%

（ｎ=942）

13.1

2.8

69.4

4.6

10.1

17.4

5.9

58.7

3.2

14.8

0 20 40 60 80

サービス水準は高いほうが良いので、保険料は

高くてもやむをえない

サービス水準は下がっても、保険料は安いほうが

良い

サービス内容を見直して、過度な保険料負担に

ならないようにするべき

その他

無回答

%

一般高齢者（ｎ=1,141） 認定高齢者（ｎ=942）
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21.0（138）

19.1（126）

23.3（153）

15.7（103）

7.4（49）

3.8（25）

9.7（64）

0% 5% 10% 15% 20% 25%

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３～５

非該当

わからない・無回答
回答者数＝658人

要支援１～

要介護２

＝79.1％

２． 独居高齢者の実態 

～平成 25 年度武蔵野市独居高齢者実態調査より～ 

(１) 調査の基礎データ 

① 回答者の基本属性 

■ 対 象 者  事前アンケートで一人暮らしかつ訪問調査に協力すると回答した 

       65 歳以上の単身世帯の高齢者 

■ 有効回答人数  2,434 人     

■ 平 均 年 齢  78.5 歳 

■ 性 別  男性：26.5％（645 人） 女性：73.5％（1,789 人） 

■ 子どもの有無  いる：56.7％(1,381 人) いない：42.1％（1,024 人） 

■ 緊急連絡先  決めている：94.0％(2,289 人) 決めていない：6.0％（145 人） 

 

② 要介護認定の有無と要介護認定を受けたことがある人の要介護度 

■ 要介護認定を「受けたことがない」人は約７割を占め、要介護認定を「受けたこ

とがある」約３割の人のうち、79.1％は比較的介護度の軽い要支援１～要介護２

となっています。 

 

      図表 22 要介護認定の有無       図表 23 要介護度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受けたことが

ある

27.0

（658）

受けたことが

ない
69.3

（1,686）

覚えていない

1.0

（25）

無回答

2.7（65）

回答者数

＝2,434人
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33.1（806）

25.3（615）

22.3（543）

16.9（411）

1.1（27）

0.7（16）

0.7（16）

0% 10% 20% 30% 40%

持ち家（一戸建て）

都営・市営・ＵＲ・シルバー

ピアなどの公的住宅

持ち家

（マンションなどの集合住宅）

民間賃貸住宅（マンション、

アパートなどの集合住宅）

民間賃貸住宅（一戸建て）

その他

無回答
回答者数＝2,434人

③ 住宅の状況 

■ 住宅の状況は、「持ち家（一戸建て）」の割合が 33.1％ともっとも高くなっていま

す。持ち家（「一戸建て」＋「マンションなどの集合住宅」）の割合は、過半数を

上回る 55.4％となっています。 

 

図表 24 住宅の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 日常の交流相手 

a）日常の交流相手の有無とその交流相手 

■ 日常の交流相手の有無は、「いる」人は 88.7％、「特にいない」人は約 1 割となっ

ています。 

■ 日常の交流相手については、友人や親族等が中心であるものの、親族等より友人

等の方が 16.6 ポイント高い結果となりました。一方で、交流相手が「特にいない」

という回答も 10.4％となっています。 

 

   図表 25 日常の交流相手の有無     図表 26 交流相手(複数回答) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いる

88.7
（2,159）

特に

いない

10.4

（252）

無回答

0.9（23）

回答者数

＝2,434人

69.8（1,699）

53.2（1,296）

10.3（250）

10.4（252）

0.9（23）

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人

子ども・親族

近所の人

その他

特にいない

無回答
回答者数＝2,434人

選択肢なし

69.8（1,699）

53.2（1,296）

10.3（250）

10.4（252）

0.9（23）

0% 20% 40% 60% 80%

友人・知人

子ども・親族

近所の人

その他

特にいない

無回答
回答者数＝2,434人

選択肢なし
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b）日常の交流相手について「特にいない」と回答した人の不安・悩み・心配事 

（複数回答） 

■ 日常の交流相手が「特にいない」と回答した 252 人について、不安・悩み・心配

事に「日常の交流相手、相談相手がいない」と回答した人は 11.1％と１割程度で

あり、交流相手がいないことを困りごととして捉えている人の割合は低いことが

示唆されます。 

 

図表 27 日常の交流相手がいない人の不安・悩み・心配事（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c）近所付き合いの有無 

■ 近所付き合いの「ある」人は 57.8％、「ない」人は 36.1％となっています。 

 

図表 28 近所付き合いの有無 

 

 

  

ある

57.8
（1,406）

ない

36.1
（879）

無回答

6.1（149）

回答者数

＝2,434人

53.2

（134）

27.8（70）

20.6（52）

18.7（47）

12.3（31）

★11.1（28）

8.3（21）

5.6（14）

4.0（10）

3.2（8）

2.4（6）

8.3（21）

20.2（51）

2.4（6）

0% 20% 40% 60%

健康

緊急時の対応

（病気、地震などの災害時）

経済状況（年金等の収入、

介護・医療費などの支出等）

認知症

日常の家事

（買い物・料理・掃除等）

日常の交流相手、

相談相手がいない

住まいの維持・設備

財産やお金の管理、相続

子ども・親族との関係

友人・知人・隣人との関係

家族の健康・介護

その他

特になし

無回答
回答者数＝252人

『不安が

ある』

＝77.4％
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48.4(1,177）

28.9（704）

19.0（462）

14.4（351）

9.6（233）

4.0（97）

31.3（762）

12.4（303）

1.2（29）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

デパート・スーパー等

文化・市民施設

（図書館、コミュニティセンター等）

友人・知人宅

体育館・スポーツクラブ

デイサービスセンター

（介護保険施設）

テンミリオンハウス

高齢者総合センター

その他

特に利用する場所はない

（ほとんど外出しない）

無回答 回答者数＝2,434人

選択肢なし

⑤ 普段よく過ごす場所（複数回答） 

■ 普段よく過ごす場所は、「デパート・スーパー等」が 48.4％でもっとも高く、次い

で「文化・市民施設（図書館、コミュニティセンター等）」28.9％、「友人・知人

宅」19.0％、「体育館・スポーツクラブ」14.4％などとなっています。 

 

図表 29 普段よく過ごす場所（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 住まい 

① 介護が必要となった時の住まい 

■ 介護が必要となったときの住まいについて希望をきいたところ、「現在の自宅」が

54.3％ともっとも割合が高くなっています。 

 

図表 30 介護が必要となった時の住まい 

 

 

 

  

54.3（1,322）

15.0（364）

5.6（136）

2.2（54）

17.4（424）

3.0（73）

2.5（61）

0% 20% 40% 60%

現在の自宅

老人ホーム等の施設

高齢者用住宅

家族の家

特に考えていない

その他

無回答
回答者数＝2,434人

48.4(1,177）

28.9（704）

19.0（462）

14.4（351）

9.6（233）

4.0（97）

31.3（762）

12.4（303）

1.2（29）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

デパート・スーパー等

文化・市民施設

（図書館、コミュニティセンター等）

友人・知人宅

体育館・スポーツクラブ

デイサービスセンター

（介護保険施設）

テンミリオンハウス

高齢者総合センター

その他

特に利用する場所はない

（ほとんど外出しない）

無回答 回答者数＝2,434人

選択肢なし
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23.3（498）

11.2（240）

5.3（114）

7.3（155）

48.8（1,043）

11.7（250）

0% 10% 20% 30% 40% 50%

一人暮らしが不安

住まいの維持、設備

家賃（更新料）が高い

その他

特に困りごとはない

無回答
回答者数＝2,136人

『困りごと

がある』

＝39.5％

② 今の住まいへの居住意向と住み続けるための困りごと 

■ 今の住まいへの居住意向については、９割近くが「今の住まいに住み続けたい」

と回答し、住み替えを希望していませんでした。また、今の住まいに住み続けた

い人の住み続けるための困りごとについては、「一人暮らしが不安」が 23.3％とな

っています。 

図表 31 今の住まいへの居住意向   図表 32 住み続けるための困りごと（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 不安、悩み、心配事とその相談相手（複数回答） 

■ 不安・悩み・心配事は「健康」51.6％、「緊急時の対応（病気・地震などの災害時）」

33.0％の順になっています。次いで、回答者の自立度が高いためか、「特になし」

が 26.6％となっています。 

■ 不安・悩み・心配事の相談相手は、「子ども・親族」58.9％、「友人・知人」32.8％

となっています。また、「相談する相手がいない」割合は 3.4％と低く、独居ではあ

りますが周囲に相談相手がいることが示唆されます。 

図表 33 不安、悩み、心配事       図表 34 相談相手 

 

51.6

（1,257）

33.0（803）

21.7（528）

13.9（339）

9.9（242）

9.9（240）

3.7（91）

3.6（88）

3.6（87）

2.5（60）

2.3（57）

3.7（91）

26.6（647）

2.3（55）

0% 20% 40% 60%

健康

緊急時の対応

（病気、地震などの災害時）

認知症

経済状況（年金等の収入、

介護・医療費などの支出等）

日常の家事

（買い物・料理・掃除等）

住まいの維持・設備

財産やお金の管理、相続

子ども・親族との関係

日常の交流相手、

相談相手がいない

家族の健康・介護

友人・知人・隣人との関係

その他

特になし

無回答
回答者数＝2,434人

『不安が

ある』
＝71.1％

58.9（1,433）

32.8（799）

16.1（393）

15.5（377）

10.6（259）

9.1（221）

4.8（118）

2.8（68）

10.8（263）

3.4（82）

4.4（107）

0% 20% 40% 60%

子ども・親族

友人・知人

民生委員

医師や看護師

市役所や在宅介護支援

センター等の職員

ケアマネジャー

ホームヘルパーや

デイサービスの職員等

その他

相談する必要がない

相談する相手がいない

無回答 回答者数＝2,434人

住み替え

たい

10.5%

(255)

今の住まいに

住み続けたい

87.8%

（2,136）

無回答

1.8%（43）

回答者数

＝2,434人
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(４) 市の高齢者施策として充実してほしいもの（複数回答） 

■ 市の高齢者施策として充実してほしいものは「特にない」34.8％、「特別養護老人ホー

ムなどの入所施設」33.6％の順に割合が高くなっています。 

■ 住宅の状況別にみると※、住宅の状況に関わらず「特別養護老人ホームなどの入所施設」

を希望している人は３割を超え、一定の要望があることが示唆されます。 
※クロス集計結果は、報告書参照。 

 

図表 35 市の高齢者施策として充実してほしいもの（複数回答） 

  

33.6（818）

26.1（636）

17.1（416）

16.2（395）

13.0（317）

10.3（251）

8.5（208）

6.7（163）

4.6（113）

34.8（847）

5.7（139）

0% 10% 20% 30% 40%

特別養護老人ホームなどの入所施設

家事援助・生活支援サービス（買い物、

掃除、ゴミ出し、力仕事、配食など）

24時間対応可能な

ヘルパー等のサービス

福祉サービス等の

情報提供や相談窓口

介護保険料や福祉サービス

利用料に対する補助

外出時の移送サービス

（例：レモンキャブ）

身近な場所での集まり・交流できる

サービス（例：テンミリオンハウス）

生きがいや仲間つくりの支援

その他

特にない

無回答
回答者数＝2,434人
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３． ケアマネジャーの業務の実態 

～武蔵野市ケアマネジャーアンケート調査（平成 25 年度）より～ 

(１) 調査の概要について 

■ 対象者 

武蔵野市介護保険被保険者の利用実績が一定件数以上ある市内外のケアマネジャー

206 人（市内 39、市外 58 の事業所） 

■ 回収件数及び回収率 

150 件(回収率 72.8％) 

(２) 在宅での生活が困難なケース 

■ 武蔵野市民を担当しているなかで、施設入所が好ましいと思われるケースが「ある」

と回答したのは 48.1%でおよそ半数の割合となっています。実際のケースの件数につ

いては「１件」が 58.1%で最も多くなっていますが、『２件以上』が 40.3%におよび、

回答者１人あたりの平均件数は 1.7 件となっています。 

■ 回答にあった件数の合計は 111 件となっています。また、要支援・要介護高齢者実

態調査（P.15（9）「今後利用したい、または利用回数を増やしたい介護保険サービ

スについて」参照）において介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）を利用した

い意向割合は 942 サンプル中 15.6%、つまり 147 件あり、やや要介護認定調査での数

が多くなっています。  

図表 36 在宅での生活が困難なケースの有無 

 

  

ある

48.1%
ない

48.1%

無回答

3.8%

（ｎ=131）
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図表 37 在宅での生活が困難なケースの件数 

 

ｎ数（無回答除く） 件数最大値 件数最小値 件数合計 
１人あたり 
平均件数 

65 5 1 111  1.7 

(３) 特別養護老人ホームの増床 

■ 施設サービスを充実させると介護保険料は上昇することを断った上で、武蔵野市内

に特別養護老人ホームの増床（新設含む）の要否を尋ねたところ、「必要である」

と回答したのは 56.0％で、「必要はない」が 14.0％となっています。 

図表 38 特別養護老人ホームの増床の必要性 

 

  

58.1

21.0

11.3

3.2

4.8

0.0

1.6

0 10 20 30 40 50 60 70

1件

2件

3件

4件

5件

6件以上

無回答

%
（ｎ=62）
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(４) 医療機関からの情報提供 

■ ケアプランを作成する際、医療機関から情報提供を受けているのは、「疾病名や治

癒の見込みなど利用者の疾病に関すること」（75.3％）、「在宅生活で必要な医療」

（66.7％）の割合が高くなっています。 

■ カンファレンスへの参加を要請された時期について、「退所時」が 60.4%で最も多く、

「入所時」と「入所中」はともに 18.9%となっています。 

■ 退所時のカンファレンスに参加した件数は、回答のあった合計では 35 件、１人あた

り平均で 1.4 件となっています。 

図表 39 医療機関からの情報提供 

 

図表 40 カンファレンスへの参加を要請された時期 

 

○入所時 

ｎ数（無回答除く） 件数最大値 件数最小値 件数合計 
１人あたり 
平均件数 

9 2 1 11 1.2 

○入所中 

ｎ数（無回答除く） 件数最大値 件数最小値 件数合計 
１人あたり 
平均件数 

10 2 1 11 1.1 

○退所時 

ｎ数（無回答除く） 件数最大値 件数最小値 件数合計 
１人あたり 
平均件数 

25 6 1 35 1.4 

75.3

66.7

5.3

12.0

5.3

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

疾病名や治癒の見込みなど利用者の疾病に

関すること

在宅生活で必要な医療

情報提供は受けていない

その他

無回答

%
（ｎ=150）

18.9

18.9

60.4

17.0

0 10 20 30 40 50 60 70

入所時

入所中

退所時

無回答

%
（ｎ=53）
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(５) 自己負担額割合の見直し 

介護保険の自己負担額割合を見直し、一定以上の所得のある方の利用者負担を２割負担に

する制度改正については、「制度を維持するためには、所得のある人の負担を大きくすることもや

むをえない」が 62.0％と突出して多くなっています。しかし、負担増もやむをえないとしながらも、

「基準となる所得額の引き上げ」や「不公平をなくす対応策を」といった慎重で柔軟な対応を求め

る意見が挙げられています。 

 

図表 41 自己負担額割合の見直しについての考え 
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第３章  計画の基本的な考え方 

第３章では、武蔵野市の現状と 2025 年の目指す姿を示します。 

第１節  武蔵野市の現状と 2025 年の姿 

担い手不足の中で増える要介護者への対応 

武蔵野市も、全国の市町村と同様、今後 10年間で団塊の世代が後期高齢者（75歳以上）に達

し、要介護者の増加が見込まれています。武蔵野市は現段階においても、高齢者に占める後期

高齢者の比率が 51.4％で、東京都平均の 47.5％より 3.9ポイント高くなっています。このため 2025

年には、さらに要介護リスクの高い後期高齢者が増加することになります。 

他方、若年層である生産年齢人口は、大幅に減少することはありませんが、要介護者の増加ほ

どは増えないことから、担い手不足が発生することも予想されており、少ない人材で効果的な仕組

みを構築するため、介護の専門職だけでなく、地域住民や、他分野の人材・サービスの参加も得

て、まさに“まちぐるみ”の“支え合い”の仕組みをつくることが課題となります。 

 

図表 42 高齢者人口の年齢区分別（３階級）比率と第１号被保険者認定出現率等比較 

 

    （注）人口：平成 26 年 1 月 1 日、被保険者数・認定者数：平成 25 年 12 月末 
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ひとり暮らし高齢者が多い武蔵野市 

武蔵野市は、全国的にみて、ひとり暮らし高齢者の割合が高いことが特徴の 1 つです。単身で

生活している高齢者は、心身の状態に問題が発生した際、家族の支援を得ることが困難であり、

社会的サービスの整備の充実は不可欠です。 平成 37（2025）年には、高齢者の半数以上が単

身生活または高齢者のみ世帯となることが予想されており、ひとり暮らしの高齢者に対応したサー

ビス整備と地域のマネジメントシステムを構築することは、高齢者ケアの基本となります。 

 

図表 43 高齢者単独世帯数等の現状（全国・東京都・武蔵野市） 

 

図表 44 高齢者単独世帯数等の将来見通し 

 

図表 45 将来人口の推計 

 

 

  

区域 総数
単独世帯

人口 （世帯） （世帯） (％) （世帯） (％) （世帯） (％)

全国 128,057,352 51,950,504 16,784,507 32.3% 4,790,768 9.2% 5,250,952 10.1%

東京都 13,159,388 6,393,768 2,922,488 45.7% 622,326 9.7% 485,749 7.6%

区部 8,945,695 4,540,746 2,223,510 49.0% 459,968 10.1% 309,839 6.8%

市部 4,127,128 1,818,388 688,220 37.8% 158,360 8.7% 171,668 9.4%

武蔵野市 138,734 71,228 35,631 50.0% 6,895 9.7% 5,381 7.6%

「平成22年度国勢調査」

うち
65歳以上の高齢単身者
世帯

高齢夫婦世帯（夫65歳以
上妻60歳以上の夫婦
1組のみの一般世帯）

総数 単独世帯

人口 （世帯） （世帯） (％) （世帯） (％) （世帯） (％)

平成27年
2015年

141,230 72,795 35,771 49.1% 8,354 11.5% 6,181 8.5%

平成32年
2020年

143,519 74,597 36,357 48.7% 9,279 12.4% 6,591 8.8%

平成37年
2025年

144,979 75,908 37,041 48.8% 9,989 13.2% 6,861 9.0%

*外国人含む 「武蔵野市の将来人口推計（平成26年9月）」

うち
65歳以上の高齢単身者
世帯

世帯主が65歳以上の夫婦
のみ世帯

区分
2014年

（H26年）
2015年

（H27年）
2020年

（H32年）
2025年

（H37年）

人口 138,250 138,939 141,158 142,546

65歳以上人口 29,676 30,617 32,616 34,283

高齢化率 21.5% 22.0% 23.1% 24.1%

＊外国人は除く 「武蔵野市の将来人口推計（平成26年9月）」
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効果的・効率的な事業運営が不可欠 

武蔵野市における介護保険料は、第５期介護保険事業計画期間（平成 24年度～平成 26年度）

において 1 カ月あたり 5,160 円を基準額としており、都内では最も高い水準にあります。保険料水

準は、地域ごとのサービス整備の充実度、および全体としてのサービス利用量を反映しており、こ

れまで武蔵野市においてサービス整備が積極的に行われ、市民に利用されてきたことを示してい

ます。 

しかしながら、今後の要介護高齢者の増加に対応していくためには、さらなる費用を要すること

から、今後は、サービスの量的整備を進めながらも、より効率的な事業の運営とサービスの効果的

な利用（ケアマネジメント）を目指し、保険料の有効な活用を目指すことが必要になります。 

 

図表 46 介護保険料基準月額の推移・比較（全国・東京都・武蔵野市）】 
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在宅介護基盤の強化が最優先課題 

武蔵野市の在宅介護サービス利用のパターンを見ると、東京都全体と比べ、通所介護の利用

が少なく、訪問介護サービスの利用が高いという傾向が見られます。単身世帯率が高く、レスパイ

ト機能を持つ通所介護よりも、訪問系のサービスの利用ニーズが高いことがわかります。 

しかしながら、在宅介護を希望する高齢者でも、要介護度の悪化とともに、在宅をあきらめ、施

設入所を選択する高齢者が多いことも事実であり、今後は、在宅生活を支えるサービスのさらなる

整備と、適切なケアマネジメントの提供が、最優先の課題といえます。 

 

図表 47 第１号被保険者１人当たり在宅サービス・施設サービス給付指数 

（平成 26 年３月） 
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通所系

その他居宅サービス

宿泊・居住系

特別養護老人ホーム

老人保健施設

療養病床

特定入所者介護サービス

第１号被保険者１人当たり在宅サービス・施設サービス給付指数（平成26年03月）

全国 東京都 武蔵野市

訪問系： 訪問系居宅サービス、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所系： 通所系居宅サービス、地域密着型通所介護、小規模多機能居宅介護、複合型サービス

その他居宅サービス： 福祉用具・住宅改修サービス、介護予防・居宅介護支援

宿泊・居住系： 短期入所、特定施設入居者介護、グループホーム、地域密着特定施設

特別養護老人ホーム： 特養、地域密着特養

武蔵野市
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市内の施設整備が課題 

サービスの提供・利用状況については、特別養護老人ホームや特定施設（有料老人ホーム等）

の利用が多いことが一つの特徴となっています。家族の介護力を期待することが難しい単身世帯

が多いことも、施設系サービスの利用が多いことの一因であると考えられます。しかしながら、特別

養護老人ホームについては、市外の施設に入所している武蔵野市の被保険者が多く、住み慣れ

た地域での生活の継続という点からは、必ずしも望ましい状態とはなっていません。特に、都心部

の地価の高さから、周辺自治体も含め、施設の増設は容易ではなく、現在、利用している周辺の

施設への入所が困難になることも想定されます。今後は、武蔵野市の被保険者が入所可能な市

内の施設を整備することも課題です。 

 

図表 48 第１号被保険者１人当たりの給付月額の比較（全国・東京都・武蔵野市） 
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第２節  2025 年に向けて武蔵野市が目指す高齢者の姿 

「まちぐるみの支え合いの仕組みづくり（武蔵野市の地域包括ケアシステム）」は、自助・共助・公

助のバランスある最適な組み合わせが求められます。自らの健康は自ら維持するという「自助」を

基本としながら、加齢に伴う疾病・介護をはじめとする生活上のリスクに対しては、支え合いの精神

に基づき、共同してリスクに備える仕組みである「共助」が自助を支え、自助や共助では対応でき

ない課題や状況については「公助」が補完する仕組みを効果的かつ効率的につくりあげていくこと

が必要です。 

武蔵野市では、今後、さらに増加するひとり暮らし高齢者を念頭に、認知症高齢者および中・重

度要介護者でも住み慣れた地域で生活を継続できる高齢者が、今以上に増えることを目指してい

きます。 

そのため、高齢者にとっては、社会参加こそが最も効果的な介護予防や健康寿命の延伸につ

ながるという考え方に基づき、支えられる側と支える側という関係性を越えて、高齢者も支え手とな

って地域を支えていくような地域づくりを目指します。 

それらを実効性のあるものとして推進するためには、行政職員や地域の専門職だけでなく、市

民を含めたすべての関係者が、地域における高齢者の地域生活のイメージを共有し、同一の目

標のもと、目標の達成のために同じ方向を向いて取り組むことが必要になります。 

また、高齢者の地域生活における具体的な姿を関係者の中で共有するため、各種研修会や地

域の説明会等を通じて、関係者及び専門職に対して啓発を進めていきます。 

 

図表 49 2025 年に向けて武蔵野市が目指す高齢者の姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． いつまでもいきいきと健康に住み慣れた地域で生活を継続できる 

住み慣れた地域で生活を継続する高齢者の姿として、まず、地域社会において、いつまでもい

きいきと健康に日常生活を送ることができる高齢者が、これまで以上に増加することを目指してい

きます。平成 18 年度より、介護保険制度において介護予防が積極的に取り入れられ、武蔵野市

でも様々な介護予防施策を展開してきましたが、今後は、さらにこれを発展させ、また、高齢者一

いつまでもいきいきと健康に 

ひとり暮らしでも 

認知症になっても 

中・重度の要介護状態になっても 

 

 

武蔵野市では 

 

住み慣れた地域で 
生活を継続できる 
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人ひとりの「セルフケア」に対する意識を高めることによって、サービスを利用しない人も含め、自ら

の健康を維持するための意識付けを強化していくことが重要になります。 

病気や怪我だけでなく、日々の食生活や体調の管理、日常的な運動など、介護予防として提

供されているサービス以外にも、自らの健康を守る方法の幅を広げ、いつまでも健康な状態で住

み慣れた地域で生活できることを実現していきます。 

また、いきいきと健康な生活を実現するため、高齢者の多様な社会参加へのニーズにきめ細か

く対応するため、行政による画一的なプログラムではなく、住民自身の発想と意欲を行政が支える

形で多様な社会参加の場を整備していきます。 

２． ひとり暮らしでも住み慣れた地域で生活を継続できる 

平成 37（2025）年までには、日本の高齢者の３人に 1 人が単身世帯となることが予想されており、

ひとり暮らし高齢者はさらに増加することが見込まれます。武蔵野市においては、従来、ひとり暮ら

し高齢者が占める割合は高く、 平成 37（2025）年までにその割合は、さらに増加することが予想さ

れています。 

ひとり暮らし高齢者の生活においては、軽度者であっても生活支援や緊急時の対応の充実が

必要になる場合が多くなります。身体介護に限定されず、日常生活を支えるための生活支援（洗

濯・掃除・買い物・調理等）が必要です。 

また、ひとり暮らし高齢者は、実質的には単身世帯に限定されません。高齢者のみ世帯であっ

ても、配偶者の心身の状態によって、ひとり暮らしと同じような状況に置かれる高齢者も少なくあり

ません。同居世帯についても、介護者が日中仕事等で外出している時間が長く、ひとり暮らしと同

じような状態になっている高齢者も多く、単身世帯同様、日常生活を維持するための支援が必要

です。 

とりわけ、社会全体で人口と労働力が減少し、女性の社会進出が期待される今後の社会では、

高齢者の日中独居の問題は大きな課題です。武蔵野市では、ひとり暮らしを単身世帯に限定せ

ず、今後の地域生活全体の問題として取り組んでいきます。 

３． 認知症になっても住み慣れた地域で生活を継続できる 

高齢化の進展に伴い、認知症の高齢者の増加への対応も、大きな課題です。とりわけ高齢者

の単身世帯率が比較的高い武蔵野市では、軽度の認知症で単身生活を送る高齢者も、今後、増

加することが予想されます。 

また、認知症の周辺症状が出ている場合は、家族の介護負担が大きくなりますが、既存の介護

保険サービスだけでは、認知症ケアに必要な見守りを行うことが困難であり、介護保険サービス以

外での支援体制を整えることも重要な課題となっています。 

さらに、認知症高齢者の在宅生活の継続を進めるためには、認知症の早期発見と早期対応が

重要になります。認知症の早期発見は、限られた人数の専門職だけでは困難なことから、近隣住
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民も含めた地域全体の意識の向上と、発見した際の専門職ネットワークの強化がこれまで以上に

重要になります。 

４． 中・重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で生活を継続できる 

中・重度の要介護者の多くは、特別養護老人ホーム等の介護保険施設や特定施設等に入所

することが多く、在宅で生活を継続する中・重度者の割合は依然として低い水準にあります。しか

しながら、要介護状態になったときに在宅生活の継続を希望する市民は多く、今後は、在宅を希

望する中・重度者の要介護高齢者及びその家族を支援するための在宅介護システムの強化を進

めます。 

また今後は、 軽度の要介護者が中・重度にならないよう重度化予防を強化することも、担い手

が減少する中にあっては優先的な課題となります。さらに、現在すでに中・重度の要介護者につ

いても、可能な限り現状を維持改善するための取り組みを推進し、中・重度の要介護者の在宅希

望を実現します。 
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第４章  高齢者福祉計画・第６期介護保険事業 
    計画の施策体系 

武蔵野市は、第３章で示した平成 37（2025）年における高齢者の姿を実現するため、平成 27年

度から平成 29年度の３年間にかけて、まちぐるみの支え合いの仕組みづくりとして、地域包括

ケアシステムをさらに推進していきます。 

第４章では、2025 年における高齢者の姿を実現するための具体的な諸施策を整理していきま

す。施策体系は、基本目標としていきいきと暮らしつづけられるために、市民の支え合いをはぐく

むために、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられるために、武蔵野市ならではの住まいを

支えるために、介護や看護に従事する人たちが誇りとやりがいを持って働きつづけられるために、

に整理されます。また、これらの施策体系は、市の長期計画とも整合するものとして推進されます。 
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図表 50 武蔵野市の高齢者福祉計画・第６期介護保険事業における施策体系 

 

 

 

武蔵野市ならではの住まいを
支えるために

介護や看護に従事する人たちが
誇りとやりがいを持って
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施設サービスの充実

サービスの質の向上・量の確保

基本目標第五期長期計画 基本施策

住み慣れた地域での生活を
継続するための基盤整備

誰もがいつまでも健康な生活を
送るための健康づくりの推進

誰もが地域でいきいきと
輝けるステージづくり

支え合いの気持ちをつむぐ

いきいきと
暮らしつづけられるために

いつまでも健康でありつづけるため
のセルフケアの推進

介護保険サービスを補完する
生活支援サービスの充実

市民の支え合いを
はぐくむために

市民が主体となる地域活動の推進

ひとり暮らしでも安心して
暮らしつづけられる

認知症になっても安心して
暮らしつづけられる

重度の要介護状態に
なっても安心して

暮らしつづけられる

医
療
と
介
護
の
連
携

災害が発生しても
安心して生活できる

住み慣れた地域で安心して
暮らしつづけられるために

誰もが地域で安心して暮らし
つづけられる仕組みづくりの推進
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第１節  いきいきと暮らしつづけられるために 

１． いつまでも健康でありつづけるために 

高齢者の健康を自ら支えるための地域の取組み（セルフケアの推進） 

高齢者がいつまでも健康で、いきいきと暮らし続けるためには、高齢者自身による自発的な健

康管理（セルフケア）や健康増進、生きがいづくりのための主体的な活動が必要となります。武蔵

野市では、既存の健康増進や介護予防事業の整理体系化を行い、高齢者が主体的かつ継続的

に活動できる体制を推進します。 

特に、新たに創設された介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）は、市町村が地

域の実情に応じ、住民主体の取組みを含めた多様な主体による柔軟な取組みにより、効果的か

つ効率的なサービスを提供することが求められています。 

そのため、NPOや民間事業者、有償・無償のボランティア等による支援体制の構築や、これらの

活動の担い手となることを通じた高齢者の生きがいと役割づくり、互助の推進のあり方について検

討していきます。 

 

個別施策 内容 

健康増進と介護予防の

推進 

 

・高齢者が健康で自立して暮らすことができる期間（健康寿命）を伸ば

すために、健康づくり活動に主体的に参加、継続できる体制を新しい

総合事業の中で検討します。 

・さらに、各事業の参加者を固定化させず、なおかつ健康づくりや介護

予防に継続して取り組んでもらえるよう、高齢者の自主的な活動の支

援についても検討します。 

口腔ケア向上への取組

み 

 

・在宅高齢者訪問歯科検診で新たに在宅での摂食支援のための摂食嚥下

機能評価を取り入れていきます。 

・市内の老人福祉施設に協力歯科医を派遣し、施設職員が口腔ケアや予

防措置を行えるよう支援を行います。 

・市内のデイサービスセンターやテンミリオンハウスの利用者に口腔ケ

アに関する講演や実技指導を行います。 

「食」に対する市民意

識向上への取組み 

・高齢者の食生活の改善を図るために、市協力栄養士を講師とする料理

講習会や地域栄養相談会等の事業を充実します。 

社会活動センター事業

の推進 

・高齢者が生きがいを持ち健康に暮らしていくために趣味・文化活動を

推進します。また、参加者の自主グループ活動等、高齢者の主体的な

活動に対して支援をします。 

老人クラブへの活動支

援 

・老人クラブが行う、社会奉仕活動や健康増進、生きがいを高める活動

を支援していきます。 

・老人クラブ活動の周知を行い、会員加入の促進を支援します。 

就労支援の充実 ・シルバー人材センターに対して、運営費補助や事業委託を行うことで、

高齢者の就労機会の充実を図ります。 

拡充 

拡充 
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２． 介護保険サービスを補完する生活支援サービスの充実 

生活支援サービスの整備とコーディネート機能の充実 

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けていくためには、見守りや外出支援等、介護

保険サービスを補完する生活支援サービスの充実が必要ですが、今般の法改正を踏まえ、地域

で高齢者の生活を支え、また場合によっては、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍する

ことが益々重要になっています。また、支援の前提として、地域にどのようなニーズや資源、人材が

あるかを把握することが重要です。 

そのため、武蔵野市では、地域包括支援センター等に「生活支援コーディネーター」を配置す

るとともに、関係機関等で構成する「協議体」を設置し、地域ケア会議等で把握された地域のニー

ズに対して必要なサービス等について検討します。 

 

個別施策 内容 

生活支援コーディネー

ターの配置及び協議体

の設置 

 

 

・地域のニーズを掘り起し、既存の地域資源や人材とマッチングさせる

役割を担う生活支援コーディネーターを地域包括支援センター等に配

置します。 

・生活支援コーディネーターとサービス提供主体となる関係機関等が参

画し、定期的な情報共有や連携強化等のための検討を行う協議体を設

置します。 

日常生活支援サービス

の充実 

・介護保険サービスを補完するサービスとして、多様なニーズに対応す

るために、地域ケア会議等でニーズを把握し、必要なサービスの新設

拡大をしていきます。また、限られた財源をより効果的に充当するた

めに既存の事業を見直していく過程でサービスの統廃合も検討してい

きます。 

 

新規 
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第２節  市民の支え合いをはぐくむために 

１． 市民が主体となる地域活動の推進 

武蔵野市ならではの共助・互助の取組みの推進 

武蔵野市では、介護保険制度の創設以来、地域での見守りや社会とのつながりが必要な高齢

者等の生活を総合的に支援する「テンミリオンハウス事業」を実施してきました。平成 11年 11月以

降、７カ所のテンミリオンハウスが開設され、福祉団体や地域住民が主体となり、デイサービスやシ

ョートステイ等多様な事業を展開してきました。 

また、バスやタクシー等の公共交通機関の単独での利用が困難な高齢者や障害者の外出を支

援する移送サービス（レモンキャブ事業）では、商店主を中心とした地域のボランティアが運転を行

うなど、地域における共助（互助）の仕組みを構築してきました。 

武蔵野市では、これまで地域住民の主体的参加を軸とした地域の自助・互助を支援するための

取組みを推進してきたことから、今後も、従来どおりの施策を新しい総合事業の中で継続的に展

開していく方針です。 

また、高齢者の多くは元気で、地域のために貢献することが可能です。高齢者の社会参加・社

会貢献活動への参加のインセンティブを高め、高齢者自身が地域を支える担い手になることを目

指す「地域支え合いポイント制度（仮称）」の創設や軽度の要介護者でちょっとした手助けが必要

な方への支援や通いの場づくりについて検討します。 

 

個別施策 内容 

地域支え合いポイント

制度（仮称）の検討 

 

・介護予防や健康寿命の延伸を目的として、高齢者の社会参加・社会貢

献活動への参加のインセンティブを高めるとともに、地域の互助の仕

組みを推進するために、「地域支え合いポイント制度（仮称）」の創設

を検討します。 

・軽度の要介護者でちょっとした手助けが必要な方への支援や通いの場

づくりについて、地域住民や NPO 等の事業主体のあり方も含めて、新

しい総合事業の中で検討します。 

テンミリオンハウス事

業の推進 

 

・テンミリオンハウス事業は、引き続き介護保険制度外の共助の仕組み

として実施し、支え合いの場としての機能を充実します。今後も地域

の特性を活かしたテンミリオンハウスの設置を検討します。 

移送サービス（レモン

キャブ事業）の推進 

・福祉タクシーや NPO 等による福祉有償運送の動向を踏まえ、地域の実

情に応じた移送サービス事業を継続して実施します。 

施設介護サポーターの

養成 

・市内の高齢者施設が地域住民に向けて施設介護ボランティアのための

研修を行い、研修修了者は、施設介護サポーターとして施設でボラン

ティア活動を行います。 

 

  

新規 

拡充 
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図表 51 テンミリオンハウスのしくみ 

 

 

図表 52 レモンキャブのしくみ
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第３節  住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられるために 

１． ひとり暮らしでも安心して暮らしつづけられる 

ひとり暮らし高齢者が多い武蔵野市における生活支援サービスの拡充 

武蔵野市では、他の市町村と比べても、高齢者の単身世帯率が高く、介護保険においても、訪

問系サービスの利用が多いことが特徴ですが、介護保険サービス以外にも、緊急通報装置の貸

与、生活支援ヘルパー等、ひとり暮らしの高齢者を支える生活支援サービスの整備を進めてきま

した。 

今後、認知機能の低下がみられる高齢者や中・重度の高齢者の在宅生活を継続するために、

ひとり暮らし高齢者におけるニーズが高いとされる訪問系のサービスの整備をさらに進めるとともに、

ひとり暮らし高齢者を支えるサービスとして、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「高齢者安

心コール（電話訪問事業）」、「高齢者なんでも電話相談事業」等を充実するなど、積極的に取り組

んでいきます。 

 

個別施策 内容 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の充実 

 

・要介護者の在宅介護に有益である定期巡回・随時対応型訪問介護看護

については、現在１事業者のみによるサービス提供ですが、より多様

で質の高いサービスの提供を図るために、新規参入を促し複数事業者

によるサービスの充実を検討します。 

高齢者安心コール事業

の推進 

 

・利用を希望するひとり暮らし高齢者に対し専門職等が原則週１回、決

まった曜日・時間帯に、電話による安否確認を行います。 

・対象者は登録制とし、事前に身体状況や病歴、緊急連絡先等を登録し

て、異変があった場合は必要に応じて緊急連絡先や地域包括支援セン

ター、在宅介護支援センター等にその旨連絡し、高齢者の精神的不安

の解消や、安否確認体制の充実を図ります。 

・平成 26 年７月開始。 

高齢者なんでも電話相

談事業の推進 

 

・高齢者本人からの日常生活に関する困りごとや、地域、家族等からの

高齢者の見守りに関する相談に対し、24 時間 365 日、社会福祉士等の

専門職が電話対応することにより不安解消を図ります。 

・平成 26 年７月開始。 

食事サービス 
・栄養確保と安否確認のため、老人ホーム等で調理された昼食用の弁当

をボランティアが配達します。 

ふれあい訪問収集 
・ごみを持ち出すことが困難な世帯に、玄関先からのごみ収集と安否確

認の声かけを行います。 

地域による見守りネッ

トワークの強化 

 

・ひとり暮らしや高齢者世帯等で孤立状態での生活は、認知症の悪化や

虐待（セルフネグレクト）、消費者被害等にもつながりやすいため、「武

蔵野市孤立防止ネットワーク連絡会議」において消費者被害の状況等

についても情報提供し、共有していきます。また、参加事業者の職員

等に対しても研修や意見交換等の機会を提供していきます。 
拡充 

拡充 

拡充 

拡充 
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個別施策 内容 

防犯対策の充実 

 

・安全・安心に関わる情報を高齢者等に広く周知するため、安全対策課・

消費生活センター・地域包括支援センターが合同で、「武蔵野安心・安

全ニュース」を偶数月に発行します。配布にあたっては、市内の関連

施設での配布と合わせ、民生委員、地域社協（福祉の会）、居宅介護支

援事業所等の協力も得て、見守りが必要な高齢者には、声をかけなが

ら配布していきます。 

権利擁護事業・成年後

見制度の利用促進 

 

・（公財）武蔵野市福祉公社において、有償在宅福祉サービスを補完する

形で、独自の権利擁護事業を行っています。今後は(社福)東京都社会福

祉協議会の委託事業であり、低廉な利用料で設定されている「地域福

祉権利擁護事業」を中心に活用することで、広く市民に権利擁護サー

ビスの提供を行っていきます。 

 

 

図表 53 ひとり暮らし高齢者等の安心を守る施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★高齢者なんでも電話相談

★権利擁護事業

★テンミリオンハウス

★高齢者安心コール

★独居調査

★友愛訪問

★食事サービス

★ふれあい訪問収集

★緊急通報システム

★火災安全システム

★緊急医療情報キット
★ヘルプカード

★緊急ショートステイ

★緊急デイサービス
★はいかい高齢者等探

索サービス

●定期巡回・随時対応型訪

問介護看護

●夜間対応型訪問介護 等

暮らしを支えるサービス

緊急対応見守り・安否確認

介護保険

★生活支援ヘルパー

★レモンキャブ
★寝具乾燥

★家族介護用品支給

拡充 

拡充 
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２． 認知症になっても安心して暮らしつづけられる 

認知症の高齢者を在宅で支えるカギは、地域の力 

市内の認知症高齢者数は年々増加傾向にあり、平成 40年には約 5,000人に達することが予測

されています。認知症になっても、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられるようにするため、

認知症の早期発見と、多職種の連携に基づく迅速なサービスへのアクセスが不可欠です。 

武蔵野市では、認知症高齢者に対する早期発見のための仕組みづくりとして、市役所や在宅

介護支援センターにおける認知症相談事業、「もの忘れ相談シート」による多職種連携や認知症

高齢者と家族介護者への体系的支援等を実施しています。今後は、こうした既存の取組みをさら

に推進し、周知徹底に努めます。 

また、従来各在宅介護支援センターに配置している認知症コーディネーターに加え、地域包括

支援センターに「認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支援推進員）」を配置し、「三鷹武

蔵野認知症連携を考える会」の一員である杏林大学医学部付属病院の「認知症アウトリーチチー

ム」との協働体制を構築し、連携の強化を図ります。 

認知症高齢者が地域で生活を継続するためには、専門職によるケアだけでなく、住民の理解、

見守りが不可欠です。「認知症の方への声かけ訓練」や「認知症サポーター養成講座」等を通じて、

認知症高齢者とその家族への地域での見守りの意識を醸成し、地域の力の向上を図ります。 
 

個別施策 内容 

「認知症コーディネー

ターリーダー（認知症

地域支援推進員）」の配

置及び「認知症初期集

中支援チーム」の設置 

 

 

 

 

・地域包括支援センターに「認知症コーディネーターリーダー（認知症

地域支援推進員）」1を配置し、認知症の疑いのある方を把握、訪問し、

状態に応じて適切な医療・介護サービスにつなぎます。特に受診拒否

のある方等には、北多摩南部医療圏の認知症疾患医療センターである

杏林大学医学部付属病院の医師や相談員で構成する「認知症アウトリ

ーチチーム」2と協働し、早期発見・早期対応に取り組んでいきます。 

・介護保険制度改正に伴い、既存の認知症連携体制を基盤として、認知

症の早期診断・早期対応に向けて個別の訪問支援を行う「認知症初期

集中支援チーム」を設置します。 

もの忘れ相談シートの

活用 

 

・「もの忘れ相談シート」のさらなる活用により、認知症の早期発見・早

期対応のための多職種連携を促進していきます。 

認知症相談事業の充実 

 

・市役所、各在宅介護支援センターで月３回、認知症専門相談員による

相談事業を継続し、認知症コーディネーターリーダー（認知症地域支

援推進員）や在宅介護支援センター職員が同席し、認知症の早期発見・

早期対応へとつないでいきます。 

                                                      
1
 「認知症地域支援推進員」は認知症の人ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、

地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人やその家

族を支援する相談業務を行う役割として、介護保険制度の地域支援事業（包括的支援事業）に位置付けられて

いる。武蔵野市では既存の「認知症コーディネーターリーダー」を認知症地域支援推進員とする。 

 
2
 東京都「認知症早期発見・早期診断推進事業」において実施される医師、看護師、精神保健福祉士等で構成

するチームが認知症の疑いのある受診困難者を訪問して医療機関の受診に繋げる取組み。 

 

新規 
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個別施策 内容 

認知症支援の独自サ

ービス利用促進 

 

・「もの忘れ相談シート」等の今まで培われてきた認知症高齢者への支援

の取り組みを整理し、認知症高齢者やそのご家族、地域住民に対して

認知症高齢者を地域でいかに支えていくかを具体的に明示していくこ

とで、地域で暮らしやすくなるための環境を整えていきます。  

認知症高齢者見守り

支援事業 

・介護保険の給付対象とならない居宅の認知症高齢者に対する見守り・

話し相手・外出支援（散歩）等の支援を市独自の認知症ケアヘルパー

が行います。 

・サービス提供時間中の排せつ介助等、一連のサービスの流れにおける

身体介護を可能とするなど、利用者本人の尊厳を尊重しながら事業の

充実を図ります。 

認知症サポーター養

成への取組み 

・認知症サポーター養成講座のステップアップ講座である「認知症の方

への声かけ訓練」や市民メイトによる自主的なサポーター養成講座の

実施等、地域の自主的な取組みを支援し、さらに地域の見守りへの意

識を醸成していきます。 

はいかい高齢者等探

索サービス 

・はいかい行動の見られる認知症高齢者等に専用端末機を貸与し、はい

かい時に位置を探索して介護者に知らせます。 

緊急短期入所事業（緊

急ショートステイ） 

・家族介護者が疾病・障害等の理由で不在となり緊急的に入所が必要な

高齢者のために、一時的に入所できる施設を確保します。 

火災安全システムの

貸与 

・煙や熱を火災警報機が検知し、東京消防庁に自動的に通報される専用

通報機の貸与や必要に応じて電磁調理器や自動消火装置、ガス安全シ

ステムを給付します。 

家族介護用品支給 ・重度の要介護高齢者を在宅で介護している家族に、紙おむつ等の介護

用品を支給します。 

いきいき脳の健康教

室 

・市民による教室サポーターの協力により、民間事業者が開発した教材

で学習を行い、脳の健康づくりを図ります。 

 

図表 54 武蔵野市 認知症高齢者ケア系図 
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図表 55 もの忘れ相談シート連携図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 20 年に、武蔵野市と三鷹市の行政、医師会、周辺症状対応病院（精神科や療養病院等）
と杏林大学医学部付属病院、武蔵野赤十字病院が「三鷹武蔵野認知症連携を考える会」を発足。
かかりつけ医から専門医療機関への迅速かつ正確な連携のため、平成 22 年 4 月に「もの忘れ
相談シート」を作成、使用している。 

 

 

図表 56 武蔵野市「認知症アウトリーチ事業」体系図  
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３． 重度の要介護状態になっても安心して暮らしつづけられる 

重層的な地域ケア会議を活用した多職種連携による在宅生活を継続するための取組み 

武蔵野市では、第５期介護保険事業計画期間において、ADL の維持改善を目指した重度化

予防型のサービスとして定期巡回・随時対応型訪問介護看護を整備しましたが、今後は、すべて

の在宅サービス及びケアマネジメントが多職種連携の下、重度化予防型のサービスに転換してい

くことを目指します。 

そのためには、市内で提供されている在宅サービスの関係者すべてが、同一の目標を共有し、

具体的な取組みを継続的に行うことが必要です。例えば、中・重度者と軽度者の状態像の違いと

して、最も顕著なのは、排泄に関するケアの自立度ですが、地域の専門職で、排泄ケアの改善

（排泄自立に向けた取組み）を共通目標として進めることにより、医療・看護は、排尿コントロール

に関する医学的管理、理学療法士や作業療法士は、排泄行為の改善のためのリハビリテーション

の強化、介護職は、身体介護への積極的な参加による在宅での生活リハビリテーションの実施等、

多職種がそれぞれ共通した目標に取り組むことが可能となり、医療・介護の連携も、より具体的な

取組みとなります。 

また、家族介護者の介護負担の軽減のため、介護者や介護経験者と交流・情報交換できる機

会の提供やサービスの充実を進めていきます。 

 

個別施策 内容 

在宅生活を継続するた

めの目標の共有化 

 

・行政職員や地域の専門職だけでなく、市民を含めたすべての関係者が、

地域における高齢者の生活のイメージを共有し、在宅生活を継続する

ため重度化を予防するという同一の目標のもと、その目標のために同

じ方向を向いて具体的な取組みを進めていきます。 

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の充実 

【再掲】 

 

・要介護者の在宅介護に有益である定期巡回・随時対応型訪問介護看護

については、現在１事業者のみによるサービス提供ですが、より多様

で質の高いサービスの提供を図るために、新規参入を促し複数事業者

によるサービスの充実を検討します。 

家族介護支援の充実 ・11 月 11 日の介護の日に合わせて、「家族介護者の集い」を開催し、普

及啓発に取り組みます。 

・家族の介護負担を軽減するために、精神的支援として在宅で介護をし

ている家族に介護方法や健康づくり等の講座を開催したり、交流・情

報交換のできる機会を提供したり、経済的支援として家族介護用品支

給事業等を実施するなど、体系的な支援を行っていきます。 

・家族の交流の場が自主的な家族会に発展するよう、支援を行っていき

ます。 

虐待防止の推進 ・虐待の早期発見及び適切な援助を行うために、高齢者及び障害者虐待

防止連絡会議を設置し、情報交換や具体的連携方法の検討、研修会等

を行っていきます。 

・虐待による一次避難が必要な場合に備え、高齢者の安全を確保するた

めの緊急一時保護施設を引き続き確保します。 
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個別施策 内容 

地域ケア会議の活用に

よる多職種連携の強化 

 

・既存の連携会議に重層的な地域ケア会議機能を付加し、多職種連携を

強化します。設置範囲を個別レベル、日常生活圏域レベル、市町村レ

ベル、高齢者・障害者等の分野を越えたレベルの４段階に区分けし重

層的に「地域ケア会議」を実施し、段階ごとの地域包括支援ネットワ

ークを重層的に構築し、対処方法ではない、根本的な問題解決や政策

形成に反映させます。 

地域包括支援センター

及び在宅介護支援セン

ターの機能の強化 

 

・基幹型地域包括支援センターは、認知症コーディネーターリーダー（認

知症地域支援推進員）や生活支援コーディネーターの設置や地域ケア

会議の開催等の新規施策により、市域にわたる多職種連携を強化し、

市内６カ所の在宅介護支援センター（地域包括支援センター）を後方

支援していきます。 

・６在宅介護支援センターは、地域包括支援センターとして地域包括ケ

アシステムの拠点と位置付け、小地域完結型の相談・サービス提供体

制を継続していきます。また、地域の特色に合った面的なコーディネ

ート機能を強化するため、役割の見直しを行い、効果的でバランスの

良い運営体制を検討していきます。 

 

図表 57 地域ケア会議体系図 

 

 

  

設置範囲 会議名 会議目的 機能      

高齢・障
害等の分
野を越え
たレベル 

健康福祉
総 合 計
画・地域
リハビリ
テーショ
ン推進協
議会 

分野を越
えた政策
形成及び
調整 

分野を越
えた全市
的な政策
形成 

     

市町村 

レベル 

全市的 

地域ケア
会議 

全市的な
課題把握
及び解決 

全市的な
政策形成 

     

日常生活
圏域 

レベル 

地区別 

ケース 

検討会 

在支エリ
ア毎の課
題把握及
び解決 

在支エリ
ア毎の地
域づくり
や地域資
源の開発 

     

個別 

レベル 

個別ケア
会議 

個別課題
の解決 

地域課題
の発見 

     

 

高齢、障害等の分野を越えたレベル 
健康福祉総合計画・地域リハビリ 

テーション推進協議会 

日常生活圏域レベル 
地区別ケース検討会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

市町村レベル 
全市的地域ケア会議 

個別レベル 
個別ケア会議 

拡充 
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４． 災害が発生しても安心して生活できる 

関係部局との密接な連携に基づく災害時要援護者対策の推進 

災害時においては、高齢者に対して、必要な情報を迅速かつ的確に把握し、災害から自らを守

るために安全な場所に避難するなど一連の行動をとるための支援が必要となります。武蔵野市で

は、防災関係部局と福祉関係部局との連携を進め、高齢者をはじめとした避難行動要支援者、要

配慮者等に対する災害時の支援体制を推進します。 

また、武蔵野市では、平成 26年４月１日現在、市内 17カ所の高齢者施設等を、「福祉避難所」

に指定しています。福祉避難所とは、既存の建物を活用し、介護の必要な高齢者や障害者等、一

般の避難所では生活に支障を来す人に対して、ケアが行われるほか、要援護者に配慮したポー

タブルトイレ、手すりやスロープ等のバリアフリー化が図られた避難所のことを指しています。 

平成 25 年３月には、こうした福祉避難所の開設・運営マニュアルを作成し、その後の総合防災

訓練で福祉避難所の開設・運営訓練を実施、マニュアルの検証を行うなど、支援の質の向上にも

取り組んでいます。 

 

個別施策 内容 

災害時避難行動支援体

制の推進 

 

・災害対策基本法の改正を受けて、現行の災害時要援護者対策事業を見

直し、事前登録の有無にかかわらず、高齢者・障害者等避難支援を必

要とする方に対する安否確認・生活支援の体制を構築します。 

福祉避難所の充実 ・総合防災訓練等で福祉避難所開設・運営訓練を実施し、地域との連携

の推進や福祉避難所運営マニュアルの充実を図ります。 

おもいやりルームの設

置 

・おもいやりルームとは、専門的なケアは必要ないが、一定の配慮が必

要な避難者のために、一般避難スペースとは別の独立した部屋で、小

中学校の音楽室や多目的ルーム等アクセスの良い１階の教室等を「お

もいやりルーム」として位置付けます。 

介護トリアージ（仮称）

の検討 

・避難者を一般避難所、おもいやりルーム、福祉避難所、医療機関等に

振り分ける基準「介護トリアージ（仮称）」について現在日本赤十字看

護大学と共同開発を進めています。開発にあたっては、東日本大震災

における事例研究や図上訓練を行い、明らかになった問題・課題を整

理し、その結果を「介護トリアージ（仮称）」の具体的運用に活用しま

す。 

・災害時に「介護トリアージ（仮称）」を行うこととなる市民、医療従事

者、福祉関係者等へ訓練を行い、「介護トリアージ（仮称）」の周知徹

底を図るとともに、トリアージ技術の向上を図ります。 
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５． 医療と介護の連携 

住み慣れた地域で安心して暮らしつづけるための基盤としての医療と介護の連携 

ひとり暮らしでも、認知症になっても、重度の要介護状態になっても、あるいは災害が発生しても、

住み慣れた地域で安心して暮らしつづけるためには、在宅生活を支える様々な支援が必要です。

特に在宅で療養生活を送る高齢者に対しては、医療と介護の連携や専門分野の異なる多職種が

連携した切れ目ない支援が不可欠です。 

武蔵野市では、既に「脳卒中地域連携パス」や「もの忘れ相談シート」を開発し多職種連携を進

めていますが、医療と介護が連携しながら市民の在宅生活を支える体制の強化を図るため、退院

時における関係機関のコーディネート等、医療と介護における多職種連携の充実を図ります。また、

在宅療養生活を支える 24 時間体制の支援の仕組みづくりのため、医師会や訪問看護ステーショ

ン等の医療関係機関とケアマネジャーや介護事業者等の介護関係機関の連携強化へ向けて、

ICT や連携パス、もの忘れ相談シートの活用を推進します。 

こうした地域全体の連携機能を強化するためには、地域内の専門職や関係者が共通の目標を

共有することが重要です。ケアマネジャーやホームヘルパーを始めとする介護・福祉関係者に対

しては、研修の充実により、医療連携に関するレベルアップ・スキルアップへの支援を行うとともに、

武蔵野市の取組みを周知し、「2025 年へ向けた“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”」の考え

方や方針の共有を図ります。 

さらに、在宅療養生活を続けるためには、これらの取組みに加え、市民自身の心構えや準備も

必要となるため、在宅療養支援体制の現状や相談窓口等に関する情報提供も進めていきます。 

個別施策 内容 

医療と介護の連携強化 

 

・在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために、居宅に関する医

療機関と介護サービス事業者等の連携推進を目的とした事業（図表 58）

を、既存の取り組みを充実・推進しながら実施します。 

・在宅療養生活全般を支えるためには、多職種の連携による切れ目ない

支援が必要です。そのため、病院での療養生活から在宅生活にスムー

ズに移行できるよう退院時支援体制を構築するとともに、ＩＣＴ活用

や既存の「脳卒中地域連携パス」や「もの忘れ相談シート」等の連携

ツールの利用促進により、チームによる連携体制の強化を図ります。 

・特に在宅療養体制の要となる訪問看護事業に対し、訪問看護ステーシ

ョンの充実を図り、24 時間支援体制の強化に向けた支援を行います。 

・国の調査によれば、約 20 万人の長期入院精神障害者のうち、約半数が

65 歳以上の高齢者であると言われています。長期入院高齢精神障害者

の地域移行にあたっては医療・介護総合推進法に基づき、高齢及び障

害部門の相談支援機関と医療機関との相互の連携を更に強化します。 

医療・介護・福祉の有

機的な連携のための研

修の充実 

・医療ニーズが高い方の在宅生活を支えるため、在宅療養支援に向けた

医療・介護・福祉の有機的な連携のために、ケアマネジャーを始めと

する介護・福祉関係者への研修を充実します。また、その中で、平成

25 年度に在宅支援連絡会により整備された「一時入院支援者ガイドラ

イン」の活用や連携ツールの活用についても周知等を行っていきます。 

・地域ケア会議等による、在宅療養支援の課題の把握や解決に向けた多

職種連携体制の強化を進めます。 
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個別施策 内容 

市民への啓発 ・市民に向けては、仮に療養が必要となっても自宅で暮らし続けるため

の心構えや準備について啓発する必要があります。在宅療養支援体制

の現状周知や相談・支援機関等の情報提供も積極的に進めていきます。 

・同時に、平成 26 年度「地域医療の在り方検討委員会」にて検討されて

いる「救急時の医療機関の役割の整理と機能分化」、「在宅療養に向け

た退院時支援や医療・介護の連携強化」について、結果を踏まえて市

民周知や体制整備等の対応をしていきます。 

 

図表58 在宅医療・介護連携推進事業における武蔵野市の取組み 

在宅医療・介護連携推進事業の事業項目 武蔵野市の取組み 

ア 地域医療・介護サービス資源の

把握 

・医療・介護サービスマップの作成 

・武蔵野市医師会作成の医療機関総合案内の活用 

・武蔵野赤十字病院作成のリハビリ資源マップの活用 

・武蔵野市介護サービス事業者リストの活用 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽

出と対応の協議 

・在宅支援連絡会を在宅医療・介護連携推進協議会（仮

称）へ位置付け 

ウ 在宅医療・介護連携支援センタ

ー（仮称）の運営等 

・武蔵野市医師会と市により、在宅医療・介護連携支援

センター（仮称）の設置について協議 

エ 在宅医療・介護サービス等の情

報の共有支援 

・脳卒中地域連携パス、もの忘れ相談シート等の活用 

・退院時支援における課題の抽出 

・病床情報等による情報連携 

・退院時カンファレンスの実施率の向上 

オ 在宅医療・介護関係者の研修 ・地区別ケース検討会、テーマ別研修会の活用 

・多職種合同研修会、全体研修会の活用 

カ 24 時間 365 日の在宅医療・介護

サービス提供体制の構築 

・ICTの活用によるチーム医療体制・チームケアの推進 

・訪問看護ステーションとケアマネジャーの連携強化 

・病病連携、病診連携のさらなる充実 

キ 地域住民への普及啓発 ・健康づくり事業団による情報提供・普及啓発 

・講演会・シンポジウム等の実施 

ク 二次医療圏内・関係市区町村の

連携 

・東京都多摩府中保健所等との連携による圏域のネット

ワーク強化 
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第４節  武蔵野市ならではの住まいを支えるために 

１． 多様な住まい方を支える新しい住まいの提案 

多様な住まいと住まい方の検討 

核家族化やひとり暮らし高齢者の増加等の現状を踏まえ、多様な世帯に対応した住まい方を支

えるための方針の検討や提案を行っていきます。 

既存の民間住宅ストックを活用したグループリビングや、多世代が同居するシェアハウス等、高

齢者の新たな住まい方の可能性を研究していきます。 

また、市内に整備されている高齢者向け福祉型住宅（シルバーピア）を安定的に運用することで、

住宅に困窮した高齢者の住まいを確保するとともに、不動産事業者等と連携し高齢者の民間賃

貸住宅入居や、住み慣れた地域での安定した生活の継続を図るための支援を継続していきま

す。 

特定施設入居者生活介護（介護付有料老人ホーム）については、武蔵野市の特定施設入居

者生活介護に係る給付月額が全国平均の 3.4 倍、東京都平均の 1.5 倍と既に高い水準にあるこ

とから、新規の開設は見込んでいません。サービス付き高齢者向け住宅は、東京都の医療・介護

連携型サービス付き高齢者向け住宅モデル事業のように、医療系サービスが併設されたものにつ

いては、地域の在宅療養支援体制の推進も見込まれるため検討します。 

また、小規模多機能型居宅介護については、第５期介護保険事業計画期間中の公募状況

（P11）を勘案し、今期の整備は見送りますが、運営基準の見直しの動向や、機能の有効性等につ

いて引き続き検討していきます。 

個別施策 内容 

新たな住まい方や民間

住宅活用の検討 

・核家族や単身世帯化が進んでいる状況を踏まえ、多様な世帯のあり方

を支えるため、ハウスシェアリングや既存の民間住宅ストック等を活

用したグループリビング等を参考に新たな住まい方の形態やその必要

性等について検討していきます。 

マイホーム借り上げ

（住み替え支援）制度

の利用促進 

・一般社団法人移住・住みかえ支援機構（ＪＴＩ）のマイホーム借上げ

制度を活用し、武蔵野市開発公社でマイホーム借上げ（住み替え支援）

制度の窓口を設置、協賛事業者への支援や啓発等を実施していきます。 

民間賃貸住宅の入居促

進 

・不動産事業者等と連携し、高齢者等の入居への理解に向けた研修会等

を開催することで、民間賃貸住宅の入居促進を図ります。 

民間賃貸住宅の入居支

援制度及び相談会 

・自力で住宅を探すことが困難な方や転居の保証人がいないなど、民間

賃貸住宅への転居でお困りの高齢者や障害者を対象に、民間賃貸住宅

情報の提供や保証会社の紹介・保証料の助成に加え、東京都宅地建物

取引業協会武蔵野中央支部と協力し、月１回予約制で対面による相談

対応を行います。 
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図表 59 市内シルバーピア一覧 

①武蔵野市福祉型住宅 

名  称 所在地 戸 数 

武蔵野三宝苑 吉祥寺本町 4-14-14  27 戸 

ア－バン武蔵野 境南町 2-8-6  10 戸 

グランドハイツ 吉祥寺北町 5-4-6  18 戸 

武蔵野清岳苑 西久保 2-30-4  31 戸 

シティハウス吉祥寺 吉祥寺本町 1-37－2  13 戸 

クレベ－ル 関前 2-7-1  10 戸 

ルミエ－ル 関前 4-15-5  16 戸 

シュロス武蔵野 関前 4-17-3  20 戸 

エルベセッタ田家 境 1-4-8  21 戸 

小計 １６６戸 

 

②都営住宅 

名  称 所在地 戸 数 

シルバーピア八幡町 八幡町 4-18-2  30 戸 

シルバーピア緑町 緑町 2-6-9  20 戸 

小計 50 戸 

 

③小規模サービスハウス 

名  称 所在地 戸 数 

小規模サービスハウス 吉祥寺北町４－１－１６ 5 戸 

小計 5 戸 

 

総    計 221 戸 
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２． 施設サービスの充実 

住まいとしての特別養護老人ホームの整備 

今般の法改正では、特別養護老人ホームは要介護 3以上の中・重度者を中心に受け入れてい

く方針が明確化されました。本市においても中・重度者への対応としては、介護保険施設が引き

続き重要な役割を果たしていきます。しかしながら、武蔵野市は都心近郊の地価の高さという制約

もあり、今後の高齢者の増加にあわせた従来型の大規模な介護施設を建設することは困難になっ

ています。 

また、武蔵野市の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）入所者の約半数は、市外の施設

に入所しています。要介護者の増加に伴い、現在、武蔵野市の利用者を受け入れている周辺自

治体の施設も地域内の被保険者の利用者の割合が増加することが見込まれ、武蔵野市の利用者

を受け入れる市内の施設の整備は、大きな課題です。在宅介護から施設入所に移る場合も、可

能な限り住み慣れた地域の中にある特別養護老人ホームに入所することを目指し、市内の施設整

備を行います。 

ただし、武蔵野市は、在宅サービス・施設サービスとも給付月額が全国平均を上回り、在宅重

視かつ施設整備が充実している現状があります。アンケート結果によれば、サービス水準と保険料

の関係について、「サービス内容を見直して、過度な保険料負担にならないようにするべき」と考え

ている人が多い現状を踏まえ、検討を進めていきます。 

 

個別施策 内容 

地域包括ケア推進へ向

けた機能を併設した特

別養護老人ホームの市

内整備 

 

・中・重度要介護高齢者の増加、特別養護老人ホームの待機者の現状、

入所者の約半数が市外施設に入所していること等を考慮し、市内に特

別養護老人ホームを第６期介護保険事業計画期間中に１カ所整備しま

す。 

・また、地域包括ケアの推進に向けたサービスの拠点機能を併設した施

設となるよう整備計画を進めます。 

くぬぎ園跡地の活用 ・くぬぎ園の跡地活用については、高齢者と障害者を一体的にケアでき

る多機能・複合型施設の整備について、土地の所有者である東京都と

協議を進めていきます。 

 

図表 60 特別養護老人ホームの入所者数及び入所希望者数の推移 

年 度 入所者（人） 入所希望者（人） 

平成 21 年度 514 430 

平成 22 年度 596 498 

平成 23 年度 604  

平成 24 年度 611  

平成 25 年度 593 478 

 

新規 
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（注）入所希望者数 

平成 21 年度は 8 月 1 日現在(国による調査)、平成 22 年度は 10 月 1 日現在の人数 

(東京都調査)。平成 23、24 年度は、入所希望者名寄せ調査を実施していない。 

平成 25 年度は、11 月 1 日現在の人数(東京都調査)。 

 

図表 61 武蔵野市介護老人福祉施設入所指針適用（市民優先入所）施設一覧 

 

施設名 住所 設立年月日 
入所定員
（人） 

市民優先 
入所枠

(人) 
施設種類 

吉祥寺ナーシングホーム 武蔵野市吉祥寺北町２－９－２ 平成６年 12 月１日 50     50 多床室・従来型個室 

ゆとりえ 武蔵野市吉祥寺南町４－25－５ 平成 8 年７月 1 日 30 30 多床室・従来型個室 

武蔵野館 武蔵野市関前２－16－５ 平成 11 年 6 月 1 日 30 30 多床室・従来型個室 

親の家 武蔵野市八幡町３－４－18 平成 13 年 4 月 1 日 40 40 多床室・従来型個室 

ケアコート武蔵野 武蔵野市境南町５－10－７ 平成 20 年 5 月 1 日 72 65 ユニット型個室 

さくらえん 武蔵野市桜堤２－８－31 平成 22 年５月 1 日 100 100 ユニット型個室 

緑寿園 西東京市新町１－11－25 昭和 50年 11月１日 100 25 多床室 

清快園 西多摩郡日の出町平井 3062 昭和 57 年３月 5 日 40 10 多床室 

サンメール尚和 西東京市新町１－11－25 昭和 60 年 4 月 1 日 100 25 多床室 

まりも園 小平市上水南町４－７－45 昭和 63 年９月 1 日 50 45 多床室 

めぐみ園 西東京市柳沢４－１－３ 平成 2 年 9 月 1 日 80 45 従来型個室 

こもれびの郷 あきる野市雨間 385－２ 平成 6 年４月 1 日 80 60 多床室 

小松原園 八王子市犬目町 688－２ 平成 10 年 4 月 1 日 117 10 多床室・従来型個室 
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第５節  介護や看護に従事する人たちが誇りとやりがいを持って 

働きつづけられるために 

１． サービスの質の向上・量の確保 

介護人材の確保は、2025 年に向けた最大の課題 

団塊の世代が後期高齢者になり、超高齢社会の始まりを迎える 2025 年は、介護や看護の人材

問題は試練の時を迎えます。なかでも離職率が高く、慢性的な人手不足にある介護現場の人材

確保は喫緊の課題です。 

限られた人材で、増加する要介護者へのサービスを包括的に提供するためには、事業所間連

携がスムーズに行われることが、今以上に重要になります。いわゆる多職種連携は、地域包括ケア

システムには欠かせない機能ですが、こうした連携は、限られた人材で効率的に高い水準のサー

ビスを提供する際にも重要になります。 

市内に多数存在する事業所間での連携が強化されるためには、地域内のサービス提供者や行

政、住民がバラバラの考え方に基づいて活動するのではなく、地域として目標を設定し、意識の共

有（規範的統合）を行うことが重要になります。武蔵野市では、第 3章に示したように、市としての地

域包括ケアの実現に向けた具体的な目標を設定していますので、各事業者は、地域の目標に沿

って、他事業所と連携・協力しながらケアを提供していくことが期待されます。 

介護人材の不足への対応は、国や都道府県単位で行われるべきものですが、武蔵野市では、

こうした考え方の共有化を基本として、介護サービス基盤の整備に合わせた人材の確保と、質の

高いサービスを提供できる人材の育成を行います。 

そのため、介護や看護に従事する人たちが誇りとやりがいをもって働きつづけられるように、介

護保険制度施行当初から介護現場で市民生活を支え続けた介護職員への永年勤続表彰制度

や、武蔵野市の地域としての目標に沿った先進的な取組みを紹介し、互いに研鑽し、称賛する場

としてケアリンピック武蔵野（仮称）を開催します。また、これらの活動を通じて、「武蔵野市における

2025年へ向けた“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”」（地域包括ケア）に関する考え方の周知

徹底を図ります。 

 

個別施策 内容 

福祉人材の育成 

 

・介護職員を目指す方へ社会福祉法人等と協働して介護職員初任者研修

を実施し、地域における福祉人材の確保を目指します。 

・各事業者連絡会、武蔵野市医師会、社会福祉法人等と連携し、介護職

員に必要な医療知識や制度に対する理解等の研修を実施し、福祉人材

の質の向上をめざします。 

 

 

拡充 
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個別施策 内容 

ケアリンピック武蔵野

（仮称）の開催 

 

・市内の介護サービス事業者における先進的な取組みや模範となる取組

みを紹介し、武蔵野市全体の介護サービスの質の向上を図るとともに、

サービスを提供する介護職員・看護職員が夢と誇りをもって働き続け

られる仕組みづくりを推進します。 

・また、市民や就職希望者に対し、「介護の素晴らしさ」「看護の素晴ら

しさ」を実感できる先進的な介護や看護の取り組み例を紹介し、介護

職・看護職への就労インセンティブとなるようなイベントを企画し、

武蔵野市の介護現場・看護現場の活性化を図ります。 

武蔵野市の介護保険に

貢献した永年勤続表彰

制度の検討 

 

・平成 12 年４月に介護保険制度が施行され、平成 27 年で 15 年になりま

す。離職率が高いと言われる介護業界で、永年介護現場で武蔵野市の

市民生活を支え続けた介護職員に対し、市長が永年勤続表彰を行う制

度を検討します。 

・介護現場においては、経験の差、介護者の成熟度による介護サービス

提供の差はいなめません。熟練者を表彰することで、誇りをもって働

き続けられる環境を整えます。 

ケアマネジャーガイド

ラインの改訂 

 

・介護保険制度改正によりサービスの再編や多種多様なサービス提供主

体が参画することになります。ケアマネジャーの経験や情報量に差が

生じることが懸念されます。このような状況下でも一定のマネジメン

トスキルが確保できるようにケアマネジャーガイドラインを改訂し、

市民の利益に繋がるケアマネジメントのさらなる質の向上を図りま

す。 

介護就労を推進するた

めの取組み 

・介護職員を目指す方へ社会福祉法人等と協働して介護職員初任者研修、

ガイドヘルパー養成研修等を実施し、身近で安価に資格取得ができる

ように支援し、地域における福祉人材の確保を目指します。 

・資格取得者が就労しやすいような環境づくりを整備します。合同説明

会等を通じ介護の仕事の魅力について伝えていきます。 

苦情対応・相談体制の

推進 

・介護保険に関する苦情相談・相談機能の充実を図るために、武蔵野市

介護保険条例に位置付けたサービス相談調整専門員による相談体制を

維持し、事業所に対する適正化指導の体制を強化します。 

第三者評価受審の促進 ・福祉サービス事業者のサービスの質の向上と、利用者へ事業者の情報

を提供するため、事業者の第三者評価の受審費の助成を行います。 

 

拡充 

新規 

新規 
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第５章  介護保険事業の充実 

第１節  介護保険事業の運営 

１． 人口と被保険者数の実績（平成 22 年～平成 26 年） 

 図表 62 人口と被保険者数の実績（平成 22 年～平成 26 年） 

（単位：人） 

 

（基準日：各年 10 月 1 日） 

  

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

135,934 135,987 138,582 140,598 142,108

27,234 27,574 28,690 29,635 30,444

72,734 73,905 75,798 77,532 78,905

40-64歳 45,154 45,984 46,875 47,648 48,234

65-74歳 13,153 13,054 13,657 14,340 15,010

75-84歳 10,077 10,307 10,481 10,633 10,509

85歳以上 4,350 4,560 4,785 4,911 5,152

27,580 27,921 28,923 29,884 30,671

20.0% 20.3% 20.7% 21.1% 21.4%

10.4% 10.7% 10.9% 10.9% 10.9%後期高齢化率

　被保険者全体

総人口

高齢化率

区　分

65歳以上人口

65歳以上
被保険者数

27,580 27,921
28,923

29,884
30,671

20.0% 20.3%
20.7%

21.1% 21.4%

10.4% 10.7% 10.9% 10.9% 10.9%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

高
齢
化
率
・
後
期
高
齢
化
率(

%
）

被
保
険
者
数
（
人
）

65-74歳 75-84歳 85歳以上 高齢化率 後期高齢化率
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２． 要支援・要介護認定者数の実績 

図表 63 要支援・要介護認定者数の実績 

 
※基準日：各年 10 月 1 日 

※表中の数値は、表示単位未満を四捨五入しているので、個々の計数を合計し、又は差し引いた数値が、  

合計等として表示された計数と一致しない場合がある。 

 

         
 

 
 

        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
          

 

2010年
(Ｈ22年）

2011年
（H23年）

2012年
（H24年）

2013年
（H25年）

2014年
（H26年）

5,348 5,547 5,809 6,036 6,170

要支援１ 410 486 516 539 599
要支援２ 611 557 588 628 576
要介護１ 760 942 1,065 1,249 1,267
要介護２ 1,107 1,140 1,229 1,149 1,265
要介護３ 970 934 869 888 954
要介護４ 784 793 827 896 839
要介護５ 706 695 715 687 670
65～74歳 576 557 550 561 602
75～84歳 2,008 2,065 2,125 2,236 2,223
85歳以上 2,630 2,794 2,993 3,100 3,219
40～64歳 134 131 141 139 126

18.9% 19.4% 19.6% 19.7% 19.7%

65～74歳 4.4% 4.3% 4.0% 3.9% 4.0%
75～84歳 19.9% 20.0% 20.3% 21.0% 21.2%
85歳以上 60.5% 61.3% 62.5% 63.1% 62.5%

被保険者数に占める認定率
65歳以上

(単位：人）

区　分

認定者数　全体

認
定
者
数

18.9%

19.4%

19.6%

19.7%
19.7%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2010年

(Ｈ22年）
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（H23年）

2012年

（H24年）

2013年

（H25年）

2014年

（H26年）

認
定
率
（
％
）

認
定
者
数
（
人
）

40～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 被保険者数に占める認定率

65歳以上
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３． 介護予防事業の現状 

 図表 64 地域支援事業(特定高齢者施策・一般高齢者施策)および類似の市単独事業 

 

 ※１ 平成 22 年８月６日付で国の地域支援事業実施要綱が改正され、「特定高齢者施策」  

「一般高齢者施策」は「二次予防事業」「一次予防事業」に改められました。 

※２ 平成 24年度からは、一次予防事業について介護保険事業会計を一般会計に一本化し、

幅広く市民の健康づくり事業としました。  

平成24年度 平成25年度

参加実人数 参加実人数

一般会計 一般会計 一般会計　※２ 一般会計

特定高齢
者施策 ※1

一般高齢
者施策 ※１

市単独
事業

二次予防
事業

一次予防
事業

市単独
事業

市単独
事業

市単独
事業

1
健康増進（ころ ばぬコー
ス）事業

― ― 105 ― ― 101 104 105

2
筋力はつらつ若がえり教
室

11 33 ― 17 54 ― ― ―

3
不老体操
(健康体操と浴場開放)

高齢 ―
13,180
（延べ）

― ―
13,805
(延べ)

―
13,189
（延べ）

12,642
（延べ）

4
社会活動センター体操事
業
（高齢者総合センター）

高齢 ― ― 1,916 ― ― 2,080
2,004

（延べ）
1,768

（延べ）

5 健康やわら体操 健康 ― 72 ― ― 96 ― 84 93

6
健康相談
＊　65歳以下含む

健康 ― ― 41 ― ― 51 42 58

7
高齢者配食サービス
（デイサービス配食）

高齢 ― ― 36,616 ― ― 33,702 32,035 29,813

8 高齢者食事学事業 ― 982 ― ― 926 ― 934 778

9 おいしく元気アップ！教室 健康 ― 28 ― ― 40 ― 37 32

10
歯科健康相談
＊　65歳以下含む

― ― 8 ― ― 14
9

（延べ）
9

（延べ）

11 歯科健康診査 ― ―
2,496

(延べ）
― ―

2734
(延べ)

2,877
(延べ)

2,981
（延べ）

12
口腔ケア教室
（テンミリオン・デイ）

― ― 390 ― ― 361 381 438

13 歯つらつ健康教室 健康 ― 86 ― ― 86 ― 50 43

14
移送サービス（レモンキャ
ブ）＊総利用件数

― ― 19,299 ― ― 19,002 17,855 16,730

15
不老体操
(健康体操と浴場開放)

― No3と同じ ― ― No3と同じ ― No3と同じ No3と同じ

16
生活支援ヘルパー派遣
＊時間数を掲載

― ― 10,688 ― ― 9127.5 6,976.5 5,099.5

17 テンミリオンハウス ― ― 28,114 ― ― 28,232 30,279 32,217

認
知
症

予
防
･

支
援

18
認知症相談
（電話・来所）

高齢 ― ―
81

(電話なし)
― ―

85
(電話なし)

85 95

そ
の
他

19 健康講座 健康 ― 39 ― ― ― 29 49 29

№ 事業名称 所管

平成22年度 平成23年度

参加実人数 参加実人数

介護保険事業会計 介護保険事業会計

運
動
器
の
機
能
向
上

健康

栄
養
改
善
事
業

口
腔
機
能
の
向
上

健康

閉
じ
こ
も
り
予
防
･

支
援

高齢
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４． 第５期介護保険事業計画の給付の検証 

(１) 武蔵野市の介護保険給付の特徴と現状  

■ 図表 65 は、縦軸に第１号被保険者１人当たりの「在宅サービス（地域密着型サービ

スを含む）」の給付月額、横軸に第１号被保険者１人当たりの「施設サービス（特

定入所者介護サービス費による補足給付を含む）」の給付月額をとり、散布図で都

内の保険者ごとの比較をしたものです。  

■ 実線の交点を全国平均として、実線より上部に位置する保険者は在宅サービスの給

付費が高く、右に位置する保険者は施設サービスの給付費が高いということになり

ます。  

■ 本市は、在宅サービス・施設サービス共に全国平均を上回る「在宅大・施設大」の

エリアに位置します。これまで在宅重視の施策を推進してきた成果と共に、第３期

から第４期の施設整備によって施設サービスが充実していることを示しています。

在宅サービス・施設サービス共に利用者の比率が高いことが武蔵野市の特徴です。  

図表 65 第１号被保険者１人当たり在宅サービス・施設サービス給付月額 

（保険者比較）（平成 26 年３月） 
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本市は、介護保険制度開始直後より、居宅サービス、施設サービスともに拡充・整備を図

ってきました。 

 

図表 66 武蔵野市の居宅サービス支援 

 

 

 

 

 

 

実施時期 事業名 サービス／助成制度等 自己負担／公費補助 対象 備考

～平成12年4月

（介護保険制度施行

前）

訪問介護サービスの提供 無料 所得制限無し 1カ月につき1人40時間まで

平成12年4月～平成18

年6月末

（介護保険制度開始

～）

「居宅サービス利用促進助
成事業」(7％助成)

居宅主要3サービス（18年4月～

は予防給付を含む）（（介護予
防）訪問介護、（介護予防）通所
介護、（介護予防）通所リハビリ
テーション）

利用者負担額（10％）のう

ち、7％を助成

所得制限無し（他の助成制度等の対象者、
生活保護受給者を除く）

・介護保険制度施行に伴う利用者

負担の激変緩和と制度の普及を図

ることを目的に施行。

・介護保険制度の定着と、居宅

サービスの利用急増のため所期の

目的達成として事業終了。

平成18年7月～平成19

年3月末

（第3期介護保険事業計

画期間）

訪問介護系3サービス（介護

予防訪問介護、訪問介護、

夜間対応型訪問介護）

利用者負担額（10％）のうち

5％分を助成

次の要件をすべてを満たす方（「社会福祉
法人等による生計困難者に対する介護保
険サービスに係る利用者負担額軽減制度」
の基準を準用）
1.市民税非課税世帯

2.世帯の年間収入が基準額以下（単身

150万円以下、世帯員1名ごとに50万円加

算）
3.世帯の預貯金等が基準額以下（単身

350万円以下、世帯員1名ごとに100万円

加算）
4.居住用以外に利用し得る資産を保有して

いないこと
5.負担能力のある親族等に扶養されてい

ないこと
6.介護保険料を滞納していないこと

平成19年4月～平成21

年3月末

（第3期介護保険事業計

画期間）

①次の要件をすべてを満たす方
1.市民税非課税世帯

2.公的年金等の収入額と合計所得金額の

合計額が150万円以下

3.介護保険料を滞納していないこと

②武蔵野市障害者ホームヘルプサービス
利用者負担額軽減事業（政府特別対策：
公費番号57）が適用されている方

平成21年4月～平成24

年3月

（第4期介護保険事業計

画期間）

上記①-2.公的年金等の収入額と合計所
得金額の合計額が150万円以下の要件を
撤廃

平成24年4月～平成27

年3月末

（第5期介護保険事業

計画期間）

訪問介護系4サービス（介護

予防訪問介護、訪問介護、

夜間対応型訪問介護、定期

巡回・随時対応型訪問介護

看護（訪問介護部分の

み））

次の要件をすべてを満たす方
1.市民税非課税世帯

2.介護保険料を滞納していないこと

(注)ただし、以下のかたは対象になりませ

ん。
1.生活保護法に規定する介護扶助を受け

ている方
2.公費負担医療等の給付で、訪問介護

サービスの利用助成を受けている方
3.養護老人ホームに措置入所中で、介護

サービスの利用者負担分の支弁を受けて
いる方

平成18年4月～平成21

年3月末

（第3期介護保険事業計

画期間）

通所介護及び通所リハビリ
テーション事業所食事補助
金交付

所得制限無し ・平成17年10月の介護保険法改正に
伴う、施設入所・滞在系サービスの食
費・居住費（滞在費）導入による利用者
負担の激変緩和を目的に施行。

平成21年4月～平成24

年3月末

（第4期介護保険事業計

画期間）

平成24年4月～平成27

年3月末

（第5期介護保険事業計

画期間）

次の要件をすべてを満たす方
1.市民税非課税世帯（生活保護受給者を
含む）
2.介護保険料を滞納していないこと

低所得者対策として対象要件を見直
し。

訪問介護系3サービス（介護

予防訪問介護、訪問介護、

夜間対応型訪問介護）

①利用者負担額（10％）のうち5％

分を助成
②利用者負担額（10％）のうち4％

分は政府特別対策により軽減、
1％分を助成

通所系3サービス（予防給付を含

む）（（介護予防）通所介護、（介
護予防）通所リハビリテーショ
ン、（介護予防）認知症対応型通
所介護）

1食あたり200円を助成

「介護保険利用者負担額助
成事業」(5％助成)

武蔵野市通所サービス食費
助成事業
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図表 67 武蔵野市介護老人福祉施設入所指針適用（市民優先入所）施設一覧【再掲】 

 

施設名 住所 設立年月日 
入所定員
（人） 

市民優先 
入所枠

(人) 
施設種類 

吉祥寺ナーシングホーム 武蔵野市吉祥寺北町２－９－２ 平成６年 12 月１日 50     50 多床室・従来型個室 

ゆとりえ 武蔵野市吉祥寺南町４－25－５ 平成 8 年７月 1 日 30 30 多床室・従来型個室 

武蔵野館 武蔵野市関前２－16－５ 平成 11 年 6 月 1 日 30 30 多床室・従来型個室 

親の家 武蔵野市八幡町３－４－18 平成 13 年 4 月 1 日 40 40 多床室・従来型個室 

ケアコート武蔵野 武蔵野市境南町５－10－７ 平成 20 年 5 月 1 日 72 65 ユニット型個室 

さくらえん 武蔵野市桜堤２－８－31 平成 22 年５月 1 日 100 100 ユニット型個室 

緑寿園 西東京市新町１－11－25 昭和 50年 11月１日 100 25 多床室 

清快園 西多摩郡日の出町平井 3062 昭和 57 年３月 5 日 40 10 多床室 

サンメール尚和 西東京市新町１－11－25 昭和 60 年 4 月 1 日 100 25 多床室 

まりも園 小平市上水南町４－７－45 昭和 63 年９月 1 日 50 45 多床室 

めぐみ園 西東京市柳沢４－１－３ 平成 2 年 9 月 1 日 80 45 従来型個室 

こもれびの郷 あきる野市雨間 385－２ 平成 6 年４月 1 日 80 60 多床室 

小松原園 八王子市犬目町 688－２ 平成 10 年 4 月 1 日 117 10 多床室・従来型個室 

 

 

■ また、居宅サービスの受給率を要介護度別に検証すると、要介護１から要介護４の

利用割合が際立って高くなっています（図表 68）。介護が必要な状態になってもで

きる限り住み慣れた在宅等での生活を継続するためのサービスとして、全国・東京

都平均に比べ利用率が高くなっているのが武蔵野市の特徴です。 

図表 68 第１号被保険者の要介護度別居宅サービス受給率（平成 26 年３月） 
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■ 要介護度別サービス利用状況においては、予防給付は訪問介護・通所介護の利用が

大半を占め、重度化するほど福祉用具・訪問看護・短期入所・訪問入浴が増加して

います（図表 69）。重度化に伴い、医療系サービスのニーズが高くなっています。 

図表 69 要介護度別居宅サービス種類別利用率（平成 26 年３月） 
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■ 一方、施設サービスにおいては、全国・東京都平均と比較し、要介護１・要介護２

の受給率は低く、要介護３・要介護４の受給率が高くなっています（図表 70）。単

身世帯の増加するなか、在宅生活が困難となった重度者の生活を支えるサービスと

して、ニーズの高さが示されています。 

図表 70 第１号被保険者の要介護度別施設サービス受給率（平成 26 年３月） 

 

(２) 第５期介護保険事業計画の実績について  

■ 要介護認定者の伸びに伴うサービス利用者の増加に加え、平成 24 年度報酬改定（改

定率 1.2％ 在宅分 1.0％、施設分 0.2％）、また地域区分単価の見直しに伴う人件費

の上乗せ割合の上昇(10％から 12％)等により、給付費の総額は増加しています。更

に平成 26 年４月に行われた消費増税(５％→８％)においては、事業計画期間中に、

報酬改定(改定率 0.63％)及び区分支給限度基準額の見直しがなされました。 

■ 国から交付される普通調整交付金は、前期高齢者と後期高齢者の被保険者の構成割

合や第１号被保険者の所得状況の分布により交付割合が変わります。第５期は、交

付率を 4.52％としていましたが、全国的な後期高齢者の伸びとともに、本市は高所

得者層の増加に伴い、平成 24 年度 4.44％、平成 25 年度 4.36％と交付割合が減少し

ています。なお、普通調整交付金分５％との差分は、第１号被保険者の保険料でま

かなうこととなります。 

■ 地域支援事業における、一次予防事業について、事業会計を介護保険特別会計から

一般会計に一本化し、幅広く市民の健康づくり事業として行うこととしました。 
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(３) 第５期介護保険事業計画の施設整備について 

■ 第５期介護保険事業計画内で整備を予定していた定期巡回・随時対応型訪問介護看

護は、平成 24 年４月(定員 25 名)に１事業所を整備しました。 

■ 小規模多機能型居宅介護は整備を見込み、平成 24 年度単独、平成 25 年度は認知症

対応型共同生活介護（グループホーム）と併設で公募を行いましたが、応募事業者

がありませんでした。  

(４) 第５期に特徴的に推移をしたサービス  

【訪問介護・介護予防訪問介護】  

平成24年度報酬改定に伴う時間区分の見直し等により、訪問介護は利用回数、利用時

間数ともに減少し、対計画値を下回っています。特に介護予防訪問介護の利用者数が減

少しており（図表71）、給付費は平成25年度対計画値67.1％となっています。 

 

図表 71 要介護度別訪問介護利用率の推移（武蔵野市） 

 

  



 

66 

 

【通所介護・介護予防通所介護】 

市内・近隣市の事業所開設及び平成24年度報酬改定による自立支援型サービスの強化

と重点化による機能訓練目的での短時間利用者の増加等により、事業量・給付費ともに

増加し、対計画値を大幅に上回っています。特に介護予防通所介護の伸びが著しく（図

表72）、平成25年度対前年比133.6％、対計画値144.4％の伸びとなっています。 

 

図表 72 要介護度別通所介護利用率の推移（武蔵野市） 

 

【地域密着型サービス】 

平成24年度に整備を行った定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、平成25年度15名の

利用を見込み、ほぼ見込値での推移となっています。医療ニーズの高い要介護２から要

介護４の中・重度の利用者が多く占めています。 

夜間対応型訪問介護は上記サービス整備に伴う利用者数の減少を見込んでいましたが、

利用者数、給付費ともに増加し、給付費は平成25年度対前年度比118.1％、対計画値

156.4％と大幅に上回っています。夜間の随時訪問に対する備えとしてのニーズが高くな

っています。  
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【医療系サービス】 

訪問看護において、平成24年度報酬改定に伴う理学療法士によるリハビリ目的の利用

増加に伴い事業量・給付費ともに増加しています。給付費は平成25年度対前年比110.9％、

対計画値106.6％の伸びとなっています。一方、通所リハビリテーション、訪問リハビリ

テーションの給付費は伸びているものの、対計画値を下回っています。訪問看護や通所

介護において機能訓練が行われていることが要因として挙げられます。 

【特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護】  

市内施設開設とともに、市外施設入所者の増加により、利用者数、給付費ともに増加

し、給付費は平成25年度対前年比105.9％、対計画値102.1％となっています。また、給

付費に占める割合も14.1％と上昇しています。他保険者との比較においても、東京都平

均の1.5倍となっており、給付費は高い状況にあります。 

【施設サービス】 

介護老人福祉施設は、第５期において市内施設整備がないことにより、利用者数は平

成25年度対前年比99.1％、給付費98.4％となっています。これまでの施設整備とともに、

市外施設利用者も多く、給付費は全国平均、東京都平均を大幅に上回っています。なお、

待機者数は478名(平成25年11月１日時点)となっています。 

介護老人保健施設について、市内施設整備はないものの、近隣市施設開設とともに、

利用者数は平成25年度対前年度比107.3％、給付費110.4％と増加しています。 

介護療養型医療施設については、平成23年度末までに廃止される予定となっていまし

たが、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23

年法律第72号）」により、平成29年度末（平成30年3月31日）まで廃止期限が延長される

とともに、平成24年度以降の新規指定は行わない取扱いとなりました。利用者数は平成

25年度対前年比96.6％、給付費94.7％と減少傾向となっています。 

(５) サービス種類別介護給付費の推移 

■ 認定者数の伸びに伴う、居宅サービス利用者数の増加により、平成 25 年度総給付費

は、86 億 7,000 万円、対平成 23 年度 108.2％と上昇しています（図表 73）。 

■ 在宅サービスにおいては、訪問介護の占める割合が高いものの、平成 23 年度から 1.1

ポイント減少し、12.5％となっています。一方、通所介護は、平成 23 年度から 1.8

ポイント上昇し 11.6％となり、訪問介護との差が減少しています。 

■ 居住系サービスにおいて、特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)は、平成 23

年度より 0.6 ポイント上昇し、14.1％を占めています。市内・市外ともに施設入所

者の増加により、給付費は上昇しています。 



 

68 

 

■ 施設サービスは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、給付費は 21.5％を占

めているものの、対平成 23 年度 1.9％減少しています。施設整備がなかったことに

伴う自然増の鈍化が挙げられます（図表 74）。 

図表 73 サービス種類別介護給付費推移（平成 23・24・25 年度実績） 

 

 

図表 74 サービス種類別総給付費に占める割合の推移（平成 23・24・25 年度実績） 

 

総給付費 

8,369,459 千円 

総給付費 

8,010,272 千円 

総給付費 

8,665,789 千円 
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(６) サービス種類別給付費実績・事業計画との比較（介護・介護予防） 

図表 75 サービス種類別総給付費実績・事業計画との比較（介護給付） 

                                   単位：千円 

 

  

平成
24年度

前年比
24/23

平成
25年度

前年比
25/24

平成
26年度
(計画値)

前年比
26/25

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

訪問介護 1,068,561 104.3% 1,034,609 96.8% 1,247,951 120.6% 1,133,648 1,182,833 1,247,951 94.3% 87.5% -

訪問入浴介護 88,277 106.3% 86,547 98.0% 104,697 121.0% 92,893 97,015 104,697 95.0% 89.2% -

訪問看護 249,671 110.3% 276,318 110.7% 276,259 100.0% 250,013 260,930 276,259 99.9% 105.9% -

訪問リハビリテーション 53,243 99.1% 55,321 103.9% 61,586 111.3% 56,136 58,408 61,586 94.8% 94.7% -

居宅療養管理指導 97,573 115.5% 113,221 116.0% 100,072 88.4% 93,828 97,231 100,072 104.0% 116.4% -

通所介護 793,848 109.9% 907,785 114.4% 865,266 95.3% 792,146 822,123 865,266 100.2% 110.4% -

通所リハビリテーション 400,145 100.3% 421,621 105.4% 474,895 112.6% 433,898 451,022 474,895 92.2% 93.5% -

福祉用具貸与 296,415 102.4% 299,723 101.1% 326,985 109.1% 306,685 317,805 326,985 96.7% 94.3% -

短期入所生活介護 156,285 106.4% 177,531 113.6% 162,590 91.6% 147,887 152,947 162,590 105.7% 116.1% -

短期入所療養介護 62,175 103.4% 63,903 102.8% 81,570 127.6% 73,630 77,065 81,570 84.4% 82.9% -

特定施設入居者生活介護 1,110,683 107.8% 1,185,970 106.8% 1,158,803 97.7% 1,131,533 1,141,929 1,158,803 98.2% 103.9% -

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 13,022 - 26,453 203.1% 46,929 177.4% 18,390 35,134 46,929 70.8% 75.3% -

夜間対応型訪問介護 25,167 147.3% 29,723 118.1% 20,112 67.7% 18,493 19,009 20,112 136.1% 156.4% -

認知症対応型通所介護 111,583 101.3% 107,046 95.9% 138,485 129.4% 126,649 131,032 138,485 88.1% 81.7% -

小規模多機能型居宅介護 13,687 116.7% 1,495 10.9% 78,252 5234.4% 15,338 66,004 78,252 89.2% 2.3% -

認知症対応型共同生活介護 142,765 108.7% 135,872 95.2% 153,657 113.1% 153,657 153,657 153,657 92.9% 88.4% -

地域密着型特定施設入居者生活介護 20,926 105.0% 17,272 82.5% 20,558 119.0% 20,558 20,558 20,558 101.8% 84.0% -

13,632 98.2% 11,705 85.9% 16,176 138.2% 15,108 15,607 16,176 90.2% 75.0% -

30,158 93.1% 34,322 113.8% 38,482 112.1% 36,534 37,503 38,482 82.5% 91.5% -

417,641 104.2% 444,345 106.4% 491,292 110.6% 458,005 475,204 491,292 91.2% 93.5% -

介護老人福祉施設 1,894,528 101.2% 1,864,342 98.4% 1,944,089 104.3% 1,944,089 1,944,089 1,944,089 97.5% 95.9% -

介護老人保健施設 730,875 104.5% 807,205 110.4% 828,201 102.6% 779,806 828,201 828,201 93.7% 97.5% -

介護療養型医療施設 309,007 98.4% 292,656 94.7% 298,884 102.1% 298,884 298,884 298,884 103.4% 97.9% -

8,099,868 104.6% 8,394,984 103.6% 8,935,791 106.4% 8,397,808 8,684,193 8,935,791 96.5% 96.7% -

居宅介護支援

合計

実績/計画値

福祉用具購入

住宅改修

サービス種類

実績 計画値

居
宅
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス

施
設

サ
ー
ビ
ス
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図表 76 サービス種類別総給付費実績・事業計画との比較（予防給付） 

                            単位：千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平成
24年度

前年比
24/23

平成
25年度

前年比
25/24

平成
26年度
(計画値)

前年比
26/25

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

訪問介護 63,259 93.7% 48,911 77.3% 74,949 153.2% 70,673 72,858 74,949 89.5% 67.1% -

訪問入浴介護 683 124.0% 452 66.2% 464 102.5% 403 403 464 169.4% 112.2% -

訪問看護 5,570 122.6% 6,866 123.3% 4,935 71.9% 4,777 4,777 4,935 116.6% 143.7% -

訪問リハビリテーション 1,054 82.5% 889 84.3% 1,665 187.4% 1,579 1,622 1,665 66.8% 54.8% -

居宅療養管理指導 4,249 101.3% 3,848 90.6% 4,836 125.7% 4,559 4,720 4,836 93.2% 81.5% -

通所介護 71,124 117.7% 95,005 133.6% 67,698 71.3% 63,724 65,811 67,698 111.6% 144.4% -

通所リハビリテーション 24,389 101.9% 21,099 86.5% 29,171 138.3% 27,655 28,253 29,171 88.2% 74.7% -

福祉用具貸与 9,574 105.4% 8,905 93.0% 10,587 118.9% 9,993 10,264 10,587 95.8% 86.8% -

短期入所生活介護 470 56.3% 496 105.6% 1,286 259.0% 1,144 1,144 1,286 41.1% 43.4% -

短期入所療養介護 48 108.8% 26 54.7% 0 0.0% 0 0 0 - - -

特定施設入居者生活介護 45,929 89.9% 38,568 84.0% 60,019 155.6% 54,921 57,567 60,019 83.6% 67.0% -

認知症対応型通所介護 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

小規模多機能型居宅介護 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

認知症対応型共同生活介護 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

1,628 100.9% 1,801 110.6% 1,485 82.5% 1,411 1,455 1,485 115.4% 123.8% -

11,562 91.5% 14,150 122.4% 12,765 90.2% 12,069 12,533 12,765 95.8% 112.9% -

30,053 103.1% 29,790 99.1% 35,522 119.2% 33,562 34,572 35,522 89.5% 86.2% -

269,592 101.0% 270,805 100.4% 305,383 112.8% 286,469 295,980 305,383 94.1% 91.5% -

介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

介護予防支援

合計

実績 計画値 実績/計画値

サービス種類

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
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(７) サービス種類別給付事業量実績 事業計画との比較（介護・介護予防） 

図表 77 サービス種類別給付事業量実績 事業計画との比較（介護給付） 

 

 

  

平成
24年度

前年比
24/23

平成
25年度

前年比
25/24

平成
26年度

(見込)※

前年比
26/25

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成24年度 平成25年度
平成

26年度
(見込)

訪問介護 （回/年） 327,318 106.1% 325,673 99.5% 350,012 107.5% 324,515 338,410 356,839 100.9% 96.2% 98.1%

訪問入浴介護 （回/年） 7,150 102.3% 7,041 98.5% 7,872 111.8% 7,597 7,934 8,563 94.1% 88.7% 91.9%

訪問看護 （回/年） 42,342 146.6% 49,780 117.6% 54,976 110.4% 31,069 32,423 34,319 136.3% 153.5% 160.2%

訪問リハビリテーション （回/年） 17,977 99.0% 18,467 102.7% 18,940 102.6% 18,596 19,348 20,401 96.7% 95.4% 92.8%

居宅療養管理指導 （人/年） 8,796 113.8% 9,791 111.3% 10,496 107.2% 7,944 8,232 8,472 110.7% 118.9% 123.9%

通所介護 （回/年） 99,921 109.6% 116,752 116.8% 125,780 107.7% 98,006 101,572 106,631 102.0% 114.9% 118.0%

通所リハビリテーション （回/年） 42,215 99.8% 44,691 105.9% 44,372 99.3% 44,779 46,497 48,826 94.3% 96.1% 90.9%

短期入所生活介護 （日/年） 18,018 103.0% 20,439 113.4% 20,696 101.3% 17,091 17,661 18,748 105.4% 115.7% 110.4%

短期入所療養介護 （日/年） 5,677 99.0% 5,848 103.0% 5,468 93.5% 6,801 7,125 7,533 83.5% 82.1% 72.6%

特定施設入居者生活介護 （人/年） 5,534 106.7% 5,922 107.0% 6,380 107.7% 5,496 5,544 5,628 100.7% 106.8% 113.4%

福祉用具貸与 （人/年） 19,322 104.9% 19,999 103.5% 20,828 104.1% 18,888 19,584 20,148 102.3% 102.1% 103.4%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人/年） 94 - 173 184.0% 128 74.0% 96 180 240 97.9% 96.1% 53.3%

夜間対応型訪問介護 （人/年） 1,169 123.1% 1,305 111.6% 1,236 94.7% 888 912 924 131.6% 143.1% 133.8%

認知症対応型通所介護 （回/年） 9,864 96.6% 9,528 96.6% 9,148 96.0% 11,409 11,782 12,457 86.5% 80.9% 73.4%

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 64 114.3% 10 15.6% 12 120.0% 72 312 372 88.9% 3.2% 3.2%

認知症対応型共同生活介護 （人/年） 549 104.4% 520 94.7% 512 98.5% 588 588 588 93.4% 88.4% 87.1%

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人/年） 92 90.2% 85 92.4% 0 0.0% 108 108 108 85.2% 78.7% 0.0%

（件/年） 565 97.1% 521 92.2% 448 86.0% 624 648 660 90.5% 80.4% 67.9%

（人/年） 336 92.8% 376 111.9% 300 79.8% 384 396 408 87.5% 94.9% 73.5%

（件/年） 31,009 104.3% 32,573 105.0% 33,580 103.1% 31,044 32,184 33,240 99.9% 101.2% 101.0%

介護老人福祉施設 （人/年） 7,201 99.9% 7,133 99.1% 7,108 99.6% 7,260 7,260 7,260 99.2% 98.3% 97.9%

介護老人保健施設 （人/年） 2,806 106.7% 3,012 107.3% 2,960 98.3% 2,880 3,060 3,060 97.4% 98.4% 96.7%

介護療養型医療施設 （人/年） 912 100.6% 881 96.6% 792 89.9% 876 876 876 104.1% 100.6% 90.4%

※平成26年見込みは、平成26年4月～6月利用分の３カ月分に４を乗じたもの。

福祉用具購入

住宅改修

居宅介護支援

実績 計画値 実績/計画値

サービス　　　　　　　          　年度 単位
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宅
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ー
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域
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図表 78 サービス種類別給付事業量実績 事業計画との比較（予防給付） 

 

 

  

平成
24年度

前年比
24/23

平成
25年度

前年比
25/24

平成
26年度

(見込)※

前年比
26/25

平成24年度 平成25年度 平成26年度
平成

24年度
平成25年度

平成
26年度
(見込)

介護予防訪問介護 （人/年） 3,864 93.7% 3,151 81.5% 2,624 83.3% 4,308 4,440 4,567 89.7% 73.1% 57.5%

介護予防訪問入浴介護 （回/年） 81 120.9% 54 66.7% 52 96.3% 48 48 55 168.8% 112.5% 94.5%

介護予防訪問看護 （回/年） 1,122 181.8% 1,420 126.6% 1,060 74.6% 664 664 687 169.0% 213.9% 154.3%

介護予防訪問リハビリテーション （回/年） 353 83.3% 300 85.0% 264 88.0% 526 540 554 67.1% 57.0% 47.7%

介護予防居宅療養管理指導 （人/年） 422 106.6% 391 92.7% 412 105.4% 420 432 444 100.5% 93.1% 92.8%

介護予防通所介護 （人/年） 2,133 122.0% 2,861 134.1% 3,108 108.6% 1,860 1,920 1,976 114.7% 153.8% 157.3%

介護予防通所リハビリテーション （人/年） 539 102.7% 479 88.9% 352 73.5% 588 600 624 91.7% 81.5% 56.4%

介護予防短期入所生活介護 （日/年） 67 45.9% 92 137.3% 80 87.0% 180 180 203 37.2% 51.1% 39.4%

介護予防短期入所療養介護 （日/年） 0 - 3 - 0 - 0 0 0 - - -

介護予防特定施設入居者生活介護 （人/年） 508 91.0% 423 83.3% 472 111.6% 561 588 613 90.6% 75.4% 77.0%

介護予防福祉用具貸与 （人/年） 1,857 107.8% 1,878 101.1% 1,772 94.4% 1,800 1,848 1,908 103.2% 104.3% 92.9%

認知症対応型通所介護 （回/年） 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

小規模多機能型居宅介護 （人/年） 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

認知症対応型共同生活介護 （人/年） 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - - -

（件/年） 106 101.9% 94 88.7% 52 55.3% 113 116 119 93.8% 83.2% 43.7%

（人/年） 104 83.2% 140 134.6% 124 88.6% 125 130 132 83.2% 112.0% 93.9%

（件/年） 6,567 101.8% 6,505 99.1% 6,208 95.4% 6,780 6,984 7,176 96.9% 95.9% 86.5%介護予防支援

※平成26年見込みは、平成26年4月～6月利用分の３カ月分に４を乗じたもの。

実績/計画値

介護予防福祉用具購入

介護予防住宅改修

計画値実績

サービス　　　　　　　　　　　　　年度 単位

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
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５． 介護保険事業会計の推移 

図表 79 歳入歳出決算 

                                  （単位：円） 

  平成23年度 
対前年

度比 
平成24年度 

対前年

度比 
平成25年度 

対前年

度比 
平成26年度 

歳入 予算 9,662,468,000 100.0% 9,662,467,000 103.2% 9,970,254,000 106.0% 10,565,594,000 

 決算 9,125,268,743 104.9% 9,575,819,250 103.4% 9,901,373,451 - - 

歳出 予算 9,662,468,000 100.0% 9,662,467,000 103.2% 9,970,254,000 106.0% 10,565,594,000 

 決算 9,013,282,125 104.4% 9,410,278,162 102.9% 9,682,101,599 - - 

 

図表 80 歳入内訳 

                                  （単位：円） 

  平成23年度 
対前年

度比 
平成24年度 

対前年

度比 
平成25年度 

対前年

度比 
平成26年度 

保険料 予算 1,668,492,000 112.3% 1,872,991,000 101.0% 1,890,850,000 107.7% 2,036,375,000 

 決算 1,665,069,770 113.2% 1,884,895,070 103.9% 1,957,753,600 - - 

使用料及び

手数料 

予算 112,000 126.8% 142,000 100.0% 142,000 100.0% 142,000 

決算 100,800 84.2% 84,900 83.2% 70,600 - - 

国庫支出金 予算 2,086,620,000 100.3% 2,092,531,000 103.5% 2,165,679,000 105.7% 2,288,960,000 

決算 1,988,883,700 101.5% 2,018,372,197 105.3% 2,125,457,396 - - 

支払基金 

交付金 

予算 2,751,012,000 96.6% 2,658,774,000 103.5% 2,752,145,000 106.0% 2,917,985,000 

決算 2,563,031,000 101.3% 2,596,940,000 104.0% 2,700,593,000 - - 

都支出金 予算 1,413,931,000 105.9% 1,497,664,000 97.0% 1,452,849,000 106.0% 1,539,927,000 

 決算 1,352,434,850 110.4% 1,493,202,999 96.8% 1,445,793,682 - - 

財産収入 予算 176,000 38.6% 68,000 135.3% 92,000 47.8% 44,000 

 決算 1,144,342 39.3% 449,222 82.8% 371,911 - - 

繰入金 予算 1,741,055,000 88.4% 1,539,227,000 110.9% 1,707,437,000 104.3% 1,781,011,000 

 決算 1,423,544,602 103.1% 1,467,873,894 102.6% 1,505,646,474 - - 

繰越金 予算 1,000,000 100.0% 1,000,000 100.0% 1,000,000 100.0% 1,000,000 

 決算 130,268,779 86.0% 111,986,618 147.8% 165,541,088 - - 

その他 予算 70,000 100.0% 70,000 85.7% 60,000 250.0% 150,000 

 決算 790,900 254.7% 2,014,350 7.2% 145,700 - - 

計 予算 9,662,468,000 100.0% 9,662,467,000 103.2% 9,970,254,000 106.0% 10,565,594,000 

 決算 9,125,268,743 104.9% 9,575,819,250 103.4% 9,901,373,451 - - 
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図表 81 歳出内訳 

                                  （単位：円） 

  平成23年度 
対前年

度比 
平成24年度 

対前年

度比 
平成25年度 

対前年

度比 
平成26年度 

総務費 予算 304,054,000 101.3% 307,868,000 94.2% 290,054,000 105.3% 305,379,000 

 決算 273,612,213 102.2% 279,565,195 94.3% 263,556,364 - - 

保険給付費 予算 9,132,305,000 100.3% 9,159,719,000 103.5% 9,481,411,000 106.0% 10,053,792,000 

決算 8,465,053,479 104.3% 8,833,279,653 103.5% 9,144,428,856 - - 

財政安定化

基金拠出金 
予算 - - - - - - - 

決算 - - - - - - - 

地域支援事

業費 

予算 216,923,000 85.7% 185,802,000 102.1% 189,687,000 104.0% 197,369,000 

決算 195,095,749 93.8% 182,933,371 100.6% 183,977,510 - - 

基金積立金 予算 176,000 38.6% 68,000 135.3% 92,000 47.8% 44,000 

決算 1,144,342 39.3% 449,222 82.8% 371,911 - - 

公債費 予算 - - - - - - - 

 決算 - - - - - - - 

諸支出金 予算 6,010,000 100.0% 6,010,000 100.0% 6,010,000 100.0% 6,010,000 

 決算 78,376,342 145.5% 114,050,721 78.7% 89,766,958 - - 

その他 予算 3,000,000 100.0% 3,000,000 100.0% 3,000,000 100.0% 3,000,000 

 決算 - - - - - - - 

計 予算 9,662,468,000 100.0% 9,662,467,000 103.2% 9,970,254,000 106.0% 10,565,594,000 

 決算 9,013,282,125 104.4% 9,410,278,162 102.9% 9,682,101,599 - - 
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第２節  第６期介護保険事業計画期間の展望 

１． 第６期介護保険事業期間における基本的方向性 

【地域包括ケアシステムの推進と介護保険制度改正への対応と一体的に進めるべき第６期

介護保険事業】 

■ 武蔵野市は、我が国初のリバースモーゲージや武蔵野市福祉公社による有償在宅福

祉サービス、全国初の都市型小規模特別養護老人ホームの整備等、全国に先駆けた

様々な高齢者施策を展開するとともに、在宅介護支援センターを中心とした従来の

小地域完結型の福祉サービスや、平成 12 年の介護保険制度施行時に制定した「武蔵

野市高齢者福祉総合条例」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心していきいき

と暮らせるまちづくりを総合的に進めてきました。 

■ 市としても、これらの蓄積と成果のうえに、団塊の世代が後期高齢期を迎える平成

37（2025）年に向けて“武蔵野市らしい地域包括ケアシステム”を推進することが

課題となっています。そのため、平成 25（2013）年６月に市役所関係部署と関係機

関の代表者による「武蔵野市地域包括ケアシステム検討委員会」を設置し、平成 26

（2014）年３月に「地域包括ケアシステムとは…『武蔵野市における 2025 年へ向け

た“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”』」と位置付け、「武蔵野市の地域包

括ケアシステム推進に向けた課題整理と今後の方向性」について、報告書にまとめ

ました。今後、この報告書に沿って、行政・関係機関・市民が力を合わせて、“武

蔵野市らしい地域包括ケアシステム”を推進することが求められています。 

■ 一方、今回の介護保険制度の改正に対しては、上記の武蔵野市地域包括ケアシステ

ム検討委員会報告書を取りまとめ、「国の制度見直しに伴う課題・問題点を把握し

たうえで、武蔵野市として地域の実情に応じた円滑な制度変更への対応とサービス

水準の維持・向上を目指す」ことを「基本的対応方針」としてまとめ、さらに個別

的課題に対して「予防給付再編への対応方針」「一定以上所得者の２割負担への対

応方針」「地域ケア会議の整備への対応方針」「特別養護老人ホームの重点化への

対応方針」を明確化しました。今後、これらの対応方針に基づいて、武蔵野市の実

情に応じた円滑かつ的確な制度変更への対応を進めることとなります。 
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図表 82 介護保険制度改正に対する武蔵野市の基本的対応方針 

 

■ このように、第６期の介護保険事業計画は、単に「今後３年間の在宅サービス・施

設サービスの方向性」等を提示するだけでなく、「地域包括ケアシステムの推進」

と「介護保険制度改正への対応」とを三位一体的に進めるものと認識しなければな

りません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

●予防給付再編対応方針：予防訪問介護・予防通所介護を利用し
ている要支援者に対しては、これまでと同程度のサービス供給
が継続されることを基本とする。

●一定以上所得者の2割負担対応方針：平成27年8月施行に向け
て、ケアマネジャー・事業者などの協力を得ながら、市民への周
知を丁寧に行い、「負担割合証」の発行などを円滑に進める。

●特別養護老人ホームの重点化対応方針：要介護１・２であっても
真に入所が必要な利用者については、市と施設が協議し新た
な入所ルールを確立する。

●地域ケア会議対応方針：「在宅支援連絡会議」「地区別ケース検
討会」などの既存の連携会議に重層的な地域ケア会議機能を
付加し、多職種連携を強化する。

基本的対応方針：国の制度見直しに伴う課題・問題点を
把握したうえで、武蔵野市として地域の実情に応じた円滑
な制度変更対応とサービス水準の維持・向上を目指す。

介護保険制度改正に対する武蔵野市の基本的対応方針
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【第６期介護保険事業計画の基本的方向性（ポイント）】 

■ 直近の国勢調査結果等から、65 歳以上高齢者の約４人に１人は単身高齢者と推測さ

れます。今後さらに増加が見込まれる単身高齢者の方が、住み慣れた地域で安心し

て暮らしつづけられるようなサービスの基盤整備が求められています。 

■ また、認知症高齢者の増加に対応できるよう、地域包括支援センター等に「認知症

コーディネーターリーダー（認知症地域支援推進員）」を配置し、「三鷹武蔵野認

知症連携を考える会」の一員である杏林大学医学部付属病院の「認知症アウトリー

チチーム」との協働体制を構築し、連携の強化を図ることも必要です。 

■ 医療と介護の両方のニーズを抱える高齢者に対しては、退院時支援の充実を図るこ

とや在宅療養生活を支える 24 時間体制の支援の仕組みづくり等、医療と介護が相互

に連携しながら市民の在宅生活を支える体制を構築する必要があります。 

■ 以上のような視点に立って、「第６期介護保険事業の基本目標」は、武蔵野市の地

域包括ケアシステム推進へ向けた「基本的方向性」に基づいて、「重度な要介護状

態となっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるサービス提供体制の構築」をめざします。 

■ しかし、老老介護や単身高齢者の増加等に対応するためには、在宅サービスの充実

だけでは限界があるのも事実です。そのため、「居宅生活の限界点を高める」こと

を基本としながらも、一定の施設サービスの整備も必要となります。 

■ 社会保険方式をとる介護保険制度は、サービス提供量や給付費が増加すると、それ

に伴って保険料も上昇する仕組みです。超高齢化社会の進展や要介護高齢者の増加

により、今後も介護費用の上昇が見込まれる中で、給付と保険料のバランスに配慮

し、効率的・効果的にサービス提供基盤を整備していく必要があります。 

■ そこで、第６期介護保険事業計画における介護サービスの水準と負担のあり方に関

しては、次の３パターンを検討しました。 
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図表 83 第６期介護保険事業計画における 

介護サービスの水準と負担のあり方に関するパターン 

 

■ 武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会の議論や、市民意見

交換会及びパブリックコメント等のご意見を踏まえ、居宅と施設のバランスに配慮

しながら、重度な要介護状態になっても、また万が一、在宅生活の継続が困難とな

っても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる

よう、市内に特別養護老人ホームを新たに１施設整備する【パターン２】の方向性

を選択します。 

２． 日常生活圏域の設定 

■ 武蔵野市の相談・サービス提供体制としては、従来、直営の基幹型地域包括支援セ

ンター１カ所と、６カ所の在宅介護支援センターを地域包括支援センターと位置付

けて重層的な地域相談体制を整備しています。在宅介護支援センターは、介護保険

法に基づく地域包括支援センター機能と老人福祉法に基づく在宅介護支援センター

機能の二枚看板をもち、例えば在宅介護支援センターの職員が新規の要介護認定申

請者宅を調査員と同行訪問し、担当エリアの要支援・要介護高齢者を全件把握する

など、小地域完結型の相談・サービス提供を行ってきました。したがって、本市が

目指してきた小地域完結型の相談・サービス提供体制を継続・強化していくために、

日常生活圏域については、在宅介護支援センターを地域包括ケアシステムの拠点と

位置付け、地域の特色にあった面的なコーディネートを行っていく上でも、小地域

パターン 基本的な考え方 

【パターン１】 

居宅サービスの充実 

●現行の居宅サービス水準を維持・拡充する。 

●定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

事業所を新たに１事業所整備する。 

【パターン２】 

居宅と施設のバランスに

配慮しながら、多機能な

中・重度要介護者向けサー

ビスを充実させる 

【パターン１】 

   ＋ 

●第６期計画期間中に、市内に地域包括ケア推進に向けたサ

ービスを併設した特別養護老人ホームを新たに１施設整備

する。 

【パターン３】 

今後の認知症高齢者や

中・重度要介護者の増加に

対応するため施設サービ

スを充実させる 

【パターン２】 

   ＋ 

●認知症対応型共同生活介護（グループホーム）や介護付き

有料老人ホームを整備する。 
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完結型の相談・サービス提供体制として６圏域と設定します。しかし、武蔵野市の

規模からは施設整備的には１圏域と考え対応します。 

  

図表 84 在宅介護支援センター・地域包括支援センター圏域比較表 

 

     （平成 26 年 10 月 1 日現在） 

＊1  住所地特例者と市内特養に住所を置く者を除く 

＊2 平成 26 年７月１日現在、要介護認定を受けていて、認定調査時の認知症高齢者の自立度がⅡ以上。 

（住所地特例者除く） 

  

在宅介護
支援センター

総数 ゆとりえ 本町
吉祥寺

ナーシング
高齢者総合センター ケアハウス 武蔵野日赤

担当地区 ―
吉祥寺東町
吉祥寺南町

御殿山１丁目

御殿山２丁目
吉祥寺本町

吉祥寺北町
中町・西久保
緑町・八幡町

関前・境
桜堤

境南町

職員配置数 31 6.0 3.5 4.0 7.0 6.0 4.0

人口 142,108 28,408 13,262 16,203 36,944 33,102 14,189

高齢者人口 30,444 6,597 2,741 3,565 7,914 6,472 3,155

高齢化率 21.42% 23.22% 20.67% 22.00% 21.42% 19.55% 22.24%
７５歳以上

高齢者人口
15,439 3,338 1,372 1,862 4,015 3,318 1,534

後期高齢化率 10.86% 11.75% 10.35% 11.49% 10.87% 10.02% 10.81%
職員一人当たりの高

齢者数
998 1,100 783 891 1,131 1,079 789

要支援認定者数*1 1,158 253 85 161 277 263 119

要支援１ 591 138 44 86 127 139 57
要支援２ 567 115 41 75 150 124 62

要介護認定者数*1 4,509 937 397 494 1,256 964 461

要介護１ 1,231 226 108 148 342 279 128
要介護２ 1,215 282 101 123 337 243 129
要介護３ 843 157 81 86 245 190 84
要介護４ 671 154 55 70 181 143 68
要介護５ 549 118 52 67 151 109 52

認知症高齢者数*2
（H26.7.1現在）

3,667 763 323 439 959 781 402

出現率 12.05% 11.57% 11.78% 12.31% 12.12% 12.07% 12.74%
生活保護受給者数

（65歳以上）
836 71 51 47 273 296 98

生活支援ヘルパー
利用者数

76 22 1 1 30 19 3

食事サービス
利用者数

190 53 11 8 38 45 35

認知症見守り支援ヘル
パー利用者数 63 14 8 13 18 6 4

地区別ケース検討会
ケアマネ登録者数 154 24 28 20 30 23 29
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３． 平成 27 年度介護保険制度改正への武蔵野市の対応 

(１) 介護予防給付（予防訪問介護・予防通所介護）の見直し 

■ 予防給付の一部（予防訪問介護・予防通所介護）が介護予防・日常生活支援総合事

業（新しい総合事業）に移行され、市町村長の権限によるサービス提供となります。 

■ 市では、現予防訪問介護・予防通所介護を利用している要支援者に対しては、これ

までと同程度のサービス供給が継続されることを基本とします。 

■ 新しい総合事業における訪問系のサービスについては、基準を緩和したサービス（訪

問型サービスＡ）として、例えば、現在市の事業として実施している生活支援ヘル

パー等での対応を次のように検討していきます。 

■ 新しい総合事業における通所系のサービスについては、現在市の事業として実施し

ている介護予防事業等既存の事業を整理体系化する中で、次のように検討していま

す。 

 

図表 85 新しい総合事業に該当する武蔵野市のサービス検討案  

・次の一覧は、新しい総合事業に該当する武蔵野市の現行サービス等について整理したものです。介護保険事

業についての今後の財政シミュレーションや地域包括支援センターの業務量等を勘案した結果、変更するこ

とがあります。 

サービス種別 
相当する武蔵野市

の現行サービス 
対象者と事業内容 

サービス 

提供者 

H25 利用延

人数 

Ｈ26 予算 

(円) 

訪
問
系
（
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
） 

訪問介護 

（現行の訪

問介護相当） 

介護予防訪問介護 

（保険給付） 

・要支援認定者 

・訪問介護員による身体介護、生活

援助 

介 護 保 険 訪

問 介 護 事 業

所 

3,151 59,252,082 

訪問型サー

ビスＡ 

（緩和した

基準による

サービス） 

生活支援ヘルパー 

派遣事業 

・おおむね 65 歳以上の高齢者及び

高齢者のみ世帯 

・自立生活の継続のために、食材の

買い物、室内の整理等の軽易な生活

支援。１日１時間、週２回、合計２

時間まで 

介 護 保 険 訪

問 介 護 事 業

所、シルバー

人 材 セ ン タ

ー 

991 16,660,000 

認知症見守り支援 

事業 

・おおむね 65 歳以上の高齢者で認

知症の症状を有している方 

・①見守り②話し相手③外出支援

（散歩付添）④その他、認知症の周

辺症状が緩和できるための援助。週

４回まで、１週あたり合計４時間ま

で 

（公財）武蔵

野 市 福 祉 公

社 ホ ー ム ヘ

ル プ セ ン タ

ー武蔵野 

311 6,675,000 

訪問型サー

ビスＢ 

（住民主体

による支援） 

家事援助サービス 

・掃除、洗濯、料理、買い物、話し

相手、通院・散歩付添い  

・１人あたりの時間料金の目安 1.5

時間 1,665 円～＋交通費実費 

（公社）武蔵

野 市 シ ル バ

ー 人 材 セ ン

タ ー （ 会 員

257 人） 

 

1,915 26,590,907 
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通
所
系
（
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業
） 

通所介護 

（現行の通

所介護相当） 

介護予防通所介護 

（保険給付） 

・要支援認定者 

・デイサービスセンター等で行われ

る機能訓練等 

介 護 保 険 通

所 介 護 事 業

所 

2,861 99,127,029 

通所型サー

ビスＡ 

（緩和した

基準による

サービス） 

健康やわら体操 

・65 歳以上の方 

・柔道場の畳の上での柔道の動きを

取り入れた簡単な体操。柔道整復師

が体操の指導を行う。 

(公社）東京

都 柔 道 整 復

師 会 武 蔵 野

支部 

587 2,253,420 

不老体操浴場開放 

・60 歳以上の方 

・浴場７カ所、コミセン８カ所＋ 

在宅介護支援センター１カ所で開

催 

生 活 体 操 研

究会 
13,189 18,299,723 

地域健康クラブ事

業 

・60 歳以上の方 

・「生きがいと健康づくり推進事業」

として武蔵野市福祉公社へ委託 

・健康プロモーターが地域健康クラ

ブのプログラムを企画、指導を実施

し、参加者の体力に合わせた健康づ

くりのためのアドバイスを行う 

・市内 16 カ所のコミセン他２会場

で実施。平成 20 年度からは、市内

３カ所のコミセンで、①コース（低

体力から普通）②コース（普通から

元気）とコース別に分け実施 

【 運 営 委 託

先】ヘルシー

ラ イ フ プ ロ

ジェクト 

31,215 15,928,000 

ときめきムーブメ

ント 

・60 歳以上の方 

・主に体力がない方を対象とした、

1 年間の体操講座 

(公財 )武蔵

野 市 福 祉 公

社、高齢者総

合センター 

2,660 133,000 

気楽に動こう 

・60 歳以上の方 

・主に体力がない方を対象とした、

随時入会可能な自由入会講座 

(公財 )武蔵

野 市 福 祉 公

社、高齢者総

合センター 

1,143 523,600 

通所型サー

ビスＢ 

（住民主体

による支援） 

テンミリオンハウ

ス事業 

・65 歳以上の高齢者で、自己通所可

能な方（一部例外あり） 

・ミニデイサービス、喫茶、世代間

交流、緊急ショートステイ等 

 

市 民 団 体 、

NPO（7 団体） 
32,217 95,411,000 

通所型サー

ビスＣ 

（短期集中

予防） 

  新 設 

・65 歳以上の高齢者 

・要介護状態等になることを予防

し、より活動的な生活ができるよう

医療等の専門的な職員による指導

や評価等の関与のもと、高齢者向き

の機器の使用等により短期間の積

極的なトレーニングを実施する 

 

老 人 保 健 施

設・医療施設

等 

  ― ― 
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栄養改善おいしく

元気アップ！教室 

・65 歳以上の高齢者 

・現在の食生活をより栄養バランス

の良いものにするためのプログラ

ム 

・管理栄養士による個別相談と簡単

な試食、軽体操やお口の体操 

株 式 会 社 コ

ナ ミ ス ポ ー

ツ＆ライフ 

   123 1,400,652 

 
一般介護予

防事業 

口腔機能向上歯つ

らつ健康教室（口腔

ケアプログラム） 

・65 歳以上の高齢者 

・食べることの意義や口腔機能につ

いての講義、歯みがき指導、歯つら

つ体操、唾液腺マッサージを歯科医

師、歯科衛生士が行う 

（公社）東京

都 武 蔵 野 市

歯科医師会 

209 1,720,244 

通
所
系
（
一
般
介
護
予
防
事
業
） 

 健康体操教室 

・20 歳以上の運動可能な市民で、要

介護・要支援認定を受けていない

方。医師からの運動制限を受けてい

ない方。 

・自由来所制。曜日（月・火・水・

金）ごとの強度の異なるプログラム

に合わせたソフトな体操や筋力ト

レーニング、オリジナル体操「だん

だん活力アップ体操」を実施。初め

て参加する方のため月１回入門ク

ラスを実施。（体力測定とガイダン

スあり） 

（有）昌浦企

画 
4,498 4,525,200 

 

 

高齢者筋力向上教

室 

・健康積立預筋体操

教室（東部・吉祥寺

駅周辺） 

・にこにこ運動教室 

（西部・武蔵境駅周

辺） 

・筋力の衰えを感じている 65 歳以

上の方 

・市内スポーツクラブ２カ所での筋

力向上のための体操教室。年３期、

各期 12 回（週１回）。 

・コナミの木曜日コースはマシンの

使用あり。ＮＡＳ吉祥寺は毎期マシ

ンの体験日あり。 

健 康 積 立 預

筋 金 体 操 教

室：スポーツ

クラブ NAS 吉

祥寺 

に こ に こ 運

動教室：コナ

ミ ス ポ ー ツ

＆ライフ 

ＮＡＳ 

1,482 

コナミ 

1,406 

5,123,035 

健康づくり応援教

室（ころばぬコー

ス、保健センター） 

・65 歳以上の市民で転ぶことに不安

のある方。要介護認定者は不可 

・厚生労働省「介護予防関係マニュ

アル」東京都老人総合研究所転倒予

防プログラムに基づく、転倒予防に

効果的な筋力のアップとバランス

良い歩行についての運動実技を中

心とした健康維持・増進のための教

室。年３期、各期 12 回（週１回） 

㈱ ニ チ イ 学

館 
106 2,458,534 

高齢者食事学 

・高齢期の栄養についてのアドバイ

ス、食べること・作ることの楽しさ

を市協力栄養士による料理講習

会・講演会を通して学ぶ 

①生活習慣病②介護者のための料

理③男性のための料理講習会 

高 齢 者 食 事

学研究会 

①479 

②33 

③192 

2,224,800 

脳の健康教室 

・認知症予防を目的とした「読み書

き」「計算」の学習教材を使った６

カ月間の講座。 

・ウォーキング等の継続的な運動へ

の働きかけ。 

【教材】くも

ん 

【実施】地域

包 括 支 援 セ

ンター 

23 

（Ｈ26） 
630,000 
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(２) 一定以上所得者の利用者負担の見直し 

■ 「被保険者の上位２割に該当する」という基準（合計所得金額 160 万円以上の方＝

年金収入 280 万円以上）で、利用者２割負担が導入される予定です。 

■ 市では、合計所得金額 160 万円以上の方は被保険者の約 35%、実際に介護保険のサー

ビスを利用している方は 23.5%程度と推計しています。一方、利用者負担が２割にな

ったら、サービスを「減らす・やめる」との回答が 28.6%となっており（Ｐ15「（7）

介護保険サービスの利用者負担が２割になった場合の対応について」参照）、十分

な周知のないまま利用者２割負担が導入されると、利用者本人・家族・事業者等で

混乱が生じかねません。 

■ そこで、市は、利用者２割負担の平成 27 年８月施行に向けて、ケアマネジャーや事

業者等の協力を得ながら、市民への周知を丁寧に行い、「負担割合証」の発行等を

円滑に進めます。 

(３) 特別養護老人ホームの重点化 

■ 国は「原則、特養への新規入居者を要介護度３以上の高齢者に限定」するとし、一

方で、「軽度（要介護１、２）の要介護者について、やむを得ない事情により、特

養以外での生活が著しく困難であると認められる場合には、市町村の関与の下、特

例的に、入所を認める。」としています。 

■ 市は、要介護１、２であっても真に入所が必要なケースを勘案し、市と施設との協

議の手続き等を定めることとします。 

(４) 補足給付の見直し（資産等の勘案） 

■ 国は、補足給付の対象者について、「一定額以上の預貯金等（単身では 1,000 万円

超、夫婦世帯では 2,000 万円超程度を想定）がある場合には、対象外。」としてい

ます。また、原則として自己申告により預貯金額等の把握をするものとしています。 

■ 市は、補足給付対象者の預貯金等を適切に把握できる体制を整備します。 

(５) 包括的支援事業の充実 

■ 今回の制度改正では、市町村が行う地域支援事業のうち包括的支援事業として「地

域ケア会議の充実」、「在宅医療・介護連携推進事業」、「認知症総合支援事業」、

「生活支援体制整備事業」について法定化され、充実が図られます。 

■ 平成 29 年度末までにはすべてに取り組むこととされていますが、市では既存の取り

組みを充実させながら、平成 27 年度より各事業を実施します。 
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■ 各事業への対応については、次のとおりです。 

介護保険制度改正に伴う新たな地域支援事業への武蔵野市の対応と開始時期について 

事業名 事業内容及び条件 武蔵野市の対応 開始 

包
括
的
支
援
事
業
（
充
実
分
） 

地 域 ケ ア 会

議の充実 

・地域包括ケアの実現に向けて、個別ケースを通し

て、福祉・介護・医療関係者や住民が一緒に、その

方に対する支援について地域の社会資源や住民

同士のネットワーク等を含め検討する。同時に、共

通する地域課題を抽出し、解決のための地域づく

りや社会資源の開発、市の制度への反映等を行っ

ていくための「地域ケア会議」を開催する。 

・既存の地区別ケース検討会等の連携

会議に地域ケア会議機能を付加し、

個別レベル、日常生活圏域レベル、市

町村レベル、高齢者・障害者等の分

野を越えたレベルの「地域ケア会議」

を重層的に開催し、問題解決や政策

形成に反映させていく（※P47 参照）。 

平成

27 年  

４月～ 

 

在宅医療・介

護 連 携 推 進

事業 

 

 

・在宅医療と介護サービスを一体的に提供するため

に、居宅に関する医療機関と介護サービス事業者

等の関係者の連携を推進することを目的に８事業

（P50 図表 58 のア～ク）を行う。 

・実施可能な市区町村は平成 27 年４月から取組みを

開始し、平成 30 年４月には全ての市区町村で実

施。 

・地域の医療・介護資源の把握や脳卒

中連携パス等は既に着手・実 施済

み。 

・今後「在宅医療・介護連携支援セン

ター」（仮称）設置等を準備（※P50 図

表 58 参照）。 

認 知 症 総 合

支援事業 

 

 

 

 

・認知症の早期診断、早期対応に向けて、多職種に

より個別の訪問支援を行う「認知症初期集中支援

チーム」を設置。 

・専任の連携支援・相談等を行う「認知症地域支援推

進員」を地域包括支援センター等に整備。 

・平成 27 年度より取り組み、平成 30 年４月までに整

備する。 

・平成 26 年 10 月から設置の「認知症コ

ーディネーター」（都補助事業）を 27 年

度より「認知症地域支援推進員」と位

置付ける。 

・「認知症初期集中支援チーム」は既存

の認知症連携体制を基盤として整備

する（※P43 参照）。 

生 活 支 援 体

制整備事業 

 

 

 

 

 

・ＮＰＯ、ボランティア等の多様な主体による生活支

援・介護予防サービスの充実に向けて、地域のニ

ーズを掘り起し、既存の地域資源や人材とのマッチ

ングやネットワーク化を行う「生活支援コーディネー

ター」を、市（第１層）や日常生活圏域（第２層）に設

置する。 

・生活支援サービスに関係する機関等による「協議

体」を設置する。 

・平成 27 年度より取り組み、平成 30 年４月までに整

備する。 

・平成 27 年度より地域包括支援センタ

ーに「生活支援コーディネーター」（第

１層）を配置する。 

・「協議体」については 27 年度に設置

を予定（※P38 参照） 
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４． 介護保険の財源構成と保険料の推計方法 

(１) 介護保険の財源構成 

■ 介護保険制度は、高齢化により要介護状態となるリスクを、国民相互に助け合う社

会保険です。加入するのは原則として、市内に住所のある 65 歳以上の方（第１号被

保険者）と市内に住所があり、医療保険に加入する 40 歳以上 65 歳未満の方（第２

号被保険者）となります。 

■ 介護サービス・介護予防サービスに要する費用（介護給付費）や地域支援事業費に

要する費用は、公費 50％、保険料 50％でまかなわれています（地域支援事業の包括

的支援事業、任意事業を除く）。 

■ 保険料の第１号被保険者と第２号被保険者の負担割合は人口構成の比率を基準とし、

事業期ごとに国により政令で定められています。 

第５期事業計画期間（平成 24～26 年度）は、第１号被保険者 21％、第２号被保険者

29％でしたが、第６期（平成 27～29 年度）は高齢者人口の増加により、第２号被保

険者の負担割合が 28％となる一方、第１号被保険者の負担割合は 22％に引き上げら

れます。 

なお、第２号被保険者の保険料は、医療保険者が徴収し、社会保険診療報酬支払基

金から各保険者に交付されます。その保険料の算定方法は医療保険者ごとに定めら

れ、第１号被保険者の算定方法とは異なります。 

■ 公費の負担割合は、市 12.5％、東京都 12.5％、国 25％（施設給付費、地域支援事業

の一部を除く）となっています。なお、国の 25％のうち５％は普通調整交付金で、

65 歳以上の被保険者に占める後期高齢者の比率や所得分布により、全国の保険者間

で調整されます。全国的な後期高齢者の伸びとともに、本市の高所得者層の増加に

伴い、交付割合は減少しています。なお、制度改正に伴う保険料算定にあたる標準

段階の見直しに伴い、交付割合は更に減少が見込まれています。 
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図表 86 介護保険の財源構成 

 

  

(２) 介護保険料の推計方法 

■ 介護保険の財政運営は、３年間の単位で行われます。第５期の事業計画期間の認定

者数の推移や介護保険給付の推移をもとに、サービス基盤の整備等や介護保険制度

の改正等の要素を勘案し、今後の事業量を推計します。 

■ 本市の地域包括ケアの推進に向け、第６期計画期間中の給付費を推計して保険料を

算定するだけでなく、いわゆる団塊の世代が後期高齢者(75 歳以上)となる 2025 年の

サービス水準、給付費や保険料水準等も見据えて推計する必要があります。 

■ 推計に当たっては、サービスの充実の方向性、生活支援サービスの整備等により 2025

年の保険料水準等がどのように変化するのかを検証しながら推計する必要がありま

す。 

介護保険事業費の負担割合

公費

50%
保険料

50%

国

20% + 5%

※

東京都

12.5%

武蔵野市

12.5%
65歳以上の方

第1号被保険者

22%

40～64歳の方

第2号被保険者

28%

＜介護保険事業の財源構成＞

居宅サービス費
17,572,935千円

地域密着型サービス費
2,124,704千円

施設サービス費
8,921,952千円

特定入所者介護サービス費
高額介護サービス費等

1,868,482千円

地域支援事業費
1,200,963千円

＜第６期介護保険事業費（平成27～29年度）＞

第６期介護保険事業費

介護給付費

地域支援事業費
合 計

・国負担のうち、５%は調整交付金として、
各市区町村の後期高齢者人口や所得分布に
応じた額が公布されます。

・施設給付や地域支援事業は負担割合が一部
異なります。

介護保険事業費の法定負担割合

30,488,073 千円

1,200,963 千円
31,689,036 千円
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図表 87 給付推計の方法 

 

  

  

介護保険事業

被保険者数の推計

認定者数の推計

人口の推計
《推計にあたって考慮する点》

☆人口・住所地特例者・外国人被保険者など
の推移

☆認定者出現率の推移、サービス種類別利用

者の動向
☆市の基盤整備見込み
☆市内・近隣市の施設整備見込み
★ 介護報酬等の改定

※☆…市の現状等に関するもの
★…介護保険制度の設計、改正に関するもの

予防給付費介護給付費

特定入所者介護サービス費 高額介護サービス費

審査支払い手数料高額医療合算介護サービス費

標準給付費の推計

地域支援事業費

の見込み

介護保険事業に要する費用

22％分（第６期）

第1号被保険者負担分相当額

調整交付金の交付率の見込み

介護給付費準備基金取崩し

予定保険料収納率の見込み

保険料所得段階設定

⇒所得段階別加入割合補正後被保険者数の算出

第1号被保険者保険料（基準額）の決定

施設サービス・居住系サービス利用者の見込み

居宅サービス利用者の見込み

財政安定化基金拠出金・取崩し
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５． 人口と被保険者数の推計 

■ 10 年後の平成 37 年には、団塊世代（昭和 22 年～24 年生まれ）が後期高齢者(75 歳

以上)となります。高齢化率で 2 ポイント、後期高齢化率も 1.2 ポイント増加し、本

格的な高齢化社会を迎えるに伴い、介護を必要とする可能性の高い被保険者数が増

えると推測されます。 

図表 88 第 1 号被保険者数の推計 

 
※基準日：各年 10 月 1 日 

※表中の数値は、表示単位未満を四捨五入しているので、個々の計数を合計し、又は差し引いた数値が、 

合計等として表示された計数と一致しない場合がある。  

 

2014年
(Ｈ26年）

2015年
（H27年）

2016年
（H28年）

2017年
（H29年）

2020年
（H32年）

2025年
（H37年）

141,054 141,665 142,175 142,615 143,791 145,192

30,511 31,220 31,728 32,144 33,040 34,846

78,024 79,307 80,485 81,607 84,791 88,775

40-64歳 47,284 47,821 48,474 49,163 51,427 53,565

65-74歳 15,020 15,407 15,509 15,519 15,390 14,295

75-84歳 10,577 10,656 10,761 10,890 11,153 13,265

85歳以上 5,143 5,423 5,741 6,035 6,821 7,650

30,740 31,486 32,011 32,444 33,364 35,210

445 465 485 505 535 585

129 136 143 150 171 206

21.6% 22.0% 22.3% 22.5% 23.0% 24.0%

11.0% 11.2% 11.4% 11.7% 12.3% 14.2%

(単位：人）

区　分

総人口

65歳以上人口

　被保険者全体

　　65歳以上
　　被保険者数

住所地特例者数

外国人

高齢化率

後期高齢化率

30,740
31,486 32,011 32,444

33,364

35,210

21.6%
22.0% 22.3% 22.5%

23.0%

24.0%

11.0% 11.2% 11.4% 11.7%
12.3%

14.2%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000

17,500

20,000

22,500

25,000

27,500

30,000

32,500

35,000

37,500

2014年

(Ｈ26年）

2015年

（H27年）

2016年

（H28年）

2017年

（H29年）

2020年

（H32年）

2025年

（H37年）

高
齢
化
率
・
後
期
高
齢
化
率(

%
）

被
保
険
者
数
（
人
）

65-74歳 75-84歳 85歳以上 高齢化率 後期高齢化率
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６． 要支援・要介護認定者数の推計 

■ 認定者数については、人口推計に基づいた被保険者数の推定値に、平成 24 年度およ

び平成 25 年度の平均認定率を乗じて推計しました。 

図表 89 要支援・要介護認定者数の実績と推移 

 

※平成 26 年度は実績値。平成 27 年度以降は推計値。基準日：各年 10 月 1 日 

※表中の数値は、表示単位未満を四捨五入しているので、個々の計数を合計し、又は差し引いた数値が、合計

等として表示された計数と一致しない場合がある。 

 

2014年
(Ｈ26年）

2015年
（H27年）

2016年
（H28年）

2017年
（H29年）

2020年
（H32年）

2025年
（H37年）

6,170 6,434 6,662 6,906 7,568 8,424

要支援１ 599 618 623 635 642 650
要支援２ 576 596 595 598 629 693
要介護１ 1,267 1,409 1,539 1,678 1,928 2,138
要介護２ 1,265 1,289 1,308 1,325 1,397 1,534
要介護３ 954 970 1,002 1,048 1,169 1,315
要介護４ 839 878 912 936 1,082 1,199
要介護５ 670 674 683 686 721 895
65～74歳 602 611 615 616 610 565
75～84歳 2,223 2,295 2,320 2,367 2,480 2,853
85歳以上 3,219 3,393 3,592 3,787 4,329 4,855
40～64歳 126 135 135 136 149 151

19.7% 20.0% 20.4% 20.9% 22.2% 23.5%

65～74歳 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%
75～84歳 21.2% 21.5% 21.6% 21.7% 22.2% 21.5%
85歳以上 62.5% 62.5% 62.5% 62.6% 63.4% 63.5%

被保険者数に占める認定率
65歳以上

(単位：人）

区　分

認定者数　全体

認
定
者
数

19.7%

20.0%

20.4%

20.9%

22.2%

23.5%

19.0%

19.5%

20.0%

20.5%

21.0%

21.5%

22.0%

22.5%

23.0%

23.5%

24.0%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2014年

(Ｈ26年）

2015年

（H27年）

2016年

（H28年）

2017年

（H29年）

2020年

（H32年）

2025年

（H37年）

認
定
率
（
％
）

認
定
者
数
（
人
）

40～64歳 65～74歳 75～84歳 85歳以上 被保険者数に占める認定率

65歳以上
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７． 介護保険サービス事業量及び給付費の推計 

(１) 施設・居住系サービス利用者数及び居宅サービス利用者数の推計 

■ 居住系・施設サービス利用者数の推計 

○ 重度者をはじめとした要介護者の在宅生活を支えるため、夜間対応型訪問介

護１事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護１事業所を整備します。 

○ 中重度者が住み慣れた地域で安心して暮らせるためのサービスの基盤整備

の一環として、平成 29年に特別養護老人ホームを市内に１施設開設します。

短期入所生活介護や通所介護、介護予防サービス等も併設し、地域包括ケア

の推進に向けたサービスの拠点機能を併設した施設となるよう、整備計画を

進めます。 

○ 市内に開設が予定されている特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）１

カ所を見込んだほか、近隣区市における各種施設整備に伴う利用者の増加を

勘案しています。 

○ 介護療養型医療施設については、平成 23 年度末までに廃止される予定とな

っていましたが、法改正により、平成 29 年度末（平成 30 年 3 月 31 日）ま

で廃止期限が延長されました。市内外の利用者の多い医療施設に介護療養病

床からの転床意向調査を実施しましたが、転床計画が無い、または未定との

回答であったため、転換は考慮していません。 

図表 90 ＜サービス基盤整備見込み＞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度

事業所数 1カ所 ―

（見込人数） （102名） （116名）

事業所数 1カ所 ―

（見込人数） （17名） （18名）

事業所数 1カ所

（見込床数） （70床）

短期入所生活介護 （見込床数） ― ― （10床）

通所介護 （見込人数） ― ― （20名）

介護予防　通所型サービスA （見込人数） ― ― （10名）

―

（併設）

―

―

―

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

特別養護老人ホーム
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■ 居宅サービス利用者数の推計 

○要支援・要介護認定者数から施設・居住系サービス利用者数を差し引いて居宅サ

ービス対象者数を算出し、居宅サービス対象者数に実績から算出した利用率を乗

じ、実際にサービスを使う居宅サービス利用者数を算出しました。 

図表 91 ＜居宅・居住系・施設サービス利用者数の推移＞    （単位：人） 

 
  ※平成 25～26 年度は 11 月審査分（10 月サービス提供分）。平成 27～29 年度は推計値 

 

 

図表 92 居宅・居住系・施設サービス利用者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

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

3,862 3,940 4,136 4,116 4,204
604 624 665 723 770

（介護予防）認知症対応型共同生活介護 45 42 43 43 43
（介護予防）特定施設入居者生活介護 553 582 622 680 727
地域密着型特定施設入居者生活介護 6 0 0 0 0

922 894 927 946 1,029
介護老人福祉施設 603 604 600 616 696
介護老人保健施設 246 236 253 255 257
介護療養型医療施設 73 54 73 74 75
施設サービス利用者に占める要介護４・５の割合 69.7% 66.6% 68.5% 68.8% 69.6%

サービス区分
居宅サービス利用者数
居住系サービス利用者数

施設サービス利用者数
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(２) 介護サービス・介護予防サービスの事業量ならびに給付費の推計の考え方 

■ サービスごとの事業量推計（居宅サービス）は、各年度の在宅サービス対象者数×

平成 26 年度実績の各サービス種類別の利用率×平成 26 年度実績の１人１月当たり

利用日数・回数×12 カ月で算出しています。その際、利用率の伸び率や、利用日数・

回数の伸びについて、近年の傾向を勘案しながら調整しています。介護報酬が１月

当たりで算定されるサービス種類等については、利用者数を記載しました。 

■ 施設・居住系サービスの給付費推計は、各年度の施設・居住系サービスの利用者数

×平成 25 年度実績１人１月当たり給付費×12 カ月で算出しています。 

■ 居宅サービスの給付費推計は、各年度のサービスごとの利用者数の推計値×１人１

月当たり利用回（日）数の推計値×平成 25 年度の１人１回当たり給付費の実績値×

12 カ月で算出しています。介護報酬が一月あたりで算定されるサービスについては、

サービスごとの利用者数×平成 25 年度実績１人１月当たり給付費の実績値×12 カ

月で算出しています。 

■ １単位ごとの単価については、平成 27 年度介護報酬改定における改定率△2.27％及

び地域区分単価の改正を反映し推計しています。 

 

図表 93 介護報酬改定の考え方 

 

 

 

 

 

 

＋0.56%
認知症ケアなどへの充実分
⇒中重度の要介護者や認知症高齢者等の
介護サービスの充実を図る

＋1.65%
介護職員の処遇改善分(月1.2万円相当）
⇒介護を担う職員の人材確保、
処遇改善のために給与引上げ

▲4.48%
サービス単価分
⇒介護を提供する事業者にとっては、
収入が下がる
⇒介護を利用する人にとっては、
特別養護老人ホームやデイサービス等の
利用料が安くなる

合計▲2.27%
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図表 94 介護サービス事業量及び給付費の推計 

 

ａ）介護サービス事業量及び給付費の推計

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ア　居宅サービス

訪問介護 （回／年） 347,528 358,154 363,008 1,084,573 1,079,285 1,102,788

訪問入浴介護 （回／年） 8,227 9,120 9,250 99,162 106,119 108,558

訪問看護 （回／年） 59,743 66,753 72,043 327,727 353,281 383,421

訪問リハビリテーション （回／年） 20,859 22,550 23,680 61,006 63,679 67,442

居宅療養管理指導 （人／年） 11,339 12,781 13,973 132,273 143,939 158,617

通所介護 （回／年） 145,775 93,276 103,472 1,088,150 663,120 729,418

通所リハビリテーション （回／年） 49,262 52,151 54,312 444,891 452,979 471,001

短期入所生活介護 （日／年） 26,196 31,644 35,995 225,819 264,016 302,620

短期入所療養介護 （日／年） 6,296 6,876 7,119 66,747 70,639 73,790

特定施設入居者生活介護 （人／年） 7,014 7,749 8,346 1,387,445 1,479,473 1,595,894

福祉用具貸与 （人／年） 21,288 22,059 22,426 303,761 302,366 304,275

イ　地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人／年） 176 401 401 27,245 58,784 58,351

夜間対応型訪問介護 （人／年） 1,489 2,900 3,218 30,686 59,148 66,071

認知症対応型通所介護 （回／年） 10,955 11,991 13,375 119,007 125,684 141,571

小規模多機能型居宅介護 （人／年） 0 0 0 0 0 0

認知症対応型共同生活介護 （人／年） 519 519 519 135,005 130,384 130,798
地域密着型特定施設入居者生活介護 （人／年） 0 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／年） 0 0 0 0 0 0
看護小規模多機能型居宅介護（仮称） （人／年） 0 0 0 0 0 0

地域密着型通所介護（仮称） （回／年） 69,794 77,423 0 496,181 545,788

ウ　特定福祉用具販売 （人／年） 474 412 412 10,235 8,728 8,578

エ　住宅改修費 （人／年） 335 369 397 29,505 31,290 33,718

オ　居宅介護支援 （人／年） 35,712 37,593 39,004 479,159 485,956 506,070

カ　介護保険施設サービス

介護老人福祉施設 （人／年） 7,205 7,397 8,357 1,836,440 1,821,445 2,066,128

介護老人保健施設 （人／年） 3,036 3,060 3,084 793,768 773,046 781,966

介護療養型医療施設 （人／年） 881 893 905 285,365 279,497 284,297

8,967,968 9,249,037 9,921,161

ｂ）介護予防サービス事業量及び給付費の推計

単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

ア　介護予防サービス

介護予防訪問介護 （人／年） 2,532 420 0 32,702 5,218 0

介護予防訪問入浴介護 （回／年） 63 72 82 522 575 656

介護予防訪問看護 （回／年） 1,481 1,991 2,590 7,214 9,363 12,289

介護予防訪問リハビリテーション （回／年） 136 108 81 394 301 228

介護予防居宅療養管理指導 （人／年） 327 265 203 3,371 2,647 2,067

介護予防通所介護 （人／年） 3,624 684 0 122,921 22,328 0

介護予防通所リハビリテーション （人／年） 388 303 220 15,225 10,151 5,715

介護予防短期入所生活介護 （日／年） 51 75 90 248 352 428

介護予防短期入所療養介護 （日／年） 0 0 0 0 0 0

介護予防福祉用具貸与 （人／年） 1,649 1,547 1,454 7,775 7,068 6,713
介護予防特定施設入居者生活介護 （人／年） 447 411 378 37,499 33,130 30,373

イ　地域密着型介護予防サービス
介護予防認知症対応型通所介護 （回／年） 0 0 0 0 0 0
介護予防小規模多機能型居宅介護 （人／年） 0 0 0 0 0 0
介護予防認知症対応型共同生活介護 （人／年） 0 0 0 0 0 0

ウ　特定介護予防福祉用具販売 （人／年） 58 68 78 1,100 1,241 1,439

エ　介護予防住宅改修 （人／年） 156 186 217 15,395 17,678 20,824

オ　介護予防支援 （人／年） 5,808 2,976 2,052 25,182 12,515 8,579

269,546 122,567 89,311

9,237,515 9,371,604 10,010,472

ａ）給付費　計

給付費　合計(ａ+ｂ)

ｂ）給付費　計

事業量 給付費　単位（千円）　※千円未満四捨五入

事業量 給付費　単位（千円）　※千円未満四捨五入

年度サービス

年度サービス
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単位 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

介護予防・生活支援サービス事業
訪問型サービス （人/年） 732 3,288 3,744 11,394 47,346 53,527

通所型サービス （人/年） 540 4,236 5,604 14,940 122,631 162,126

介護予防ケアマネジメント （人/年） 324 2,652 3,108 1,435 11,764 13,773

一般介護予防事業 ※ 15,078 15,078 15,078

※平成27年度については、新しい総合事業開始前の介護予防事業分を含めている。 42,847 196,819 244,504

事業量 事業費　単位（千円）　※千円未満四捨五入

単位（千円）　※千円未満四捨五入 平成27年度 平成28年度 平成29年度
包括的支援事業 177,458 229,368 251,244
地域包括支援センターの運営
（総合相談支援事業、権利擁護事業、包括的・
継続的ケアマネジメント支援事業、地域ケア会
議の充実）

170,742 182,542 192,418

在宅医療・介護連携推進事業 一般会計にて実施 11,050 11,050
認知症総合支援事業 一般会計にて実施 17,060 17,060
生活支援体制整備事業 6,716 18,716 30,716
任意事業 19,574 19,574 19,574
介護給付等費用適正化事業 350 350 350
給付費通知 350 350 350
家族介護支援事業 18,714 18,714 18,714
家族介護支援事業 4,860 4,860 4,860
徘徊探索システム事業 653 653 653
家族介護用品支給事業 13,001 13,001 13,001
家族介護慰労金 200 200 200
その他の事業 510 510 510
住宅改修支援事業補助金 240 240 240
住宅改修事前申請審査 270 270 270
包括的支援事業及び任意事業　計 197,032 248,942 270,818

８． 地域支援事業の推計 

■ 新しい総合事業については、制度改正により地域支援事業に移行される要支援１・

要支援２の介護予防訪問介護及び介護予防通所介護における給付費の推移や国から

示された事業費の上限額を踏まえ、推計しています。 

■ 市では、新しい総合事業については平成 27 年 10 月より開始の予定です。 

図表 95 新しい総合事業における事業量及び事業費の推計 

■ 包括的支援事業及び任意事業については、制度改正により充実される包括的支援事

業の費用※（地域包括支援センターの運営（地域ケア会議の充実等）、在宅医療・

介護連携推進事業、認知症総合支援事業、生活支援体制整備事業）や国から示され

た事業費の上限額を踏まえ、推計しています。 

■ 市では、上記の事業については、すでに実施している取組みもあるため、平成 27 年

４月より開始し、本計画期間中にすべてを整備します。 

※市における包括的支援事業の施策については、以下のページを参照。 

地域ケア会議の充実（p.46）、地域包括支援センターの機能強化（p.46）、在宅医

療・介護連携推進事業（p.49）、認知症総合支援事業（p.43）、生活支援体制整備

事業（p.38） 

図表 96 包括的支援事業及び任意事業における事業費の推計 
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９． 第１号被保険者保険料の見込み 

(１) 第１号被保険料基準額の算出 

図表 97 第１号被保険料基準額の算出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜標準給付費＞ 単位（千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計

9,237,515 9,371,604 10,010,472 28,619,591

288,747 294,522 329,550 912,819

205,508 292,458 304,157 802,123

34,491 39,137 44,408 118,035

12,189 11,347 11,971 35,505

9,778,450 10,009,067 10,700,556 30,488,073

＜地域支援事業費＞ 単位（千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計

239,879 445,762 515,323 1,200,963

＜第1号被保険者の保険料＞ 単位（千円）

平成27年度 平成28年度 平成29年度 合計

2,204,033 2,300,063 2,467,494 6,971,588

491,065 510,295 547,253 1,548,612

363,388 372,515 391,833 1,127,736

3.70% 3.65% 3.58%

66,698

7,392,464

予定保険料収納率　              Ｏ

34,291人 34,861人 35,330人 104,482人

単位（円）

72,197

6,016

5,960

※記載の総給付費は法改正の影響による給付費のバランスを加味した数値となっています。

※千円未満の端数処理のため、計算式と数値が合致しないことがあります。
※Ｉ…介護保険事業に要する費用から算出した実質保険料額です。
※Ⅱ…Ⅰに介護給付費等準備基金残高66,698千円の取崩しを反映した保険料額です。

 月額保険料は算出値5,962円ですが、10円未満切捨で設定しているため5,960円となります。

総給付費 　　　　　　　　　　　Ａ

特定入所者介護サービス費等給付額 　Ｂ

高額介護サービス費等給付額　   Ｃ

高額医療合算介護サービス費等給付額 Ｄ

算定対象審査支払手数料       　Ｅ

98.00%

標準給付費見込額
　　　　　　Ｆ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ

地域支援事業費　              Ｇ

第1号被保険者負担分相当額
　　　　　　　Ｈ＝(Ｆ＋Ｇ）＊22％

調整交付金相当額
　　　　　I＝（Ｆ＋Ｇの一部）＊５％

所得段階別加入割合補正後被保険者数　Ｐ

年額保険料基準額
　　　　　　　　　　Ｑ＝Ｎ÷Ｏ÷Ｐ

Ⅰ.月額保険料　　　 Ｒ＝Ｑ÷12ヶ月

Ⅱ.月額保険料　　　　　

調整交付金見込額　　　　Ｊ＝Ｆ＊Ｋ

調整交付金見込交付割合　Ｋ

介護給付費準備基金取崩額　Ｌ

財政安定化基金取崩による交付額　Ｍ

保険料収納必要額
　　　　　　　　　　Ｎ＝Ｈ＋Ｉ－Ｊ

保険料収納必要額（Ｎ） 

÷ ÷ 

予
定
保
険
料
収
納
率
（
Ｏ
） 

所
得
段
階
別
加
入
割
合
補
正
後
被
保
険
者
数

(

Ｐ) 

＝ 

年額保険料 

基準額（Ｑ） ＋ 

地域支援事業費（Ｇ） 

第１号被保険者負担分相当額 22％

（Ｈ） 
標 準 給 付 費 見 込 額

（Ｆ） 

調整交付金相当額（Ｉ）－調整交付金見込額（Ｊ） 

＋ 
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(２) 介護保険料変動の主な要因 

■ 第５期事業計画期間と第６期事業計画期間の保険料基準額変動は、サービスの基盤

整備の要因以外に、介護保険制度の改正や第６期における本市の第１号被保険者の

状況等の要素が複合的に影響します。 

a）第６期における算出係数の変更、制度改正による影響 

【算出係数の変更・報酬改定等から影響のある要素】 

○ 第６期の第１号被保険者の負担割合が、第５期の 21％から 22％に改正され

ました。 

○ 平成 27 年度介護報酬改定において、改定率△2.27％の報酬改定がなされま

す。ただし、一部サービス、一部加算(介護従事者の処遇改善加算の見直し、

中重度・認知症向けサービス等)については若干のプラス改定がなされます。

（p.91 図表 92 参照） 

○ 介護報酬はサービスの種類、事業所の所在する地域を勘案し、地域間におけ

る格差を調整する地域区分単価により算定されています。 

本市は第５期における激変緩和措置として、本来２級地（現行 15％）のとこ

ろ、３級地(現行 12％)を適用するよう要望し、運用してまいりました。これ

は、地域区分単価の大幅な上昇により、介護事業者の積極的な参入及び確保

が望める反面、利用者負担額の増加や保険料負担に多大な影響を与えるため

です。第６期では、２級地が現行 15％から 16％に、３級地が現行 12％から

15％に引き上げられますが、平成 29 年度末まで保険者の意見を勘案する経

過措置が設けられたため、本市は近隣の状況からも、引き続き３級地を適用

するよう求めました。 

図表 98 本市の地域区分 

 

○ 平成 29 年度からの消費税増税に伴い、所得の低い方の保険料負担軽減を行

うとともに、国の標準保険料段階の見直しにより、本人課税である新第６段

階を新第９段階まで細分化し、より累進性の高い保険料設定となります。市

でも保険料段階区分の細分化を継続し、さらに累進性の高い保険料設定とし

ます。（P．102 参照） 

○ 所得段階別加入割合補正後の被保険者の分布状況の変動、保険料収納率等も、

保険料に影響を与えます。 

級地 給地単価 級地 給地単価 級地 給地単価
第５期 ２級地 15% ３級地 12% １級地軽減 ３%軽減
第６期 ２級地 16% ３級地 15% １級地軽減 １%軽減
※第６期において各級地の単価が変更となりました。(３級地単価　５期12%　→　６期15%)

人事院勧告通知 保険者意見適用後 緩和範囲
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【制度改正による影響】 

○ 一定以上所得者の利用者負担の見直しにおける２割負担導入（平成 27 年８

月施行）による、サービス利用量への影響と、高額介護サービス費の該当者

の増加、さらには同サービス費の見直しにおける現役並み所得区分の導入

（平成 27 年８月施行）等による給付費のバランスを加味しました。 

○ 本市は、介護予防の再編に伴う介護予防・日常生活支援総合事業の導入（平

成 29 年４月までに施行）については平成 27 年 10 月施行を予定しています

が、現予防通所介護、予防訪問介護の利用者が順次総合事業に移行するため

徐々に減額し、総合事業の給付費と合わせてバランスをとるよう影響を加味

しています。 

○ その他の加味している制度改正等 

 サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例施設への適用（平成 27 年４

月施行） 

 特別養護老人ホームの重点化に伴う新たな入所者を原則要介護３以上

に限定（平成 27 年４月施行） 

 通所介護事業所の利用定員が 18 名以下の小規模事業所を地域密着型通

所介護へ移行（平成 28 年４月施行） 

 特定入所者介護（予防）サービス費の見直しにおける配偶者及び資産等

の勘案（平成 27 年８月施行） 

 同非課税年金の勘案（平成 28 年８月施行） 

b）第１号被保険者の年齢構成、所得状況等の推移による影響 

○ 年齢、所得等の影響（第５期から第６期の第１号被保険者の年齢構成、所得

状況等の推移による介護保険制度上での影響） 

○ 介護保険制度は前期高齢者と後期高齢者の被保険者の構成割合や第１号被

保険者の所得状況の分布により、国からの調整交付金の交付割合が変わりま

す。平成 25 年度の普通調整交付金の交付割合は 4.36％でしたが、第６期は

3.64％（計画期間３年間の平均値）と見込まれます。 

○ 国の普通調整交付金分５％との差分は、第１号被保険者の保険料でまかなう

ことになります。 
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○ 国の調査によれば、約 20 万人の長期入院精神障害者のうち、約半数が 65 歳

以上の高齢者であると言われています。長期入院高齢精神障害者の地域移行

にあたって、入院中の精神障害者のニーズを踏まえ、退院後の必要介護保険

サービス利用量を見込んでいます。 

図表 99 長期入院精神障害者の退院促進による高齢の退院者推計 

 

c）介護給付費の増加による影響 

○ 要介護認定者の増加に伴う給付費の自然増や、市内及び近隣区市の施設開設

の影響（特定施設入居者生活介護、老人保健施設）、第５期施設整備の影響

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）による介護給付費の増加によって、

保険料が上昇します。また、第６期は市内開設予定の特定施設入居者生活介

護、地域支援事業にかかる介護サービスの増加を見込みました。 

d）市の計画による第６期のサービス基盤整備の影響（p.78 参照） 

e）介護予防事業の介護保険事業特別会計財源への移行の影響 

○ 地域支援事業のうち一次予防事業に係る費用のうち一部のサービスを、一般

財源から介護保険事業特別会計に組み入れました。今後の高齢者人口の急激

な増加により、総合事業利用者が比例して増えることが予想されており、事

業の安定した運営を行うための財源を確保しました。 

 

 

 

【長期入院精神障害者の退院促進による高齢の退院者推計】

非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 総数
推定要介
護認定割
合

22.8% 11.5% 10.8% 14.0% 11.1% 11.4% 9.3% 9.2% 100.1%

按分 2.05 1.04 0.97 1.26 1.00 1.03 0.84 0.83 9.00
整数化 2 1 1 1 1 1 1 1 9

【軽度者から退院促進するものとして、事業計画期間内の介護給付費を見込む。】

要介護度 移行人数 利用サービス 要介護度 移行人数 利用サービス 要介護度 移行人数 利用サービス

要支援１ 1
養護老人
ホーム等

要介護２ 1 在宅 要介護４ 1
介護老人保
健施設

要支援２ 1
養護老人
ホーム等

要介護３ 1 在宅 要介護５ 1
介護老人保
健施設

要介護１ 1 在宅 計 2 計 2

計 3

※当市の退院者推計数については、「長期入院精神障害者の退院促進による高齢者の退院者数の推計について」（平成26年11月28日東京都福祉保健局高齢社会対策
部・介護保険課介護保険係事務連絡）による。

平成27年度 平成28年度 平成29年度

※利用サービスについては、「高齢の長期入院精神障害者の退院実例」（平成26年10月24日付厚生労働省社会・援護局保健福祉部精神・障碍保健課事
務連絡）を参考に推定
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f）介護給付費等準備基金の取崩し 

○ 介護保険制度は、計画期間３年間の中期的財政運営を行っています。この事

業期間に生じた剰余金は、介護給付費準備基金として、保険者が管理をしま

す。第６期では保険料の上昇を極力抑えるために、介護給付費準備基金を必

要最低限のみの確保とし、可能な限り取り崩します。取崩し額は 6,669 万円

です。 

 

  図表 100 介護保険事業期間における介護保険料基準額の推移 

 

 

  

第1期
平成12年度～14年度

第2期
平成15年度～17年度

第3期
平成18年度～20年度

第4期
平成21年度～23年度

第5期
平成24年度～26年度

第6期
平成27年度～29年度

基準額（a）-（b） 3,300円 3,700円 4,700円 4,700円 5,160円 5,960円

増減額（対前期比） - 400円 1,000円 0円 460円 800円

実質保険料（a） 3,300円 3,917円 4,700円 5,061円 5,556円 6,016円

基金取り崩し等（ｂ）
（その他特例交付金等含む）

- 217円 - 361円 396円 56円

基金取り崩し額 - 170,000（千円） - 318,500（千円） 350,000（千円） 66,698（千円）
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図表 101 第５期と第６期の介護保険料基準月額変動の主な要因 

 

   

図表 102 介護保険料基準額の推移 

 第 1 期 

平成 12~14 年度 

第 2 期 

平成 15~17 年度 

第 3 期 

平成 18~20 年度 

第 4 期 

平成 21~23 年度 

第 5 期 

平成 24~26 年度 

第 6 期 

平成 27~29 年度 

基準額 3,300 円 3,700 円 4,700 円 4,700 円 5,160 円 5,960 円 

増減額(対前期) - 400 円 1,000 円 0 円 460 円 800 円 

   

図表 103 介護保険給付費と要介護認定者数の推移 

 
＊介護給付費の平成 12 年度～24 年度は決算値、平成 27 年度は推計値 

＊要介護認定者数の平成 12 年度～24 年度は３月末時点実績、平成 27 年度は 10 月１日時点推計値 

＊介護保険給付費は審査支払手数料を除く 

第５期保険料基準額

5 ,160円

第６期保険料基準額

5 ,960円

第５期実質保険料額

5 ,556円

第６期実質保険料額

6 ,016円

財政安定化基金 △83円

介護給付費準備基金取崩し

△313円

介護給付費準備基金取崩し

△56円

-500

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

基金取崩し等により

396円の上昇を抑制
基金取崩しにより

56円の上昇を抑制

保険料上昇要因

709円

＋

第５期実質保険料額

5 ,556円

＋

保険料減少要因

△249円

第５期介護保険料月額 第６期介護保険料月額

第６期実質保険料／

第５期実質保険料比

＋460円

第５期保険料基準額比

＋800円

第５期実質保険料比

＋404円

6,100

（円）

保険料上昇要因 709 円

認定者数の自然増、及び給付費の増（近隣
区市の施設開設の影響等、2割負担の導
入、及び高額介護サービス等の見直し等に
よる給付費の減少を加味）、地域支援事業
等

142 円

調整交付金の減（25年度交付割合4.36％
→6期平均3.64％）、1号被保険者の年齢構
成等の影響、長期入院精神障害者の地域
移行促進等

181 円

地域区分単価の見直し（3級地の経過措置
を継続も12％→15％に増）

77 円

1号被保険者の法定負担割合の変更（21％
→22％）

273 円

パターン2による施設整備影響額（平成28
年定期巡回、平成29年特養整備）

36 円

報酬改定 -118 円

保険料減少要因 -249 円

保険料多段階化、所得段階別後期高齢者
加入割合補正係数の算出に係る係数（全
国値）、所得段階別加入割合補正等の影響

-131 円
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(３) 2025 年のサービス水準及び保険料水準 

■ 団塊の世代が後期高齢期(75 歳以上)を迎える平成 37（2025）年に向けて、以下のサ

ービス基盤整備を見込んで推計しました。 

○ 団塊の世代が 70 歳以上を迎える平成 32（2020）年には、くぬぎ園跡地への

100 床程度の介護老人保健施設の整備による３割程度の市民入所、今回の改

正により定員増となった 29 名の小規模多機能の整備、２ユニットのグルー

プホーム整備を見込んでいます。 

 

図表 104 武蔵野市の 2025 年の給付水準及び保険料水準 

（現行サービス水準の維持と最低限の上記基盤整備を見込んだ場合） 

 

■ 厚生労働省が発表した『社会保障に係る費用の将来推計の改定について』（平成 24

年３月）では、平成 37 年度には、全国平均で介護保険料 8,200 円程度、後期高齢者

医療保険料 6,500 円程度、合わせて 14,700 円程度になると見込まれています。負担

可能な保険料水準に配慮しつつ、効率的・効果的にサービス基盤を充実させる必要

があります。 

■ 社会保険方式を採用する我が国の介護保険制度においては、給付費が増えるほど保

険料も増加する仕組みとなっています。中でも要介護度の重度化や施設サービスの

利用は１人当たり費用額が大きくなり、結果として保険料を押し上げる主要因とも

なります。 

■ そのため、2025 年に向けて居宅サービスを重視し、一層の介護予防及び重度化防止

を図っていく必要があります。 

図表 105 武蔵野市の 2025 年の給付水準及び保険料水準 

（現行サービス水準を維持し、介護予防及び重度化防止の推進等により効率的・効果的な運用を図った場合） 

 

■ なお、市では、市民からの要望が高い、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

への入所については、武蔵野市介護老人福祉施設入所指針（平成 18 年４月１日改訂）

を定め、入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性

を確保するとともに、真に必要な方からの円滑な施設入所を図っています。 

平成32年（7期計画期間中） 平成37年（9期計画期間中）
標準給付費見込額 12,000,000（千円）～ 14,000,000（千円）～

保険料基準額（年額） 87,600円～90,000円 104,400円～106,800円
保険料基準額（月額） 7,300円～7,500円 8,700円～8,900円

平成32年（7期計画期間中） 平成37年（9期計画期間中）
保険料基準額（年額） 84,000円～86,400円 99,600円～102,000円
保険料基準額（月額） 7,000円～7,200円 8,300円～8,500円
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第３節  低所得者への対応 

介護保険料の所得段階設定、介護保険利用者負担額助成事業、通所サービス利用者食費

助成事業については、低所得者への対応はいかにあるべきかなど、総合的な検討を行いま

した。  

１． 第５期介護保険事業計画期間の介護保険料の所得段階設定  

■ 保険料段階設定については、第４期介護保険事業計画期間の第 14 段階に、第３段階

を細分化して、住民税非課税世帯に属し、課税年金収入額と合計所得金額との合計

額が 120 万円以下を満たす方の保険料段階を設定し、保険料を軽減しました。 

■ 介護給付費の増加に伴い、保険料基準額が 5,556 円と上昇が見込まれました。そこ

で保険料の上昇を抑制するため、介護給付費等準備基金３億 5,000 万円の取り崩し

及び特例で取り崩しがなされた財政安定化基金 9,294 万円を充当し、保険料基準額

を 5,160 円に設定しました。  

■ 課税層の方についても、保険料段階区分の細分化を継続し、累進性の高い保険料設

定としました。 

２． 第６期介護保険事業計画期間の介護保険料の所得段階設定に関する検討 

■ 低所得者の介護保険料について、新たな公費投入による軽減が導入されます。当初

は、平成 27 年度より現行の所得段階にあたる第１段階の生活保護受給者等、第２段

階の市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 80 万円以下の方、

第３段階の市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合算額が 120 万円

以下の方、第４段階の市民税非課税世帯で第１、第２、第３段階に該当しない方の

介護保険料の乗率が軽減される予定でしたが、国の消費税増税が当初の平成 27 年 10

月 1 日実施から平成 29 年４月１日実施に延期されたため、完全実施は、平成 29 年

度からとなります。平成 27 年度は、現行の所得段階にあたる第１段階の生活保護受

給者等の方、第２段階の市民税非課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合算

額が 80 万円以下の方の介護保険料の乗率について、それぞれ最大 0.05 の軽減が予

定されています。 

■ 課税層の方についても、次のとおり保険料段階区分の細分化をさらに進め、一層累

進性を高めた所得段階設定とします。 

○ 今回の制度改正により原則として合計所得金額 160万円以上の方については、

利用者負担額が２割となることから、介護サービスを円滑に利用するうえで

一定の目安となり得る、合計所得金額 160万円以上の所得段階を新設します。 
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○ 現行の第 14 段階を区分し、合計所得金額 1,500 万円以上の所得段階を新設

します。 

○ 現行の第 15 段階を区分し、合計所得金額 3,000 万円以上の所得段階を新設

します。 

○ 以上の所得段階の新設により、第５期の所得段階に３つの所得段階を新設し、

全 18 段階と多段階化を進めています。 

 

図表 106 第６期介護保険料の見直しについて 

 

（平成 27 年１月 13 日開催 社会保障制度改革推進本部資料より抜粋） 
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図表 107 第６期（平成 27～29 年度）介護保険料所得段階（第５期との比較） 

 
※ H27～29 軽減後月平均/年差額見込は、平成 27～28 年度における、第１段階、第２段階の一部軽減と、平

成 29 年度における、第１段階～第４段階の軽減が完全実施された場合の保険料額を各段階ごとに合計し、

第５期保険料額との３年間の差額を３年間の月数又は年数で除した額。 

1

第５期 基準額月額 5,160円 第６期 基準額月額 5,960円

所得
段階

要件
月額/

年額(円）
所得
段階

要件
月額/

年額(円）

5期との
月/年
差額

Ｈ27軽減後
保険料額見

込

Ｈ27～29軽減後
月平均／年差額

見込

Ｈ27被保険
者数推計

（人）

第１
段階

老齢福祉年金受給者で市民税
非課税世帯、生活保護受給者等

2,583
31,000

第１
段階

老齢福祉年金受給者で市民税
非課税世帯、生活保護受給者等

2,983
35,800

400
4,800

2,683
32,200

△ 197
△2,366

955 

第２
段階

市民税非課税世帯で課税年金
収入額と合計所得金額の
合算額が80万円以下の方

2,583 
31,000 

第２
段階

市民税非課税世帯で課税年金
収入額と合計所得金額の
合算額が80万円以下の方

2,983 
35,800 

400
4,800

2,683
32,200

△ 197
△2,366

4,737 

第３
段階

市民税非課税世帯で課税年金
収入額と合計所得金額の

合計額が120万円以下の方

3,258
39,100

第３
段階

市民税非課税世帯で課税年金
収入額と合計所得金額の

合計額が120万円以下の方

3,875
46,500

617
7,400

－
122

1,466
1,618 

第４
段階

市民税非課税世帯で第１、
第２、第３段階に該当しない方

3,358 
40,300

第４
段階

市民税非課税世帯で第１、
第２、第３段階に該当しない方

4,000 
48,000

642
7,700

－
541

6,500
1,545 

第５
段階

市民税課税世帯に所属し本人非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の合算

額が80万円以下の方

4,133
49,600

第５
段階

市民税課税世帯に所属し本人非課税
で課税年金収入額と合計所得金額の

合算額が80万円以下の方

4,775
57,300

642
7,700

－ － 4,566 

第６
段階

市民税課税世帯に所属し本人
非課税で第５段階に該当しない方

4,650
55,800

第６
段階

市民税課税世帯に所属し本人
非課税で第５段階に該当しない方

5,366
64,400

716
8,600

－ － 2,469 

第７
段階

市民税課税で合計所得金額
125万円未満の方

5,425
65,100 

第７
段階

市民税課税で合計所得金額
125万円未満の方

6,258
75,100 

833
10,000

－ － 2,891 

第８
段階

市民税課税で合計所得金額
125万円以上200万円未満の方

6,142
73,700

第８
段階

市民税課税で合計所得金額
125万円以上160万円未満の方

7,033
84,400

891
10,700

－ － 1,687 

第９
段階

市民税課税で合計所得金額
160万円以上200万円未満の方

7,100 
85,200 

958
11,500

－ － 1,957 

第９
段階

市民税課税で合計所得金額
200万円以上300万円未満の方

7,225
86,700

第10
段階

市民税課税で合計所得金額
200万円以上300万円未満の方

8,350
100,200

1,125
13,500

－ － 3,195 

第10
段階

市民税課税で合計所得金額
300万円以上400万円未満の方

7,742 
92,900 

第11
段階

市民税課税で合計所得金額
300万円以上400万円未満の方

8,941 
107,300 

1,199
14,400

－ － 1,664 

第11
段階

市民税課税で合計所得金額
400万円以上600万円未満の方

8,775
105,300

第12
段階

市民税課税で合計所得金額
400万円以上600万円未満の方

10,433
125,200

1,658
19,900

－ － 1,607 

第12
段階

市民税課税で合計所得金額
600万円以上800万円未満の方

9,808 
117,700

第13
段階

市民税課税で合計所得金額
600万円以上800万円未満の方

11,925 
143,100

2,117
25,400

－ － 670 

第13
段階

市民税課税で合計所得金額
800万円以上1,000万円未満の方

10,842
130,100

第14
段階

市民税課税で合計所得金額
800万円以上1,000万円未満の方

13,416
161,000

2,574
30,900

－ － 412 

第14
段階

市民税課税で合計所得金額
1,000万円以上2,000万円未満の方

11,875
142,500

第15
段階

市民税課税で合計所得金額
1,000万円以上1,500万円未満の方

14,900
178,800

3,025
36,300

－ － 568 

第16
段階

市民税課税で合計所得金額
1,500万円以上2,000万円未満の方

15,500
186,000 

3,625
43,500

－ － 296 

第15
段階

市民税課税で合計所得金額
2,000万円以上の方

12,900
154,800 

第17
段階

市民税課税で合計所得金額
2,000万円以上3,000万円未満の方

16,691
200,300

3,791
45,500

－ － 270 

第18
段階

市民税課税で合計所得金額
3,000万円以上の方

17,883 
214,600 

4,983
59,800

－ － 377 
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３． 介護保険利用者負担額助成事業、通所サービス利用者食費助成事業 

■ 両事業とも第５期介護保険事業計画期間における事業という位置付けであり、平成

27 年３月利用分をもって終了することとなっています。 

■ しかし、消費税の 10%への引き上げが平成 29 年４月に延期されたことに伴い、第６

期介護保険事業計画期間に予定されていた、公費投入による低所得の方への新たな

介護保険料軽減措置も、そのほとんどが平成 29 年４月に繰り延べられることとなり

ました。 

■ また、訪問介護系サービスは在宅生活を継続する上で重要な役割を担うサービスで

もあります。そのため、「介護保険利用者負担額助成事業」については、第６期介

護保険事業計画期間において継続することとします。 

■ 一方、「通所サービス食費助成事業」については、平成 18 年の介護保険法改正によ

り、通所事業者の昼食の調理コスト相当分が保険給付対象外となり、利用者の負担

が増加したことに対する激変緩和のための経過措置として実施してきたものです。 

■ 通所サービスにおける食費は事業所ごとに異なり、現在１食 1,200 円程度から 300

円程度まで約 900 円の価格の開きが生じており、利用者の選択の幅も広がっていま

す。従って、激変緩和のための経過措置としての役割は終えているものと判断し、

当初の予定通り、平成 27 年３月利用分をもって終了することとします。 
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（資料編） 

市民意見交換会（計画策定委員との意見交換）及びパブリックコメントの概要 

■ 市民意見交換会 

「中間のまとめ」について、市民のみなさまと策定委員会委員が直接意見を交換し、

その後の計画策定に活かすことを目的に実施しました。 

 １ 開催日時・場所 

 ①平成 26 年 12 月 13 日（土）午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

                 スイングスカイルーム 

   ②平成 26 年 12 月 15 日（月）午後７時から午後 8 時 30 分まで 

市役所 811 会議室 

③平成 26 年 12 月 21 日（日）午前 10 時から午前 11 時 30 分まで 

                 商工会館市民会議室 

 ２ 内 容 

   中間のまとめの概要説明、計画策定委員との意見交換 

 ３ 市民参加者 

   41 名（全３回） 

■ パブリックコメント 

「中間のまとめ」について、市民のみなさまから意見・提案をいただき、計画の内

容を検討するために募集しました。 

 １ 募集期間 

平成 26 年 12 月１日（月）から 12 月 22 日（月）まで 

 ２ 広 報 

   ホームページ及び市報（平成 26 年 12 月１日号） 

 ３ 応募者数 

   17 名 
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■ 市民意見交換会及びパブリックコメントの策定委員会対応方針 

 

番
号

施策体系 意見要旨 策定委員会対応方針

１

2025年に向け

て武蔵野市が
目指す高齢者

の姿

「2025年における地域の高齢者の姿」の「１日
でも長くいきいきと健康に住み慣れた地域で生
活を継続できる」の表現の「１日でも長く」は延
命措置をイメージさせ「いきいきと健康に」との
つながりに違和感を覚える。表現を見直しては
どうか。

ご意見を尊重し、P32に「いつまでもいきいきと健康に」と記載を変更
しました。

２

介護保険の充
実

たとえ保険料基準額が6,000円台であっても、
受けるサービスの内容が充実しているのなら
高額とは思わない。

P16の『武蔵野市高齢者実態調査、武蔵野市要支援・要介護者実
態調査』にあるとおり、サービスの整備と保険料の関係について聞
いた結果、60％以上の方が「サービス内容を見直して、過度な保険
料負担にならないようにするべき」と回答されています。
社会保険方式をとる介護保険制度においては、サービスの利用が
増えるほど、保険料も上がる仕組みとなっています。要介護度の重
度化や施設サービスの利用は保険料を押し上げる主要因ともなりま
す。
しかし、可能な限り居宅での生活を継続するためには、受け皿とし
て一定の施設サービスの整備は必要であると考えますので、介護
保険サービスの量と保険料のバランスに配慮し、効率的・効果的に
サービス基盤を整備していく必要があると判断し、パターン２を選択
しました。

３

介護保険の充
実

今までより、保険料基準額が1,000円アップす
ることがあまりにも地域に伝わっていない。ま
た第6期で特養を整備したにしても、希望者全
員が入れるのでないとしたら、延々と値上げが
続くのではないか。

介護保険制度は給付費が増えるほど保険料も増加する仕組みと
なっています。市民の皆様の希望すべてに応えるべく施設を整備す
ると、確かに保険料は上昇し続けますが、可能な限り居宅での生活
を継続するための受け皿として、一定の施設サービスの整備は行う
とともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業や夜間対応型
訪問介護事業を整備する等、保険料とのバランスに配慮しパターン
２の方向性を選択しました。また、本市では、特別養護老人ホーム
への入所につきまして、介護老人福祉施設入所指針（P116に掲
載）において、入所に関する基準を明示することにより、入所決定過
程の透明性・公平性の確保と、真に必要な方の円滑な施設入所が
図られていると考えます。

４

介護保険の充

実
第６期の保険料基準額の上昇は高額の提案
であり、介護保険のしくみを詳しく知らない市民
にとっては単なる値上げと受け止められかねな
い。積算の根拠を明確にすべきである。

保険料上昇の要因について分かりやすくするため、P96に「介護保
険料変動の主な要因」について記載を追加しました。

５

介護保険の充
実

「介護保険利用者負担額助成事業（訪問介護
系サービス５％助成）」と「通所サービス食費助
成事業（200円助成）」の廃止については、段
階を経て検討していただきたい。
「通所サービス食費助成事業（200円助成）」で
助かっている人もいることを、現場で働く専門職
として実感している。撤廃されてしまうのは残
念。当事者に意見を聞くような機会を設けてい
ただきたい。

P105に以下のとおり記載しました。
両事業とも第5期介護保険事業計画期間における事業という位置づ
けであり、平成27年３月利用分をもって終了することとなっていま
す。
しかし、消費税の10%への引き上げが平成29年４月に延期されたこ
とに伴い、第６期介護保険事業計画期間に予定されていた、公費投
入による低所得の方への新たな介護保険料軽減措置も、そのほと
んどが平成29年４月に繰り延べられることとなりました。
また、訪問介護系サービスは在宅生活を継続する上で重要な役割
を担うサービスであるため、「介護保険利用者負担額助成事業」に
ついては、第6期介護保険事業計画期間に限り継続することとしま
す。
一方、「通所サービス食費助成事業」については、平成18年の介護
保険法改正により、通所事業者の昼食の調理コスト相当分が保険
給付対象外となり、利用者の負担が増加したことに対する激変緩和
のための経過措置として実施してきたものであり、現状では通所
サービスにおける食費は事業所ごとに異なり、1食1,200円程度から
300円程度まで価格の開きが生じており、利用者の選択の幅も広
がっています。従って、激変緩和のための経過措置としての役割は
終えているものと判断し、当初の予定通り、平成27年３月利用分を
もって終了することとします。
なお、平成27年1月21日に武蔵野市通所介護・通所リハビリテー
ション事業者連絡会が開催され、事業の終了について説明があり、
特にご意見はなかったときいております。
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６

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

「地域包括ケアシステム」を「まちぐるみの支え
合いの仕組みづくり」とわかりやすい言葉に置
き換えることによって、市民が「また新たな課題
を与えられた」という印象を持ち、「地域包括ケ
アシステム」を理解することの妨げとならないか
懸念している。

すべての方にわかりやすいように「地域包括ケアシステム」を「まち
ぐるみの支え合いの仕組みづくり」と言い換えていますが、従来どお
り、「地域包括ケアシステム」は武蔵野市で働き、生活する市民や
行政、医療・福祉関係者等が連携してつくりあげていくものであると
いう趣旨に変わりはありません。今まで同様、市民説明会の開催や
地域の集まり等に積極的に市の職員が伺い、市民や医療・福祉関
係者等と「まちぐるみの支え合い」について一緒に考えていきます。

７

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

事業計画の内容が一人でも多くの市民に理解
されるよう説明会の開催を希望する。

同上

８

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

地域包括ケアシステム（まちぐるみの支え合
い）を進める仕組みの構築を望む。

同上

９

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

医療と介護など関係諸機関・関係者・地域住
民が連携して、各地域で、住民の一人一人を
大切にして包括的に取り組むのが「地域包括
ケア」だと思っていた。「まちぐるみの支え合
い」という語感は「地域包括ケア」という言葉に
ようやくなれてきた私にはニュアンスが違って
聞こえる。

同上

１０

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

地域包括ケアシステムの推進を標榜するなら
ば、市民社会福祉協議会と目標を共有してPR
し、市民の共感や安心感を育てていただきた
い。

ご意見のとおり、関係機関との目標の共有は重要です。市民社会
福祉協議会とも連携し、積極的に職員が地域に伺って、市民や事
業者の皆様と一緒にまちぐるみの支え合いを考えていきます。

１１

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

「まちぐるみの支え合い」ならば、高齢者福祉
のみならず、子育て支援や若者の雇用創出、
地域経済の活性化や防災など、多様な世代や
課題をリンクさせ、より包括的な「地域の課題
解決のための仕組み」に発展させていくことが
必要ではないか。

「第五期長期計画」の重点施策として「高齢者だけでなく障害者や
子どもまでも含めた多分野の連携により体系的・継続的に支援して
いくまちづくりの“基本的理念”」として「地域リハビリテーション」の
推進を掲げています。「地域包括ケアシステム」は「医療、介護、予
防、住まい、生活支援の高齢者サービスを中心とした2025年に向け
た“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”と整理していますが、ご
意見のように、この構築を起点に高齢者に限らない地域の課題解決
のための仕組みづくりへ発展させていくことは必要と考えます。

１２

地域包括ケア

システム・まち

ぐるみの支え

合いの仕組み

づくり

「まちぐるみの支え合い」は今後充実させていく
必要性を感じている。

ご意見のとおりであり、今計画の大きな目標としています。

１３

いきいきと暮ら

しつづけられる

ために

（健康増進や介護予防の）各施策はどれだけ
利用されているのか。例えば、健康クラブの定
員は十分なのか。

各施策の参加実績はP59またはP80のとおりです。
なお、地域健康クラブについては、基本的にご希望の方はお断りす
ることなく対応できています。

１４

いきいきと暮ら

しつづけられる

ために

生活支援コーディネーターと市民社協の地域福
祉コーディネーターとの違いはなにか。

生活支援コーディネーターは、住民主体型のサービスをつくっていく
うえで、地域のニーズの掘り起こしと、それに関わる人材のネット
ワークづくりを担う者と位置づけています。
東京都の社会福祉協議会が示している「地域福祉コーディネー
ター」は、国の示す生活支援コーディネーターの役割と重なる部分が
多いため、本市では、生活支援コーディネーターに一本化する方向
ときいています。

１５

いきいきと暮ら

しつづけられる

ために

地域包括支援センターでなく、在宅介護支援セ
ンターに生活支援コーディネーターを配置し、地
域で顔を知られる存在になってほしい。

将来的には、各在宅介護支援センターに１人配置することが理想で
すが、財源や人材の確保が課題となっています。まず、直営の基幹
型地域包括支援センターに配置し、生活支援コーディネーターのも
つネットワークを生かしてサポートする協議体の設置等についても検
討していく方向ときいています。

１６

いきいきと暮ら

しつづけられる

ために

生活支援コーディネーターの人員を増やし、積
極的な活動をお願いしたい。

同上
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１７

いきいきと暮ら

しつづけられる
ために

 ホームヘルプサービスに、介護保険サービス
の枠にとらわれない、周辺サービスも含むこと
はできないか。

介護保険サービスを補完する多様なニーズに対応していくために、
ニーズの把握や多様な担い手による展開が必要と考えています。
日常生活支援サービスの充実についてはP38に記載のとおりです。
また、軽度の要介護者でちょっとした手助けが必要な方への支援に
ついてはP39に記載のとおりです。

１８
いきいきと暮ら

しつづけられる
ために

介護予防に力をいれていただきたい。 P37の「高齢者の健康を自ら支えるための地域の取組み」に記載の
とおりです。

１９

いきいきと暮ら

しつづけられる
ために

市民の支え合う力を高めるための指導役、アド
バイザー役となるような専門家を充分な数、配
置してほしい。介護技術的なことの指導ではな
く、もっと大きな「つながりづくり」、「組織づくり」
をサポートするコーディネーターが必要ではない
かと感じている。

P38に記載のとおり、生活支援サービスの整備とコーディネート機能
を充実する必要があると考えます。

２０

市民の支え合

いをはぐくむた
めに

女性も含め定年退職した方（65歳以上）が地域
活動に入るためには、きっかけづくりと試運転
期間の場の提供が必要となるのではないか。

P39に記載のとおり、地域にどのようなニーズや資源、人材がある
かを把握し、社会参加や社会貢献活動への参加支援を検討してい
きます。
また、『地域福祉計画』のキャリア活用による社会貢献活動の推進
の中でも取り組んでいく事項と考えます。

２１

市民の支え合
いをはぐくむた

めに

地域ごとの福祉の拠点が欲しい。拠点があり、
週の半分開設できれば地域での支え合いを模
索できるのではないか。

P38、39に記載のとおり、地域にどのようなニーズや資源、人材があ
るかを把握し、場所と担い手をマッチングさせていく仕組みをつくって
いく方向ときいています。
また、『地域福祉計画』の様々な「場」（活動、機会など）づくりの支
援の取組みの中でも検討していく事項と考えます。

２２

市民の支え合

いをはぐくむた
めに

地域支え合いポイントについて即現金化する方
法は反対。
行政が招集する行事のみにつけたり、1000ポ
イントたまった人は表彰するといった内容にす
べき。

P39の「地域支え合いポイント（仮称）の検討」の中で検討していく事
項と考えます。

２３

市民の支え合
いをはぐくむた
めに

市民の支え合いはポイント制をきっかけに進む
わけではなく、テンミリオンハウスなどの何らか
の拠点で実際に活動している姿が見えること
からしか広がらないのではないか。

同上

２４

市民の支え合
いをはぐくむた
めに

地域支え合いポイント（仮称）は高齢者のみで
はなく、全市民に広げない限り定着するとは思
えない。

同上

２５

市民の支え合

いをはぐくむた
めに

テンミリオンハウスを利用されている人は、目
的をもってそれなりに安心できる状態を保持し
自立できている人だと思われる。これからも充
実推進を望む。

P39の「テンミリオンハウス事業の推進」に記載のとおりです。

２６

市民の支え合
いをはぐくむた

めに

テンミリオンハウス事業についは、基本的には
賛成であるが、有効に使うように地域とも連携・
相談していただきたい。どう使うかを各地域社
協に諮問するのはどうか。
支え合いとは、文字通り近隣・地域が主役にな
るが、テンミリオンハウスについては、地域社
協の活動拠点の位置づけもしていただきたい。

P39の「テンミリオンハウス事業の推進」に記載のとおりです。
地域社協の活動拠点については地域支援課等の関係課も含めて
検討すべき事項と考えます。

２７

市民の支え合

いをはぐくむた
めに

地域の住民がつながる拠点となるような「場」
の確保に取り組んでほしい。既存の市の施設
や特養などの空き時間、空きスペースを開放し
て、「地域のつながり」を育む取組みを支援して
いくべきである。

『地域福祉計画』の様々な「場」（活動、機会など）づくりの支援の取
組みの中でも検討していく事項と考えます。

２８

市民の支え合
いをはぐくむた

めに

地域の市民に対する「啓発」と「学び」の場を提
供していただきたい。介護技術の学びではな
く、社会課題を自分たちで主体的に解決してい
くとの、当事者意識、自治意識に結びつくよう
な学びを提供する必要がある。それが、コー
ディネーターの役割を担える人の育成にもつな
がる。

同上
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２９

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

地域ごとのニーズを明確にし、その課題につい
て住民を含んだ様々な会議で検討し、具体的
な課題解決方法を市が集約し、「武蔵野市の
地域包括ケア構想」として公表し取り組むな
ど、「地域ニーズの見える化」「地域課題設定」
「ネットワーク構築」などの取組みを進めること
が地域包括システムの構築に有効であり、事
業計画に織り込んでほしい。

地域ごとのニーズについては、「地域包括ケアシステム検討委員会
報告書」（平成26年3月）の作成において、在宅介護支援センターと
ともに各地域の社会資源や特徴についてまとめており、本計画はこ
の報告書をベースに策定しています。
今後も各地域の状況を把握するとともに、地域ケア会議等の場で、
在宅介護支援センターと地域住民、医療・介護等関係者を交えて地
域の状況や課題を把握・整理し、目標の共有化と具体的な課題解
決策の検討を行っていく方向ときいています。

３０

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

医療提供体制の確立についての記述が抜けて
いる。地域に効率的かつ質の高い医療提供体
制を構築してほしい。

医療提供体制の確立については平成26年度「地域医療の在り方検
討委員会」でも検討されており、P50に記載のとおりです。

３１

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら

れるために

地域包括ケアシステム構築に向けて在宅介護
支援センターにおけるソーシャルワーク、コー
ディネート、ファシリテート、ケアマネジメント機
能をさらに向上させ、コミュニティソーシャル
ワーク力も育てるようにしていく必要がある。

地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの機能の強化に
ついてP47に記載のとおりです。
また、生活支援サービスの整備とコーディネート機能の充実につい
てP38に記載のとおりです。

３２

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

高齢者なんでも電話相談、安心コール事業の
利用者はどれくらいか。
想定していた人数との乖離はあるか。

平成26年７月から開始した高齢者なんでも電話相談は12月末現在
288件、高齢者安心コールは利用者数９人です。
電話相談は当初月30件程度と予想していましたが、見込みよりも利
用が多く、高齢者安心コールは年間30人程度の登録を予想してい
ましたが、異動が多く実績は横ばいの状況です。

３３

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

孤独死対策は、どのような施策を考えている
か。

P6に記載のとおり、平成24年に孤立防止ネットワーク連絡会議を設
置し、参加団体に業務の中で見守りをお願いしています。また、ライ
フライン系や住宅管理系の事業者とは見守り協定も締結していま
す。年２回の会議で異変に気が付いた際の対応方法の確認や情報
共有などを行い、孤立状態の解消をめざしているときいています。

３４

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

認知症の要介護認定基準を変更しないと、今
後費用負担が多くなってくるのではないか。

要介護認定者が増え、また介護度の重度化やサービス提供量・給
付費の増加に伴って保険料は上昇します。介護度を決める判定基
準は全国統一のもので市独自で設けることはできません。
しかし、認知症は介護保険サービスだけでは生活を支えられない側
面があり、認定を受けていない方も多数おられます。
市では認知症高齢者の早期発見・早期の多職種連携などによる対
応を推進し、認知症になっても安心して暮らしつづけられることをめざ
し、その結果として重度化等による給付費の増加の抑制につながる
ことを期待しているときいています。具体的な認知症施策はP43に
記載のとおりです。

３５

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら

れるために

認知症アウトリーチ事業の利用状況はどれくら
いか。

平成26年10月より事業を開始し、認知症コーディネーターリーダー
への相談件数は11月末現在７件、そのうち訪問した件数は２件でし
た。いずれも、認知症コーディネーターリーダーが医療機関につなぐ
など対応し、医療拒否等によりアウトリーチチームにつながった事例
はなかったときいています。

３６

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら
れるために

認知症の予防にも力を入れていただきたい。 平成26年度より「いきいき脳の健康教室」事業を始めました。民間
事業者が開発した教材による簡単な「読み書き」、「計算」等の学習
やすうじ盤ゲームを実践しながら脳の健康づくりを図るとともに、受
講者や教室サポーターの間でコミュニケーションを図ることで、社会
とのつながりを深めることも目的としていると考えます。

３７

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら

れるために

今後地域ケア会議も地区を小さくして、続けて
いき、計画が有効に実行されることを希望す
る。

P47に記載のとおり、平成26年度は初めて各在宅介護支援センター
を中心としたエリア別地域ケア会議を開催したため規模が大きくなり
ましたが、今後はご意見のように小さな地域での開催についても検
討していく方向ときいています。
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３８

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら

れるために

医療的ニーズが増えていることについて再検
討していただきたい。

医療ニーズの増加について課題として認識しており、P50に記載の
とおり、平成26年度「地域医療の在り方検討委員会」でも検討され
ています。

３９

住み慣れた地
域で安心して
暮らしつづけら

れるために

在宅生活の継続のためには、単位地域内の医
療機関の確保が問題となる。在宅医療に関す
る情提供体制はどうなっているか。

医療体制の確保について課題として認識しており、P50に記載のと
おり、平成26年度「地域医療の在り方検討委員会」でも検討されて
います。P49に記載のとおり、医師会では医療機関情報のホーム
ページの整備やＩＣＴ活用のしくみ等が進められています。

４０

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

在宅医療の先には、看取り、終末期ケア、緩
和ケア等の取り組みが避けらず、介護・看護・
在宅医療などの専門職としての受け皿づくりを
考え始める必要がある。本計画で、問題・課題
の頭出しが必要ではないか。

P50に記載のとおり、課題として認識しており、平成26年度「地域医
療のあり方検討委員会」でも検討されています。

４１

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

健康増進・介護予防と共に訪問介護の医療機
関や地域の開業医との協働もケアマネを加え
たネットワークを考慮してほしい。

訪問介護をはじめとする介護保険サービスと医療機関のネットワー
ク強化は今後さらに重要になると認識しています。P49に記載のとお
り、在宅医療・介護連携の協議体や地域ケア会議の利用により連
携を強化していく方向ときいています。

４２

住み慣れた地

域で安心して
暮らしつづけら

れるために

日常生活支援の内容は、本人の状態に合わ
せたものとなるべきだと思う。

それぞれの高齢者にふさわしいサービス利用につながるよう検討し
ていくべきと考えます。また、P38に記載のとおり、限られた財源の
効果的な活用のためにも既存事業の見直しと統廃合、必要なサー
ビスを新設拡大していく方向ときいています。

４３

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

拠点があれば、介護について悩む者同士の情
報交換や交流の場をつくることが可能で、現在
の施設で開催される家族会とは別の意味ある
場ができる。

家族介護支援の充実についてP46に記載のとおりです。介護経験
のある方が介護家族の相談相手や支援を行ったり、介護家族同士
が交流できる拠点については、今後、検討していく事項と考えます。

４４

住み慣れた地
域で安心して

暮らしつづけら
れるために

 「新しい総合事業」への移行をきっかけに、住
民に身近な日常生活圏域(在宅介護支援セン
ターの６圏域)ごとのニーズや課題を明確にし、
それぞれの圏域における必要とされてくる生活
支援サービスを認識して、圏域ごとに住民主体
の支援体制構築をしてほしい。
そのあたりの方針と先を見通した上での第６期
に取り組む行動計画を記していただきたい。

地域包括支援センター及び在宅介護支援センターの機能の強化に
ついてP47に記載のとおりです。また、生活支援サービスの整備と
コーディネート機能の充実についてP38に記載のとおりです。
P79の「在宅介護支援センター・地域包括支援センター圏域比較
表」のとおり、各在宅介護支援センターの圏域の状況は異なるた
め、地域の実情に配慮した小地域完結型の相談・支援の体制を引
き続き強化する方向ときいています。

４５

武蔵野市なら

ではの住まい
を支えるため
に

くぬぎ園跡地の活用では、周辺の集合住宅な
らではの高齢化に伴う課題（一斉に高齢化する
等）に対応するために、包括ケア拠点の機能を
置く必要がある。跡地の地域（桜堤・境)の特性
を踏まえて、集合住宅でいつまでも安心して活
き活きと住み続けられる機能を、建て替え後の
施設に設けていくということも最終計画案に入
れるべき。

P53の「くぬぎ園跡地の活用」に記載のとおりです。

４６

武蔵野市なら

ではの住まい
を支えるため

に

サービス種類別第１号被保険者１人当たり給
付月額における特定施設について、区分支給
限度額いっぱいのプランなど必要以上に介護
保険サービスが使われているのではないか。
当事者が選択出来ないサービス利用もあるの
ではないか。

P31の図表48における特定施設は、特定施設入居者生活介護費
（介護付き有料老人ホーム）として計上されている費用総額（月額）
を、第１号被保険者で割り込んだ金額を図表で示したものです。基
本的には利用者の介護度によって1日当たりの介護給付費が定額
で決まっており、必要以上に使われることはないと考えています。

４７

武蔵野市なら

ではの住まい
を支えるため

に

夜間でも休日でも、病院のように…というの
は、現実には滅多に起こらないことへの心配
で、往診する医師と、ヘルパー派遣機能があ
れば、何とかなる。最終の大変な所で利用でき
る、短期滞在特養(看取り型)は夢想だろうか。

看取りの問題は、これから終末を迎える方や家族にとって大切な問
題と考えます。看取りのための施設整備は人員体制等から困難と
考えますが、在宅療養を支える在宅医療・介護連携についてはP49
に記載のとおり推進していく方向ときいています。
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４８

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

本市では６つの在宅介護支援センターの圏域
それぞれに高齢者福祉施設があるため、地域
包括ケアシステムの構築に向けて、圏域ごと
の特徴を踏まえた施設機能の地域展開の方針
を計画に組み入れたほうがよい。

課題と認識し、市へ伝えます。なお、今後整備する施設機能の地域
展開についてはP53の「地域包括ケア推進へ向けた機能を併設した
特別養護老人ホームの市内整備」に記載のとおりです。

４９

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

特養の待機者数はどのくらいか。
また、推移はどのようになっているのか。

特養の入所希望者数の推移は、P53図表60に記載のとおりです。

５０

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

市内に整備する特養は、都の施設整備補助基
準にある整備定員の３割までを多床室で整備
するのが望ましいと思う(都の施設整備補助の
関係では、多床室の整備には市の意見書が必
要のため、整備の方針を明確にしてほしい)。
なお、市内の特養４カ所(吉祥寺ナーシング
ホーム・ゆとりえ・武蔵野館・親の家)の施設種
類には「多床室」のみの表現になっているが、
従来型個室もある。

P53の「住まいとしての特別養護老人ホームの整備」に記載のとお
りです。
また、図表61を記載のとおり修正しました。

５１

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

 2020(平成32)年の東京オリンピック開催に向
けて、首都圏ではさらに資材価格や労務費等
の高騰が予想される。また、これからの５年間
は、人材が建設・運輸・スポーツ関連等に流れ
ていくため、人材確保という視点からも経済情
勢を見て特別養護老人ホームの整備は第７期
以降の整備が適当ではないか。

できる限り在宅生活を継続できるよう、在宅サービスを充実させるこ
と基本としていますが、それでも在宅生活の継続が難しい重度の要
介護者が、住み慣れた地域で暮らせるよう市内に特別養護老人
ホームを整備するようＰ53に記載しました。重度者への対応が難し
いグループホームや小規模多機能型居宅介護の整備よりも優先的
に整備を進めるべきものと考えます。

５２

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

特養の経営実態から考えると定員は100名近く
が必要となる。併設機能も含め適切な土地の
確保が必要となる。

課題として認識するよう市に伝えました。

５３

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

特養入所希望者数について、国等による入所
希望待機者の実態調査の待機者数には、死
亡者、他施設入所者、入所辞退者が含まれて
いるのではないか。また、医療的な処置や頻
繁な問題行動のため、特養に入所が難しい方
も含まれているのではないか。
施設整備も老健、精神病院、有料老人ホーム
を含めた施設整備と、地域包括ケアシステム
の中で、必要な時に必要なサービスが受けら
れるように整備してほしい。

平成25年に行なった特別養護老人ホーム入所待機者調査における
入所希望者数（478人）は、死亡や入所、重複申請を除いた入所待
機者の実人数で、多くの方が待機されていると認識しています。
また、特養の整備についてＰ53に記載しましたが、ご指摘のとおり、
特養では対応できないケースもありますので、地域の安全・安心機
能や連携機能を構築する必要があると考えます。

５４

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

必要性の高い人しか入れない特養について
は、不公平感が根強くある。地域に開かれた
地域包括ケアの拠点となるような多機能な施
設にすべき。

P53の「地域包括ケア推進へ向けた機能を併設した特別養護老人
ホームの市内整備」に記載のとおりです。

５５

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

特養に短期のナイトケア室があるといい。 同上

５６

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

建築費の高騰について
①民間事業者の知恵を活用②都の施設整備
補助を活用することで費用負担の少ない対応
を検討していただきたい。

東京都の補助金を活用して、民間事業者の参入を図るべきと考え
ます。

５７

武蔵野市なら

ではの住まい

を支えるため

に

特養新設の根拠として、ケアマネアンケートが
挙げられているが、地域密着型サービスがいき
わたっていない現状からの在宅継続限界であ
ることも考慮する必要があるのではないか。

P41に記載のとおり、住み慣れた地域で安心して暮らしつづけられる
ために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の充実のほか、各施
策を充実していくべきと考えます。
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５８

武蔵野市なら

ではの住まい
を支えるため

に

70床では、478名の待機者のうち400名は入れ
ない。一部の特養入所者分を含む保険料を支
払うことを市民に説得する必要があるのではな
いか。

介護保険制度においては、給付費が増えるほど保険料も増加する
仕組みとなっています。要介護度の重度化や施設サービスの利用
は保険料を押し上げる主要因ともなります。しかし、可能な限り居宅
での生活を継続するためには、受け皿として一定の施設サービスの
整備は行うとともに、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業や夜
間対応型訪問介護事業を整備する等、居宅サービスの充実を図る
必要があると考えます。また、介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）への入所につきましては、武蔵野市介護老人福祉施設入
所指針（P116に掲載）を定め、入所に関する基準を明示することによ
り、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、真に必要
な方からの円滑な施設入所が図られていると考えます。

５９

武蔵野市なら
ではの住まい
を支えるため

に

特養を１つ整備しても待機者が多く不公平感が
ある。ショート専用施設を考えてはどうか。

同上

６０

武蔵野市なら

ではの住まい
を支えるため

に

特養を整備するより多機能型の施設、ショート
ステイが出来る施設、デイケアやデイサービス
を利用して自宅に居ながら、施設も利用出来る
そういう施設をもっと増やすことが実質的では
ないか。

小規模多機能型居宅介護については、第５期介護保険事業計画期
間中の公募状況を勘案し、第６期の整備は見送るが、運営基準の
見直しの動向や、機能の有効性等について引き続き検討する旨、
P51に記載を追加しました。

６１

武蔵野市なら
ではの住まい

を支えるため
に

独居、高齢者のみ世帯、日中独居の人たちに
とって、在宅を続けるために、小規模多機能型
居宅介護が必要ではないか。市内に事業所が
ないため市民が必要性を理解していないので
はないか。

同上

６２

武蔵野市なら
ではの住まい
を支えるため

に

在宅で住み続けられるために地域に小規模で
多機能な施設があれば安心できる。

同上

６３

武蔵野市なら
ではの住まい
を支えるため

に

小規模多機能型居宅介護はグループホームと
の併設により参入の可能性が広がり参入希望
者が広がるのではないか。

同上

６４

武蔵野市なら
ではの住まい
を支えるため

に

認知症状を伴わない場合、最終末期１カ月が
入院可能なら、小規模多機能拠点の支援で在
宅介護、在宅生活が何とかなるのではない
か。

小規模多機能型居宅介護では重度の要介護者への対応は難しい
と考えます。P41に記載のとおり、住み慣れた地域で安心して暮らし
つづけられるために、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の充実
のほか、各施策を充実していくべきと考えます。

６５

介護や看護に
従事する人た

ちが誇りとやり
がいを持って

働き続けられ
るために

ケアリンピックで競うという発想ではなく、スキ
ルアップを図りながら交流できる機会をつくって
ほしい。また、市長表彰についてケアのスキル
は勤続年数の長さではかれるものではないと
思う。

P55、56に記載のとおり、ケアリンピックの目的は、先進的な取組み
や模範となる取組みの紹介による武蔵野市全体の介護サービスの
質の向上と、サービス提供をする介護・看護職員が互いに研鑽し、
称賛する場として考えています。

６６

介護や看護に

従事する人た

ちが誇りとやり
がいを持って

働き続けられ
るために

福祉人材の確保・育成では、人材確保自体が
難しく、国・都道府県・市のそれぞれの立場で
の取り組みが必要。「福祉や介護」の仕事の魅
力を伝えていく仕掛けも必要。小規模な事業所
は、研修システムができていないところも多
い。社会福祉法人の専門性やノウハウを、地
域の小規模事業者や市民と共有できる研修の
仕組みづくりも必要と思われる。

人材の確保と育成、また魅力を伝えていく仕組みについてP55、56
に記載のとおりです。

６７

介護や看護に

従事する人た

ちが誇りとやり
がいを持って

働き続けられ

るために

事業・業務の従事者の質の向上・教育・研修
は必要だが、報酬も充分に保障されることが人
員確保にもつながるのではないか。

人材の確保と育成については、P55、56に記載のとおりです。一
方、報酬については、市ではなく国の制度の中で改善されるべきと
考えます。
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番
号

施策体系 意見要旨 策定委員会対応方針

６８

介護保険の充

実
本市は、第１号被保険者１人当たり在宅サービ
ス・施設サービス給付月額において、どの位置
を目指しているのか。

保険料とのバランスを考慮する必要がありますが、できる限り在宅
生活を継続できるよう、在宅サービスを充実させること基本として、
それでも在宅生活の継続が難しい重度の要介護者が、住み慣れた
地域で暮らせるよう市内に特養の整備は必要と考えます。

６９

介護保険の充

実
保険料等低所得者への対応として年単位での
段階的な対応の検討が必要である。保険料見
直しの説明、周知を行い、広報・理解を深めて
いく努力・工夫が必要。

平成27年度～29年度の保険料改定については、市民税非課税で
ある本人を対象として、国の方針により公費による保険料の軽減が
予定されています。計画策定とともに、リーフレット作成や説明会開
催等により周知する必要があると考えます。

７０

介護保険の充
実

保険料のパターンは記載のもの以外にもいくつ
か仮定をしたのか。保険料パターンを３パター
ンに絞りその中でパターン２にした理由は何
か。
パターンの１つとして、特養の新設は見送り、
市内の特養すべてに小規模多機能型居宅介
護機能を併設する場合の保険料基準額も加え
るべき。

武蔵野市には介護保険外の緊急ショートステイや宿泊サービスを提
供するテンミリオンハウスもあり、小規模多機能が提供する「機能」
と「役割」が既にあると認識しています。
小規模多機能はコスト面からも新規事業者の参入がなかなか進ま
ない状況と聞いていますが、引き続き誘致を進めていくことを市に伝
える一方、在宅生活が限界になった時の終の住まいとして、特養の
一定の整備は、実態調査の回答からも市民の皆様の意向に沿うも
のであり、必要なものと考えます。

７１

介護保険の充
実

上位2割に該当する被保険者への２割負担導
入は、正規に勤務した夫婦では容易に達して
しまう金額であり、共働きで税金も年金もきち
んと納めてきた人間に、また高負担を強いるも
のであり、中間層にばかりしわ寄せがいくのは
あまりに残念である。

介護保険制度は全国一律の制度であり、今回の制度改正によっ
て、保険料は応能負担、利用料は応益負担としていた制度発足当
初からの理念に変更を及ぼすことについては、問題があると認識し
ています。P80からP84までに記載のとおり、市民の皆様、ご家族、
事業者等へのきめ細かな説明を実施するとともに、国の制度改正へ
の円滑な対応を図るよう、市に伝えました。

７２

介護保険の充

実
このたびの介護保険制度改正は、発足時に確
認されている「介護の社会化」を放棄したもの
だと思う。特に２割負担の導入は、本市の利用
者の23.5％におよび、一部利用者が現在利用
している介護サービスの一部を辞退せざるを得
ないことが生じようとしている。
これは、利用者の状態悪化を招き、重度化する
恐れを生じさせ、結果として、介護保険給付費
増を招きかねず、介護保険料利用者負担額助
成の対象を、２割負担に耐えられない層にまで
拡大し、新たな制度として発足してほしい。

同上

７３

介護保険の充

実
このたびの改正でもサービスの低下が起きぬ
よう、本市が出来るだけの努力をなさることを強
く希望する。
住民として誇りのもてるような温かな対応、血
の通った条例を制定してくださることを信じてい
る。

同上

７４

介護保険の充
実

このたびの国の介護保険制度改正は介護保
険の理念を根底から覆す内容ととらえられる。
制度の目的である「介護の社会化・利用者主
権」をこれまで以上に推進しなければ住み慣れ
た地域で最後まで暮らし続けることはできない
と考える。
このたびの本市の『高齢者福祉計画・第６期介
護保険事業計画』は、本市として国に意見を述
べた後の苦肉の策として最善の検討がされて
いると思う。居宅介護サービスの事業所として
は日常生活支援総合事業に関して、専門性を
担保された点は、サービスの質を守るうえでか
かせない判断と評価している。

介護保険制度施行以来の大きな改正が順次予定されていますが、
制度改正に伴うサービスの低下が起きないよう、Ｐ80からＰ84まで
に記載のとおり、国の制度改正への適切な対応を図るなど、今後も
国への意見、提言を述べていくよう、市に伝えました。
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番
号

施策体系 意見要旨 策定委員会対応方針

７５

介護保険の充
実

次期介護報酬改定については、財務省の引き
下げ要請を受けて厚生労働省は減額改定で作
業を進めているが、雇用の安定のためには賃
金の原資は重要である。本市では、地域区分
の適用を平成24年度から26年度については、
経過措置として上乗せ割合を本来の「２級地
(上乗せ割合15%)」ではなく「３級地(12%)」で
扱っていますが、介護報酬単価減額の方向性
の中で、27年度以降は本来の「２級地(27年度
からの上乗せ割合16%)」で扱うのが必要と思
われる。

平成27年度からの民間の賃金の実態に応じて設定される地域区分
の見直しにより、「２級地」が上乗せ割合16%に、「３級地」が15%に
それぞれ上方改定される見込みです。武蔵野市では隣接する自治
体の要望状況も勘案し、引き続き３級地での取扱いを要望し、認め
られる見込みときいています。

７６

全体 「介護から介助」への視点や発想の転換をすべ
き。社会参加・地域参加を視野に入れた要介
護者や認知症の方々の地域生活を展開してい
くには、介助を受けながら日常生活を送ってい
くためにも、新しい視点や価値観の提案が必要
なのではないか。

P39に記載のとおりです。

７７

全体 計画全体として、要介護者は受動的で、患者
的視点が強く、主体的に地域社会的生活をし
ている姿が見えてこない。視点や価値観の見
直しや転換が必要であり、時間をかけた議論
が必要なのではないか。

ご意見として市に伝えます。

７８

その他 高齢者の貧困問題について、計画の中に必ず
記載が必要である。2025年に向けての問題・
課題を頭出しし、第６期計画期間中に議論を始
めてほしい。

同上

７９

その他 長野県白馬村における日頃からの助け合い体
制、相互見守りはよい教訓で学ぶべきものが
ある。

同上

８０
その他 要介護認定者の社会参加の議論を進めてほし

い。
同上

８１

その他 各種サービスが他市より優れていると思うが、
元気な高齢者（支援する側）には、十分理解さ
れていなくて残念に思う。

高齢者施策及び『高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画』の内
容について、リーフレット作成や説明会の実施等により周知していく
必要があると考えます。

８２

その他 市民社協の地域における取り組みもフットワー
クよく、もっと地域に出て協働してほしい。

地域支援課や市民社会福祉協議会等関係課・機関も含めて検討す
べき事項と考えます。

８３
その他 若い人たちの健康を確保する施策が必要では

ないか。
市全体や『健康福祉総合計画』等、市全体の取り組みの中で総合
的に推進していくべきものと考えます。

８４
その他 高齢者よりももっと若い人たちにも力をいれる

べき。
同上
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武蔵野市介護老人福祉施設入所指針（制度改正対応案） 

平成 27 年４月１日改訂 

１．目的 

この指針は、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設（以下「施設」と

いう。）について、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」（平成 11 年３

月 31 日厚生省令第 39 号）第７条に規定する「入退所」及び「指定介護老人福祉施設の人員、

設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」（平成 14年８月７日厚生労働省令第 104号）

に基づくものである。介護保険法（平成９年法律第 123 号）第８条第 21 項の改正と、それに

伴う介護保険法施行規則（平成 11 年厚生省令第 36 条）の改正により、平成 27 年４月１日以

降の施設への入所が原則要介護３以上の方に限定されることとなった。 

武蔵野市として施設の入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平

性を確保するとともに、施設入所の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

２．入所の対象となる者 

  入所の対象となる者は、原則として要介護３～５と認定された者のうち、常時介護を必要と

し、かつ居宅において介護を受けることが困難な者とする。 

 

３．入所の申し込み及び取り下げ 

（１）申込方法 

入所の申し込みは、介護老人福祉施設入所申込書兼調査票により直接施設に行う。その際、

居宅の者は、直近３カ月分のサービス利用票及び別表の各写し・要介護認定結果の写しを添付

し、それ以外の者は要介護認定結果の写しを添付して申し込む。 

ただし要介護認定結果の写しは、入所申込者の同意が得られれば、施設から市に請求するこ

とができる。要介護１又２については、施設が市に対して報告を行うとともに、特例入所対象

者に該当するか否か意見を求める（様式４ 略）。 

施設は、申込書を受理した時には、入所申込者に対して、申込受理書を交付するか、それに

かわる書類を交付するものとする。 

（２）入所申込者名簿の管理 

申込書を受理した場合は、入所申込者名簿にその内容を記載して管理しなければならない。

また、辞退や削除等の事由が生じた場合はその内容を記録しなければならない。 

（３）現況について 

本人の状況（要介護度、他施設入所等）や介護者の状況が変化した場合は、施設に入所申込

変更届を提出するものとする。また、施設は全入所申込者について、原則として毎年度１回現

況について把握するよう努めるものとする。 

（４）取り下げについて 

 入所申込者は、入所申込を辞退する場合など、入所の意思がなくなった時には、すみやかに、

施設に入所申込取下げ届を提出するものとする。 

 

４．入所検討委員会 

（１）施設は、入所の決定に係る事務を処理するために、合議制の委員会又は会議（以下「検

討委員会」という。）を設置しなければならない。 

（２）検討委員会は、施設長、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等で構成す
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る。なお、検討委員会には第三者（当該法人の評議員等）を加えることが望ましい。 

（３）検討委員会は、施設長が招集し、必要に応じて開催するものとする。 

（４）検討委員会は、入所選考者名簿（以下「選考者名簿」という。）を調製するとともに、

これに基づいて入所の決定を行う。 

（５）検討委員会は、審議の内容を議事録として２年間保存しなければならない。 

 

５．選考者名簿の調製と入所決定 

（１）調整方法 

選考者名簿は、別表１（入所申込者の評価基準）に基づく評価により、上位の者から登載する。 

（２）調整時期 

選考者名簿は、検討委員会の開催に合わせてその都度調整する。ただし、要介護１又は２

については、市へ意見を求めることとする（様式６ 略）。 

（３）入所決定に際し施設の事情により勘案できる事項 

別表１及び別表２により入所順位を検討するが、施設における適切な処遇及び運営を図る

上で、次に掲げる個別事情を勘案して入所者の決定を行うことができる。 

【入所決定に際し施設の事情により勘案できる事項】 

  ①性別（部屋単位の男女別構成）  ②ベッドの特性（認知症専用床等）  ③地域性（入所

後の家族関係の維持等）  ④施設の専門性  ⑤その他特別に配慮しなければならない個別

の事情 

 

６．特別な事由による入所 

次に揚げる場合においては、検討委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定する

ことができる。 

①災害や事件・事故等により検討委員会を招集する余裕がない場合。 

②武蔵野市から老人福祉法に定める措置委託による場合。 

 

７．その他の取り扱い 

（１）辞退者の取り扱い 

入所の意思を確認したにも関わらず、申込者の都合により一時辞退があった場合は順位を

繰り下げ、再度の辞退があった時は入所申込者名簿から削除することができる。 

（２）施設入所者の取り扱い 

入所者が入院治療の必要が生じて医療機関に入院し、概ね３カ月以内に退院することが明

らかに見込まれるときは、退院後に円滑に入所できるように計画的にベッドを確保するとと

もに、別表１の評価によらず、検討委員会の審議により入所を決定することができる。 

 

８．個人情報の保護 

施設は、入所申込者より得た個人情報については、選考者名簿の作成と入所の可否を決定す

るために利用するものとする。 

また、施設は、入所申込者及び家族から入所申込状況の問い合わせがあった場合には、個人

情報保護法を遵守し対応するものとする。 

   

９．適正運用 

施設等は、この指針に基づき適正に入所の決定を行うものとする。 
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市は、この指針の適正な運用について、介護保険法及び老人福祉法に基づき、施設に対し必

要な助言を行うことができる。なお、市は、必要に応じて、武蔵野市介護老人福祉施設入所指

針適用施設の代表者を招集し、意見を求めることができる。 

  

10．指針の見直し 

この指針は、原則として３年ごとに見直すこととする。ただし、その間に必要が生じた場合

には、随時、見直すことができる。なお、見直しにあたっては、武蔵野市と武蔵野市介護保険

施設・短期入所事業者連絡会などの関係団体で協議するものとする。 

 

11．適用年月日 

この指針は、平成 15 年４月１日から適用する。 

この指針は、平成 18 年４月１日から適用する。 

この指針は、平成 27 年４月１日から適用する。  

 

別表１ 入所申込者の評価基準 

評  価  項  目 
点数配分 

（100点満点） 

１ 本人の状況 

要介護度 

30 点 認知症の周辺症状（著しい精神症

状もしくは行動上の障害。以下同

じ） 

２ 介護の困難性 
主たる介護者の状況 

25 点 
調査で問題と思われる事項 

３ 居宅サービス等の利用状況 

直近３カ月間の居宅サービスの利用

率 
25 点 

介護療養型医療施設・介護老人保健施

設、医療機関等の入所・入院状況 

４ 緊急度など特別な事由 20 点 

※評価内容は申込時のものとし、申し込み以降に変更があった場合は、現況に合わせて評価し

なおす。 

※各項目の点数区分については別表２「各項目の配点表」を参照。 

 

１：本人の状況 

本人の状態は、「要介護度」と「認知症の周辺症状」から判断し、要介護度の得点に認知症の

周辺症状の状態を加算する。要介護度は介護保険制度上、本人の状態を把握するのに最も客観的

かつ公平的な基準である。認知症の周辺症状の状態は、公的な調査員によって調査された要介護

等認定調査の第３群及び第４群（平成 21 年４月以前に要介護認定申請を行った方の場合は第７

群）から勘案し、項目数によって要介護度の得点に加算する。認知症の周辺症状の状態判断は難

しいが、公的な調査員によって調査されたものを利用することで公平的かつ客観的なものにする。 

 これは、介護サービスを利用するにあたっての基本的事項であるため、点数配分を 30 点満

点とする。 
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２：介護の困難性 

介護の困難性は、「主たる介護者の状況」から判断し、介護者の状況について５つに分類し

当てはまるものを選択する。さらに、自由記載欄を設け、申請の際に状況を具体的に記載して

もらい、その内容も勘案して当てはめる。 

これは、介護負担の状況を勘案するもので、点数配分を 25 点満点とする。 

 

３：居宅サービス等の利用状況 

居宅サービスの利用状況は、「（１）直近３カ月間の居宅サービスの１カ月平均利用率」と「（２）

居宅生活困難による介護療養型医療施設・介護老人保健施設、医療機関等の入所・入院状況」

から判断する。居宅サービスの１カ月平均利用率は、３カ月間の利用単位を３カ月分の区分支

給限度基額（単位）で割ったもので、①８割以上 ②６割以上８割未満 ③４割以上６割未満 

④２割以上４割未満 ⑤２割未満 の５段階にわけ配点する。また、３カ月以上継続して介護

療養型医療施設・介護老人保健施設、医療機関等に入所・入院している場合は（１）ではなく

（２）で判断する。 

これは、在宅介護の状況等を勘案するもので、点数配分を 25 点満点とする。 

 

４：緊急度など特別な事由 

緊急度など特別な事由は、主たる介護者の急死や救急入院、住居が立ち退きを迫られている、

認知症の周辺症状が激しく介護者の精神的負担が大きいなど、上記１～３の基準により画一的

な点数化が困難な事由を勘案する事項として設定した。現行では申込順で緊急性の高い方・地

域の方がスムーズに入所できない等の問題があり、そのような問題解消を配慮するために配点

する。 

これは、緊急性や特別な事由を考慮する事項であり、点数配分を 20 点満点とする。 

別表２ 各項目の配点表  

１：本人の状況（～30 点） 

■要介護度 

要介護度 配 点 

要介護５ 20 点 

要介護４ 20 点 

要介護３ 15 点 

要介護２ 10 点 

要介護１  5 点 

 ■認知症の周辺症状の状態による加算 

要介護認定調査の第３群及び第

４群（平成 21 年４月以前に要介

護認定申請を行った方の場合は

第７群）の調査（※）に基づく。 

「ある」のチェックが０項目（ない）  0 点 

「ある」のチェックが１～５項目  5 点 

「ある」のチェックが６項目以上 10 点 

※第３群の調査項目とは認知機能に関わるものであり、対象となる項目は、「徘徊」「外

出すると戻れない」の２項目とする。第４群の調査項目とは精神・行動障害に関わる

ものであり、「作話」「昼夜逆転」「大声を出す」「介護に抵抗」等であり、すべての項

目を対象とする。 

＜評価基準＞ 

・要介護認定調査の第３群及び第４群（平成 21 年４月以前に要介護認定申請を行った

方の場合は第７群）おいて、認知症の激しい周辺症状と考えられる「徘徊」「介護に

抵抗」のいずれかにチェックがある場合は「４：緊急時などの特別な事由」で配慮す

る。 
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２：介護の困難性（～25 点） 

■主たる介護者の状況 

 主たる介護者の状況 配 点 

１ 身寄りも介護者も全くいない。 25 点 

２ 主たる介護者が遠方または病気で長期入院中。 25 点 

３ 主たる介護者が高齢者・障害者または疾病があり在宅療養中。 20 点 

４ 主たる介護者が就業している。 15 点 

５ 主たる介護者が育児中または複数の被介護者がいる。 15 点 

６ 上記のどれにもあてはまらない方。  0 点 

※特別養護老人ホームに入所中の方は、原則として、この項目の配点から 25 点を減点した

点数とし、その点数が０点を下回る時は０点とする。 

■上記の他、調査で問題と思われる介護の困難性 

（調査用記入欄を作成） → 内容による加算は「緊急度など特別な事由」で行う。 

 

３：居宅サービス等の利用状況（～25 点） 

（１）直近３カ月間の居宅サービスの１カ月平均利用率 

居宅サービスの利用率（※１） 配 点 

８割以上 25 点 

６割以上８割未満 20 点 

４割以上６割未満 15 点 

２割以上４割未満 10 点 

２割未満  5 点 

※１ 居宅サービスの利用率とは、サービス利用票別表に基づく区分支給限度基準額（単

位）とサービス利用単位の割合。 
直近３カ月間の居宅サービスの１カ月平均利用率 ＝ 直近３カ月間のサービス利用単位の合計 ／ ３カ月分
の区分支給限度基準額（単位） 
 

算定の対象となるサービス 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテー

ション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、

福祉用具貸与 

 

＜評価基準＞ 

・適用項目が複数ある場合、配点の最も高い項目を選択する。その他の適応項目を勘案

すべきと判断した場合、別途記入欄に記載し「４：緊急度など特別な事由」で加算す

る。 

・「身寄り」とは、２親等以内の家族・親族（父母・配偶者・子・兄弟姉妹・祖父母・孫）

をいう。 

・「介護者が遠方」とは、主たる介護者が被介護者を介護する際、移動に２時間以上かか

る距離におり、介護とその往復に１日程度かかってしまうような場合をいう。 

・「介護者が高齢者」とは、満 70 歳以上をいう。「介護者が障害者」とは、身体障害者手帳の

所持者等をいう。 

・「介護者が育児中」とは、小学生未満の幼児・乳幼児を養育している場合をいう。 

・「介護者が就業している」とは、勤務形態に関わらず、概ね週 20 時間以上就労してい

る場合をいう。 
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※２ 居宅サービスの利用がなく、介護療養型医療施設・介護老人保健施設等の施設サー

ビスを利用しているか、医療機関に入院されている場合は、上記（１）ではなく（２）

で判断する。 

 

（２）居宅生活困難による介護療養型医療施設・介護老人保健施設、医療機関等の入所・入院状況 

３カ月以上継続して、介護療養型医療施設・介護老人保健施設、医

療機関等に入所・入院している方 
20 点 

 

 

４：緊急度など特別な事由（０～20 点） 

各施設の入所検討委員会の判断により、緊急度や福祉的観点などから、特に

施設入所を考慮すべき特別な事由が認められる場合は、その状況に応じて、

20 点を限度として加算する。 

＜特別な事由として挙げられる例＞ 

・緊急性が高い事由（主たる介護者の急死・救急入院、住居が立ち退きを迫られているな   

ど） 

・「介護の困難性」項目で点数化できない事由 

・居住環境が劣悪（廊下、階段、便所、浴室等の住宅改修が困難など） 

・介護老人保健施設または医療機関に入所・入院中だが、退所・退所後の在宅生活

が困難で転院・転所先がみつからない方 

・認知症である者（認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱｂ以上）であって、日常生活

に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活

が困難な状態であること。 

・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎

通の困難さ等が頻繁に見られ、在宅生活が困難な状態であること。 

・家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困

難であることにより、在宅生活が困難な状態であること。 

・単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期

待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であることに

より、在宅生活が困難な状態である。 

・その他特別に配慮しなければならない個別の事情 

合計で 

20点を 

限度とする 

※項目及び加算の方法は施設側に委ねられており、この例に該当する場合でも、すべての

施設が加算をするわけではない。 

 

 

 

 

＜評価基準＞ 

・有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、グループホ

ームに入所している場合は、（２）で評価する。 

・有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホームに入所（入居）中で、特定施設入居

者生活介護サービス以外の居宅サービスを利用し、その利用率が８割を越える場合は、

（１）で評価し 25 点とする。 
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用語集 

【あ行】 

○移送サービス（レモンキャブ）事業 

  バスやタクシー等の公共交通機関の単独での利用が困難な高齢者や障害者（要介護者

や障害者手帳取得者等）の外出を支援するための移送サービス。商店主を中心とした地

域のボランティアが福祉型軽自動車（レモンキャブ）を運転し、ドア・ツー・ドアのサ

ービスを提供している。 

【か行】 

○介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業） 

平成 26 年度の制度改正に基づき平成 27 年度から施行される事業。主に軽度者を支え

るために、多様な支援やサービスを提供するための助成制度を中心に、地域の介護予防

を住民の目線から整備することを目的として全国の自治体で実施される。 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

  入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的

とする施設で、利用対象者は身体上・精神上著しい障害があるため常時介護を必要とし、

在宅介護が困難な要介護者である。 

○くぬぎ園 

昭和 52 年開設の桜堤にある軽費老人ホーム（Ｂ型）。平成６年６月に都から移管を受

けた。平成 27 年３月 31 日で廃止。 

【さ行】 

○災害時要援護者対策事業 

  災害時に、家族等による援助が困難で、何らかの助けを必要とする方（災害時要援護

者）が、地域で安否確認や避難誘導等の支援を受けることができる仕組み。平成 19 年

９月からモデル事業を開始し、平成 23 年度に市内全域で展開されている。 

○在宅介護支援センター 

  主に、在宅で生活を継続する高齢者の総合的な相談に対応することを目的として市が

設置する機関。本市では、地域包括支援センターとは別に日常生活圏域単位に合計６カ

所が設置されていた。今後は、これら６在宅介護支援センターは、地域包括支援センタ

ーとして地域包括ケアシステムの拠点と位置付け、小地域完結型の相談・サービス提供

体制を継続していく。 
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○小規模多機能型居宅介護 

通い、泊まり、訪問を組み合わせ月定額の居宅サービス。サービス内容によって職員

が代わることがなく、馴染みの関係性の中でサービスを提供することができるため、認

知症高齢者のケアに適しているとされる。 

○生活支援コーディネーター 

地域の様々な生活支援サービスや地域の助け合い等の仕組みや資源を総合的に把握

し、必要な資源開発を進めるための地域のリーダー。一般的に日常生活圏域単位で配置

される。 

【た行】 

○多職種連携 

複数の専門職間の連携を意味する。高齢者の生活を地域で支えていくためには多様な

専門職の関わりが必要になる。通常、在宅介護では、医療、看護、リハビリテーション、

身体介護、生活支援等の多様な機能を提供することが必要であるが、一つの職種でこれ

らすべてを提供することはできないため、複数の専門職間の円滑な運営が住み慣れた地

域で生活を継続するためには不可欠である。そのため、地域包括ケアシステムにおいて

は、最も重要な考え方の一つとされている。 

○団塊の世代 

一般に昭和 22 年（1947）～昭和 24 年（1949）に生まれた世代を呼称するもの。戦後

最も出生数が多い３年間であり、ベビーブーマーと呼ばれる。平成 37 年（2025）には

すべての団塊の世代が後期高齢者となる。 

○地域包括ケアシステム 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自分

らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるようにするための地域の包括的な

支援・サービス提供体制のこと。2025 年に向けて各地域で取組が進められている。本市

では、こうした包括的な支援・サービス提供体制の構築にあたり、地域の様々な主体が

関わるという特徴を踏まえ、「武蔵野市における 2025 年へ向けた“まちぐるみの支え合

いの仕組みづくり」と言い換えている。 

○地域密着型サービス 

平成 18 年度から、各地域の実情に応じたサービス提供を強化する目的で、原則とし

て事業所の所在する地域の住民のみが利用できるサービスとして「地域密着型サービス」

が創設された。指定権限は通常の介護サービスについては都道府県が指定するのに対し

て、地域密着型サービスでは市町村が指定を行う。市町村の整備目標を越えた事業所の
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参入については、市町村が指定を拒否することができる。 

○地域リハビリテーション 

WHO により、community based rehabilitation（CBR）としてマニュアル化された支援

技法を基に、本市においては、市がめざす支援のあり方として、三つの基本理念を掲げ

ている。①すべての市民が、その年齢や状態にかかわらず、住み慣れた地域で、本人の

意思に基づいて安心して生活が続けられるような支援、②ライフステージに応じた、継

続的、かつ体系的な支援、③保健・医療・福祉・教育等、地域生活に関わるあらゆる組

織、人が連携した体系的な支援。 

○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

一日複数回の訪問を基本とした居宅サービス。訪問介護と看護を必要に応じて提供す

るもので、365 日 24 時間の営業を基本とする。また緊急時等に駆けつける随時対応サー

ビスも提供されることから、在宅を支える中核的なサービスとして期待されている。 

○テンミリオンハウス  

地域の実情に応じた市民等の「共助」の取組みに対し､本市が年間 1,000 万円

(ten-million)を上限とした運営費補助等の活動支援を行う。現在、市内に７カ所開設

されている。 

【な行】 

○日常生活圏域 

介護関連の施策を検討する際の地域単位であり、地域住民が日常的に生活している地

域をひと固まりとして圏域設定することが多い。一般に中学校区を目安として設定され

る。本市では市内に６つの圏域を設定している。 

○認知症コーディネーター 

  在宅介護支援センターに配置され、認知症ケアに関する相談助言と相談後のコーディ

ネートや、専門医療機関の紹介、認知症サポーター養成講座の企画・運営等を行う。 

○認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」を受けた、認知症を正しく理解し、認知症の人や家族を

温かく見守る応援者のこと。全国統一で認知症サポーターのシンボルとしてオレンジリ

ング（ブレスレット）を配付している。 

○脳卒中地域連携パス 

脳卒中地域連携診療計画書。脳卒中治療に対し、北多摩南部医療圏において、急性期

病院、回復期病院、老人保健施設から在宅まで、患者の情報を記載した「脳卒中地域連
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携パス（脳卒中地域連携診療計画書）」でつなぎ、これにより急性期治療、回復期リハ

ビリ、さらに在宅の治療とケアを継続することができることを目的とする。 

【ま行】 

○もの忘れ相談シート 

認知症相談に対して、在宅相談機関・もの忘れ相談医・専門病院をつなぐためのシー

ト。このシートを活用することによって適切な医療とケア体制が構築され、できるだけ

長く安定した在宅生活が継続できるようになることを目的としている。 

【や行】 

○夜間対応型訪問介護 

  夜間において定期巡回の訪問介護、利用者の求めに応じた随時の訪問介護、利用者の

通報に応じた調整・対応するオペレーションを組み合わせたサービスを提供する。 
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武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会設置要綱 

 

 （設置） 

第１条 武蔵野市（以下「市」という。）における地域の包括的な支援、サービスの提供の

推進を目指し、市が定める老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の８の規定に基

づく計画及び介護保険法（平成９年法律第123号）第117条の規定に基づく計画（以下こ

れらを「武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画」という。）を一体的に策

定するため、武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 （所管事項） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を行い、その結果を市長に報告する。 

 ( 1 ) 武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の策定に関すること。 

 ( 2 ) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項  

 （構成） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる人数以内の

委員で組織し、市長が委嘱する。 

 ( 1 ) 学識経験者 ２人以内 

 ( 2 ) 保健医療関係者 ３人以内 

 ( 3 ) 福祉関係者 ４人以内 

 ( 4 ) 公募による者（介護保険被保険者（第１号被保険者及び第２号被保険者）に限る。） 

２人以内 

 （委員長等） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選により定め、副委員長は委員長が指名する。 

３ 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 （委員の任期） 

第５条 委員の任期は、平成27年３月31日までとする。 

 （会議の招集） 

第６条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は

資料の提出を求めることができる。 

 （報酬） 

第７条 委員の報酬は、武蔵野市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和36年
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２月武蔵野市条例第７号）第５条の規定に基づき市長が別に定める。 

 （幹事会） 

第８条 委員会に、武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の策定における庁

内の推進体制として、幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって構成し、市長が任命する。 

３ 幹事会に、座長及び副座長各１人を置く。 

４ 座長は健康福祉部長の職にある者をもって充て、副座長は健康福祉部高齢者支援課長

の職にある者をもって充てる。 

５ 幹事会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課が行う。 

６ 前各項に定めるもののほか、武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画の策

定における庁内の推進体制について必要な事項は、市長が別に定める。 

 （ワーキングスタッフ） 

第９条 委員会は、第２条各号に掲げる事項の調査及び研究を行うために必要があると認

めるときは、委員会にワーキングスタッフを設置することができる。 

 （庶務） 

第10条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課が行う。 

 （その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

 この要綱は、平成26年３月７日から施行する。 

別表（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉部長 

健康福祉部地域支援課長 

健康福祉部高齢者支援課長 

健康福祉部高齢者支援課相談支援担当課長 
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武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会傍聴要領 

 

 （目的）  

第１条 この要領は、武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画 

策定委員会設置要綱（平成 26 年３月７日施行）の規定に基づき設置した武蔵野

市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会（以下「委員会」という。）

の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  

 （会議の公開原則）  

第２条 委員会の会議は、公開する。ただし、会議を非公開とする委員会の議決

があったときは、この限りでない。  

 （傍聴人の定員）  

第３条 傍聴の受付は先着順とし、定員は 20 名を超えないこととし、会場の広さ

等により委員会に支障のない範囲内とする。  

 （傍聴の手続き）  

第４条 委員会を傍聴しようとする者は、会議当日、所定の場所で、傍聴人受付

簿に氏名及び住所を記入しなければならない。  

 （傍聴人の守るべき事項）  

第５条 傍聴人は、用意された席で、静粛に良識ある態度で傍聴しなければなら

ない。なお、会議の進行を行う者から、特に求められた場合を除いて、発言は

できない。  

 （撮影及び録音）  

第６条 傍聴人は、傍聴席において写真等の撮影や、録音等を行ってはならない。

ただし、委員会において特に認められた者は、この限りではない。  

 （意見の提出）  

第７条 傍聴人は、委員会の終了後、所定の様式により意見を提出することがで

きる。  

 （係員の指示）  

第８条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。  

 （違反に対する措置）  

第９条 傍聴人がこの規則に違反したときは、会議の進行を行う者はこれを制止

し、その命令に従わないときは、委員会に諮ってこれを退場させることができ

る。  

付 則  

 この要領は、平成 26 年５月 13 日から施行する。  
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武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会委員名簿 

 

策定委員会開催状況 

 

氏　名 職 選任区分

◎ 森本　佳樹 立教大学コミュニティ福祉学部　教授

○ 山井　理恵 明星大学人文学部　教授

蒲池　史郎 東京都武蔵野市歯科医師会　理事

田原　順雄 武蔵野市医師会　副会長

藤澤　節子 武蔵野市薬剤師会　理事

浅野　彰 日介センター吉祥寺　支店長

塩田　幸子 四小地区福祉の会　会長

武田 好乃 むさしの共立診療所ケアプランセンター長

矢島　和美 武蔵野市民生児童委員協議会　第一地区会長

星田　　正 公募委員　第１号被保険者

鈴木　佳與子 公募委員　第２号被保険者

◎委員長　○副委員長　　委員の任期：平成26年5月13日～平成27年3月31日

（敬称略）

学識経験者

保健医療関係者

福祉関係者

公募による者

回 開催日 内容

1 平成26年5月13日

・委員の委嘱、会議の運営等
・武蔵野市健康福祉総合計画」の位置付け・基本理念
・武蔵野市高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定の流れ
・現行計画の進捗状況
・社会保障制度改革と介護保険制度見直し
・武蔵野市地域包括ケアシステム検討委員会報告書
・高齢者実態調査　要支援・要介護高齢者実態調査結果の概要
・ケアマネジャーアンケート調査結果の概要
・高齢者福祉計画・第6期介護保険事業計画の課題

2 平成26年6月16日 ・基本目標・施策の方向性の体系(案)

3 平成26年7月22日
・ 武蔵野市独居高齢者実態調査結果の概要
・ 基本目標・施策の方向性の体系(案)

4 平成26年8月21日

・これまでの論点と今後の方針(案)
・新しい介護予防・日常生活支援総合事業
・重点施策(案)
・第６期介護保険事業計画の基本的方向性

5 平成26年10月28日 ・中間のまとめ（案）

平成26年11月21日
高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画策定委員会と
障害者計画・第４期障害福祉計画策定委員会の意見交換会

6 平成27年1月26日
・パブリックコメント・市民意見交換会の結果
・最終報告（案）


