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第１ 監査の概要 

 

１ 監査の根拠 

   地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づく地方公共団体

の事務の執行に関する監査 

 

２ 監査のテーマと目的 

（１）テーマ 

   「地域包括ケアシステムについて」 

 

 （２）監査の目的 

区における高齢者人口は、今後ゆるやかに増加する見込みであるが、介護

のニーズが高まる 75歳以上の人口はこれから大幅に増加することが見込ま

れている。「おおた高齢者施策推進プラン～大田区高齢者福祉計画・第７期

介護保険事業計画」は、大田区の高齢施策について、団塊の世代が 75歳以

上となる 2025年（平成 37年）を見据え、平成 30年度から 32年度までを計

画期間として定めた計画である。 

高齢者が地域で、その人の有する能力の応じた、自立した日常生活を送る

ことができるよう、「地域力」「切れ目のない支援」「予防的取組」の３つの

視点から、「地域包括ケアシステム」の構築に取り組んできた。第７期にお

いては、さらに深化・推進する内容となっている。 

そこで、地域包括ケアシステムの構築における取組みについて、計画的・

効果的に行われているか、経費は経済的、有効的に使われているかなどを中

心に監査を実施した。 

 

３ 監査の対象部局 

   地域力推進部、福祉部、健康政策部 

 

４ 監査期間 

   平成 30年６月１日（金）から平成 31年３月 29日（金）まで 

 

５ 監査の着眼点 

  ○「おおた高齢者施策推進プラン」の取組み状況について 

  ○同プラン記載の各施策は計画的に行われているか。 

  ○部局間の連携、外部の関係者との連携は適切か。 

  ○元気シニア・プロジェクト事業の取組みは効果的に行われているか。 

  ○シニアステーション事業の取組みは効果的に行われているか。 

  ○地域医療連携の取組みは効果的に行われているか。 

  ○地域福祉に関する特別出張所の取組みは適切か。 
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６ 監査の実施方法 

 （１）書面調査 

次に掲げる調査項目について、監査対象部局に対し 41項目の調査票を送付

し、回答を依頼した（調査期間：平成 30年７月３日～８月 10日）。 

 

【調査項目】 

（１）高齢者福祉計画（平成 27年度～平成 29年度）の成果、評価等 

（２）高齢者福祉計画（平成 30年度～平成 32年度）の主な施策、目的等 

（３）「地域包括ケアシステム」の現状 

（４）「地域包括ケアシステム」における各主体の役割、現状 

（５）中核的な機関である地域包括支援センターの機能強化の状況、評価 

（６）主要施策の成果、評価 

①シニアステーション事業 

②元気シニア・プロジェクト事業（フレイル予防） 

③認知症高齢者への支援 

（７）専門多職種協働のもとネットワークを強化する取組み状況 

（８）その他 

 

 （２）監査委員によるヒアリング（第１回）の実施 

     書面調査の結果を踏まえて、次表のとおり、ヒアリングを実施した（平成

30年 10月 18日）。 

 

部局名 主な論点 

１ 
地域力 

推進部 

・ 「特別出張所」の位置づけと役割 

・ 特別出張所と地域包括支援センターの連携 

・ 特別出張所の窓口における福祉サービス 

・ 区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ） 

２ 福祉部 

・ 高齢者福祉計画(H27～29)の成果、評価 

・ 高齢者福祉計画(H30～32)における地域包括ケアシステム全

体像 

・ 地域包括ケアシステムにおける日常生活圏域ごとの地域特

性 

・ 地域包括ケアシステムにおける特別出張所の位置づけ、役割 

・ 地域包括支援センターの機能強化に向けた取組み 

・ シニアステーション事業の実績と評価 

・ 高齢者のフレイル予防事業の実績と評価  
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部局名 主な論点 

３ 
健康 

政策部 

・ 地域包括ケアシステムにおける健康政策部の役割・位置づけ 

・ 「かかりつけ医・薬局」「在宅医療拠点」「訪問看護ステーシ

ョン」の役割 

・ 「在宅医療連携相談窓口」の状況 

・ 高齢者のフレイル予防事業における取組み 

・ 専門多職種のネットワークの強化（福祉、介護、医療関係者

の情報共有） 

 

（３）現場調査の実施 

     「地域包括ケアシステム」における各主体の役割、現状、主要施策の取組

みの状況を把握するため、現場調査を実施した（平成 30年 10月 31日）。 

 

見学先 内 容 

１ 

・地域包括支援センター嶺町 

【運営事業者】社会福祉法人 響会 

 

・嶺町特別出張所 

嶺町地区における元気シニ

ア・プロジェクトの取組み状況 

２ 
・シニアステーション東嶺町 

【運営事業者】社会福祉法人 響会 

いきいきシニア毎週体操 

          ほか 

３ 
・シニアステーション糀谷 

【運営事業者】社会福祉法人 有隣協会 

ウォームダンス＆リズム遊び 

ほか 

 

（４）監査委員による合同ヒアリング（第２回）の実施 

     地域包括ケアシステム全体の管理と部局間連携の状況を主なテーマとして、

関係部局合同ヒアリングを実施した（平成 30年 12月 13日）。 

 

部

局

の

出

席

者 

【地域力推進部】地域力推進部長、地域力推進課長、 

副参事（計画調整担当）、特別出張所長６名 

【福祉部】福祉部長、福祉支援担当部長、 

  福祉支援調整担当課長、高齢福祉課長、元気高齢者担当課長、 

副参事（高齢者住宅担当）、介護保険課長、  

介護サービス推進担当課長、調布地域福祉課長 

【健康政策部】健康政策部長、保健所長、 

健康医療政策課長、健康づくり課長、副参事（地域医療担当） 
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ヒ

ア

リ

ン

グ

の

ポ

イ

ン

ト 

○地域包括ケアシステムのマネジメントについて 

（有効性・公平性・効率性・継続性） 

・事業の成果の把握・分析・評価の仕組み 

・自己評価を踏まえた改善（ＰＤＣＡ活動） 

・システム総体の評価・統合管理 

・モデル事業の採算性・継続性 

 

○地域包括ケアシステムにおける連携の推進 

・健康の維持増進のすそ野拡大 

・特別出張所の「地域福祉」機能 

・老人いこいの家と区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ） 

・社会福祉協議会、シルバー人材センターとの連携 

 

 

 

 

 

◎「おおた高齢者施策推進プラン（平成 30年度～平成 32年度）」における 

地域包括ケアシステム 

 

    出典：「おおた高齢者施策推進プラン（平成 30年度～平成 32年度）」17頁より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料 
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第２ 調査の結果 

地域包括ケアシステムの構築における取組みについて、書面調査、監査委員によ

るヒアリング（各部・３部合同）及び現場調査から次のとおり把握した。 

 

１ 書面調査・各部ヒアリング 

 （１）「おおた高齢者施策推進プラン」の取組み状況        ＜福祉部＞ 

ア 基本理念・基本目標 

 「おおた高齢者施策推進プラン（平成 27年度～平成 29年度）」（以下「前 

プラン」という。）では「大田区基本計画」における高齢者分野の個別目標で

ある「高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らせるまちをつくります」を基

本理念と位置づけた。また、大田区基本計画における高齢者分野の３つの施策

の目標を基本目標と位置づけた。 

「おおた高齢者施策推進プラン（平成 30年度～平成 32年度）」（以下「新

プラン」という。）においても、基本理念及び基本目標に変更はない。新プラ

ンでは、基本目標達成に向けた施策の取組みは、「地域力」「切れ目のない支

援」「予防的取組」の３つの視点を踏まえて推進することとしている。        

 

イ 重点課題 

前プランにおいては、①在宅医療・介護連携の推進、②認知症施策の推進、

③生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進、④高齢者の居住安定に係る

施策との連携、⑤地域ケア会議の開催の５つを重点課題とし、取組みを進めた。 

新プランにおいては、前プランの重点課題に、⑥人材の確保及び資質の向上、

⑦就労・社会参加の支援の２つを追加し、自立支援・重度化防止への取組みを

進めている。 

 

ウ 日常生活圏域 

前プランでは、大森、調布、蒲田、糀谷・羽田の４つの日常生活圏域を単位

に地域包括ケアシステムの構築を進める出発点とした。新プランでは、特別出

張所を単位とする「18地域」を日常生活圏域と改め、地域包括支援センターが

核となり、特別出張所と連携して、地域の多様な主体による取組みを支え、自

助・互助の取組みが効果的に発揮される地域包括ケアシステムの深化・推進を

進めていくとしている（新プランにおける「地域包括ケアシステム」について

は前頁の参考資料を参照）。 

前プランでの４つの日常生活圏域は、地域福祉課を拠点とする、専門的、広

域的課題を支援する「基本圏域」に位置づけを改め、区は、保険者機能を発揮

し、日常生活圏域と基本圏域を総合的に支援し、地域包括ケアシステムの構築

を重層的に支える構造とした。 

 

エ 計画事業 

前プランでは３つの基本目標を達成するため、56の計画事業を定めた。その
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主な成果としては、総合事業等の実施による介護予防事業の充実、地域包括支

援センターを中心とした相談体制の強化、認知症高齢者とその家族への支援体

制の整備、住まいの確保支援に関する基本方針の作成、介護サービス基盤の充

実などを挙げている。 

新プランでは、60の計画事業（41重点事業）を定めている。その主な取組

みとしては、地域包括支援センターの機能強化、フレイル予防のための元気シ

ニア・プロジェクト、シニアステーション事業などである。 

また、計画事業全体に関する評価指標は定めておらず、「大田区高齢者福祉

計画・介護保険事業計画推進会議」において、事業実績や進ちょく状況を報告

することとしている。 

     

（２）部局間連携及び関係者との連携  ＜地域力推進部・福祉部・健康政策部＞ 

新プランにおいては、日常生活圏域を 18特別出張所の管轄区域と設定し、地

域包括支援センターが核となり、特別出張所と連携して、地域特性にあった地域

包括ケアシステムの構築を目指すとしている。地域包括支援センターを特別出張

所などの公共施設を中心として設置することで、連携強化の基盤づくりを進めて

いる。 

また、高齢者の個別課題の解決や、地域課題の抽出のために、地域包括支援セ

ンターが開催する「地域ケア会議」に、特別出張所職員が参加するなどして、情

報共有を図っている。 

関係者との連携として、前プランから「在宅医療・介護連携の推進」を重点項

目としている。医師会、薬剤師会、歯科医師会、地域包括支援センター、介護支

援専門員、訪問看護ステーションが参加する「大田区在宅医療連携推進協議会」

を年３～４回開催し、関係者相互の「顔の見える」関係づくりを着実に進めてい

る。 

また、新プランにおいて「就労・社会参加の支援」を新たに重点項目とし、「大

田区社会福祉協議会」が運営する「大田区いきいきしごとステーション」や「シ

ルバー人材センター」等への運営費補助を行うことにより、高齢者が知識や経験、

技術や能力を活かした社会参加の機会拡大を図り、多くの高齢者が地域活動の担

い手として活躍できる仕組みづくりを進めている。 

☞ 資料 1 特別出張所と地域包括支援センターの連携効果（福祉部資料） 

 

（３）地域包括支援センター                   ＜福祉部＞ 

地域包括支援センターは、高齢者の総合的な相談・支援の窓口として、介護保

険法により市区町村が設置する機関であり、大田区では社会福祉法人等に業務委

託し、現時点では 21か所設置している。 

高齢者にとって最も身近な総合相談窓口であるが、現状では、区民の認知度が

高くないため、大田区報において特集記事を組んだり、パンフレットを作成する

などの周知に努めている。 

地域包括ケアシステムにおける中核機関として、切れ目のない支援の提供を行
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うため、地域包括支援センターの適正配置の取組みとして、特別出張所などの公

共施設を中心とした設置を進めている。 

 

【適正配置の取組み】 

特別出張所 
地域包括 

支援センター 
複合化の状況 

六 郷 

六 郷 平成 26年２月 特別出張所と複合化 

西六郷 
平成 30 年 7 月 プラウドシティ大田六郷内に

開所 

嶺 町 嶺 町 平成 28年４月 特別出張所と複合化 

新井宿 
新井宿 

（大森医師会） 
平成 28年８月 特別出張所と複合化 

大森東 大森東 平成 30年４月 特別出張所と複合化 

羽 田 羽 田 平成 30年 11月 特別出張所と複合化 

 

地域包括支援センターの体制の強化を図るため、管理者加算による管理者の人

材確保、高齢者人口に応じた職員の加配、高齢者見守りコーディネーター、機能

強化対応職員、地域ささえあい強化推進員（モデル地区）の配置を行っている。 

また、その質的向上として、平成 29年度に実施した第三者評価の結果を踏ま

え、地域包括支援センターの中期計画の立案研修を実施するなど、業務改善に向

けた支援・指導に取り組んでいる。 

プランの重点項目である「地域ケア会議」については、個別課題の解決や地域

課題の抽出を行う「個別レベル会議」に加え、個別レベル会議から抽出された地

域課題の解決等を行う「日常生活圏域レベル会議」を地域包括支援センターが主

催している。      

 

 （４）元気シニア・プロジェクト事業の取組み           ＜福祉部＞ 

ア 元気シニア・プロジェクト事業とは 

全国に先駆け、大都市型モデル大田区方式「大田区元気シニア・プロジェク

ト」を平成 28年度から３年間の計画で、東京都健康長寿医療センター研究所

との共同研究事業として取組んでいる、フレイル（※）を予防するために必要

な運動・栄養・社会参加への働きかけを促進する取組みを支援する事業である。 

 

   ※「フレイル」とは、体力、気力、認知など、身体や心の機能低下によって要介護に

陥りやすい状態を指す。 

 

イ モデル地区の選定 

平成 28年度に「大田区シニアの健康長寿にむけた実態調査」を実施した。 

フレイル該当率の男性平均（27.6％）が、女性平均（19.7％）より高く、居
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住地域においては、区内の東側地区にあたる地域のフレイル該当率が高い傾向

がみられた。こうした調査結果を踏まえ、モデル地区（嶺町・田園調布・糀谷）

を選定し、29年度より事業を実施した。  

  

ウ 各モデル地区における取組み 

地 区 主な取組み 

地区共通 ・コミュニティ会議の開催（月１回） 

嶺町地区 

○「さあにぎやかに仲良くポールで嶺町の輪(わ)」 

（ポールウォークと食べ方講座）他３回 

・自治会町会が中心になり、特別出張所が事務局活動の多くを担

った。 

田園調布 

地区 

○「さあにぎやかに歩こう食べよう つながろう」 

（お花見ウォークと会食会）他３回 

・民生委員やＮＰＯ等が中心となって、特別出張所が活動場所確

保等に関わり、地域包括支援センターが事務局活動の多くを担

った。 

糀谷地区 

○「糀谷 冬のごちそうウォーク forシニア」 

（正しいウォーキングと食事のコツ）他２回 

・地域シニア会が中心となって、特別出張所が自治会町会のスケ

ジュールを確認して「福祉のまち糀谷」活動との橋渡しを行い、

地域福祉課が事務局活動の多くを担った。 

 

エ 取組みに対する評価 

「運動」「栄養」「社会参加」の３つの柱のなかで、短期的な改善が見込め

るのは「栄養」、改善に時間がかかるのは「社会参加」であることがわかった。 

また、「フレイル予防をしましょう」と声を掛ければ行動を起こしてもらえ

るというものではないため、先行事例の分析や地域診断の方法、行動心理学な

ど、高度の専門性が必要であり、専門機関に構築・運営等におけるアドバイス

を受けることは必須である。 

  

オ 活動２年間の効果 

各地区とも、地区内高齢者の「自助」の取組みが進んだことに加え、コミュ

ニティ会議メンバーの「互助」の意識が高まり、自主的な地域活動につながっ

ている。また、フレイル該当率の速報値によると、高齢者の運動・栄養・社会

参加について、モデル地区で特に良好な変化がみられる見込みである。 
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◇大田区報 平成 31年３月９日号（特集号）から 

「運  動」：週に 150分以上歩く人が増加 

「栄  養」：食品摂取多様性の得点が増加 

「社会参加」：友人や知人と交流する人が増加（週１回以上）  

☞ 資料２ 大田区元気シニア・プロジェクト（福祉部資料） 

 

（５）シニアステーション事業の取組み              ＜福祉部＞ 

ア シニアステーション事業とは 

高齢者の総合相談窓口である地域包括支援センタ―との連携によって、高

齢者の元気維持や介護予防、社会参加から最適な介護サ－ビスへの切れ目の

ない支援を提供する事業である。 

シニアステーションには、介護予防に知見のある職員を配置し、高齢者が

自身の状況に応じた事業に参加することができる。体力に自信のない人が安

心して参加できる椅子に座って行う体操、また、バンド等を使って運動強度

を高める体操を行うなど、認知症予防や転倒予防、膝痛・腰痛の予防・改善

を図るプログラムを実施している。ここに通うことで定期的な外出につなが

り、会場で友人・知人と会うことで孤立を防ぎ、心と体の両方の健康につな

げることも目指している。 

 

 

 

 

 

 

 

イ 取組みの概要と実績 

平成 27年度の旧老人いこいの家３施設の利用者数と平成 29年度の利用者

数の比較では、55％増となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【嶺町地区、田園調布地区】（施設改修） 

平成 28 年４月より、旧老人いこいの家（東嶺町・田園調布・田園調布西）

の施設を活用して、地域包括支援センターと元気維持・介護予防のための活

動場所を一体的に運営している。 

《運動の習慣化の必要性》 

平成 29年度の委託事業「体力つくり指導協会」が実施した調査（いきいき公園

体操５会場）では、平均実年齢 75.2歳のところ体力年齢は 67.6歳であり、7.6

歳若いという、科学的な根拠に基づく結果が出ている。 

《利用者アンケートのあらまし》（平成 29年 10月実施） 

・性別     男性   20.3％   女性   67.0％ 

・年代     70歳代  50.7％   80歳代  30.4％ 

・利用満足度 「とても満足」「満足」と回答した利用者は 82.9％ 

「不満」という回答はなかった。 
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【糀谷地区】（新規設置） 

平成 29年４月に地域包括支援センター連携強化型のシニアステーション事

業として開始した。おおむね 55歳以上の中高年者（プレシニア）を対象とし

て、コミュニティスペースの設置などを通じた活動支援、介護予防・健康増

進事業、無料職業紹介やボランティア養成などの社会参加や多世代交流等の

事業を実施している。 

プレシニアを対象とした健康習慣を支援する取組みとして、健康維持の体

操を行っている。また、若いうちから自分の体力の把握、増進、維持に関心

を持つことができるよう、子どもや子育て世代の方も参加できる多世代を対

象とした講座も開催している。平成 29 年度の利用者数は、18,731 人となっ

ており、このうちプレシニアは、1,792人である。 

☞ 資料３ シニアステーション事業の実績報告（福祉部資料） 

 

ウ 検討課題 

嶺町・田園調布地区のように、同一法人が地域包括支援センターとシニア

ステーションを一体的に運営する場合は、職員間の意思疎通が図りやすいが、

運営法人が別の場合には、連携強化に向けた仕組みを検討する必要がある。 

 

 （６）地域医療連携の取組み                 ＜健康政策部＞ 

在宅医療は充実度評価が低い（平成 29年度健康に関するアンケート）という

現状を踏まえ、在宅医療に関する区民の理解促進、在宅医療相談窓口の充実を図

っている。 

在宅医療相談窓口は、地域の医療資源や介護資源を結び付け、最適な在宅医療

を提供するための相談窓口として、平成 22年に設置し、医療機関、地域包括支

援センター等からの相談を受けてきた。平成 30年度からは、区民専用ダイヤル

を設置し、区民からの問合せにも対応できるようにしている。 

また、医師会、薬剤師会、歯科医師会、地域包括支援センター、介護支援専門

員、訪問看護ステーションが参加する「大田区在宅医療連携推進協議会」を開催

し、情報共有、課題抽出や問題解決に向けた検討を行っている。本協議会では、

『在宅医療ガイドブック』の作成や、介護サービスの利用者に関わる関係機関同

士の情報共有、病院が入院患者のかかりつけ医やケアマネージャーが誰なのか等

を把握するための「（仮称）在宅医療連携ノート」の作成作業を進めている。      

 

 （７）地域福祉に関する特別出張所の取組み         ＜地域力推進部＞ 

すべての特別出張所において、会議の開催にあたっての会議室の提供、地域包

括支援センターの事業に関して自治会・町会役員、民生委員児童委員、青少年対

策地区委員との連絡調整などを行っている。特別出張所窓口において、高齢福祉

に関する相談があった場合には、地域包括支援センターへの案内を行っている。

地域包括支援センター開催の地域ケア会議、特別出張所開催の地域力推進地区委

員会等に特別出張所及び地域包括支援センター職員が出席するなど、情報共有に
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取り組んでいる。 

また、大森東、嶺町、羽田、六郷、矢口の地域力推進地区委員会においては、

「福祉」をテーマとした分科会が設置されている。嶺町地区では、分科会「みね

まち生き生き安心プロジェクト」が設置され、高齢者のフレイル予防、社会参加

を目的としたポールウォーキング講習会、講演会等を実施している。六郷地区で

は、「保健福祉分科会」が設置され、高齢者の引きこもりを減らし、地域デビュ

ーを促す目的で、平成 28年度から「六郷人材バンク」という取組みを実施して

いる。 

地域包括支援センターの設置の有無による、区民サービスに差異が生じないた

めの取組みについて、特別出張所からは「各所において取り組む内容ではなく、

介護保険課等を交え、特別出張所住民サービス担当係長会で検討すべき」との回

答もあった。地域力推進部としては、特別出張所の窓口業務の改善検討と併せ、

地域力推進業務の今後のあり方について検討を進めている。 

 

２ 現地調査 

（１） 地域包括支援センター嶺町・嶺町特別出張所 

嶺町地区における元気シニア・プロジェクトの取組みについて、センター所長、

特別出張所長などから説明を受け、意見交換を行った。まず、ポ－ルウォーキン

グ講習会や食べ方講座・昼食会の状況を映像（ＤＶＤ）により確認した。 

嶺町地区自治会連合会が中心となって「文化」「街歩き」「地域再発見」など

地域活動を活性化する視点から積極的に取組まれている様子をうかがうことが

できた。５自治会・町会長みずからが登場したＰＲ用カラーチラシが印象的であ

った。 

次年度以降も一部事業を見直しながら、嶺町地区の活動として継続的に取組ん

でいくとの説明があった。 

☞ 資料４ 「さあにぎやかに 仲良くポールで嶺町の輪（わ）」（嶺町地区チラシ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

  

【大田区地域包括支援センタ―嶺町見学、意見交換】 
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（２）シニアステーション東嶺町 

旧老人いこいの家の施設を一部改修している（畳の大広間をフローリングに。

お風呂をミストシャワー室に改修）。「いきいきシニア毎週体操（定員 20名）」

の様子を見学した。この講座は、１クール６か月で延べ 1,200名の参加となって

いる。「みんなで大合唱」も毎週木曜日に開催されており、「太極拳教室」「こ

つこつ筋トレ」「お口のケア」「保育園交流会」などの様々なプログラムが開設

されており、満員の講座もある。 

また、集まったついでにスクワット運動を行う仕組み「スクワット・チャレン

ジ」が用意されており、合計回数を４シニアステーションで競争している。 

☞ 資料５ シニアステーション東嶺町月間予定表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大広間における毎週水曜日の「いきいきシニア毎週体操」】 

 

（３）シニアステーション糀谷 

「ウォームダンス＆リズム遊び」の様子を見学した。「体力向上フレイル予防」

「いきいきシニア毎週体操」「自活力ＵＰヨガ」「ラテンダンス」などのシニア

向け講座と、「サーキット加圧トレーニング」などの全世代向け講座が設定され

ている。就労マッチングサポ－トや特技ボランティア登録募集などのチラシが並

んでおり、積極的に支援を行っている様子が伺えた。 

☞ 資料６ シニアステーション糀谷の月間講座スケジュール 

資料７ 資料８ 就労マッチングサポート、特技ボランティア登録のチラシ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【センター入口にも就労関係チラシ】     【ガラス扉の向こうで講座実施中】 
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３ 合同ヒアリング 

（１）地域包括ケアシステムのマネジメント 

ア 事業の成果の把握・分析・評価の仕組み 

「大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」において、毎年すべ

ての計画事業について前年度の事業成果を報告し、目標達成に向けた取組みを

継続的に確認・改善していくＰＤＣＡサイクルを実施している。 ＜福祉部＞ 

福祉部、健康政策部が実施する事業展開について、地域拠点である特別出張

所が協力する立場にあり、事業評価は主管部が行うべきである。 

 ＜地域力推進部＞ 

イ 自己評価を踏まえた改善（ＰＤＣＡ活動） 

○元気シニア・プロジェクト                 ＜福祉部＞ 

「運動・栄養・社会参加」の３本柱のなかで、「社会参加」には時間と労   

力がかかる。さらなる普及啓発を進めるためには、学んだ人が教える側に回

る仕組みづくりが必要であり、次年度は「地域デビュー応援講座」に担い手

養成の観点を加える。 

○地域包括支援センターと特別出張所との連携        ＜福祉部＞ 

連携するうえでの課題を把握するため、地域包括支援センターにアンケー

トを実施した。その結果を踏まえ、地域福祉課が後方支援を行う具体的な対

応を進めていく。また、アンケート結果を特別出張所長会に報告し、現状認

識を共有した。連携にあたっては、相互に仕事や状況を知ること、互いの事

業や会議に参加し、理解を深めることが重要であり、今後も工夫や改善を重

ねていく。 

○在宅医療連携                     ＜健康政策部＞ 

「病院」と「かかりつけ医」との間では、入退院時の連携において課題が

ある。引続き、在宅医療連携推進協議会等で課題解決に向けた話し合いを進

め、地域の医療・介護関係者等による「顔の見えるネットワーク」を形成し

て、在宅医療と介護の連携を推進する。 

また、在宅医療に関する周知不足や区民向けの在宅医療相談窓口が浸透し

ておらず、シンポジウムや『在宅医療ガイドブック』により区民への啓発活

動を行い、在宅医療に関する区民の理解を促進する。 

 

ウ システム総体の評価・統合管理                ＜福祉部＞ 

30年度はシステムの深化・推進に向け、高齢者を支える医療・介護・予防・

住まい・生活支援等に係る各部局の取組みを着実に進めるとともに、18の日常

生活圏域ごとに、高齢者の自立支援・重度化防止を中心とした「地域づくり」

に向けた基盤づくりを進めた。具体的には、大田区公共施設等総合管理計画に

基づく地域包括支援センターの特別出張所などの公共施設を中心とした設置

を進め、各地域におけるフレイル予防・介護予防の推進、地域ケア会議等の開

催を通じた多様な職種や機関との連携協働づくりを進めた。自立支援に向けた

継続的な取組みと各部局による継続的な支援により、要介護認定率の低下など

に結びついたと評価している。 
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区としては、「大田区高齢者福祉計画・介護保険事業計画推進会議」がシス

テム総体の運用管理を担うこととしている。区の基本計画、個別計画との整合

性や各部局の取組み状況の把握については、関係部局が相互に連携することが

重要であり「庁内検討委員会」が、システム総体の状況を把握する仕組みとな

っている。 

また、「地域ケア会議」は地域課題の把握、分析を行った結果を推進会議へ

反映し、「地域包括支援センター運営協議会」は、地域包括ケアシステムの中

核である地域包括支援センターの業務評価等を通じて運営面の公正かつ中立

性の確保を行い、システムを副次的に支える会議体として機能している。  
エ 元気シニア・プロジェクト（モデル事業）の採算性・継続性  ＜福祉部＞ 

地域イベント等における役務費や保険料、ボランティアや講師の報償費等費

用については、地域活動への直接支援や活動主体への個別支援ではなく、地域

への面的支援であることを勘案し、連携する部局と綿密に協議していく考えで

ある。自助の取組み啓発を通じて、特別出張所職員や関係者のコミュニケーシ

ョンワークを活用し、フレイル該当率の高い地域から先行的に手が挙がるよう

に仕掛けることにより、地域で助け合いができる関係が構築できれば、介護保

険法の趣旨にしたがった持続可能な制度につながるものと考えている。 

 

（２）地域包括ケアシステムにおける連携の推進 

ア 健康の維持増進のすそ野拡大 

自宅から通え、運動を継続することができるよう、公園体操や水中ウォーク

などを実施している区内の公園やプール等を所管する部局（都市基盤や教育等）

への使用依頼、スポーツ推進課主管の地域スポーツクラブの実施する健康プロ

グラムのチラシを地域包括支援センター等の施設に置く等、周知を行っている。

健康を支えるために必要な食生活、口腔ケア等、健康政策部との連携により講

座等を実施している。身体だけでなく脳の健康については、認知症への理解を

深める認知症サポーター養成講座を小中学校で実施できるよう、校長会・副校

長会等で呼びかけを行うなど、教育委員会とも連携を取っている。＜福祉部＞ 

 

矢口特別出張所では、地域のスポーツ団体主催の剣道大会、ダンス大会、及

び体育協会主催の初心者スポーツ教室「水泳」等、スポーツ推進課と協力し、

健康増進事業を実施している。             ＜地域力推進部＞ 

 

健康ポイント事業について、区民部、健康政策部及び観光・国際都市部が連

携して検討を進めている。区民の健康寿命の延伸を目的として、広く区民が参

加でき、楽しみながら運動を継続できる魅力を持った仕組みとしたい。スマー

トフォンアプリによる参加登録で、日々のウォーキングや検診受診、イベント

参加等に一定のポイントを付与し、獲得ポイントに応じて抽選により景品を受

け取れるインセンティブを設定する。この事業により、多くの区民が高齢者と

なる前から健康習慣として運動に取組み、その定着によってフレイル予防や医

療費の適正化につながる効果を期待している。       ＜健康政策部＞ 
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イ 特別出張所の「地域福祉」機能 

地域の課題解決を図る「地域ケア会議」に特別出張所職員が参加し、その人

的ネットワークや地域情報が活用されることにより、「地域力」が発揮され、

高齢者の複合的課題に取組む個別支援や見守る地域づくりが進展し、福祉サー

ビスの向上が図られることを期待している。          ＜福祉部＞ 

特別出張所は福祉部と地域団体とのつなぎの役割を担い、地域活動の支援を

行っている。今後も福祉部、健康政策部の事業計画に基づき、各地区における

実施事業の協力を行っていく。             ＜地域力推進部＞ 

 

ウ 老人いこいの家と区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ） 

老人いこいの家の施設は、老朽化が進行しているため、シニアステーション

に移行する将来計画や優先順位については、大田区公共施設等総合管理計画に

基づき、その検討を進めていく。               ＜福祉部＞ 

区民センターの高齢者施設（ゆうゆうくらぶ）は、「福祉部所管の老人いこ

いの家の機能と配置の見直しに合わせてあり方を検討する」こととしている。     

＜地域力推進部＞ 

 

エ 社会福祉協議会・シルバー人材センターとの連携       ＜福祉部＞ 

地域包括支援センターを中核とする地域包括ケアシステムの重層的なネッ

トワークを構築するためには、地域づくりが重要であり、多様な主体とのつな

がりが求められている。具体的には、個別支援はもとより、担い手となる地域

の人材育成、見守りのネットワーク、ささえあいの活動をさらに推進するなど

の点において、社会福祉協議会とシルバー人材センターには大きな役割、活躍

を期待している。現状では、区が調整役となり、それぞれの役割をより確実に

果たし、相乗効果が発揮できるよう、職員派遣による関係強化を図っている。 

「大田区地域福祉計画（平成 31年度～35年度）」では、社会福祉協議会を

「地域福祉実践の重要なパートナー」と位置づけ、区の地域福祉全体像におい

て、社会福祉協議会の役割を明記している。 

 

 

 

 

 

  
地域包括ケアシステムの構築や取組みについて、区民や関係機関に対する情報発信が行

われている。 

○平成 30年９月 11日 大田区報「力になります 地域包括支援センター」 

○平成 31年１月 19日 地域包括支援センター取組事例発表会（於：アプリコ） 

○平成 31年３月 ９日 大田区報「フレイル予防」特集号 

○平成 31年３月 24日 発表会「さあにぎやかに！ Let`sやさしい地域づくり」 

    （元気シニア・プロジェクト３年間の取組みなど。於：さぽーとぴあ） 

◇情報発信の取組み 
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第３ 監査の結果 

１ 総 評 

監査の対象とした事務について、監査の着眼点に基づいて調査及び確認を行って

きた。その範囲において、地域包括ケアシステムにおける活動主体が「おおた高齢

者施策推進プラン」に基づき、課題解決に向けて計画事業が着実に実施されており、

その執行状況は概ね適正であると認められる。なお、一部において、取組みの有効

性や評価、マネジメント等において検討を要すると思料する点が認められた。今後

も調査・研究を進め、一層の改善や工夫に取り組まれることを期待する。 

 

２ 検討を要する事項 

（１）地域包括ケアシステムについて  ＜福祉部・健康政策部・地域力推進部＞ 

   ア 「目標」と「評価指標」の設定 

おおた高齢者施策推進プラン（新プラン）は、大田区の高齢者をとりまく状

況を踏まえ、日常生活圏域ごとの地域特性を丁寧に調査・分析のうえ、施策の

推進体系を図示し、地域包括ケアシステムの深化・推進のための重点項目等を

整理しているが、プラン全体の達成指標の設定がなされていない。他の地方自

治体においては、健康寿命を指標としている例がある。 

また、各事業の計画内容は記述されているものの、目標や評価指標が設定さ

れていない。事業の有効性や進ちょく度を適切に評価するうえで、検討された

い。 

 

    【参考：関係する区計画における状況】（平成 31年３月現在）   

計画の名称 目標・評価指標の設定 

大田区地域福祉計画 

(平成 31～35年度) 

 

 

〔平成 29 年６月に改正された社会福祉法に基づく市町村地域

福祉計画。福祉分野の個別計画を概括する上位計画として、施

策を総合的かつ効果的に推進することを目的にしている。〕 

 

第６章 計画の推進に向けて 

 ３ 指標の設定 

 ・高齢福祉に関する指標として、認知症サポーター養成講座

受講者数、成年後見制度の利用者数等が記述されている。 

おおた健康プラン 

(第三次) 

 (平成 31～35年度) 

 

 

〔健康増進法に基づく市町村健康増進計画。第二次計画を踏ま

え、今後５年間の健康政策の指針として策定。〕 

 

第１章 プラン策定にあたって 

 ５ 総合指標 

  ・65歳健康寿命を指標項目とし、目標値を「延伸」と設定。 

第３章 分野別施策 

 基本目標３・施策１ 地域医療体制の充実 

  ３ 数値目標 

    ・かかりつけ医・歯科医・薬局のある区民の割合を指

標とし、数値目標を設定。 
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   イ プランの進行管理（ＰＤＣＡ活動） 

新プランにおける各事業主体の実績や進ちょく状況は「大田区高齢者福祉計

画・介護保険事業計画推進会議」に定期的に報告され、評価・検証を行う仕組

みとなっている。また、各地域の取組みにおいては「地域ケア会議」が、区の

各部局の取組みについては「庁内検討委員会」が課題解決と情報共有の機能を

担うこととなっている。これら会議体の事務局を担う組織が、ＰＤＣＡサイク

ルを有効に機能させるための創意工夫をされることを期待する。 

   ウ 権限と責任の明確化 

今後、多様な主体が現場において連携して事業を実施するケースが増えてい

くことが想定される。それらの主体の活動を支援する区の部局も複数にまたが

る中で、事業を円滑に推進するためには予算の執行管理等における権限と責任

を明確にする必要がある。部局間連携を強化し、成果を挙げる視点から検討を

求めたい。 

   エ 情報交流の場の設定 

区内 18の日常生活圏域ごとに課題は一様ではなく、様々な取組みが行われ

ている。それらの実践例や取組みの成果を発表し、相互に情報交換し、交流す

る場は大切である。引続き、計画的に実施することが望まれる。 

 

（２）地域包括支援センターについて                ＜福祉部＞ 

   ア ＰＲの推進 

地域包括支援センターが区民に最も身近な高齢者の相談窓口であることに

ついては、区報や各種チラシ、関係機関によって周知がなされている。施設の

案内表示やリーフレットにおける統一（デザイン・カラー）や関係職員による

積極的な案内によって徹底されることが望ましい。 

   イ 福祉人材の確保と資質の向上 

高齢者とその家族に対する個別支援を進める中核である地域包括支援セン

ターが、介護人材のケアマネジメントの実践力を日々向上させている。 

今日、福祉サービスに係る人材の発掘・確保と定着・育成は、我が国におけ

る共通の課題とされている。体系的なカリキュラムによる研修を継続的に実施

するとともに、民間の福祉人材の育成を担う人材センターの設置や人材交流に

ついて検討が望まれる。 

 

（３）元気シニア・プロジェクト（フレイル予防事業）について 

 ＜福祉部・健康政策部＞ 

フレイル予防の取組みは継続することにより効果が高まるものと考える。モ

デル地区における成果を踏まえ、フレイル予防の取組みを区内全域に拡大し、

継続するための視点を述べる。 

   ア エビデンスによる評価 

運動によるフレイル予防の効果を根拠（エビデンス）により「見える化」す

ることが望ましい。区民の理解を深め、参加勧奨を進めるうえで有効であり、

専門の研究機関との連携は、引続き継続していく意義がある。 
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   イ 事業の継続性 

地域における事業推進の手法として、地域特性に応じた「自治会町会型」「新

規地域資源型」「地域シニア会型」の３類型が挙げられていた。この取組みを

拡大・継続するためには、地域における推進リーダーの養成や新たな地域資源

の発掘、主たる担い手の負担軽減策が必要と考えられる。 

   ウ 事業目標の考え方 

フレイルの予防が区民の健康寿命を延ばす効果があると検証した上で、事業

目標のひとつとして要介護認定率の低減を設定するとともに、おおた健康プラ

ン(第三次)における「地域診断」も踏まえた取組みを連携して進めることが望

まれる。 

 

（４）シニアステーション事業について       ＜福祉部・地域力推進部＞ 

 この事業により施設利用者数を大幅に増加していること、また、サービス利

用者の満足度が高いことはデータによって示されている。なお、現在のプログ

ラムでは男性の利用率が低く、参加を促進する動機づけ等において創意工夫が

必要である。また、今後の利用者拡大に対応するために、利用者を固定化しな

い工夫や特別出張所の会議室等の利活用による「出前型」講座の開設などにつ

いての検討が望まれる。 

 また、区民サービスの公平性の視点から、シニアステーション事業の展開に

おける地域間のバランスや区民センター高齢者施設（ゆうゆうくらぶ）の提供

サービスとの均衡にも一定の配慮が求められる。 

 

（５）地域福祉に関する特別出張所の役割について  ＜地域力推進部・福祉部＞ 

新プランにおいては、18特別出張所が高齢者を支えるネットワークの活動主

体として位置付けられているが、各特別出張所の取組みには温度差と「受け身」

の姿勢が見受けられる。平成 31年度には、馬込地区に「（仮称）地域包括支

援センター南馬込」が新設されるとともに、地域包括支援センター馬込の移転

に向けた準備が進められ、それぞれにシニアステーションが開設される運びと

なっている。 

東日本大震災以降、「地域防災力の強化」が重要な区政課題のひとつとなり、

特別出張所（職員）は地域防災のコーディネーターとしての役割を果たすこと

となった。今後は、地域福祉のコーディネート役を担うことが期待されており、

特別出張所が提供するサービスや機能の将来像を踏まえた執行体制等につい

ての検討を進めることが求められる。 

 

３ 地域共生社会の実現にむけて 

福祉サービスの将来像について、「介護サービスによる『共助』、行政による『公

助』、元気なうちに自ら備える『自助』、世代を超えて地域で支え合う『互助』の

考え方のもと、区民が安心して暮らし続けられる仕組みを着実に創っていく。現状

は、高齢福祉が中心だが、今後は、障がい福祉、児童福祉も含めた包括的な支援体

制を構築していくイメージである」との説明があった。 
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このことは、平成 30年４月に施行された改正社会福祉法において、地域福祉推

進の理念として「我が事・丸ごと」の地域づくりと包括的な支援体制の整備が標榜

されていることを踏まえている。包括的な支援体制の構築には、福祉部のみならず

地域力推進部・健康政策部をはじめとする庁内の部局連携が欠かせない。 

本年３月には「さぽーとぴあ」のＢ棟が完成し、障がい分野を含んだ地域包括ケ

アシステムの中核施設としての活動が始まる。人生 100年時代の到来を見据え、 

大田区地域福祉計画の基本理念である「ともに支えあい 地域力ではぐくむ 安心

して暮らせるまち」に向け、地域包括ケアシステムの深化・推進が、大田区らしい

地域力を発揮した「地域共生社会」実現の基礎となることを期待する。 


