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第６章 第８期練馬区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画    

施策・事業一覧 

※整備・事業目標については、注記がない場合は令和５年度の目標値です。 
※令和２年度末見込みについては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業の休止・縮小等の影響

を受けています。 
※事業名の◎印は、アクションプランに位置付けている事業を表します。 
※事業名の★印は、新規事業を表します。 
 
 
 
●地域が一体となって介護予防・フレイル予防に取り組む環境づくり（80 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

1 ◎「街かどケアカフェ」の

充実 

①区立施設活用 ２か所 

②地域サロン活用 

３か所増（累計 22 か所） 

③出張型街かどケアカフェ 

実施（25 か所） 

①区立施設活用 ２か所 

②地域サロン活用 

９か所増（累計 31 か所） 

③出張型街かどケアカフェ 

 実施（27 か所） 

高齢者支援課 

2 ◎「はつらつシニアクラブ」

の充実 

・参加者 

年間 986 人／26 回 

実施会場 計 18 か所 

・「ねりまちウォーキングクラ

ブ」の実施 

実施回数 ４回（４か所） 

・参加者 

年間 1,800 人／36 回 

実施会場 計 18 か所 

・「ねりまちウォーキングクラ

ブ」の実施 

実施回数 ８回（４か所） 

高齢社会対策課 

3 ★フレイルサポーター育

成・支援事業 
― 

 課策対会社齢高 施実

4 ◎練馬区オリジナル三体

操の普及啓発 

15 団体 拡大 

 

高齢社会対策課 

健康推進課 

5 ◎地域リハビリテーション

活動支援事業（自主活動

支援） 

40 団体／年 

 

65 団体／年 高齢社会対策課 

6 介護予防手帳「はつらつ

ライフ手帳」の発行 

 課策対会社齢高 施実 部000,65

7 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 

①設計 

②（春日町敬老館）工事・開

設 

 課策対会社齢高 実充

高齢者支援課 

8 アプリを活用した高齢者

向けの施設や事業の開催

案内、健康づくりの情報提

供 

 施実 施実

 

高齢社会対策課 

施策１  元気高齢者の活躍と健康づくり・介護予防の一体的な推進  

第６章　第８期練馬区高齢者保健福祉計画・
　　　　介護保険事業計画　施策・事業一覧

※整備・事業目標については、注記がない場合は令和５年度の目標値です。
※令和２年度末見込みについては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う事業の休止・縮小等の影響を
受けています。
※事業名の◎印は、アクションプランに位置付けている事業を表します。
※事業名の★印は、新規事業を表します。

施策１　元気高齢者の活躍と健康づくり・介護予防の一体的な推進

●地域が一体となって介護予防・フレイル予防に取り組む環境づくり（80ページ）
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9 高齢者いきいき健康事業 

 

現行制度継続 

見直し内容の検討 

見直し・実施 高齢社会対策課 

10 介護予防普及啓発事業 ① 介護予防キャンペーン事業  

３回／年 

②健康長寿講演会 

  ２回／年 

③高齢者の歯と口の健康づくり

 ・お口の健康まつり  

  100 人／２回 

 ・口腔機能向上講演会 

  100 人／２回 

④ねりまお口すっきり体操の

普及・啓発 

 ・高齢者施設、団体に指導 

50 人／５回 

 ・区民向け講習会  

60 人／４回 

 ・リーフレットの作成・配付 

  配布 1,600 枚 

 ・敬老館ミニ介護予防教室 

  100 人／12 館 

⑤健康長寿はつらつ教室 

 ・足腰しゃっきりトレーニング

教室 

  室内教室 44 教室 

  水中教室 22 教室 

 ・わかわか かむかむ 元気

応援教室 10 教室 

 

 課策対会社齢高 施実

健康推進課 

 
●元気高齢者の社会参加の促進と活躍の場づくり（81 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

11 ◎シニア職場体験事業 講座実施 ８回／年 

受講者 84 人／年 

個別相談 34 人／年 

課策対会社齢高 施実

12 ◎シニアセカンドキャリア

応援事業 

起業支援セミナーの実施 

１回／年   

受講者 18 人／年 

課策対会社齢高 施実

13 ◎元気高齢者介護施設

業務補助事業 

事業継続 

施設負担の導入 

 課策対会社齢高 施実

14 練馬区シルバー人材セン

ターへの支援 

会員数 3,600 人 

就業実人員 2,200 人 

会員数 3,950 人 

就業実人員 2,870 人 

高齢社会対策課 

15 シルバー人材センターの

人材派遣事業への新規

参入 

 課策対会社齢高 施実 施実
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16 地域介護予防活動支援

事業 

①地域活動の支援 

認知症予防プログラム終

了後の自主活動グループ

数  新規５グループ 

②認知症予防推進員の活動

支援 登録人数 237 人 

③介護予防推進員の活動支

援 登録人数 44 人 

 課策対会社齢高 施実

17 ◎★つながるカレッジねり

ま 

 課進推働協 施実 施実

18 ◎★つながるカレッジねり

ま（ねりま防災カレッジ） 

受講者数 580 人／年 受講者数 800 人／年 区民防災課 

19 趣味と仲間づくり講座 縁

ジョイ倶楽部・寿大学通信

講座 

①縁ジョイ倶楽部 

講演会参加者数 180 名  

講座受講者数 延490 名／年

②寿大学通信講座  

受講者数 延 5,100 人／年

①縁ジョイ倶楽部 

 受講者数 延 700 人／年 

②寿大学通信講座  

 受講者数 延 6,700 人／年 

（令和３年度目標） 

文 化・生涯学 習

課 

20 ボランティア入門講座 受講者数  40 名／年 

（開催回数 ３回／年） 

受講者数 50 名／年 

（開催回数 ４回） 

福祉部管理課 

21 高齢者のスポーツ活動の

推進 

総合型地域スポーツクラブ

（SSC） 

会員数 6,000 人 

総合型地域スポーツクラブ

（SSC） 

会員数 6,500 人 

スポーツ振興課 

22 スポーツリーダー養成講

習会 

認定者数 24 人／年 認定者数 40 人／年 スポーツ振興課 

23 文化・生涯学習・スポーツ

関連情報の提供 

①ガイドブックの発行、周知 

 ・スポーツガイドブック 

  12,000 部／年 

②学びと文化の情報サイトに

よる情報提供 

①ガイドブックの発行、周知 

・スポーツガイドブック 

 11,000 部／年 

②学びと文化の情報サイトに

よる情報提供の継続 

文 化・生涯学 習

課 

スポーツ振興課 

24 はつらつセンター・敬老館

等の運営 

①はつらつセンター ４館 

利用者数 85,000 人／年 

②敬老館 12 館 

利用者数 65,000 人／年 

③敬老室 

・厚生文化会館 

 利用者数  3,400 人／年 

④敬老開放 

・地区区民館（22 室） 

 利用者数 17,000 人 

①はつらつセンター ４館 

 利用者数 215,000 人／年 

②敬老館 ９館 

 利用者数 176,000 人／年 

③敬老室 

・厚生文化会館 

 利用者数 10,000 人／年 

④敬老開放 

・地区区民館（22 室） 

利用者数 123,000 人 

高齢社会対策課 

福祉部管理課 

地域振興課 
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16 地域介護予防活動支援

事業 

①地域活動の支援 

認知症予防プログラム終

了後の自主活動グループ

数  新規５グループ 

②認知症予防推進員の活動

支援 登録人数 237 人 

③介護予防推進員の活動支

援 登録人数 44 人 

 課策対会社齢高 施実

17 ◎★つながるカレッジねり

ま 

 課進推働協 施実 施実

18 ◎★つながるカレッジねり

ま（ねりま防災カレッジ） 

受講者数 580 人／年 受講者数 800 人／年 区民防災課 

19 趣味と仲間づくり講座 縁

ジョイ倶楽部・寿大学通信

講座 

①縁ジョイ倶楽部 

講演会参加者数 180 名  

講座受講者数 延490 名／年

②寿大学通信講座  

受講者数 延 5,100 人／年

①縁ジョイ倶楽部 

 受講者数 延 700 人／年 

②寿大学通信講座  

 受講者数 延 6,700 人／年 

（令和３年度目標） 

文 化・生涯学 習

課 

20 ボランティア入門講座 受講者数  40 名／年 

（開催回数 ３回／年） 

受講者数 50 名／年 

（開催回数 ４回） 

福祉部管理課 

21 高齢者のスポーツ活動の

推進 

総合型地域スポーツクラブ

（SSC） 

会員数 6,000 人 

総合型地域スポーツクラブ

（SSC） 

会員数 6,500 人 

スポーツ振興課 

22 スポーツリーダー養成講

習会 

認定者数 24 人／年 認定者数 40 人／年 スポーツ振興課 

23 文化・生涯学習・スポーツ

関連情報の提供 

①ガイドブックの発行、周知 

 ・スポーツガイドブック 

  12,000 部／年 

②学びと文化の情報サイトに

よる情報提供 

①ガイドブックの発行、周知 

・スポーツガイドブック 

 11,000 部／年 

②学びと文化の情報サイトに

よる情報提供の継続 

文 化・生涯学 習

課 

スポーツ振興課 

24 はつらつセンター・敬老館

等の運営 

①はつらつセンター ４館 

利用者数 85,000 人／年 

②敬老館 12 館 

利用者数 65,000 人／年 

③敬老室 

・厚生文化会館 

 利用者数  3,400 人／年 

④敬老開放 

・地区区民館（22 室） 

 利用者数 17,000 人 

①はつらつセンター ４館 

 利用者数 215,000 人／年 

②敬老館 ９館 

 利用者数 176,000 人／年 

③敬老室 

・厚生文化会館 

 利用者数 10,000 人／年 

④敬老開放 

・地区区民館（22 室） 

利用者数 123,000 人 

高齢社会対策課 

福祉部管理課 

地域振興課 
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41 食のほっとサロン 

(通所サービス B） 

利用者 延 930 人／年 

実施か所数 13 か所 

利用者 延 3,200 人／年 

実施か所数 15 か所 

高齢社会対策課 

42 高齢者食事サービス 

（会食） 

 課策対会社齢高 施実 ）数人実（人52 者用利

介護保険課 施実 件002,1 数件付給 付給具用援支立自 34

44 地域リハビリテーション活

動支援事業（自立生活支

援） 

延べ 80 人    

 課策対会社齢高 施実

 課援支者齢高 施実 年／件005,16 トンメジネマアケ防予護介 54

 
 
 
 
●ひとり暮らし高齢者等を支える相談支援体制の強化（85 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

46 ◎地域包括支援センター

の移転・増設・担当区域

の変更 

２か所移転 移転、増設、担当区域の見直

しの実施 

高齢者支援課 

47 ◎ひとり暮らし高齢者等

訪問支援事業 

全面実施（地域包括支援セン

ター25 か所） 

訪問件数  10,547 件 

 課援支者齢高 施実

48 ◎ひとり暮らし高齢者等

実態調査 

 課援支者齢高 施実 施実

49 地域包括支援センター職

員の資質向上 

区実施の研修 

 ２回、延 100 人／年 

関係機関実施の研修 

 ６回、延 25 人／年 

 課援支者齢高 施実

50 地域包括支援センターの

認知度向上 

 課援支者齢高 施実 年／件011,891 数件談相

 

●ひとり暮らし高齢者等が安心して生活できるサービス体制の充実（85 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

51 ◎高齢者在宅生活あんし

ん事業 

1,900 人／年 2,500 人／年 高齢者支援課 

52 ◎認知症対応研修の実

施による地域における見

守り体制の強化   

 課援支者齢高 施実 施実

53 高齢者見守りネットワーク

事業協定 

 課援支者齢高 施実 ）体団83計累（定協と体団１

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  
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25 老人クラブへの支援 会員数 8,423 人 会員数  10,000 人 高齢社会対策課 

26 高齢者サークルへの支援 助成団体数 12 団体 助成団体数 18 団体 高齢社会対策課 

27 ◎はつらつシニア活躍応

援塾 

受講者数 47 人／年 実施 高齢社会対策課 

28 練馬区やさしいまちづくり

支援事業 

助成件数 ７件 実施 福祉部管理課 

29 高齢者向けホームページ 

「シニア ナビ ねりま」 

アクセス者数 延 11,400 人／

月 

アクセス者数 延 15,200 人／

月 

高齢社会対策課 

30 「高齢者の生活ガイド」の

発行 

実施（28,000 部） 実施 高齢社会対策課 

 

●より実効性の高い健康づくりと介護予防・フレイル予防の推進（81 ページ） 
番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

31 ◎介護予防・生活支援サ

ービス 

利用者 4,766 人／年 利用者 5,680 人／年 高齢社会対策課 

32 ★「高齢者みんな健康プ

ロジェクト」の実施 

・後期高齢者糖尿病重症

化予防事業 

・フレイル予防訪問相談

事業 

・健診未受診者等訪問 

― 

 課金年保国 施実

高齢社会対策課 

高齢者支援課 

33 ★加齢性難聴対策事業 
― 

 課援支者齢高 施実

34 ★「街かどケアカフェ」を活

用した健康・フレイル予防

ミニ講座 

― 

 課策対会社齢高 施実

35 地域ケア会議の開催 地域ケア推進会議 １回 

地域ケア圏域会議 ８回 

地域ケア個別会議 308 回 

地域ケア予防会議 60 回 

地域ケアセンター会議 50 回

 課援支者齢高 施実

36 ★骨粗しょう症検診と予防

教室 
― 

 課進推康健 施実

37 ★いきいき栄養講座 
― 

参加人数 １回 20～30 人  

年 20 回実施 

各保健相談所 

38 ★高齢者のための「ちゃ

んとごはん」 
― 

参加人数 １回 10～20 人 

年 15 回実施(１か所３回程度) 

健康推進課 

 課進推康健

 課進推康健

 施実 ― 業事及普操体口健★ 93

40 いきがいデイサービス 

 

利用者 500 人／年 利用者 560 人／年 高齢社会対策課 
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41 食のほっとサロン 

(通所サービス B） 

利用者 延 930 人／年 

実施か所数 13 か所 

利用者 延 3,200 人／年 

実施か所数 15 か所 

高齢社会対策課 

42 高齢者食事サービス 

（会食） 

 課策対会社齢高 施実 ）数人実（人52 者用利

介護保険課 施実 件002,1 数件付給 付給具用援支立自 34

44 地域リハビリテーション活

動支援事業（自立生活支

援） 

延べ 80 人    

 課策対会社齢高 施実

 課援支者齢高 施実 年／件005,16 トンメジネマアケ防予護介 54

 
 
 
 
●ひとり暮らし高齢者等を支える相談支援体制の強化（85 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

46 ◎地域包括支援センター

の移転・増設・担当区域

の変更 

２か所移転 移転、増設、担当区域の見直

しの実施 

高齢者支援課 

47 ◎ひとり暮らし高齢者等

訪問支援事業 

全面実施（地域包括支援セン

ター25 か所） 

訪問件数  10,547 件 

 課援支者齢高 施実

48 ◎ひとり暮らし高齢者等

実態調査 

 課援支者齢高 施実 施実

49 地域包括支援センター職

員の資質向上 

区実施の研修 

 ２回、延 100 人／年 

関係機関実施の研修 

 ６回、延 25 人／年 

 課援支者齢高 施実

50 地域包括支援センターの

認知度向上 

 課援支者齢高 施実 年／件011,891 数件談相

 

●ひとり暮らし高齢者等が安心して生活できるサービス体制の充実（85 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

51 ◎高齢者在宅生活あんし

ん事業 

1,900 人／年 2,500 人／年 高齢者支援課 

52 ◎認知症対応研修の実

施による地域における見

守り体制の強化   

 課援支者齢高 施実 施実

53 高齢者見守りネットワーク

事業協定 

 課援支者齢高 施実 ）体団83計累（定協と体団１

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  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
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54 福祉避難所の指定 ・福祉避難所の指定 42 か所

・訓練の実施 

 課理管部祉福 設増

55 災害時対応訓練の実施 ・介護・障害福祉サービス事

業者との安否確認結果報告

訓練の実施 

・区民防災組織との安否確認

訓練の実施 

・避難拠点、地域包括支援セ

ンターとの安否確認結果報

告訓練の実施 

 課理管部祉福 施実

56 ★終末期に向けた準備の

啓発 
― 

 課援支者齢高 施実

 

●地域との協働による生活支援体制の充実（86 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

57 高齢者支え合いサポータ

ー育成研修 

・サポーター数 164 人 

・スキルアップ研修の実施 

（年２回） 

 課援支者齢高 実充

58 ★家族介護者アセスメント

の周知・啓発 
－ 

 課援支者齢高 施実

59 生活支援コーディネータ

ーの配置 

・４か所 

・生活支援サービスの充実に

関する協議体開催  

 ５回（全体会 ２回、練馬圏

域 １回、大泉圏域 １回、 

石神井圏域 １回） 

 課援支者齢高 施実

60 ★老老介護等の事例に関

する地域ケア会議の実施 

地域ケア個別会議  

25 回／年 

 課援支者齢高 施実

61 ◎★つながるカレッジねり

ま（福祉分野・福祉コー

ス） 

 課理管部祉福 施実 年／人22 数生学学入

 
 
 
 
●認知症の相談体制の充実と適時・適切な医療・介護の提供（89 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

62 ★もの忘れ検診 

 
― 

 課援支者齢高 施実

 課援支者齢高 所か２ 所か２ 携連のと院病門専症知認 36

施策３  認知症高齢者への支援の充実  
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64 認知症専門相談 認知症専門相談（認知症初

期集中支援チーム） 

 開催 48 回  

 課援支者齢高 施実

65 練馬福祉人材育成・研修

センターによる認知症関

連研修の実施 

 課策対会社齢高 施実 施実

 

●認知症高齢者本人や家族の思いを尊重して暮らせる地域づくり（89 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

 課援支者齢高 施実 ）計累（部000,05 行発のクッブドイガ症知認 66

67 認知症サポーターの活用

（チームオレンジ活動の実

施） 

認知症サポーターの養成とチ

ームオレンジ活動の準備 

 課援支者齢高 施実

68 医師が話す認知症基礎講

座 

開催 ２回   

参加者数 40 人 

認知症医学講座の実施 高齢者支援課 

69 高齢者ドライバーへの安

全運転啓発 

・区ホームページを活用した

啓発                

・刊行物を活用した啓発 

・運転時認知障害早期発見

チェックリスト 30 を「高齢者 

の生活ガイド」および「はつ

らつライフ手帳」に掲載 

・「高齢者の生活ガイド」およ

び周知チラシを高齢者施設

に配布 

 課援支者齢高 施実

交通安全課 

70 家族介護者教室 教室数 33 回 延 230 人 

（ほか、認知症地域生活講座

開催 ３回 参加 70 人） 

介護学べるサロンの実施 高齢者支援課 

71 介護家族による介護なん

でも電話相談 

 課援支者齢高 施実 件521 談相  回05 施実

72 介護家族の学習・交流会 開催 ４回  参加 50 人 介護相談・交流カフェの実施 高齢者支援課 

73 介護家族支援者交流会 

 

 課援支者齢高 施実 人23 加参  回１ 催開

74 認知症高齢者位置情報

提供サービス利用料助成 

 課援支者齢高 施実 人845延 数人用利

75 若年性認知症講演会 開催 １回 参加 124 人 認知症医学講座の実施 高齢者支援課 

76 若年性認知症支援力向

上研修 

 

 課援支者齢高 施実 施実未

施策３　認知症高齢者への支援の充実
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64 認知症専門相談 認知症専門相談（認知症初

期集中支援チーム） 

 開催 48 回  

 課援支者齢高 施実

65 練馬福祉人材育成・研修

センターによる認知症関

連研修の実施 

 課策対会社齢高 施実 施実

 

●認知症高齢者本人や家族の思いを尊重して暮らせる地域づくり（89 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

 課援支者齢高 施実 ）計累（部000,05 行発のクッブドイガ症知認 66

67 認知症サポーターの活用

（チームオレンジ活動の実

施） 

認知症サポーターの養成とチ

ームオレンジ活動の準備 

 課援支者齢高 施実

68 医師が話す認知症基礎講

座 

開催 ２回   

参加者数 40 人 

認知症医学講座の実施 高齢者支援課 

69 高齢者ドライバーへの安

全運転啓発 

・区ホームページを活用した

啓発                

・刊行物を活用した啓発 

・運転時認知障害早期発見

チェックリスト 30 を「高齢者 

の生活ガイド」および「はつ

らつライフ手帳」に掲載 

・「高齢者の生活ガイド」およ

び周知チラシを高齢者施設

に配布 

 課援支者齢高 施実

交通安全課 

70 家族介護者教室 教室数 33 回 延 230 人 

（ほか、認知症地域生活講座

開催 ３回 参加 70 人） 

介護学べるサロンの実施 高齢者支援課 

71 介護家族による介護なん

でも電話相談 

 課援支者齢高 施実 件521 談相  回05 施実

72 介護家族の学習・交流会 開催 ４回  参加 50 人 介護相談・交流カフェの実施 高齢者支援課 

73 介護家族支援者交流会 

 

 課援支者齢高 施実 人23 加参  回１ 催開

74 認知症高齢者位置情報

提供サービス利用料助成 

 課援支者齢高 施実 人845延 数人用利

75 若年性認知症講演会 開催 １回 参加 124 人 認知症医学講座の実施 高齢者支援課 

76 若年性認知症支援力向

上研修 

 

 課援支者齢高 施実 施実未
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77 地域包括支援センターお

よび区職員による虐待対

応 

コアメンバー会議の開催 

150 回 

個別ケース検討会議の開催

50 回 

評価会議の開催 140 回 

 課援支者齢高 施実

総合福祉事務所 

78 成年後見制度の利用促

進を中心とした権利擁護

の取組 

①講演会・勉強会 12 回／年

②専門相談会 14 回／年 

③検討支援会議 ９回 

④市民後見人養成研修 

修了者数 72 人（累計） 

⑤関係職員向け研修  

１回／年 

⑥法人後見受任件数 

１件／年 

⑦後見人への報酬助成 

 52 件／年 

①講演会・勉強会 20 回／年 

②専門相談会 14 回／年 

③検討支援会議 12 回 

④市民後見人養成研修 

修了者数 77 人（累計） 

⑤関係職員向け研修  

１回／年 

⑥法人後見受任件数 

５件／年 

⑦後見人への報酬助成 

 60 件／年 

福祉部管理課 

79 自動通話録音機貸し出し

事業 

5,400 台 

 

実施 

（令和３年度目標） 

危機管理課 

 

●早期からの認知症予防活動の充実（90 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

80 認知症予防プログラム ①デュアルタスク（二重課

題）トレーニング  

２教室／年 

②パソコン編 ２教室／年 

③絵本読み聞かせ編 

 １教室／年 

①デュアルタスク（二重課

題）トレーニング 

３教室／年 

②ＳＮＳ編 ４教室／年 

③絵本読み聞かせ編 

 ２教室／年 

高齢社会対策課 

81 認知症予防普及啓発事

業 

①講演会 １回／年 

②ウォーキング講座 

 １回／年 

③認知症予防推進員連絡会 

 １回／年 

 課策対会社齢高 施実

 

 

 

●住み慣れた地域で暮らしながら、自宅での療養を安心して選択できる環境の整備（93 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

82 ◎看護小規模多機能型

居宅介護の整備 

定員 116 人（４か所） 

※新規整備 87 人分（３か所） 

定員 257 人（９か所） 

※新規整備 141 人分（５か所） 

介護保険課 

83 ◎定期巡回・随時対応型

訪問介護看護の整備 

13 か所 

※新規整備４か所（サテライト

型事業所） 

16 か所 

※新規整備３か所（サテライト

型事業所含む） 

介護保険課 

施策４  在宅生活を支える医療と介護サービス基盤の整備  
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84 ◎認知症高齢者グループ

ホームの整備 

定員 599 人（35 か所） 

※新規整備 36 人分（２か所） 

定員 698 人（40 か所） 

※新規整備 99 人分（５か所） 

介護保険課 

85 地域密着型サービスの普

及のための区民向けリー

フレットの発行 

 課険保護介 施実 施実

86 区域外指定・協定の締結

等 

 課険保護介 実充 施実

 

●在宅療養ネットワークの強化と医療提供体制の充実（94 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

87 ◎★医療連携・在宅医療

サポートセンターの運営

支援 

― 

 課療医域地 施実

88 ◎医療と介護の相談窓口

間の連携  

・25 か所（地域包括支援センタ

ー） 

・医療・介護連携推進員 25 名

・相談件数 累計 12,000 件  

 課援支者齢高 施実

89 ケアマネジャー向けの在

宅療養に関する研修 

８回／年 

・地域別カンファレンス ８回 

 課援支者齢高 施実

90 医療・介護情報の共有化 

（医療・介護連携シート） 

・ 薬 剤 師 会 薬 局 へ の 提 供

8,000 枚 

・地域包括支援センター、居宅

介護支援事業所等への提供

200 枚 

 課援支者齢高 施実

91 ◎地域包括支援センター

を中心とした在宅療養ネ

ットワーク事業 

①地域包括支援センターが参

画した医療・介護連携に関す

る取組 ７回 

② Ｉ ＣＴの導入 申請件数 ２件 

実施（①のみ） 高齢者支援課 

地域医療課 

92 多職種参加型の事例（症

例）検討会・交流会 

 課療医域地 年／回４ 年／回４

93 在宅医療同行研修 同行訪問 ２件／年 

振り返り研修 １回 

 課療医域地 施実

94 ★「人生会議」の普及啓

発事業 
 

施実
 

施実 高齢者支援課 

95 在宅療養についての区民

への普及啓発事業 

 課療医域地 施実 施実

96 在宅療養推進協議会の

運営 

在宅療養推進協議会 ２回／年

在宅療養専門部会 ３回／年 

認知症専門部会 ３回／年 

在宅療養推進協議会２回／年 

在宅療養専門部会 ３回／年 

認知症専門部会  １～３回／年 

地域医療課 

高齢者支援課 

施策４　在宅生活を支える医療と介護サービス基盤の整備
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84 ◎認知症高齢者グループ

ホームの整備 

定員 599 人（35 か所） 

※新規整備 36 人分（２か所） 

定員 698 人（40 か所） 

※新規整備 99 人分（５か所） 

介護保険課 

85 地域密着型サービスの普

及のための区民向けリー

フレットの発行 

 課険保護介 施実 施実

86 区域外指定・協定の締結

等 

 課険保護介 実充 施実

 

●在宅療養ネットワークの強化と医療提供体制の充実（94 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

87 ◎★医療連携・在宅医療

サポートセンターの運営

支援 

― 

 課療医域地 施実

88 ◎医療と介護の相談窓口

間の連携  

・25 か所（地域包括支援センタ

ー） 

・医療・介護連携推進員 25 名

・相談件数 累計 12,000 件  

 課援支者齢高 施実

89 ケアマネジャー向けの在

宅療養に関する研修 

８回／年 

・地域別カンファレンス ８回 

 課援支者齢高 施実

90 医療・介護情報の共有化 

（医療・介護連携シート） 

・ 薬 剤 師 会 薬 局 へ の 提 供

8,000 枚 

・地域包括支援センター、居宅

介護支援事業所等への提供

200 枚 

 課援支者齢高 施実

91 ◎地域包括支援センター

を中心とした在宅療養ネ

ットワーク事業 

①地域包括支援センターが参

画した医療・介護連携に関す

る取組 ７回 

② Ｉ ＣＴの導入 申請件数 ２件 

実施（①のみ） 高齢者支援課 

地域医療課 

92 多職種参加型の事例（症

例）検討会・交流会 

 課療医域地 年／回４ 年／回４

93 在宅医療同行研修 同行訪問 ２件／年 

振り返り研修 １回 

 課療医域地 施実

94 ★「人生会議」の普及啓

発事業 
 

施実
 

施実 高齢者支援課 

95 在宅療養についての区民

への普及啓発事業 

 課療医域地 施実 施実

96 在宅療養推進協議会の

運営 

在宅療養推進協議会 ２回／年

在宅療養専門部会 ３回／年 

認知症専門部会 ３回／年 

在宅療養推進協議会２回／年 

在宅療養専門部会 ３回／年 

認知症専門部会  １～３回／年 

地域医療課 

高齢者支援課 
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97 ◎旧高野台運動場用地に

おける病院の整備 

工事着手 開院（令和４年度） 医療環境整備課 

98 ★練馬光が丘病院跡施

設における病院を含む医

療・介護の複合施設の整

備 

 課備整境環療医 事工 定決者業事営運

高齢社会対策課 

介護保険課 

 

●複合的な生活課題に同時に直面する世帯への支援（95 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

99 ★福祉・保健相談窓口を

調整するコーディネーター

の配置 

 課祉福活生 施実 置配のーターネィデーコ

練馬総合福祉事

務所 

練馬総合福祉事

務所 

100 調整困難ケース対応事例

合同研修会の開催 

 課祉福活生 施実 施実

 

101 共生型サービス（障害福

祉サービスとの連携）の

充実 

 課険保護介 実充 施実

 

102 ◎★練馬福祉人材育成・

研修センターの設置 

 

－ 

実施（令和３年度） 高齢社会対策課 

103 ◎★練馬介護人材育成・

研修センター事業と練馬

障害福祉人材育成・研修

センター事業の統合 

－ 

実施（令和４年度） 障害者サービス

調整担当課 

高齢社会対策課 

   

●介護保険施設等の整備（99 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

104 ◎特別養護老人ホームの

整備 

定員 2,245 人 

（32 施設） 

定員 2,878 人 

※新規整備 633 人分 

高齢社会対策課 

105 ◎ショートステイの整備 定員 372 人 

（37 施設） 

定員 452 人 

※新規整備 80 人分 

高齢社会対策課 

106 介護老人保健施設ガイド

ブック活用による普及啓

発 

 課療医域地 施実 ）載掲設施41（施実
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●介護保険施設等で働く人材の確保と定着の支援（100 ページ）※事業は施策６（102 ページ）に記載 

 

●高齢者が安心して暮らせる住まいの確保（100 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

107 ◎都市型軽費老人ホーム

の整備 

定員 250 人 

（13 施設） 

定員 330 人 

※新規整備 80 人分 

高齢社会対策課 

108 サービス付き高齢者向け

住宅の整備 

 課策対会社齢高 施実 戸966

住宅課 

109 サービス付き高齢者向け

住宅の登録制度の周知 

・「住宅施策ガイド」、「高齢期を

安心して過ごすための住まい

のガイドブック」、「練馬区はつ

らつライフ手帳」に掲載 

・区ホームページで案内 

 課策対会社齢高 施実

住宅課 

110 「高齢期を安心して過ごす

ための住まいのガイドブッ

ク」の発行 

10,000 部発行（令和３年度） 

 

 

実施（令和５年度） 高齢社会対策課 

111 介護保険適用による住宅

改修給付 

 課険保護介 施実 件830,2

 課険保護介 施実 年／件242 付給修改宅住援支立自 211

113 居住支援制度 

（民間賃貸住宅契約の保

証料助成） 

 施実 件６

（令和３年度目標） 

生活福祉課 

114 ◎住まい確保支援事業 居住支援協議会の開催 ２回 

住まい確保支援事業の実施 

・物件情報申込件数 150 件 

・物件情報提供件数 130 戸 

居住支援法人との連携によ

る事業の充実 

 

住宅課 

115 高齢者優良居室提供事

業 

単身用 29 室 

２人世帯用 42 室 

 課策対会社齢高 施実

116 住宅修築資金融資あっせ

ん制度 

※70 歳までの完済条件付 

 き 

 課宅住 施実 件４ んせっあ資融

117 区営住宅長寿命化計画

の実施 

実施設計委託 １件  課宅住 施実

118 住宅施策に関する情報提

供 

・「住宅施策ガイド」等による情

報提供 

・「住宅施策ガイド」等の掲載内

容の更新 

 課宅住 施実

 

 

施策５　介護保険施設等の整備と住まいの確保
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●介護保険施設等で働く人材の確保と定着の支援（100 ページ）※事業は施策６（102 ページ）に記載 

 

●高齢者が安心して暮らせる住まいの確保（100 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

107 ◎都市型軽費老人ホーム

の整備 

定員 250 人 

（13 施設） 

定員 330 人 

※新規整備 80 人分 

高齢社会対策課 

108 サービス付き高齢者向け

住宅の整備 

 課策対会社齢高 施実 戸966

住宅課 

109 サービス付き高齢者向け

住宅の登録制度の周知 

・「住宅施策ガイド」、「高齢期を

安心して過ごすための住まい

のガイドブック」、「練馬区はつ

らつライフ手帳」に掲載 

・区ホームページで案内 

 課策対会社齢高 施実

住宅課 

110 「高齢期を安心して過ごす

ための住まいのガイドブッ

ク」の発行 

10,000 部発行（令和３年度） 

 

 

実施（令和５年度） 高齢社会対策課 

111 介護保険適用による住宅

改修給付 

 課険保護介 施実 件830,2

 課険保護介 施実 年／件242 付給修改宅住援支立自 211

113 居住支援制度 

（民間賃貸住宅契約の保

証料助成） 

 施実 件６

（令和３年度目標） 

生活福祉課 

114 ◎住まい確保支援事業 居住支援協議会の開催 ２回 

住まい確保支援事業の実施 

・物件情報申込件数 150 件 

・物件情報提供件数 130 戸 

居住支援法人との連携によ

る事業の充実 

 

住宅課 

115 高齢者優良居室提供事

業 

単身用 29 室 

２人世帯用 42 室 

 課策対会社齢高 施実

116 住宅修築資金融資あっせ

ん制度 

※70 歳までの完済条件付 

 き 

 課宅住 施実 件４ んせっあ資融

117 区営住宅長寿命化計画

の実施 

実施設計委託 １件  課宅住 施実

118 住宅施策に関する情報提

供 

・「住宅施策ガイド」等による情

報提供 

・「住宅施策ガイド」等の掲載内

容の更新 

 課宅住 施実
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●介護サービスを支える多様な人材の確保（103 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

119 ★区民向け介護基礎研修

の実施 
― 

 課策対会社齢高 施実

120 ◎介護従事者養成研修 年３回実施 

修了者 150 人／年 

年４回実施 

修了者 200 人／年 

高齢社会対策課 

121 ★離職した介護職員等の

復職支援 
― 

 課策対会社齢高 施実

122 ◎外国人介護職員向け支

援 

・日本語インストラクター養成研

修  

・外国人介護職員受入支援セミ

ナー  

参加者 計 14 名 

 課策対会社齢高 施実

123 ★学生や教職員への介

護職の魅力発信事業 
― 

 課策対会社齢高 施実

 課療医域地 施実 施実 業事保確材人の職療医 421

 

●地域共生社会に対応する人材の育成（104 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

125 介護サービス事業所と 

障害福祉サービス事業 

所の共通課題対応研修 

実施 

※令和２年度までは練馬介護

人材育成・研修センターと

練馬障害福祉人材育成・研

修センターの共同研修とし

て実施 

スビーサ者害障 施実

調整担当課 

高齢社会対策課 

126 インターネットを使ったオ

ンライン研修 

 課策対会社齢高 実充 年／回４

127 ◎研修受講料・資格取得

費用助成 

利用者 400 人／年 

〔内訳〕 

①介護福祉士資格取得費用助

成 70 人／年 

②介護職員初任者・実務者研

修受講料助成 200 人／年 

③（主任）ケアマネジャー資格

更新研修受講料助成 

  130 人／年 

 

①介護福祉士資格取得費用

助成  充実 

②介護職員初任者・実務者

研修受講料助成  充実 

③【新規】生活援助従事者研

修受講料助成 実施 

④（主任）ケアマネジャー資格

更新研修受講料助成 

  実施 

高齢社会対策課 

介護保険課 

128 介護支援専門員の資質

向上のための研修 

地域同行型研修等 23 回／年

 

 

 課援支者齢高 施実

施策６  介護の現場を支える総合的な人材対策の推進  
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129 事業者支援体制の強化 事業者対象研修 ６回 

（居宅１回、訪問介護３回、福

祉用具１回、その他１回） 

 課援支者齢高 施実

130 ◎★介護サービス事業

所向けゲートキーパー

養成研修 

－ 

 課策対会社齢高 施実

 

●職員の負担軽減等による人材の定着支援（104 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

131 ◎ＩＣＴ等を活用した介護

サービス事業所への支援 

補助金交付 ４事業所  課策対会社齢高 施実 

132 介護人材定着支援事業 処遇改善加算セミナーの実施 

 参加者 57 人 

個別支援 実施 

 課策対会社齢高 施実

133 ★介護職員の永年勤続

表彰 
― 

 課策対会社齢高 施実

134 ★介護分野の文書の削

減・標準化 
― 

 課当担査検導指 施実

介護保険課   
 
 
 
●介護保険制度の適切な運営（110 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

135 介護保険運営協議会の

運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課策対会社齢高 施実

136 地域包括支援センター運

営協議会の運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課援支者齢高 施実

137 地域密着型サービス運営

委員会の運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課険保護介 施実

138 保健福祉サービス苦情調

整制度の周知 

区報掲載 ２回／年 

民生児童委員協議会等での周

知 ６回／年 

 課理管部祉福 施実

139 事業者情報の公表および

提供 

事業者一覧の発行 

40 部／月 

 課険保護介 施実

140 認知症高齢者グループホ

ームの第三者等による福

祉サービス評価への助成 

助成事業者数 

20 事業者／年 

 課険保護介 施実

介護保険事業  

施策６　介護の現場を支える総合的な人材対策の推進
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129 事業者支援体制の強化 事業者対象研修 ６回 

（居宅１回、訪問介護３回、福

祉用具１回、その他１回） 

 課援支者齢高 施実

130 ◎★介護サービス事業

所向けゲートキーパー

養成研修 

－ 

 課策対会社齢高 施実

 

●職員の負担軽減等による人材の定着支援（104 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

131 ◎ＩＣＴ等を活用した介護

サービス事業所への支援 

補助金交付 ４事業所  課策対会社齢高 施実 

132 介護人材定着支援事業 処遇改善加算セミナーの実施 

 参加者 57 人 

個別支援 実施 

 課策対会社齢高 施実

133 ★介護職員の永年勤続

表彰 
― 

 課策対会社齢高 施実

134 ★介護分野の文書の削

減・標準化 
― 

 課当担査検導指 施実

介護保険課   
 
 
 
●介護保険制度の適切な運営（110 ページ） 

番号 事業名 令和２年度末見込み 整備・事業目標 担当課 

135 介護保険運営協議会の

運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課策対会社齢高 施実

136 地域包括支援センター運

営協議会の運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課援支者齢高 施実

137 地域密着型サービス運営

委員会の運営 

開催数 

13 回／任期（３年間） 

 課険保護介 施実

138 保健福祉サービス苦情調

整制度の周知 

区報掲載 ２回／年 

民生児童委員協議会等での周

知 ６回／年 

 課理管部祉福 施実

139 事業者情報の公表および

提供 

事業者一覧の発行 

40 部／月 

 課険保護介 施実

140 認知症高齢者グループホ

ームの第三者等による福

祉サービス評価への助成 

助成事業者数 

20 事業者／年 

 課険保護介 施実

介護保険事業  介護保険事業
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 課当担査検導指 施実 年／件67 数件導指 導指のへ者業事護介 141

142 介護保険パンフレットの発

行 

 課険保護介 施実 施実

143 収納対策強化取組事業 コールセンター（納付案内セン

ター）を設置 

延 50 日間／年 

コールセンター（納付案内セ

ンター）を設置 

延 50 日間／年 

介護保険課 

※介護給付費適正化推進事業については 111 ページ参照 

 
 
 

  




