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【東村山市保健福祉協議会設置規則】 

平成 13年 4月 16日 

規則第 33号 

(設置) 

第１条 東村山市における保健福祉施策を総合的かつ計画的に推進するため、東村山市保

健福祉協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

(所掌事項) 

第２条 協議会は、次の各号に掲げる事項について調査・検討する。 

(1) 保健福祉施策一般に関すること。 

(2) 地域福祉計画及び個別福祉計画の推進に関すること。 

(3) 関係機関等に対する連絡調整、指導及び援助に関すること。 

(4) その他協議会の目的達成のため必要な事項に関すること。 

2 協議会は、必要があると認める場合は、保健及び福祉に関する事項について市長に意見

を述べることができる。 

(組織) 

第３条 協議会は、20人以内の委員をもって組織する。 

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験者 ２人以内 

(2) 医師会(会長) １人 

(3) 歯科医師会(会長) １人 

(4) 薬剤師会(会長) １人 

(5) 関係行政機関(保健所長、消防署長又は警察署長) ３人以内 

(6) 福祉関係団体の代表者 ３人以内 

(7) 学校教育関係者 ２人以内 

(8) 商工会の代表者 １人 

(9) 第８条第１項に規定する専門部会の代表者 ２人以内 

(10) 東村山市子ども・子育て会議の代表者 １人 

(11) 東村山市地域包括ケア推進協議会の代表者 １人 

(12) 一般公募市民 ２人以内 

(任期) 

第４条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

(会長及び副会長) 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

資料１ 関係規則等 



東村山市地域福祉計画 

- 262 - 

(招集) 

第６条 協議会は、会長が招集する。 

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

(関係者の出席) 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見

を聴くことができる。 

(専門部会) 

第８条 協議会に、個別福祉計画を推進するため、障害者福祉計画推進部会及び地域保健

計画推進部会の各専門部会を置く。 

2 専門部会は、個別福祉計画に関する事項について調査・研究し、協議会に報告するもの

とする。 

3 協議会は、必要があると認めるときは、前項に規定する事項以外の事項に関する調査・

研究について専門部会に付託することができる。 

4 専門部会の構成員等については、別表に定めるとおりとする。 

5 第４条から第７条までの規定は、専門部会について準用する。この場合において「委員」

とあるのは「専門部会員」と、「協議会」とあるのは「専門部会」と、「会長」とあるのは

「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。 

(謝礼) 

第９条 協議会及び専門部会に出席した委員並びに第７条の規定に基づき出席を求められ

た者で、必要があると認められる者に対しては、謝礼を支払うことができる。 

(庶務) 

第 10条 協議会の庶務は健康福祉部地域福祉推進課において処理し、専門部会の庶務はそ

れぞれの関係主務課において処理する。 

(委任) 

第 11条 この規則に定めるもののほか協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 

附 則 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

(東村山市地域保健福祉協議会設置規則等の廃止) 

2 次に掲げる規則は、廃止する。 

(1) 東村山市地域保健福祉協議会設置規則(昭和 63年東村山市規則第 14号) 

(2) 東村山市児童育成計画推進協議会設置規則(平成 11年東村山市規則第８号) 

(3) 東村山市障害者福祉計画推進協議会設置規則(平成 11年東村山市規則第９号) 

附 則(平成 15年 3月 28 日規則第 26号) 

この規則は、平成 15年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 16年 3月 31 日規則第 19号) 

この規則は、平成 16年 4 月 1日から施行する。 
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附 則(平成 17年 3月 17 日規則第７号) 

この規則は、平成 17年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 20年 2月 19 日規則第６号) 

この規則は、平成 20年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 3月 31 日規則第 24号) 

この規則は、平成 21年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 21年 4月 30 日規則第 40号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 25年 3月 29 日規則第 25号) 

この規則は、平成 25年 4 月 1日から施行する。 

附 則(平成 27年 4月 1日規則第 33号) 

(施行期日) 

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２条第１項及び第８条第１項の改正規

定(児童育成計画推進部会に係る部分に限る。)並びに別表児童育成計画推進部会の項を削

る改正規定は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この規則による改正後の第３条第２項第９号の規定にかかわらず、この規則の施行の日

から平成 28 年 3 月 31 日までの間における協議会の委員数に関する同号の規定の適用につ

いては、同号中「２人以内」とあるのは「３人以内」と読み替えて同号の規定を適用する。 

 

別表(第８条) 

専門部会の組織 

部会 区分 人数 

障害者福祉計画推進部

会 

学識経験者 ２人以内 

医師会代表者 １人 

関係行政機関の職員 １人 

商工会代表者 １人 

社会福祉協議会職員又
は民生委員・児童委員 

２人以内 

障害者団体代表者 ７人以内 

障害者関連施設の代表
者 

２人以内 

一般公募市民 ２人以内 

その他障害者福祉計画
の推進のために特に必
要と認められる者 

１人 

地域保健計画推進部会 学識経験者 ２人以内 

医師会、歯科医師会及び
薬剤師会の代表者 

３人 

関係行政機関の職員 １人 

社会福祉協議会職員又 ２人以内 
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は民生委員・児童委員 

関係団体(国民健康保険
運営協議会、学校保健
会、体力つくり推進委員
会、保健推進員会又は体
育協会)代表者 

５人以内 

高齢者団体代表者 ２人以内 

商工会代表者 １人 

一般公募市民 ２人以内 

その他地域保健計画の
推進のために特に必要
と認められる者 

１人 

 

 

【東村山市子ども・子育て会議条例】 

平成25年６月28日 

条例第21号 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」という。）第77条第１

項の規定に基づき、東村山市子ども・子育て会議（以下「子育て会議」という。）を置

く。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 

（所掌事務） 

第３条 子育て会議は、法第77条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。 

（組織） 

第４条 子育て会議は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員15人以内をもって組

織する。 

(１) 子どもの保護者 ５人以内 

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 ５人以内 

(３) 一般市民 ２人以内 

(４) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 ３人以内 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 
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（会長） 

第６条 子育て会議に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第７条 子育て会議は、会長が招集する。 

２ 子育て会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議長は、会長が務める。 

４ 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（部会） 

第８条 子育て会議に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員により組織する。 

３ 部会における検討及び協議の結果は、子育て会議に報告するものとする。 

４ 前項に定めるもののほか、部会に関する事項は、子育て会議において決定する。 

（関係者の出席等） 

第９条 子育て会議及び部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその

意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第10条 子育て会議の庶務は、子ども家庭部において処理する。 

（委任） 

第11条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成25年８月１日から施行する。 

（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和31年東村山市条例第12

号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

 



東村山市地域福祉計画 

- 266 - 

【東村山市地域包括ケア推進協議会規則】 

平成12年７月10日 

規則第57号 

改正 平成23年３月25日規則第12号 

平成27年３月31日規則第29号 

平成27年７月６日規則第51号 

平成27年８月20日規則第57号 

（目的） 

第１条 この規則は、東村山市介護保険条例（平成12年東村山市条例第９号。以下「条例」

という。）第20条第７項の規定に基づき、東村山市地域包括ケア推進協議会（以下「推

進協議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 推進協議会は、条例第20条第２項の規定により、次の各号に掲げる事項について

協議する。 

(１) 介護保険事業計画の策定に関する事項 

(２) 老人福祉計画の策定に関する事項 

(３) 地域における高齢者の包括的な支援等（次号において「地域包括ケア」という。）

に係る重要な事項として、市長が諮問するもの 

(４) 前３号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進に関し必要と認める事項 

２ 推進協議会は、前項第３号に規定する諮問があったときは、速やかに協議し、市長に

答申するものとする。 

３ 市長は、第１項第３号の規定により推進協議会に諮問しようとするときは、あらかじ

め諮問事項について会長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、こ

の限りでない。 

（組織） 

第３条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が

その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

（関係者の出席） 

第５条 会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第６条 推進協議会の庶務は、介護保険を担当する所管において処理する。 
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（医療・介護連携推進委員会） 

第７条 推進協議会に、専門部会として医療・介護連携推進委員会（以下「委員会」とい

う。）を置く。 

２ 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、推進協議会に報告す

るものとする。 

(１) 医療・介護の連携の仕組みづくりに関すること。 

(２) 在宅医療の推進に関すること。 

(３) 認知症施策の推進に関すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、医療・介護の連携の推進を図るために必要な事項に

関すること。 

３ 委員会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。 

(１) 学識経験者 １人 

(２) 医療関係者 ６人以内 

(３) 介護事業関係者 ８人以内 

４ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

５ 委員会に出席した委員及び次項において準用する第５条の規定により出席を求められ

た者で、必要と認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。 

６ 第３条から前条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、これら

の規定中「推進協議会」とあるのは「委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、

「介護保険を担当する所管」とあるのは「健康福祉部健康増進課」と読み替えるものと

する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。 

附 則 

この規則は、平成12年10月１日から施行する。 

附 則（平成23年３月25日規則第12号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第29号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

（東村山市地域包括支援センター運営協議会規則の廃止） 

２ 東村山市地域包括支援センター運営協議会規則（平成18年東村山市規則第２号）は、

廃止する。 

（東村山市地域密着型サービス運営協議会規則の廃止） 

３ 東村山市地域密着型サービス運営協議会規則（平成18年東村山市規則第27号）は、廃

止する。 

附 則（平成27年７月６日規則第51号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則（平成27年８月20日規則第57号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（医療・介護連携推進委員会の委員の任期に関する経過措置） 

２ この規則による改正後の第７条第３項の規定に基づき最初に選任する各委員の任期に

ついては、同条第４項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成30年３月31日までとする。 
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（保健福祉協議会、子ども・子育て会議、障害者福祉計画推進部会、地域包括ケア推進協

議会、地域保健計画部会、地域福祉計画策定委員会） 
 

保健福祉協議会 

 

推薦枠 推薦団体 氏 名 備考 

学識経験者 
 河津  英彦 副会長 

 橋本 洋子  

医師会 東村山市医師会 久保 秀樹 会長 

歯科医師会 東村山市歯科医師会 
渡邉 儀一郎（Ｈ29.6.16まで） 

唐見 和男（Ｈ29.6.17から） 
 

薬剤師会 東村山市薬剤師会 石塚  卓也  

関係機関 
東村山消防署 髙﨑 剛彦  

警視庁東村山警察署 中根 康太郎  

福祉関係団体

の代表者 

民生委員・児童委員協議会 畠山 香壽惠  

社会福祉協議会 大原 喜美子  

老人クラブ連合会 飯塚 岩雄  

学校教育 

関係者 

市立小学校長会 小泉 ひとみ  

市立中学校長会 高野 和美  

商工会の代表者 東村山市商工会 新  義友  

専門部会 

の代表者 

障害者福祉計画推進部会（部会長） 今井 和之  

地域保健計画推進部会（部会長） 大木 幸子  

子ども・子育て会議（会長） 近藤  幹生  

地域包括ケア推進協議会（会長） 山路  憲夫  

一般公募市民 
 大和 はるみ  

 立石 あさひ  

 

資料２  保健福祉協議会、各部会等委員名簿 
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子ども・子育て会議 

 

推薦枠 推薦団体 氏 名 備考 

学識経験者 

 河津 英彦 会長 

 近藤 幹生 職務代理 

 山口 暁彦  

子どもの保護者 

【保護者枠】 西澤 亜寿佳  

東村山市立小・中学校 

ＰＴＡ連合協議会 
林  幸絵  

東村山市私立幼稚園 

父母の会 連合会 
大澤 小雪  

東村山学童保育連絡協議会 小山 雅由  

子ども・子育て 
支援に関する 
事業に従事する
者 

東村山私立保育園園長会 村野 和子  

認証認可外施設長会 横須賀 麻衣  

東村山市私立幼稚園連絡協
議会（認定こども園枠） 

野澤 貴春  

東村山市私立幼稚園連絡協

議会（私立幼稚園枠） 
當麻 祐子  

子育てひろば 千葉 瑞枝  

一般公募市民 
  坂本 勝惠  

  山口 和歌子  
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障害者福祉計画推進部会 部会員名簿 

 

推薦枠 推薦団体 氏 名 備考 

学識経験者 
  今井 和之 部会長 

  郷家 和子 副部会長 

医師会代表者 東村山市医師会 牛木 信之   

商工会代表者 東村山市商工会 中村 一彦   

社会福祉協議会

職員又は民生委

員 

東村山市社会福祉協議会 高橋 節夫   

民生委員・児童委員協議会 岡本 やよい   

障害者団体 

代表者 

身体障害者患者連絡協議会 根本 信子   

東村山市あゆみの会 西尾 佐知子   

ＮＰＯ 東村山手をつなぐ親の会 千葉  光男   

ＮＰＯ けやき 頓所 恵子   

東村山パーキンソン病地域の会 阿刀田  俊子   

翔和会 手賀  清春   

東村山市聴覚障害者協会 村上 正人   

障害者関連施設

の代表者 

東村山市共同作業所連絡会 瀬下 健   

社会福祉法人東京コロニー 星  忍   

一般公募市民 
  寺田 健治   

  福  尚実   

特に必要と認め

られる者 

社会福祉法人東村山市けやき会 

ふれあいの郷 
高橋 千恵子   
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地域包括ケア推進協議会 

 

推薦枠 推薦団体等 氏 名 備考 

学識経験者 白梅学園大学 山路 憲夫 会長 

医療関係者 

東村山市医師会 磯部 建夫   

東村山市歯科医師会 
小出 晃正（Ｈ29．６．16まで） 

長島 浩二（Ｈ29．６．17から） 

東村山市薬剤師会 萩原 明   

高齢者施策の 

関係者 

多摩小平保健所 筒井 智恵美   

東村山消防署  
森園 文成（Ｈ29．９．30まで） 

山田 浩靖（Ｈ29．10．１から） 

東村山警察署 中島 利通  

社会福祉協議会 葛野 章   

民生委員・児童委員協議会 石橋 歌子   

事業者 

訪問看護ステーション連絡会 戸部 牧子   

居宅介護支援事業者連絡会 鈴木 博之 副会長 

訪問介護事業者連絡会 関  愛   

通所サービス事業者連絡会 吉田 裕   

高齢者福祉施設連絡会 松田 幸夫  

被保険者 

シルバー人材センター 池本 昇  

老人クラブ連合会 松原 巖  

東村山いきいきシニア 大久保 哲朗  

公募市民（第１号被保険者） 水越 久吉   

公募市民（第２号被保険者） 永嶋 昌樹   
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地域保健計画推進部会 部会員名簿 

 

推薦枠 推薦団体 氏 名 備考 

学識経験者 
  大木 幸子 部会長 

  川﨑 由香里   

医師会、歯科医師

会及び薬剤師会の

代表者 

東村山市医師会 浅谷 哲也   

東村山市歯科医師会 
橋本 健一（Ｈ29．６．16まで） 

長島 浩二（Ｈ29．６．17から） 

東村山市薬剤師会 杉本 美恵子   

関係行政機関の 

職員 
多摩小平保健所 森田 徳子   

社会福祉協議会職

員又は民生委員 

社会福祉協議会 武者 吉和   

民生委員・児童委員協議会 水戸部 瑞江   

関係団体の 

代表者 

東村山市国民健康保険運営 

協議会 
鴫原 健二 副部会長 

保健推進員会 藤原 幸博   

東村山市体育協会 種市 幸實   

東村山市学校保健会 曽我部 多美  

高齢者団体 

代表 

東村山市シルバー人材センタ

ー 
池本 昇   

老人クラブ連合会 髙橋 照定   

商工会代表者 東村山市商工会 和田 恵子   

一般公募市民 
 橋本 政紘   

 栗原 惠子   

 東村山市青少年委員会 小島 惠子   
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地域福祉計画策定委員会 

 

推薦部会 推薦枠 氏 名 備考 

保健福祉協議会 
学識経験者 河津  英彦 委員長 

学識経験者 橋本 洋子 副委員長 

子ども・子育て会

議 

学識経験者 近藤 幹生   

関係団体 千葉 瑞枝   

障害者福祉計画推

進部会 

学識経験者 今井 和之   

社会福祉協議会 高橋 節夫   

地域包括ケア推進

協議会 

学識経験者 山路 憲夫   

居宅介護支援事業者連絡会 鈴木 博之   

地域保健計画推進

部会 

学識経験者 大木 幸子   

東村山市歯科医師会 長島 浩二  

東村山市学校保健会 曽我部 多美   
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保健福祉協議会 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年６月 15日 委嘱状交付 

・実績報告、進捗状況について 

・東村山市地域福祉計画基礎調査報告書について 

・次期地域福祉計画策定スケジュール 

第２回 平成 29年 12月 21日 ・地域福祉計画の状況について 

・個別支援計画の状況について               

第３回 平成 30年３月８日 ・パブリックコメントの結果について 

・地域福祉計画（案）について 

 

地域福祉計画策定委員会 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年６月 29日 ・地域福祉計画の位置づけ等について 

・第５次地域福祉計画策定スケジュールおよび進め方 

・第４次地域福祉計画の要旨 

・市民意向調査および関係計画 

・関連計画および事業について 

 ①地域福祉活動計画について 

 ②生活困窮者自立支援法について 

第２回 平成 29年８月９日 ・市民意見募集の結果について 

・第４次地域福祉計画 取り組み状況 

・第５次地域福祉計画 基本理念について 

・第５次地域福祉計画 基本目標について 

第３回 平成 29年９月 13日 ・地域福祉計画の基本理念および基本目標（案）について 

・地域福祉計画の重点施策（案）について 

第４回 平成 29年 12月 14日 ・個別計画（障害、高齢、健康）策定状況の報告 

・地域福祉計画（案）について 

第５回 平成 30年２月 22日 ・パブリックコメントの結果について 

・地域福祉計画および個別計画（障害、高齢、健康）策定に 

ついて 

 

子ども・子育て会議 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年８月 28日 委嘱状交付 

・子ども・子育て支援事業計画の点検・評価について 

資料３ 地域福祉計画策定までの経緯 
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第２回 平成 29年 11月 15日 ・子ども・子育て支援事業計画の進捗状況報告書の承認につ

いて 

第３回 平成 30年２月７日 ・新規開設予定の特定地域型保育事業の利用定員の設定およ

び認可について 

 

障害者福祉計画推進部会 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年５月 15日 委嘱状交付 

・平成 29年度健康福祉部組織について 

・平成 28年度障害者福祉計画推進部会の開催状況について 

・平成 29年度障害支援課予算報告について 

・第５次地域福祉計画策定スケジュールについて 

・市民意向調査について 

第２回 平成 29年７月 27日 ・地域福祉計画策定委員会について 

・障害福祉計画（第４期）の検証 

・第４次地域福祉計画（第４次障害者福祉計画）の検証 

第３回 平成 29年 11月６日 ・第５次障害者福祉計画について 

・第５期障害福祉計画について 

第４回 平成 29年 11月 27日 ・計画の素案について（障害者福祉計画、障害福祉計画） 

第５回 平成 30年２月９日 ・意見募集（パブリックコメント）の結果について 

・今後の予定について 

 

 

地域包括ケア推進協議会 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年６月７日 ・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）の進捗状況について 

・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）基礎調査の結果について 

・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）の策定スケジュールについて 

・地域密着型サービス事業者の公募・選考について 

第２回 平成 29年８月１日 ・東村山市地域包括支援センターの運営状況について 

・地域包括ケア推進計画（第５期／第６期高齢者保健福祉計

画・介護保険事業計画）の評価と課題について 

第３回 平成 29年 11月 16日 ・地域密着型サービス提供予定事業者（北部圏域）の公募・

選考について 

・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）骨子案について 
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第４回 平成 29年 12月７日 ・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定の考え方について（諮問） 

・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）案について 

・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定について 

・東村山市指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基

準等を定める条例案について 

第５回 平成 30年１月 22日 

（書面開催） 

・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定について 

・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定の考え方の答申について 

・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定の考え方について（答申） 

第６回 平成 30年２月８日 ・第７期介護保険事業計画におけるサービス利用量見込みと

介護保険料の設定について（報告） 

・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）案について 

第７回 平成 30年３月 29日 ・地域密着型サービス提供予定事業者の選考について 

・地域密着型サービス提供予定事業者の選考についての答申

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）最終案について 

・東村山市指定居宅介護支援等の人員および運営に関する基

準等を定める条例案に対するパブリックコメントの結果に

ついて 

・医療介護連携に関する検討状況について 

※Ｈ30.１.29…第７期介護保険事業計画における介護保険料の設定について、答申。 

 

地域保健計画推進部会 

区分 開催日 内 容 

第１回 平成 29年５月 29日 委嘱状交付 

・第５次地域福祉計画・計画策定スケジュールについて 

・市民意向調査の結果について 

・平成 29年度新規事業について 

第２回 平成 29年７月 31日 委嘱状交付 

・「第４次地域保健計画・健康ひがしむらやま 21」および「東

村山市母子保健計画」の評価と課題整理 

第３回 平成 29年 11月 14日 ・「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま 21」および「東

村山市母子保健計画」の策定について 
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第４回 平成 29年 12月６日 ・「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま 21」および「東

村山市母子保健計画」の策定について 

第５回 平成 30年２月２日 

（書面開催） 

・パブリックコメント結果について 

・「第５次地域保健計画・健康ひがしむらやま 21」および「東

村山市母子保健計画」策定（最終案）について 
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アルファベット 

ＢＭＩ（Body Mass Index） 

肥満かどうかの目安として用いている体格指数で、次の式で計算します。 

 ＢＭＩ＝体重（㎏）÷身長（m）÷身長（m） 

BMI18.5未満はやせ、BMI18.5～25.0未満は適正範囲、BMI25以上は肥満と判定します。 

ＣＯＰＤ（Chronic Obstructive Pulmonary Disease） 

たばこ煙を主とする有毒物質を長期間吸入することによって生じる肺の炎症による

病気（慢性閉塞性肺疾患）のこと。咳や痰、息切れが主な症状で、「慢性気管支炎」と

「慢性肺気腫」のどちらか、または両方によって肺への空気の流れが悪くなり、ＣＯＰ

Ｄを発症します。 

ＮＰＯ 

Non Profit Organization の略。一般には民間非営利組織と呼ばれ、非営利活動を行

う非政府、民間の組織。平成７（1995）年の阪神大震災でＮＰＯの活動が社会の注目を

集めたことをきっかけに、平成 10（1998）年に特定非営利活動促進法 (ＮＰＯ法) が施

行されました。利益追求のためではなく、社会的な使命（ミッション）の実現をめざし

て活動する組織や団体であり、今日では新たな公共福祉の一翼を担うことが期待されて

います。 

ＰＤＣＡサイクル 

Plan(計画)・Do(実行)・Check(評価)・Act(改善)の４段階を繰り返すことによって、

業務を継続的に改善する手法。事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を

円滑に進める手法の一つ。 

ＳＮＳ（Social Networking Service） 

Ｗeb上で社会的ネットワーク（ソーシャル・ネットワーク）を構築可能にするサービ

スのこと。広義にはコメントやトラックバックなどのコミュニケーション機能を有して

いるブログや電子掲示板も含まれますが、狭義には、人と人とのつながりを促進・サポ

ートする「コミュニティ型の会員制のサービス」と定義され、そういったサービスを提

供するウェブサイトも含まれます。 

ＷＥＢ 

Ｗorld Ｗide Ｗeb（ワールド・ワイド・ウェブ、略名：WWW）の別称で、インターネ

ット上で提供されるハイパーテキストシステムのこと。 

資料４ 用語の解説 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E6%8E%B2%E7%A4%BA%E6%9D%BF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88
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あ/ア行 

愛の手帳（療育手帳） 

知的障害者（児）の保護および自立更生の援助を図るとともに、社会の理解と協力を

深め、知的障害者の福祉の増進に資することを目的とした手帳のことを言います。 

アセスメント 

利用者に必要な援助や生活全般における問題状況等を正確に把握し、その解決のため

の方向性等を分析することを言います。 

一次予防 

はじめから病気を起こさないように健康増進に努めること、病気の原因となる危険因

子を予防・改善することです。 

医療的ケア児 

病院等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用していて、たんの吸

引や経管栄養などの「医療的ケア」が日常的に必要な障害児のこと。 

栄養成分表示 

消費者が食品を選択する上で適切な情報が得られるよう加工食品（卵を含む）に栄養

成分や熱量を表示したもの。健康増進法によって、表示の仕方が決められており、任意

表示ですが、一定の栄養成分や熱量について強調する場合には義務表示となります。 

エネルギー（kcal）・たんぱく質（ｇ）・脂質（ｇ）・炭水化物（ｇ）・ナトリウム（㎎）

までは、省略せずにこの順番・単位で必ず表示します。ただし、炭水化物の代わりとし

て糖質と食物繊維を表示することもできます。 

エリア・ネットワーク会議 

「東村山子育てレインボープラン」の『地域まるごと子育て支援』の考え方を受け継

ぎ、市内を５つの子育てエリアに分け、エリア毎に地域で子育てに関する関係者による

「円卓会議」を開催して、地域の実情に応じた子育てしやすい環境づくりをめざしてい

ます。 

音声コード（音声読み上げコード） 

文字情報を内包した二次元コードの一種で、専用のコード読み取り機を使い、記録さ

れている情報を音声で聞くことができます。「バーコード」が縦の１方向に情報を持つ

のに対して、縦と横の２方向に情報を持っており、情報密度が高く日本語の記録も可能

となっています。 
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か/カ行 

介護保険法 

平成９年に制定され、平成 12 年４月１日より施行された法律です。社会保険方式に

より、介護が必要になった人に介護サービスに関する給付を行うことで介護する家族の

負担を軽減し、社会全体で介護を支える仕組みとして誕生した「介護保険制度」につい

て定めたものです。 

介護予防 

介護が必要な状態にならないように、また、介護を受けている（要支援・要介護）状

態を悪化させることなく、いつまでも元気でいきいきとした生活が送れるようにするこ

と。 

ガイドヘルパー 

障害のある人の社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加の支援を行う

人を言います。 

かかりつけ医 

家族ぐるみで健康や病気のことを気軽に相談したり、身体に不調があるときはいつで

も診察してくれる身近な開業医であり、初期患者の問題を的確に把握し、適切な指示、

緊急に必要な処置の実施、他の医師への紹介を行い、個人や家庭での継続的治療につい

て主治医としての役割を果たすものです。保健・医療・福祉の機能連携による在宅ケア

サービスにおいて「かかりつけ医」は、必要不可欠な存在になっています。 

かかりつけ歯科医 

患者の心身の特性やニーズを踏まえて歯・あご・口の疾患の治療を行うとともに、全

身状態や精神面をも考慮し、計画的に予防を含め、医学的な管理や療養上の支援を行う

地域に密着した身近な歯科医です。「かかりつけ歯科医」には専門医療機関との機能分

担および他の診療所や病院との連携も求められています。 

かかりつけ薬局 

薬による治療のこと、健康や介護に関することなどに豊富な知識と経験を持ち、患者

や生活者のニーズに沿った相談に応じることができる「かかりつけ薬剤師」がいる薬局

のことを言います。 

合併症 

「ある病気が原因となって起こる別の病気」または「手術や検査などの後、それらが

もとになって起こることがある病気」の２つの意味を持つ医学用語。 
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家庭福祉員（保育ママ） 

市で認定した、保育の技術と経験を持ち、自宅で子どもを預かって保育する方のこと。 

基幹型地域包括支援センター 

市区町村内の各地域包括支援センターを統括するなど「地域包括ケア体制」の中核と

なる地域包括支援センターのことを指します。東村山市では市社会福祉協議会に運営を

委託しています。 

北多摩北部保健医療圏地域保健医療推進プラン（北北プラン） 

東京都では、平成 14（2002）年 12月に『東京都保健医療計画』の第三次改定を行い、

今後都が重点的に取り組む事業を「変革プラン」と設定し、そのひとつとして、多摩・

島しょ地域の二次保健医療圏ごとに地域の保健医療を総合的に推進するための包括的

な計画である「地域保健医療推進プラン」を策定しましたが、平成 15（2003）年７月に

北多摩北部医療圏（小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市）においても策

定されたのが『北多摩北部保健医療圏地域保健医療推進プラン』（北北プラン）です。

直近の改定は、平成 25年度に行われています。 

共生型サービス 

介護保険事業所や障害福祉事業所が指定を受ければ、高齢者と障害者（児）を一緒に

デイサービスやショートステイで受け入れたり、同じ事業所からホームヘルプサービス

を提供したりできるようになり、そのサービスを「共生型サービス」と言います。 

協働 

複数の主体が、何らかの目標を共有し、共に力を合わせて活動することを言います。 

虚血性（心）疾患 

収縮・拡張する心臓の筋肉（心筋）に酸素や栄養を含む血液を送り込む、心臓のまわ

りを通っている冠動脈が動脈硬化などの原因で狭くなったり閉塞したりして、心筋に血

液が行かなくなること（心筋虚血）によって起こる疾患のことです。 

居宅介護 

居宅において入浴、排せつおよび食事等の介護、調理、洗濯および掃除等の家事なら

びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。 

グループホーム（共同生活援助） 

夜間に、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつまたは食事の介護その

他の日常生活上の援助を行います。 
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ケアプラン 

サービス利用者の生活上の課題を解決するための具体的な介護サービスの利用計画

のことを言います。介護保険制度では、本人のニーズに適応したサービスを効率的かつ

計画的に提供するため、ケアプランを基にサービスを提供することとしています。 

ケアマネジャー 

居宅介護支援事業者のもとで、ケアプランの作成、サービスの連絡・調整を行う職種

のことを言います。介護保険制度では、一定の期間保健・医療・福祉分野の業務に従事

し、ケアマネジメントに関する専門的知識および技術を有する者で、介護支援専門員実

務研修受講資格試験に合格し、かつ介護支援専門員実務研修を修了した者に、修了証明

書を交付することとしています。 

健康教育 

生活習慣病の予防、健康増進、母子保健、思春期保健等健康に関する正しい知識の普

及を図ることで、「自らの健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進

に資することを目的とするもの。 

健康寿命 

健康で明るく元気に生活し、みのり豊かで満足できる生涯、つまり、認知症や寝たき

りにならないで生活できる期間のこと。脳卒中で倒れたとしても、リハビリの結果再度

歩けるようになったり、自分で身の回りのことができるようになった、というのも健康

寿命に含まれます。 

健康増進法 

「健康日本 21」を支える法的基盤として、健康づくりをより強力に推進するもので、

環境の整備により個人の努力を支えていくことを健康増進の基本理念とし、「基盤整備」、

「情報提供の推進」、「生涯を通じた保健事業の一体的推進」を３つの柱としています。 

健康長寿のまちづくり推進室 

高齢者等の自主的な健康づくり活動または生きがい活動、地域の健康づくり団体やボ

ランティア団体等の育成および情報交換の場などとして活用され、東村山市の『いきい

きプラザ』４階に所在しています。市内に在住または在勤する 40 歳以上の方および地

域で健康づくり活動または生きがい活動を行っている方が使用することができます。 
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健康日本 21 

すべての国民が健康で明るく元気に生活できる社会の実現を図るため、早世（早死）

や要介護状態を減少させ健康寿命を延伸させることなどを目標とし、厚生労働省が、以

後 10 年間の計画として平成 12（2000）年度に策定しました。この計画は、個人と社会

がそれぞれの力を合わせて国民の健康づくり運動を総合的に、国民各層の自由な意思決

定に基づく健康づくりに関する意識の向上や取り組みを促そうとするものです。 

権利擁護 

意思能力が十分でない認知症高齢者や知的障害者などが、人間としての尊厳や生ま

れながら持っている権利を守られ、当たり前に社会生活を営めるように、その能力に

応じて権利や生活基盤が、社会制度・組織や専門家によって擁護されること。 

口腔ケア 

狭義には、口腔衛生の改善のためのケア、口腔清掃を指しますが、最近はもう少し範

囲を広げて、歯石の除去、義歯の手入れ、簡単な治療まで含められることが多くなって

います。さらに、摂食・咀嚼・嚥下訓練まで含められる場合もあります。すなわち、口

腔清掃、歯石除去、義歯の調整・修理・手入れ、簡単な治療などにより口腔の疾患予防・

機能回復、健康の保持増進に「生活の質」の向上を目指した技術です。 

合計特殊出生率 

15 歳から 49 歳までの女子の年齢別（年齢階級別）出生率を合計したもので、１人の

女子が仮にその観察期間の年齢別（年齢階級別）出生率で一生の間に産むとしたときの

子どもの数に相当します。 

高血圧 

心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割をしており、血液を送り出すときに血管

の中に加わる圧力を「血圧」と言い、また、心臓が収縮して血液を押し出す時の血圧を

「収縮期血圧（最高血圧）」、心臓が拡張して血液が入り込んだ時の血圧を「拡張期血圧

（最小血圧）」と言いますが、この血圧が高い状態を「高血圧」と言います。高血圧は、

さまざまな病気を引き起こしたり、悪化させる可能性があり、特に、動脈硬化や脳卒中、

心筋梗塞をはじめとした心臓病などに関係します。 

高次脳機能障害 

頭部外傷、脳血管障害等による脳の損傷の後遺症として、記憶障害、注意障害、遂行

機能障害、社会的行動障害などの認知障害が生じ、これに起因して日常生活・社会生活

への適応が困難となる障害のことです。 
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交付金 

国または地方公共団体が特定の目的を持って交付する金銭のこと。事業や事務を他の

者に行わせるときに、その財源として交付する場合が多いですが、補償・助成を目的と

することもあります。 

誤嚥性肺炎 

食道へ送られるべき飲食物等の異物が気管に入ってしまい、異物に含まれていた細菌

が原因で肺炎が引き起こされること。「誤嚥（ごえん）」とは、口の中や胃の中のものが

誤って気管に入ること。 

子育て総合支援センター 

主に家庭で就学前の乳幼児の育児をしている保護者と子のための子育て支援施設。親

子が気軽に訪れ、ゆったりとした雰囲気の中で過ごせるよう、地域での子育て支援活動

を行うスペースや、広い遊び場スペース、飲食可能なくつろげるスペース等を備え、子

育て支援に関する様々なイベントや講座を行うとともに、地域で子育て支援を担える人

材の育成や親子と子育て関連各機関・団体等地域とのコーディネイトを行うことによっ

て、地域の子育て力を向上させ、子育てしやすいまちづくりを目指します。野口町１－

25－15（「地域福祉センター」２階）に設置されています。 

子育てひろば 

「地域子育て支援拠点事業」として、０～３歳を中心とした孤立しがちな子育て家庭

等の支援を行うため、保育所や児童館等を利用して、集いの場を提供しながら、子育て

相談や子育てに関する講座の実施、子育てサークルの支援など、身近な子育て家庭の支

援を行います。 

子ども家庭支援センター 

以下の事業を行います。本町１－２－３『いきいきプラザ』３階に設置されています。 

１．子ども家庭総合ケースマネジメント事業 

＊子どもと家庭に関するさまざまな相談。 

＊子ども家庭在宅サービス等の提供・調整（ショートステイ事業等）。 

＊児童相談所や保健所等との連携、サービスの調整。 

２．地域組織化事業 

＊子育てサークルの支援、ボランティア育成等。 

３． 要支援家庭サポート事業 

＊見守りサポート事業（児童虐待等）。 

＊養育支援訪問事業（育児支援ヘルパー）。 

４．在宅サービス基盤整備事業 

＊養育家庭制度の普及活動等。 
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子ども・子育て会議 

子ども・子育て支援法第 77 条第１項で規定する市町村が条例で設置する「審議会そ

の他合議制の機関」を言います。「東村山市子ども・子育て会議」は、市長の諮問に応

じて答申する合議制の諮問機関（地方自治法第 138条の４第３項で定める市長の附属機

関）。 

子ども・子育て関連３法 

「子ども・子育て支援法」・「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に

関する法律の一部を改正する法律」（「認定こども園法」の一部改正）・「子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関連法律の整備等に関する法律」（関係法律の整備法：児童

福祉法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律ほかの一部改正）のこと。 

こども相談室 

東村山市が開設した相談室で、０歳から 18 歳までの乳幼児・児童・生徒およびその

保護者、幼稚園、保育所、学校などの先生方の相談に応じます。保護者の方には、面接

を通して相談を進めます。乳幼児・児童・生徒には、話や遊びあるいは心理検査などを

通して様子をつかみ、その状態に応じた働きかけをします。 

 

さ/サ行 

サービス担当者会議 

介護保険において、ケアマネジャーが「居宅サービス計画（ケアプラン）」の作成に

あたって開く会議のことを言います。会議は要介護者・要支援者とその家族、ケアマネ

ジャー、利用者のサービス提供に関連する指定居宅サービス事業所の担当者により構成

されます。ケアマネジャーによって課題分析された結果を基に、要介護者と家族に提供

されるサービス計画を協議し、本人の了承を経てサービス提供につなげます。また、サ

ービス担当者が介護サービス計画の見直しが必要と考えた場合には、適宜開催されます。 

サービス等利用計画 

障害福祉サービスの支給決定を受ける人が、地域で生活するときに必要となるさまざ

まなサービス等を上手に活用するために、その人のニーズ、心身の状況、置かれている

環境などを考慮し、ケアマネジメントによりその人に合った適切な支援が行われるよう

に作る計画。計画には、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなど

が記載されます。 
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財政調整基金 

地方自治体が、財源に余裕がある年に積み立て、不足する年に取り崩すことで財源を

調整し、計画的な財政運営を行うための貯金のこと。ほかに、地方債の返済を計画的に

行うための「減債基金」、大規模施設の整備などのために積み立てる「その他特定目的

基金」があります。 

三師会 

医師会・歯科医師会・薬剤師会を総称して呼ぶ名称です。 

歯間ブラシ 

歯と歯肉の境目を磨くためのものであり、歯ブラシでは取り除きにくい汚れを落とす、

歯間清掃のための補助用具の一つです。 

脂質異常 

中性脂肪（いわゆる脂肪。トリグリセライド）やコレステロールなどの脂質代謝に異

常をきたした状態のこと。2007 年に名称が改められました。『動脈硬化性疾患予防ガイ

ドライン 2007 年版』では、従来の「高脂血症」から「脂質異常症」へ名称を変更し、

LDLコレステロール値、トリグリセライド値、 HDLコレステロール値で定義することと

しました。これは、「低 HDL コレステロール血症」が含まれるのに「高脂血症」とする

ことに違和感があったからです。「脂質異常症」という診断名は、低 HDL コレステロー

ル血症も含めて、動脈硬化の危険因子として認識する際に用いられる診断名です。 

なお、「ＨＤＬ（High Density Lipoprotein）」とは、高比重リポたんぱくのことで、

主にコレステロールを運ぶ「リポたんぱく」の一つです。ＨＤＬは“善玉コレステロー

ル”と呼ばれ、血管壁に溜まったコレステロールを回収し、肝臓に運び入れる働きをし

ます。少なくなるとコレステロールの沈着が加速し、動脈硬化が進んでしまいます。ま

た、「ＬＤＬ（Low Density Lipoprotein）」は、肝臓からコレステロールを全身の細胞

に運ぶため、コレステロール量が多いと血管壁にコレステロールが蓄積していきます。 

歯周病、歯周疾患 

歯垢を主な原因とする歯肉の炎症であり、歯肉が腫れ、歯みがき時や硬い物を食べた

時に出血し、進行すると歯がぐらぐらしてものが噛みづらくなり、ひいては抜けてしま

う歯茎の疾患。原因は歯みがき習慣の欠如、食生活、喫煙、ストレスなどの生活習慣に

よるため、生活習慣病の一つと言われています。 

 

https://kotobank.jp/word/%E8%B2%A1%E6%BA%90-507462
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%82%B5-96513
https://kotobank.jp/word/%E8%BF%94%E6%B8%88-626235
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%9B%E5%82%B5%E5%9F%BA%E9%87%91-60499
https://kotobank.jp/word/%E5%9F%BA%E9%87%91-472888
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次世代育成支援行動計画 

「次世代育成支援対策推進法」に基づく法定計画で、「地域行動計画」、「特定事業主

行動計画」および「一般事業主行動計画」の３種類があります。 

「地域行動計画」とは、都道府県および市町村がそれぞれ行政主体として策定する次

世代育成支援行動計画であり、『東村山市次世代育成支援行動計画（愛称：東村山子育

てレインボープラン）』は、この地域行動計画に相当します。 

「特定事業主行動計画」とは、国および地方公共団体の機関、それらの長またはそれ

らの職員で政令で定めるもの（＝特定事業主）が事業主として策定する次世代育成支援

行動計画です。 

「一般事業主行動計画」とは、国および地方公共団体以外の事業主（一般事業主）が

策定する次世代育成支援行動計画であり、常時雇用する労働者の数が 300人を超える事

業主が該当します。 

次世代育成支援対策推進法 

少子化の急速な進行等を踏まえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成さ

れる環境の整備を図るため、平成 15（2003）年７月に国会で可決・成立した、同 27（2015）

年までの時限立法でしたが、平成 26 年の改正により、同 37 年３月 31 日まで延長され

ることとなりました。次世代育成支援対策に関する基本理念を定め、国、地方公共団体、

事業主および国民の責務を明らかにするとともに、地方公共団体および事業主は、国が

策定する「行動計画策定指針」に即して、次世代育成支援対策に関しての行動計画を策

定すること、としていましたが、法改正後は、策定は任意とされています。 

指定感染症 

感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)の一類～

三類感染症に分類されていない感染症のうち、一類～三類に相当する対応の必要が生じ

たものについて、１年間を期限に政令で指定する感染症のこと。なお、感染症法の段階

別分類には五類まであり、感染力や毒性の強さなどから公衆衛生への影響が大きい順に

一類から分類し、行政や医療機関などでの対応の仕方を定めています。 

指定市町村事務受託法人 

保険者（市町村）から委託を受けて保険者事務の一部を実施する法人として、都道府

県が指定した法人のことです。東村山市では「公益財団法人東京都福祉保健財団」に対

し、介護保険事業者の実地指導に関する照会等事務を委託しています。 

児童発達支援センター 

地域の障害のある子どもを通所させて、主に日常生活における基本的動作の指導、自

立した生活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施

設であり、また、障害のある子どものいる家族の相談や障害のある子どもを預かる施設

への援助・助言を併せて行う地域の中核的な療育支援施設です。 

https://kotobank.jp/word/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AE%E4%BA%88%E9%98%B2%E5%8F%8A%E3%81%B3%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E3%81%AE%E6%82%A3%E8%80%85%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B-175931
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E9%A1%9E-433866
https://kotobank.jp/word/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87-14199
https://kotobank.jp/word/%E6%94%BF%E4%BB%A4-86616
https://kotobank.jp/word/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87%E6%B3%95-470578
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社会福祉協議会 

社会福祉法により「地域福祉の推進を図ることを目的とする団体」と定められている、

公共性・公益性の高い民間の非営利団体で、住民主体の理念に基づき、地域が抱えてい

る福祉問題・課題を地域全体の問題としてとらえ、みんなで考え、話し合い、解決に向

けて取り組むという活動を通して、福祉コミュニティづくりと「地域福祉」を推進する

ことが期待されています。 

社会福祉士 

「社会福祉士及び介護福祉士法」による国家資格で、福祉等に関する専門的な知識や

技術を持っており、高齢者、身体上もしくは精神上の障害のある人、児童等の相談に応

じて助言、指導を行います。そのうち、精神障害者の保健福祉に特化した専門職として

「精神保健福祉士」が設定されています。 

社会福祉法 

昭和 26（1951）年に「社会福祉事業法」として制定され、平成 12（2000）年大幅改

正、名称も「社会福祉法」と改められた、社会福祉サービスに関する共通的基本事項（社

会福祉の目的、理念、原則、事業の定義等）を定めた法律。平成 12（2000）年の改正で、

サービス利用者の利益の保護および「地域福祉」の推進を図るための条文が盛り込まれ、

都道府県および市町村が「地域福祉計画」を策定することが規定されました。 

直近では、平成 29 年の「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部

を改正する法律」により、社会福祉法も改正され、地域住民による支え合いと公的支援

が連動した包括的な支援体制の構築が目指されています。 

社会福祉法人連絡会 

東村山市に所在する社会福祉法人および市内で施設、事業所を経営する社会福祉法人

が相互に情報交換を行い、法人間の連携・協働により東村山市民の福祉の向上を図るこ

とを目的とした連絡会です。 

社会保障費 

国や地方自治体が、社会保険・公衆衛生などの「社会保障」の分野に支出する費用の

こと。 

受動喫煙 

室内やその他の場所で、自分の意思に関係なく他人のたばこの煙を吸わされること。

健康増進法ではじめて「受動喫煙の防止」が明記されました。 
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主任ケアマネジャー 

地域包括支援センターに配置されるいわゆる“三職種”のうちの１つで、ケアマネジ

ャーが介護が必要な方の身体状況や生活の仕方に応じた「居宅サービス計画（ケアプラ

ン）」を作成するにあたり、内容の管理や指導育成等に携わる専門職のことを言います。

主任ケアマネジャーになるためには、介護支援専門員（ケアマネジャー）として一定の

実務経験を有し、かつ所定の研修を受講する必要があります。 

手話通訳者・要約筆記者 

聴覚、音声・言語機能に障害のある人に手話や要約筆記などの意思疎通（コミュニ

ケーション）支援を行います。 

障害者基本法 

障害者のための施策に関し、基本的理念を定め、国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、障害者のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者

のための施策を総合的かつ計画的に推進し、障害者の自立と社会、経済、文化その他あ

らゆる分野の活動への参加を促進することを目的とする法律。 

基本理念として、すべての障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわし

い処遇を保障される権利を有するとともに、社会を構成する一員として社会、経済、文

化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられることが掲げられています。 

障害者虐待防止法 

障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を推進し、もって障害のある

人の権利利益の擁護に資することを目的に、平成 24年 10月１日に施行された法律です。 

障害者差別解消法 

正式名称は「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で、障害のある人へ

の差別的取り扱いの禁止を国や地方公共団体等と民間事業者の法的義務としました。ま

た、障害のある人への「合理的配慮」の提供を国・地方公共団体等の法的義務とし、民

間事業者には努力義務を課しました。 

障害者週間・福祉のつどい 

市内の作業所・施設、福祉団体の作品展示・即売やコンサート等の、障害のある方へ

の理解啓発に向けたイベントを行います。 

障害者自立支援協議会 

「障害者総合支援法」に基づき、障害のある人がニーズに合わせて適切にサービスを

利用できるようにするため、地域における障害福祉に関する関係者による連携・支援体

制の協議を行う組織のこと。 
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障害者総合支援法 

平成 25 年４月１日に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」として施行された、地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実

等、障害のある人の日常生活・社会生活を総合的に支援するための法律です。 

障害者手帳 

心身に障害のある人が各種サービス等を受ける際に必要となる手帳のことを言い、身

体障害者手帳・療育手帳（愛の手帳）・精神障害者保健福祉手帳があります。 

障害者優先調達推進法 

正式名称は「国等による障害者就労支援施設等からの物品等の調達の推進等に関する

法律」。障害者就労施設で就労する障害のある人や在宅で就業する障害のある人の経済

面での自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が物品やサー

ビスを調達する際、障害者就労支援施設等から優先的・積極的に購入することを推進す

るために制定されました。 

食 育 

さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な

食生活を実践することができる人間を育てること。 

国民一人ひとりが、生涯を通じた健全な食生活の実現、食文化の継承、健康の確保等

を図れるよう、自らの食について考える習慣や食に関するさまざまな知識と、食を選択

する判断力を楽しく身につけるための学習等の取り組みを指します。 

食育基本法の中では、「食育」を次のように位置づけています。 

① 生きるうえでの基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきもの 

② 様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全

な食生活を実践することができる人間を育てること 

自立支援医療費制度（更生医療・育成医療・精神通院） 

心身の障害を除去・軽減するための医療について医療費の自己負担額を軽減する公費

負担医療制度です。 

シルバー人材センター 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に定められた、地域ごとに１つずつ設置

されている高年齢者の自主的な団体で、臨時的・短期的な仕事を、請負・委任の形式で

行う公益法人社団です。 



東村山市地域福祉計画 

- 292 - 

新感染症 

感染症予防法による感染症の分類の一つで、人から人に伝染し、すでに知られている

感染性の疾病とは病状や治療の結果が異なり、病状の程度が重篤で、蔓延することで国

民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。感染症予防法に

おける１類感染症に準じて対応します。 

身体障害者手帳 

身体障害者福祉法に基づく障害程度に該当すると認定された方が、取得することによ

り各種支援を受けることができる手帳のことを言います。 

身体の健康、心の健康、社会的健康 

「ＷＨＯ（世界保健機関）憲章」では、その前文の中で「健康」について、次のよう

に定義しています。 

Health is a state of complete physical,mental and social well-being and not merely 

the absence of disease or infirmity. 

日本ＷＨＯ協会では、この文章を「健康とは、病気でないとか、弱っていないというこ

とではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態に

あることをいいます。」と訳しています。これらを踏まえ、当市の地域福祉計画では、

健康について「身体の健康、心の健康、社会的健康」と表記しています。 

生活習慣病 

以前は、加齢に伴う身体の変化という概念で「成人病」ということばが使われていま

したが、それに代わり、予防医学の推進の意味を込めて「生活習慣病」ということばを

厚生省（厚生労働省）が提唱しました。食習慣、喫煙、運動の生活習慣がその発症や進

行に大きく関与する病気のことで、主なものはがん、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧

などです。 

生活の質（ＱＯＬ） 

「Quality of life」、人々の生活を物質的な面から量的にのみとらえるのではなく、

精神的な豊かさや満足度も含めて、質的にとらえるもの。 

精神障害者保健福祉手帳 

「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」に基づき、一定の精神障害の状態にあ

り、日常生活または社会生活への制約がある人が対象となり、取得することにより各種

支援を受けることができる手帳のことを言います。 

https://kotobank.jp/word/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%97%87-14199#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
https://kotobank.jp/word/%E7%97%85%E7%8A%B6-613358
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成年後見制度 

認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産の管理や福祉サービス等の契約など

の判断能力が十分でない人を保護し、支援するための制度です。判断能力の状態により

「後見」「補佐」「補助」から成る「法定後見制度」のほかに、将来判断能力が不十分に

なった場合に備えるための「任意後見制度」があります。 

 

た/タ行 

第三者評価 

福祉サービス利用者が適切なサービスを選べるよう支援することを目的とした制度

で、サービスの利用者でも提供者でもない中立の立場の第三者が、専門的かつ客観的な

立場でサービスの評価を行うことを言います。 

地域型地域包括支援センター 

高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続できるように、高齢者の生活を総合的

に支えていくため、日常生活圏域ごとに設置されている「地域包括支援センター」のう

ち、“基幹型”以外のものを指します。東村山市では市内に５か所設置されており、社

会福祉法人に運営を委託しています。 

地域共生社会 

国（「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部）が提唱する、地域のあらゆる住民が

役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを育成し、助け

合いながら暮らすことのできる社会のことを言います。 

地域ケア会議 

「地域包括支援センター」で受けた相談内容のうち、支援困難事例や専門的な判断が

必要な事例の場合に、地域の保健福祉関係者や保健福祉サービス機関、医療機関、各関

係所管等と地域包括支援センターが連携し、保健福祉医療サービスの相談･調整を総合

的に行う会議を言います。 

地域歯周病指数（ＣＰＩ）  

「Community Periodontal Index」、「歯肉出血」・「歯石」・「歯周ポケット」の３指

標により歯周組織の健康状態を評価します。診査にはＣＰＩプローブを用い、歯を６分

画に分けて、代表歯を診査対象とします。 

CPIコードは０～４に分類されます。 

コード０：健全（歯肉に炎症の所見が認められない） 

コード１：プロービング後に出血が認められる 

コード２：歯石の沈着（ただし、ポケットの深さは４㎜未満） 
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コード３：ポケットの深さが４～５㎜ 

コード４：ポケットの深さが６㎜以上 

・プロービング…歯周ポケット測定（歯と歯茎〔の間〕の溝の深さを測定するため

の検査） 

・ポケット………歯周病ポケットのこと 

地域生活支援拠点（等） 

障害のある人の高齢化・障害の重度化や「親亡き後」を見据えて、居住支援のための

機能を地域の実情に応じて整備することにより、障害のある人の生活を地域全体で支え

るための仕組み。 

地域における子育て支援事業 

保育所や幼稚園等を活用して行われる子どもや家庭への支援事業。 

保育所：ひろば、各種相談、園庭開放等 

幼稚園：未就園児親子教室、園庭開放、各種相談等。また、園によって通常の幼

児教育時間の開始前や終了後、夏休みなどの幼稚園休業日に園児を預か

ること（預かり保育）も行っています。 

地域福祉権利擁護事業 

利用者本人が社会福祉協議会と契約を結び、福祉サービスの利用援助（情報提供、

助言、手続きの援助など）や日常的な金銭管理などのサービスを受けることができる

制度で、「成年後見制度」の補完的な性格を持ちます。全国的な事業名としては、「日

常生活自立支援事業」と言います。 

地域包括支援センター 

平成 18 年４月の介護保険制度の改正に伴い創設された機関で、高齢者が住み慣れた

地域で自立した生活を継続できるように、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠

点となります。専門職（保健師・主任ケアマネジャー・社会福祉士）が配置され、高齢

者への総合的な相談・支援や介護予防のマネジメント、ケアマネジャーのネットワーク

や支援困難事例等への対応など、地域における高齢者への総合的な支援を行います。 

デイジー 

「デイジー（ＤＡＩＳＹ）」とは、「Digital Accessible Information SYstem」の略

で、視覚障害者や普通の印刷物を読むことが困難な方のために、カセット等に代わるデ

ジタル録音図書の国際標準規格として開発と維持が行われている情報システムのこと。 
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適正飲酒 

一日平均純アルコールで約 20g（ビール中びん１本〔500ml〕、日本酒１合弱、ウィス

キーダブル１杯〔60ml〕、焼酎（35度）72ml）程度であり、次のことに留意します。 

① 女性は男性よりも少ない量が適量である 

② 少量の飲酒で赤面を来す等アルコール代謝能力の低い人では、通常の代謝能を有

する人よりも少ない量が適量である 

③ 65歳以上の人においてはより少量の飲酒が適当である 

④ アルコール依存症においては適切支援のもと完全断酒が必要である 

⑤ 飲酒習慣のない人に対してこの量の飲酒を推奨するものではない 

デンタルフロス 

歯ブラシでは取り除きにくい汚れを落とす、歯間清掃のための補助用具の一つで、糸

ようじ状のもののこと。歯と歯の間の隙間が広くあいている人などでは、歯間ブラシの

方が使い易いと言われています。 

東京都福祉のまちづくり条例 

「ユニバーサルデザイン」を条例の理念とし、高齢者や障害のある人を含めたすべて

の人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができる「やさしいまち東京」を実現す

るため、平成７年に制定された条例です。直近の改正は平成 21年に行われました。 

糖尿病 

「血糖」とは、血液中に含まれるブドウ糖のことで、食事中に含まれる糖質は消化管

でブドウ糖に分解されて血液中に入りますが、血糖値が上がるとすい臓から「インスリ

ン」というホルモンが分泌されて、血糖値を下げるように働くところ、インスリンが不

足していたり作用が足りなかったりすると、血糖値は高いままになり、この状態を「糖

尿病」と言います。 

特定健康診査 

平成 20 年度から国民健康保険や健康保険組合等の医療保険者が、生活習慣病予防対

策の一環として 40歳から 74歳の加入者を対象として実施している、メタボリックシン

ドロームに着目した健康診査のこと。 

特定保健指導 

「特定健康診査」の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く生活習慣の改善による

生活習慣病の予防効果が多く期待できる人を対象にして、生活習慣を見直すために行わ

れるサポートのこと。「動機づけ支援（特定健康診査の結果、生活習慣の改善が必要と

判断された人に、保健師・特定管理栄養士などが行う支援）」と「積極的支援（特定健

康診査の結果、生活習慣の改善の必要性が高いと判断された人に、保健師・特定管理栄

養士などから３か月以上継続的に行う支援）」があります。 
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特別支援教育 

従来の特殊教育の対象の障害だけでなく、通常の学級に在籍する学習障害（ＬＤ）、

注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、高機能自閉症、アスペルガー症候群の児童生徒も

含めて、一人ひとりのニーズを把握して適切な教育的支援を行うことを目的とする教育

のあり方。 

閉じこもり（引きこもり） 

仕事や学校に行かず、かつ家族以外の人との交流をほとんどせずに、６か月以上続け

て自宅に引きこもっている状態のことです。 

 

な/ナ行 

難病医療費助成制度 

「難病医療費等助成」の対象疾病にり患し、基準を満たしていると認定された方に、

その治療にかかる医療費等の一部を公費で負担する制度です。ただし、東京都独自の制

度においては、生活保護などで医療費等を助成されている方は対象外となっています。 

乳幼児全戸訪問事業 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、さまざまな不安や悩みの相談に応

じ、子育て支援に関する情報提供を行うもので、母子の心身の状況や養育環境を把握し、

助言を行い、支援が必要な家庭は保健師等の家庭訪問につなげます。この事業の目的は、

乳児のいる家庭の地域での孤立を防ぎ、育児不安の軽減や児童虐待の予防に結び付ける

ことです。 

認可外保育所（保育室） 

３歳未満児を中心とした小規模の認可外施設（定員 30人未満）。保育士や設備等の一

定の基準を満たし、保育時間は概ね午後７時までとなっています。 

認可保育所 

広さや設備、職員の数や資格、保育内容について国が設けた最低基準をクリアして認

可された保育所のこと。国や地方自治体から運営費が大幅に補助されており、園庭や調

理設備が整っています。また、保育料も所得に応じて軽減され、「保育所保育指針」に

基づいた保育が行われています。 

認証保育所 

多様化している保育ニーズに柔軟に対応するための、東京都独自の基準による保育所

で、保育時間は 13 時間以上で、０歳児からの受け入れ等の保育サービスを提供してい

ます。 
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認知症 

成人に起こる認知（知能）障害であり、記憶、判断、言語、感情などの精神機能が減

退し、その減退が一過性でなく慢性に持続することによって日常生活に支障をきたした

状態のことです。 

認定こども園 

幼稚園と保育所の良いところをいかしながら、その両方を果たすことができるような

新しい施設として、平成 18 年度から制度がスタートしました。機能として①就学前の

子どもに幼児教育・保育を提供する機能、②地域における子育て支援を行う機能を備え、

認定基準を満たす施設が都道府県知事より認定を受けることができます。 

地域の実情に応じて次のタイプが認められます。 

【幼保連携型】認可幼稚園と認可保育所が連携して、一体的な運営を行う。 

【幼稚園型】認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど保

育所的な機能を備える。 

【保育所型】認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもを受け入れるなど、幼

稚園的な機能を備える。 

【地域裁量型】幼稚園・保育所いずれの認可も無い地域の教育・保育施設が、認定こ

ども園としての必要な機能を果たす。 

年齢調整死亡率 

年齢構成の異なる地域間で死亡状況の比較ができるように年齢構成を調整した死亡

率です。基準となる人口の年齢構成を考慮して補正したもので、年齢構成の著しく異な

る市町村間や、国、県等との比較ができます。一例として、75歳以上の死亡を除いた「75

歳未満年齢調整死亡率」があります。 

脳血管疾患 

脳動脈に異常が起きることが原因で起こる病気の総称で、「脳卒中」とも呼ばれます。 

脳卒中は、脳の血管が狭窄（きょうさく）・閉塞することにより生じる「脳梗塞」や「一

過性脳虚血発作（ＴＩＡ）」等の「虚血性脳卒中」と、脳の血管が破れて生じる「脳（内）

出血」や「クモ膜下出血」などの「出血性脳卒中」に分けられます。 

ノーマライゼーション 

障害のある人や高齢者など社会的に不利益を受けやすい人が、社会の中で他の人々と

同じように生活し、活動できることが社会の本来あるべき姿である、という考え方。 

 

 

 

 

 



東村山市地域福祉計画 

- 298 - 

は/ハ行 
バスベイ 

バスが停留所に停車している時でも後続車の通行に支障のないよう、道路を部分的に

拡幅したスペースのことを言います。 

発達障害 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障

害など、生まれつき脳の一部の機能に障害があることです。 

バリアフリー 

高齢者や障害のある人の自立と社会参加の妨げとなる障壁（バリア）を取り除くこと。 

バリアフリー新法 

正式名称は「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関する法律」で、「ハートビ

ル法」（＊通称）と「交通バリアフリー法」（＊通称）を統合する形で平成 18 年６月に

制定されました。高齢者、障害のある人等の円滑な移動と建築物等の施設の円滑な利用

の確保に関する施策の総合的推進を目的としています。 

東村山市子ども・子育て支援事業計画 

「子ども・子育て支援法」に基づく当市の「市町村子ども・子育て支援事業計画」で、

生まれる前（妊娠時）から小学生までの子どもとその家庭を対象として、子育て支援に

関する基本的考え方や目標値等を定めています。 

避難行動要支援者 

「要配慮者」のうち、災害時に自ら避難することが困難なため支援を要する人のこと。 

ファミリー・サポート・センター 

育児の手助けをしたい人（提供会員）と手助けを受けたい人（依頼会員）から成る会

員組織による、地域における子育て支援活動で、その援助内容は、提供会員の自宅での

子どもの預かりや保育施設への送迎などとなっています。 

福祉協力員 

地域の福祉課題に応じるために市社会福祉協議会から委嘱されて活動している市民。

福祉的支援を必要としている児童、障害のある人、高齢者等に見守りや情報提供などの

形で直接関わるだけでなく、地域住民の交流活動、環境整備等のリーダーとしても活躍

しています。 
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福祉的就労 

一般企業などでの就労が困難な障害のある人が、各種の日中活動の場で職業訓練等を

受けながら自立できるよう、雇用契約に基づかず、福祉的な観点に配慮された環境で就

労すること。 

フッ化物配合歯磨き剤 

歯の表面のエナメル質を丈夫にするなどむし歯予防に効果があるとされている「フッ

化物（フッ素）」を配合した歯磨き剤。 

フレイル 

加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、生活機能が障害され、

心身の脆弱性が出現した状態のこと。 

放課後子ども教室 

小学校の施設を活用し、地域の大人の協力（見守り）を得て、子どもたちに安全で安

心な居場所を提供する放課後対策事業です。子どもたちの自主的な活動（学習・遊び等）

をとおして、相互の関係を広げ豊かな放課後の環境づくりを推進することを目的として

います。 

保健推進員 

「東村山市健康づくり活動の推進に関する規則」に基づき、地域住民の健康水準向上

に関するニーズを把握し、地域の特色を活かした活動を定め、市と連携を取りながら健

康づくりの推進を担っています。 

 

ま/マ行 

民生委員・児童委員 

厚生労働大臣から委嘱され、地域における身近な相談相手として地域住民の福祉向上

のために活動しています。また、児童福祉に関する問題を専門的に担当する民生委員・

児童委員として「主任児童委員」がいます。 

メタボリックシンドローム 

「内臓脂肪型肥満」を共通の要因として高血糖、脂質異常、高血圧が引き起こされる

状態のこと。 

メンタルヘルス 

精神面における健康のことで、「精神的健康」「心の健康」「精神保健」「精神衛生」な

どと称され、世界保健機関による精神的健康の定義は、「精神障害でないだけでなく、

自身の可能性を実現し、共同体に実りあるよう貢献して、十全にあることだ」とされて

います。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%A5%E5%BA%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2
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や/ヤ行 

ユニバーサルデザイン 

特定の年齢・性別・国籍・心身状態の人を対象とするのではなく、さまざまな違い

を越えてすべての人のことを念頭に置いて考慮し、計画・設計することや、そのよう

にしたもののことを言います。「バリアフリー」が元々あったバリア（障壁）を事後的

に取り除く考え方のことであるのに対して、「ユニバーサルデザイン」は、事前の対策

として性別や年齢、ハンディキャップの有無にかかわらずすべての人にとって安全で

快適、使いやすいことをめざす考え方のことを言います。 

要配慮者 

高齢者、障害のある人、乳幼児（母子）、妊婦、外国籍市民等、災害時等において一

定の配慮が必要となる人のことを言います。 

要保護児童対策地域協議会 

平成 16 年度の児童福祉法改正により、虐待を受けている子どもやさまざまな問題を

抱えている要保護児童もしくは要支援児童とその保護者または特定妊婦の早期発見や

適切な保護等を図るために、地域の関係機関が子ども等に関する情報等を共有し、連携

と協力により適切な支援を行うため、地方公共団体が設置することができるようになっ

た機関。 

 

ら/ラ行 

ライフステージ 

人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階を言います。幼年期・児童期・青年期・

壮年期・老年期などに区分され、誕生・入学・卒業・就職・結婚・子どもの誕生・退職・

死など、それぞれの段階に応じた節目となるできごとを経験することが多く、また、そ

れぞれの段階ごとに特徴的な悩みや問題などがみられます。 

老人クラブ 

地域における高齢者の自主組織で、生きがいづくり・健康づくりを中心とした活動を

行っています。概ね 60歳以上の方を対象としています。また、「老人クラブ連合会」は、

各地区の「老人クラブ」の、全市レベルでの連合体のこと。 

ロコモティブシンドローム 

筋肉・骨・関節など体を支えたり動かしたりする運動器の機能が低下し、要介護や寝

たきりになる危険が高まる状態のこと。 
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資料５ 施設一覧 

№ 種　別 名　　　称 住　　所 電　話 URL

1 － 東村山市役所・いきいきプラザ 本町１－２－３ 393-5111 http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/

2 － 市民センター 本町１－１－１ 393-5111
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/shiminsenta/index.html

3 －
子ども家庭支援センター
（幼児相談室・教育相談室）

本町１－２－３
（いきいきプラザ内）

392-5085
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/koso
date/sodan/kosodate/index.html

4 － 秋水園 秋津町４－１７－１ 393-5111
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/gomi/syusuien/index.html

5 － 美住リサイクルショップ 美住町２－１１－３２ 394-1141
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kuras
hi/gomi/yume_house/index.html

6 － 東村山市社会福祉協議会 野口町１－２５－１５ 394-6333 http://hm-shakyo.or.jp/

7 － 社会福祉センター 諏訪町１－３－１０ 392-4077
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shogai/syakai/siteikanri.html

8 － 東村山警察署 本町１－１－３ 393-0110
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/8/higashim
urayama/index.htm

9 － 東村山消防署 美住町２－２８－１６ 391-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-
higasimurayama/index.html

10 － 東村山消防署本町出張所 本町１－１－２ 392-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-
higasimurayama/guide/guide.html#honcyou-1

11 － 東村山消防署秋津出張所 秋津町２－３１－４１ 393-0119
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-
higasimurayama/guide/guide.html#akitu-1

12 － 東村山税務署 本町１－２０－２２ 394-6811
http://www.nta.go.jp/tokyo/guide/zeimusho/tok
yo/higashimurayama/index.htm

13 － 東京都東村山浄水管理事務所 美住町２－２０－２３６ 397-8203

14 － 東京都小平霊園管理事務所 萩山町１－１６－１ 341-0050
http://www.tokyo-
park.or.jp/park/format/index078.html

15 － 東京都狭山公園管理所 多摩湖町３－１７－１９ 393-0154
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/sonota/index.html

16 － 東村山中央公園 富士見町５－４－６７ 392-7322
http://www.tokyo-
park.or.jp/park/format/index051.html

17 市立中央図書館 本町１－１－１０ 394-2900
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kyoiku/lib/chuo.html

18 市立富士見図書館 富士見町１－７－３５ 395-7241
http://www.lib.city.higashimurayama.tokyo.jp/T
OSHOW/html/fujimi_lib.html

19 市立萩山図書館 萩山町２－１３－１ 393-3172
http://www.lib.city.higashimurayama.tokyo.jp/T
OSHOW/html/hagiyama_lib.html

20 市立秋津図書館 秋津町２－１７－１０ 391-0930
http://www.lib.city.higashimurayama.tokyo.jp/T
OSHOW/html/akitsu_lib.html

21 市立廻田図書館 廻田町４－１９－１ 392-2334
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kyoiku/lib/megurita.html

22 市立中央公民館 本町２－３３－２ 395-7511
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kominkan/01chuo/index.html

23 市立萩山公民館 萩山町２－１３－１ 393-3170
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kominkan/02hagiyama/index.html

24 市立秋津公民館 秋津町２－１７－１０ 391-6166
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kominkan/03akitsu/index.html

25 市立富士見公民館 富士見町５－４－５１ 397-9581
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kominkan/04fujimi/index.html

26 市立廻田公民館 廻田町４－１９－１ 392-2822
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/kominkan/05megurita/index.html

27 多摩湖ふれあいセンター 多摩湖町１－１８－１６ 398-7851
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/furesenn/tamako/index.html

28 恩多ふれあいセンター 恩多町５－４０－１ 399-1551 http://www16.ocn.ne.jp/~onta-fc/

29 栄町ふれあいセンター 栄町２－２５－５ 390-3283
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/furesenn/sakae/index.html

30 久米川ふれあいセンター 久米川町３－１６－４ 395-8685
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/furesenn/kumegawa/index.html

31 秋水園ふれあいセンター 秋津町４－２４－１２ 395-8177 http://www15.ocn.ne.jp/~shusuien/

32 － 東村山市市民ステーションサンパルネ 野口町１－４６ 395-5115
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/furesenn/onnta/index.html

33 － 青葉地域センター 青葉町３－３０－３ 395-4416
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shise
tsu/shukai/aoba/index.html

図書館

ふれあい
センター

公民館
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34 萩山集会所 萩山町１－３６－３ 341-1832
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/shukai/syuukaijo/hagiyamasyuukaijo.html

35 富士見集会所 富士見町２－９－１２ 394-9648
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/shukai/syuukaijo/hujimisyuukaijo.html

36 富士見第二集会所 富士見町１－７－３５ 395-7242
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/shukai/syuukaijo/hujimidai2syuukaijo.html

37 廻田集会所 廻田町３－１２－６ 392-2106
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/shukai/syuukaijo/meguritasyuukaijo.html

38 － ふるさと歴史館 諏訪町１－６－３ 396-3800
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/koen/furusato/index.html

39 － 八国山たいけんの里 野口町３－４８－１ 390-2161
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/tanoshim
i/rekishi/hachikokuyama/index.html

40 － 市民スポーツセンター 久米川町３－３０－５ 393-9222
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/koen/sportscenter/index.html

41 － 運動公園 恩多町１－５１－１ 394-1955
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/koen/undo/index.html

42 東村山市商工会 本町２－６－５ 394-0511 http://www.shoukoukai.or.jp/

43
公益社団法人
東村山市シルバー人材センター

久米川町４－９－１９ 395-1851 http://www.sjc.ne.jp/higashimurayama/

44 社団法人　東村山青色申告会 本町３－８－１６ 394-4523 http://www.aoiro.or.jp/

45 市立第一保育園 本町４－１５－１６ 395-8955
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index1/index.html

46 市立第二保育園 萩山町１－３６－１ 341-1507
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index2/index.html

47 市立第三保育園 多摩湖町１－２３－４ 394-5800
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index3/index.html

48 市立第四保育園 美住町１－４－１９ 394-1211
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index4/index.html

49 市立第五保育園 秋津町４－２５－１５ 394-1452
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index5/index.html

50 市立第六保育園 久米川町４－11－１（仮設園舎） 395-3711
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index6/index.html

51 市立第七保育園 栄町１－３６－５１ 394-6267
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/hoikuen/hoikuen/index7/index.html

52 私立つぼみ保育園 富士見町２－２－２ 393-6400 http://tsubomi.murayamaen.or.jp/

53 私立久米川保育園 萩山町５－６－１ 394-4032 http://www.ans.co.jp/n/kumegawa/

54 私立花さき保育園 青葉町４－１－１ 394-9976 http://www.hanasakihoikuen.jp/

55 私立東たいてん保育園 多摩湖町１－14－２ 394-4353 http://www.e-taiten.com/

56 私立ふじみ保育園 富士見町２－７－５ 394-9936 http://www.murayamaen.or.jp/fujimi/

57 私立わくわく保育園 久米川町１－３８－４ 396-9022

58 私立りんごっこ保育園（本園） 恩多町１－５５－７ 394-2327 http://www.ringokko-hoikuen.com/

59 私立りんごっこ保育園（分園） 栄町１－１８－５ 313-0647 http://www.ringokko-hoikuen.com/

60 私立つばさ保育園 本町２－２２－３ 395-2506 http://npo.suzume.com/

61 私立ほんちょう保育園 本町３－４３－１ 399-2100 http://honcho.murayamaen.or.jp/

62 私立八国山保育園（本園） 野口町１－５－６ 391-0128 http://www.yuukarik_hachikokuyama.com/

63 私立八国山保育園（分園） 野口町１－６－10 391-0197 http://www.yuukarik_hachikokuyama.com/

64 私立青葉さくら保育園 青葉町１－７－68 390-1190 http://www.misasakai.or.jp/aobasakura/

65 私立あいあい保育園 久米川町２－44－２ 398-5131 http://aiaikko.boo.jp/

66 私立いづみ愛児園 栄町１－３７－２８ 395-0739 http://www.izumiaijien.or.jp

67
幼保連携型
認定こども園

秋津幼稚園 秋津町４－９－１０ 391-5464 http://www.akitsu.ed.jp/

68
幼稚園型

認定こども園
東村山むさしの第一認定こども園 廻田町２－１４－１ 394-4536 http://www3.plala.or.jp/musasino/

69
保育所型

認定こども園
東村山むさしの第二認定こども園 廻田町２－１４－１ 306-3487 http://www3.plala.or.jp/musasino/

70 志村純子 栄町３－11－20 393-0334

71 田中浩実 久米川町２－41－20 397-9998

認可保育所
（公立）

認可保育所
（私立）

家庭的保育
（保育ママ）

その他

集会所
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72 ニチイキッズ東村山保育園 栄町３－５－11 390-0072 http://www.nichiigakkan.co.jp/

73 久米川たいよう保育園
栄町２－15－29
久米川ヴィオラ101

390-0072

74 ＮＩＤＯＬＡＮＤほいくえん東村やあ
美住町１－20－１
オザム２階

390-0072 http://moresmileproject.com/hoiku/

75 りんごっこ駅前保育園 野口町１－２－３ 397-1381 http://www.ringokko-hoikuen.com/

76 りんごっこ久米川駅前保育園 栄町１－10－１ 313-0135 http://www.ringokko-hoikuen.com/

77 みゆき保育所 秋津町５－４－１３ 313-3337 http://miyuki5413.jimdo.com

78 せいしん保育室ビーオンクローバー
野口町１－46
ワンズプラザ２階

306-0181 http://www.seishin1965.com/

79 しんあきつ保育園 秋津町５－12－65 306-4331

80 ことり保育室 野口町３－１３－１５ 393-2053

81
事業所内
保育所

こひつじ園 青葉町３－９－３３ 394-9628 http://www.tendoukai.net

82 空飛ぶ三輪車 野口町３－７－５ 394-8971 http://soratobusanrinsya.com

83 空飛ぶ三輪車秋津保育所 秋津町４－３０－３ 395-8645 http://soratobusanrinsya.com

84 ソラスト東村山 野口町１－８－２３ 393-3161 http://solasto-hoiku.com/

85 幼児教室すずめ定期利用コース 本町２－２２－３ 395-7322 http://nposuzume.com

86 ひまわり保育室 青葉町２－22－５
080-2274

-8580
http://www.hanasakihoikuen.jp/

87 家庭的保育 ひまわりママ 青葉町２－22－６
080-2274

-8581
http://www.hanasakihoikuen.jp/

88
東村山市

幼児教室
幼児教室すずめ通常コース 本町２－22－３ 395-7322 http://nposuzume.com

89 麻の実幼稚園 恩多町３－９－１６ 391-5463 http://www.asanomi.com/

90 暁星幼稚園 萩山町２－１７－１ 391-0433 http://www.gyosei.ed.jp/kindergarten.html

91 精心幼稚園 諏訪町２－１４－１ 391-7124 http://www.seishin1965.com/

92 多摩みどり幼稚園 本町１－４－１９ 391-0448 http://www.ed-338midoritm.ed.jp/

93 まりあ幼稚園 青葉町２－３４－３ 393-6681 http://www.kidslink.jp/mary_aoba/

94 南台幼稚園 富士見町１－１０－３ 391-2543 http://minamidai.ed.jp/

95 美住幼稚園 美住町１－１３－１ 392-2728 http://www.misumiyouchien.com/

96 しらぎく幼稚園 恩多町５－１７－１４ 392-2943 http://www.ans.co.jp/k/shiragiku/

97 久米川幼稚園 久米川町４－１３－２ 394-8273 http://www2u.biglobe.ne.jp/~youchien/

98 化成小学校 諏訪町１－４－１ 391-8111 http://higashimurayama.ed.jp/e01-kasei/

99 回田小学校 廻田町３－２８－１ 391-8112 http://higashimurayama.ed.jp/e02-megurita/

100 大岱小学校 恩多町４－１７－１ 391-8113 http://higashimurayama.ed.jp/e03-onta/

101 秋津小学校 秋津町３－４８－１ 391-8114 http://higashimurayama.ed.jp/e04-akitsu/

102 八坂小学校 栄町３－３４－１ 391-8115 http://higashimurayama.ed.jp/e05-yasaka/

103 萩山小学校 萩山町４－１６－１ 391-8116 http://higashimurayama.ed.jp/e06-hagiyama/

104 南台小学校 富士見町１－１６－１２ 391-8117 http://higashimurayama.ed.jp/e07-minamidai/

105 久米川小学校 久米川町４－１１－１ 391-8118 http://higashimurayama.ed.jp/e08-kumegawa/

106 東萩山小学校 萩山町５－７－１ 391-8119
http://higashimurayama.ed.jp/e09-
higashihagiyama/

107 青葉小学校 青葉町２－３３－１ 391-8110 http://higashimurayama.ed.jp/e10-aoba/

108 北山小学校 野口町３－４５－１ 391-8190 http://higashimurayama.ed.jp/e11-kitayama/

109 秋津東小学校 秋津町４－３５－１１ 391-8191 http://higashimurayama.ed.jp/e12-akitsuhigashi/

110 野火止小学校 恩多町５－４７－１ 391-8192 http://higashimurayama.ed.jp/e13-nobidome/

111 久米川東小学校 久米川町２－４０－１０ 391-8193
http://higashimurayama.ed.jp/e14-
kumegawahigashi/

112 富士見小学校 富士見町５－４－５７ 391-8194 http://higashimurayama.ed.jp/e15-fujimi/

小規模保育
Ａ型

小規模保育
Ｂ型

認証保育所

定期利用
保育施設

幼稚園

小学校
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113 東村山第一中学校 富士見町１－５－２ 391-9111
http://higashimurayama.ed.jp/e16-
higashimurayama1/

114 東村山第二中学校 久米川町２－４－１ 391-9112
http://higashimurayama.ed.jp/e17-
higashimurayama2/

115 東村山第三中学校 萩山町５－２－１ 391-9113
http://higashimurayama.ed.jp/e18-
higashimurayama3/

116 萩山分校・萩山実務学校 萩山町１－３７－１ 341-6639
http://higashimurayama.ed.jp/e18-
higashimurayama3/bunkou/bunkou1.html

117 東村山第四中学校 野口町３－２４－１ 391-9114
http://higashimurayama.ed.jp/e19-
higashimurayama4/

118 東村山第五中学校 恩多町４－３８－１ 391-9115
http://higashimurayama.ed.jp/e20-
higashimurayama5/

119 東村山第六中学校 秋津町２－２９－１４ 391-9116
http://higashimurayama.ed.jp/e21-
higashimurayama6/

120 東村山第七中学校 美住町２－２３－１ 391-9117
http://higashimurayama.ed.jp/e22-
higashimurayama7/

121 都立東村山高等学校 恩多町４－２６－１ 392-1235
http://www.higashimurayama-
h.metro.tokyo.jp/cms/html/top/main/index.html

122 都立東村山西高等学校 富士見町５－４－４１ 395-9121 http://www.higashimurayamanishi-h.metro.tokyo.jp/

123 私立明法学院（中高） 富士見町２－４－１２ 393-5611 http://www.meiho.ed.jp/

124 私立明治学院（中高） 富士見町１－１２－３ 391-2142 http://www.meijigakuin-higashi.ed.jp/

125 日体桜華高等学校 富士見町２－５－１ 391-4133 http://www.ohka.ed.jp/

126 秋津児童館 秋津町３－５１－２５ 397-1150
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/akitsu/index.html

127 栄町児童館 栄町３－１４－１ 397-1151
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/sakae/index.html

128 富士見児童館 富士見町５－４－５１ 397-1152
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/fujimi/index.html

129 北山児童館 野口町３－２６－２ 397-1153
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/kitayama/index.html

130 本町児童館 本町４－１９－２６ 397-1154
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/honcho/index.html

131 第１、第２化成児童クラブ 諏訪町１－４－１ 393-9999
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kasei.html

132 第１、第２萩山児童クラブ 萩山町４－１６－５ 397-1157
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/hagiyama.html

133 南台児童クラブ 富士見町１－１６－１ 392-2863
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/minamidai.html

134 第１、第２青葉児童クラブ 青葉町２－３５－１１ 397-1155
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/aoba.html

135 第１、第２東萩山児童クラブ 萩山町５－７－１ 394-1242
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/higashihagi.html

136 第１、第２久米川児童クラブ 久米川町４－１１－１９ 395-2002
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kumegawa.html

137 第１、第２回田児童クラブ 廻田町３－１２－６ 395-4065
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/megurita.html

138 第１、第２秋津東児童クラブ 秋津町４－３７－４ 393-5175
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/akituhigashi.html

139 第１、第２野火止児童クラブ 恩多町５－４５－４ 397-1156
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/nobidome.html

140 久米川東児童クラブ 久米川町２－４４－３ 395-1172
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kumehigashi.html

141 富士見児童クラブ 富士見町５－４－５６ 394-5396
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/fujimibun.html

142 秋津児童館育成室 秋津町３－５１－２５ 397-1150
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/akitu.html

143 北山児童館育成室 野口町３－２６－２ 397-1153
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kitayama.html

144 本町児童館育成室
本町４－１９－２６
都営東村山本町アパート2号棟1階

397-1154
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/honcyo.html

145 栄町児童館育成室 栄町３－１４－１ 397-1151
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/sakae.html

146 富士見児童館育成室 富士見町５－４－５１ 397-1152
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/fujimi.html

147 第２化成児童クラブ 諏訪町１－４－３１ 393-9210
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kasei.html

148 第2久米川児童クラブ 久米川町４－１１－２２ 395-9116
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/kumegawa.html

149 第2回田児童クラブ
廻田町３－２８－１
回田小学校内

398-2006
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/jidokan/annai/shisetsu/megurita.html

中学校

児童クラブ

児童館

高等学校
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150 みすみ子育てひろば【B型】
美住町１－４－１９
（第四保育園内）

394-1211
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate
/shien/kosodatehiroba/misumi.html

151 ほんちょう子育てひろば【A型】
東村山市本町４－１９－２６
本町アパート2号棟１階（本町児童館内）

397-1154
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/shie

n/kosodatehiroba/hontyou-kosodatehiro.html

152 ほほえみ子育てひろば【A型】
東村山市本町３－４３－１
（ほんちょう保育園２階）

399-2100
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/kosodate/shie

n/kosodatehiroba/hohoemi-hiroba.html

153
のぐちちょう子育てひろば
「ぷくぷく」【C型】

東村山市野口町２－４－３６ 393-4181 http://plaza.rakuten.co.jp/noguchihiroba/

154
子育て総合支援センター
「ころころの森」【B型】

東村山市野口町１－２５－１５

（地域福祉センター２階）
395-7280 http://corocoronomori.jp/

155
療養介護
事業所

秋津療育園 青葉町３－３１－１ ３９１－１３７７ http://www.tendoukai.net/

156 秋津療育園通園センター 青葉町３－３１－１ ３９１－１３７７ http://www.tendoukai.net/

157 あゆみの家成人部 富士見町１－５－１３ ３９４－６６６７ http://www.hm-izumi.org/

158 ひなたの道 廻田町１－１５－１ ３９９－２２５０ http://yamabatokai.com

159 ライフサポート　つばさ 富士見町３－４－１６ ３９４－１７６１ http://www.hm-izumi.org/

160 東村山 楠の樹 地域福祉事務所 ふたば 野口町１－１５－５　グランドハイツ野口１階 ３０６－０７２１
http://www.workers-
coop.com/honbu/tokyotama/list

161 さやま園 富士見町２－７－１３ ３９１－３２７５ http://www.doen.jp/

162 希望の郷　東村山 萩山町１－３５－１ ３１２-１２４４ http://higashimurayama-f.org/

163 東村山生活実習所 富士見町１－５－１１ ３９４－３７７１ http://www.doen.jp/

164 Ｄｏｐｐｏ
本町３－１９－５７　Ｂ－101・
201

３９７－１３３４ http://cosmos20.seesaa.net/

165 秋津療育園 青葉町３－３１－１ ３９１－１３７７ http://www.tendoukai.net/

166 さやま園 富士見町２－７－１３ ３９１－３２７５ http://www.doen.jp/

167 東京都東村山福祉園 萩山町１－３５－１ ３４３－８１４１ http://higashimurayama-f.org/

168 希望の郷　東村山 萩山町１－３５－１ ３１２-１２４４ http://higashimurayama-f.org/

169 東村山生活実習所 富士見町１－５－１１ ３９４－３７７１ http://www.doen.jp/

170 さやま園 富士見町２－７－１３ ３９１－３２７５ http://www.doen.jp/

171 希望の郷　東村山 萩山町１－３５－１ ３１２-１２４４ http://higashimurayama-f.org/

172 自立訓練(生活訓練)事業所 山鳩訓練室「くるる」 久米川町４－２３－１１ ３０６－４２４５ http://www2.tbb.t-com.ne.jp/hi.t.oyanokai/

173 トーコロ青葉ワークセンター 青葉町２－３９－１０ ３９５－０４５２ http://colony.gr.jp/aoba/

174 コロニー東村山 秋津町２－２２－９ ３９４－１１１１ http://www.colony.gr.jp/colonyhigashimurayama/

175 福祉事業センター 富士見町２－７－５ ３９５－３６３６ https://www.murayamaen.or.jp/fukushi/

176 コロニー東村山 秋津町２－２２－９ ３９４－１１１１ http://www.colony.gr.jp/colonyhigashimurayama/

177 あきつの園 諏訪町１－３－１０ ３９２－４８００ http://yamabatokai.com

178 十二月 廻田町３－１６－８ ３９４－３５２３

179 える・ぽいん 萩山町２－１０－１５ ３９２－８０９０

180 お弁当くらぶ 富士見町５－５－４４ ３９２－２９３６

181 かりん 秋津町２－３７－４７ ３９３－２０１３

182 萩山町２－２－２（店舗） ３４７－４５８７

183 萩山町１－２－３ ３４６－２０５０

184 久米川共同作業所 久米川町２－２１－１４ ３９６－５６４９

185 けやき第一作業所 秋津町２－３２－１５ ３９５－９５６６ http://www.keyaki1.jp

186 けやき第二作業所 栄町３－１７－４ ３９５－４６５５ http://www.keyaki1.jp

187 トーコロ青葉ワークセンター 青葉町２－３９－１０ ３９５－０４５２ http://www.tocolo.or.jp/aoba

188 仲間の家 廻田町３－４－５ ３９２－５０６０ http://nakamanoie.crayonsite.com

189 ひなたの道 廻田町１－１５－１ ３９４－３７３１ http://yamabatokai.com

190 なごみの里 恩多町５－３８－４ ３９５－５７００ http://yamabatokai.com

191 飛翔クラブ 栄町２－９－３２－３０３ ３９５－１４２７ http://tiisaikyoudoutai.jimdo.com

子育て
ひろば

共同作業所セサミ萩　

生活介護
事業所

短期入所
事業所

施設入所支
援事業所

就労移行
支援事業所

就労継続
支援

事業所
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192 福祉事業センター 富士見町２－７－５ ３９５－３６３６ https://www.murayamaen.or.jp

193 平成の里 青葉町３－３０－７ ３９７－５９６６ http://www.hmkk.or.jp

194 みどりの森 諏訪町１－２７－２ ３９５－３２１０ http://yamabatokai.com

195 ラ・メール 野口町１－３－２８村山ビル１階 ３９４－８０１０ http://lamere.ciao.jp

196 東村山生活実習所 富士見町１－５－１１ ３９４－３７７１ http://www.doen.jp/

197 アミニティ富士見 栄町２－３９－１８　２０３・４０３・５０１ ３０８－６９２６ http://www.doen.jp/

198 久米川ハウス 久米川町４－２３－１７ ３９５－８７７８ http://www2.tbb.t-com.ne.jp/hi.t.oyanokai/

199 グリーンハイツ 野口町２－２５－５０ ３９２－１０１５ http://www.doen.jp/

200 佐藤ハウス 諏訪町１－１４－３３ ３９７－６７００ http://www2.tbb.t-com.ne.jp/hi.t.oyanokai/

201 スワハイム山鳩 諏訪町１－９－１８ ３９５－８８４４
http://www.ikuseikai-
tky.or.jp/co/co_houjin/co_houjin.html

202 第二山鳩寮 諏訪町１－１８－３ ３９８－５０３８
http://www.ikuseikai-
tky.or.jp/co/co_houjin/co_houjin.html

203 ドリームハウス東村山 久米川町５－２３－３ ３９２－１９４４
http://www.ikuseikai-
tky.or.jp/co/co_houjin/co_houjin.html

204 パル 栄町１－６－１　リシェ ス久米川１－３０５・３０９ ３９５－２６４６ http://www.doen.jp/

205 ピーナッツ第１ 美住町１－３　美住町１丁目第２アパート４号棟３０１・４０１ ３９５－４４２２ http://cosmos20.seesaa.net/

206 山鳩寮 久米川町１－１２－８ ３９２－２３８７
http://www.ikuseikai-
tky.or.jp/co/co_houjin/co_houjin.html

207 グループホームけやき 恩多町１－５－６７ ３１３－０７６５ http://higashimurayama-f.org/

208 風のね 富士見町２－７－１４ ３９７－２７８８ http://www.doen.jp/

209 グループホームみのり荘 恩多町＊ ３９６－２５１２

210 グループホームはぎやまはうす 萩山町＊ ３９６－８８６８ http://www.hmkk.or.jp

211 グループホームむさしのはうす 栄町＊ ３９２－７８５８ http://www.hmkk.or.jp

212 医療型障害児入所支援事業所 秋津療育園 青葉町３－31－１ ３９１－１３７７ http://www.tendoukai.net/

213 障害児入所支援事業所 東村山福祉園 萩山町１－35－１ ３４３－８１４１ http://higashimurayama-f.org/

214 ひまわり 富士見町１－５－１３ ３０６－３０７２ http://www.hm-izumi.org/

215 幼児室ポッポ 諏訪町１－３－１０ ３９６－４３８０ http://yamabatokai.com

216 あゆみの家幼児部 富士見町３－４－１６ ３９３－７５８８ http://www.hm-izumi.org/

217 やまだこども教室 秋津町５－１３－３セゾン新秋津２階 ３０６－３２２０ http://aigo21.com/

218
トーコロあおば就労サポートセンター
アリーバ

青葉町２－３９－１０ ３９５－１４３９ http://colony.gr.jp/aoba/

219 ひまわり 富士見町１－５－１３ ３９４－７２３１ http://www.hm-izumi.org/

220 山鳩訓練室 久米川町３－１２－３１ ３０６－４２４５ http://www2.tbb.t-com.ne.jp/hi.t.oyanokai/

221 楽しい放課後みんな 久米川町２－３１－６メゾンホークロード１０２ ３９９－２４７０ http://cosmos20.seesaa.net/

222 やまだこども教室 秋津町５－１３－３セゾン新秋津２階 ３０６－３２２０ http://aigo21.com/

223
東村山市障害者地域自立生活支援
センター　るーと

野口町１－２５－１５ ３９４－１５５５ http://www.route-higashimurayama.jp/

224 地域生活支援センターふれあいの郷 本町2-8-2プライムビル207 ３９７－６４００ http://www.hmkk.or.jp

225
コロニー障害者計画相談支援室
（ふきのとう）

秋津町２－２２－９ ３９４－１１１１ http://www.tocolo.or.jp/

226 秋津療育園相談支援センター 秋津町３－３１－１ 391-1377 http://www.tendoukai.net/

227
東京都社会福祉事業団
東村山相談支援事業所

萩山町１－３５－１　希望の郷東村山 内 312-1386 http://higashimurayama-f.org/

228 相談支援事業所トビラ 富士見町３－４－１６
070-6425-

3180
http://www.hm-izumi.org/

229 くおりあ相談室 久米川町３－１２－７ 306-4245 http://www2.tbb.t-com.ne.jp/hi.t.oyanokai/

230 相談支援センター　こだま 栄町２－９－３２晃正プラザ３０３ 395-1427

231 さやま園相談支援事業所 富士見町２－７－１３ 391-3275 http://www.doen.jp/

232 相談支援室　アシスト 秋津町２－３２－１５ 395-9566 http://www.keyaki1.jp

233 みのり障害生活支援センター 本町２－２４－１ ラヴィアンオランジュ１１０号 306-0355 http://www.kk-seishin.jp/

234 相談支援事業所ふわり 萩山町１－３５－１　東京都東村山福祉園 内 343-8160 http://higashimurayama-f.org/

235
地域活動

支援センター
地域生活支援センターふれあいの郷 本町2-8-2プライムビル207 ３９７－６４００ http://www.hmkk.or.jp

236
社会事業
授産施設

東村山市福祉作業所 諏訪町１－３－１０ ３９３－９４４９ http://www.hm-shakyo.or.jp/

237 村山荘 富士見町２－７－５ 391-1262 http://murayamaen.or.jp/murayamaso/

238 さつき荘 富士見町２－８－２ 396-2244 http://murayamaen.or.jp/satsuki/

239 － 国立療養所多磨全生園 青葉町４－１－１ 395-1101 http://www.hosp.go.jp/~zenshoen/

救護施設

就労継続
支援

事業所

共同生活
援助

（グループ
ホーム）

児童発達
支援事業所

放課後等
デイサービス

事業所

相談支援
事業所



資 料 

- 307 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 種　別 名　　　称 住　　所 電　話 URL

240 中部地域包括支援センター
野口町１－２５－１５
東村山市社会福祉協議会内

394-6662 http://www.hm-shakyo.or.jp/service/15.html

241 東部地域包括支援センター
秋津町１－３２－１８
はるびの郷内

392-6388 http://harubi.sakura.ne.jp/houkatusien.html

242 南部地域包括支援センター
萩山町３－３１－３
緑風荘病院内

390-2211 http://ryokufuusou.com/sp/care/

243 西部地域包括支援センター
富士見町２－１－２
万寿園内

397-1091 http://www.t-souseikai.or.jp/higashimurayama2/csupport_western.html

244 北部地域包括支援センター
諏訪町２ー２６－１
東京ばんなん白光園内

397-5123
http://www.hakujujikai.or.jp/shisetu/tokyo-
zaitakusien.html

245 久米川憩いの家 久米川町５－１６－１ 393-6868
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/korei/15-1kumegawaikoi/index.html

246 萩山憩いの家 萩山町２－３－１１ 391-1525
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/korei/15-2hagiyamaikoi/index.html

247 富士見憩いの家 富士見町５－４－５１ 397-9819
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/korei/15-3fujimiikoi/index.html

248 廻田憩いの家 廻田町３－１２－６ 395-4295
http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu
/korei/15-4meguritaikoi/index.html

249 万寿園 富士見町２－１－３ 391-2578 http://www6.ocn.ne.jp/~sousei2/

250 東京都東村山老人ホーム 青葉町１－７－１ 391-0144
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/toro/index
.html

251 サンホーム 富士見町２－７－４０ 391-3274 http://www.douen-sunhome.jp/

252 第三万寿園 富士見町２－１－３ 391-2583 http://www.t-souseikai.or.jp/higashimurayama1/daisan_manjuen.html

253 白十字ホーム 諏訪町２－２６－１ 392-1375 http://www.hakujuji-home.jp/

254 ハトホーム 富士見町２－７－５ 393-7574 http://hatohome.murayamaen.or.jp/

255 第二万寿園 富士見町２－１－２ 394-4855 http://www.t-souseikai.or.jp/higashimurayama2/daini_manjuen.html

256 さくらテラス青葉町 青葉町１－７－72 399-8040 http://www.misasakai.or.jp/

257 はるびの郷 秋津町１－３２－１８ 397-5511 http://harubi.sakura.ne.jp/

258 ひかり苑 富士見町２－７－４０ 398-1801 http://www.hikarien.com/

259 青葉の杜 青葉町２－２６－１ 390-3401 http://www.nanokakai.jp/aoba-no-mori/

260 東京ばんなん白光園 諏訪町２－２６－１ 391-6114 http://www.t-bannan.jp/

261 グリーン・ボイス 萩山町３－３１－２ 392-8611 http://www.ryokufuusou.com/nursing/

262 保生の森 諏訪町３－６－１ 391-6310 http://www.jata-hosei.jp/

263 多摩すずらん 青葉町２－２７－１ 393-0911 http://www.sinsinkai.com/s-aisatu.html

264
介護療養型
医療施設

久米川病院 萩山町３－３－１０ 393-5511 http://www.kumegawa-hosp.jp/

265
高齢者在宅サービスセンター
白十字八国苑

諏訪町２－２６－１ 392-3402 http://www.hakujuji-home.jp/index.php?id=40

266
高齢者在宅サービスセンター
はるびの郷

秋津町１－３２－１８ 396-6677 http://www4.ocn.ne.jp/~harubi/dayservice.htm

267 寿デイ・サービスセンター 富士見町２－１－２ 392-7721 http://www13.ocn.ne.jp/~sousei3/grp2.html

268
東大和市ふれあいデイセンター
ひかり苑

富士見町２－７－４０ 398-1831
http://www.doen.jp/introduction/older/hikari/index
.html

269 コミュニティライフ　やすらぎ荘 野口町２－９－２２ 394-0218

269 東村山グループホームそよ風 野口町２－１０－１ 394-7764 http://www.unimat-rc.co.jp/

270 グループホーム宝亀 恩多町１－３９－１ 391-1752 http://www.riseikai.or.jp/

271 ニチイケアセンター美住 美住町２－９－２ 398-7833 http://www.nichii-kaigo.jp/

272 白十字あきつの里 秋津町３－41－65 313-0888 http://www.hakujuji-home.jp/index.php?id=60

273 くめがわ翔裕園 栄町１－36－93 390-0180 https://www.chojumura.or.jp/kumegawa/

274 ひがしむらやま翔裕園 久米川町２-23-３ 306-3503 https://www.chojumura.or.jp/h-murayama/

275 グループホーム敬愛の森 富士見町１－14－３ 306-3199 http://www.keiaikai.org/mori/

276 梨の園 恩多町１－３９－１ 391-1753 http://www.riseikai.or.jp/freepage_17_1.html

277
ニチイケアセンター美住
小規模多機能型居宅介護やわらぎ

美住町２－９－２ 398-7130 http://www.nichiiweb.jp/care/index.html

278 ベストライフ東村山 本町２－４－５３ 390-5020 http://www.bestlife.jp/

279 ベストライフ東村山II 野口町３－１２－４０ 390-7821 http://www.bestlife.jp/

280 そんぽの家萩山 萩山町２－９－４６ 399-0222 http://www.amille.jp/

281 そんぽの家八坂 栄町３－２３－１ 396-3133 http://www.amille.jp/

282 ニチイケアセンター東村山野口町 野口町１－12－31 398-5281 http://www.nichii-kaigo.jp/

283 東村山ジョイフルホームそよ風 美住町２－１３－５ 399-3141
http://harunokaze.jp/12_Joyfulhome_Higashimuraya
ma/index.html#

284 住宅型有料老人ホームナズナ 青葉町2-32-46 394-9833 http://someasi.jp/nazuna/?page_id=39

285 オメガプレイスなごみ 美住町1-19-11 306-3641 http://www.omegalife.co.jp/index.html

286 そんぽの家Ｓ久米川 美住町1-19-10 390-2371 https://www.amille.jp/

287 敬愛の森 富士見町1-14-3 306-3199 http://www.keiaikai.org/mori/

288 グリューネスハイム新山手 諏訪町3-6-18 397-5856 http://www.jata-hosei.jp/html/grunes.html

289 メゾンあやとり 栄町3-5-5 313-3621 https://kaigonopuro.jimdo.com/

290 マザーズハウス東村山 野口町４-10-12 399-3303 https://mothers1110.wixsite.com/mothershouse

認知症
対応型

共同生活
介護

有料
老人ホーム

サービス付き

高齢者向け住宅

憩いの家

養護
老人ホーム

軽費
老人ホーム

特別養護
老人ホーム
(介護老人
福祉施設)

介護老人
保健施設

認知症
対応型

通所介護

地域包括
支援

センター

小規模
多機能型
居宅介護
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≪福祉避難所（二次避難所）≫ 

【福祉避難所一覧】                【地図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【福祉避難所における要支援者受け入れまでの流れ】 

①自宅での生活が困難な方は、避難所（小中学校等）に避難いただく。 

②避難者の中で、福祉避難所の利用が必要な方の人数を、市で把握する。 

③市から福祉避難所の開設依頼を各法人へ行う。施設側の受け入れ態勢が整い次第、福祉避難所の開設をし

ていただく。 

④避難行動要支援者（災害時要援護者）を福祉避難所へ移送する。 

 

※各支援物資や機材等が十分に確保できるとは限りません。自助として、日頃から 

の備えが重要になります。ご協力をお願いいたします。 

 

 

1

4

3

9

8

5

6

714

2

No. 福祉避難所 所 在 地

1 東村山市立社会福祉センター 諏訪町1-3-10

2 さやま園 富士見町2-7-13

3 東村山福祉園 萩山町1-35-1

4 東京コロニー東村山印刷所 秋津町2-22-9

5 経済産業省経済産業研修所 富士見町5-4-36

6 村山荘　訓練棟 富士見町2-7-5

7 ほんちょうケアセンター 本町3-43-1

8 さくらコート青葉町 青葉町1-7-70

9 第二万寿園（特養） 富士見町2-1-2

10 青葉の杜（特養） 青葉町2-26-1

11 グリーンボイス 萩山町3-31-2

12 ひかり苑（特養） 富士見町2-7-40

13 白十字ホーム（特養） 諏訪町2-26-1

14 ひなたの道 廻田町1-15-1

10 

11 

13 

12 
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第５次地域福祉計画の中で記載のある計画については、下記の場所で閲覧

することができます。 

●東村山市第４次総合計画 

●東村山市第４次行財政改革大綱 

●東村山市地域防災計画 

●東村山特別支援教育推進計画 

●東村山市子ども読書活動推進計画 

市ホームページ、市役所情報コーナー、市内各図書館 

URL：http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/ 

 

●東村山市第５次地域福祉活動計画 

市役所情報コーナー、市内各図書館 

市社会福祉協議会ホームページ、市社会福祉協議会 

URL：http://www.hm-shakyo.or.jp/ 
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