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目 
的 

対 象 おおむね６５歳以上の市民 
意 図 住み慣れた地域で安心して生きがいを持ち，健康的に暮らし続けることができる 

◇施策の方向＜調布市基本計画Ｐ88＞ 

高齢になっても，住み慣れた地域で安心して生きがいを持って暮らし続けられるよう，介護，予防，医療，生活支援，

住まいが包括的，継続的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目指します。 

 

ま ち づ く り 指 標 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 
目標値 

（平成30年度） 

１ 地域包括支援センター

を知っている高齢者の割

合【☆，◎】 

50.0% 52.1% 50.0％ 57.5％ 60.0％ 

２ 健康ではりのある生活

のため，趣味活動や地域

活動に参加している高齢

者の割合【☆，◎】 

42.2% 41.8% 41.7％ 40.9％ 50.0％ 

３ 地域密着型サービス事

業所数【☆，◎】 
18か所 18か所 42か所 4１か所 

21か所 

（平成29年度） 

 
◆指標でみる達成状況（☆…基本計画におけるまちづくり指標，◎…総合戦略における指標） 

１ 地域包括支援センターを知っている高齢者の割合【☆，◎】 
 平成２９年度は，これまで行ってきた市が発行する配布物や路線バス内での放送等による周知に加え，
福祉まつり等で見守りネットワークのマスコットキャラクターの着ぐるみを着てＰＲに努めました。その
結果，「調布市民意識調査」で地域包括支援センターを知っていると回答した６５歳以上の市民は，昨年
度より７.５ポイント増加しました。引き続き，平成３０年度の目標値達成に向け，住民同士の支え合いの
地域づくりや見守りネットワーク事業等の他事業と合わせて，地域包括支援センターの広報に努めます。 

２ 健康ではりのある生活のため，趣味活動や地域活動に参加している高齢者の割合【☆，◎】 
 高齢者の健康維持に寄与するため，健康づくり事業に加え，一般介護予防事業を実施しました。住民主
導型の健康体操である「簡単１０の筋力トレーニング」に取り組む団体を増やすための取組や，生活支援
体制整備事業で支え合う地域づくりを構築するための取組を行いましたが，平成２８年度と比較すると 
０．８ポイント減少しました。より多くの市民が趣味活動や地域活動，健康づくりに取り組んでいただけ
るよう，事業内容や情報発信の方法を工夫します。 

３ 地域密着型サービス事業所数【☆，◎】 

 第６期調布市高齢者総合計画の期間中（平成２７～２９年度）に，認知症高齢者グループホーム，定期

巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護の開設を目指し，平成２８年度に引き続

き，事業者への周知・公募を行いました。認知症高齢者グループホーム及び定期巡回・随時対応型訪問介

護看護については，高齢者総合計画に定める供給量を確保しました。看護小規模多機能型居宅介護につい

ては，応募事業者がなく未整備となったため，第７期調布市高齢者総合計画（平成３０～３２年度）に基

づき整備を行います。 
 

※まちづくり指標については，平成２８年４月の制度改正により「地域密着型通所介護」が東京都から移管され，

地域密着型サービス事業所数として計上することとなったため，事業所数が増加しています。 
 なお，制度改正前の計上方法によると，平成２８年度は１８か所，平成２９年度は１９か所となります。 

１ 平成２９年度の振り返り — 現状把握 



（施策№08 高齢者福祉の充実） 

 
◆施策の成果向上に向けた主な取組実績（基本的取組別に記載） 
０８-１ 在宅生活の支援（総合戦略Ｃ－②） 

 在宅生活を支えるサービスとして，配食サービス，緊急通報システム，人感センサー安否通報システム

等の事業を実施し，高齢者が安心して生活できるサービスの提供に努めました。また，関係団体ネットワ

ーク会議，見守りサポーター（みまもりさん）養成講座を実施し，見守りネットワーク事業の定着及び，

見守り体制の強化に努めました。地域包括支援センターについては，相談機能とともに地域包括支援セン

ターを中心とした関係機関とのネットワークの充実を図りました。 

 ちょうふ在宅医療相談室において，在宅医療・介護に関わる相談を受け付けたほか，医療と介護の連携

強化のため，医師，歯科医師，薬剤師，介護支援事業所，地域包括支援センター等で構成する「ちょうふ

在宅医療相談室運営協議会」を開催し，医療や福祉の資源把握や情報共有に努めたほか，協議会で検討を

重ね「ちょうふ在宅医療ガイドブック」を作成・発行し，市民に向けて在宅医療の周知を図りました。 

また，地域包括ケアシステムの中核を担う機関である地域包括支援センターと連携し，虐待や支援が必

要な高齢者の早期発見や早期対応に努めたほか，地域ケア会議を定期的に開催し，地域との連携を深めま

した。 

 認知症に対する取組としては，「認知症連携会議」において，認知症に対する早期発見・早期対応する

ための専門チームである認知症初期集中支援チームの平成３０年４月の設置に向けて検討を重ねました。 

また，委託事業として認知症サポーター養成講座，フォローアップ研修を継続実施し，認知症に対する

正しい知識と理解の普及啓発に努めたほか，平成２９年度は，新たに養成講座受講修了者が実際に認知症

の方の支援につながるよう，相談窓口やボランティアについてまとめた「認知症サポーターの活躍の場リ

スト」を配布しました。 

０８-２ 社会参加の促進及び健康づくりの推進（総合戦略Ｃ－③） 

高齢者の健康づくりを推進するために，健康づくり事業と一般介護予防事業を実施しました。また，「単

位老人クラブ」３６団体に対して補助を行い，補助金事務の説明会や個別相談を実施するとともに，市老

人クラブ連合会の育成を図りました。 

 また，公益社団法人調布市シルバー人材センターに対して補助金を交付し，高齢者の請負，派遣による

就業機会の拡大を図る取組などの運営を支援することで，高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進しま

した。 

 高齢者の社会参加を促すため，高齢期の生活に役立つ健康・福祉・生きがいなどの高齢者教育事業を公

民館において実施しました。また，高齢者学級の実施を通して高齢者の自主的な共同学習を援助しました。 

 市民を対象として実施している「リフレッシュ体操スクール」全８４コースのうち５１コースについて

は，特に高齢者の参加が多く，腰痛予防体操や筋力トレーニングなどを取り入れて実施しました。 

 健康づくり事業については，元気で生きがいを持って自立した生活をおくれるよう，飲食店など既存の

社会資源を活用し，柔ちゃん体操教室，ティーポットサロン，健康ウォーキング教室，いきいき麻雀，い

きいき将棋同好会などの事業運営団体に補助を行いました。 

介護予防事業については，介護予防普及啓発教室や介護予防講演会等を行ったほか，ＦＣ東京との連携

により高齢者体操教室を実施しました。 

生活支援体制整備事業については，平成２９年度から，市内全域を活動範囲とする第１層地域支え合い

推進員としての機能を市（高齢者支援室職員）が担うこととしたほか，より市民に身近な活動範囲で高齢

者の生活支援サービスの体制整備を推進することを目的とした，第２層地域支え合い推進員を調布市社会

福祉協議会に２名配置し，地域資源の把握と支え合いの地域づくりを進めました。 

０８-３ 介護保険事業の円滑な運営（総合戦略Ｃ－④） 

 「調布市基本構想」の方向性に即した高齢者の保健福祉施策を推進するため，「第６期調布市高齢者総

合計画」（平成２７年度～２９年度）に基づいた事業展開を行いました。 

 地域密着型サービスの推進については，高齢者総合計画に定める整備量の確保に向けて，公募を４回実

施しました。 

 利用者に対する情報提供として，市報やホームページで情報を発信したほか，出前講座の実施や，パン

フレットの作成を通して広報を行いました。 

 ケアマネジャーや介護保険事業者のサービスの質の向上を目的とした研修などを実施したほか，給付の

適正化に係る取組を継続して実施しました。 

２ 平成２９年度の振返り — 取組実績（ＤＯ） 



（施策№08 高齢者福祉の充実） 

 
◆平成２７～２９年度における施策の成果 
（平成２７年度） 

・公益社団法人調布市医師会に「ちょうふ在宅医療相談室」及び「ちょうふ在宅医療相談室運営協議会」を委託（平成２６年度まで

は補助事業として実施）し，市内の医療機関，介護事業者等の間の連携体制の整備を図った。 

・公益財団法人調布ゆうあい福祉公社に「生活支援体制整備事業」を委託し，高齢者の生活支援サービスの体制整備を推進していく

ことを目的として，市全域を活動範囲とする第１層生活支援コーディネーターを配置した。また，地域で高齢者を支援する関係者間

のネットワークづくりを目的とした「協議体」を設置し，年間５回の会議，講演会・学習会を各１回開催した。 

・地域包括支援センターでの，年間５万３，６９６件に及ぶ相談への対応や，必要なサービスにつなげる支援や地域ケア会議の開催

により，高齢者が地域で安心して暮らし続けることに寄与した。 

・前年度までの介護予防事業に加え，「知って活かそう介護予防」「ステップアップ教室」を７４３回実施し，延べ２，７０５人が参

加した。参加者の満足度は高く，要介護状態への進行防止に成果を上げている。 

・新たに「調布市高齢者人感センサー安否通報システム」事業を開始し，単身高齢者への見守りサービスの充実を図った。 

 

（平成２８年度） 

・在宅生活の支援においては，調布市高齢者人感センサー安否通報システム事業で，利用者拡大のために，ふれあい給食の利用者や

介護予防事業利用者への広報を行うほか，都営住宅への設置について交渉し，住宅供給公社の理解をいただくことができたが，平成 

２８年度末時点で，利用者数２１人となっており，設置目標人数である１００人は達成できていない。今後も設置目標達成を目指し，

事業の普及に努める。また，認知症サポーター養成講座を３５回開催し，１，０１４人の参加があった。事業を開始した平成１８年

度からの参加者累計は，６，７３９人となり，一定の成果が出ている。 

・社会参加の促進及び健康づくりの推進においては，生活支援体制整備事業で，前年度に引き続き，市全域を活動範囲とする第１層

の生活支援コーディネーターを配置するとともに，協議体を設置し，事業の普及啓発，市内の社会資源調査を行ったほか，平成２９

年度に配置する，市民に身近な地域を活動範囲とする第２層の生活支援コーディネーターの設置に向けた検討を行った。 

・介護保険事業の円滑な運営については，第６期調布市高齢者総合計画に基づき，事業を展開した。地域密着型サービスについては，

公募を実施し，認知症高齢者グループホームについては平成２９年度中の開設に向けた応募があり，事業者を選定することができた

が，定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護については，応募事業者がなかったため，引き続き公募を

実施する。 

（平成２９年度） 

・在宅生活を支えるサービスとして，配食サービス（提供食数３４，０１６食），緊急通報システム（利用人数７０９人），人感セン

サー安否通報システム（利用人数２８人）等の事業を実施した。また，見守りネットワーク事業においては，関係団体ネットワーク

会議，見守りサポーター（みまもりさん）養成講座（養成人数４２人）を継続して実施した。 

・医療と介護の連携強化では，「ちょうふ在宅医療相談室運営協議会」を継続して開催し，情報共有に努めたほか，「ちょうふ在宅医

療ガイドブック」を作成し，市民に向けて在宅医療の周知を図った。また，ちょうふ在宅医療相談室において，在宅医療・介護に関

わる相談を受け付けた。 

・地域包括支援センターと連携し，虐待や支援が必要な高齢者の早期発見や早期対応に努めたほか，地域ケア会議を定期的に開催し，

（８７回開催）地域との連携を深めた。 

・「認知症連携会議」において，認知症に対する早期発見・早期対応するための専門チームである認知症初期集中支援チームの平成 

３０年４月の設置に向けて検討を重ねた。また，認知症サポーター養成講座（実施回数４５回，養成者数１，６００人），フォローア

ップ研修を継続実施し，認知症に対する正しい知識と理解の普及啓発に努めたほか，養成講座受講修了者が実際に認知症の方の支援

につながるよう，相談窓口やボランティアについてまとめた「認知症サポーターの活躍の場リスト」を配布した。 

・高齢者の健康づくりを推進するために，健康づくり事業と一般介護予防事業を実施した（健康づくり事業全６事業の合計実施回数：

２１９回，参加者数：延べ２，４９２人，一般介護予防事業全８事業合計実施回数：延べ７２回，参加者数延べ７３８人）。また，「単

位老人クラブ」３６団体に対して補助し，補助金事務の説明会や個別相談を実施するとともに，市老人クラブ連合会の育成を図った。 

・公益社団法人調布市シルバー人材センターに対して補助金を交付し，高齢者の請負，派遣による就業機会の拡大を図る取組などの

運営を支援することで，高齢者の社会参加や生きがいづくりを推進した。 

・生活支援体制整備事業において，市内全域を活動範囲とする第１層地域支え合い推進員としての機能を市（高齢者支援室職員）が

担うこととしたほか，より市民に身近な活動範囲で高齢者の生活支援サービスの体制整備を推進することを目的とした，第２層地域

支え合い推進員を調布市社会福祉協議会に２名配置し，地域資源の把握と支え合いの地域づくりを進めた。 

※平成２９年度から「生活支援コーディネーター」は「地域支え合い推進員」の名称で活動している。 

・介護保険事業の円滑な運営については，第６期調布市高齢者総合計画に基づき，事業を展開した。地域密着型サービスについては，

公募を実施し，認知症高齢者グループホームについては平成２９年度中に開設することができた。定期巡回・随時対応型訪問介護看

護については，既存事業所において受入枠を１０人拡大し，高齢者総合計画に定めるサービス供給量を確保した。看護小規模多機能

型居宅介護については，応募事業者がなかったため，第７期調布市高齢者総合計画に基づき，整備を推進していく。 

 

◆施策の成果についての評価（平成２９年度） 

評価 ◎ 
◎：「達成した。十分な成果が得られた。」 
○：「おおむね達成した。おおむね成果が得られた。」 
△：「目標達成までには至らなかった。予定した成果が得られなかった。」 

３ 平成２９年度の振返り及び現基本計画期間の取組状況（平成３０年度見込みを含む） — 評価（ＣＨＥＣＫ） 



（施策№08 高齢者福祉の充実） 

◆まちづくり指標の目標達成見込み（平成３０年度見込みを含めた現基本計画期間における達成度）  
◎：「目標値達成に向け順調に推移」 

・次の区分により記号を記入   ○：「目標値達成は現状難しいが，前年度より向上する見込み」 

△：「目標値達成は現状難しく，前年度と同等又は悪化する見込み」 

・右欄【要因・課題】は各指標の達成度について補足説明（目標達成・未達成の要因・次期基本計画に向けた課題等）を記載 

（各指標名横の記号…☆：基本計画におけるまちづくり指標，◎：総合戦略における指標） 

１ 地域包括支援センターを知っている高齢者の割合

【☆，◎】 
（目標値：60.0％ 現状値：57.5％） ◎ 

【要因・課題】 

ＰＲ方法の充実に加え，支え合いの地域づくりや介

護予防事業の中で，元気なうちから地域包括支援セ

ンターと関わる方が増えている。引き続き，高齢者

の総合相談窓口として，周知を図っていく。 

２ 健康ではりのある生活のため，趣味活動や地域活動

に参加している高齢者の割合【☆，◎】 
（目標値：50.0％ 現状値：40.9％） ○ 

【要因・課題】 

定年延長や多様な働き方の充実により，趣味活動・

地域活動に参加するより就労している方が増加して

いることも原因と考えられる。健康づくりや介護予

防事業の周知とともに，指標の修正も検討する。 

３ 地域密着型サービス事業所数【☆，◎】 
（目標値：21か所（平成 29年度） 現状値：41か所） ○ 

【要因・課題】 

幅広い事業者の参入を促すために，東京都の補助金

等を活用し，開設準備等に係る事業者の経費負担の

軽減を図っていく。 
 
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む）における施策の取組状況 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

計画どおり・計画より進んだ取組等 

（現基本計画で予定した成果が十分得られる） 

今後の取組の方向   

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①地域包括支援センターの充実 

②見守りネットワークの推進 

③介護予防・日常生活支援総合事業の展開 

④地域密着型サービスの整備 

①現基本計画期間中に，在宅医療・介護連携推進担当（認知症地

域支援推進員兼務）を配置し，機能強化を図ってきた。平成３０

年度中に福祉圏域の変更に合わせた担当区域の見直しを行うほ

か，平成３１年度以降の移行予定等を検討する。 

②平成２７年度末時点で４９団体だった見守りネットワーク事業

協定団体が平成２９年度末時点で５４団体に増加した。徐々に広

がっており，引き続き高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう，

地域全体で見守っていく仕組みを推進する。 

③介護予防・日常生活支援総合事業は，平成２８年１０月に事業

を開始し，平成２９年９月末までに移行が終了した。今後，住民

が主体となって生活支援サービスを提供する仕組みの構築や短期

集中型のサービス等を検討していく必要がある。 

④平成２９年度に１か所施設を整備した。平成３０年度について

は，第７期調布市高齢者総合計画に基づき，整備を推進していく。 

計画より遅れた取組等 

（現基本計画で予定した成果が得られない） 

遅れの理由や次期基本計画に向けた対応課題等 

※近隣自治体との比較があれば併せて記載 

①特別養護老人ホーム等の整備 ①平成２７年度から２９年度を計画期間とする第６期調布市高齢

者総合計画の期間中に１か所整備する予定であったが，建築予定

地での遺跡調査や動植物の調査等の理由で着工が遅れたため，第

７期調布市高齢者総合計画の計画期間中に整備することとした。   
◆現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）における施策の成果についての総括 
・地域包括支援センターの充実については，現基本計画期間中に，在宅医療・介護連携推進担当（認知症地域支援推進員兼務）を配

置し，機能強化を図った。平成３０年度中には，福祉圏域の変更に合わせた担当区域の見直しについて検討する。 

・見守りネットワークの推進については，平成２７年度末時点で４９団体だった見守りネットワーク事業協定団体が平成２９年度末

時点で５４団体に増加した。引き続き高齢者や障害者等が安心して暮らせるよう，地域全体で見守っていく仕組みを推進する。 

・介護予防・日常生活支援総合事業の展開については，平成２９年９月末までに移行が終了した。今後，生活支援体制整備事業にお

ける地域支え合い推進員を段階的に配置し，住民が主体となって生活支援サービスを提供する仕組みの構築や短期集中型のサービス

等を検討していく必要がある。 

・特別養護老人ホーム等の整備については，第６期調布市高齢者総合計画の期間中に１か所整備する予定であったが，建築予定地で

の遺跡調査や動植物の調査等の理由で着工が遅れたため，第７期調布市高齢者総合計画の計画期間中に整備することとした。 

・地域密着型サービスについては，事業者への周知・公募を行い，平成２９年度に認知症高齢者グループホームを１か所開設した。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については，既存事業所において受入枠を１０人拡大し，サービス供給量を確保した。看護小規

模多機能型居宅介護については，応募事業者がなかったため，第７期調布市高齢者総合計画に基づき，整備を推進していく。 

評価 Ａ 
【評価区分】 
現基本計画期間（平成３０年度見込みを含む４年間）に対する進捗状況について，Ｓ～Ｄの５段階で評価 
Ｓ：「計画以上に進捗した。 予定以上の取組成果が得られた。」    
Ａ：「計画どおりに進捗した。 予定した取組成果が得られた。」 
Ｂ：「概ね計画どおりに進捗した。 一定の取組成果が得られた。」  
Ｃ：「進捗にやや遅れがみられた。  予定した取組成果が得られなかった。」 
Ｄ：「進捗に大きな遅れがみられた。 ほとんど取組成果が得られなかった。」 



（施策№08 高齢者福祉の充実） 

◆施策を取り巻く状況（施策を取り巻く環境の変化や，国・都・近隣自治体等の動向等を記載） 
・左欄と右欄において，丸数字で対になるよう記載 

 
 
 

 
◆次期基本計画期間におけるポイント（平成３０年代を展望した施策の目指すべき方向） 
・2019・2020年を契機としたまちづくりへの多面的効果や施策における有形・無形のレガシーがあれば記載（冒頭に◎を記入） 
・平成３０年度から平成３２年度を計画期間とする第７期調布市高齢者総合計画においては，地域包括ケアシステムの構築に向け，

構成要素である医療，介護，予防，住まい，生活支援に関連する部署の計画との整合を図るとともに，住民同士が支え合う地域，

一人一人が活躍できる場を構築していくために，部や課を超えた庁内連携が必要となる。 

・第７期調布市高齢者総合計画に掲げた計画期間中の重点施策について，進捗管理する必要がある。 

・支援が必要な高齢者に適切なサービスと届けるとともに，支え合いの地域づくりに効果的に取り組むために，地域包括支援セン

ターの担当区域の見直しと生活支援体制整備事業における地域支え合い推進員及び協議体の段階的配置を行う必要がある。 

 

 

市政を取り巻く状況 左記を踏まえた市の対応課題等 

全
国
的
な
潮
流
・
傾
向
等 

①国が掲げる介護，予防，医療，生活支援，住まいの各種サービスが包括
的かつ継続的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進に向け，
「自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組推進」「医療・
介護の連携の推進等」「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」が議
論されている。 
②「早期診断」と「早期対応」を柱とする「認知症施策推進総合戦略（新
オレンジプラン）」に基づいた施策の整備が求められている。 
③生活支援体制整備事業において，支え合いの地域づくりを推進する生活
支援コーディネーター（調布市での名称は「地域支え合い推進員」）と協
議体の全日常生活圏域への設置が必要とされている。 

①地域で高齢者等を支えたり，活躍の場を創出したり

するために，福祉分野に限らず，街づくりや生涯学習

といった広い分野との連携が必要となる。 

②平成３０年度から設置した認知症初期集中支援チ

ームを活用し，早期診断と早期対応を行う必要があ

る。 

③地域支え合い推進員及び協議体の段階的な設置に

向けて関係機関と協議する。 

都
や
近
隣
市
等
の
動
向
等 

①地域の実情に応じて，介護予防・日常生活支援総合事業において，各自
治体独自の基準でサービス提供が始まっている。 
②地域密着型サービスについては，整備に係る国・都補助金の交付や東京
都・区市町村の公有地の活用により，整備の推進が図られている。 
③東京都の特別養護老人ホーム等介護保険施設整備促進施策として，高齢
者人口に対する施設定員数（＝整備率）により，１床あたりの都建設費補
助金が加算されている。 

①総合事業については，他市の取組状況も注視しなが

ら，調布市に適したサービス提供に向けた検討を進め

る。 

②地域密着型サービスについては，国・東京都の補助

金等を活用し，開設準備等に係る事業者の経費負担の

軽減を図り，幅広い事業者の参入を促し，整備を推進

していく。 

③施設の整備については，必要な数が確保できるよ

う，調布市高齢者総合計画に盛り込み，計画的に整備

する。 

そ
の
他 

①市議会からは，市の高齢者施設（特別養護老人ホーム）の整備の考え方，
介護と医療の連携強化，認知症施策の推進，高齢者を支える家族のケア，
ひとり暮らし・高齢者のみ世帯の生活支援等に関して要望・意見が寄せら
れている。 
②平成３０年度から平成３２年度を計画期間とする第７期調布市高齢者
総合計画を策定し，計画期間中に重点的に取り組む施策５つを挙げてい
る。 

①市民ニーズの的確な把握に努めるとともに，課題に

対して早期対応が可能となるよう積極的な情報収集

を行う。 

②第７期調布市高齢者総合計画に基づき，地域ごとの

特徴に応じた施策展開を図る必要がある。 

４ 施策の方向 — （ＡＣＴＩＯＮ） 



（施策№08 高齢者福祉の充実） 

◆施策における２つのアクション 
【アクション①】横断的連携による施策の推進 

 
【アクション②】調布のまちの魅力発信 

 
◆参考：調布市基本計画：参加と協働の視点～市民等に期待される役割～ 
・市民，事業者は，高齢者が地域で孤立せずに安心して暮らせるよう，地域での支え合いに努め，支援を必要とする高齢者の見守

り活動等を行います。 

 
 

＜参考：基本的取組及び基本計画事業の体系＞ 

 
 
 
 
 
 
 

○施策の成果向上に向けた施策間連携・多様な主体との連携 

（施策を推進するうえで施策間の連携や多様な主体との連携を行うべき事項，それに向けて今後調整・検討すべき事項） 

・高齢者の住まいの確保については，居住支援協議会を活用し，関係団体及び調布市（福祉健康部及び都市整備部）が連携し，必

要な住宅政策を講じていくため，引き続き庁内の連携・調整を図ることが必要である。  

・地域包括ケアシステムの構築に向け，地域の多様な主体による支え合い体制を構築するためには，地域の人的資源の把握や地域

づくり，社会資源を結びつけるネットワーク整備の観点から連携が必要である。 

・認知症高齢者等への理解促進には，様々な切り口からのアプローチが有効であり，「認知症サポーター養成講座」の職員全員受

講や，みまもっと連絡会の更なる活用を推進する必要がある。また，高齢者が犯罪に巻き込まれないための取組については，総合

防災安全課や文化生涯学習課等との連携が必要である。 

・高齢者が生きがいづくりにつながるような取組や，社会参加の機会の創出，多世代交流など，クリーンセンター跡地の活用や，

文化，スポーツイベント等の活用も視野に入れ，関係部署との連携を図る。 

 

 

○施策の取組において市内外に向け特にアピールできる成果，地域資源，強みなど 

（施策における魅力の要素，魅力向上に向けた取組） 

・地域の社会資源（自治会，商店会等）の協力を得て，「ソフトな見守り・ゆるやかな働きかけ」をモットーに，高齢者等を周囲

から見守る，見守りネットワーク「みまもっと」を市内全域に展開し，地域の見守り体制を構築 

 

（上記魅力の要素に関して改善・強化に向けて予定又は検討している取組・課題など） 

・「みまもっと」の更なる知名度向上のために，各地域包括支援センターに配置しているみまもっと担当者による広報活動ととも

に，地域包括支援センターの広報を担っている地域のボランティアである広報協力員の協力も得ながらみまもっとの周知に努めて

いく。 

 

※★の事業は「重点プロジェクト事業」です。 


