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第４章　高齢者保健福祉施策

第１節　施策の体系
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第２節　施策１　自立を支える介護予防と高齢者の社会参加の推進

高齢者が健康でいきいきと暮らし続けられるよう、区民との協働により、区内全
域に介護予防の取組を広げていきます。また、高齢者の社会参加を推進し、地域
での活躍を支援します。

区内の高齢者人口は増加を続け、団塊の世代が全て後期高齢者となる平成37年（2025
年）には、介護需要の大幅な増大が見込まれています。高齢者が要介護状態になることを
防止し、健康でいきいきと暮らし続けるためには、元気なうちから介護予防や健康づくり
に取り組むことが重要です。一方、高齢者の約８割は要介護の認定を受けていない元気な
高齢者であり、地域の支え手として、様々な場面での活躍が期待されています。
区は、介護予防を推進し、地域で高齢者を支える体制を構築するため、平成27年４月

に23区で最初に、介護予防・日常生活支援総合事業 6を開始しました。平成28年度には、
高齢者が気軽に集い、介護予防について学べる「街かどケアカフェ」を開設し、更に、高齢
者と地域団体をつなぐ「はつらつシニアクラブ」を開始するなど、地域と連携して介護予防
に取り組んでいます。また、練馬区シルバー人材センターと連携し、軽易な家事援助を地
域の高齢者が担うシルバーサポート事業や、区内全ての特別養護老人ホームで清掃や洗濯
等の軽作業を担う介護施設業務補助事業を実施し、高齢者の介護現場での活躍を支援して
います。
「練馬区高齢者基礎調査」では、介護予防に取り組むために必要な支援として、「歩いて通
える範囲で参加できる介護予防の実施」と「効果のある介護予防の取組の紹介」を最も多く
の方が挙げています。また、５割を超える方が、高齢者だと思う年齢を75歳以上と回答し
ており、若々しい意識を持つ高齢者が増えています。

区民一人ひとりの自主的な介護予防や健康づくりを促し、区全体へ広げていくためには、
地域団体と協力し、身近な場所で介護予防に取り組める環境づくりを進めることが必要で
す。
高齢者が生きがいを持って積極的に社会参加活動を行うことは、健康保持や介護予防に

6	　介護予防を推進し、地域で高齢者を支える体制を構築する制度です。要支援認定を受けている高齢者、要支援・要
介護状態となるおそれのある高齢者を対象とする「介護予防・生活支援サービス事業」と、全ての高齢者を対象とす
る「一般介護予防事業」があります。

現	状

目	標

課	題
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つながります。高齢者が活躍できる場を充実させ、活動意欲のある元気な高齢者が、支援
の必要な高齢者を支える仕組みを構築していくことが必要です。
また、介護が必要な状態となっても、自立した生活を継続していくためには、要介護度

の改善や重度化防止に取り組んでいくことが重要です。

＜地域が一体となって介護予防に取り組む環境づくり＞

○	交流・相談・介護予防の拠点となる「街かどケアカフェ」を、出張所跡施設や地域サ
ロンを活用し、増設します。また、地域包括支援センターによる出張型の街かどケア
カフェ事業を実施します。

○	高齢者が元気なうちから自主的に介護予防に取り組むきっかけづくりを進めるため
に、「はつらつシニアクラブ」事業を実施します。高齢者が身体状況を知るための測定
会を実施し、専門的見地から健康面のアドバイスを行うとともに、体操などの健康づ
くりに取り組む地域団体と、高齢者のマッチングを行います。また、閉じこもりがち
な男性高齢者を介護予防へつなげるために、区内４か所のはつらつセンターにおいて
ウォーキング事業を実施し、地域団体とのマッチングや自主サークルの立ち上げを支
援します。

○	練馬区オリジナルロコモ体操「ねりま　ゆる×らく体操」を、個人だけでなく施設・団
体に幅広く普及するよう働きかけます。個人向け講習会に加え、施設・団体向けの研
修や普及に協力するボランティア育成を充実し、区民主体の介護予防活動を推進しま
す。

○	介護予防に取り組むサークルに対してリハビリ専門職のアドバイザーを派遣するこ
とにより、地域における介護予防活動を支援します。

○	元気なうちから介護予防に取り組めるよう、健診や健康状態の記録、将来に備えた留
意点、介護予防事業の紹介等を掲載した「はつらつシニアライフ手帳」を作成し、65
歳になった方に送付するほか、医療機関等で配布します。

○	高齢者が自主的に介護予防活動や地域サロンに参加できるよう、練馬区オリジナルの
スマートフォン用アプリ「ねりまちてくてくサプリ」の活用や、介護予防活動や通い
の場のマップづくりを通じて、情報発信を充実します。

○	春日町敬老館は、北保健相談所の移転・改築にあわせて複合化し、街かどケアカフェ
と地域包括支援センターに機能転換します。その他１館についても機能転換に着手し
ます。

○	高齢者の社会参加を支援する「いきいき健康事業」を介護予防事業や地域活動への参
加を促す観点から見直します。

施策の方向性と取組内容
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○	高齢期を迎える前から健康意識を高めるため、国民健康保険データを活用した地域の
現状分析や課題抽出の取組等を検討します。

＜元気高齢者の社会参加の促進と活躍の場づくり＞

○	高齢者が、長年培ってきた技能や豊富な知識・経験を生かして地域で更に活躍できる
よう、地域活動や就労へつながる支援を充実します。

○	地域で高齢者を支える仕組みを構築するため、シルバー人材センターと連携し、元気
高齢者の介護施設業務補助事業を拡充するなど、福祉分野での活躍を支援します。

○	シルバー人材センター会員の就業機会を拡大するため、新たに派遣の形態での就業を
開始します。

○	「高齢者支え合いサポーター育成研修」により地域団体で活動する担い手を育成しま
す。研修修了後一定期間経過したサポーターを対象に、新たにスキルアップ研修を実
施します。

○	高齢者の意識の変化に合わせて、敬老館、はつらつセンターで実施している各種講座
を見直します。

＜重度化防止と自立支援の推進＞

○	介護予防と日常生活の支援を一体的に行う「介護予防・日常生活支援総合事業」を実
施し、栄養改善や運動機能・口腔機能の維持・向上などを目的とした多様な介護予防
事業を充実していきます。また、区独自の多様な訪問型や通所型の介護予防・生活支
援サービスを提供します。

○	高齢者の自立支援、介護予防を推進するため、これまでの地域ケア会議に加え、地域
包括支援センター単位で自立支援の検討を行う「地域ケア予防会議」を平成30年度
に試行実施するほか、各センター区域内で課題を共有する「地域ケアセンター会議」
を新たに開催します。（41ページ参照）

○	介護保険制度の趣旨や自立支援・重度化防止の考え方、サービスの適正利用について、
介護サービス利用者やそのご家族の理解を促すための啓発を行います。

○	介護事業者等が重度化防止や自立支援に積極的に取り組めるよう、優れた取組を発表
し、表彰する場を設けます。
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事業名 平成 29年度末見込み 整備・事業目標 

【充実】 

「街かどケアカフェ」の拡大 

 

①出張所跡施設等活用 

 ３か所開設 

②地域サロン活用 

 ６か所 

③出張型街かどケアカフェ 

 実施（25か所） 

 

①出張所跡施設等活用 

 ２か所開設（計５か所） 

②地域サロン活用 

 19か所増（計 25か所） 

③出張型街かどケアカフェ 

 充実 

【充実】 

はつらつシニアクラブの充実 

参加者 

年間 1,200人／24回 

実施会場 計 10か所 

 

― 

参加者 

年間 1,800人／36回 

実施会場 計 18か所 

【新規】ウォーキング事

業の実施 

実施回数 ８回（４か所） 

【新規】 

練馬区オリジナルロコモ体操 

「ねりま ゆる×らく体操」の普及啓発 

― 

 

50団体／年 

【充実】 

リハビリ専門職の派遣（地域リハビリテーシ

ョン活動支援事業） 

 

52団体／年 

 

65団体／年 

【新規】 

介護予防手帳「はつらつシニアライフ手帳」

の発行  

― 

 

発行 

【新規】 

介護予防活動や通いの場等のマップづくり ― 

 

発行 

【新規】 

敬老館の街かどケアカフェ・地域包括支援セ

ンターへの機能転換 

・春日町敬老館 

 

 

 

基本設計 

 

 

 

工事完了、開設 

【充実】 

元気高齢者介護施設業務補助事業 

 

特別養護老人ホームで実施 

 

対象施設拡大 

【充実】 

練馬 Eｎカレッジ 

高齢者支え合いサポーター育成研修 

 

サポーター数 220人 

 

サポーター数 240人 

【新規】スキルアップ研修

の実施（年２回） 

【充実】 

介護予防・生活支援サービス 

 

利用者 4,990人／年 

 

利用者 5,520人／年 

【充実】 

地域ケア会議の開催 

推進会議 ２回／年 

圏域会議 ８回／年 

個別会議 50回／年 

推進会議 ２回／年 

圏域会議 ８回／年 

個別会議 300回／年 

予防会議 50回／年 

センター会議 50回／年 

【充実】 

介護保険パンフレットの発行 

 

発行 

 

充実 

【新規】 

自立支援等の取組を発表・表彰する場の開催 ― 

 

開催 

主な取組事業  主な取組事業
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■街かどケアカフェ イメージ図 

 

■はつらつシニアクラブ イメージ図 
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■元気高齢者の活動支援 イメージ図 

出かけよう︕
⼀⽇のほとんどを家で過ごし、週に⼀

回も外出しないことを「閉じこもり状
態」といいます。閉じこもりがちな⽣活
が続くと、筋⼒や⾷欲も低下し、会話や
⼈との交流が少なくなることで、認知症
やうつ傾向などにもなりやすくなります。
地域のサービスや情報を利⽤し、外出す
る楽しみを⾒つけましょう。

加齢にともなう⼼⾝の衰えを避けることはできませんが、閉じこもりが
ちな⽣活から⽣じる衰えは、遅らせることはできます。⽣活習慣を⾒直し、
意識して体を動かすこと、ボランティアや趣味活動などの楽しみを⾒つけ、
地域で活動・活躍できることを始めてみましょう︕

地域の活動や事業に
参加してみよう

活躍しよう︕
要介護状態となることを予防するため

には、⼼⾝機能の改善だけではなく、社
会への参加が重要です。これまでに得た
経験や知識、技能などをいかして、ボラ
ンティアや趣味活動、就業など、積極的
に社会で活躍していくことは、介護予防
や認知症予防につながるだけでなく、地
域を⽀える担い⼿としても重要な役割を
果たします。

運動する

体を使おう︕
個⼈差はありますが、加齢に伴い、⼼

⾝の衰えが現れるとともに、体⼒や運動
能⼒が低下し、病気に対する抵抗⼒や回
復⼒も衰えてきます。⾃ら健康づくりを
⼼掛けるためには、ウォーキングなどの
運動や筋⼒を維持するための体操などに
取り組みましょう。

参加する

活動する
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課	題

現	状

目	標

第３節　施策２　ひとり暮らし高齢者等を支える地域との協働の推進

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が孤立せず地域で安心して暮らせるよう、
地域包括支援センターを中心とした身近な地域での相談支援体制を強化するとと
もに、地域全体での見守りや支え合いの体制づくりを推進します。

平成30年１月現在、区内のひとり暮らし高齢者は約５万人であり、過去20年間で４倍
となっています。核家族化の進行や未婚率の上昇等を背景に、今後も増加が見込まれます。
また、高齢者のみ世帯は約５万７千人で、高齢者の４割を占めています。ひとり暮らし高
齢者や高齢者のみ世帯は、日常生活の悩みごとや困りごとを抱え込み、孤立しがちです。
ひとり暮らし高齢者の要介護認定率は複数世帯に比べて２倍を超えています。
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が地域で孤立しないよう支えていくためには、生

活上の悩みごとや困りごとに対する相談支援体制を強化していくことが重要です。現在、
地域包括支援センターは、４か所の本所と25か所の支所が、それぞれの地域で連携して
高齢者の相談支援に取り組んでいます。また、民間事業者など29団体と高齢者見守りネッ
トワーク事業協定を締結し、地域で高齢者を支え合う体制づくりを進めています。
平成27年度から、地域で高齢者を支える担い手を育成するため、「高齢者支え合いサポー

ター育成研修」を開始しました。活動意欲のある高齢者が、生活支援コーディネーターに
より、食事の配達や介護施設での話し相手など、高齢者を支援する活動に結びついていま
す。平成28年度からは、地域で高齢者を支える総合事業の区独自基準訪問型サービスに
ついて、その担い手を育成する研修を開始し、多くの修了生が介護の現場で活躍していま
す。
「練馬区高齢者基礎調査」によると、ボランティア活動に参加している高齢者は１割に満
たないものの、「関心・興味のあるテーマがあれば参加したい」と考える高齢者は３割を超
えています。

増加するひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯を支援していくには、身近な地域で相談
ができる環境を整え、生活実態を把握するために自宅に出向くなど、相談支援体制を強化
することが必要です。また、ひとりで暮らすことによって生じる生活上の様々な不安を解
消し、安心して生活できるサービスを充実することが必要です。
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区内では、様々な団体やボランティアが高齢者を支える活動を展開しています。地域包
括ケアシステムの確立に向けて、地域で活動する団体やボランティアとの協働により高齢
者を支え合う体制を強化していく必要があります。

＜ひとり暮らし高齢者等を支える相談支援体制の強化＞

○	練馬・光が丘・石神井・大泉に各１か所ある高齢者相談センター本所と支所25か所
の体制を、地域包括支援センター25か所体制に再編し、支援機能を強化します。「高
齢者相談センター」から「地域包括支援センター」へ呼称変更するとともに、出張所
跡施設などへの移転を進め、身近で利用しやすい窓口に改善します。（41ページ参照）

○	ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世帯の高齢者が地域で孤立することのないよ
う、地域包括支援センターの職員と区民ボランティアが自宅を訪問し、介護予防など、
個々の状況に応じた支援につなげます。

＜ひとり暮らし高齢者等が安心して生活できるサービスの充実＞

○	ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の在宅生活を支援するために「在宅生活支援事
業」を拡充し、見守り事業や配食サービスと緊急時の自宅への駆けつけサービスを一
体的に提供する「高齢者在宅生活あんしん事業」を開始します。緊急通報システムに
よる通報のほか、配食サービスなどのサービス利用時に異変が察知された場合でも駆
けつけサービスを利用できるようにします。

○	高齢者の見守り体制を充実するため、地域ケア会議等を通じて、地域包括支援セン
ターと民生委員、町会・自治会、商店会等との連携を強化します。また、区内コンビ
ニエンスストアとの連携を新たに進めます。

○	災害時における安否確認や介護サービス等の円滑な提供のための協定を締結した、介
護・障害福祉サービス事業者等との連携による要援護者に対する災害時の生活支援体
制を強化するため、具体的な訓練を実施します。また、災害時に一般の避難拠点での
避難生活が困難な要援護者を受け入れる福祉避難所を、新たに１か所指定し計41か
所とします。

○	身寄りがない方などが抱える死後の葬儀や家財の片づけに関する不安を解消するた
め、生前に葬儀等の手続を行う「あんしん居住制度」を利用する場合の手数料を補助
します。

＜地域との協働により高齢者を支え合う体制の充実＞

○	「高齢者支え合いサポーター育成研修」により地域団体で活動する担い手を育成しま

施策の方向性と取組内容
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す。研修修了後一定期間経過したサポーターを対象に、新たにスキルアップ研修を実
施します。（施策１の再掲）

○	区独自基準訪問型サービスの担い手を育成する研修については、これまでの実施状況
を踏まえ、回数を拡大して実施します。

○	支援が必要な高齢者を地域団体に結び付けられるよう、練馬区社会福祉協議会が担う
生活支援コーディネーターと地域包括支援センターの連携を強化します。

○	交流・相談・介護予防の拠点となる「街かどケアカフェ」を、出張所跡施設や地域サ
ロンを活用し、増設します。また、地域包括支援センターによる出張型の街かどケア
カフェ事業を実施します。（施策１の再掲）

○	高齢者が元気なうちから自主的に介護予防に取り組むきっかけづくりを進めるため
に、「はつらつシニアクラブ」事業を実施します。高齢者が身体状況を知るための測定
会を実施し、専門的見地から健康面のアドバイスを行うとともに、体操などの健康づ
くりに取り組む地域団体と、高齢者のマッチングを行います。また、閉じこもりがち
な男性高齢者を介護予防へつなげるために、区内４か所のはつらつセンターにおいて
ウォーキング事業を実施し、地域団体とのマッチングや自主サークルの立ち上げを支
援します。（施策１の再掲）
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主な取組事業
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課	題

現	状

目	標

第４節　施策３　在宅で暮らし続けられる地域に密着したサービスの充実

要介護状態になっても、在宅で安心して暮らし続けることができるよう、地域密
着型サービスの整備と利用を促進するとともに、介護・育児・障害などの複合的
な課題への対応に向けて相談機関相互の連携を強化します。

区は、要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができ
るよう、24時間体制で在宅生活を支援する地域密着型サービスの整備目標数を日常生活圏
域ごとに定め、国や都の補助制度を活用して整備を促進してきました。
現在区内には、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型

通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、
認知症高齢者グループホームの７つのサービスが整備されています。
平成28年11月には、医療ニーズへの対応も可能な「通い」「泊り」「訪問（看護・介護）」

のサービスを一体的に提供する「看護小規模多機能型居宅介護」を、区内で初めて大泉圏域
に整備しました。
「練馬区高齢者基礎調査」によると、介護が必要となった場合に希望する暮らし方は、「自
宅で暮らしたい方」が高齢者一般で約５割、要介護認定者では約６割を占めており、在宅
生活への意向が高い結果となっています。今後、ひとり暮らしや認知症、高齢者のみ世帯
の増加により、介護する方がいない、または老老介護といった介護に困難が伴う場合も多
くなることが見込まれます。また、介護をしている方の約２％の方が「育児も行っている」、
約16％の方が「他の家族も介護している」と答えています。
なお、介護保険法等の改正により、高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けや

すくするため、平成30年度から、介護保険と障害福祉制度に新たに「共生型サービス」が
位置づけられます。（31ページ参照）

高齢者の在宅生活を支えるためには、「練馬区高齢者基礎調査」の結果や人口推計等を踏
まえ、一人ひとりの状況に応じて柔軟なサービスが提供できる地域密着型サービスを今後
も充実していくことが必要です。特に、要介護度が高い方を24時間365日支えるために
は、医療ニーズにも対応可能な定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型
居宅介護などの整備が求められます。	
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地域密着型サービスの中には利用が進まないサービスもあります。サービス種別や地域
ごとの利用状況を踏まえて、サービス内容に対する理解と利用を促進する取組が必要です。
また、介護だけでなく、育児、障害、生活困窮など複合的な課題に同時に直面する世帯

への対応の強化が必要です。

＜地域密着型サービス拠点の整備＞

○	定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護、認知症高齢者グ
ループホームについては、在宅において24時間365日様々な療養支援が受けられる
よう、平成37年度（2025年度）に向けた整備目標数を定め、整備を促進します。

○	整備にあたっては、日常生活圏域での整備状況や利用状況等を踏まえた適切なサービ
ス供給量の確保と、サービスの質の向上に取り組みます。

○	認知症高齢者グループホームについては、看護小規模多機能型居宅介護との併設を基
本として整備を進めます。

○	夜間対応型訪問介護については、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を踏まえ、
新たな整備は行いません。

○	認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護については、新たな整備は行わず、
更なる普及啓発に取り組み、利用率の向上を図ります。

○	地域密着型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設 (小規模特別養護老人ホーム )に
ついては、整備目標数は定めないこととし、整備の協議があった場合に、設置の適否
について検討します。

＜サービスの利用促進に向けた取組の強化＞

○	地域密着型サービスの普及を進めるため、区民向けにサービス内容や特徴を分かりや
すく伝える情報発信を充実します。

○	地域ケア会議等を活用し、ケアマネジャーに対してサービスの利用内容の周知・理解
を促進します。

○	区境に居住している区民等が他自治体のサービスを簡易に利用できるよう、他自治体
へ指定の同意手続 7に係る協定の締結に向けた積極的な働きかけや、居宅介護支援事
業所等への制度周知を行います。

7	　地域密着型サービスの利用は、原則として事業所が所在する自治体の住民のみです。区民が他自治体の地域密着型
サービスを利用する場合は、事業所が所在する自治体の同意を得る手続が必要となるため、時間を要しますが、事前
に他自治体と協定を締結しておくことで、簡易な手続で利用が可能となります。

施策の方向性と取組内容
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＜複合化している課題への対応＞

○	障害者が65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを利用しやすくなるよ
う、ホームヘルプ（訪問介護）、デイサービス（通所介護）、ショートステイ（短期入
所生活介護）を対象とした「共生型サービス」を実施します。サービス向上に向けて、
介護サービス事業所と障害福祉サービス事業所との連携を進めます。

○	介護や育児、生活困窮など、複合的な課題を抱える方への支援を充実するため、相談
機関相互の連携を強化します。

○	地域包括支援センター職員やケアマネジャー、介護従事者等の対応力を強化するた
め、練馬障害福祉人材育成・研修センターと練馬介護人材育成・研修センターとの共
同研修を充実します。
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事業名 
平成 29年度末

見込み 
整備・事業目標 

整備・事業目標 

（平成 37年度まで） 

【充実】 

看護小規模多機能型居宅介護

の整備 

 

定員 29人 

（１か所） 

 

定員 145人（５か所） 

※新規整備 116人分 

（４か所） 

 

定員 290人（10か所） 

※新規整備 261人分 

（９か所） 

【充実】 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護の整備 

 

９か所 

 

 

13か所 

※新規整備４か所（サ

テライト型事業所） 

 

19か所 

※新規整備 10か所（サ

テライト型事業所含む） 

【充実】 

認知症高齢者グループホーム

の整備 

 

定員 563人 

（33か所） 

 

定員 635人（37か所） 

※新規整備 72人分 

（４か所） 

 

定員 725人（42か所） 

※新規整備 162人分 

（９か所） 

【新規】 

共生型サービス（障害福祉サ

ービスとの連携）の実施 

指定に関する条

件整備（条例改

正等） 

 

実施 

 

実施 

 

 

 

 

（参考）日常生活圏域別整備・事業目標 

サービス種別           日常生活圏域 

練
馬 

光
が
丘 

石
神
井 

大
泉 

区
内
計 

看護小規模多機能型居宅介護 
施設数 １ １ １ １ ４ 

定員 29 29 29 29 116 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 施設数 １ １ １ １ ４ 

認知症高齢者グループホーム 
施設数 １ １ １ １ ４ 

定員 18 18 18 18 72 

※定員は、登録定員の上限を示します。 

 

  

主な取組事業  主な取組事業
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課	題

現	状

目	標

第５節　施策４　医療と介護の連携強化

医療と介護のサービスを切れ目なく提供できるよう、相談体制の充実や関係者間
の連携強化により、在宅療養ネットワークづくりを推進します。

高齢者の約８割、要介護認定を受けている方の約９割は医療を受けています。「練馬区
高齢者基礎調査」によると、約３割の方が在宅療養を希望している一方で、「家族に負担を
かける」「在宅でどのような医療や介護が受けられるかわからない」と考える方も多くいま
す。
高齢者の在宅療養生活を支えるためには、入退院時や日常の療養支援、急変時の対応、

看取りなど、切れ目のない医療・介護サービスの提供が必要です。区内の高齢者を支える
医療・介護資源は、平成29年10月現在、病院が20か所、診療所が548か所、歯科診療
所が451か所、調剤薬局が313か所、訪問看護ステーションが55か所あり、介護サービ
ス事業所は1,000か所を超えています。高齢者の状態に応じて、これらの医療と介護サー
ビスが適切に連携することが重要です。
区は、平成25年度に医療・介護関係者や介護家族等で構成する在宅療養推進協議会を

設置し、「多職種の連携強化」「サービス提供体制の充実」「区民への啓発・家族への支援」の
３つの柱を掲げ、在宅療養の推進に取り組んでいます。これまでに、医療・介護連携シー
トの普及や多職種による事例検討会、訪問看護の現場への同行研修等を実施し、関係者の
連携強化を進めています。平成27年度には、専門職を配置した「医療と介護の相談窓口」
を高齢者相談センター本所４か所に設置したほか、練馬区医師会の協力を得て、在宅療養
患者の短期間の入院に対応する後方支援病床を確保しました。また、平成29年４月には、
区内２か所目となる回復期リハビリテーション病院が開院しています。

医療や介護など支援が必要な高齢者の増加に対応するためには、退院時の支援や在宅療
養の相談など、医療と介護の連携に関する相談支援を強化することが必要です。
また、医師、看護師、ケアマネジャー等の多職種がチームとなって高齢者を支える在宅

療養ネットワークづくりを進め、連携を強化する必要があります。
高齢者が安心して在宅療養を選択肢の一つにできるようにするためには、在宅で利用で

きる医療や介護サービスについて周知し、在宅療養についての理解を促す取組が必要です。
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＜医療と介護の相談支援の強化＞

○	退院時の支援や、在宅療養の相談支援体制を強化するため、地域包括支援センターの
再編に合わせ、医療と介護の相談窓口を現在の本所４か所から25か所に増設し、各
センターに医療・介護連携推進員を配置します。（保健師等と兼任）

○	在宅療養を支える医療と介護サービスを有効に活用するため、ケアマネジャーの支援
力向上に取り組みます。

＜在宅療養ネットワークの充実＞

○	急性期から在宅まで切れ目のない医療・介護を提供するため、病院、診療所、介護施
設などの地域資源を活かすとともに、医師会等と連携し、地域包括支援センターを中
心とした在宅療養のネットワークを構築します。また、医療・介護の情報共有を図り、
連携を円滑にするため、ＩＣＴの導入を促進します。

○	高野台運動場用地を活用して、急性期を脱した方を受け入れる回復期・慢性期の機能
を有する病院（200床程度）を誘致し、平成33年度中の開院を目指します。

○	高齢者を支える医師や介護事業者等の連携を強化するための事例検討会等を開催す
るほか、地域ケア会議を活用し、顔の見える関係づくりを進めます。

○	病院と在宅療養スタッフの連携を強化するため、訪問看護の同行研修を実施します。
○	在宅療養患者の病状の変化時に対応できる後方支援病床を、引き続き確保します。
○	練馬区薬剤師会等と連携し、医療・介護連携シートの普及を進めます。

＜区民への啓発＞

○	在宅療養の理解を促進するため、在宅療養を紹介するガイドブックの発行や訪問診療
を行っている医師等による講演会を開催します。

○	区民が安心して在宅療養を選択できるよう、介護老人保健施設や地域密着型サービス
のガイドブック等を活用し、在宅で利用できる医療機関や介護サービスの周知を進め
ます。

施策の方向性と取組内容
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事業名 平成 29年度末見込み 整備・事業目標 

【充実】 

医療と介護の相談窓口の増設 

 

４か所（高齢者相談セン

ター本所） 

医療・介護連携推進員 

４名 

 

25か所（地域包括支援セ

ンター） 

医療・介護連携推進員 

25名 ※保健師等と兼任 

【充実】 

地域包括支援センターを中心とした在宅療

養ネットワークの構築 

 

①在宅療養ネットワーク

事業の実施 

― 

 

①在宅療養ネットワーク

事業の充実 

②【新規】ＩＣＴの導入

促進 

【新規】 

高野台運動場用地における病院の誘致 

 

事業者選定 

 

着工 

 

■医療と介護の相談窓口 イメージ図 

 

  

主な取組事業  

⃝ 地域包括⽀援センター25か所に増設
⃝ 医療・介護連携推進員と認知症地域⽀援推進員を全ての窓⼝に配置し、⾼齢者の⾝近な地域で専⾨的な

相談に対応
⃝ 医療・介護連携推進員は、患者、家族、医療機関からの相談に応じ、退院時等に在宅療養を⽀える医療

と介護サービスをコーディネートする⽀援を実施
⃝ 認知症地域⽀援推進員は、認知症専⾨医や認知症初期集中⽀援チーム、認知症疾患医療センター等と連

携を図り、認知症の⼈の容態に応じた⽀援や家族への⽀援を実施

患者・家族

在宅医療を⾏う
近隣の診療所

訪問看護
ステーション

訪問薬局

ケアマネジャー

医療と介護の
相談窓⼝

医療・介護連携推進員
認知症地域⽀援推進員 訪問⻭科診療所

地域包括⽀援センター

②
必
要
な
在
宅
療
養
と
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
調
整

①
相
談

医療と介護
に関する
情報提供等

在宅療養患者
（退院後）

医療・介護の連携支援が開始するまでの流れ

③
必
要
な
在
宅
療
養
と
介
護
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

病院（⼊院中）

主な取組事業
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課	題

現	状

目	標

第６節　施策５　認知症高齢者への支援の充実

認知症とともに安心して暮らせるよう、区民や関係機関の協力を得て、認知症高
齢者とその家族を支えます。

現在、区内の要介護認定者の８割弱（約２万５千人）に何らかの認知症の症状があり、５
割強（約１万７千人）の方が見守りなどの日常生活上の支援を必要としています。高齢化
の進行に伴い、認知症の方は、平成37年（2025年）には約３万１千人に達する見込みで
す。また、65歳未満で発症する若年性認知症についても区民のうち200人程度にその症
状があると見込まれます。認知症予備軍と言われる軽度認知障害（ＭＣＩ）の方は、区内に
約２万１千人いると推計されます。
認知症の方は、症状や体調の変化を周囲に適切に伝えられない、また、症状が進行する

と対応が難しくなるなどの特徴があり、医療や介護保険サービス等の支援につながらない
まま進行していく方が多くいます。認知症は、早期に医療機関を受診することで、症状の
改善や進行を遅らせることができ、また、将来に対する不安への備えもできます。
区は、平成27年度から支援のコーディネーターである認知症地域支援推進員を高齢者

相談センター本所４か所に配置し、関係機関と連携して相談支援を行っています。また、
認知症サポーターの養成や介護なんでも電話相談、介護家族の学習交流会など、地域団体
との協働による見守りや介護家族を支援する取組を推進しています。
「練馬区高齢者基礎調査」によると、認知症施策で必要なことは、高齢者一般で「認知症
の兆候を早期に発見できる仕組みづくり」が最も多く、次いで、「相談先や居場所の整備」、
「介護している家族の負担軽減」が多くなっています。

認知症の方やその家族が、安心して住み慣れた地域で暮らし続けるためには、身近な場
所で専門的な相談に対応できる体制を充実し、適時・適切な医療・介護サービスにつなげ
ることが必要です。
区内では、認知症カフェや介護家族の会の運営など、認知症の方や家族を支援する団体

の活動が活発に行われています。若年性認知症を含む認知症の方の増加に対応するために
は、地域団体や事業者、関係機関との協働により、本人が活躍できる場の確保や家族への
支援強化など、高齢者にやさしい地域づくりに取り組んでいくことが必要です。
また、高齢者が、早期から自主的に認知症予防に取り組める活動を広げていくことが必

要です。



− 79−

＜認知症の相談体制の充実と適時・適切な医療・介護等の提供＞

○	身近な窓口で認知症の専門的な相談が受けられるよう、地域包括支援センターの再編
に合わせ、認知症の相談と支援のコーディネーターである認知症地域支援推進員を現
在の本所４か所から全25か所の地域包括支援センターに配置します。（保健師等と兼
任）

○	認知症の方の容態に応じて、適切な相談支援ができるよう、専門医による認知症専門
相談事業を充実し、必要な方に対して、認知症初期集中支援チーム 8による訪問相談
を行います。

○	より専門的な相談支援体制を構築するために、認知症病床を有する専門病院との連携
を強化します。

○	認知症の方に適した介護サービスが受けられるよう、練馬区社会福祉事業団の練馬介
護人材育成・研修センターと連携し、介護従事者の認知症支援力向上に取り組みます。

＜認知症とともに安心して暮らせるやさしい地域づくり＞

○	地域における認知症への理解を促進するため、認知症サポーターの更なる養成に取り
組むとともに地域活動への参加を促します。また、認知症ガイドブックを活用した学
習会や、認知症の方本人の声を聴く講演会等を開催します。

○	ひとり暮らし高齢者および高齢者のみ世帯の高齢者が地域で孤立することのないよ
う、地域包括支援センターの職員と区民ボランティアが自宅を訪問し、介護予防など、
個々の状況に応じた支援につなげます。（施策２の再掲）

○	高齢者の見守り体制を充実するため、地域ケア会議等を通じて、地域包括支援セン
ターと民生委員、町会・自治会、商店会等との連携を強化します。また、区内コンビ
ニエンスストアとの連携を新たに進めます。（施策２の再掲）

○	認知症とともに住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、認知症の方やその家族への
支援に力を入れている地域密着型サービスの周知と利用促進を図ります。

○	練馬区社会福祉協議会において、新たに法人後見を開始するなど、成年後見の体制を
拡充するとともに、地域福祉権利擁護事業（日常生活自立支援事業）の周知や利用促
進などの取組を進めます。

○	福祉サービスや金銭管理、日常生活における契約等の支援を必要とする高齢者が安心
して生活できるよう、練馬区社会福祉協議会やＮＰＯなどが、弁護士・司法書士・社
会福祉士等の専門職、関係団体と連携し、支援体制を強化します。

○	認知症の方への接し方や負担の少ない介護方法を学べるよう、家族介護者教室の内容

8	　複数の専門職が認知症の方とその家族等を訪問し、受診勧奨や家族支援などの初期の支援を包括的・集中的に行う
ことで、自立生活のサポートを行うチームです。

施策の方向性と取組内容
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本人 家族
地域包括支援センター

[医療と介護の相談窓口]

認知症地域支援推進員

保健師・看護師等

かかりつけ医

治療

認知症疾患医療センター等

認知症初期集中
支援チーム

複数の専門職による個別の訪問支援
（受診勧奨や本人・家族への支援等）

連携（情報提供・助言）

相談

訪問

連携（助言・診断）

連携（紹介） 専門医
サポート医

連携
（情報提供・助言）

連携

医療系職員
（保健師等）

介護系職員
（介護福祉士等）

を充実します。
○	介護家族の不安解消や負担軽減を図るため、介護家族の会や認知症カフェの取組、介
護経験者が介護の悩み等の相談に応じる「介護なんでも電話相談」について周知を強
化し、利用を促進します。

○	介護離職防止のため、産業団体などへ、介護と仕事の両立について啓発するリーフ
レットを配布します。

○	認知症の周辺症状である徘徊への対策として、自宅に戻れなくなった高齢者を速やか
に発見し、安全を確保するため、位置情報提供サービスの利用を促進します。

○	若年性認知症の方の生活支援を充実するとともに、介護サービス事業所における若年
性認知症への対応力を向上するための研修を実施します。

○	介護者による虐待を防止するため、地域包括支援センター職員が啓発に取り組むとと
もに、虐待対応マニュアルを確実に実施し、必要な相談、指導、助言を行います。

○	高齢者ドライバーを対象に、安全運転の啓発を進めます。また、認知機能が低下した
高齢者の運転免許証の自主返納を促すため、「運転時認知障害早期発見チェックリス
ト30」の普及を図るとともに、返納者を介護サービス等の必要な支援につなげます。

＜早期からの認知症予防活動の充実＞

○	生活習慣病の予防と同様に、早期から認知症予防の取組を普及するための講演会を開
催します。

○	高齢者が関心を持ち主体的に認知症予防に取り組めるよう、現在実施している認知症
予防プログラムに加え、最新の知見に基づいた新たなプログラムを導入し、認知症予
防に向けた高齢者のグループ活動を展開していきます。

○	地域団体と連携し、認知症予防活動の場を広げていくため、認知症予防活動の担い手
となる認知症予防推進員を養成します。
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事業名 平成 29年度末見込み 整備・事業目標 

【充実】 

認知症地域支援推進員の配置 

 

４名（高齢者相談センタ

ー本所） 

 

25名（地域包括支援セン

ター） 

※保健師等と兼任 

【充実】 

認知症専門相談事業 

 

36回／年 

 

48回／年 

【充実】 

認知症専門病院との連携 

 

１か所 

 

２か所 

【充実】 

認知症サポーターの養成・活用 

①練馬 Eｎカレッジ 
認知症サポーター養成
講座 
受講者 累計 24,000人 

②練馬 Eｎカレッジ 

認知症サポーター・ス

テップアップ講座 

修了者 累計 850人 

①練馬 Eｎカレッジ 
認知症サポーター養成
講座 
受講者 累計 30,000人 

②練馬 Eｎカレッジ 

認知症サポーター・ス

テップアップ講座 

修了者 累計 1,200人 

【充実】 

成年後見制度の利用促進 

 

― 

― 

 

①後見人への報酬助成 

20件 

②地域ネットワーク会議 

３回／年 

③地域団体が実施する講

演・勉強会等への講師

派遣 20回／年 

④相談会 ５回／年 

 

①【新規】法人後見の開始 

②【新規】関係職員向け研

修の実施 １回／年 

③後見人への報酬助成 

30件 

④地域ネットワーク会議 

３回／年 

⑤地域団体が実施する講

演・勉強会等への講師

派遣 20回／年 

⑥相談会 ５回／年 

【新規】 

介護離職防止リーフレットの発行 
― 発行 30,000部 

【充実】 

認知症予防プログラム 

 

― 

 

 

①パソコンコース 

４教室／年 

②絵本読み聞かせコース 

２教室／年 

 

①【新規】デュアルタスク

（二重課題）トレーニ

ング ２教室／年 

②パソコンコース 

４教室／年 

③絵本読み聞かせコース 

２教室／年 

【新規】 

認知症予防推進員の養成 ― 

 

100人／年 

  

主な取組事業  主な取組事業
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現	状

目	標

第７節　施策６　自分にあった住まい・施設の選択と介護人材対策の推進

介護保険施設等の整備や適切な住まいの確保を進めるとともに、質の高い介護
サービスが提供できるよう人材の確保と育成を支援します。

区は、在宅での生活が困難な方を支援するため、積極的に介護保険施設の整備を進めて
います。特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）については、都の整備費補助に加えて区
独自の補助を行うほか、公有地の活用や土地活用セミナーの開催により、整備を促進して
きました。その結果、平成29年10月現在、29施設2,068人分が整備され、施設数は都
内最多です。また、近年は民間事業者が整備する介護付き有料老人ホームやサービス付き
高齢者向け住宅など、入居系サービスも増えています。高齢者は、特別養護老人ホームに
加えて多様なサービスの選択も可能となり、平成29年９月末現在の待機者（入所申込者）
は1,483人と３年前の約2,700人からほぼ半減しています。
「練馬区高齢者基礎調査」によると、特別養護老人ホームの利用率は97％と高く、入所
者に占める区民の割合は97％です。待機者の約４割が早期入所を、約７割が１年以内の入
所を希望しているのに対して、約８割の方が申込みから１年以内に入所しています。また、
待機者のうち、可能な限り在宅生活の継続を希望する方は約２割となっています。
ショートステイ（短期入所生活介護）は、特別養護老人ホームの整備にあたり、整備され

る定員の１割の併設整備を進めてきました。平成29年10月現在、35施設377人分が整
備され、施設数は都内最多です。
介護老人保健施設については、平成29年10月現在、14施設1,316人分が整備され、

施設数は都内最多です。「練馬区高齢者基礎調査」によると、介護老人保健施設の利用率は
86％に留まっており、入所者に占める区民の割合は約６割で、待機者はいません。
介護療養型医療施設は区内に２施設248人分があります。平成29年度末に制度の廃止

が予定されていましたが、介護保険法の改正により、経過措置が平成35年度末まで延期さ
れ、新たな介護保険施設として、「介護医療院」が創設されました。（31ページ参照）
有料老人ホームについては、平成29年10月現在、60施設3,796人分が整備されてい

ます。このうち、介護付き有料老人ホームでは、要介護３以上の利用者が過半数を占めて
おり、在宅での生活が困難な方を支援する役割を一定程度果たしています。
また、施設サービスや在宅サービスを充実していくためには、介護を担う人材を確保・

育成していくことが不可欠です。
区は、練馬区社会福祉事業団の練馬介護人材育成・研修センターと連携し、研修や就職
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面接会を実施しているほか、独自に研修受講料の助成や採用アドバイザーの派遣等を行っ
ています。
「練馬区高齢者基礎調査」によると、介護サービス事業所における運営上の課題として、
約５割が「スタッフの確保」、約３割が「スタッフの人材育成」を挙げています。また、経
験等に応じた昇給の仕組みなどのキャリアパスを作成していない事業所が約４割あり、処
遇改善に向けた支援の充実が求められています。なお、介護保険法の改正により、平成30
年度からケアマネジャーが属する居宅介護支援事業所の指定等の権限が都から区に移譲さ
れます。
高齢者の住まいについては、身体機能の低下などにより自立した生活に不安がある、低

所得の高齢者向けに都市型軽費老人ホームの整備を進めています。平成29年10月現在、
10施設190人分が整備され、施設数は都内最多です。一方で、平成29年９月末現在の待
機者は約100人となっています。
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課	題

「練馬区高齢者基礎調査」の結果や人口推計等を踏まえ、施設サービスを今後も充実して
いくことが必要です。特に、特別養護老人ホームは、依然として入所待機者が多く、整備
を進めていく必要があります。待機者の中には入所の案内を行っても辞退する方がいるこ
とから、入所が必要になった際に申込みを行うことを周知していくことが必要です。
介護サービスを支える人材の確保・育成は、介護事業者が抱える最大の課題であること

を踏まえ、練馬介護人材育成・研修センターと連携した取組に加え、従事者の処遇改善や
職場環境の改善につながる多方面からの支援の充実が必要です。
都市型軽費老人ホームは、現在、約100人の方が入居を待機しており、今後も整備を継

続していく必要があります。また、在宅生活支援を充実するほか、民間賃貸住宅にお住ま
いの方や入居される方が、安心して、住み続けたい地域で暮らせる環境を整えていく必要
があります。

＜介護保険施設等の整備＞

○	特別養護老人ホームについては、在宅での生活が困難な方全てが希望する時期に入所
できるよう、平成37年度（2025年度）に向けた整備目標数を定め、土地所有者等を
対象とした土地活用セミナーの実施や公有地の活用により、整備を促進します。また、
申込みから入所までの待機期間が改善されていることを広く区民へ周知します。

○	東京都が進めている、複数の区市町村が共同で利用できる特別養護老人ホームの整備
について、その動向を注視し、活用の検討を進めます。

○	ショートステイについては、特別養護老人ホーム併設を基本とし、整備を進めます。
特別養護老人ホームに併設されているショートステイの割合が基準を上回っている
施設については、利用率や運営事業者の意向等を踏まえ、特別養護老人ホームへの転
換を進めます。

○	介護老人保健施設については、計画期間中に見込まれる施設需要を現在の整備数で満
たしているため、新たな整備は行わず、利用の促進に向けた普及啓発に取り組みます。

○	介護療養型医療施設については、運営事業者の意向を把握し、介護医療院等への転換
意向がある場合には、支援を検討します。

○	有料老人ホームについては、東京都が定める整備目標数の範囲内で、入居要件が要介
護１以上である介護専用型について、整備を誘導します。

施策の方向性と取組内容
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＜介護サービスを支える人材の確保・育成＞

○	区内で必要とされる介護人材の安定した確保・育成に向け、事業者の採用支援、介護
従事者の資格取得助成、従事者育成などの取組を、練馬介護人材育成・研修センター
と連携しながら進めていきます。入国管理法および外国人技能実習法の改正に伴い、
今後は外国人介護職員の増加が見込まれるため、円滑な受け入れに向けた支援を開始
します。

○	介護職員のキャリアアップを支援するため、区独自に介護職員初任者研修・実務者研
修の受講料助成を行うほか、新たに介護福祉士資格取得に係る費用の助成を行いま
す。

○	区独自基準訪問型サービスの担い手を育成する研修については、これまでの実施状況
を踏まえ、回数を拡大して実施します。（施策２の再掲）

○	介護従事者の処遇改善に向けて、介護労働安定センターと連携し、キャリアパス作成
に関するセミナーの開催やアドバイザー派遣による個別支援を実施します。

○	介護の職場環境の改善に向けて、介護従事者の就労実態や意識に関する調査を実施す
るほか、事業者と連携し、介護ロボットやＩＣＴなど新たな技術の活用の検討を進め
ます。

○	ケアマネジャーの質の向上に向け、研修の充実や地域ケア会議の活用等を進めます。

＜高齢者が安心して暮らせる住まいの確保＞

○	都市型軽費老人ホームについては、平成37年度（2025年度）に向けた整備目標数を
定め、土地活用セミナーの実施や公有地の活用などにより、整備を促進します。

○	サービス付き高齢者向け住宅については、東京都の補助制度を活用し、区民の入居を
優先することなどの条件を満たすものについて、整備を誘導します。

○	ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の在宅生活を支援するために「在宅生活支援事
業」を拡充し、見守り事業や配食サービスと緊急時の自宅への駆けつけサービスを一
体的に提供する「高齢者在宅生活あんしん事業」を開始します。緊急通報システムに
よる通報のほか、配食サービスなどのサービス利用時に異変が察知された場合でも駆
けつけサービスを利用できるようにします。（施策２の再掲）

○	身寄りがない方などが抱える死後の葬儀や家財の片づけに関する不安を解消するた
め、生前に葬儀等の手続を行う「あんしん居住制度」を利用する場合の手数料を補助
します。（施策２の再掲）

○	住宅セーフティネット法による住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度などの
状況や不動産関係団体や福祉関係団体との意見交換を踏まえ、居住支援協議会の設置
など、高齢者等の民間賃貸住宅への円滑な入居支援の仕組みづくりを検討します。
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○ 心身の状況に応じた適切な住まいの選択を支援するため、住まいのガイドブックを

活用し、住まいや施設のサービス内容について、周知を進めます。 

 

 

 

 

 

事業名 
平成 29年度 

末見込み 
整備・事業目標 

整備・事業目標 

（平成 37年度まで） 

【充実】 

特別養護老人ホームの整備 

 

定員 2,068人 

（29施設） 

 

定員 2,368人 

※新規整備 300人分 

 

定員 2,868人 

※新規整備 800人分 

【充実】 

ショートステイの整備 

 

定員 377人 

（35施設） 

 

定員 407人 

※新規整備 30人分 

 

定員 457人 

※新規整備 80人分 

【充実】 

都市型軽費老人ホームの整備 

 

定員 190人 

（10施設） 

 

定員 270人 

※新規整備 80人分 

 

定員 330人 

※新規整備 140人分 

 

 

（参考）都市型軽費老人ホームの日常生活圏域別整備・事業目標 

サービス種別              日常生活圏域 
練
馬 

光
が
丘 

石
神
井 

大
泉 

区
内
計 

都市型軽費老人ホーム 

施 設 数 
１ １ １ ― 

４ 
１※ 

定 員 
20 20 20 ― 

80 
20※ 

※日常生活圏域にかかわらず整備する施設・定員の目標値です。 

 

  

主な取組事業  

○	心身の状況に応じた適切な住まいの選択を支援するため、住まいのガイドブックを活
用し、住まいや施設のサービス内容について、周知を進めます。

主な取組事業
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