
令和４年度第１回東松山市介護保険運営協議会会議次第 
 

令和４年７月２１日（木）午後２時 
東松山市総合会館４階 多目的ホールＢ 

 
 
 
１ 開 会 
 
２ あいさつ 
 
３ 議事 
 
（１）地域密着型サービス事業者の指定等について 
（２）令和３年度地域包括支援センターの実績報告について 
（３）第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗状況（実績）に 

ついて 
 
４ その他 
 
５ 閉 会 
 



 
 

 

 

地域密着型サービス事業者の指定等について 

 

 
１ 市外地域密着型サービス事業者の指定更新について 

 
市外に所在する下記事業所は、平成２８年３月から当市被保険者が利用しており、６年間

の指定有効期間が満了することから、当該期間の経過後も当市被保険者が利用を継続するた

め、指定更新申請がありました。 
当該事業所から提出された申請書類等を審査した結果、今後も適正な介護サービスの提供

が見込まれるため、下記のとおり指定を更新したことを報告いたします。なお、事業所所在

地市町村からは、指定について同意を得ています。 
 

記 
 
・事業所概要（りんごの歌 豊玉） 

事業所の名称及び所在地 
（名 称）りんごの歌 豊玉 
（所在地）東京都練馬区豊玉２－１９－１０ 

サービスの種類・定員 
（種 類）地域密着型通所介護 
（定 員）１０人 

申請者（法人）の名称 
及び所在地 

（名 称）株式会社 ウエルリソース 
（所在地）東京都練馬区豊玉中２－１５－９ 

申請者の代表者の 
氏名及び職名 

 代表取締役 安富 康晴 

更新後の指定有効期間  令和４年３月１日から令和１０年２月２９日まで 

 

 

２ 市内地域密着型サービス事業者の指定廃止について 

 
下記の事業者から、指定廃止に係る届出が提出されたことから、指定を廃止したことを報

告いたします。 
 

記 
・事業所概要（ライフタウン輝里） 

事業所の名称及び所在地 
（名 称）ライフタウン輝里 
（所在地）東松山市上唐子１５２３－１ 

サービスの種類 
小規模多機能型居宅介護 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 

介護保険運営協議会 
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申請者（法人）の名称 
及び所在地 

（名 称）株式会社ライフトータルサービス 
（所在地）東松山市新郷１８０－５ 

申請者の代表者の 
氏名及び職名 

 代表取締役 森谷 みどり 

指定年月日 平成３０年３月１日 

廃止年月日 令和４年４月３０日 

廃止理由 利用者減少による事業継続の困難 
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令和３年度 地域包括支援センターの実績報告について 

 
地域包括支援センターにつきましては、平成１８年４月に市直営１箇所で業務を開

始して以来、介護保険運営協議会（以下、運営協議会）における協議を踏まえながら、

地域での高齢者の生活を包括的に支える機関として、地域包括支援センターの段階的

な増設を図り、現在、当市高齢介護課内（直営）の他、市内５事業所に委託し、市内

地域包括支援センター運営業務を行ってきました。 

委託先は、社会福祉協議会（平成 18 年 10 月～）、松仁会（平成 19 年 10 月～）、敬

寿会（平成 22 年 4 月～）、若葉会（平成 22 年 4 月～）、アースサポート株式会社（平

成 28 年 4 月～）です。 

市内地域包括支援センター（直営 1委託 5の計 6箇所）で実施しました包括的支援

事業等について報告します。 

 

１）包括的支援事業等 

① 介護予防ケアマネジメント事業 

  対象者：要支援１・２の認定を受けた方（要支援者） 

基本チェックリストで生活機能の低下がみられた方（事業対象者）

内 容：介護予防・生活支援サービス事業（訪問型サービスや通所型サービ 

ス）を利用する方へのケアマネジメントを行っています。なお、一 

部を居宅介護支援事業所に委託しています。 

   ＊介護予防ケアプラン作成数（第１号介護予防支援）  

3,423 件《うち委託 735 件》、前年度 3,588 件《委託 820 件》 

 

② 総合相談支援事業 

高齢者やその家族等による介護や健康、医療、福祉等に関する悩みや相談に

対応（来所、電話、訪問等）し、関係機関や制度、サービス等につなぎ、継続

的に支援しています。 

相談内容としては、複合的な問題を抱えているケースが目立っており、関係

機関と連携しているケースが増えています。 

    ＊総合相談支援  延件数 9,424 件 （前年度 9,699 件） 

 

③ 権利擁護事業 

成年後見制度や高齢者虐待、消費者被害等の相談支援を行っています。 

高齢者虐待の相談支援では、前年度からの継続支援の方を含め市内で実数 

36 件となっています。 

＊権利擁護相談支援 実件数 376 件 （前年度 431 件） 

介護保険運営協議会 

資料２－１ 
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 ④ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

    個々の介護支援専門員（ケアマネジャー）やサービス事業所への相談支援を

行っています。 

＊ケアマネジャー等への個別支援件数 実件数 221 件 （前年度 181 件） 

  

⑤ 地域ケア会議の開催 

   ⅰ）自立支援型地域ケア会議（H30 年 10 月から実施事業） 

    ・市主催：月 1 回、原則第３木曜日、年 9 回計画し、6 回実施（5 事例）。 

（5～6月、及び 2月はコロナ禍の為中止） 

     出席者：事例提供者（居宅介護支援専門員、介護サービス提供各事業所）、 

専門職（理学療法士、作業療法士、歯科医師、管理栄養士、薬 

剤師）、埼玉県地域包括ケア総合支援チーム（アドバイザー）、 

第１層生活支援コーディネーター、各地域包括支援センター、 

高齢介護課 

     事例：要支援１・２、又は要介護        

   ⅱ）個別ケア会議  

・市、委託の各地域包括支援センターで随時開催 

   主催 17 回/年  

   事例：多問題を抱える人又は家族等、支援困難事例等 

       

⑥ 認知症関連事業 

   ⅰ）認知症地域支援推進員会議（推進員を兼務で配置）開催、出席 

     推進員活動（認知症サポーター小学生養成講座開催、介護者支援等） 

   ⅱ）認知症の人と介護者への支援（介護者家族への支援に含む） 

     ・認知症の人と家族の会との共催で介護者の集い（11 月 16 日）開催 

     ・認知症カフェへの協力参加 

 ⅲ）認知症サポーター養成講座の開催(対象：市民) 

   ・2 回開催、61 人養成 

  ⅲ-2）認知症サポーター小学生養成講座開催（令和元年度～） 

   ・市内７校（松山第一小、松山第二小、新宿小、高坂小、大岡小、野 

本小、青鳥小）546 人 

なお、唐子小、市の川小、桜山小、新明小は、コロナ禍の為中止 

    講座は認知症に対する正しい知識や認知症の方との接し方等を講話 

とスライド上映、クイズを取り入れて開催。 

    ⅳ）認知症初期集中支援チーム設置 

認知症地域支援推進員との連携（事例検討） 
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   ⅴ）認知症カフェへの参加協力 

    ・「市内における認知症カフェの広報に関する基準等について」定めに基 

づき申請のあった認知症カフェについては、一覧表（チラシ）を作成し、 

窓口、認知症カフェ、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、市 

民活動センター等へ配架。ホームページへ掲載。 

   ⅵ 世界アルツハイマー月間（9月）認知症啓発活動 

    ・市立図書館（9 月 15 日～30 日）：1 階ロビーに於いて認知症に関するパ

ネル展示やポスター掲示、資料配架、のぼり旗設置。また認知症サポー

ター養成講座（9月 28 日）開催。 

館内では、関連図書紹介、映画「ケアニン あなたでよかった」（9月 19

日）上映。 

各地域包括支援センターや保健センター、各地区活動センター、図書館、

市民病院等相談窓口掲載のチラシ入りティッシュを配布。 

 

⑦ その他 

   ⅰ）介護者支援（市内の介護者家族のグループへの支援） 

ⅱ）スマイルウォーキング（高齢介護課と共催） 

ⅲ）あんしん見守りネットワーク幹事会及び協力員研修への参加 

    ⅳ）地域包括支援センター長会議・連携会議の開催、出席    

ⅴ）介護保険運営協議会、認知症支援検討部会、たすけあい協議会への参加 

  各地区第 2層協議体への参加 

ⅵ）地域密着型サービス運営推進会議への出席 

    ⅶ）サロン、老人会等への出前講座 

 

２）指定介護予防支援事業 

 ○要支援１・２の方への介護予防支援事業 

要支援１･２の認定を受けた方へのケアマネジメントを行っています。 

地域包括支援センター職員が担当する他、一部は居宅介護支援事業者へ委託

しています。 

   ＊介護予防ケアプラン作成数   4,560 件《うち委託 1,480 件》 

前年度  4,367 件《うち委託 1,738 件》   

 



  令和３年度 各地区地域包括支援センター実績報告（一覧）

地域包括
支援センター名

総合福祉エリア
（社会福祉協議

会）

東松山ホーム
（松仁会）

年輪福祉ホーム
（敬寿会）

わかばの丘
（若葉会）

野本・松山地区
（5,197人）

アースサポート
東松山

（㈱アースサポート）

職員数
（職種、人数等）

R4.3月

 常 勤
（保健師１、社会
福祉士3、主任ケア
マネ１）
 非常勤
(ケアマネジャー1）

 
 常 勤
（看護師１、社会
福祉士１、主任ケ
アマネ１）

 
 常 勤
（看護師１、社会
福祉士２、主任ケ
アマネ１）

 
 常 勤
（保健師１、社会
福祉士2、主任ケア
マネ１）

 
 常 勤
（看護師１、社会福
祉士１、主任ケアマ
ネ１）

担当地域
（高齢者人口：人）

R4.3末人口

松山地区
（6,747人）

唐子・松山地区
（4,703人）

大岡地区・平野地
区（4,835人）

高坂地区・高坂丘
陵地区（5,425人）

地
域
支
援
事
業
 
包
括
的
支
援
事
業

総合相談支援業務

・相談件数
延1,748件
実568件

延722件
実303件

延2,396件
実490件

延1,687件
実416件

延1,844件
実210件

・実態把握調査 182件 11件 25件 40件 9件

権利擁護業務

延59件
実10件

延21件
実3件

・相談件数
(虐待関係)

延57件
実26件

延120件
実28件

延188件
実7件

延18件
実9件

・相談件数
(成年後見等関係)

延37件
実16件

延10件
実7件

延36件
 実9件

延39件
実14件

包括的・継続的ケアマネジメント業務

・ケアマネ
ジャー等の個別
支援・相談支援

延27件
実22件

延67件
実22件

延230件
実39件

延101件
実31件

延153件
実26件

介護予防・日常生活支援総合事業

・介護予防ケア
マネジメントケ
アプラン作成数
（内、再委託）

838件
(91）

481件
（59）

521件
(24)

527件
(20)

567件
(52)

指
定
介
護
予
防

支
援
事
業

介護予防給付（サービス提供⽉＝Ｒ３年４⽉〜Ｒ４年３⽉）

・介護予防給付
ケアプラン作成
数
（内、再委託）

1,005件
(70)

630件
(198)

652件
(108)

701件
(63)

664件
(133)

資料2−２
介護保険運営協議会

R4.7.21



そ
の
他
事
業

●野本地区第2層協議体
　ベンチプロジェクト

●松山地区第2層協議体
　散歩でパトロール

第
2
層
協
議
体

活
動

●松山地区第2層協議体
　散歩でパトロール

●唐子地区第2層協議体
●大岡地区第2層協議体
●平野地区第2層協議体

　移動販売

●高坂地区第2層協議体
　あずま町在住の高齢者
●高坂丘陵地区第2層協
議体

令和3年度　地域包括支援センター実績報告(一覧）

●オレンジカフェルロア
（4/21・10/20・11/17）

●松山第一小学校
　(7/14)
●新宿小学校
　(10/19)

●青鳥小学校
　(1/18)

●松山第二小学校
　（10/15)
●大岡小学校
　(11/17)

●高坂小学校
　（11/2)

●野本小学校
　（12/1）

介
護
者
家
族

へ
の
支
援

認
知
症
カ
フ

ェ

へ
の
支
援

●たから薬局
(11/17・1/19）

認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー

養
成
講
座

(

小
学
生
向
け

)

9月25日
（大岡コース）

3月12日
（高坂丘陵コース）

11月20日
（野本コース）

そ
の
他

●令和3年度あんしん見守りネットワーク研修会　　(10/14)

ス
マ
イ
ル

ウ
ォ
ー

キ
ン
グ

10月16日
（松山コース）

6月26日
（唐子コース）

●「65歳からのフレイル
予防」研修会
(10/30）

認
知
症
の
理
解

と
予
防

●市内地域福祉コーディ
ネーター
（12/28）

アースサポート東松山

●比企(東松山市)介護者のつどい　　　(11/16)

地域包括
支援センター名

総合福祉エリア 東松山ホーム 年輪福祉ホーム わかばの丘

地
域
支
援
事
業
　
包
括
的
支
援
事
業

・サロン、老人会活動等 (テーマ別）
※民協：民生・児童委員協議会

出
前
講
座

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ｰ

に
つ
い
て

●体操体力測定（市民
活動センター）
　（6/7）
●向台サロン
　（6/23）
●ハッピー体操サポー
ター養成研修
　(11/29）
●支えあいサポーター
　(1/28）
●東松山市手話通訳者
　(3/23)

●民児協・高齢者福祉
部会
（5/14）
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       令和３年度 認知症キャンペーン実施報告書 

◎令和 3 年度 認知症サポーター小学生養成講座（開催の様子） 

・市内小学校（4 年生以上） 11 校より希望あり、7 校実施（サポーター485 人養成） 

・令和 3 年 7 月～1 月開催 （4 校は、コロナ禍の為、中止） 

 

   

   

 

（表面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（裏面） 

      （参考：一般用のサポーター証） 

 

 

 

 

 

     

 

介護保険運営協議会 

資料２－３ 

R4.7.21 

参考資料 

＊令和 3 年度 講義「認知症サポータ

ー小学生養成講座副読本」、スライド

「みんないつかは年をとる（認知症本

人編）埼玉県作成」やクイズ形式を取り

入れ開催しています。 

＊受講者には、「認知症サポーター証

（キッズサポーター）」を配布していま

す。 
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◎令和３年度世界アルツハイマー月間にあわせた認知症啓発活動について 

・市立図書館（9 月 15 日～30 日） 

1 階ロビーに於いて認知症に関するパネル展示やポスター掲示、資料配架、のぼり旗設置 

認知症サポーター養成講座（9 月 28 日）開催 

  館内では、関連図書紹介、映画「ケアニン あなたでよかった」（9 月 19 日）上映 

 

 ・各地域包括支援センターや保健センター、各地区活動センター、図書館、市民病院等相談窓 

口掲載のチラシ入りティッシュを配布。 

 

・広報９月号に掲載 

 

 

（市立図書館での様子） 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

認知症のご本人、介護を

するご家族からメッセー

ジをいただきました。 

パネル展⽰を⾒た感想を⾃由に書いていただくボードには、「認知症の人や家族の⽣の声が知れてよかった」「ひ

とりひとりの個性があるから仲間はずれにしたくない（小学⽣）」などの感想が寄せられました。 



令和 3 年度 東松山市自立支援型地域ケア会議について 

～実施状況と事例をとおした助言や課題、ふり返り（抜粋）～ 

 

１ 実施状況 

１）開催状況 

 回数 事例件数 会議形式 

R３年度 ６ ５ ＷＥＢ 

 

２）事例対象者性別 

性別 男 女 合計 

人数 ２ ３ ５ 

 

３）事例対象者年代別 

年齢区分 ５０歳代 ６０歳代 ７０歳代 ８０歳代 ９０歳代 合計 

人数 ０ ０ ２ ０ ３ ５ 

 

４）事例対象者介護度別 

介護度 事業対象者 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 合計 

人数 ０ 1 ２ ２ ０ ５ 

 

５）事例対象者世帯状況 

形態 独居 高齢者世帯 子と同居 その他 合計 

人数 ２ ３ ０ ０ ５ 

 

２ 専門職からの助言 

【理学療法士】 

・1 日の生活（食べる・寝る以外の時間どんなことをして過ごしているのか）を本人に確認してみるとよ

い。 

・本人がどんな生活を希望されているか、在宅生活での限界点、家族が介護できる範囲等、長い目で見て

話し合えるといい。 

・DS で自主トレや座ってできる調理方法など提案してもらうのはどうか。 

・認知症の評価スケールとして DASC-21 がある。一項目 4 点満点の検査で 1、2 点は可逆性だが、3 点以

上は戻るのが難しい。日常生活や見当識等色々な項目があるので、DS や CM が定期的につけて、家族に

説明するためのツールとして使用してほしい。 

・在宅生活を続けるために、緊急通報システムや徘徊高齢者見守りサービスを検討してはどうか。 

・最期をどう迎えたいかを今から関係者の中で考えていく必要がある。 

・興味関心チェックシートを本人と読み返して、本人のやりたいことを見つけてほしい。社協などの社会

資源を活用して本人の願いを叶えてほしい。 

介護保険運営協議会 

資料２－４ 

R4.7.21 

参考資料 



（チャットでの情報提供）自宅でできる運動として、「ご近所型介護予防プログラム集」（県作成）の 30・

31 ページを参考に、足の筋力増強運動として、本人やリハビリの方と検討する際に使用。 

【歯科医師】 

・入れ歯用の歯ブラシがある。歯の部分や内面をブラシで磨いていただくとより清潔を保ち、誤嚥性肺炎

を予防できる。 

・顎の筋力低下に対し、口の周りの筋力トレーニングをしてもらうといい。 

・部分入れ歯は入れていないと入らなくなることもある。 

・噛めるようになると体のバランスも良くなる。 

・噛むことで脳への刺激となり認知症予防となるので、噛むことを意識して食べてほしい。 

・入れ歯が壊れる原因として、洗浄の際に洗面台に落として割れてしまうことがよくあるので、気をつけ

てほしい。 

・肺炎予防として、口腔内、舌、頬の内側のばい菌を洗口液ですすぐのも良い。 

・滑舌トレーニングなど訓練メニューのリーフレットは、埼玉県歯科医師会ホームページの一番下から

ダウンロードできるので参考にしてほしい。 

【薬剤師】 

・薬の自己管理が難しい方は、訪問看護で残薬を確認できるといい。 

・代表的な認知症薬アリセプトは効果が出ているか判断する必要がある。認知症薬は多剤併用が望まし

くないので、介護指導や生活環境の改善が薬より優先されるので検討してほしい。症状が悪化して幻覚

や妄想が出てきたら、気分安定剤や向精神薬などを検討する必要がある。 

【管理栄養士】 

・水分でむせやすい場合、とろみ剤を使用するなどの工夫を。パンはスープに浸すと飲み込みやすい。 

・たんぱく質は筋肉維持強化に必要。朝・昼・夕できれば 2 品。朝は乳製品や牛乳をプラスして。たんぱ

く質の必要量は体格によって違うが、男性だと１日 60g は必要。毎食 20ｇずつ摂らなければならない。

たんぱく質を効率的に摂るには、魚介類が良い。毎食缶詰でいいので食べてはどうか。魚肉ソーセージ

は常温保存でき、8g 前後のたんぱく質がある。 

・いろんな工程のある調理ではなく、レトルトや缶詰、冷凍食品を利用してみるのもひとつ。電子レンジ

を活用するのもいい。 

・認知症が進むと食事が不規則になることもあるため、訪問介護を活用した作り置きおかずや配食サー

ビスで対応してはどうか。 

・口の渇きは薬や塩分摂取量が影響している。まとめて水分を摂ると心臓や腎臓に負担になるため、食事

やおやつの時にコップ一杯ずつ摂るようにしてほしい 

・半年で体重２～３㎏減の要因として、カロリー(食事量)が少ないことが考えられる。カロリー摂取の

為、マヨネーズで和えたり、うどんを炒めたりなど油を使ってほしい。既製品でも良いので、コロッケ

や唐揚げなどの揚げ物を食べてほしい。 

・食事量に水分量は比例する。酒量は水分量に含まない。 

【生活支援コーディネータ―】 

・家の中でもできる運動がある。社協ホームページから「おうち時間プログラム」という動画がみられる

ので活用してほしい。 



・針仕事に興味がある方であれば、家でできるボランティアとしてぞうきんを作って寄付してもらい、助

け合い活動や災害時に活用したりしている。 

・市民福祉センターのマシンや体育館でのハッピー体操、福祉センターのソラーナタイム、脳トレ、ボッ

チャに参加するのはどうか。 

・認知症が進行した際に、社協の福祉サービス利用援助事業や成年後見センターを利用してはどうか。 

・地域のサロンへ参加したいなど社協の手話派遣サービスが派遣できない時に、ボランティアセンター

に登録した手話養成講座の卒業生を派遣できるようにしたいと思っているので、要望があれば教えて

ほしい。 

・自宅でできる活動として、PC を使って市や社協で配信した動画を視たり、社協で脳トレプリントを配

布しているので活用してほしい。 

【地域包括支援センター】 

・病気が急変した場合、意思伝達ができないと思うので、どこまで治療してほしいかが分からないだろ

う。私の意思表示ノートを活用して CMは ACP を進めてほしい。私の意思表示ノートが医療機関でどこ

まで有効かは分からないので、出来れば尊厳死宣言公正証書などの作成を徐々に進めていくのも良い

のではないか。  

・福祉用具は一度借りてしまうと借り続けてしまう傾向がある。状態に応じて必要性を見直していく必

要がある。 

・自動車運転事故防止の対応の一つとして、県の免許センターの適性診断窓口で診断してもらったケー

スがある。シミュレーションを基に助言をもらえるので、診断してもらうのも一つである。                       

・本人の役割を継続することが家族の介護負担の軽減にもつながる。 

・現状はサービスが入って生活が安定していても、年一回、担当者会議等でこれからの生活をどうしてい

けばいいかを話し合った方がいい。 

・部屋内はもちろん、寒暖差が激しい廊下、トイレ、浴室も 24時間暖かくしてほしい（屋内でも室温差

に注意する。）   

・行政への要望。コロナ禍や呼吸器疾患等のために外出したくてもできない高齢者が多いのではないか。

行政は web 等を利用して、外出ができない方々がコミュニティーに参加できるような場を作ってほし

い。 

【県アドバイザー】 

・リハビリはサービス提供という形だけにとらわれず、日々の暮らしの中の活動量の中でどうやって元

気に過ごせるようにするか、ということをリハビリの職員と一緒に相談してほしい。 

・目標を数字で決める。1 日○○歩、1日〇分間どの家事をやる等。 

・調理方法を指導できるような訪問栄養があるといい。 

【保険者】 

・老々介護にどのように対応していくかが課題。 

・状況が変化したときに、どのように対応するかを想定しながら支援していってほしい。 

・市民向けに座談会を開催したが、ACP や人生会議を知らない方が多かった。今後、周知していく必要を

感じるため、専門職の方からも広めていってほしい 

・コロナ禍により外出機会の減っている高齢者に対し、保険外のサービスでできることを課内で検討し



ていきたい。 

 

３ 地域課題について  

〈課題１：独居高齢者、高齢者世帯の増加〉 

【歯科医師】 

・以前、介護認定を持たない独居の方が死亡して、警察から身元確認の依頼があった。認定にかかわら

ず独居の場合は、適宜訪問してもらった方がいいのではないか。川越市では、年に一回、側溝掃除に

参加してもらうことで高齢者の身元確認をする取り組みをしている。体調が悪く参加できない場合

は、黄色い布を掲げておいてもらうようにしていた。独居の方に対しては、頻繁な連絡や訪問が大切

である。 

・高齢者は肺炎が一番怖い。口腔内を清潔に保つことは健康寿命につながるので、アドバイスしていっ

てほしい。 

【生活支援コーディネーター】 

・何かあった時に支え合いサポートを利用したいと 83歳の方から連絡があった。登録してもすぐにサ

ポーターが対応できるかは分からないが、他につなぐこともできるので、このような登録の仕方も参

考にしてもらいたい。 

【地域包括支援センター】 

・高齢者世帯や独居世帯は民生委員が回って、包括へ連絡をくれるケースが多くある。包括がすべて訪

問できるといいが難しい。元気な時は黄色いタオルを出すという取り組みを他市町村では聞いたこと

がある。東松山市でも何か対策ができたらと思う。ただ、それが独居の方に伝わるかという問題はあ

る。認知症で伝わらないということもあるので、やってほしい人に限って難しいかもしれない。  

 

〈課題２：今度の生活をどのように送りたいか、人生の最期をどのように迎えたいか、本人や家族

の意向を確認することがケアマネジメントにおいて重要〉 

【地域包括支援センター】 

・私の意思表示ノートは、緊急時に記載通りに行っても法的に問題ないのか。 

→昨年 12 月、樺沢医師による ACP・意思表示ノートについての住民への講演があった。意思表示ノー

トに記載することで医師と共有できると話していたので活用してほしい。(包括ケア推進室) 

・私の意思表示ノートに医師が署名してくれるのか。CM だけではなく、医師にも周知していかなければ

意味がないのではないか。 

→ある医師は署名しますと言っていたが、医師によって温度差があると思う。医師にも積極的に周知

し、患者さんが持ってきたときにスムーズに署名してもらえるようにしていきたい。多職種の方から

意思表示ノートを紹介してもらい、活用していってほしい。在宅医療連携拠点(比企医師会に委託)で

も意思表示ノートの普及を進めている。比企医師会とも連携して普及に努めたい。（包括ケア推進

室） 

・有料老人ホーム入所の際、尊厳死宣言公正証書を作成しているか聞かれることが多いので、意思表示

ノートではなく、公正証書が良いと思う。東松山市成年後見センターを中心に司法書士などを講師に

呼んで、CM だけではなく医師や医療機関を踏まえた定期的に研修会を行うと効果的だと思う。 



 

【薬剤師】 

・薬局勤務では、患者の実際の生活までは分からない部分が多いので、このような会議に参加すると薬

剤師としてもっと参加できることがあるのではないかと思う。ACP については市の会議で進めている

ので、連携して進めていきたい。 

【地域包括支援センター】 

・意思表示ノートは、独居高齢者、高齢者世帯では緊急時に役立つと思う。包括でも周知していきた

い。 

 

〈課題３：コロナ禍による外出・活動機会の減少〉 

【生活支援コーディネーター】 

・最近はいろいろなところで活動が再開している。活動する中での不安などを質問されるため、他の取

り組みを紹介している。 

・『いきいきパスポイントカード』を様々なところで見かけるので、多くの方が活用していると思う。

いろいろな活動に参加しているという点で効果が出ていると思う。 

・サロン活動がコロナ禍でも再開し始めているので、周知していきたい。 

【作業療法士】 

・自宅でできる体操や他市町村ではオンライン教室を開催している。いろいろな取り組みをやっていく

中で難しい点が出てくる。単体では解決できなくても、このような場で多職種が連携すれば解決でき

る。このような取り組みが違う場面で活かされたり、事業所同士のつながりになったりすることは良

いことだと思う。 

 

〈課題４：WEB 形式でのスムーズな会議進行、より効果的な会議の開催〉 

【地域包括支援センター】 

・『１会議あたり 2事例へ』について。ケア会議 3か月後、または半年後に評価会議をふまえて過去の

事例をふり返ることがより効果的だと思う。市内の CM全員が行うことによって自立支援の取り組み

方について身をもって学ぶことができる。 

→助言者としても事例をふり返ることは良いと思う。助言がどのように活かされたか分かると、スキ

ルアップになる。 

→昨年度まではふり返りとして CMからのアンケートをとっていたが、今回意見をいただいたので、

今年度からは 2事例のうち 1 事例をふり返りの事例とするなど検討していきたい。（地域包括 G） 

 

〈まとめ〉 

【保険者】 

・ケア会議の進め方（ふり返り）について意見があったので、検討していきたい。 

・第 9期計画作成の年度なので、みなさんからいただいた意見を反映していきたい。 

【埼玉県地域リハ・ケアサポートセンター】 



・地域課題や事例から見えた課題を議論する場をケア会議時や他の時間に設けることが他市町村を含め

て多くみられる。助言者や包括はもちろん CM や事業所など多くの関係者が一堂に会して議論できる

場があるというのは良いと思う。市から提示された４つの課題を踏まえて議論できたのは良かったと

思う。 

【アドバイザー】 

・具体的な提案が多く良かった。 

・ケア会議をやってきたからこその次のステップをどうするか。 

・ケア会議が市民に役立っているかが大切。埼玉県 63市町村中 61 市町村が自立支援型地域ケア会議を

行っている。 

・サービスを提供している CMや事業所だけの問題ではなく、保険給付以外のところをどうするかが課

題。DS が楽しみの毎日ではなく、プライベートでの 1 か月後、3か月後の楽しみを考えることが大切

である。柔軟な議論が必要である。 

・軽度なうちに自立に向けて応援をする。介護給付の中だけでは限界があるので、すべての資源を活用

しながら介護給付を受けていない日も応援する体制を整えていくべきである。 

・課題を解決する場、多職種で議論する場に地域ケア会議がなっているか。 

・今年度からは CMと事業所に行動変容を求めるのではなく、本人の行動変容や家族の介護負担軽減、

支援者のスキルアップ、保険給付以外を通じた支援を考えていくことで、先の暮らしが豊かになるの

ではないか。 

・CM は自分が出した事例が少なくとも 1年後どうなっているかふり返るのが大切。本人に伝えてからの

1 か月がキーとなり、3か月一緒に取り組んでみて、どう支援していったらよいかを考えていく。半

年後や 1 年後の具体的な目標を設定し、支援していく必要がある。 

・様々な資源をみんなが知り、半年後や 1 年後に本人がどうなりたいかを大事にしながらケア会議に臨

んでほしい。 
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H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

地域密着型サービス
帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

1,687,492,995 1,806,948,748 1,911,517,771 1,957,877,913 2,031,467,354 

1,904,329,000 
1,741,690,000 1,760,429,000 

1,819,234,000 
2,204,165,000 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

施設サービス 帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値
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100,244,075 106,243,688 
117,994,610 

141,757,970 
145,651,529 145,138,018 70,711,000 

73,690,000 

120,000,000 126,000,000 

138,600,000 
149,854,254 

0
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

高額介護サービス費
帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

179,854,172 
177,957,506 181,554,530 

188,457,824 

195,026,857 
168,629,603 

147,805,000 150,375,000 
190,000,000 

200,000,000 203,000,000 

174,267,919 
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

特定入所者介護サービス費
帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

12,781,457 
15,131,357 15,912,674 

20,001,457 
23,199,566 22,929,189 9,532,000 9,754,000 

17,000,000 

19,000,000 

21,000,000 

27,000,000 

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000
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H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

高額医療合算介護サービス等費 帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値
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3,253,360 3,257,360 
3,497,360 3,616,960 3,660,200 3,883,440 

6,397,000 

7,165,000 

4,000,000 
4,400,000 4,800,000 

4,200,000 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円

審査支払手数料
帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

4,843,040,695 
5,092,934,596 

5,446,253,196 
5,802,751,304 5,914,744,066 

6,144,906,790 

5,071,698,000

5,348,837,000

5,581,144,290

5,935,882,126

6,305,212,605 6,348,270,173

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

4,500,000,000

5,000,000,000

5,500,000,000

6,000,000,000

6,500,000,000

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円
保険給付費 合計

帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値

234,850,843 

312,417,512 321,477,702 344,026,200 343,950,314 334,726,174 

338,173,000 358,017,000 366,722,000 
375,803,000 385,173,000 

365,691,000 

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度

円
地域支援事業費 帯グラフ：実績値

折れ線グラフ：計画値
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第４章 地域包括ケアシステムの充実に向けた取組 

第１節 介護予防と社会参加の促進 
みんなきらめけ!!ハッピー体操」をはじめとする介護予防事業や、いきいきパス・ポイ

ント事業など、これまで取り組んできた事業を発展させ、高齢者の多様性や自発性を尊重

する高齢社会の実現に向けて、高齢者自らが社会的役割を見いだし、社会の一員として貢

献し、自己実現に結びつく活動に対して支援できるよう、介護予防や健康づくりを推進し、

社会参加を促進します。 

 

１－１ いきがいづくりの支援 

高齢者がいつまでも元気に自分らしく暮らしていくために、いきがいづくりと社会参加

を促進します。地域における通いの場である高齢者向けサロンやシニアクラブなどの活性

化を促すとともに、健康で働く意欲のある高齢者の就労機会の確保を図ります。 

 

【主な事業と取組】 

①いきいきパス・ポイント事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

奨励品交付 

申込者数（人） 

― ― 1,300 1,350 1,400 1,450 

実績⇒ 466 681   

 

②シニアクラブ事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

シニアクラブ数 
76 74 73 73 73 73 

実績⇒ 73 71   

会員数（人） 
4,257 4,190 4,013 4,050 4,100 4,150 

実績⇒ 4,013 3,728   

 

  

6



 

 

 

③シニアボランティア支援事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

登録者数（人） 
458 492 500 520 550 580 

実績⇒ 509 520   

活動箇所数 
94 101 105 110 115 120 

実績⇒ 101 103   

 

④通いの場の充実 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

高齢者サロンの

数 

80 83 83 84 85 86 

実績⇒ 83 83   

 

⑤シルバー人材センター補助事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

会員数（人） 
682 668 670 686 702 720 

実績⇒ 684 703   

 

１－２ 健康づくりや介護予防の推進 

運動、栄養、口腔などについて、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の観点か

ら、本市の高齢者のフレイル（注）状態を把握した上で効果的な健康づくりや介護予防を推

進し、健康寿命の延伸を図ります。 

 

（注）フレイルとは、要介護状態に至る前段階として位置づけられますが、身体的脆弱性のみならず精

神・心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立障害や死亡を含む健康障害

を招きやすいハイリスク状態を意味します。 
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【主な事業と取組】 

①みんなきらめけ!!ハッピー体操の普及 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

体育館 

プログラム 

参加者数 

（延人数） 

12,876 11,681 2,200 3,000 5,850 11,700 

実績⇒ 3,902 8,071   

サロン 

プログラム 

参加者数 

（延人数） 

26,399 24,024 5,600 8,000 12,000 24,000 

実績⇒ 6,315 8,864   

マシン 

プログラム 

参加者数 

（延人数） 

4,759 4,451 1,800 2,500 3,500 4,500 

実績⇒ 2,408 4,776   

サポーター 

養成者数 
15 12 3 6 9 12 

実績⇒ 3 8   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度以降、一部事業の休止や定員の縮小を行いながら

目標を設定しています。 

 

②介護予防教室の開催 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

いきいき生活教

室参加者数 

（延人数） 

230 194 45 100 175 250 

実績⇒ 143 256   

かんたん料理教

室参加者数 

（延人数） 

148 135 75 100 125 150 

実績⇒ 46 117   

にこにこ健康教

室参加者数 

（延人数） 

793 747 90 200 400 800 

実績⇒ 79 104   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度以降、一部事業の休止や定員の縮小を行いながら

目標を設定しています。 
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③市民健康増進センター管理運営事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

年間利用者数 

（延人数） 
108,595 94,227 24,000 50,000 75,000 100,000 

実績⇒ 29,518 45,733   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度以降、一部事業の休止や定員の縮小を行いながら

目標を設定しています。 

 

 

第２節 相談・支援体制の充実 

まちづくりや地域包括ケアシステム構築の中核となる地域包括支援センターを中心に市

民の様々な相談への対応や課題の解決を図る相談窓口を充実させ、高齢者のみならず、障

害児者、子育て家庭、生活困窮者等の相談等も身近な地域で受けられるよう関係機関が連

携し対応します。 

 

２－１ 地域包括支援センターの機能強化 

地域包括支援センターの業務には、総合相談支援事業、介護予防ケアマネジメント事業、

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業及び権利擁護事業等の事業があります。多職種

協働による個別ケースの地域ケア会議等を通じたケアマネジメント支援等を充実させ、地

域課題の発見、地域資源の開発と組織間や専門職種間のネットワークの強化等を通じて、

高齢者の自立支援に資する機能をより高めていきます。 

 

【主な事業と取組】 

①地域包括支援センター運営事業 

地域包括支援センターの運営や活動に対する点検や評価を実施し、適切な業務運営に

つなげます。また、市民の身近な総合相談機関として、各地区の民生委員・児童委員や

介護サービス事業所、障害福祉や生活困窮等相談支援機関等との連携を強化するととも

に、生活支援コーディネーターなどと連携し、地域の支え合いの仕組みづくりを進めま

す。 
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②総合相談支援事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

相談延件数 
8,456 9,604 10,000 10,100 10,200 10,300 

実績⇒ 9,699 9,424   

 

③介護予防ケアマネジメント事業 

事業対象者や要支援者に介護予防サービスや総合事業などが効果的に提供されるよう

必要な支援を行います。それぞれの方の自立支援や重度化予防、ＱＯＬの向上につなが

るようなマネジメントの視点で取り組みます。 

 

④包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

介護支援専門員

等相談延件数 

560 840 900 1,000 1,050 1,100 

実績⇒ 560 770   

 

⑤地域ケア会議の開催 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

地域ケア 

推進会議（回数） 

3 2 2 2 2 2 

実績⇒ 1 2   

地域ケア 

個別会議（回数） 

25 16 20 20 20 20 

実績⇒ 11 17   

自立支援型地域

ケア会議（回数） 

5 7 5 9 9 9 

実績⇒ 4 6   

 

２－２ 安心・安全に暮らせる地域づくりの推進 

高齢者が一人暮らしや認知症であっても、住み慣れた地域で生活が継続できるよう地域

での見守りやサポート体制を充実させます。また、近年の災害発生状況や新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大を踏まえ、国や埼玉県、関係団体との連携協力の下、安心で安全に

暮らせる地域づくりを目指します。 
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【主な事業と取組】 

①高齢者世帯調査の実施 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

一人暮らし 

高齢者世帯数 

3,111 3,221 2,762 2,860 2,945 3,034 

実績⇒ 2,766 2,838   

高齢者のみ 

世帯数 

3,792 3,939 2,830 2,940 3,051 3,167 

実績⇒ 2,867 3,061   

※調査対象年齢について、それまで 65 歳以上だったものを令和 2 年度から 70 歳以上に引き上げました。 

 

②あんしん見守りネットワーク事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

見守り 

対象者数 

35 33 38 43 48 53 

実績⇒ 39 38   

協力事業所数 
67 69 73 78 83 88 

実績⇒ 68 73   

 

③避難行動要支援者支援制度の推進・福祉避難所の開設 

本市では、令和元年東日本台風の記録的な豪雨により700棟を超える家屋が浸水するな

ど甚大な被害が発生しました。国や埼玉県、関係団体との連携協力の下、この経験を教

訓とした地域防災力の強化等に取り組み、安心で安全に暮らせる地域づくりを目指しま

す。 

自力で避難が困難な高齢者に対しては、情報の伝達や避難場所への誘導など、支援を

希望する人からの登録申請により作成した名簿を定期的に更新し、地域の支え合い・助

け合いにより支援するとともに、要支援者の避難場所や避難経路を個別に作成する個別

計画の作成を進めます。 

また、災害時に一般の避難所で避難生活を送ることが困難な高齢者等のために福祉的

配慮を行う福祉避難所の確保、増設を推進します。福祉避難所は、開設訓練を行い、有

事の際に備えます。 

 

④新型コロナウイルス感染症等の感染症対策 

新型コロナウイルス感染症は、本市においても感染者が確認され、市民の日常生活や

地域社会の様々な活動に深刻な影響をもたらしました。 

東松山保健所や比企医師会と連携し、感染症の状況に関する情報共有や検査等に関す

る支援体制の仕組みを整えていくとともに、様々な感染症から高齢者の生命や健康を守

るため、予防、感染拡大防止に必要な行動や知識についての普及啓発に取り組みます。 
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また、介護サービスは、要介護者、家族等の生活を支える上で欠かせないものであり、

新型コロナウイルス等蔓延下であっても、適切な感染防止対策を行った上でのサービス

提供が求められることから、関係機関との連携の下、介護サービスが継続的に提供され

る体制を確保していきます。 

 

２－３ 認知症施策の推進 

国の認知症施策推進関係閣僚会議でとりまとめられた認知症施策推進大綱に沿って、認

知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活が送れる社会を目指して、

認知症の方や家族の視点を重視しながら「共生」と「予防」を両輪として施策を推進して

いきます。そのため、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続ける

ことができるよう、認知症施策のさらなる強化に取り組んでいく必要があります。 

国の動向を注視しながら、様々な生活の場面で認知症の方とそうでない方が共生できる

地域づくりを念頭に認知症施策を推進します。また、若年性認知症や高次脳機能障害など

により認知機能障害のある方や家族に対する市民の理解を深めるための若年性認知症ガイ

ドブックを更新するとともに、本人や関係者等が交流できる居場所づくりの促進を図るた

め、障害者福祉所管課とも連携して、切れ目のない支援体制の充実を目指します。 

また、2020 年（令和 2 年）3月 31 日付けで公布・施行された埼玉県ケアラー支援条例の

基本理念に則り、すべてのケアラー(介護者）が健康で文化的な生活を営むことができる社

会の実現を目指します。 

 

【主な事業と取組】 

①認知症ガイドブック・若年性認知症ガイドブックの更新 

認知症の方やその家族に、認知症の状態に合わせて利用できる医療・介護サービスを

示した認知症ガイドブック（認知症ケアパス含む）・若年性認知症ガイドブックを更新し

ます。 

②認知症サポーター養成講座の開催  

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

一般講座 

受講者数 

189 272 20 50 100 150 

実績⇒ 0 61   

小学生向け講座

受講者数 

― 195 780 780 780 780 

実績⇒ 626 546   

累計延人数 
4,172 4,639 5,439 6,269 7,149 8,079 

実績⇒ 5,265 5,872   
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③世界アルツハイマー月間における認知症キャンペーン 

認知症に対する正しい知識と理解を促進することや認知症の方が生活しやすい地域社

会の実現に向けた活動を積極的に実施します。9月は強化月間として、「認知症の人と家

族の会」と連携し、啓発リーフレット等を配布する活動やパネル展示等を実施します。 

 

④認知症初期スクリーニングシステムの普及 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

利用者延件数 

（アクセス数） 

7,448 7,888 5,000 5,500 6,000 6,500 

実績⇒ 8,046 9,892   

チェック票配布数 
－ － － 200 200 200 

実績⇒ ※ 137   

※チェック票配布数は、令和３年度より集計開始。 

⑤認知症検診事業  

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

受診率（%） 
17.0 12.1 12.0 14.0 15.0 16.0 

実績⇒ 14.2 11.3   

⑥認知機能維持・向上事業  

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

回数 
－ － － 3 7 7 

実績⇒ ※ 4   

参加人数 
－ － － 20 40 40 

実績⇒ ※ 19   

※脳と体のげんき教室「なばな」は、令和 3 年度からの新規事業のため、令和 2 年度実績なし。 

 

⑦認知症地域支援推進員の対応力の強化 

市内すべての地域包括支援センターに配置されている認知症地域支援推進員が様々な

相談に対応できるよう定期的な会議を通して情報共有や事例検討を行う等、スキルアッ

プを図ります。 

認知症初期集中支援チーム員、関係機関との連携を強化し、相談支援を行うとともに、

地域の実情に合わせ、認知症の方と家族を見守り、支える地域のネットワークづくりを

進めます。 
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⑧認知症初期集中支援チームの活動 

認知症サポート医を中心とする「認知症初期集中支援チーム」の活動を通じ、医療や

介護につながっていない認知症の方やその家族を支援します。活動にあたり、認知症地

域支援推進員や関係機関との連携を図ります。 

なお、チーム員の設置、活動内容等については、介護保険運営協議会認知症支援検討

部会で検証します。 

 

⑨認知症の方と家族介護者への支援 

「認知症の人と家族の会」や家族介護者の集い・サロンと協力し、認知症の方と家族

介護者への支援を推進します。 

認知症地域支援推進員が中心となり、各地域の社会資源等を活用しながら、認知症の

方と家族、地域住民や専門職など、誰もが参加でき、認知症について気軽に意見交換等

ができる認知症カフェの充実等、継続的な支援を行います。 

また、埼玉県ケアラー支援条例第９条の規定により埼玉県が定めることとされている

介護者支援に関する推進計画について、埼玉県や関係機関と連携しながら取り組んでい

きます。 

⑩認知症ケア相談室の設置  

認知症家族介護者の相談窓口となる「認知症ケア相談室」を設置します。在宅で認知

症ケアをされている方に介護の方法等について支援します。相談内容により、若年性認

知症支援コーディネーター（埼玉県配置）や関係機関等と連携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症サポーター養成講座 

世界アルツハイマー月間における認知症キャンペーン 
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２－４ 権利擁護の推進・虐待防止の推進 

認知症などにより判断能力の低下した高齢者は増加しており、一人暮らし高齢者や高齢

者のみで構成される世帯も今後も増えることが予想される中、より一層の権利擁護に関す

る相談体制の強化や啓発を行い、高齢者が安心して暮らせるまちづくりを推進します。 

 

【主な事業と取組】 

①施設入所委託事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

措置入所者実人数  

（年度末） 

8 8 9 9 9 9 

実績⇒ 9 6   

 

②成年後見制度利用支援事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

成年後見人の 

市長申立て件数 

（高齢介護課） 

4 3 3 4 4 5 

実績⇒ 2 3   

後見人等の 

報酬助成件数 

（高齢介護課） 

4 6 11 15 19 23 

実績⇒ 8 11   

成年後見センタ

ー相談件数 

- 123 124 125 130 135 

実績⇒ 184 232   

 

③権利擁護支援事業 

高齢者等の相談窓口である地域包括支援センターでは、高齢者の人権を守るため、民

生委員・児童委員や関係機関などと連携し、成年後見制度の利用支援や虐待の早期発見・

防止及び対応を図ります。 

  

15



 

第３節 介護予防・生活支援サービスの充実 
介護予防・生活支援サービス事業を中心に、それぞれの地域や生活環境、心身の状況に

合わせたニーズを把握し、地域資源の発掘や開発を促進し、支援を必要とする高齢者の自

立に資するサービスを充実させていきます。 

 

３－１ 介護予防・生活支援サービスの充実 

介護予防・生活支援サービス事業やその他の在宅福祉サービスをさらに充実させ、高齢

者の心身の健康状態や生活機能に応じた暮らしが継続できるよう、きめ細かい支援を進め

ます。 

 

【主な事業と取組】 

①介護予防訪問介護相当サービス 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
24 22 23 23 23 23 

実績⇒ 23 24   

 

②訪問型サービス A（基準緩和型） 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
3 3 3 5 7 10 

実績⇒ 3 3   

 

③訪問型サービス B（住民主体による支援） 

住民主体の自主活動として生活援助等を行うサービスです。 

 本市では、社会福祉協議会が実施している支え合いサポート事業などの住民が主体と

なる活動が展開されています。また、生活支援体制整備事業では地域での支え合い活動

が検討されています。 

このような状況から、訪問型サービスＢの導入については、地域の現状を踏まえつつ、

引き続き検討します。 
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④訪問型サービス C（短期集中型） 

保健師や管理栄養士等による居宅での相談指導等を 3～6か月の短期間で行うサービス

です。 

自立支援型地域ケア会議において、高齢者の食と栄養の改善が地域課題としてあげら

れたことから、第８期計画期間中に、概ね3～6か月を目安に管理栄養士等が集中的にこ

れらの支援を行う短期集中型訪問型サービス（栄養改善・食支援）の創設を目指し、高

齢者の食と栄養を改善し、健康寿命の延伸を図っていきます。 

 

⑤訪問型サービス D（移動支援） 

介護予防・生活支援サービスと一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援であ

り、介護予防・生活支援サービス（通所型・訪問型サービス等）の整備状況や必要性を

踏まえて検討します。 

 

⑥介護予防通所介護相当サービス 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
39 39 40 40 40 40 

実績⇒ 39 38   

 

⑦通所型サービス A（基準緩和型） 

主に雇用されている従業者により提供される、又はボランティアが補助的に加わった

形により提供される、緩和した基準によるデイサービスで、サービス内容や人員・設備

等の基準を緩和したデイサービスとして、効果の期待できるサービス形態を検討し、実

施可能なものについては整備します。 

 

⑧通所型サービス B（住民主体による支援） 

体操、運動等の活動を行う住民主体の通いの場であり、第７期計画期間中は総合事業

という枠組みにとらわれず、各地区で実施されているサロンの開催地区や回数の増加を

推奨してきました。今後も引き続き、実施主体となる団体やボランティアについて検討

します。 

 

⑨通所型サービス C（短期集中型） 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

利用者実人数 
60 43 28 40 52 64 

実績⇒ 24 21   
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⑩寝具類洗濯等サービス事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

乾燥延件数 
698 647 496 550 600 650 

実績⇒ 534 493   

洗濯延件数 
39 27 16 20 24 28 

実績⇒ 15 20   

 

⑪緊急通報システム事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

利用者数 

（年度末） 

484 476 467 480 490 500 

実績⇒ 455 424   

 

⑫配食サービス事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

年間配食数 
24,139 25,879 30,336 32,000 33,800 35,500 

実績⇒ 31,247 33,069   

 

 

  

配食サービス食事内容 
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⑬訪問理美容サービス事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

利用登録者数

（年度末） 

64 63 81 90 100 110 

実績⇒ 79 99   

 

⑭紙おむつ給付事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

月平均利用者数 
575 616 630 496 508 520 

実績⇒ 645 493   

※令和 3 年度から、支給対象者を低所得世帯等の在宅高齢者等に変更します。 

 

⑮徘徊高齢者等家族支援サービス事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

月平均利用者数 
11 10 10 11 11 12 

実績⇒ 13 15   

 

⑯徘徊高齢者等 SOS ネットワーク事業 

東松山市を中心としたＳＯＳネットワーク協力委員と、地域住民との協力のもとに、

ＦＡＸ等を用いた連絡体制を構築し、徘徊高齢者等の速やかな発見・保護につなげます。 

 

３－２ 生活支援体制の整備 

生活支援体制整備事業や支え合いサポート事業など、高齢者の困りごとについて地域に

おける助け合い活動を促進します。その推進役として、たすけあい推進協議会及び各地区

第２層協議体を運営し、検討を進めると共に、生活支援コーディネーター及び地域福祉コ

ーディネーターの活躍を支援します。 

 

【主な事業と取組】 

①生活支援体制整備事業 

高齢者の日常生活を支援する体制を整備するため、第６期計画期間中に第１層（市全

域）の生活支援コーディネーターと協議体を設置し、全市的な生活支援ニーズの把握、

地域の通いの場であるサロンの拡充や支え合いサポート事業等の生活支援の担い手を増

やすための生活支援の担い手養成講座を開催しました。 

第７期計画期間においては、地域での支え合いの輪を広げるためのフォーラムの開催
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や、第２層の生活支援コーディネーター、協議体の設置を順次行い、地域における助け

合い活動の創出に向け、検討を重ねてきました。 

第８期計画期間においては、高齢者の支援ニーズとサービス提供主体のマッチングや、

地域に不足する助け合い活動の立ち上げ支援や活動の推進などを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②支え合いサポート事業 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

支え合いサポーター 

登録者数 

108 108 108 110 115 120 

実績⇒ 123 154   

 

３－３ 高齢者の居住安定に係る施策との連携 

高齢者が多様なニーズに応じた居住の場を選択できるようにするとともに、身体状況等

に応じて必要なサービスを受けることができる環境の整備やサービスの質の確保を図りま

す。 

高齢者の住まいの施策展開にあたっては、住宅施策と福祉施策との連携が不可欠である

ことから両施策を緊密に連携させ、総合的に進めていきます。 

  

 

20



 

 

 

【主な事業と取組】 

①サービス付き高齢者向け住宅 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
4 4 4 5 5 5 

実績⇒ 4 5   

定員 
190 190 190 250 250 250 

実績⇒ 190 250   

※5 事業所 250 人定員のうち特定施設入居者生活介護指定事業所は、4 事業所 221 人（令和 4 年 3 月時点） 

 

②有料老人ホーム 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
5 5 5 5 5 5 

実績⇒ 5 5   

定員 
315 315 315 315 315 315 

実績⇒ 315 315   

※5 事業所 315 人定員のうち特定施設入居者生活介護指定事業者は、4 事業所 268 人（令和 2 年 10 月時点） 

 

③養護老人ホーム 

養護老人ホームは、65歳以上の方で環境上の理由及び経済的理由により居宅において

の養護が困難な方が入所する施設です。入所後、社会復帰の促進及び自立のために必要

な指導、訓練、支援を行うことにより、入所者が持っている能力に応じ自立した生活を

営むことができるよう支援します。 

本市では当該施設はなく、第８期計画期間中も整備は見込みませんが、相談内容に応

じて対象者が市外施設を利用できるよう援助を行っていきます。 

 

④軽費老人ホーム（ケアハウスを含む） 

軽費老人ホームは、無料又は低額な料金で高齢者が入所し、食事、その他日常生活上

の必要な支援が受けられます。また、ケアハウスは、自炊できない程度の身体機能の低

下が認められる等の高齢者が入所し、各種相談、食事などのサービスが受けられます。 

本市では当該施設はなく、第８期計画期間中も整備は見込みませんが、相談内容に応

じて対象者が市外施設を利用できるよう援助を行っていきます。 

 

⑤生活支援ハウス 

生活支援ハウスは、一人暮らし高齢者や高齢者のみで暮らしていくことに不安を抱え

ている高齢者が入所し、介護サービスの利用の援助や地域住民との交流の場の提供、そ

の他生活上の相談などのサービスが受けられます。 

21



 

本市では当該施設はなく、第８期計画期間中も整備は見込みませんが、相談内容に応

じて対象者が市外施設を利用できるよう援助を行っていきます。 

 

⑥老人福祉センター 

現在、老人福祉センターは、「東松山市市民福祉センター」と「すわやま荘」の2か所

です。これらの施設は、高齢者がレクリエーション、教養講座、サークル活動を行い、

憩いの場として活用しています。 

今後もこれらの施設を活用し、高齢者のいきがい活動を促進します。 

 

⑦老人介護支援センター（在宅介護支援センター） 

地域包括支援センターの設置状況及び整備方針を踏まえ、第８期計画期間中において

は整備を見込みません。 

 

 

第４節 介護保険制度の適正な運営 
介護の必要な高齢者が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができる

ような支援、介護予防・重度化防止といった介護保険制度の理念を堅持し、質の高いサー

ビスを提供していくと同時に、制度の持続可能性の確保を目指します。また、保険者の立

場から介護給付を必要とする方を適切に認定し、真に必要なサービスを、事業者が適切に

提供できるよう、給付内容、実施事業等の点検・評価を行い、介護保険制度の適正な運営

を図ります。 

 

４－１ 情報発信・見える化の推進 

高齢者等の困りごとを解決するためには、困りごとをどこに相談すればよいか、また、

どんな支援が受けられるかなどの情報をわかりやすく発信することが重要となります。高

齢者が生活に必要な情報を有効に活用できるよう広報紙やホームページ等を通じた情報発

信・見える化を進めます。 

 

【主な事業と取組】 

①介護保険制度ガイドブック・リーフレットの発行 

介護保険ガイドブックや介護保険料リーフレットを発行し、市民への周知、理解促進

を図ります。また、制度が改正されるときは、速やかに広報紙やホームページ等を通じ

て周知を図ります。 
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②介護サービス情報の公表・介護サービス事業所一覧の発行 

介護保険制度は、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結

んでサービスの提供を受ける仕組みです。利用者の事業者選択の一助となるよう市内介

護サービス事業所一覧を発行します。 

また、利用者が事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶことができるよう構築され

た「介護サービス情報システム」の周知を行うとともに、事業者に介護サービス情報の

登録及び定期的な更新を行うよう周知を図ります。 

 

③出前講座の開催 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

回数 
20 21 5 10 15 20 

実績⇒ 5 10   

参加人数 
652 580 150 300 400 500 

実績⇒ 138 228   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和 2 年度以降、一部事業の休止や定員の縮小を行いながら

目標を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

介護保険ガイドブック・介護保険料リーフレット 

出前講座 
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４－２ 介護サービス基盤の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて必要となる介護サービスの確保を図るとともに、

家族支援を行うことで、十分に働ける人が家族の介護のために離職せざるを得ない状況を

防ぎ、希望する人が働き続けられる社会の実現を目指します。第８期計画期間における本

市の介護サービス基盤の整備については、地域医療構想における 2025 年（令和 7年）の介

護施設・在宅医療等の追加的需要等を踏まえ、次のとおり計画します。 

 

【主な事業と取組】 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
1 1 1 1 1 1 

実績⇒ 1 1   

 

②夜間対応型訪問介護 

夜間において、定期的な巡回による訪問介護サービス、利用者の求めに応じた随時の

訪問介護サービス、利用者の通報に応じて調整・対応するオペレーションサービスを行

います。本市では当該サービスは整備されていませんが、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護等、既存事業者からの相談に随時応じながら検討していきます。 

 

③認知症対応型通所介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
※1 ※1 - - - - 

実績⇒ 0 1   

※平成 30 年・令和元年：1 事業所休止中を含む 

 

④小規模多機能型居宅介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
3 3 3 3 3 3 

実績⇒ 3 3   
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⑤看護小規模多機能型居宅介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
- - 1 1 1 1 

実績⇒ 1 1   

 

⑥認知症対応型共同生活介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
8 8 9 9 9 10 

実績⇒ 9 9   

定員数 
111 111 129 129 129 147 

実績⇒ 120 126   

 

⑦地域密着型通所介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
※11 ※10 10 10 10 10 

実績⇒ ※10 ※9   

※平成 30 年：2 事業所休止中を含む 

※令和元年～令和 3 年：1 事業所休止中を含む 

 

⑧地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
1 1 1 1 1 1 

実績⇒ 1 1   

定員数 
29 29 29 29 29 29 

実績⇒ 29 29   

 

⑨地域密着型特定施設入居者生活介護 

入居定員が29人以下の介護付有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、サ

ービス付き高齢者向け住宅などが、入居している利用者に対して入浴・排せつ・食事等

の介護、その他必要な日常生活上の支援を行います。 

本市では当該サービスが提供される施設はなく、第８期計画期間中も整備は見込みま

せん。 
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⑩介護老人福祉施設 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

施設数 
3 3 3 4 4 4 

実績⇒ 3 4   

定員数 
290 290 290 390 390 390 

実績⇒ 290 390   

 

⑪介護老人保健施設 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

施設数 
2 2 2 2 2 2 

実績⇒ 2 2   

定員数 
184 184 184 184 184 184 

実績⇒ 184 184   

 

⑫介護療養型医療施設／介護医療院 

慢性疾患を有し、長期の療養が必要な方のために、介護職員が手厚く配置された医療

機関（施設）です。病状は安定していても自宅での療養生活は難しいという方が入所し

て、必要な医療サービス、日常生活における介護、リハビリテーションなどを受けるこ

とができます。介護療養型医療施設は、2023年度（令和5年度）末で廃止されることが決

まっており、新たな受け皿として2018年度（平成30年度）から介護医療院が創設されま

した。本市では、整備計画は見込みません。 

 

⑬短期入所生活介護（単独型） 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

事業所数 
3 3 3 3 3 4 

実績⇒ 3 3   

定員数 
64 64 64 64 64 84 

実績⇒ 64 64   

 

⑭リハビリテーションサービス提供体制の構築 

本市の通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーション事業所は、単位認定者数

あたりの整備数が全国平均よりも多くなっており、介護老人保健施設に配置されている

理学療法士等の専門職も全国平均より多い状況です。介護職員の不足が喫緊の課題であ

る中、こうした専門職の確保・育成についても当然の課題であるため、県との連携によ

り介護職・専門職の人材確保を行い、リハビリテーションサービスの提供体制を維持し

ていきます。 
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４－３ 介護人材の確保・資質の向上・業務効率化に向けた事業者支援の推進 

支援を必要とする高齢者が、介護保険や保健福祉サービスを安心して利用できるよう、

事業者への適切な支援・助言・指導を行い、制度の適正な運営、サービスの質の向上、労

働環境・処遇の改善に向けた取組を進めます。 

 

【主な事業と取組】 

①地域密着型サービス事業者等への集団指導・実地指導 

介護保険制度、基準省令等の周知及び理解の促進や介護報酬請求に係る過誤・不正防

止の観点から適正な請求事務指導など制度管理の適正化を図るため、本市に指定・監督

権のある指定地域密着型サービス事業者等を対象に集団指導を年1回実施します。 

また、制度管理の適正化及びより良いケアの実現に向け、「適切な利用者処遇の確保」

及び「適正な事業運営及び報酬請求」の観点に留意しながら指定有効期限の前年度等に

実地指導を実施します。 

 

②業務の効率化に向けた事業者支援 

国の「社会保障審議会介護保険部会『介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委

員会』の中間とりまとめを踏まえた対応について」を踏まえ、文書負担軽減に係る取組

を実施し、業務の効率化に向けた事業者支援を推進していきます。 

取組／目標 

・押印及び原本証明の見直しによる簡素化 

・提出方法（持参・郵送等）の見直しによる簡素化 

・人員配置に関する添付資料の簡素化 

・施設・設備・備品等の写真の簡素化 

・介護職員処遇加算／特定処遇改善加算の申請様式の簡素化 

・実地指導に際し提出する文書の簡素化及びＩＣＴ等の活用 

・指定申請関連文書の標準化 

・実地指導の「標準化・効率化指針」を踏まえた標準化 

・申請様式のホームページにおけるダウンロード 

 

③介護人材の確保・育成 

高齢者人口の増加に伴い、介護サービスの必要な高齢者は今後ますます増加していく

と想定され、介護を提供する立場である介護職員の不足が懸念されています。 

介護人材の確保や人材の育成の取組は、埼玉県の「介護職員しっかり応援プロジェク

ト」や「介護職員雇用推進事業」等により既に実施されており、引き続き埼玉県と連携

を図りながら、新規介護人材の確保及び介護人材の定着支援を両輪で進めていきます。 
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４－４ 介護給付の適正化の推進 

介護給付を必要とする方を適切に認定し、受給者（サービスを利用される方）が真に必

要とする過不足のない質の高いサービス提供を事業者に促し、適切なサービスの確保とそ

の結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険

制度の構築に資するため、次の 5つの事業を実施します。 

 

【主な事業と取組】 

①要介護認定の適正化 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
3,511 3,353 3,200 3,400 3,500 3,600 

実績⇒ 3,175 3,764   

 

②ケアプラン点検 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
9 21 17 25 24 24 

実績⇒ 17 25   

 

③住宅改修・福祉用具の点検 

住宅改修 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
283 284 290 295 300 305 

実績⇒ 301 270   

福祉用具貸与（軽度者） 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
200 160 200 210 220 230 

実績⇒ 177 176   

福祉用具購入 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
345 324 350 360 370 380 

実績⇒ 352 408   
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④縦覧点検・医療との突合 

縦覧点検 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
4,863 5,405 5,600 5,700 5,800 5,900 

実績⇒ 5,671 5,513   

医療との突合 

取組／目標 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

点検の実施(件) 
1,699 1,719 1,740 1,760 1,780 1,800 

実績⇒ 1,625 1,809   

 

⑤介護給付費通知 

保険者から利用者に対し、利用したサービスの事業所・種類・回数・利用者負担額・

サービス費用合計額等を年2回通知することにより、自ら受けているサービス利用の意識

を高めるとともに、事業所の架空請求や過剰請求の防止・抑止を図ります。 

 

４－５ 利用者負担の助成 

高額介護費補助金制度を国の軽減策に加え上乗せし、所得の低い方への支援を引き続き

実施します。 

 

【主な事業と取組】 

①高額介護費補助金制度 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

支給額 

（千円） 

21,201 21,919 25,000 26,000 27,000 28,000 

実績⇒ 25,918 28,906   
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第５節 医療と介護の連携強化 
住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、医療機関と介護サービス事業所

などの関係者が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護サービスを提供することが

重要なことから、様々な事業を通して在宅医療と介護の連携を強化し、切れ目のない在宅

医療と介護の提供体制の構築を推進します。   

なお、本市は、在宅医療・介護連携推進事業を比企地区 8町村（滑川町・嵐山町・小川

町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町・東秩父村）と共同で取り組んでいます。 

 

５－１ 地域の医療・介護サービス資源の把握 

地域の医療機関・介護サービス事業所等の情報を把握し、2021 年（令和 3年）3月から

市ホームページ内で医療・介護情報の検索システムの提供を開始することで、関係者間の

連携を促進するとともに、市民の医療・介護サービスへのアクセスの向上を支援します。 

相談先や医療機関・介護サービス事業所を手軽に調べるツールとして、市民、関係者双

方に活用してもらえるよう、普及にも取り組んでいきます。 

 

【主な事業と取組】 

①地域の医療・介護資源検索システムの構築・活用 

地域にある医療機関・介護サービス事業所に関する機能等の情報を収集・整理した「比

企地区在宅医療・介護情報検索システム」を新たに立ち上げ、定期的に更新することで、

地域の医療・介護関係者と情報共有を図り、関係者間の連携を支援します。 

また、リストやマップを掲載し、この検索システムを市民に広く周知することで、市

民が必要な情報を入手しやすくなるよう支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
比企地区在宅医療・介護連携推進協議会 
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５－２ 医療・介護の連携体制の強化 

地域の医療・介護関係者等が参画する協議会を継続的に開催することで、地域の医療・

介護関係者の協力のもと、在宅医療・介護連携の現状を把握、分析し、課題の抽出、対応

策の検討、施策の立案を行いながら、在宅医療・介護サービスが一体的に提供される体制

の構築を推進します。 

 

【主な事業と取組】 

①連携強化に向けた課題抽出と対応策の検討 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

会議回数 
3 3 2 3 3 3 

実績⇒ 2 2   

 

②切れ目のない医療と介護の提供体制 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

往診回数 
－ － 1,670 1,837 2,020 2,222 

実績⇒ 1,670 3,312   

訪問診療回数 
－ － 20,889 22,977 25,274 27,801 

実績⇒ 20,889 22,418   

届出医療機関数 
－ － 13 13 14 14 

実績⇒ 13 11   

※在宅医療には「往診（急変等の突発的事態に訪問）」と「訪問診療（定期的かつ計画的に訪問）」があります。 

※在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院以外の一般診療所等での実施件数は含まれていません。 

出典：「在宅療養支援診療所（在宅療養支援病院）に係る報告書（様式11の3）」 厚生労働省関東信越厚生局 

 

③医療・介護関係者の情報共有支援 

比企医師会が導入したＭＣＳ（メディカル・ケア・ステーション）の普及に向けた取

組を引き続き支援します。 

 

④情報共有シートの普及・活用 

比企地区在宅医療・介護連携推進協議会で協議し、作成した埼玉県比企地区版連携シ

ート（入院時や退院時をはじめ、日常の療養生活における必要情報を関係者が共有でき

るシート）の更新や普及に取り組みます。 
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⑤在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

相談件数（市） 
78 133 100 150 160 170 

実績⇒ 108 104   

相談件数 

（比企8町村他） 

59 109 100 130 140 150 

実績⇒ 95 97   

相談件数（合計） 
137 242 200 280 300 320 

実績⇒ 203 201   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

在宅医療連携拠点（在宅医療・介護連携に関する相談窓口） 
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⑥医療・介護関係者の研修 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

開催回数（市） 
1 1 0 1 1 1 

実績⇒ 0 0   

開催回数（比企） 
1 1 0 1 1 1 

実績⇒ 0 0   

開催回数（合計） 
2 2 0 2 2 2 

実績⇒ 0 0   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は未実施。令和3年度以降、状況を見ながら定

員縮小等を行い、実施予定。 

 

⑦医療・介護関係者によるグループワーク等の開催 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

開催回数（市） 
1 1 0 1 1 1 

実績⇒ 0 0   

開催回数（比企） 
1 1 0 1 1 1 

実績⇒ 0 0   

開催回数（合計） 
2 2 0 2 2 2 

実績⇒ 0 0   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は未実施。令和3年度以降、状況を見ながら定

員縮小等を行い、実施予定。 

 

⑧関係市町村との連携 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

会議回数 
11 8 5 8 8 8 

実績⇒ 7 5   
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５－３ 地域住民への普及・啓発 

利用者やその家族が、医療・介護サービスに関する情報を正しく理解し、適切なサービ

スを選択・利用することができるよう、サービスの種類や医療機関、サービス提供事業所、

介護施設などに関する情報発信の充実に取り組み、市民への普及・啓発を図ります。 

 

【主な事業と取組】 

① 在宅医療・介護に関するリーフレット等の配布・情報発信 

在宅医療と介護に関する理解を広めるため、在宅医療・介護に関するリーフレット等

を作成・配布するとともに、市広報紙やホームページなどを通じて情報発信します。 

また、将来の心身の変化に備え、元気なうちから本人の希望や想いを基に、家族や医

療・介護関係者と共に、今後受けたい医療や介護ケアについて繰り返し話し合うアドバ

ンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）の普及・啓発に取り組みます。 

 

②在宅医療・介護に関する講演会等の開催 

実績と目標等 
実績（令和2年のみ見込） 目標・見込 

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 

開催回数 
1 １ 0 1 1 1 

実績⇒ 0 0   

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度は未実施。令和3年度以降、状況を見ながら定

員縮小等を行い、実施予定。 

 

比企地区在宅医療・介護連携推進講演会 
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