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第１節 施策体系 
 

第３章を基にした計画の体系および施策の方向性は以下のとおりです。 

  

基本目標 

基本理念 

個
人
を
尊
重
し
、
人
と
人
が
つ
な
が
り
、 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
そ
の
人
ら
し
い
生
活
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り 

施策の方向性 

７-(１) 在宅医療と介護の連携の推進 

８-(１) サービス基盤の整備 

８-(２) 介護人材の確保・育成・定着 

８-(３) サービスの質の確保と給付の適正化 

８-(４) 広報活動の推進 

１-(１) 介護予防事業の推進 

１-(２) 生涯学習の推進 

１-(３) 社会参加の場の拡充 

１-(４) 就労につなげる仕組みづくりの推進 

２-(１) 認知症予防の推進 

２-(２) 認知症の人との共生 

３-(１) 地域での支え合い活動の充実 

３-(２) 生活支援体制の整備 

４-(１) 生活支援サービスの実施 

４-(２) 相談支援体制の充実 

４-(３) 権利擁護＊の推進 

 

５-(１) 安心のまちづくりの推進 

５-(２) 安全な交通環境の整備 

５-(３) 防災・感染症対策の推進 

６-(１) 住まいの環境整備 

６-(２) 住まいの確保への支援 

いつまでも健やかに 

暮らせるまち 

認知症になっても 

その人らしく 

暮らせるまち 

皆で支え合いながら 

暮らせるまち 

相談しやすく 

様々なサービスを 

利用できるまち 

安全・安心に 

暮らせるまち 

暮らしやすい住まいが 

充実したまち 

住み慣れた地域で 

最期まで暮らせるまち 

介護保険制度の 

適正な運営 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 
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第２節 施策の内容 

１ いつまでも健やかに暮らせるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・立川市の高齢化は、全国的な状況と同様、引き続き進行していました。 

・要介護者・要支援者でない高齢者のうち、２割を超える方が介護予防必要者であり、一方で、

９割を超える方が、健康について関心がありました。 

７次計画の方針 

・より多くの高齢者が、自ら地域活動や介護予防活動に取り組める環境の整備を行いました。 

・地域包括ケアシステム＊の推進のために、高齢者が地域社会の一員として、地域との絆を深め、

生きがいをもって社会や地域に参加できる環境の整備を行いました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・令和元（2019）年 11月に実施した調査（立川市高齢者福祉介護計画改定事前調査）（以下、「事

前調査結果」と表記します。）では、「栄養状態」の予防が必要な方は 1.6%となっていますが、

「運動機能」では 12.9%、「閉じこもり」では 12.8%、「口腔機能」では 23.4%と予防が必要な

方の割合が高くなっています。 

・事前調査結果では、地域での会・グループ等への参加について、「趣味関係のグループ」が 28.9%、

「スポーツ関係のグループやクラブ」が 22.1%となっていますが、「介護予防のための通いの

場」への参加は、9.9%と低い状況です。 

・事前調査結果では、仕事を新たに始めたい、現在の仕事を続けたいと考えている方の割合は

35.2%となっており、65～74歳の前期高齢者の方に対象を絞ると 50.1%となっています。また、

仕事を新たに始めたい、現在の仕事を続けたいと考えた理由を、「健康に良いから」と考えて

いる方は 48.5%となっています。 

８次計画の方針 

・健康体操を継続して行っている住民主体の通いの場を中心に、人と人とのつながりを通じて、

参加者や通いの場が継続的に拡大していくように、一般介護予防事業＊により、立ち上げ支援、

継続支援を行っていきます。リハビリテーション専門職等を活用した継続支援に重点を置いて

取り組んでいきます。 

・運動・栄養（口腔ケア含む）・社会参加が大事であるフレイル＊予防に主体的に取り組むことが

できるような支援を関係部署と連携して検討していきます。 

・新たなサービスの担い手として、生活支援サポーター＊の養成を通して、介護予防・生活支援

サービスの訪問型サービスに従事してもらうなど、地域で誰もが活躍できる場、社会参加の場

を拡充していきます。 
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【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

１‐(１) 介護予防事業の推進 

１．一般介護予防事業＊の推進 

２．健康づくり活動の支援 

３．介護予防のネットワークの活用 

１‐(２) 生涯学習の推進 

４．市民交流大学の運営 

５．「寿教室」の開催 

６．生きがい活動の支援 

７．スポーツの振興 

１‐(３) 社会参加の場の拡充 

８．老人クラブ活動の支援 

９．自治会活動の支援 

10．ボランティア活動の支援 

11．グループ旅行高齢者支援事業の実施 

１‐(４) 就労につなげる仕組みづくりの推進 

12．シルバー人材センター＊の活用 

13．高齢者の就労支援 

14．アクティブシニア就業支援事業の拡充 
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１-（１） 介護予防事業の推進 

介護予防は、地域の仲間と一緒に定期的、継続的に実施することが大切です。 

健康寿命の延伸を目指し、市民が主体的に健康づくりや介護予防に取組めるよう支援します。ま

た、フレイル＊予防に主体的に取り組むことができるよう支援をしていきます。 

 

１‐(１)‐１．一般介護予防事業＊の推進（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民主体の通いの場を充実

させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大してい

くような地域づくりを推進するために、たちかわ健康体操とラジオ体操を組み

合わせた健康体操応援プログラムを用いて、地域体操クラブ、健康体操応援リ

ーダー等派遣事業および地域リハビリテーション活動支援事業を実施します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

健康体操応援リーダー派遣グループ数 6団体 16団体 

保健師による体力測定実施グループ数 5団体 9団体 

健康体操応援リーダー等派遣事業を利用している住民主体の自主グループに、

健康体操応援リーダーを派遣し、体操の指導や保健師による体力測定を実施し、

グループの継続支援を行いました。また、健康体操応援リーダー養成講座を開

催して、新たに健康体操応援リーダーを 11名養成しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■リハビリ専門職派遣団体数：R3 年度 30 団体、R4 年度 36 団体、R5 年度 42 団体  

自助と互助をベースにした健康体操による介護予防を推進し、住民主体のグル

ープを拡大し、グループが継続して活動できるように支援していきます。地域

リハビリテーション活動支援事業により、リハビリテーション専門職を活用し

て住民主体による通いの場の継続支援を行っていきます。 

また、自助、互助をベースにしたフレイル＊予防を推進するとともに、「高齢者

の保健事業と介護予防の一体的実施」事業を効果的に展開します。 
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1‐(１)‐２．健康づくり活動の支援（主な担当課：健康推進課） 

基本施策 

の概要 

市内の全地区で、健康フェアなどの地区健康活動推進事業を実施していきます。

また、健康づくり推進員の養成を進め、地域と連携して地域に根ざした健康づ

くりを進めていきます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

地区健康フェア参加者 3,767人 3,236人 

地区健康フェア実施地区 12地区 12地区 

健康づくり推進員が企画実施した健康講習会 

12回 11回 健康づくり推進員が企画実施したウォーキング

イベント 

令和２（2020）年度以降も、各自治会が中心となり開催する地区健康フェアや

健康づくり推進員活動を継続して支援していきます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、感染症対策等のリスク管理を徹底して、地域に根ざした健康づくり

を進めます。地域の状況に応じた支援を行いながら、幅広い世代が参加してよ

り大きな効果を生むような形を目指します。 

 

1‐(１)‐３．介護予防のネットワークの活用（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

介護予防業務連絡会＊を定期的に実施し、地域包括支援センター＊との情報共有、

相互連携を進め、協働して地域の介護予防を進めていきます。また、自立支援・

介護予防＊に向けた地域ケア個別会議＊を開催し、自立支援・介護予防の推進に

努めます。 

現状 

 

 H30年度 H31 年度 

介護予防業務連絡会 開催回数 6回 6 回 

地域包括支援センター、生活支援コーディネーター＊、東京都健康長寿医療セン

ター＊、認知症地域支援推進員＊、認知症疾患医療センター＊が参加する介護予

防業務連絡会を開催し、情報共有や相互連携を進めています。また、自立支援・

介護予防に向けた地域ケア個別会議は外部より助言者（アドバイザー）を招き、

開催しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、介護予防業務連絡会を実施し、一般介護予防事業＊や認知症施策推進

事業＊、日常生活圏域＊内での自立支援・介護予防にむけた地域ケア個別会議の

開催など円滑に進めるための土壌づくりを行います。現状実績を目指します。 
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１-（２） 生涯学習の推進 

健康寿命を延伸するために、心身ともに健やかに暮らすことのできる環境づくりが求められてい

ます。 

生涯学習を通じた活動は、地域づくりや、自身の介護予防にもなることから、高齢者が生きがい

を持ち、いきいきとした日常生活を送ることができるよう、講座の企画・運営等への参加機会の提

供も含め、学習・趣味・スポーツなどさまざまな分野での活動を支援します。 

 

1‐(２)‐４．市民交流大学の運営（主な担当課：生涯学習推進センター） 

基本施策 

の概要 

たちかわ市民交流大学は、「生涯学習からはじまるまちづくり」を目指し、市民・

団体・行政が企画する講座事業を展開し、市民主体の生涯学習を推進していき

ます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

市民企画講座数、延べ受講者 49件 3,627人 43件 2,866人 

団体企画講座数、延べ受講者 25件 1,750人 24件 1,533人 

市民推進委員会が企画・運営している「市民企画講座」、市民団体などが企画・

運営している「団体企画型講座」ともに概ね安定し、行政との協働事業の中で

市民力は着実に向上しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

生きがいづくりや地域づくりにつながるよう、多様な学習プログラムのほか講

座の企画・運営等への参加機会の提供を継続していきます。 

 

1‐(２)‐５．「寿教室」の開催（主な担当課：生涯学習推進センター） 

基本施策 

の概要 

地域の身近な活動拠点である地域学習館などを会場として「寿教室」を開催し、

日頃の学習成果の発表と交流の場を提供することで、市民の自主的な健康づく

りや仲間づくりを支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

延べ参加者 11,991人 9,824人 

登録者数 676人 641人 

高齢化が進んでおり、80歳以上は 247人(38.5％)を占め、75歳以上では 484人

(75.5％)にのぼります。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
事業を見直し 80歳以上に対応したプログラムを順次取り入れていきます。 
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1‐(２)‐６．生きがい活動の支援（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

健康づくりや自己実現に向けた活動を支援するため、福祉会館の管理運営、シ

ルバー大学の実施や環境整備、市民農園、高齢者のつどいを実施します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

福祉会館延べ利用者数（個人） 109,412人 96,281人 

福祉会館延べ利用者数（団体） 69,122人 62,406人 

合計 178,534人 158,687人 

シルバー大学延べ参加者数 6,612人 6,202人 

保健講座等延べ参加者数 1,203人 813人 

修了生が結成したサークル数 48団体 48団体 

市民農園 市内３か所 

（254区画） 

市内２か所 

（199区画） 

  

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■福祉会館延べ利用者 112,500人 

■市民農園（市内２か所・199区画） 

土地所有者の意向がある限り継続する予定です。 
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1‐(２)‐７．スポーツの振興（主な担当課：スポーツ振興課） 

基本施策 

の概要 

スポーツは心身を通じた健康づくりにつながる効果的な活動です。高齢者人口

が増加する中、健康な老後を求めるスポーツニーズに的確に対応し、関連イベ

ント等の充実、参加促進へとつなげていきます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

高齢者 2万歩ハイク参加者 51人 36人 

市民あるけあるけ運動参加者 67人 55人 

ラジオ体操・みんなの体操参加者 175人 140人 

スポレクフェスタ参加者数 2,110人 2,156人 

体力年齢測定会参加者数 31人 22人 

体力アップ体操教室 186人 181人 

（「筋力アップ貯筋体操教室」は、平成 30（2018）年度より「体力アップ体操教

室」へ名称を変更しました。） 

高齢者２万歩ハイク・市民あるけあるけ運動は、新規の参加者が減少しており、

新たな参加者層の開拓のため、周知および開催方法等を検討する必要がありま

す。 

ラジオ体操事業については、高齢福祉課および健康推進課の３課が協力して実

施している事業であり、特にラジオ体操・みんなの体操指導者講習会の受講は、

高齢福祉課の「健康体操応援リーダー養成講座」への参加資格となっています。

今後も関係各課との連携を深めるとともに、参加者の増加につながるよう周知

方法等を検討していきます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

超高齢社会を迎え、健康寿命の延伸が大きな命題となる中で、高齢者スポーツ

の推進はより重要となっています。このため、引き続き高齢者の体力の保持・

増進や健康づくりにつながる事業を関係各課と連携して実施していきます。 
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１-（３） 社会参加の場の拡充 

高齢者が自ら持つ豊かな知識と経験を活かし、地域づくりの担い手、新たな介護の担い手として

社会活動に参加できるよう、ボランティア活動等を支援していきます。 

また、自治会や老人クラブなどの活動を通して、地域でのつながりを深めることができるよう自

治会への補助金等を活用し、引き続き生涯現役社会に向けた支援を行います。 

 

1‐(３)‐８．老人クラブ活動の支援（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

地域の高齢者の生きがいや仲間づくりのための自主的な活動の場である老人ク

ラブの活動を支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31 年度 R2年度 

老人クラブ数 86団体 87 団体 85団体 

老人クラブ加入者数（4/1現在） 6,494人 6,461 人 6,236人 

老人クラブ加入率 12％ 12％ 約 11％ 

一部のクラブでは会員増強に成功している一方、小規模団地といった限定的ク

ラブの会員数は減少しています。また、会長・会計等役員のなり手がいないこ

とも廃会・退会の一因です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■老人クラブ加入者数 6,300人  [令和５（2023）年度] 

会員増強や役員の事務負担軽減についての情報共有を積極的に行います。 

 

1‐(３)‐９．自治会活動の支援（主な担当課：市民協働課） 

基本施策 

の概要 

地域の高齢者の生きがいや仲間づくりのための自主的な活動の場である自治会

活動を支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

自治会数 182自治会 181自治会 

加入世帯数 37,435世帯 36,958世帯 

加入率 41.45％ 40.27％ 

自治会では、ご近所の声掛けや見守り、地域のお祭り、防災訓練などの活動を

通して、地域の安全・安心を支えています。しかし、新型コロナウイルス感染

症の影響により、自治会活動が大幅な縮減となっており、継続的な自治会活動

に苦慮しているとともに、継続的に自治会加入世帯数や加入率は減少傾向にあ

り、役員のなり手不足や新規加入者の獲得が難しいなど、課題もあります。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しつつ、平成 31（2019）年度に新たに

創設した補助金等を活用し、自治会への加入促進について支援を継続して行い

ます。 
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1‐(３)‐10．ボランティア活動の支援（主な担当課：市民協働課） 

基本施策 

の概要 

「ボランティア・市民活動センターたちかわ」と連携し、ボランティア活動に

参加するきっかけづくりや参加しやすい環境づくりを支援します。 

現状 

  

 H30年度 H31年度 

市民活動センターでの相談件数 754件 1,564件 

うち 60代以上からの相談件数 140件 168件 

市民活動支援・啓発講座等の開催数 5回 5回 

ボランティア・市民活動に関する相談を実施するとともに、気軽にボランティ

ア活動を行えるきっかけづくりおよびその後の定着支援を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しつつ、引き続き実施します。 

 

1‐(３)‐11．グループ旅行高齢者支援事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

仲間づくりの機会と生きがい・楽しみづくりを目的として、高齢者のグループ

旅行への補助を行います。 

現状 

  

利用者数 H30年度 H31年度 

宿泊 1,240人 1,135人 

日帰 957人 821人 

計 2,197人 1,956人 

平成 31（2019）年度から、市と契約する旅行代理店を市内外問わないこととし

たことで、利便性が向上し、効果が現れた矢先に、新型コロナウイルス感染拡

大防止策で令和２（2020）年２月から７月の利用者は激減しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

今後も継続して、元気高齢者に対する「閉じこもりを防ぐ」「地域でのつながり

づくり」等の目的を達成する手段のひとつとして、旅行補助を実施します。 
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１-（４） 就労につなげる仕組みづくりの推進 

高齢者の就労は、自身が得られる収入の面だけでなく、地域や社会との関わりの中で得られる生

きがいの面、そして少子高齢化による生産年齢人口の減少による深刻な労働者不足の解決に向けた

重要な資源の面、また、これら社会参加をすることで自身の介護予防に至る面、と多様な効果が見

込まれます。 

就労を支援する各機関が連携を深め、高齢者がこれまで培ってきた知識や能力、技術などを活か

せる機会を創出し、地域貢献活動や社会参加など、誰もが活躍できる社会に向けた支援をしていき

ます。 

 

１‐(４)‐12．シルバー人材センター＊の活用（主な担当課：産業観光課） 

基本施策 

の概要 

高齢者の就業や社会参画を支援することで老後の生きがいづくりや社会経験豊

富な人材の労働力としての活用につなげるため、シルバー人材センターに助成

を行い、その活動を支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

会員数 1,515人 1,501人 

就業率 78％ 79％ 

新型コロナウイルス感染症の影響が就業状況にも影響が出ています。感染拡大

防止に配慮しながら、引き続き普及啓発・会員増強に向けた取組が必要です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

立川商工会議所無料職業紹介所（アクティブシニア就業支援事業）との情報共

有等連携を深め、新規会員の確保等につなげていきます。 
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１‐(４)‐13．高齢者の就労支援（主な担当課：福祉総務課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

シルバー人材センター＊を管理主体に、高齢者就労生きがい支援センターで会員

による軽作業などを実施し、高齢者の健康維持、生きがい、社会参加の推進を

目指すとともに、地域における就業機会の確保と提供を行います。また、平成

27（2015）年４月より生活困窮者自立支援法が施行され、社会福祉協議会＊内に

「くらし・しごとサポートセンター」を設置し、ハローワークと連携し就労支

援を行っています。 

生活支援コーディネーター＊と共に、新たなサービスの担い手として介護予防・

生活支援サービス事業に従事できる生活支援サポーター＊を養成し、事業所との

マッチングなど、就労支援を行います。 

現状 

＜福祉総務課＞ 

 H30年度 H31年度 

高齢者就労生きがい支援センター延べ就業員数 736人 770人 

くらし・しごとサポートセンター延べ相談数（※65歳以上） 123人 77人 

＜高齢福祉課＞ 

 H30年度 H31年度 

生活支援サポーター登録人数 37人 12人 

あ 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■延べ就業員数 800人 

継続して新たな仕事の獲得や就業者の増加をシルバー人材センターへ要請して

いきます。 

また、高齢者等の暮らしや仕事に関する相談支援を行います。 

■生活支援サポーター＊登録人数 R3年度 40人、R4年度 40人、R5年度 40人 

生活支援サポーター研修を開催して、新たなサービスの担い手の養成を行いま

す。 

 

１‐(４)‐14．アクティブシニア就業支援事業の拡充（主な担当課：産業観光課） 

基本施策 

の概要 

おおむね 55歳以上の中高年を対象に、就業相談、職業紹介、関係情報などの提

供を行う立川商工会議所が運営する無料職業紹介所を支援しています。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

就職者数 129人 151人 
 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
就職率を向上させるため、引き続き HPや市報等で周知していきます。 
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２ 認知症になってもその人らしく暮らせるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・認知症の方が地域で生活していくために、地域住民の力が必要だと感じている方は、８割を超

えていました。 

７次計画の方針 

・認知症になっても住み慣れた自宅等で、自分らしく暮らし続けるために、地域に対する認知症

の理解促進に努めていました。また、認知症の早期発見、早期治療への支援や家族支援を行う

とともに、必要な情報提供に努めていました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果では、認知症をどの程度知っているかは、「よく知っている」と「ある程度知っ

ている」の合計が 72.4%となっていますが、一方で、「あまり知らない」と「全く知らない」

も依然 25.5%います。また、認知症にかかる相談窓口の把握においても知らない方が 68.9%い

るため、認知症に関する周知、普及への取組が必要です。 

８次計画の方針 

・認知症はいずれ誰もがなりうるものであり、認知症になっても尊厳が守られ、「その人らしさ」

が尊重されて希望を持って生活できるまちを目指して、認知症の人や家族の視点を重視しなが

ら、認知症地域支援推進員＊を中心に認知症施策を推進していきます。そのために、認知症地

域支援推進員の６生活圏域の配置を目指します。 

・認知症サポーター＊の地域活動の場と機会の調整・提供、活動意欲に向けての動機づけ等、地

域共生に向けた取組を検討していきます。また、認知症の人や家族の困りごとの支援と認知症

サポーターを結びつけるための「チームオレンジ＊」の推進に努めます。 

 

【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

２‐(１) 認知症予防の推進 15．認知症の予防や早期発見への取組 

２‐(２) 認知症の人との共生 

16．認知症への理解を深めるための取組 

17．認知症の人やその家族への支援 

18．認知症支援のための関係機関との連携 
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２-（１） 認知症予防の推進 

認知症になるのを遅らせ、発症しても進行を緩やかにする認知症予防の取組や早期発見、早期治

療への支援を推進していきます。 

 

２‐(１)‐15．認知症の予防や早期発見への取組（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

認知症予防のための教室を実施します。また、早期発見に向け、市内医療機関

の協力のもと、もの忘れ相談事業を実施します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

認知症予防教室（絵本読み聞かせ講座）受講者数 23人 16人 

かかりつけ医＊によるもの忘れ相談件数 4件 3件 

絵本の読み聞かせ講座の卒業生は自主グループとして、市内の高齢者施設・子

育てひろばで活動し、認知症予防としても地域貢献としても一定の成果を得て

います。 

かかりつけ医によるもの忘れ相談件数は、伸びていない状況です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

認知症予防教室として絵本読み聞かせ講座を継続して実施していきます。 

また、かかりつけ医によるもの忘れ相談事業は、認知症の早期発見に向けてよ

り効果的な内容となるように検討を行います。 
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２-（２） 認知症の人との共生 

認知症になっても住み慣れた自宅等で、自分らしく暮らし続けるために、地域に対する認知症の

理解促進に努めます。 

また、認知症の早期発見、早期治療への支援や認知症の人の意思の尊重、本人発信支援、家族へ

の支援を行うとともに、関係機関と連携して若年性認知症の人の支援を行っていきます。 

 

２‐(２)‐16．認知症への理解を深めるための取組（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

認知症を正しく理解してもらい、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者

になっていただくための認知症サポーター＊養成講座を実施します。また、認知

症サポーターステップアップ講座を開催し、認知症への理解を深め、活動への

動機づけを図りながら地域で主体的に活動する認知症サポーターを育成しま

す。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

認知症サポーター養成講座 66回 50回 

認知症サポーター養成講座受講者数 2,042人 1,862人 

キャラバンメイト＊養成講座受講者数 6人 5人 

地域の企業など多くの方に認知症サポーター養成講座を受講してもらい、新た

なサポーターを養成しました。また、令和２（2020）年度から市内公立小学校

19校の４年生を対象に認知症サポーター養成講座を開催しました。 

世界アルツハイマーデーおよび月間に合わせ、認知症について理解を深めても

らう展示会を市役所および市内９か所の図書館で開催しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

市内公立小学校での開催定着に向け、認知症地域支援推進員＊を中心に地域包括

支援センター＊、各小学校など関係機関との連携を強化します。 

引き続き、市民や企業など多くの方に認知症サポーター養成講座を受講しても

らい、年間 1,000人以上の新たなサポーターを養成します。 

今後、養成した認知症サポーターの地域活動の場と機会の調整・提供、活動意

欲に向けての動機づけ等、認知症サポーターを中心とした支援チーム（チーム

オレンジ＊）の準備に向け検討していきます。 

世界アルツハイマーデーおよび月間に合わせた普及啓発事業を展開していきま

す。 
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２‐(２)‐17．認知症の人やその家族への支援（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

認知症の人などを介護する家族を対象に、徘徊探知機の貸出や、相談支援を行

います。 

認知症地域支援推進員＊を配置し、認知症カフェの活動を支援します。また、民

間事業所の認知症カフェの立ち上げを支援し、地域に密着した社会資源として

位置付けていきます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

徘徊高齢者等家族支援サービス事業延べ利用者数 490人 478人 

位置情報検索件数 1,843回 777回 

認知症カフェ設置状況 11か所 11か所 

徘徊高齢者等家族支援事業やあんしん見守り支援事業等を実施し、認知症の人

やその家族への支援を行いました。 

また、認知症地域支援推進員を中心に、認知症カフェの開設・継続支援を行い

ました。 

認知症地域支援推進員の配置 

■南エリア １名（南部西ふじみ地域包括支援センター＊内） 

■北エリア １名（北部中さいわい地域包括支援センター内） 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■圏域に２か所の認知症カフェ設置を目指します。（計 12か所） 

■認知症地域支援推進員の６生活圏域の配置を目指します。 

引き続き、徘徊高齢者等家族支援事業やあんしん見守り支援事業等を実施し、

認知症の人やその家族への支援を行います。 

認知症地域支援推進員を配置し、認知症カフェの立ち上げ・運営支援を行いま

す。また、認知症の人の意思の尊重、本人発信支援、家族への支援を行います。 
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２‐(２)‐18．認知症支援のための関係機関との連携（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

平成 30（2019）年度に作成した、認知症の人やその家族が、住み慣れた地域で

生活を続けるために、認知症の予防や、認知症の人が、認知症の度合いに応じ

て受けられるサービス等の情報をまとめた認知症ケアパス＊を改訂し、このパス

を通じて市民に認知症について情報提供します。 

また、認知症が疑われるものの、必要な支援につながっていない方に、認知症

地域支援推進員＊がマネジメントする認知症初期集中支援チーム＊が関与し、適

切な支援につなげていきます。 

認知症施策を推進するにあたり、東京都が実施する認知症に関する事業と連携

を図ります。 

現状 

認知症ケアパスを作成し、地域包括支援センター＊等に置いて、必要な方へ配布

しました。 

認知症初期集中支援チーム事業において、東京都認知症疾患医療センター＊等と

連携して、適切な支援に繋げました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

平成 30（2019）年度に作成した認知症ケアパスの見直しを行い、改訂版を作成

して、必要時に活用できるように情報提供しながら周知していきます。 

認知症初期集中支援チーム事業を活用し、早期に適切な支援に繋げるとともに、

ケアマネジャー＊の支援を行います。 

また、東京都多摩若年性認知症総合支援センターと連携して若年性認知症の人 

の支援を行っていきます。 
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３ 皆で支え合いながら暮らせるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・平成 27（2015）年の国勢調査では、一人暮らし高齢者が 9 千人を超え、平成 28（2016）年に

実施した計画改定事前調査では約 9割の方が今後の生活に不安を感じていました。 

７次計画の方針 

・支え合いネットワーク体制による普段からの見守りの必要性が高まっており、住民同士の支え

合いや地域住民に対するさまざまなアプローチによって地域住民の活動の醸成を行いました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果の地域づくり活動への参加意向で、57.5％が「参加」に前向きな回答をしている

ように、地域のために何かをしたい人が多く、ちょこっとボランティア＊の登録者数も増加傾

向にあります。しかしながら、活動を行う場所の不足や、地域活動を支援するコーディネータ

ー１人が担当する圏域が広いことでネットワークが進んでいない地域があります。 

・事前調査結果の地域づくり活動への参加意向で、企画運営役としても 38.1％が「参加」に前

向きという回答をしており、積極的に地域づくり活動を行う人材は一定数ありますが、自治会

加入率の低下や民生委員＊の欠員など既存の地域の役割を担う人材は不足しています。 

８次計画の方針 

・令和２（2020）年度から令和６（2024）年度を計画期間とした地域福祉計画において重点取組

としている「多機能拠点（仮称：地域福祉アンテナショップ）」を設置することにより、身近

な地域での相談や交流、活動の場の増加、互助活動の機会創出、住民同士の支えあいの気持ち

を醸成します。 

 

【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

３‐(１) 地域での支え合い活動の充実 

19．地域支え合いネットワーク事業の実施 

20．支えあいサロン活動＊の促進 

21．地域福祉コーディネーター＊・生活支援コーディネー

ター＊による地域づくりの推進 

22．福祉教育（心のバリアフリー）の推進 

23．市民フォーラムの開催 

24．民生委員＊・児童委員＊の活動支援 

３‐(２) 生活支援体制の整備 
25．多機能拠点(仮称:地域福祉アンテナショップ)の設置 

26．高齢者の通いの場づくり等の活動支援 
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３-（１） 地域での支え合い活動の充実 

一人暮らし高齢者や、近所づきあいのない方などは孤立しがちな状況にあり、支え合いのネット

ワーク体制による、普段からの見守りの必要性が高まっています。 

 地域福祉コーディネーター＊、生活支援コーディネーター＊と連携し、ボランティア活動の場を増

加するなど、身近な地域での交流や活動の場の増加等により、住民同士の支え合いの気持ちを醸成

します。 

 

３‐(１)‐19．地域支え合いネットワーク事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者が安心して暮らせるように、地域のボランティアによる見守り事業やゴ

ミ出しなど簡単なお手伝いを通し、地域の支え合いネットワークを構築します。 

地域包括支援センター＊が拠点となり、ちょこっとボランティア＊の活動支援、

地域をゆるやかに見守るネットワークの構築、寄せられた気づきに対する安否

確認等を行います。 

地域住民が自ら困りごとを発信し、社会とのつながりをふたたび構築できるよ

う取り組みます。 

現状 

 

ちょこっとボランティア H30年度 H31年度 

利用者数 67人 59 人 

登録数 166人 186 人 

活動延べ回数 4,790回 4,010 回 

地域支え合いネットワーク事業としての「ちょこっとボランティア」による見

守りと軽微な生活援助を行いました。対象者の減少がありましたが、登録ボラ

ンティア、活動回数は増加傾向です。 

ボランティア登録者と利用者への周知やコーディネート、ボランティアの活動

場所が限定されることが課題です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■活動回数 前期計画（第７次高齢者福祉計画）の 10％増 

地域の高齢者見守りとしての機能は維持しつつ活動回数の増加を図っていきま

す。地域福祉コーディネーター＊などと連携し、ボランティアの活動場所を増加

し、見守り活動の場を拡大します。 

 

３‐(１)‐20．支えあいサロン活動＊の促進（主な担当課：福祉総務課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者や子育て中の親等が、家庭や地域のなかで孤立した生活を送ることがな

いよう、住民が気軽に交流できる場づくりを支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

支え合いサロン登録数 

(うち高齢者に関するサロン数) 

213箇所 

(175箇所) 

219箇所 

(184箇所) 

新規団体登録に力を入れるとともに、継続した活動をしている団体に対して充

実した活動ができるように支援を行っています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■支え合いサロン登録数 250箇所 [立川市第４次長期総合計画後期基本計画

令和６（2024）年度目標値] 

より多くの住民が参加できるよう活動の場を増やしていきます。 
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３‐(１)‐21．地域福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターによる地域づくりの推進（福祉総務課・高齢福祉課）  

基本施策 

の概要 

地域福祉コーディネーター＊の活動により地域のさまざまな団体（自治会、民生

委員＊・児童委員＊、ボランティア団体、NPO 等）の活動情報を収集し、地域住

民の相談に応じて必要なサービス、機関等につなげるとともに、それら団体な

どによるネットワークづくりを進めます。また、生活支援コーディネーター＊

による生活支援サービスの構築、充実に向けた介護の担い手の養成や地域資源

の把握およびそのネットワーク化などを進めます。地域福祉コーディネーター

と生活支援コーディネーターが連携し、住民が主体的に生活課題解決に取り組

むことができる「ふれあいと支えあいのあるまちづくり」を進めます。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域福祉コーディネーター相談対応件数 3,709 件 3,082件 

地域懇談会延べ参加者数 3,249 人 3,053人 

地域の活動（行事）に参加している市民の割合 31.3％ 27.4％ 

社会資源サービス立ち上げ 相談件数 316 件 278件 

社会資源サービス立ち上げ 新規立ち上げ数 20件 18件 

支えあいサロン活動＊、子ども食堂・学習支援などの子どもの居場所づくり、フ

ードバンク活動、防災活動や転入者同士のつながりづくりなどテーマごとの地

域活動等を支援することで、多様な地域のネットワークが広がっています。一

方、１人の地域福祉コーディネーターが担当する圏域が広い（人口 30,000人程

度）ため、日常生活圏域＊単位では地域のネットワークが進んでいる地域とそう

でない地域の差がでています。地域福祉コーディネーターと生活支援コーディ

ネーターの役割分担の整理が必要となっています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■地域の活動（行事）に参加している市民の割合 40.0％[立川市第４次長期総

合計画後期基本計画令和６（2024）年度目標値] 

地域福祉コーディネーターと生活支援コーディネーターの増配置を含めた活動

の強化、役割分担の整理を行い、更なる生活支援サポーター＊など、新たなサー

ビスの担い手の養成、社会資源サービスの立ち上げ、ネットワークの構築、ニ

ーズとサービスのマッチング等を協力して進め、より多くの高齢者の地域福祉

活動参加を進めます。 

 

３‐(１)‐22．福祉教育（心のバリアフリー）の推進（主な担当課：指導課） 

基本施策 

の概要 

人権教育の充実を基盤として、高齢者、障害者、外国人など多様な立場の方と

の交流も取り入れながら、豊かな人間関係づくりと人を思いやる心を育成する

教育を行い、心のバリアフリーを推進します。 

現状 
【道徳授業地区公開講座等】 

■参加者 10,755人［平成 31（2019）年度］ 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

学校が行う道徳授業地区公開講座等を地域学校協働本部事業に位置付け、地域

住民等へ積極的に参加を呼びかけ、地域と一体となった事業を展開します。認

知症サポーター＊養成講座を全小学校第４学年で実施します。 
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３‐(１)‐23．市民フォーラムの開催（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

毎回テーマに沿った基調講演や地域の関係者によるシンポジウムなど、市民参

加型の市民フォーラムを開催し、地域課題や地域福祉について考える機会を提

供し、地域福祉の推進を目指します。 

現状 

【テーマ 人生 100 年時代どう生きるのか～自分らしく生活するために死とど

う向き合っていくのか～】 

■参加者 230名［平成 30（2018）年度］ 

 

【テーマ 令和を生きる 私の老後 その先の時代へ】 

■参加者 103名［平成 31（2019）年度］ 

 

今後も地域福祉に関するテーマを選定し、市民と共に考え、自助力＊・互助力＊

の向上を目指します。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き年１回の開催で継続実施します。 

住民主体による地域福祉の取組を促すためのテーマ設定や参加者の増加により

地域福祉の推進を図ります。 

 

３‐(１)‐24．民生委員＊・児童委員＊の活動支援（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

地域の身近な相談役として活動している民生委員・児童委員の活動を支援しま

す。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

相談支援件数 3,199件 3,270件 

一人暮らし高齢者調査(年1回) H31.2月 

新型コロナ感染

防止により調査

途中で中止 

社会情勢の変化により、福祉ニーズが多様化する中、民生委員・児童委員の役

割に期待する声は多く、他の関係機関からも協力を求められる一方で、全国的

になり手不足が課題となっており、立川市でも欠員が生じ委員の高齢化も進ん

でいます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■一人暮らし高齢者調査  年 1回実施 

引き続き、欠員地区の充当に努めるとともに、住民の多種多様なニーズに対応

するため、各種研修等への参加などにより、委員の資質向上も継続的に図って

いきます。 
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３-（２） 生活支援体制の整備 

令和７（2025）年、令和 22（2040）年に向けて、高齢者人口の増加と現役世代人口の減少が予想

されており、サービスの「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域で住民が主体となって地域

課題の解決やつながりづくりを行えるよう、体制づくりや支援を進めていきます。 

 

３‐(２)‐25．多機能拠点(仮称:地域福祉アンテナショップ)の設置（主な担当課：福祉総務課・高齢福祉課）  

基本施策 

の概要 

重点取組となっている立川市第 4 次地域福祉計画と連携し、住民にとって身近

な交流、相談、活動の拠点の設置を住民主体の協働で実施します。 

現状 

血縁、地縁関係が薄くなり、誰にも悩みを相談できず困りごとを抱え込む高齢

者や世帯が増加する中、身近な場所で様々な地域や福祉の情報を受け取り、相

談し、自ら発信できる場・安心して過ごせる場が必要とされています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

毎年２箇所ずつの開設を目指し、地域の方々と内容や場所、運営方法等開設に

向けた協議を進めます。多機能拠点における高齢者の活躍の場を増やします。 

 

３‐(２)‐26．高齢者の通いの場づくり等の活動支援（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者の居場所づくりとなるサロンや仲間で取組む体操等のグループ活動を支

援し、高齢者が地域とのつながりを持ち、共に助け合い支え合う活動を推進す

るための体制を整備します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

地域活動支援事業補助金交付団体数 4団体 5団体 

定期的に運動やレクリエーション等を行う団体に運営費の一部を補助する地域

活動支援事業補助金を交付し、高齢者の居場所づくりを支援しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■交付団体数 R3年度 6団体、R4年度 6団体、R5年度 6団体 

引き続き、高齢者の居場所づくりとなるサロンや仲間で取組む体操等のグルー

プ活動に対する立ち上げ支援、継続支援を行っていきます。 
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４ 相談しやすく様々なサービスを利用できるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・平成 27(2015)年の国勢調査では、一人暮らし高齢者が 9 千人を超え、平成 28(2016)年に実施

した計画改定事前調査では約 9割の方が今後の生活に不安を感じています。 

７次計画の方針 

・自立支援、介護予防＊を主軸とした生活支援サービスや自立支援のための日常生活にかかわる

支援を進めました。 

・高齢者虐待防止のため、各関係機関が専門性を活かした役割分担を持ち、現状把握と情報の交

換、対応の共有を図るネットワークの強化を行いました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果の各種窓口の認知・利用状況で「地域包括支援センター＊・福祉相談センター＊」

が 59.0％とかなり認知されていることもあり、相談件数は年々増加傾向にあり相談内容も多

様になってきています。一方で同調査にて「知らない」という回答も 23.3％あり、増加する

外国にルーツのある方や身寄りのない一人暮らし世帯への様々な情報の周知方法は課題とな

っています。 

・住み慣れた地域での生活を継続するための様々なサービスでは、より必要な方に利用していた

だくことや利用者の公平性を期するために、要件緩和や審査方法の検討など制度の見直しが必

要なものもあります。 

・身寄りのない一人暮らし世帯の増加もあり、成年後見制度＊の相談件数は増加傾向にあります。

相談内容の複雑化、初動で慎重かつ入念な支援が必要な場合も多く、相談・支援に対する体制

整備が課題となっています。 

８次計画の方針 

・令和２（2020）年度から令和６（2024）年度を計画期間とした第４次地域福祉計画の重点取組

である「まるごと相談支援」は、高齢者福祉介護計画では「総合的な相談支援の実施」となっ

ています。多種多様な問題を抱えた家庭からの相談や現在の縦割りの制度や組織では対応しに

くい相談など、近年複雑化する市民からの相談をまるごと受け止める包括的な支援であり、地

域共生社会＊の実現・地域包括ケアの推進を目指すものです。「総合的な相談支援の実施」だけ

ではなく、互助活動の場である「（仮称）地域福祉アンテナショップ」を利用した「出張包括

支援センター」など、より身近に相談しやすい機会を創出するとともに民生委員＊・児童委員
＊とも連携して、「困りごとの長期化や家庭内での抱え込み」、「社会的孤立」を防ぎます。 
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【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

４‐(１) 生活支援サービスの実施 

27．介護予防・生活支援サービス事業＊の実施 

28．配食サービス事業の実施 

29．救急通報システム事業の実施 

30．自立支援日常生活用具給付事業の実施 

31．ごみ出し支援事業（戸別収集）の実施 

32．おむつ給付助成事業の実施 

33．民間活力を活かした生活支援サービスへの支援 

４‐(２) 相談支援体制の充実 

34．地域包括支援センター＊等での総合相談支援 

35．地域ケア会議の開催 

36．地域包括ケアネットワーク体制の充実 

37．地域包括支援センターの運営の検証および充実 

38．総合的な相談支援の実施 

39．地域包括支援センター機能強化体制の整備 

４‐(３) 権利擁護＊の推進 

40．虐待の早期発見のための取組 

41．虐待防止ネットワーク体制の充実 

42．生活支援ショートステイ事業 

43．日常生活自立支援事業の推進 

44．成年後見制度＊の普及と推進 

45．消費生活相談の実施 
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４-（１） 生活支援サービスの実施 

いつまでも住み慣れた自宅等で安心して生活を続けることができるように、ホームヘルプやデイ

サービスといった自立支援・介護予防＊を主軸とした生活支援サービスや、安否確認のための配食、

万が一の時の救急通報システム・あんしん見守り支援事業、自立支援のための生活用具、ごみ出し、

おむつなどの日常生活に関わる支援を引き続き実施します。 

 

４‐(１)‐27．介護予防・生活支援サービス事業＊の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

要支援の方と介護予防アンケートによる事業対象者の方に、従来の介護予防訪

問介護等のサービスに加え、民間等の事業者などによる多様なサービスを提供

します。 

現状 

 

 H30年度 H31 年度 

訪問型サービス 8,613件 8,504 件 

通所型サービス 10,707件 11,137 件 

短期集中型サービス 38回 81回 

要支援の方と介護予防アンケートによる事業対象者の方に、介護予防・生活支

援サービスを提供しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

従来型のデイサービスや有資格者であるヘルパーによる訪問型サービスのほ

か、新たなサービスの担い手である生活支援サポーター＊によるサービスや短期

集中型サービスの利用につながるような体制を整備していきます。 

事業の執行については介護保険事業計画に基づき運営していきます。 

 

４‐(１)‐28．配食サービス事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

心身機能の低下により買物や調理、食事の支度が困難で安否確認が必要な方の

みで構成されている世帯の方にお弁当を配達し、安否確認を行います。 

現状 

  

 H30年度 H31年度 

登録者数月平均(一時中止中含む) 194人 158人 

延べ配食数 25,016食 19,678食 

利用者は減少傾向にあるものの、安否確認を必要とされている方にサービスの

提供ができ、緊急事態に対応できている。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
定期的な訪問による安否確認ツールとして引き続き実施します。 
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４‐(１)‐29．救急通報システム事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

【救急通報システム事業・シルバーホンシステム事業】 

65歳以上の虚弱な一人暮らしや高齢者のみ世帯が、家庭内で持病の発作等の一

刻を争う緊急事態に陥った際に、民間事業者・あらかじめ登録された方へ通報

できる機器を取り付ける事業を実施します。 

 

【あんしん見守り支援事業】 

70歳以上の日常生活を不安に思う方が、あらかじめ登録された方もしくは警備

会社へ通報できる機器を取り付ける際の設置費用の一部を助成します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

緊急通報システム(シルバーホン含む)設置世帯数 172世帯 170世帯 

救急通報件数（誤報含む） 78件 65件 

あんしん見守り支援事業(機器設置費助成)申請者数 ―― 9件 

緊急通報システム事業の注目度は高く、利用対象要件の緩和が強く求められて

いました。しかしながら対象者要件の緩和は、不公平を招きかねないことも多

く、平成 31（2019）年度から新事業「あんしん見守り支援事業」を開始しまし

た。安心して在宅生活を継続できる施策として周知を図ります。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

一人暮らしの高齢者の増加とともに必要性は高まっており、引き続き実施して

いきます。また、新規事業については周知の徹底を図ります。 

 

４‐(１)‐30．自立支援日常生活用具給付事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者の転倒防止・動作の容易性の確保、行動範囲の確保や、介護の軽減など

を図り、在宅高齢者の自立支援に努めます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

入浴補助用具 １件 ２件 

シルバーカー 0件 １件 

介護保険制度で適用されない方への制度のため、適用されない通知の際に周知

するなど周知徹底を実施します。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護保険制度で自立と判定された方への支援でもあり、在宅生活支援のため引

き続き実施していきます。 
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４‐(１)‐31．ごみ出し支援事業（戸別収集）の実施（主な担当課：ごみ対策課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

集合住宅に居住する自らごみ出しをすることが困難な高齢者、障害者等の世帯

に対して、住居の入口の前から集積所までのごみ出しを支援する事業です。あ

わせて声掛けによる安否確認も行います。 

現状 

＜ごみ対策課＞ 

【平成 30（2018）年度】 

年間を通じて新規利用者が増加傾向にあります。支援を必要とする人が利用でき

るよう、広報たちかわなどを通じて、制度の周知を図るとともに、利用者や関係

団体の感想・意見に耳を傾け、サービスの向上に役立てるよう心がけました。平

成 30（2018）年度の支援者延べ人数は、221名でした。 

【平成 31（2019）年度】 

要件に該当しないため、制度を利用することができない方がおり、福祉関係団体

からは要件緩和を希望する声が寄せられます。要件に該当しなくても、支援を必

要とする人はいます。要件に該当しない人からの相談に対しても、積極的に現地

調査を行って支援希望者や福祉団体関係者と面会し、支援開始に向けて可能な限

り取り組みました。平成 31（2019）年度の支援者延べ人数は、297名でした。 

 

＜ごみ対策課＞ 

 H30年度 H31 年度 

ごみ出し支援事業支援者 延べ 221名 延べ 297名 

早朝の業務でもあり、支援者の人数も入退院等で刻々と変化します。委託先（シ

ルバー人材センター＊）の人材確保が困難な例もあります。 

高齢者世帯からのごみ収集を確実にするだけではなく、声掛けや見守りによる

生活の質の向上、孤独死の防止にもつながる取組なので、清掃業務のみならず

福祉にも配慮した、社会貢献度が高い事業と考えられます。 

 

＜高齢福祉課＞ 

 H30年度 H31年度 

ちょこっとボランティア＊によるごみ出し 延べ 3,626 回 延べ 2,967回 

地域包括支援センター＊に登録しているちょこっとボランティアによるごみ出

し支援です。活動が継続的で、早朝のこともあり、ごみ出しを希望する方とボ

ランティアのマッチングが課題となっております。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

＜ごみ対策課＞ 

支援を必要とする人が制度を利用できるよう、引き続き周知に努めます。また、

市民がより利用しやすい制度にするために、他自治体の動向を参考にしたり、

委託先や関係各所と連携して、制度の見直しについて検討します。 

 

＜高齢福祉課＞ 

支援対象者の入院や施設入所などにより、変動がありますが、実態に合わせて、

活動を推進していきます。 
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４‐(１)‐32．おむつ給付助成事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

65歳以上の在宅で寝たきり状態の方、または認知症の症状のある方におむつ等

を給付します。 

現状 

  

 H30年度 H31年度 

支給パック数 23,870パック 24,926パック 

延べ利用者数 7,262人 7,644人 

今までは限度額内で組み合わせての購入に限定していましたが、令和２（2020）

年度から限度額を超えて購入できる制度に変更し、利用者の利便性の向上が図

れました。しかし、申請数は増加傾向で、予算確保が毎年の課題になっていま

す。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

重度被介護者が施設や医療機関に頼ることなく在宅生活を継続することを支援

するという目標を達成するための事業であり、引き続き実施していきます。 

 

４‐(１)‐33．民間活力を活かした生活支援サービスへの支援（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

民間企業等の地域にある多様な主体と連携・協力を得ながら、生活支援サービ

スの向上を図ります。 

現状 

■官民連携に関わる協定 ５件［平成 31（2019）年度末現在］ 

協定を締結している事業者の他、地域の自治会や民間事業者等の協力を得て、

一般介護予防事業＊等の事業を実施しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

現状の協定に基づく事業者と継続した事業を実施します。 

今後も多様な主体と連携して、生活支援サービスの向上を図ります。 
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４-（２） 相談支援体制の充実 

認知症になっても、要介護状態になっても住み慣れた地域で最期までその人らしい生活を送るた

めに、相談支援体制の確保が欠かせません。 

６つの日常生活圏域＊に設置する地域包括支援センター＊を中核拠点とし、同じ地域で活動する民

生委員＊・児童委員＊と連携し、複雑化・多様化する相談をまるごと受け止めて連携する機関へつな

ぐための相談支援のネットワークの構築、相談体制の整備、地域包括支援センターの機能強化をし

ていきます。 

 

４‐(２)‐34．地域包括支援センター等での総合相談支援（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

市内６か所の地域包括支援センターと３か所の福祉相談センター＊において、高

齢者を中心とするさまざまな相談を受け、他の関係機関と互いに連携し対応し

ます。「高齢者が住み慣れた地域で安心して、自立した生活を継続的に送ること

ができる」ことを目指し、地域関係者と連携・協働し、総合相談に対応します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

総合相談件数 22,383件 25,819件 

申請受付、代行 5,107件 5,055件 

権利擁護＊の相談件数 1,817件 2,256件 

虐待対応件数 1,480件 1,076件 

予防給付・総合事業プラン作成 

（給付管理数） 
1,182件 1,801件 

地域との連携・ネットワーク作り 1,575件 1,376件 

地域包括支援センター等での総合相談件数は年々増加しており、特に権利擁護

に関する相談が急増しています。相談内容は高齢者だけではなくその家族（子

育て世代や障害者、8050 問題＊など）に関わるものが増えています。高齢者支

援のみでは解決できず、関係機関との連携が必要なケースも増えています。新

たに配置された相談支援包括化推進員＊との連携も重要となっています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■地域との連携・ネットワーク作りの 10％向上 

高齢者数の増加、家族関係や地域とのつながりの希薄化により、孤立する市民

の増加が予測されます。現状の相談機能は維持しつつ、一人暮らしや認知症高

齢者については、民生委員・児童委員 の一人暮らし調査等を通じ、必要な支援

が行き届くよう取り組みを継続し、新たに配置された相談支援包括化推進員と

も連携を強化し、相談体制整備の充実を図ります。 
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４‐(２)‐35．地域ケア会議の開催（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

基幹型地域包括支援センター＊を中心に、地域型地域包括支援センター＊、医療

機関、社会福祉協議会＊、立川市シルバー人材センター＊、多摩立川保健所およ

び行政などの高齢者支援に関わっている関係機関による地域ケア推進会議＊を

定期開催することで、各機関間の連携強化を推進し、地域課題の把握や解決、

上位会議（地域包括支援センター運営協議会＊、在宅医療・介護連携推進協議会

など）への課題提起を行っていきます。 

日常生活圏域＊では、地域包括支援センターが中心となり、民生委員＊・児童委

員＊、医療機関、介護サービス事業者、ボランティア団体その他多様な機関によ

り、地域課題の確認やその解決策、地域資源の共有化など地域活動をより密接

に行うための「小地域ケア会議*」を開催します。また、個別のケースや具体的

な地域課題の解決を支援するための「地域ケア個別会議＊」を開催します。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域ケア会議 12 回 11回 

小地域ケア会議 36 回 30回 

自立支援・介護予防＊に向けた地域ケア個別会議 ―― 6回 

市域全体での地域ケア会議を毎月開催、圏域ごとの小地域ケア会議を隔月で開

催しました。関係機関とのネットワークの構築、個別ケースの支援や地域課題

の検討を行いました。 

平成 31（2019）年度に東京都自立支援・介護予防に向けた地域ケア個別会議の

ための体制整備支援モデル事業に参加し、地域ケア会議を含む 14の会議体の整

理を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き継続して実施します。 

地域ケア会議、小地域ケア会議、地域ケア個別会議（自立支援・介護予防、自

立支援・重度化防止＊、課題解決型）の開催により個別支援ケースへの対応と地

域課題の解決、政策形成を図っていきます。現状実績を目標とします。 
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４‐(２)‐36．地域包括ケアネットワーク体制の充実（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者の総合相談支援や虐待などの支援困難事例への対応のため関係機関によ

る各種連絡会が有効かつ効果的に機能するためのネットワーク体制を構築して

います。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域ケア会議 12 回 11回 

小地域ケア会議＊ 36 回 30回 

総合相談・権利擁護＊業務連絡会 6 回 5回 

介護予防業務連絡会＊ 6 回 6回 

自立支援・介護予防＊に向けた地域ケア個別会議＊ ―― 6回 

ケアマネジメント支援業務連絡会 6 回 6回 

相談内容が複雑になり、多世代にわたる支援も増えており、相談事案に応じた

関係機関との連携が必要となっています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き継続して実施します。 

現状の関係機関との各種連絡会の継続実施は維持しつつ、複合的な相談に対応

する関係機関との体制構築を図ります。また、自立支援・重度化防止＊に向けた

地域ケア個別会議の開催に向け体制整備します。現状実績を目標とします。 

 

４‐(２)‐37．地域包括支援センター＊の運営の検証および充実（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

地域包括支援センターの運営について、運営協議会における検証により、事業

の充実に努めます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

地域包括支援センター運営協議会＊ 6回 6回 

地域包括支援センターの運営について、運営協議会にて報告、検討、評価を行

いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き継続して実施します。 

地域包括支援センター運営協議会の機能や役割を明確にし、地域包括支援セン

ターの体制強化が図れるように整備していきます。 
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４‐(２)‐38．総合的な相談支援の実施（主な担当課：福祉総務課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

立川市地域福祉計画と連携し、近年、複雑化・複合化する相談に対して、高齢

者個人だけでなく世帯まるごとの課題として受け止めます。課題は相談支援包

括化推進員＊と共に解きほぐし、様々な機関等と連携しながら、必要な支援を実

施します。 

現状 

事業開始に向けて体制づくりを行う間も、8050 問題＊と言われる高齢者と引き

こもりの親子や高齢者と障害者の親子の相談等が入り、市民が安心して相談で

きる窓口や支援していける連携体制が必要な状況です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

令和３（2021）年度以降、市民へ相談窓口の周知をし、関連機関との連携によ

り、伴走支援・参加支援を行っていきます。高齢者が家族のことも安心して相

談できる体制づくりを行います。 

 

４‐(２)‐39.地域包括支援センター＊機能強化体制の整備（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

2025 年問題、2040 年問題に対応するために、基幹型地域包括支援センター＊機

能強化を図るとともに、人材育成を行い、職員の定着を図ります。また、地域

包括支援センター業務を補完する福祉相談センター＊機能の見直しを行います。 

現状 

市民からの相談が多種多様になり、医療介護福祉を超えた分野との連携が必要

となったり、担当職員の専門技法が求められたりしています。一方で、職員の

未配置や未定着も課題になっています。地域包括支援センター業務の一部を福

祉相談センターが担っていますが、業務内容が明確でない部分もあり、十分に

役割・機能を果たせていない状況です。 

令和3～5年度の

方向・目標 

地域型地域包括支援センター＊の統括を行う基幹型地域包括支援センターを機

能強化型地域包括支援センターとして設置し、職員研修を実施することで機能

強化を図ります。福祉相談センターの役割・機能を明確にし、本来の機能を果

たすことができるように整備します。 
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４-（３） 権利擁護の推進 

高齢者虐待*や消費者被害の防止、成年後見制度＊利用促進のために、各関係機関が専門性を活か

した役割分担を持ち、現状把握と情報の交換、対応の共有を図るネットワークを強化します。 

 

４‐(３)‐40．虐待の早期発見のための取組（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

「立川市高齢者虐待対応マニュアル」に基づき、地域包括支援センター＊を中心

に民生委員＊・児童委員＊、介護保険事業者、地域のボランティアなどで高齢者

の見守りを行うとともに、虐待の早期発見に資する取組を推進します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

虐待通報相談件数 113件 120件 

対応件数 1,480件 1,076件 

地域包括支援センターや関係機関との連絡会にて高齢者虐待の早期発見に対す

る研修で啓発を図ると共に、地域見守りネットワーク事業＊等での異変の気づき

に虐待の兆候を加え、虐待の恐れがある場合は関係機関への通報を促しました。

このことにより虐待の通報、対応件数が増加し、早期発見、対応が図られまし

た。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

高齢者虐待の早期発見で速やかな対応を実施すると共に虐待の再発防止や予防

にも取組みます。日常生活圏域＊内で介護医療関係者に早期発見の視点を持つこ

とができるように研修等を開催します。 

 

４‐(３)‐41．虐待防止ネットワーク体制の充実（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者虐待の防止や、養護者による虐待を受けた高齢者の保護および養護者に

対する支援を行うために、警察、消防署、弁護士等市内の各関係機関、民間団

体等により「立川市高齢者虐待防止ネットワーク連絡会」を開催して、連携・

協力体制を充実させます。 

現状 

 

 H30年度 H31 年度 

虐待防止ネットワーク連絡会 ２回 ２回 

庁内虐待担当者連絡会 ２回 ２回 

高齢者虐待防止ネットワーク連絡会、庁内虐待担当者連絡会を各２回開催し、

虐待の防止と発生した場合の早期発見、対応に取組むことを確認して連携を図

りました。 

高齢者虐待を切り口に多世代にわたる世帯支援が虐待対応や再発防止のために

必要となる事例が増加しており、各担当者との連携、協力がより必要となりま

す。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

現状の連絡会の体制は維持しつつ、多世代世帯で発生する虐待への対応や防止

の取組のため、さらなる支援体制の構築を図ります。現状実績を目標とします。 



第４章 高齢者施策の展開 

117 

 

 

４‐(３)‐42．生活支援ショートステイ事業（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に協力を求めながら、緊急に入所

を必要とする虐待を受けている高齢者、身元不明の徘徊高齢者や家族介護者の

レスパイト＊として、一時保護施設を提供します。 

現状 

  

 H30年度 H31年度 

年間利用者数 ８名 10名 

利用日数 延べ 61日 延べ 69日 

虐待対応での一時的保護や徘徊高齢者等の保護のため、生活支援ショートステ

イ事業で身辺の安全確保を図っています。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等の空きベッドを利用するため、緊

急時でも必ず利用できる保証はなく、関係機関との連携が重要です。平成 31

（2019）年度は新型コロナ感染防止のために、受入れ困難な状況もありました。

家族介護者のレスパイト利用促進のために要綱改正しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き短期入所施設による支援として生活支援ショートステイ事業は継続実

施します。 

 

４‐(３)‐43．日常生活自立支援事業の推進（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

「地域あんしんセンターたちかわ＊」と連携し、福祉サービスの利用援助、金銭

管理、書類等の預かりサービスを行い、認知症高齢者を含む判断能力が不十分

な方の権利を擁護します。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域あんしんセンターたちかわ 利用件数 97 件 107件 

福祉サービス利用の契約化や制度の複雑化などから、その利用方法や利用料の

支払いなどに不安を抱えている市民のため、事業の普及を図り、より適切なサ

ービス利用の支援や権利擁護＊に努めています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、判断能力の十分でない方が福祉サービスをより安心して選択し、利

用できるように支援する「地域あんしんセンターたちかわ」と連携し、相談や

権利擁護体制の充実を図ります。 
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４‐(３)‐44．成年後見制度＊の普及と推進（主な担当課：福祉総務課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

「地域あんしんセンターたちかわ＊」と、地域包括支援センター＊が連携し、成

年後見制度の普及と活用を推進します。また、成年後見等の申立を行う親族が

いない、もしくは申立できる者がいない場合は、市長申立を実施します。申立

て費用や後見報酬の助成を行い、財産のあるなしに関わらず権利擁護＊に努めま

す。あわせて市民後見人＊の養成について取組みます。 

また、成年後見制度の利用の促進に向けての取組を行います。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

初期相談件数 
386件 

（うち、後見 164件） 

373件 

（うち、後見 169件） 

市長申立て件数 47件 42件 

法人後見受任件数 24件 24件 

後見支援員育成回数 ３回（11人） ３回（６人） 

報酬費用助成件数 13件 27件 

(障害申立て等件数を含む) 

親族や関係機関（地域包括支援センター、ケアマネジャー＊、民生委員＊・児童

委員＊等）からの相談に対し、成年後見制度の利用や相続、虐待防止対応、将来

への不安など権利擁護に関する支援を行っています。後見報酬助成利用が増加

しており、制度の周知が行えていると評価しています。 

成年後見利用促進法に係る市町村計画策定についての取組を始めています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

【福祉総務課】制度利用促進の体制整備のため、成年後見制度利用促進法に係

る市町村計画策定に向け検討します。成年後見制度利用促進基本計画に基づく

地域連携ネットワークおよびその中核機関のあり方について検討します。 

市民後見人養成講座を引き続き実施していきます。 

また、認知症ケアパス＊を活用し、成年後見制度の促進を図ります。 

 

【高齢福祉課】引き続き、認知症などにより判断能力が低下し、成年後見制度

利用が必要となっているが、本人、若しくは２親等以内の親族で申立てができ

ない場合には、市長申立てを行っていきます。また、申立て費用や成年後見等

報酬助成も行っていきます。 
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４‐(３)‐45．消費生活相談の実施（主な担当課：生活安全課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者を消費者被害から守るために専門の消費生活相談員が情報提供や相談に

応じています。また、地域包括支援センター＊、民生委員＊・児童委員＊等と連

携し、被害の未然防止や早期発見に努めています。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

相談件数 1,806件 1,539件 

消費者被害防止イベント １回 １回 

消費生活相談件数は減少していますが、東京都全体での傾向であり、今後更な

る消費生活相談の掘り起しを図ることが必要です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き消費生活相談の掘り起しを図り、高齢者の見守りおよび消費者被害の

回復に繋げます。 
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５ 安全・安心に暮らせるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・前回調査では、約 9割の市民が、健康や介護、災害や緊急時の対応について不安を感じていま

した。また、65 歳以上の高齢者がいる世帯の住宅の内訳は、持ち家率が高く、次いで都営・

市営・UR などの公的借家、民間借家となっていました。困りごととして耐震強度への不安や

住宅の環境面についてあげられていました。 

７次計画の方針 

・地域で安心して生活していくために地域の協力が不可欠であるため、支え合いの体制を構築し

ました。その上で身近な場所で気軽に相談できる機能の充実を図りました。民間を含めて高齢

者に対するサービスは多様化しているため、組合せて利用することが生活の質の向上につなが

ると考えていました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果において、「地域見守りネットワーク事業＊」へ 59.5%の市民が賛同し、ボランテ

ィア活動については 69.8%の市民が協力意向を示しており、「社会的孤立を防ぐために必要な

こと」として「定期的な健康教室や趣味活動への参加」と「地域との交流を深める」を合わせ

ると 64.6％となっていることから、見守り活動や地域活動への参加は地域からの孤立防止の

ために重要な取組だと考えます。 

・総合的な見守りシステム＊として見守り協定を 90事業者・団体と締結しており、災害時の防災

協定として、社会福祉法人 26団体、社会福祉法人以外の法人と 5団体の締結を行っています。

その他、企業の自衛消防隊や市民防災組織（市民消火隊／市内で 12か所等）の設置などが行

われており、市民や企業、地域の防災意識が向上しています。 

しかしながら、自治会加入者の低迷や会員の高齢化の課題から、自治組織の機動力への不安や

見守り体制整備の周知啓発が十分でない状況も併せて、課題と捉えています。 

・事前調査結果の住まいについて 30.1％の市民が「何らかのことで困っている」と回答し、「耐

震強度に不安がある（14.4％）」が最も多く、災害時における市民の生命と財産を守り、安心

して住み続けられる補助制度等の実現や周知が必要と考えます。 

８次計画の方針 

・高齢期になり、要介護状態になっても安心して住み続けられるまちであるために、市民も企業

も、学生も、さりげなくお互いに見守り合える仕組みづくりを目指すために、総合的な見守り

システム事業を充実させ、緩やかな見守り活動を推奨します。 

・災害に強いまちづくりとして、他課と連携し、避難行動要支援者＊について災害時だけでなく、

平常時から関わりが持てるように取り組みます。 
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【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

５‐(１) 安心のまちづくりの推進 

46．総合的な見守りシステム＊の実施 

47．青色防犯パトロール事業の実施 

48．見守りメールによる情報提供の実施 

49．ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

５‐(２) 安全な交通環境の整備 
50．交通安全・交通事故防止に向けた取組 

51．移動しやすい環境整備の推進 

５‐(３) 防災・感染症対策の推進 

52．災害時の助け合いの仕組みづくり 

53．家具転倒防止器具取り付け事業の実施 

54．住宅用防災機器給付事業の実施 

55．介護保険施設等との協働による取組の推進 

56．災害および感染症対策の体制整備 

 

５-（１） 安心のまちづくりの推進 

高齢者を狙った電話での詐欺や、多額のクレジット契約をさせる悪質な訪問販売など高齢者の消

費に係る被害が増えています。近年、その手口はさらに巧妙化していることもあり、被害を未然に

防ぐ、または早期に対応するためには、市民や支援者から寄せられた情報を活かし、高齢者などに

情報提供する仕組みを充実させることが必要です。 

引き続き総合的な見守りシステムの周知や情報提供、ユニバーサルデザイン＊のまちづくりへの理

解と協力による安心のまちづくりを推進します。 

 

５‐(１)‐46．総合的な見守りシステムの実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

子どもから高齢者までが地域で安心して暮らせるよう、何らかの異変や安否が

不明の場合に、いつでも対応できる体制を行政全体で構築しています。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

協定締結団体・事業所登録数 89団体 90団体 

見守りネットワーク事業者連絡会 1回 1回 

日常の生活や業務の中で気づいた異変を市などへ連絡してもらうための「見守

りホットライン＊」を設置しています。また、地域見守りネットワーク事業＊で

は、見守り活動に協力していただくため、趣旨に賛同する団体・事業者と協定

を締結しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

■協定締結団体・事業者数 10％増加 

総合的な見守りシステムの周知に努め、市民、事業者からの気づきに適切に対

応するとともに、速やかな安否確認につなげます。 
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５‐(１)‐47．青色防犯パトロール事業の実施（主な担当課：生活安全課） 

基本施策 

の概要 

市職員が青色防犯パトロール車で各地域を巡回することで、犯罪の抑止効果を

狙う事業です。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

青色防犯パトロール活動日数 144日 160日 

安全で安心した生活が送れていると感じる市民の割合 85.8％ 88.2％ 

青色防犯パトロール活動日数は、年間約 180 日程度を計画しています。巡回中

は、スピーカーによる振り込め詐欺被害防止啓発広報も行います。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
引き続き全庁的に青色防犯パトロールを実施し、犯罪抑止に努めます。 

 

５‐(１)‐48．見守りメールによる情報提供の実施（主な担当課：生活安全課） 

基本施策 

の概要 

防犯情報・防災情報等を登録者に配信することにより、犯罪や災害等の情報を

迅速に市民に提供します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

見守りメール登録件数 31,309件 34,348件 

不審者情報配信件数 7件 6件 

防犯情報配信件数 27件 50件 

防災情報配信件数 29件 50件 

安全で安心した生活が送れていると感じる市民の割合 85.8％ 88.2％ 

犯罪や災害等の情報を迅速に市民に提供できるよう努めます。 

市民からの情報提供を促すため、立川警察署と連携し行方不明者情報も配信し

ます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続きより多くの市民へ情報を提供するため見守りメール登録者の増加に努

めるとともに、犯罪や災害等の情報を迅速に市民に提供できるよう努めます。 

 

５‐(１)‐49．ユニバーサルデザイン＊のまちづくりの推進（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

東京都福祉のまちづくり条例に基づき、主に特定都市施設の新設・改修の際の

届出事務、事業者への指導・助言を行います。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

特定都市施設設置工事計画（変更）届出書受理件数 21件 ６件 

事業者に対し、適正に指導・助言を行うことにより、新設・改修される民間施

設等の条例に基づく整備が進んでいます。 

比較的小規模な施設で整備基準を満たすことが困難である旨相談を受けること

が複数件あります。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、指導・助言を行うほか、より高い基準の整備を行うよう事業者に理

解と協力を求めていきます。 
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５-（２） 安全な交通環境の整備 

高齢者の安全・安心のために、事故を減らすことや移動しやすい環境づくりなど、今後も安全な

交通環境の整備に取組む必要があります。 

また、住み慣れた自宅等で生活を続けていくために、交通弱者である高齢者の移動支援について

は、国の取組や、東京都の方向性、他自治体の取組状況、立川市内にある社会資源、民間企業等の

既存の交通基盤との整合性や効率性を含めて継続的に検討を行います。 

 

５‐(２)‐50．交通安全・交通事故防止に向けた取組（主な担当課：交通対策課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者の安全を確保する上では、交通ルールの周知や厳守が重要です。立川市

老人クラブ連合会や立川警察署などと協力し、交通安全意識の醸成等を通じ、

安全・安心な交通環境づくりを支援していきます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

交通ルールやマナーを向上させるため、

関係機関と連携した高齢者講習会 

19回実施 

863人 

19回実施 

840人 

高齢ドライバー向け講習会 ―― 120人 

令和２（2020）年度以降も継続して、交通安全を呼びかける取組を継続してい

きます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、講習会のほか、交通安全キャンペーンなどの実施による啓発を行い 

ます。また、関係機関・団体などの協力を得ながら、実技講習を含めた講習会

や 

運転適性検査などの充実と促進を図り、自身の運転に不安を覚える方に対して 

は、自動車運転免許証の自主返納制度および運転経歴証明書交付制度の周知に 

努めます。引き続き運転を希望する方に対しては、安全運転支援装置の購入・ 

設置を勧めます。 

国や東京都の取組、他自治体の取組について注視し、公共サービスでの支援方 

法について、次期計画に向けて検討します。 
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５‐(２)‐51．移動しやすい環境整備の推進（主な担当課：道路課・福祉総務課・交通対策課） 

基本施策 

の概要 

高齢者・障害者を含むすべての市民の社会参加が進むよう「立川市福祉のまち

づくり指針」に基づき、歩行者の歩行導線上の段差解消、拡幅、平坦性の確保

などのバリアフリー化を進め、歩きやすく利用しやすい歩道などを整備します。 

また、交通弱者となる高齢者が住み慣れた自宅等で生活を続けていくための移

動支援の方向性について検討します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

バリアフリー化路線整備累計延長 16,367m 16,522m 

違反広告物撤去枚数 3,751枚 2,973枚 

補修を要する面積に対する路面補修率 82.06％ 89.86％ 

立川市福祉のまちづくり指針に基づき、引き続き人にやさしい道路環境の確保

に努めています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

立川市福祉のまちづくり指針に基づき、引き続き人にやさしい道路環境の確保

に努めます。 

また、移動支援については、国のガイドラインや、他自治体の実施状況を鑑み、

本市における支援について検討を行います。 
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５-（３） 防災・感染症対策の推進 

近年、東日本大震災をはじめ、台風や集中豪雨などによる甚大な自然災害が発生しており、日頃

から災害時における支援の仕組みを整えておく必要があります。 

協定締結による避難所指定や受け入れ体制の整備を進めるとともに、自助・共助の考え方を踏ま

えつつ、近隣住民、自治会、民生委員＊・児童委員＊、福祉事業者などの協力を得て、地域の防災力

の向上に努めます。また、災害対策、感染症対策についての体制整備を図ります。 

 

５‐(３)‐52．災害時の助け合いの仕組みづくり（主な担当課：福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

緊急な対応が必要な災害時に、円滑でスムーズな避難等の支援を進めるため、

庁内関係部署の連携のもと、要介護認定者や身体障害者等、特に支援が必要と

考えられる方を中心に、名簿の作成および関係機関への提供体制の確立を図り

ます。また個別の支援のあり方等を点検・整理しておく個別支援プランを作成

し、情報の共有を行います。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

登録者数（同意者） 4,094人 3,900人 

名簿提供団体数（自治会） 74団体 78団体 

名簿提供団体数（関係機関等） 13団体 13団体 

災害時に、「避難支援が必要な方」に迅速な支援が行えるよう避難行動要支援者
＊名簿の登録者の精査が必要です。また、本制度に未登録の避難行動要支援者へ

の制度周知と登録勧奨を行います。今後、発災時に備え、平常時の名簿を生か

した地域での取り組みや個別支援プランの作成についての整備が必要です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

避難行動要支援者のうち、未同意者の割合を縮小します。また、支援者となる

名簿の受け取り自治会を拡大するとともに、平常時の名簿を生かした活動への

取組や個別支援プランの作成に向けた体制整備を行っていきます。 

 

５‐(３)‐53．家具転倒防止器具取り付け事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 
高齢者のみ世帯等に対して、家具転倒防止器具の取り付け支援を行います。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

取り付け件数 29件 13件 

取付器具数 97組 47組 

一度きりの利用に限定されているため、申請件数が減少傾向になっています。

立川市総合防災訓練など高齢者の集まる機会があるごとに周知活動を実施しま

した。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 
防災事業としての重要性に鑑みて、引き続き事業を継続していきます。 
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５‐(３)‐54．住宅用防災機器給付事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 
火災から高齢者を守るための機器設置に対する支援を行います。 

現状 

 

火災予防機器助成事業 H30年度 H31年度 

自動消火装置 3件 4件 

電磁調理器 3件 6件 

合計 6件 10件 

立川市総合防災訓練など高齢者の集まる機会があるごとに周知活動を実施しま

した。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

高齢者の安全な生活確保のため、防災訓練や消防署の地域での啓発活動等にお

いて事業の周知活動を実施します。 

 

５‐(３)‐55．介護保険施設等との協働による取組の推進（主な担当課：防災課・福祉総務課） 

基本施策 

の概要 

避難を要する災害発生時には、行政のみならず、民間との連携・協力も効果的

に進めていく必要があります。そのため、介護保険施設や、民間福祉事業者等

との連携のもと、災害時の協力体制づくりを推進します。 

現状 

 

 H30年度 H31 年度 

社会福祉法人 60か所 59 か所 

社会福祉法人以外の事業所 3か所 4か所 

高齢者・障害者・乳幼児等の避難行動要配慮者の緊急受入れについて市内社会

福祉法人と災害時防災協定を締結しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

協定を締結した施設の避難所指定を進めるため、庁内関係部署と連携を図り設

備や機能の確認を行います。また、市内全社会福祉法人で構成されている立川

市社会福祉法人地域貢献活動推進ネットワーク会議と連携し、災害時の協定締

結に基づく受け入れ体制の整備を進めます。 

 

５‐(３)‐56．災害および感染症対策の体制整備（主な担当課：介護保険課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

近年の災害発生状況や新型コロナ感染症等の流行を踏まえ、介護事業所等と連

携し、災害対策および感染症対策についての体制整備に努めます。 

現状 

立川市防災計画において地震時の体制整備について構築していますが、自然災

害（風水害）や感染症対策についての体制整備が整っていない状況です。また、

各事業所の BCP（業務継続計画）＊策定に関する取組状況も精査が必要です。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護事業所（居宅サービス、施設サービス＊）や地域包括支援センター＊等と連

携し、災害対策および感染症対策についての周知啓発、研修、訓練を実施し、

必要な物資について備蓄・調達・輸送体制整備等を図るとともに、実施にあた

っては国や東京都とも連携・調整を行います。 
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６ 暮らしやすい住まいが充実したまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・65 歳以上の高齢者がいる世帯の住宅の内訳は、持ち家率が高く、次いで都営・市営・UR など

の公的借家、民間借家となっている。困りごととして耐震強度への不安や住宅の環境面につい

てあげられていました。 

７次計画の方針 

・住宅の防災面や高齢により生ずる生活をする上での不便な環境などを解消するための取組が必

要です。民間借家に住んでいる高齢者へ住まいが安定的に確保し続けられる支援を行いまし

た。その他、高齢者向け住宅に関する情報の周知に努め、高齢者が住みやすい住まいを確保す

る取組を行いました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果では、人生の最期を迎えたい場所は「自宅（54.3%）」と半数を超えていますが、

「自宅」「子ども、親族の家」を希望している人の内、38.2%は「希望が叶うのは難しいと思う」

と回答しています。また、別の事前調査結果では、住まいについて 30.1％の市民が「何らか

のことで困っている」と回答し、「耐震強度に不安がある（14.4％）」「エレベーターがない

（8.5％）」となっており、最期まで自宅に住み続けるためには、介護が必要となった場合の支

援体制や住宅環境の整備、住み続けるための支援が必要だと考えます。 

８次計画の方針 

・最期を立川市で迎えていただくために、住み慣れた自宅に住み続けていくことができるための

体制整備を行っていきます。具体的には、住み始め、住み続ける、住まいじまい（住宅の返還）

の各ステージに合わせて必要な支援を受けることができるよう、住宅課（シルバーピア＊、居

住支援協議会）やごみ対策課（ごみ出し支援事業）、居住支援法人、社会福祉協議会＊（たちか

わ入居支援福祉制度＊）と連携・協働した支援体制整備を行います。 
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【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

６‐(１) 住まいの環境整備 
57．高齢者住宅改修アドバイザー事業の実施 

58．高齢者自立支援住宅改修の実施 

６‐(２) 住まいの確保への支援 

59．たちかわ入居支援＊福祉制度の実施 

60．高齢者向け住宅への入居支援 

61．サービス付き高齢者向け住宅等との連携の推進 

62．居住支援法人との連携体制の推進 

 

６-（１） 住まいの環境整備 

自らの選択に基づき、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、身体の状態にあった住

宅改修のアドバイスを行い、住宅の改修費を助成することで、在宅生活を支援します。 

 

６‐(１)‐57．高齢者住宅改修アドバイザー事業の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

高齢者向け住宅改修制度で居室等の改良をお考えの方に対して、専門知識を有

するアドバイザーを派遣し、住宅改修について助言を行います。また、自立支

援住宅改修給付事業に関する支援(助成)の可否を決定します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

実施件数 14件 15件 

制度の理解が進んでいないこともあり、設備の老朽化等を理由に申請する方が

多かったが、事業案内を作成しなおし周知に努めた結果、必要な方の申請が多

くなり自立生活の継続に寄与できました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護保険制度による住宅改修と並行して利用する場合も多いため、申請の流れ

等をわかりやすく記載した事業案内やホームページで周知に努めます。引き続

き実施します。 
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６‐(１)‐58．高齢者自立支援住宅改修の実施（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

在宅で生活する 65歳以上で身体機能の低下した高齢者に、居室等の住宅改修費

を助成します。 

現状 

 

改修種目 H30年度 H31年度 

生活の質を確保するための改修 ３件 １件 

浴槽の取り換えおよびこれに付帯して必要な

給湯設備等の工事 
３件 ２件 

流し・洗面台の取り替えおよびこれに付帯し

て必要な給湯設備等の工事 
１件 ０件 

便器の洋式化およびこれに付帯して必要な工

事 

０件 １件 

事業概要の理解が進み、設備の老朽化による申請が減るともに、介護保険制度

を利用できない自立高齢者から「生活の質を確保するための改修」の申請が増

えています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護保険制度による住宅改修と並行して利用する場合も多いため、申請の流れ

等のチラシやホームページを利用して周知に努めます。また高齢者の在宅生活

を支援するため、引き続き実施していきます。 

 

６-（２） 住まいの確保への支援 

高齢者の住まいの確保のため、都営住宅、UR、市営住宅、高齢者集合住宅（シルバーピア＊）など

の公的住宅の他、サービス付き高齢者向け住宅に関する情報提供を行うとともに、住み始めから住

まいじまいまでの必要な支援を受けることができるよう、居宅支援法人等の関係機関と連携・協働

した支援体制を整備します。 

 

６‐(２)‐59．たちかわ入居支援＊福祉制度の実施（福祉総務課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

判断能力が不十分な高齢者や障害者で、民間賃貸住宅への入居や更新の際に保

証人がいない方を対象に、立川市社会福祉協議会＊「地域あんしんセンターたち

かわ＊」が保証人となり、民間賃貸住宅への入居を支援しています。また、日常

生活自立支援事業の利用とあわせて地域での生活を支援します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

相談件数 6件 1件 

入居支援制度契約件数 1件 2件 

利用者に対して、生活サポートを行いながら地域での安定した生活が継続でき

るように支援しました。 

制度の周知・理解を図るため、協力不動産事業者や家主との連絡調整を行いま

した。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、日常生活自立支援事業等でサポートを丁寧に行うことにより、地域

での安定した生活の維持を支援します。 
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６‐(２)‐60．高齢者向け住宅への入居支援（主な担当課：住宅課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

福祉施策と住宅施策が連携した、高齢者の安定的な住まいの確保に向けた取組

として、シルバーピア＊事業を継続して推進するとともに、他の公的住宅に関す

る情報提供に努めます。 

現状 

【シルバーピア】 

■戸数 （市営 80戸） 

■施設数（LSA人数） 13人［平成 30(2018)年度］ 

■施設数（LSA人数） 14人［平成 31(2019)年度］ 

■入居者数（3月末） （市営 59戸）63人 

■入居率（市営） 73.8％ 

 

【市営住宅の高齢者世帯枠】 

■戸数 33戸［平成 31(2019)年度］ 

 

シルバーピア入居者に対する支援として、LSA(生活援助員)＊の配置による生活

相談、安否確認を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続きシルバーピア事業を継続実施します。市営借上げシルバーピア住宅の

契約期間満了への対応を検討します。市営住宅の高齢者募集についても実施し

ます。 

 

６‐(２)‐61．サービス付き高齢者向け住宅等との連携の推進（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

サービス付き高齢者向け住宅の建設相談の際に、立川市の整備基準を説明し、

地元自治体として意見の聴取を行っています。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

東京都登録済件数 10ヶ所 10ヶ所 

相談件数 ―― 3件 

サービス付き高齢者向け住宅に限らず、住宅型有料老人ホームにおいても、建

設相談時に、地元割り当てや共用スペースの開放等地域と連携するなどの立川

市の整備基準の説明を実施しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、立川市の整備基準の説明を実施するとともに、事業者からの建設お

よび運営や入居者からの生活に関しての相談に対応します。 

 

６‐(２)‐62．居住支援法人との連携体制の推進（主な担当課：住宅課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

居住支援協議会の設立を柱とした住宅施策と連携し、居住支援法人との連携体

制の構築を図ります。 

現状 

平成 31（2019）年度から令和２（2020）年度にかけて、住宅部局および福祉部

局並びに居住支援法人含む関係団体等と、「身元保証」や「居住支援」について、

居住支援協議会の設立を視野に懇談会を開催しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

令和３（2021）年度に居住支援協議会設立協議会（仮称）を立ち上げ、早期の

設立を目指します。 
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７ 住み慣れた地域で最期まで暮らせるまち 

 

【７次計画について】 

７次計画時の立川市の状況 

・要介護者・要支援者の４割近くの方が、医療と介護の連携が充実することを望んでいました。 

７次計画の方針 

・要介護状態になっても、住み慣れた自宅等の場で療養し、自分らしい生活を続けるためには、

地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護サービス

の提供を行う必要がありました。そのため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療と

介護を一体的に提供できる体制の構築を図りました。 

 

【８次計画について】 

８次計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果では、人生の最期を迎えたい場所は、「自宅」「子供、親族の家」が 55.5％とな

っています。一方で、その希望がかなうのが難しいと思っている人は 38.2%おり、その理由の

83.5%は「家族や親族に肉体的・精神的負担をかけるから」となっています。 

・平成 31（2019）年度、令和２（2020）年度に適切な看取りについて理解を深めてもらうこと

を目的に、看取り支援講演会を実施して普及啓発を行いましたが、引き続き、本人やその家族

への在宅医療と介護サービスの情報提供や普及啓発の取組が必要です。 

８次計画の方針 

・住み慣れた地域で、最期まで過ごせるまちを目指し、在宅医療・介護連携に関する相談支援、

医療・介護関係者の研修の実施、情報共有ツールを活用した情報共有の支援、市民および専門

職へ ACP（アドバンス・ケア・プランニング）＊や適切な看取りについての普及啓発等、在宅

医療と介護に関する連携を推進していきます。 

 

【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

７‐(１) 在宅医療と介護の連携の推進 

63．医療と介護資源の情報提供体制の構築 

64．切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の整備 

65．在宅医療・介護連携に関する相談支援 

66．在宅医療と介護連携に関する課題の抽出と対応策の検討 

67．医療と介護に関する多職種連携の推進 

68．在宅医療と介護連携に関する普及啓発 
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７-（１） 在宅医療と介護の連携の推進 

要介護状態になっても、住み慣れた地域で最期まで、自分らしい生活を続けるためには、地域に

おける医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護サービスの提供を行

うことが必要です。 

そのため、関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制の構

築を図るとともに、在宅医療・介護サービスの資源の把握、情報提供、市民への普及啓発に引き続

き取組んでいきます。 

 

７‐(１)‐63．医療と介護資源の情報提供体制の構築（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

在宅医療と介護サービスの資源を把握し、市民等が在宅療養を選択する際に必

要な情報をマップ化して提供します。 

現状 

平成 31（2019）年度に、在宅医療・介護資源マップ Web版の情報更新のための

アンケート調査を医療機関（医科、歯科、薬局、訪問看護ステーション）に対

して実施し、情報の更新を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

在宅医療・介護資源マップ Web 版の検索方法や検索後の画面展開等、使いやす

くなるように改修していきます。 

情報の定期的な更新は１年に１回行います。申し出のあった情報は随時更新を

行います。 

 

７‐(１)‐64．切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の整備（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

在宅生活で医療と介護のサービス提供が切れ目なく受けられるように、医療関

係者と介護関係者間での情報共有を推奨し、チームケアとしての体制づくりを

行っていきます。 

現状 
医療介護連携推進多職種研修等を実施し、医療と介護の情報共有を図り、切れ

目のない在宅医療と介護の提供体制の構築に取り組みました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

切れ目なく在宅医療と介護が提供され、住み慣れた地域で最期まで暮らせるよ

うに、地域の医療・介護関係者の協力を得ながら、「在宅医療・介護連携のため

の情報共有の手引き」の改訂等、必要な取組を検討していきます。 
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７‐(１)‐65．在宅医療・介護連携に関する相談支援（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

在宅医療・介護相談窓口を設置し、市民や支援者等向けに在宅療養に関する相

談や情報提供等の支援を地域包括支援センター＊等関係機関と連携して行いま

す。 

現状 

【在宅医療・介護相談窓口の設置】 

■南エリア １か所（南部西ふじみ地域包括支援センター内） 

■北エリア １か所（北部中さいわい地域包括支援センター内） 

 H30年度 H31年度 

南エリア相談件数 7件 5件 

北エリア相談件数 2件 4件 

平成 30（2018）年度は 12月～３月 

 

【出張暮らしの保健室＊】 

平成 31（2019）年度より、団地の集会施設等において、訪問看護師および薬剤

師による市民の個別の医療に関する相談を受け付けました。 

 H31年度 

相談件数 89件 
 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

「在宅医療・介護相談窓口」において、地域の医療・介護関係者、地域包括支

援センター等からの在宅医療と介護の連携に関する相談の受付、地域の医療・

介護関係者の連携調整、情報提供を引き続き行えるよう体制を強化していきま

す。また、市外の医療機関等への周知を行っていきます。 

「出張暮らしの保健室」を市民に身近な場所で開催し、個別の相談を受け付け

ていきます。 

 

７‐(１)‐66．在宅医療と介護連携に関する課題の抽出と対応策の検討（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

医療と介護の連携に向けて、医療関係者と介護関係者等により、課題の抽出と

解決に向けた協議を行います。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

在宅医療・介護連携推進協議会 ４回 ４回 

在宅医療・介護連携推進協議会を開催し、地域における在宅医療・介護連携の

課題の抽出と対応策の検討を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、定期的な協議会の開催の他、必要に応じて臨時的に協議会を開催し

て、在宅医療・介護連携の課題の抽出、対応策の検討を行い、医療と介護の連

携を強化していきます。 
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７‐(１)‐67．医療と介護に関する多職種連携の推進（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

在宅生活で医療と介護サービスを切れ目なく提供できるよう、医療と介護に関

わる多職種が参加する研修を実施します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

多職種研修(グループワーク形式） １回 ―― 

多職種研修(シンポジウム形式） ―― １回 

多職種研修(看取り＊実践講座） ―― ６回 

医療と介護に関わる多職種が参加する研修を開催しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

高齢者を支える医療職および介護職が互いの制度や知識を理解するとともに、

障害施策、難病施策等の他制度との連携をする機会を設けるなど、それぞれの

課題について共通認識を深め、医療と介護が連携したサービス提供がスムーズ

に行えるよう、研修内容・研修方法を工夫して実施します。 

 

７‐(１)‐68．在宅医療と介護連携に関する普及啓発（主な担当課：高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

住み慣れた地域で最期まで暮らし続けられるよう、在宅医療や介護についての

理解を促進するための周知活動に取組みます。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

地域福祉市民フォーラム １回 ―― 

市民向け看取り支援講演会 ―― 17回 

介護支援専門員＊等専門職向け研修会 ―― ５回 

市民および専門職に適切な看取りについて普及啓発を進める講演会および研修

会を開催しました。 

平成 30（2018）年度は、地域福祉市民フォーラムを活用して在宅医療と介護連

携に関する普及啓発を行いました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き、市民および専門職へ ACP（アドバンス・ケア・プランニング）＊や適

切な看取りについての普及啓発を進めます。 

「出張暮らしの保健室＊」を活用して、在宅療養に関する普及啓発を行います。 
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８ 介護保険制度の適正な運営 

 

【７期計画について】 

７期計画時の立川市の状況 

・都内でも令和７（2025）年度には約３万６千人の介護職員の不足が見込まれていますが、市内

でも職員が確保できずに定員枠までの受け入れができないような状況も発生しているため、人

材確保に関わる都の事業の周知や法人等の事業に対する支援など、市として実施可能な取組を

展開する必要がありました。 

・適切なサービスの確保と費用の効率化を図るため、これまでも「介護給付適正化計画」等に基

づいて、要介護・要支援認定＊の適正化やケアプラン＊点検等の取組を行っていますが、各事

業についてより効果的な実施方法に見直すことにより、介護給付の適正化を一層推進する必要

がありました。 

７期計画の方針 

・都が実施している人材確保のための事業等について周知を図るほか、市内の法人等による人材

確保事業についても支援を行うなど、市として実施可能な取組を展開しました。 

・サービス水準の向上を図るとともに、適切なサービスの確保と費用の効率化に向け、要介護・

要支援認定の適正化やケアプラン点検の実施など、介護給付の適正化にも取り組みました。 

 

【８期計画について】 

８期計画時の立川市の現状と課題 

・事前調査結果において、サービスを実施するにあたり、「介護職員の専門職の確保が難しい」

と多くの事業者が回答しており、これは事業所の経営状況の赤字の理由の１つ「人材不足によ

るサービス供給量の低下」につながっていくことから介護人材の確保・育成・定着については

早急な対応が必要と考えられます。 

・事前調査結果において、サービスの質の向上のための取組として、半数以上の事業者が「職員・

スタッフの研修、育成」と回答しており、職員の研修や資格取得のため「事業所で研修を実施

している」、「外部の研修への参加を奨励している」、「外部の研修への参加費（自己負担）の補

助」などを行っていることから、支援が必要と考えられます。 

・事前調査結果において、介護保険サービス利用上で困っていることは「制度が複雑でわかりに

くいこと」と回答が多かったことから広報活動の推進の必要性が考えられます。 

・事前調査結果において、施設と自宅のどちらの生活を希望するかで、「できる限り自宅の生活

を続けたい」が 78.9％、次いで「家族の意向に任せている」が 10.6％と回答しています。 

・事前調査結果において、「作成・保存等しなければならない書類の量が多いこと」や「介護報

酬が実態と合わないこと」などを、多くの事業者が介護保険サービスを実施する上での問題と

して挙げています。 

・立川駅周辺は訪問介護事業所が多く、サービスを利用しやすいが、北部西地区は訪問介護事業

所が少なく、サービスを利用しにくいなど地域により問題が生じています。 
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８期計画の方針 

・介護人材の確保・育成・定着に向け、従来から実施している介護支援専門員＊を対象にした研

修を継続して実施します。また、市内の介護サービス事業所に対し介護職員初任者研修や実務

者研修の受講費用を助成するほか、離職を防止するためのセミナー等を開催するなど、人材確

保事業について、市として実施可能な取組を展開していきます。 

・介護保険サービス水準の向上と費用の効率化に向け、ケアプラン＊点検の実施など、介護給付

の適正化にも取り組んでいきます。 

 

【施策の方向性と基本施策一覧】 

施策の方向性 基本施策 

８‐(１) サービス基盤の整備 
69．地域密着型サービス＊（居住系サービス＊除く）の整備  

70．施設・居住系サービスの整備 

８‐(２) 介護人材の確保・育成・定着 
71．介護人材の確保・育成・定着事業の支援 

72．介護支援専門員への研修の実施 

８‐(３) サービスの質の確保と給付の適正化  

73．事業者に対する検査・指導 

74．第三者評価システム＊の普及・促進 

75．事業者連絡会等の開催 

76．介護給付の適正化 

８‐(４) 広報活動の推進 

77．サービスのしおり、情報誌および広報特集号の発

行 

78．ホームページによる情報の提供 
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８‐(１) サービス基盤の整備 

「地域包括ケアシステム＊」の充実に向けた看護小規模多機能型居宅介護や認知症対応型共同生活

介護（認知症高齢者グループホーム）等について、日常生活圏域＊等の地域バランスを考慮した上で

整備を進めていきます。 

 

８‐(１)‐69．地域密着型サービス＊（居住系サービス＊除く）の整備（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

介護を必要とする高齢者が可能な限り住み慣れた地域で生活を継続できるよう

に、地域密着型サービスの整備を進め、多様で柔軟な介護サービスの拠点の充

実を図ります。 

特に、看護小規模多機能型居宅介護等、「地域包括ケアシステム」の実現に向け

た中核的なサービスについては、日常生活圏域等の地域バランスを考慮した上

で整備を進めます。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域密着型サービス調査検討会 3回 3回 

地域密着型サービス事業者公募に関する説明会

（小規模多機能型居宅介護） 
1回 ―― 

地域密着型サービス事業者公募に関する説明会 

（看護小規模多機能型居宅介護事業所） 
―― 1回 

地域密着型サービス事業者公募により選定した

事業所 

・小規模多機能型居宅介護 

1事業所 

登録定員

29 名 

―― 

【小規模多機能型居宅介護】 

小規模多機能型居宅介護が所在しなかった北部中地区に、令和２（2020）年８

月に小規模多機能型居宅介護を開設しました。小規模多機能型居宅介護は「通

い」「訪問」「宿泊」を組み合わせたサービスで、高齢者が住み慣れた地域で継

続して暮らすことを目指した地域包括ケアシステムの推進に寄与することが期

待されます。 

北部中地区および北部東地区の高齢者はこれまで小規模多機能型居宅介護を利

用するために多くの距離の移動をしなければならなかったのが、大幅に改善さ

れることが期待されます。 

 

【看護小規模多機能型居宅介護】 

平成 31（2019）年 4月に看護小規模多機能型居宅介護が開設されました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

【看護小規模多機能型居宅介護】 

医療ニーズが高い利用者に対応していくため、在宅の中・重度の要介護者を支

える方策として日常生活圏域等の地域バランスを考慮した上で未整備地域に１

か所から２か所整備していきます。 

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護および夜間対応型訪問介護】 

訪問介護事業所の整備が充実している地域においては、これらのサービスの需

要が見込めませんが、その他の地域において訪問系サービスの充実を図るため

に整備を検討します。 
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８‐(１)‐70．施設・居住系サービス＊の整備（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

介護や支援が必要となり在宅生活が困難となった高齢者が、状態に応じて施設

に入所・入居できるように、日常生活圏域＊等の地域バランスを考慮した上で、

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）等の整備を推進し

ていきます。 

現状 

 

 H30 年度 H31年度 

地域密着型サービス＊調査検討会 ３回 ３回 

地域密着型サービス事業者公募に関する 

説明会（認知症対応型共同生活介護） 
１回 ― 

地域密着型サービス事業者公募により選定

した事業所 

・認知症対応型共同生活介護 

１事業所 

２ユニット

定員 18名 

― 

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 

平成 31（2019）年４月に定員 48名の特別養護老人ホームが開設されました。 

【介護老人保健施設（老人保健施設）】 

市内に３か所介護保険施設が所在しており、定員数の合計は 351 名です。直近

１年間の延べ待機者数は 18名でしたが、それに対して延べ空床数は 158名でし

た。 

【特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム等）】 

２施設（定員 109名）が特定施設入居者生活介護事業所として新規に指定され、

令和２（2020）年 11月に新たに１施設（定員 40名）が開設されました。 

【認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）】 

認知症高齢者グループホームが所在しなかった北部中地区に、令和２（2020）

年８月に２ユニット（定員 18名）が開設されました。地域における認知症ケア

の拠点として貢献することが期待されます。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

【介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）】 

令和２（2020）年８月１日現在の整備率（合計定員/高齢者人口）は 1.87％で、

多摩地区の類似団体の平均値(1.62％)を上回る整備率となっていること等か

ら、第８期計画において整備を見込まないこととします。 

【介護老人保健施設（老人保健施設）】 

市内３施設に空床が生じている状況等を勘案し、第８期計画において整備を見

込まないこととします。 

【特定施設入居者生活介護（介護付き有料老人ホーム等）】 

北多摩西部地区について都の計画定員にほぼ達していることから第８期計画に

おいて新たな整備を見込まないこととします。 

【認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）】 

令和２（2020）年８月１日現在の整備率（合計定員/高齢者人口）は 0.34％で、

多摩地区の類似団体の平均値(0.32％)を上回る整備率となっていること等か

ら、第８期計画においては新規の整備を見込まないこととしますが、施設の老

朽化による建替えなどについて柔軟な対応をすることとします。 
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８‐(２) 介護人材の確保・育成・定着 

市内の介護サービス事業所に対し、介護職員初任者研修や実務者研修の受講費用の助成、東京都

が実施している人材確保のための事業等について周知を図ります。 

ハローワーク立川が開催する介護人材の就職相談会・面接会等への協力、介護離職を防止するた

めの説明会等の開催および東京都の補助制度を活用してセンサー等の購入費用・求人広告費の助成

についても、市としてきめ細かく対応を図ります。 

また、ケアマネジメントの質の向上を図るため、介護支援専門員＊を対象にした研修を継続して

実施します。 

 

８‐(２)‐71．介護人材の確保・育成・定着事業の支援（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

質の高い介護サービスを継続的に提供するため、介護人材の確保・育成・定着 

に向けた施策を実施します。また、介護現場のマネジメント改革について市と

して可能なことに取り組みます。 

現状 

東京都が介護人材を確保するために実施している介護職員資格取得支援事業等

について、市のホームページを活用して周知を図ったり、窓口でパンフレット

の配布を行ったりしています。 

また、国が実施する介護支援専門員試験の案内書配布や、東京都が主催する介

護支援専門員等を対象とした研修の案内や申し込み等も行っています。 

このほか、介護職員の処遇改善加算について、市のホームページを活用して事

業者に手続き方法等を案内しています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

・市内の介護サービス事業所に対し、介護職員初任者研修および実務者研修の

受講費用を助成するほか、東京都が実施している人材確保のための事業等につ

いて周知を図ります。 

・ハローワーク立川が開催する介護職員の就職相談会・面接会等に協力します。 

・介護人材の確保・育成に向け、介護支援専門員を対象にした研修を継続して

実施します。 

・介護離職を防止するための説明会若しくはセミナー等を開催します。 

・介護職員の身体的・精神的な負担を軽減し、介護の質を維持しながら効率的

な業務運営ができるよう、看護小規模多機能型居宅介護事業所等を開設するに

あたり、都の補助制度を活用してセンサーや ICT 機器の購入費用、求人広告費

を助成します。 
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８‐(２)‐72．介護支援専門員＊への研修の実施（主な担当課：介護保険課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

介護保険制度の要である介護支援専門員への研修を体系化し、業務の経験や習

熟度に応じて継続的に実施することにより、介護支援専門員が行うケアマネジ

メントの質の向上を図り、良質かつ適正な介護保険サービスが提供されるよう

支援します。 

現状 

介護支援専門員に対する研修については、立川市社会福祉協議会＊に委託し、毎

年、新任研修を２回程度、現任研修を４回程度開催しています。 

新任研修においては、介護保険制度や高齢者サービスの仕組み・内容のほか、

地域包括ケアの概念やケアプラン＊の作成、介護報酬の請求事務などについて学

んでいただいています。 

また、現任研修においては、ケアマネジメントの質の向上を図るため、毎回テ

ーマを決め、専門分野の講師からの講義や介護支援専門員からの発表等を受け

た上で、グループ討議等を行い、ケアマネジメントについての理解を深めてい

ただいています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護支援専門員に対する研修については、マニュアルなどの見直しを図るなど、

委託先の社会福祉協議会＊と連携し、継続していきます。 

 

８‐(３) サービスの質の確保と給付の適正化 

介護保険サービスの質を確保するため、地域密着型サービス＊の事業所を中心に指導・監督の充

実・強化をしていくとともに事業者連絡会の開催を継続していきます。なお、サービス水準の向上

を図るともに、適切なサービスの確保と費用の効率化に向け、要介護・要支援認定＊の適正化やケア

プラン点検の実施など、引き続き介護給付の適正化にも取り組んでいきます。 

 

８‐(３)‐73．事業者に対する検査・指導（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

サービスの質を確保するため、市が事業所指定を行っている地域密着型サービ

スの事業所を中心に、毎年選定した事業所に対して実地での検査・指導を行い、

改善すべき事項があれば書面等で指摘をした上で改善を求めるほか、書面等で

の指導も行います。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

実地指導検査 13事業所 18事業所 

東京都福祉保健財団に委託し、現地で助言を受けながら、地域密着型サービス

の事業所および居宅介護支援事業所に対する実地指導を実施しています。実地

指導では、主に運営・サービス・会計の３項目について確認し、改善すべき事

項があれば書面等で指摘をした上で、後日改善報告書の提出を求めています。 

なお、東京都が施設サービス＊の事業所などに対して行う実地指導に市の職員も

同行し、検査の流れや確認のポイント等を見て学ぶことにより、スキルアップ

を図っています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

地域密着型サービスの事業所を中心に引き続き実地での指導を行っていきま

す。また、実地指導に加え新たに書面指導等を行うなど、利用者に適正で良質

なサービスが提供されるよう、検査・指導の内容を充実・強化していきます。 

なお、適正な指導を行うため、実地指導にあたっては、引き続き東京都福祉保

健財団に委託し、指導の際の助言を求めていきます。 
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８‐(３)‐74．第三者評価システム＊の普及・促進（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

利用者への情報提供を進めるとともに、事業所のサービスの質の向上に向けた

取組を支援することを目的とした「第三者（評価機関）評価」を実施する場合、

対象となる事業所に対して評価費用を助成します。また、助成対象とならない

事業所も含めて制度の周知を行うなど、第三者評価システムの普及・促進を図

ります。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

第三者評価受審費用の助成 ７事業所 ９事業所 

東京都の補助制度を活用して、市内に所在する認知症対応型共同生活介護事業

所を対象に、60万円を限度として第三者評価の費用を助成して、受審を促して

います。 

評価結果については東京都福祉保健財団が運営する「とうきょう福祉ナビゲー

ション（通称：福ナビ）」のサイトで確認することができ、市のホームページに

リンクを貼っております。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

引き続き評価費用の助成を行い、受審を促していくとともに、新たに開設する

補助対象の事業所に対して、補助事業の周知を図っていきます。 

また、介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ＊」を市内の各地域包括

支援センター＊に置き、介護保険を利用する市民向けに配布していますが、第三

者評価に関するリーフレットも同時に渡すことで、介護サービス事業者に関す

る情報を利用者により多く提供し、第三者評価システムを活用します。 

 

８‐(３)‐75．事業者連絡会等の開催（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

サービスの質の向上を目的として介護支援専門員＊の連絡会や各介護保険サー

ビスの事業者連絡会を開催し、情報交換、制度研究、外部講師による研修や学

習会等を実施します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

主任介護支援専門員連絡会 ３回 ２回 

介護支援専門員連絡会 ４回 ３回 

訪問介護事業者連絡会 ３回 ２回 

通所サービス事業者連絡会 ３回 ３回 

入所施設等事業者向け研修会 １回 １回 

訪問看護事業者連絡会 ２回 ２回 

情報交換や意見交換を行うほか、研修等を通してスキルアップを図ることによ

り、個人・事業者のレベルアップと適正かつ良質な介護保険サービスの提供に

つなげるとともに、地域のケア体制の充実に努めています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

介護支援専門員や事業者同士が情報交換を図ったり、市から集団指導や情報提

供を行ったりする場として、より有意義な会となるよう、引き続き事業者等の

協力を得た上で、継続していきます。 
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８‐(３)‐76．介護給付の適正化（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

東京都の「介護給付適正化計画」等を踏まえ、要介護・要支援認定＊の適正化や

ケアプラン＊の点検、介護給付費通知の発送等の取組を実施し、介護給付の適正

化と適切なサービスの確保に努めます。 

現状 

介護給付の適正化に向けては、下記の５つの取組を実施しています。 

 

【要介護・要支援認定の適正化】 

認定調査員や介護認定審査会*委員を対象とした研修等を実施しているほか、調

査票と主治医意見書の不整合な点等について、認定調査員や医療機関への確認

を行っています。 

 

【ケアプラン点検】 

効率的で効果のあるケアプランの点検を実施し、適切なプランの作成に向けた

支援を行っています。 

 

【住宅改修の点検等】 

改修内容の必要性や妥当性等を確認しています。 

 

【縦覧点検・医療情報との突合】 

東京都国民健康保険団体連合会に委託し、医療給付と介護給付の情報の突合を

行い、誤った請求や重複請求等の調整を行っています。 

 

【介護給付費通知の発送】 

 H30年度 H31年度 

南地区 2,615通 ―― 

北地区 ―― 3,609通 

※南地区（富士見町、柴崎町、錦町、曙町、高松町、羽衣町、緑町） 

※北地区（砂川町、栄町、若葉町、幸町、柏町、泉町、上砂町、一番町、西砂

町） 

サービス利用者や家族に対し、年１回介護給付費通知を発送し、給付費に対す

る理解を求めるとともに、請求内容の確認等に努めています。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

要介護・要支援認定の適正化については研修内容等の充実、ケアプラン点検に

ついては主任介護支援専門員＊連絡会と連携し実施回数を増やすなど、内容の充

実を図っていきます。また、住宅改修の点検等、縦覧点検・医療情報との突合、

介護給付費通知の発送については、内容の充実に努めながら継続していきます。 
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８‐(４) 広報活動の推進 

介護保険のサービスや市が行う高齢者サービスについて、その内容を分かりやすく高齢者や家族

に伝えていくため、サービスのしおり、情報誌および広報の特集号を定期的に発行するほか、市の

ホームページ等を活用して、情報の提供に努めていきます。 

 

８‐(４)‐77．サービスのしおり、情報誌および広報特集号の発行（主な担当課：介護保険課） 

基本施策 

の概要 

介護保険のサービスや市が行う高齢者サービスの利用方法・内容等の周知を図

り、サービスの利用を促進するため、サービスのしおり、情報誌および広報の

特集号を定期的に発行します。 

現状 

 

 H30年度 H31年度 

サービスのしおり（高齢者世帯） 約 31,000世帯 ―― 

広報特集号「介護保険のお知らせ」 
4月 25日号へ 

折込掲載 

4月 25日号へ 

折込掲載 

介護保険制度と高齢者サービスについての概要をまとめた「介護保険制度と高

齢者のサービスのしおり」を、３年に１回介護保険法が改正されるため、それ

に合わせて改訂版を作成し、65歳以上の高齢者がいるご家庭に配布しています。 

また、介護保険のサービスや高齢者サービスを利用するための手続きやサービ

スの種類・内容・費用などを具体的に説明した広報特集号「介護保険のお知ら

せ」を年１回作成し、市の広報紙に折り込んで、全世帯に配布しています。な

お、説明文等は大きめの活字を使用して、高齢者にも読みやすいように配慮し

ています。 

そのほかに、令和２（2020）年度は介護サービスに関する情報誌を発行し、更

なる周知を図りました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

令和６（2024）年に予定される介護保険法の改正内容を反映した「介護保険制

度と高齢者のサービスのしおり」の改訂版については令和５（2023）年度中に

作成して、周知を図っていきます。 

また、広報特集号「介護保険のお知らせ」については引き続き年１回作成して、

全世帯に配布していきますが、令和３（2021）年度に発行するお知らせにおい

ては、第８次高齢者福祉計画および第８期介護保険事業計画〔令和３（2021）

～令和５（2023）年度〕の内容をご紹介する予定です。 

また、介護サービス事業者ガイドブック「ハートページ＊」を市内の各地域包括

支援センター＊に配り介護保険を利用する市民向けに配布することにより、介護

サービス事業者に関する情報提供を充実させます。 
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８‐(４)‐78．ホームページによる情報の提供（主な担当課：介護保険課・高齢福祉課） 

基本施策 

の概要 

ホームページの活用による情報発信を積極的に行い、介護保険制度や高齢者サ

ービスの情報提供を進めます。 

現状 ホームページに介護保険サービスや高齢者サービスについて掲載しました。 

令和 3～5年度 

の方向・目標 

高齢者施策や介護保険事業について、ホームページにより情報の提供や啓発を

積極的に進めます。また、高齢者福祉介護計画における各事業・施策の評価結

果について、ホームページにより公表します。 

 


