
【資料１】
平成28年6月28日（火）

第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

基本理念：認めあい、つなぎあい、支えあうまち　東村山

基本目標 施策の方向 おもな取り組み

①自主グループ活動への支援 地域における多様な活動を支援するために、「元気アップマップ」を作成して広報を希望す
る団体を掲載し、市報に織り込み全戸に配布した。
また、地域における活動団体に対し、介護保険施策の今後の展開などについて市の職員
が出向く「出張説明会」（平成27年度実績　開催回数40回、延べ1300人以上を対象）行っ
た。

元気アップマップは年2回発行、配布予定。
出張説明会は継続して開催する。

②高齢者の社会参加・交流を支援
する場の提供

脳トレと軽体操、仲間づくりの要素を取り込んだ「脳の元気アップ教室」シルバー人材センタ
に委託して開催。また市民ボランティアの支援協力を得て「ふまねっと」を開催。両者合わせ
て延べ900人以上の方が参加し、脳の元気アップ教室では卒業生が定例的に自主的活動
をするようになった。

好評であった脳の元気アップ教室は市内3か所に拡大して展開。また、ふ
まねっとにおいてはNPO法人に委託することで、高齢者である市民サポー
ターが運営に参加することが可能になった。このような市民の力により実
施する事業をより一層展開していくこととする。

③老人クラブ活動の支援の継続 単位クラブによる「健康活動・友愛活動・奉仕活動」（全国三大運動）を中心とした活動を「東
村山市老人クラブ連合会」と連携し、支援した。
平成27年度　補助対象団体数　47団体（延べ会員数　2943人）

新たな会員を獲得し、活性化を図るため、老人クラブが行う各種活動を側
面支援していく。

④長寿を共に祝う会の継続 市内在住在宅の77歳以上を対象として、長寿を共に祝う会を開催した。平成22年度以降、
各町の考え方に基づき、長寿を共に祝う会の開催に替えて対象者への個別の記念品配布
を行う町が出てきているが、参加招待状の送付件数は年々増加している。

基本的には現在の事業実施方針で継続するが、高齢者数の増、実施会
場の収容人員等を踏まえつつ、各町で無理なく開催できるよう実施のあり
方を継続して検討する。

⑤シルバー人材センターの事業活
動の支援

平成27年度には介護予防事業の一つとして「脳の元気アップ教室」の開催を委託した。また
総合事業の実施を見据え、介護予防事業の一部や、シルバーの会員を中心とした緩和した
基準による訪問介護従事者研修を実施し、高齢者が高齢者を支えるモデルとなるよう、新
たな事業の展開を支援した。

平成28年度には「脳の元気アップ教室」については3教室に拡大し展開す
る。また、訪問型サービスの一部については事業実施を委託した。

①計画推進体制の再構築 地域包括ケアシステムを構築・推進するため、27年度からは介護保険制度の事業と、一般
高齢者施策を一体的に議論できるよう、会議体を再編し、地域包括ケア推進協議会に統合
した。

医療・介護連携推進委員会を立ち上げ、医療介護連携に係る継続的な議論を開始した。

引き続き、主要なテーマに応じて会議を開催し議論していく。

②地域ケア会議の充実 平成２６年度に地域ケア会議に係る実施方針を定め、さらには、模擬的な地域ケア会議を
持ち回りで開催し、会議運営方法の向上・平準化を図った。なお、平成２７年度には全ての
包括支援センターで計32回開催することができた。

地域ケア会議の開催自体は定着しつつある。今後は開催件数を維持する
こともさることながら、抽出された地域課題や必要となる社会資源につい
て、全市的な視点で検討する地域ケア会議を開催する。

①地域包括支援センターによる相
談対応の強化

地域包括支援センターネットワークシステムを活用し、各地域包括支援センターと高齢介護
課の連携強化を図リ、相談業務の効率化に努めた。
24時間365日受付ができる相談窓口を開催しつつ、加えて出張説明会や講座を市内各地で
実施し、身近で相談しやすい体制を築いた。
市民課と協力して、転入者に地域包括支援センターのチラシを配布し、相談窓口の周知を
図った。

高齢介護課、健康増進課の担当職員と地域包括支援センターの職員によ
り構成される課題別検討会議を設け、総合事業の実施、虐待防止、認知
症施策等の各種課題について一層の研究を深め対応力を向上させる。

今後の方針・課題等

みんなでつなが
り、参加する東村
山の福祉

（２）協働による地域福
祉体制の推進

（１）相談支援体制の
強化

相談しやすいしく
みづくりとわかり
やすい情報提供

（１）高齢者の社会参
加・交流の促進

地域包括ケア推進計画
（第６期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）

取り組み状況（平成27年度末時点）

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度単位老人クラブ数（人） 48 48 48 49会員数（人） 3,337 3,350 3,401 未集計区　分 実　績（※会員数は、翌年度4月1日現在）
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②相談に関するスキルの向上と環
境整備

介護保険制度改正への対応も含め、改正前に課内研修を行い、課職員の共通理解、説明
スキルの平準化に努めた。

引き続き、課内研修、外部の専門研修等の機会を通じて、スキルアップに
努めていく。

（２）情報提供に関する
取り組みの充実

①情報提供に関する取り組みの充
実

地域包括支援センターのチラシをリニューアルし、市民課と協力をして全ての転入者に配布
し周知を図った。
6月に計画及び制度改正に関する市民説明会、事業者説明会を実施した。
10月より出張説明会を実施し、市民の希望に応じて随時必要な情報を届ける仕組みを設け
た。

各包括の特色を盛り込んだ包括別のチラシを作成する。
市民説明会、出張説明会等は継続して実施する。

①地域包括支援センター事業の展
開

各地域包括支援センターと市が合同で協議し、共通の、また包括別の重点目標を設定し、
その達成に向けて事業を実施している。

平成28年度より配置する生活支援コーディネーターの円滑な業務遂行を
目的に、相談援助能力に加え、地域における住民活動を支援するスキル
を向上させるため、学識経験者による年間を通じた連続研修を実施する。

②介護予防・日常生活支援総合事
業への移行

平成28年度より安定的に総合事業に移行することができるように以下の取り組みを実施し
た。
パブリックコメント実施　2回
市民向け出張説明会　40回以上　対象者延べ1300人以上
市民向け説明会　2回開催、事業者向け説明会　2回開催
事業者分野別説明会　居宅支援事業者、訪問介護、通所介護事業者ごとに開催

平成28年度においても出張説明会は継続して開催する。また、通所事業
者連絡会と継続して総合事業における訪問型サービスのあり方を検討す
る予定となっている。

③家族介護者教室及び家族介護
者の集い（らくらっく）の継続

介護知識の習得や交流の場を目的とした家族介護者教室（平成27年度4回開催）や、家族
介護者の集い（同年度36回開催）を実施した。
加えて、家族介護者の集いを支援する家族介護者サポーター養成講座（平成27年度6回開
催）を実施した。

継続実施予定。
事業の効果的な展開を図るため、拠点や実施方法等を研究した上で拡大
を図る予定である。

④医療と介護の連携の推進 医療介護連携推進委員会を立ち上げ、医療・介護の連携に関わる課題の洗い出し、対応
策の検討等を行った。27年度は4回開催。
歯科医療機能連携事業を継続実施した。

在宅療養支援窓口の平成29年度中の開設に向けて、窓口のあり方・設置
場所・設置機関等について、医療・介護連携推進委員会の中で検討を重
ねる。
歯科医療機能連携事業を継続実施する。

⑤認知症施策の推進 基幹型包括支援センターに認知症コーディネーターを配置し、認知症の早期発見・早期診
断につなげる体制づくりを図った。
認知症地域支援推進員を市に配置した。同推進員および医療介護連携推進委員会を中心
に認知症ケアパス案について検討した。

認知症初期集中支援チームの平成29年度中の設置に向けて、医療機関
等との調整を行う。

⑥高齢者等生活支援ホームヘルプ
サービス事業の継続

平成27年度は事業を継続した。
実利用者は1名で平成27年4月と5月利用分のみ。
利用対象者がいなかったこともあり、事業廃止、総合事業への移行において問題はなかっ
た。

総合事業に移行済み。

⑦高齢者紙おむつ代支給事業の
継続

高齢者紙おむつ代支給事業として在宅の要介護高齢者の介護等に必要な紙おむつの購
入費（1月～12月購入分）に対して助成金（上限24,000 円／年）を交付し、その家庭における
経済的負担の軽減を図った。平成27年度は、226人を対象に助成金を交付した。

助成のあり方について検討が必要である。

（１）相談支援体制の
強化

相談しやすいしく
みづくりとわかり
やすい情報提供

住み慣れた地域
で生きがいを持っ
て暮らせるしくみ
づくり

（1）住み慣れた地域で
高齢者を支えるサービ
スの充実
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⑧長寿記念品贈呈事業の継続 米寿（88 歳）および100 歳を迎える方を対象に、長寿記念品（88 歳：5,000 円相当 　平成27
年度対象者数　507人　100 歳：25,000 円相当　平成27年度対象者数　23人）を贈呈し、そ
の長寿を祝うとともに敬老の意を表すことを目的とした事業として実施した。
100 歳を迎える方に対しては市長の訪問による祝状および記念品の贈呈を行った。

継続実施予定。

⑨移送サービスの支援の継続 福祉有償運送事業について、市ホームページへの掲載を継続し、周知を図った。 事業周知を継続するとともに、事業者からの相談に応じ、更新登録申請等
を支援していく。

①老人相談員事業の継続 70歳以上のひとり暮らし高齢者及び75歳以上の高齢者世帯を対象に、老人相談員が訪問
して緊急連絡先調査を行い、名簿を作成する。名簿をもとに年間を通じて見守り活動を実施
した。また、名簿情報を老人相談員、市及び地域包括支援センターで共有し、見守り・相談
活動への活用を図った。
老人相談員の欠員地区については、市または地域包括支援センターて緊急連絡先調査を
行い、名簿を作成。相談機関として担当包括の紹介を行った。

近年増加する高齢者に比例して、老人相談員の負担が増加していること
から、対象年齢の引き上げ等の検討、地域包括支援センター等関係機関
との連携強化、地域の見守り活動団体等とのネットワークの構築、などを
図ることで、継続性のある事業とする。
同時に、災害時要援護者台帳等、類似のシステムとの関係を整理する必
要がある。

②高齢者配食サービス事業の見直
し

食の自立支援の観点から、地域包括支援センターが作成する介護予防ケアプランに基づく
配食サービス（月～金の週5回、1食につき自己負担額550円、食事提供時の安否確認）を
継続して実施した。緊急時には地域包括支援センター等の関係機関と連絡調整を図った。
民間配食サービス事業者の参入増の影響等により延べ配食数は減少傾向にある。

延べ配食数の減少傾向の原因を調査するとともに、配食事業者と地域包
括支援センターの交流を促すために、懇談会等を設ける。

③高齢者見守り事業の継続 高齢者の見守り活動を行う機運が高まった地域においては、事業実施計画や会則、パンフ
レット作成等の事務的な支援も行い、高齢者見守り団体等補助事業を円滑に活用できるよ
う働きかけている。
平成27年度については本町に発足した1団体に補助を実施している。

総合事業の実施に併せ、活動団体の要望を踏まえ、ランニングコストに対
しても助成ができるようにする。また、 見守り活動に特化せず、広く地域の
高齢者を支える活動団体に対しても活動費の補助ができるよう制度変更
することとした。

④高齢者緊急通報システム事業の
継続

緊急の事態に陥った時に通報ボタンを押すことで、委託先の民間警備事業者を通じて東京
消防庁に通報する事業を継続して実施した。

民間警備事業者による事業を継続しつつ、設置の推進を図る。

①認知症高齢者等の権利擁護の
充実

認知症声かけ訓練や市民向けの認知症サポーター養成講座を企画・実施した。 継続実施

②成年後見制度の周知と市民後見
人制度導入の検討

成年後見制度および地域福祉権利擁護事業の積極的な推進、周知を図った。
また、経済悪化等により後見人報酬の負担が困難な方が成年後見制度を利用できるように
するための成年後見人報酬助成制度の利用があり、活用が見られた。
市民後見人養成研修を近隣７市と合同で開催し、７名の市民が修了した。

継続実施

①地域密着型サービス事業所の整
備・充実

27年4月、西部圏域において、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介
護等の併設施設を指定した。
中部圏域において認知症対応型共同生活介護を提供する事業者を公募、選考し、サービ
ス提供予定事業者を決定した。
28年度からの小規模通所介護の地域密着型通所介護への移行に向けた準備を行った。

中部圏域における認知症対応型共同生活介護の整備について、補助協
議等を適宜進めていく。

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

福祉を推進してい
くためのまちづくり

（2）地域における高齢
者の見守りと自立支援
のネットワークの構築

住み慣れた地域
で生きがいを持っ
て暮らせるしくみ
づくり

（３）権利擁護支援体
制の充実

（1）住み慣れた地域で
高齢者を支えるサービ
スの充実

延べ配食数（食） 39,638 34,956 34,570 32,397

区分
実績

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

利用世帯数（世帯） 81消防方式：20民間方式：61 79民間方式：79（※休止4世帯を含む） 102民間方式：106（※休止4世帯を含む） 113民間方式：113（※休止1世帯を含む）区分 実績平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
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②高齢者の住まいへの対応 設置を検討している事業者からの相談に応じ、事業の概要を聴取するとともに、市の計画
や地域の状況について説明した。
具体的な整備段階にある事業者からの相談に対しては、事業計画を聴取した上で、一定の
条件を付すことで対応した。

有料老人ホーム等を含め、高齢者向けの住まいの提供について検討し、
市の方針を定めていく。

③高齢者住宅事業（都営住宅内シ
ルバーピア）の生活相談機能の強
化

管理業務にとどまらない生活相談等の必要性を考慮し、ワーデンと呼ばれる常駐型管理人
による管理から、生活相談の機能を有したLSA（ライフサポートアドバイザー）への転換を検
討してきた。その成果として、平成27年度当初より都営住宅8号棟、12号棟及び多摩湖町都
営住宅の3か所に配置され、運用されることとなった。

残り1棟についても平成28年度中にＬＳＡへ転換する予定である。

④バリアフリー化・ユニバーサルデ
ザインの推進

バリアフリー新法や東京都福祉のまちづくり条例等に基づき、事業者からの相談に応じ、必
要に応じて調査を行った。
また、秋津駅、市庁舎、中央公民館等でバリアフリー化整備を行った。

継続実施

①介護サービス事業者への助言、
支援

平成27年6月、介護保険事業者に対し、地域包括ケア推進計画（第6期高齢者保健福祉計
画・介護保険事業計画）、介護保険制度改正に関する説明会を行った。
平成28年度より安定的に総合事業に移行することができるように事業者向け説明会2回、
居宅支援事業者、訪問介護、通所介護事業者ごとの説明会各1回、開催した。
居宅介護支援事業者等からの相談に対して、必要に応じて事業者作成のケアプランや
サービス計画書等を基準に照らし合わせて確認し、助言や支援をしている。

総合事業の請求事務、地域密着型サービスの運営推進会議等、事業者
の支援を継続していく。

②介護給付適正化の取り組みの推
進

◆要介護認定の適正化
遠隔地以外の認定調査をすべて市所属の認定調査員及び職員が直営で行い、認定調査
結果の点検を全件実施した。
認定調査員の現任研修として、職員による調査の同行研修を実施。
◆介護給付費通知
在宅サービス利用者に対し、給付費通知を年2回（27年11月、28年2月）送付した。わかりや
すい通知となるよう「通知の見方」を同封した。

継続実施

③介護サービス事業所に対する実
地指導及び集団指導の推進

東京都福祉保健財団と市での実地指導（10回）、東京都の実地指導への同行指導（11回）、
市単独での実地指導（５回）を実施。
平成28年度より安定的に総合事業に移行することができるように事業者向け説明会2回、
居宅支援事業者、訪問介護、通所介護事業者ごとの説明会各1回、開催した。

指導対象サービスを拡大し、福祉用具貸与事業所の実地指導を実施す
る。
実地指導におけるよくある改善事項やトラブルのあった事例を参考に、集
団指導を実施する。

（３）地域における防災
体制の整備

①避難行動要支援者（災害時要援
護者）の支援対策の推進

平成24年12月に開始した、要援護者に対する地域のつながりづくりや緊急時の支援に活用
するための要援護者台帳（手上げ方式）への登録を継続して実施している。
申請書を、要介護認定結果通知と同封することで、制度の周知と登録の促しを行った。
登録者に対し、改正災対法により、避難行動要支援者名簿として引き続き整備していく旨の
周知を行った。

今後も継続して実施するとともに、高齢者緊急連絡先名簿等、他のシステ
ムとの関係を整理する必要がある。

（１）地域に暮らし続け
るための環境整備

福祉を推進してい
くためのまちづくり

（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の
適正化
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医療・介護連携の課題とＨ２８年度の予定 【資料１－１】
平成28年6月28日（火）

第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

現状と課題 対応策 平成２８年度の課題・予定

情
報
共
有
支
援

◆アンケートの中では「困っていることはない」との回答も
　多いが、介護側も医療側も忙しく、連絡を取り合うのに
　困難　を感じている。現状ではケアマネジャー等が同行
　受診や訪問診療の時間に合せ訪問するなどの工夫をして
　いる。
◆ケアマネ等の介護職から医師に対し担当のケース
　の状況を確認する際に、一定の心理的ハードルがある。
◆ＩＣＴについては、現段階では、医師会を中心にどのように
　活用していくか検証中。

◇医師と連携がとりやすくするために、情報共有の方法（
　どのような手段・時間帯でケースの状況を確認
　するか）を各医師の都合の良い方法をアンケート等で聴取
　し、アプローチの方法を取りまとめ、リスト化し、関係者間
　で共有する。
◇在宅診療が可能な医療機関（医科・歯科両方）及び薬局
　の情報や訪問看護や訪問リハビリ等の情報を取りまとめ、
　リスト化し、関係者間で共有する。（市民にも周知する。）
◇地域ケア会議、多職種連携研修を恒常的に行い、顔の
　見える関係づくりを進める。特に、医師や医療関係者の
　参加を積極的に進める。
◇在宅診療を行っているケースについては、ＩＣＴの活用を
　進める。

□市内医療機関にアンケートを
　実施し、アプローチの方法等を取
　りまとめ、リスト化する。
□在宅診療が可能な医療機関（
　医科・歯科両方）及び薬局の情報
　や訪問看護や訪問リハビリ等の
　情報を取りまとめ、リスト化する。
□リスト化した情報を関係者間で
　共有する。市民にも周知する。
□医師会においてＩＣＴの活用の
　検証を継続する。

病
診
連
携

◆病診連携は比較的連携がとれている。
◆病院と地域のケアマネ等とは、ＭＳＷを通じて連携を
　とっていて、ほとんどのケースで連携がとれているが、
　ＭＳＷをすり抜けてしまうケースがあり、介護保険の申請
　のタイミングが合わなかったり、退院後に在宅調整となり、
　後手に回るケースがある。

◇入退院時等に病院と地域の連携がスムースに取れるよう
　に、情報共有シート（入退院時の連絡票）の作成を検討
　する。東村山市だけではなく、近隣の病院との連携も
　考え、二次医療圏内での検討を考える。
◇地域ケア会議、多職種連携研修を恒常的に行い、顔の
　見える関係づくりを進める。　特に、医師や医療関係者の
　参加を積極的に進める。

□保健所及び二次医療圏内の市と
　連携して、情報共有シートの作成
　の検討を進める。

医
療
同
意

◆身寄りがない方、キーパーソンがいない方の医療同意の
　対応に困る。医師や病院によって対応が異なる。
◆現状では、個々のケースによって背景が違うので、ケース
　バイケースで対応している。

◇医療機関と介護関係者等が、医療同意に関してある
  程度、共通認識が持てるように、個別のケース会議や
  地域ケア会議等で検討を重ねる。

□個別のケース会議、地域ケア
　会議、ＭＳＷとの交流会等で、
　検討を重ねる。

在
宅
医
療
・

介
護
連
携

の
支
援
窓
口

の
設
置

◆現状では、一般的なケースはケアマネや訪問看護を通じ
　て、在宅診療が導入されるが、一人暮らしや認知症等で
　スムースな導入が難しいケースが、包括に相談が持ち
　込まれる。
◆他市では、医師会、訪問看護ステーション、地域包括
　支援センター、市役所等に設置。

◇ケアマネ等の地域の関係者や市民等が相談しやすい
　機関に窓口を設置したほうが、活用されやすいと考える。

■平成２８年度の重点課題
　在宅療養支援窓口の平成２９
　年度設置に向けて、設置場所、
　人員配置、どのような機能を持
　たせるか、どのように包括や
　医療機関等との連携をするか等、
　委員会で検討を進める。

２
４
時
間
３
６
５
日

の
在
宅
医
療
・

介
護
サ
ー
ビ
ス
の

提
供
体
制
の
構
築

◆在宅療養支援診療所は市内2ヶ所、内1ヶ所は在宅診療
　専門。在宅療養支援診療所以外で在宅診療を行っている
　医療機関は医院が14ヶ所、病院が4ヶ所。少しづづ増えて
　きている。
◆東村山市では訪問看護が古くから根付いていて、訪問
　看護を提供している事業所も多くあり充実している。（訪問
　看護ステーション15ヶ所）医師との連携もとれている。
　定期巡回・随時対応型訪問介護・看護も導入されている。

◇地域ケア会議、多職種連携研修を恒常的に行い、特に、
　医師や医療関係者の参加を積極的に進める。

□地域ケア会議、多職種連携研修
　を恒常的に実施。
□今年度は、摂食嚥下障害、
　フレイル、認知症等をテーマに
　多職種連携研修を実施予定。



平成 28年度 地域包括ケア推進協議会の開催予定（案） 

 

回 時期 内容 

第 1回 6月 

・ 地域包括ケア推進計画（第 6期計画）の進捗状況 

・ 次期計画（第 7期計画）の策定スケジュール 

・ 次期計画（第 7期計画）基礎調査 

・ 平成 28年度施設整備 

第 2回 10月 

・ 地域包括支援センターの活動報告 

・ 次期計画（第 7期計画）の策定方針 

・ 次期計画（第 7期計画）基礎調査の調査票（案） 

第 3回 1月 
・ 基礎調査報告書（案） 

・ 高齢者施策に関する現状分析、課題抽出 

第 4回 3月 

・ 基礎調査結果の分析 

・ 介護予防・日常生活支援総合事業への移行の進捗状

況報告 

・ 医療・介護連携の進捗状況 

 

※ 開催回数、時期、内容は、検討の進捗状況等に応じて調整する。 

※ 平成 29年度は、骨子案の検討、サービス見込量と介護保険料の設定、計画書

の策定等を行う。 

 

【資料２】 

平成 28年 6月 28日（火） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



○第７期計画の策定スケジュール（案）

年月 市区町村 都道府県

平成２８年１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

平成２９年１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

平成３０年１月

２月

３月

４月

国

第７期介護保険事業計画スタート

全国課長会議の開催

（第７期計画策定に関する基本的

考え方、要介護者の家族調査の分

析手法の提示）

計画策定のための準備作業

練習用推計ツールの情報提供

・給付状況の分析（見える化シス

テムの活用を含む）

・市町村への情報提供、連絡会議

の開催

★見える化システム１．５次リリース

（保険者による計画の実行管理機能）

給付状況の分析、介護予防の

効果の分析（見える化システム

の活用を含む）

成立した法律を踏まえた

推計ツール（確定版）の情報提供

介護保険事業支援計画を議会に

報告

・介護保険事業計画を議会に報告

・介護保険条例の改正
基本指針の告示

全国課長会議の開催

（基本指針案の再提示等）

サービス見込み量の仮設定

都道府県との調整市町村、国との調整都道府県との調整

★見える化システム２．０次リリース

（年齢調整による地域差分析指標）

全国課長会議の開催

（基本指針案などの提示）
サービス見込み量の設定作業

高齢者の実態把握のため

の調査、要介護者の家族

調査の分析、地域ケア会

議で把握された地域課題

への対応策の検討

サービス見込み量、保険料の仮設定

上記の分析を基に、

サービス見込み量の設

定作業

市町村への情報提供

連絡会議等の開催

全国課長会議の開催
（第６期アンケート調査結果の情報提供等）

市町村への情報提供

連絡会議等の開催

総合確保方針の告示

★見える化システム３．０次リリース

（推計ツール（暫定版）の情報提供）

介

護

保

険

部

会

で

制

度

改

正

の

議

論

（
法
案
提
出
・審
議

）

市町村への情報提供

連絡会議等の開催

要介護者の家族調査票の情報提供
市町村への情報提供

連絡会議等の開催
要介護者の家族調査の実施

高齢者の実態把握

のための調査の実施

２．第７期計画の策定スケジュールについて



次期地域包括ケア推進計画（第 7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画） 

基礎調査について 

 

１．アンケート調査の実施概要について 

22 年度調査（前々回）、25 年度調査（前回）を参考に、次の３種のアンケート調査を実

施する。 

区 分 一般高齢者調査 
要介護・要支援 

認定者調査 

指定介護保険サービ

ス提供事業者調査 

(1) 対象者 65歳以上の市民 
要介護（要支援）認定

を受けている市民 

市内に所在する全て

の指定介護保険サー

ビス提供事業者 

(2) 対象者数 2,000人※ 1,000人 約 200事業者 

(3) 抽出方法 無作為抽出 無作為抽出 全数 

(4) 調査方法 郵送による配付、回収 

(5) 実施時期 国からの情報提供（28年秋予定）を踏まえ、28年秋～冬に実施予定 

※ 市内５つの日常生活圏域から各圏域 400人を抽出。 

 

２．グループインタビュー調査の実施概要について 

22 年度調査（前々回）、25 年度調査（前回）を参考に、次のグループインタビュー調査

を実施する。 

・ 方法：参加者（聴き取り対象者）に、第三者である調査研究機関の司会のもとで、いく

つかのテーマに沿って自由に発言してもらう形で、現状と課題・問題点等を把握する。 

・ 実施時期：平成２９年１月頃 

・ 参加者：地域包括支援センターの代表者、サービス提供事業所の代表者 

 

３．その他の調査の実施概要について 

 地域福祉計画及び分野別計画の策定時期であることから、同時期に次の調査も実施する。 

・ 一般市民 

・ 障害者 

・ 地域福祉関係者 

・ 母子計画関係 

【資料３】 
平成 28年 6月 28日（火） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 
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１ 調査の目的 

本調査は、『東村山市地域福祉計画』の改定に向けて、市民の生活の様子や意見をあらため

てうかがい、より実態に即した計画にするための基礎資料を得ることを目的に実施した。 

 

２ 調査の実施概要 

調査は、一般市民（18～64歳）、一般高齢者、障害のある人および難病患者、地域福祉関係

者（民生委員・児童委員、社会福祉協議会 福祉協力員、保健推進員、障害者相談員）を対

象に実施した。 

各調査の対象者、方法、回収結果等は次のとおりである。 

調査の実施概要 

区 分 
一般市民

(18～64歳)

一般高齢者 

(65歳以上) 
障害のある人および難病患者 地域福祉関係者 

(1) 対象者 18歳から

64歳の市

民 

65歳以上

の市民 

身体障害者手帳所持者（900人）、

療育手帳所持者（300人）、精神

保健福祉手帳所持者（300人）、

特定疾患医療受給者（難病患者）

（200人） 

民生委員･児童委員(100人)、

社会福祉協議会 福祉協力員

(518人)、保健推進員(208人)、

障害者相談員(10人) 

(2) 対象者数 
1,300人 1,000人 1,700人 836人 

(3) 抽出方法 

無作為抽出 無作為抽出 無作為抽出 
全数調査 

（＊重複の場合は、上欄中で先に

記述してある職を優先して抽出）

(4) 調査方法 郵送による配付、回収 

(5) 実施時期 平成22年12月１日～12月22日 

819

48.2％

 

534

63.9％

身体 

障害者

知的 

障害者

精神 

障害者

難病 

患者 

民生委員

児童委員 

社会福祉

協議会 

福祉協力

員 

保健 

推進員

障害者

相談員

(6) 回収結果 

・有効回収数 

・有効回収率 

478

36.8％

 

645 

64.5％ 

443

49.2％

129

43.0％

130

43.3％

117

58.5％

76 

76.0％ 

298 

57.5％ 

154

74.0％

6

60.0％
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３ 第Ⅰ編を読む際の留意点 

○ アンケート選択肢の語句が長い場合、本文や表・グラフ中では省略した表現を用いてい

ることがある。 

○ 調査結果の比率は、その質問の回答者数を基数として、小数第２位を四捨五入して算出

している。なお、四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。 

○ 複数回答形式の場合、回答比率の合計は通常100％を超える。 

○ グラフ中の「ｎ」(net)とは、その質問への回答者数を表す。 

○ クロス集計の表の中で、上段の数字は回答者数（単位：人）を、下段の数字は割合（単

位：％）を表している。 

○ 「障害者・難病患者調査」結果の分析に際しては、障害や病気の種別にかかわらず、障

害のある人や患者の状況や暮らし、要望などを包括的に把握するため、各調査に共通の質

問項目ごとにまとめた。 
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１ 調査の目的 

本調査は、『東村山市地域福祉計画』の改定に向けて、市民の生活の様子や意見をあらため

てうかがい、より実態に即した計画にするための基礎資料を得ることを目的に実施した。 

 

２ 調査の実施概要 

調査は、高齢者（65歳以上）、要介護（要支援）認定者、指定介護保険サービス提供事業者

を対象に実施した。 

各調査の対象者、方法、回収結果等は次のとおりである。 

調査の実施概要 

区 分 
高齢者 

(65歳以上) 
要介護（要支援）認定者 

指定介護保険サービス

提供事業者 

(1) 対象者 介護保険の要支援１・２、

要介護１・２の認定を受

けている方及び要介護・

要支援認定を受けていな

い市民 

要介護（要支援）認定を受

けている市民 

市内に所在する全ての指

定介護保険サービス提供

事業者 

(2) 対象者数 
1,750人 1,000人 167事業者 

(3) 抽出方法 
無作為抽出 無作為抽出 － 

(4) 調査方法 
郵送による配付、回収 

(5) 実施時期 
平成23年２月21日～３月16日 

(6) 回収結果 

・有効回収数 

・有効回収率 

1,237

70.7％

 

525

52.5％

92

55.1％

 

 

３ 第１章を読む際の留意点 

○ アンケート選択肢の語句が長い場合、本文や表・グラフ中では省略した表現を用いてい

ることがある。 

○ 調査結果の比率は、その質問の回答者数を基数として、小数第２位を四捨五入して算出

している。なお、四捨五入の関係で合計が100％にならない場合がある。 

○ 複数回答形式の場合、回答比率の合計は通常100％を超える。 

○ グラフ中の「ｎ」(net)とは、その質問への回答者数を表す。 

○ クロス集計の表の中で、上段の数字は回答者数（単位：人）を、下段

の数字は割合（単位：％）を表している。 



平成 28年度施設整備について 

 

１．地域密着型サービス事業所（中部圏域）開設計画書の内容変更について 

 

平成 27年度に決定した中部圏域におけるグループホームの整備計画について、サービス

提供予定事業者である社会福祉法人長寿村より変更申請があった。主な変更申請内容は下

記のとおり。 

【主な変更内容】 

・ 事業所名     ：（仮称）おんた翔裕園  → （仮称）東村山翔裕園 

・ 開設予定地    ：恩多町２丁目７番７他  → 久米川町２丁目２３番３他 

・ 補助区分、建物所有：オーナー型、賃借    → 事業者型、法人所有 

・ サービス種別   ：看護小規模多機能型居宅介護を追加 

・ その他、事業スケジュール、資金計画、図面等に変更あり。 

事業所整備にあたっては、変更後の開設計画書の内容を基本としつつ、よりよいサービ

ス提供のため市と十分に協議し調整を図る。 

 

２．都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業について 

 

都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業として、本町４丁目に介護老人保健施設

等の整備を行うこととなった。整備事業の概要は下記のとおり。 

【整備事業概要】 

・ 整備予定地：本町４丁目７番１４他 

・ 整備の方法：東京都が運営する事業者に用地を貸付、事業者が施設を整備、運営する。 

・ サービス種別：介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、その

他自由提案による併設施設等（例えば、地域密着型サービス事業所、病院等） 

 

３．東京都東村山ナーシングホームの民設民営施設への転換（第２期指定介護老人福祉施

設）について 

 

東京都東村山ナーシングホームを都立施設から民設民営施設へ転換し、指定介護老人福

祉施設（特別養護老人ホーム）の定員を拡大する。整備事業の概要は下記のとおり。 

【整備事業概要】 

・ 整備予定地：青葉町１丁目７番７４他（東村山キャンパス内） 

・ 整備の方法：東京都が運営する事業者に用地を貸付、事業者が施設を整備、運営する。 

・ サービス種別：介護老人福祉施設、短期入所生活介護、その他自由提案による併設施設

等 

【資料４】 
平成 28年 6月 28日（火） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



【資料５】
平成28年6月28日（火）

第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

富士見町２－１－２

所　　在　　地 定員数

１０名

１０名

１２名

１２名

認知症対応型通所介護

　認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けらえるサービス。

⑪高齢者在宅サービスセンターはるびの郷

⑩高齢者在宅サービスセンター白十字八国苑

⑨東大和ふれあいデイセンターひかり苑

⑧寿デイ・サービスセンター

名　　　　称

秋津町１－３２－１８

諏訪町２－２６－１

富士見町２－７－４０

小規模多機能型居宅介護

　通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを提供
できる介護サービス。

５名

６名

４名

泊り定員名　　　　称

③梨の園

④ニチイケアセンター美住

登録定員・通い定員

２５名・１５名

秋津町３－４１－６５

　認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、
機能訓練を受けらるサービス。
　※要支援１のかたの利用は不可

⑤白十字あきつの里

定員数

１ユニット９名×２
=

１８名

所　　在　　地

恩多町１－３９－１

美住町２－９－２

看護小規模多機能型居宅介護

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看
護のケアが受けられるサービス。
　※要支援１・２のかたの利用は不可

⑥南台シニアセンター敬愛の森

名　　　　称 登録定員・通い定員

恩多町１－３９－１

富士見町１－１４－３

所　　在　　地

５名

泊り定員

6名栄町１－３６－７
２５名・１５名

⑥南台シニアセンター敬愛の森

⑦くめがわ翔裕園

所　　在　　地

美住町２－９－２

秋津町３－４１－６５

富士見町１－１４－３

栄町１－３６－７

野口町２－９－２２

野口町２－１０－１

⑦くめがわ翔裕園

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）

名　　　　称

⑤白十字あきつの里

④ニチイケアセンター美住

①コミュニティライフやすらぎ荘

②東村山グループホームそよ風

③グループホーム宝亀

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事など
の介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられるサービス。
　※要支援１・２のかたの利用は不可。

名　　　　称 所　　在　　地

⑩ヘルパーステーション白光園 諏訪町２－２６－１

１

５

９

２

10

４

８ ６

３

11

７

新

現

中部圏域
（本町、久米川町、恩多町）



地域包括ケア推進協議会　委員名簿

委員任期 ： 平成２７年４月１日から平成３０年３月３１日まで

やまじ　のりお

山路　憲夫

いそべ　たてお

磯部　建夫

こいで　てるまさ

小出　晃正

はぎわら　あきら

萩原　明

やまぐち　くみこ

山口　久美子

もりぞの　ふみなり

森園　文成

ほんだ　ゆたか

本田　裕

くずの　あきら

葛野　章

いしばし　うたこ

石橋　歌子

とべ　まきこ

戸部　牧子

すずき　ひろゆき

鈴木　博之

せき　あい

関　愛
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吉田　裕

まつだ　ゆきお

松田　幸夫
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池本　昇

まつばら　いわお

松原　巖

おおくぼ　てつろう

大久保　哲朗

みずこし　ひさよし

水越　久吉

ながしま　まさき

永嶋　昌樹

事業者

氏名

東村山市歯科医師会

東村山市薬剤師会

社会福祉協議会

民生委員協議会

東村山市医師会

地域密着型サービス事
業者

被保険者

東村山消防署

高齢者施策の
関係者

通所サービス事業者連
絡会

公募市民（第1号被保険
者）

公募市民（第2号被保険
者）

高齢者福祉施設連絡会

居宅介護支援事業者連
絡会

訪問看護ステーション
連絡会

老人クラブ連合会

東村山いきいきシニア

訪問介護事業者連絡会

選任区分 推薦団体等

学識経験者 白梅学園大学

シルバー人材センター

多摩小平保健所

東村山警察署

医療関係者

備考

前・高齢者在宅計画部会員
前・介護保険運営協議会委員
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前・高齢者在宅計画部会員
前・介護保険運営協議会委員

【参考資料】
平成28年6月28日（火）

第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

前・介護保険運営協議会委員

前・高齢者在宅計画部会員

前・高齢者在宅計画部会員

※連絡会発足後に依頼し、推薦い
ただく予定。
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