
地域支援事業全体
520,866,365 円

31.5% 増

≪内訳≫

事業名

-977,881 円

1.3% 減

（2）訪問型サービス 94,667,143 円

（第１号訪問事業） 52.1% 増

（3）通所型サービス 333,063,001 円

（第１号通所事業） 72.3% 増

（4）介護予防ケアマネジメント 57,141,051 円

（第１号介護予防支援事業） 59.2% 増

3,202,158 円

107.7% 増

※その他事業の増は、高額総合事業サービス費、審査支払手数料の総合事業への移行及び担い手向け研修等

の事業開始による。

２　包括的支援事業
事業名

（1）高齢者あんしん相談センター 8,059,986 円

　　の運営 1.2% 増

22,375,815 円

54.9% 増

※その他事業の増は、在宅医療・介護連携推進、認知症施策推進、生活支援体制整備等の事業充実による。

３　任意事業
事業名

-131,400 円

0.9% 減

713,274 円

1.0% 増

2,753,218 円

11.7% 増
円

（2）その他事業 40,751,217 63,127,032

円

153,602,716 円

460,656,504 793,719,505円

（1）一般介護予防事業

円

平成２８年度 平成２９年度

円

円

増減

1,651,505,675 2,172,372,040

73,771,531 72,793,650円

平成２８年度

円

１　介護予防・日常生活支援総合事業
増減平成２９年度

円

円

2,973,978 6,176,136

平成２８年度 平成２９年度

円

96,461,665 円

181,707,185 276,374,328円

（5）その他事業

円

円

円

平成２８年度 平成２９年度

（1）介護給付等費用適正化事業 14,741,617 14,610,217円

円

688,983,820 697,043,806

円

円

円

増減

増減

平成２９年度地域支援事業について

※訪問型サービス、通所型サービス、介護予防ケアマネジメントの増は、総合事業への移行による。

（参考） 平成２９年度　主要な施策の成果・事務報告書　八王子市　　　

（2）家族介護支援事業 68,022,633 68,735,907

（3）その他事業 23,435,525 26,188,743

資料４－４ 

平成３０年１０月１２日 

八王子市社会福祉審議会 

高齢者福祉専門分科会 



（ 予 算 現 額 ） 当年度決算額

<前年度決算額>

保 険 料 国 庫 支 出 金 都 支 出 金 そ の 他 執 行 率

504,300,397 636,204,186 331,698,584 368,470,289 89.2

1項 地域支援事業費   (2,434,413,000)　2,172,372,040　<1,651,505,675>　

1 介護予防・生活支援サービス 高齢者いきいき課 (1,360,657,000)1,229,872,685

高齢者福祉課・介護保険課 <741,799,332>

保険料 296,250,038

（1）介護予防・生活支援事業（訪問事業） 276,374,328 国庫支出金 281,793,649

　 支払基金交付金 344,362,490

都支出金 153,733,254

一般会計繰入金 153,733,254

　ア　第１号訪問事業（従来型・Ａ型） 271,218,337

　　　　延利用者数　　　16,514人

　イ　第１号訪問事業（Ｂ型） 4,915,526

　　　　八王子市訪問型生活支援サービス事業補助金

　　　　　交付団体数　　　10団体

　ウ　第１号訪問事業（Ｃ型） 240,465

331,698,584

決 算 額

主 要 な 施 策 の 成 果 ・ 事 務 報 告 書

2,172,372,040

一般会計繰入金

　地域の実情にあわせた訪問による高齢者の介護予防・生活支援に向け、
事業者による介護予防サービス及び基準を緩和したサービスを提供した。
また、住民主体の活動による生活援助等を行う団体を支援したほか、管理
栄養士等専門職による効果的な短期集中予防サービスの実施に向け、評
価・検証事業を開始した。

栄養状態や口腔機能の維持・向上のためのサービス実施に向けた
評価・検証事業

3 地域支援事業費

訪問サービスの内容

区　　分 内　　容 提供者

第１号訪問事業（従来型）※
身体介護（入浴・着替え等の介助）
を伴う訪問サービス

指定介護事業者

第１号訪問事業（Ａ型）
身体介護を伴わない訪問サービス
（掃除・料理等　1回45分以上）

指定介護事業者

第１号訪問事業（Ｂ型）
身体介護を伴わない訪問サービス
（住民主体による軽度な生活援助）

ＮＰＯ法人、
ボランティア等

第１号訪問事業（Ｃ型）
短期的（3～6か月）に行う訪問サー
ビス（栄養・口腔機能改善）

管理栄養士、
言語聴覚士等

※　従来の介護保険給付サービスと同等のサービス
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（2）介護予防・生活支援事業（通所事業） 793,719,505

　ア　第１号通所事業（従来型） 790,954,738

　　　　延利用者数 　　29,677人

　イ　第１号通所事業（Ｃ型） 2,764,767

　　　　会場数　　　　　5会場

　　　　延人数　　　　　498人

（3）介護予防・生活支援事業（高額総合事業サービス費） 2,342,932

　　　延利用者数　　　　890人

（4）介護予防ケアマネジメント事業 153,602,716

　　　延実施件数　　31,336件

（5）介護人材育成・研修 1,062,644

　ア　住民主体サービス担い手養成研修謝礼

　　　　研修内容　　衛生管理や事故対応、高齢者との接し方等

　イ　生活支援ヘルパー研修業務委託料 537,840

　　　　研修内容　　第１号訪問事業（Ａ型）に従事するために必要な

　　　　　　　　　　知識・技術

　「介護予防・日常生活支援総合事業」への移行に伴い、介護予防・生活
支援サービスのみを利用する方に対してケアプランを作成した。

　住民主体の活動による生活援助等に必要な講座を開催したほか、介護予
防・日常生活支援総合事業における基準を緩和したサービスに必要な知識
等を習得するための研修を開催した。

　地域の実情にあわせた通所による高齢者の介護予防・生活支援に向け、
事業者による介護予防サービスを提供したほか、医療機関等による効果的
な短期集中予防サービスの実施に向け、評価・検証事業を開始した。

生活機能の維持・改善及び運動の習慣化のためのサービス実施に
向けた評価・検証事業

284,500

通所サービスの内容

区　　分 内　　容 提供者

第１号通所事業（従来型）※ 生活機能向上のためのリハビリ等 指定介護事業者

第１号通所事業（Ｃ型）
短期的（3～6か月）に行う専門的な
運動プログラム

医療機関、接骨
院等

※　従来の介護保険給付サービスと同等のサービス
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2 一般介護予防 高齢者いきいき課・高齢者福祉課 (92,886,000) 72,793,650

大横・東浅川・南大沢保健福祉センター <73,771,531>

保険料 17,534,728

（1）介護予防普及啓発事業 44,410,527国庫支出金 16,678,288

支払基金交付金 20,382,222

都支出金 9,099,206

一般会計繰入金 9,099,206

　高齢者あんしん相談センター運営業務（介護予防事業分）委託料

20,400,000

（2）地域介護予防活動支援事業 23,091,705

　ア　高齢者ボランティア・ポイント制度 15,139,748

　65歳以上の方が自発的に介護予防活動に取り組むことができるよう介護
予防教室や健康相談を実施し、介護予防に関する知識の普及・啓発を行っ
た。

　高齢者のボランティア活動に対するポイントの付与や集いの場を運営す
る団体を支援することで、生きがいづくりの推進や孤独感・引きこもりの
解消につなげるとともに、高齢者の社会参加の促進を図った。

高齢者ボランティア・ポイント制度の状況

区　　分 実　人　員　等

活動場所・支援内容
施設　217か所　　　傾聴、催事等の手伝いなど
居宅　66人　　　 　話し相手、外出時の同行など
団体　91か所　　 　配食サービスなど

ボランティア登録者数 2,587人

ポイント活用申請者数 1,278人

介護予防教室等実施状況

区　　　分 実　施　内　容

高齢者いきいき課 428 回 3,247 人口腔ケア講座、公園遊具活用による健康づくり講座等

大横保健福祉センター 29 477 100歳まで元気アップ運動教室、ヘルスアップ運動教室等

東浅川保健福祉センター 43 1,101ロコモ予防教室、ロコモ測定会、介護予防講演会等

南大沢保健福祉センター 108 1,962若さアップ運動教室、介護予防講座等

計 608 6,787

回数 延人数

理学療法士による健康相談実施状況

区　　　分

大横保健福祉センター 12 回 48 人

東浅川保健福祉センター 18 77

南大沢保健福祉センター 12 49

計 42 174

回数 延人数
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　イ　一般介護予防サロン活動支援 7,449,103

　　　　活動支援数　　18団体

（3）地域リハビリテーション活動支援事業 4,220,598

　ア　地域リハビリテーション活動支援員報酬・共済費　1人

3,671,794

　イ　研修等講師謝礼 38,000

　ウ　パンフレット印刷費 403,272

3 包括的支援事業 高齢者福祉課・介護保険課 (847,505,000) 760,170,838

地域医療政策課 <729,735,037>

保険料 166,448,648

（1）高齢者あんしん相談センター運営 国庫支出金 295,068,053

都支出金 147,534,026

一般会計繰入金 147,534,026

光熱水費負担金 3,586,085

（2）地域ケア会議推進 62,936

　　　会議開催　　189回

　八王子けんこう体操のパンフレット配布及び研修・講習会等を行うとと
もに、この体操を活用する団体を支援することにより、高齢者の介護予防
を図った。

697,043,806

　高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、住み慣れた地域
で自立した生活を継続するために必要な支援を行った。

区　　分

家 族 介 護 者 教 室 399回 5,892人

介 護 予 防 教 室 1,113 22,707

計 1,512 28,599

家族介護者教室等の開催状況（17センターの合計）

開催回数 延参加人数

相談件数（17センターの合計） （単位　件）

延件数

82,835

3,117

2,720

88,672

区　　　　　　分

権利擁護（成年後見制度等）に関すること

高齢者虐待に関すること

計

介護保険その他の保健サービスに関すること
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（3）在宅医療・介護連携推進事業

　　ア　医療と介護の連携ガイド印刷費 1,361,664

　　イ　在宅医療相談窓口事業業務委託料 9,999,072

　　　　　延相談件数　　247件

（4）認知症施策推進事業 10,774,463

　　ア　認知症ケアパス印刷費 1,018,656

　　イ　認知症初期集中支援事業業務委託料

　　　　　初期集中支援チーム設置数　　4チーム

　　　　　支援件数　　4件

　　ウ　高齢者見守りシール配布事業業務委託料

　　エ　認知症家族サロン事業補助金 8,677,795

（5）生活支援体制整備事業 39,872,207

　ア　生活支援コーディネーター報酬・共済費　1人

3,544,530

　　　　活動範囲　市全域

　　　　延活動件数　　154件　　会議等出席件数　 83件

　イ　生活支援体制整備事業業務委託料 27,000,000

　　　　活動範囲　市内6圏域

　　　　延活動件数　1,129件　　会議等出席件数　552件

　認知症の方ができる限り住み慣れた自宅で暮らし続けられるよう、認知
症ケアパスを作成し、普及啓発を行ったほか、認知症が疑われる方や認知
症の方及びその家族を訪問し、評価に基づき医療や介護につなげるなどの
初期支援に集中的に関わる「認知症初期集中支援チーム」による支援を実
施した。
　また、認知症家族サロン「わたぼうし」の運営に対し補助を行い、介護
者の負担軽減及び孤立防止等を図った。

　高齢者の継続した在宅生活を支えるため、生活支援コーディネーターを
配置し、活動の担い手を養成する研修を行うなど、地域の助け合いによる
活動の推進を図った。

12,417,426

　「在宅医療相談窓口」において、在宅医療を希望する方や関係機関への
相談支援を行った。また、在宅医療に関する情報収集や関係機関への情報
提供を行い、医療と介護の連携を促進するとともに、在宅医療の基盤整備
を図った。

87,100

961,700
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4 任意事業 高齢者いきいき課 (113,124,000) 93,855,450

高齢者福祉課 <90,501,278>

保険料 20,617,510

（1）家族介護支援事業 68,735,907 国庫支出金 36,549,224

都支出金 18,274,612

一般会計繰入金 18,274,612

自己負担金 139,492

　ア　徘徊高齢者探索機器貸与　　　　　 　　　　　　　1,426,476

   　　延利用者数　　　96人

　イ　家族介護慰労事業 400,000

　ウ　在宅高齢者おむつ等給付 66,909,431

　　　 対象者　　　要介護3～5の高齢者

　　　 延利用者数　23,875人

（2）その他事業 25,119,543

　ア　成年後見等利用支援 3,699,937

　　　　市長申立　　申立件数    　27件（高齢者）　　　　　　　

　　　　　　　　　　報酬助成件数　16件

　イ　高齢者集合住宅管理 9,393,360

　ウ　介護相談員派遣 12,026,246

　（ア）介護サービス相談調整員報酬　　3人

468,000

　（イ）介護サービス相談支援専門員報酬・共済費　　2人

5,639,560

　（ウ）介護サービス訪問ふれあい員謝礼　　118人

5,310,500

　　　 慰労金受給者数　 4人

　判断能力が十分でなく、各種契約や財産管理に支障をきたしている身寄
りのない認知症高齢者等に、後見人を付すための申立てを行った。また、
高齢者向けの集合住宅に生活援助員を配置し、安否確認や緊急時の対応、
コミュニティづくりを行うことにより、高齢者が安心して生活できる環境
づくりを図った。このほか、介護・福祉サービスの利用者及び家族を直接
訪問して相談･苦情等に対応し、利用者の擁護及びサービスの向上を図っ
た。

　徘徊探索機器の貸与やおむつの給付などを行い、家族による在宅介護の
負担軽減を図った。

実施状況

区　分 団　地　名

都営住宅
鑓水第二団地、石川町第二団地、中野
山王三丁目アパート、長房アパート

101戸 18人

戸　数 生活援助員人数
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5 任意事業費 (20,241,000) 15,679,417

<15,698,497>

（1）介護給付費等費用適正化事業 14,610,217 保険料 3,449,473

国庫支出金 6,114,972

都支出金 3,057,486

一般会計繰入金 3,057,486

　ア　介護保険給付適正化事務専門員報酬・共済費　4人

11,312,120

　イ　介護支援専門員研修講師謝礼 544,000

　ウ　介護給付費通知等郵送料 1,424,482

　エ　介護給付費通知作成処理手数料 301,138

　　　　医療給付情報突合調査等　1,385件　　返還額　914,496円

　　　　ケアプラン点検実施事業所数　　34か所　　対象者数　　63人

　　　　研修会開催回数　　20回　　延参加者数　　1,149人

（2）その他事業 1,069,200

　住宅改修理由書作成手数料 1,069,200

　　居宅介護支援事業者等への理由書作成手数料支払件数

495件

介護保険課

　不適切な給付の疑いがある給付実績データを活用し、医療機関及び介護
保険サービス事業所の調査を行い、助言・指導することで給付の適正化を
図った。
　また、居宅介護支援事業所のケアプランの適正化を図るため、介護支援
専門員によるケアプランの自己点検に対する助言を行い、自立支援型ケア
プランの普及に努めるとともに、市独自の研修会を実施し、介護支援専門
員の資質及びケアマネジメントの質の向上を図った。
　さらに、利用したサービスの給付費を通知し、利用者の意識啓発及び介
護サービス事業者の不適切な給付の抑止を図った。

　居宅介護支援事業者等が要支援・要介護被保険者の住宅改修理由書作成
など保険給付の申請に係る手続きや調整を行い、介護保険サービスの公平
な提供を図った。
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