
【資料１】
平成29年6月7日（水）

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、圏域別の「元気アップマップ」を作成し、市報
に織り込み全戸に配布した。
また、生活支援活動団体に対する補助規則を制定して、地域における介護予防等活動団
体に対する運営費の補助を図った。

圏域別の元気アップマップは今後も継続して発行する。

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」を開催した。
住民活動の場に介護予防の専門職を派遣する出帳型の介護予防事業を開始した。

脳の元気アップ教室は、市内の社会福祉法人から会場の提供を受け、市
内３カ所で展開する予定である。また、ふまねっとは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 補助金の適切な執行、会計担当者の負担軽減を目的として補助金の執行に係る手引きを
作成した。
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。

補助金を受け活動する団体としての責務を伝え、適切な事業展開が出来
るよう支援する。
他市における老人クラブの活動を聴取し、参考事例としてフィードバックす
る。

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年度に引き続き介護予防事業の実施を委託。また総合事業の訪問型サービスも委
託した。「仕事」を通じた、高齢者が高齢者を支えるモデルとなるよう、事業の展開を支援し
た。

介護予防事業は担い手として定着している。
シルバー人材センターに委託し実施している訪問型サービスの利用率が
低迷している。あり方を検討し、効率的・効果的な事業展開を図りたい。

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。また27年度から医療・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。
28年度は地域包括ケア推進協議会を3回、医療介護連携推進委員会を4回開催した。

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。
国都の動向を踏まえ、地域ケア会議の機能や位置付けを検討した。

地域ケア会議と生活支援体制整備事業に位置付けられた「協議体」とが、
重複した役割を負わぬように調整する。

（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28年度末時点） 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
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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、対応力を向上させる。

②相談に関するスキルの向上と環
境整備

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。出張説明会におけ
る説明者を複数の職員が経験することにより、副次的な要素として職員の説明スキルが向
上した。

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

新たな取り組みとして図書館の返却期限票に地域包括支援センターの広報を印刷し配布し
た。
平成28年5月26日に65・66歳を主な対象として介護保険制度説明会を開催、285名が参加。
28年10月、市内13町においてまち別出張説明会を開催、91名参加。
「包括別のチラシ」「まち別元気アップマップ」を作成、配付した。
「元気アップマップ」「元気のじかん」を作成、市報と同時に全戸配布した。

庁内の連携に留まらず、民間企業等と協働し多種多様な情報提供を進め
たい。
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年度には生活支援コーディネーターを各包括に1名づつ配置。学識経験者に、研修
と包括の活動を実践を監督を依頼し、技能向上に努めた。

昨年度同様に連続研修を開催する。

②介護予防・日常生活支援総合事
業への移行

平成28年4月に移行完了。大きな混乱もなく円滑に新事業が実施できた。 平成27年度、28年度と継続して実施している出張説明会を継続して実施
する。

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や、家族介護者の集いを実施し
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を実施した。

平成29年度は利用者がほとんどなかった会場を一時閉鎖し、開催場所や
時間を検討し、再開を図るよう検討する。

④医療と介護の連携の推進 医療介護連携推進委員会を4回開催した。
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
等について検討した。
歯科医療機能連携事業を継続実施した。

在宅療養支援窓口について具体的な運用方法等を定め、開設する。
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 平成27年度より基幹型包括支援センターに配置した認知症支援コーディネーターを中心
に、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を検
討、作成した。
認知症初期集中支援チームの設置に向けた検討、医療機関等との調整を行った。

認知症支援コーディネーター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中
支援チームが連携・協力し、認知症が疑われる方や認知症の方に対する
早期受診、早期診断等を行っていく。

⑥高齢者等生活支援ホームヘルプ
サービス事業の継続

介護保険要介護等認定非該当者に対する家事援助サービス。総合事業の実施に伴い事
業廃止。

総合事業に移行済み。

（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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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28年度は228人を対象に助成金を交付した。

継続実施

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28
年度対象者数549人　100 歳：25,000 円相当　平成28年度対象者数26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

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。

配食サービス事業のあり方について、見直しの方向性を検討していく。

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28年度については補助規則を見直した。これにより団体の立ち上げ支援だけでなく、
運営費用への助成も可能になった。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した。

今後も高齢者見守り団体の支援を継続していく。

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、日常生活を営む上で常時注意を要
する方に対する生活の安全確保を図る。

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。
市民後見人の養成を行い、６名を登録した。

継続実施

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

（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

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

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

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
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①地域密着型サービス事業所の整
備・充実

中部圏域における認知症対応型共同生活介護の整備に向けて、補助協議を行った。
北部圏域において認知症対応型共同生活介護の整備を行っていく方向性を定めた。
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関して、指定事務等を適
切に対応した。

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は、適宜
進めていく。
北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は、公募、
選考を行う。

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）への転換を順
次図ってきた。

平成28年度で完全転換完了。

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、庁舎等自動ドア音声ガイダンスの設置や、秋津文化センターバリアフリー化工事等を
行った。

継続実施

①介護サービス事業者への助言、
支援

事業者に対して運営に資する情報提供、必要な事務連絡等を行い、特に平成２８年度は居
宅介護支援、通所介護に対し集団指導を行うなど助言、支援を行った。
また、居宅介護支援事業者等からの相談に対し、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、助言や支援した。

継続実施。
集団指導については、居宅介護支援、訪問介護を対象とする予定である。

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。
◆ケアプランの点検・・・ケアプランが利用者の自立支援に資する適切なものであるかに着
目し作成した『東村山市版ケアプラン点検アセスメントシート』を活用し、点検を実施した。
◆住宅改修等の点検・・・住宅改修・福祉用具購入申請全てに、事前の電話確認・書類審査
を実施した。
電話確認・書類審査の全件実施に加え、住宅改修の施行状況や福祉用具の必要性や利用
状況等の確認のため、平成２８年度は１件訪問調査を実施した。
住宅改修等の点検の継続実施と、福祉用具の同一品目ので複数貸与している事例の点検
を行った。
◆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（28年10月、29年2
月）送付した。分かりやすい通知となるよう、問い合わせのあった内容を活かした「通知の見
方」を同封した。
◆縦覧点検・医療情報との突合・・・国保連からの情報をもとにサービスの内容や給付日数
等の情報の整合性を点検し、誤った請求や重複請求の防止に関して指導し、不適切な給付
に関しては、返還を求めた。

継続実施

（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の
適正化

（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
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【資料１】
平成29年6月7日（水）

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

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28年度末時点） 今後の方針・課題等

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を活用した実地指導（１２回）、都の実地指導への同行（２件）、市単独
の実施指導（２回）を行った。
東京都福祉保健財団を活用した実地指導対象サービスを拡大し、福祉用具貸与事業所に
対する実地指導を行った。（１２回のうちの１回）
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、居宅介護支援事業
者、通所介護事業者に対し、それぞれ１回、集団指導を実施した。

東村山市に指定権限のある地域密着型サービスである小規模多機能型
居宅介護に実地指導を予定している。
実地指導におけるよくある改善事項やトラブルに発展した事例等を参考
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。また、一部地域
でモデル的に名簿登録者への訪問を行った。
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。

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。

（２）介護サービスの質
の向上と介護給付の
適正化

福祉を推進してい
くためのまちづくり

5／5



東村山市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）の成果指標の状況 

（東村山市地域包括ケア推進計画 20ページより実績値追記） 

 

３ 成果指標 

第 6期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画基本目標に対する総合的な達成状況を測る成果指標を設定し、その達成に

向けて施策を推進していきます。 

 

測定する効果 指標名 現状値 実績値 目標値 達成状況 

高齢者の心身の健康状

態を測る指標 

主観的健康感

（※１） 

74.4％ 

（26年 2月調査） 

72.9％ 

（29年 1月調査） 

80.0％ 

（28年度調査予定） 

達成せず 

介護予防サービス・事

業の効果を測る指標 

中・重度認定率

（※２） 

9.4％ 

（26年 10月） 

8.9％ 

（28年 10月） 

自然体推計（※３）に対し

中・重度認定者 100名減 

⇒10.4％ 

（29年 10月） 

未定 

情報の入手状況を測る

指標 

情報の入手状況

の度合い（※４） 

32.8％ 

（26年 2月調査） 

40.5％ 

（29年 1月調査） 

40.0％ 

（28年度調査予定） 

達成 

（※１）65歳以上へのアンケート調査で「あなたはご自分の健康状態をどのように感じていますか」に「よい」または「ま

あよい」と答える人の割合 

（※２）第 1号被保険者に占める中・重度認定者（要介護２以上。第 1号被保険者のみ）の割合 

（※３）国の配付する介護保険事業計画用ワークシートにより算出した認定者数の推計。近年の傾向から見込まれる認定者

数の推計に対し、本計画に掲げる取り組みにより中・重度認定者数 100名減を目指す。 

（※４）65 歳以上へのアンケート調査で「介護保険や高齢者福祉に関する情報の入手状況はいかがですか」に「十分に得

ている」または「ある程度得ている」と答える人の割合  

【資料２－１】 

平成 29年 6月 7日（水） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



第7期計画策定プロセス①
計画完成までの流れ
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第7期計画策定プロセス②
情報収集と現状分析・課題抽出

2

包括・事業所グルー
プインタビュー調査

事業所意向調査

庁内検討会

市民意向調
査・市民意見

各種実績の推移
現行計画の進捗

国の動向 他市状況

 現状と課題

 施策の方向性

情報収集（意見、実績等）か
ら現状分析・課題抽出

骨子案
地域包括ケア
推進協議会

第5次地域福祉計画の
基本理念・基本目標



【平成 29年度】地域包括ケア推進協議会の開催予定 

 

回 時期 内容 

第 1回 6月 ・地域包括ケア推進計画の進捗状況 

・29年度スケジュール（第 7期計画策定スケジュー

ル） 

・基礎調査報告書分析 

・地域密着型サービス事業者の公募要項 

 

第 2回 7月 ・地域包括支援センターの運営状況 

・第 7 期計画基本的な考え方の検討（現行計画の評

価と課題整理） 

 

第 3回 9月 ・第 7期計画基本的な考え方の検討（骨子案の検討） 

・地域密着型サービス事業者の選考（諮問） 

 

第 4回 10月 ・第 7期計画素案 

・地域密着型サービス事業者の選考（答申） 

 

第 5回 12月 ・第 7期計画案 

・サービス利用量見込みの推計および介護保険料の

設定（諮問） 

 

第 6回 1月 ・第 7期計画最終案 

・サービス利用量見込みの推計および介護保険料の

設定（答申） 

・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。 

 

 

【資料３－１】 

平成 29年 6月 7日（水） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 



平成 28年度第 2回保健福祉協議会 

（H29.3.9開催）資料７ 

 

 

次期地域福祉計画策定スケジュールについて 

 

 

保健福祉協議会 
地域福祉計画策定委員会 

（参考スケジュール） 

専門部会 

（障害者福祉計画推進部会・地域保健計画

推進部会） 

  ①5月頃 意向調査報告書の評価 

②６月上旬頃  

策定委員会 委員決定 

③６月下旬頃 地域福祉計画検討開始  

  ④7月頃 個別計画（旧）の評価と課題整理 

 ⑤８月頃 基本理念と基本目標を議論  

 ⑥９月頃 基本理念と基本目標の決定  

  ⑦９月～１１月 個別計画（新）の策定 

⑧12月頃 進捗状況の確認 ⑨12月頃 個別計画の確認  

⑩1月頃 パブリックコメント実施 

  ⑪２月頃 パブリックコメントを踏まえ修

正 

 ⑫２月頃 計画書（案）の最終確認  

⑬３月 保健福祉協議会で確認   

⑭３月末 地域福祉計画の決定 

地域福祉計画策定委員会・・・・地域福祉計画と個別計画について一体性を持たせて策定するための作業委員会で、保健

福祉協議会及び各専門部会からそれぞれ２名程度の推薦をいただく委員構成を想定し

ており、地域福祉計画及び部門別計画を一体となって策定するため設置していきたい。 
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（案） 
 

 

 

 

 

東村山市地域密着型サービス提供予定事業者 

公 募 要 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年●月 

東村山市 

健康福祉部高齢介護課 

 

 

【資料４】 

平成 29年 6月 7日（水） 

第 1回東村山市地域包括ケア推進協議会 
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１．公募の趣旨について 

 

  東村山市では、高齢者が要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域での生活

が継続できるよう、平成２７年３月に策定した『東村山市地域包括ケア推進計画（第

６期東村山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）』に基づき、地域密着型サー

ビス事業所の開設を希望する事業者を募集します。 

  地域密着型サービス事業者の指定は、上記計画に基づき東村山市が行うことから、

質の高いサービスの提供を目的として、その継続性・公平性を確保し、これにふさわ

しいサービス提供事業者を選定するため、公募を行うものです。 

 

 

２．公募する地域密着型サービス種別・整備予定圏域・整備予定数等について 

 

  『東村山市地域包括ケア推進計画（第６期東村山市高齢者保健福祉計画・介護保険

事業計画）』における地域密着型サービス事業の新規整備については、既存の事業所の

稼働率等を勘案し、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）の整備

を進めております。 

このたび、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）の公募を以下

の通り行います。概ね、平成３０年度中の開設を基本とします。 

 

地域密着型 

サービス種別 
整備予定圏域 整備予定数 整備条件 

認知症対応型 

共同生活介護 

（介護予防含む） 

 

北部圏域 

・廻田町 

・多摩湖町 

・諏訪町 

・野口町 

 

１箇所 

 

２ユニット 

定員１８名 

または 

３ユニット 

定員２７名 

・認知症対応型共同生活介

護（必須） 

・地域交流スペース（必須） 

・その他、自由な提案によ

るサービス（任意） 
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＜東村山市日常生活圏域及び既存の地域密着型サービス事業所マップ＞    

 

      

★・・・地域密着型サービス事業所（整備中を含む） 

（平成２９年６月現在） 

 

 

圏 域 名 町 名 

中部圏域 本町・久米川町・恩多町 

東部圏域 秋津町・青葉町 

南部圏域 萩山町・栄町 

西部圏域 富士見町・美住町 

北部圏域 廻田町・多摩湖町・諏訪町・野口町 

 

従来の地域活動のベースとなっている市内１３町を基本単位として、東村山市の鉄 

道や道路により分断されているという地域特性や、ひとり暮らしや高齢世帯が多い規

模の大きい公営住宅の偏り等の高齢者の状況を考慮しながら、「日常生活圏域」を設

定しています。 

『東村山市地域包括ケア推進計画（第６期東村山市高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画）』では、既存の地域密着型サービス事業所の稼働率や施設の配置状況等

を勘案した整備を進めることを予定しています。 

★ 

★ 

★ 

★ 

★ 
★ 

★ 

★ 

★ ★ 

★ 

★ 
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３．応募資格について 

（１）法人格を有している運営事業者であること。 

・認知症対応型共同生活介護（介護予防含む）については、東京都内において、

当該サービスまたはこれに相当する介護保険入所系サービスの提供実績のあ

る運営事業者であること。 

・その他併設サービスについては、東京都内において、当該サービスまたは関連

介護保険サービスの提供実績のある運営事業者であること。また、看護職員の

配置が必要な場合は、具体的な採用方針が明確であること。 

 

（２）介護保険サービス提供及び高齢者福祉に高い見識と熱意を有しており、利用者の

ニーズを積極的に汲み取り、事業者がもつ事業計画に反映出来る運営方針を持っ

ていること。 

 

（３）東村山市の福祉施策を理解するとともに、当市の高齢者の現状を把握し、地域福

祉の推進に積極的であること。 

 

（４）「地域包括ケア」推進の観点から、地域に開かれた事業所として、地域の関係機

関等との連携等を自ら積極的に図るための具体的提案を併せて行った事業計画

であること。 

 

（５）サービスの質の向上に向けた改善の取り組み等に積極的に努めている運営事業者

であること。 

 

（６）過去に都道府県及び区市町村から受けた指導検査において、その結果が良好であ

ること。指摘事項があった場合においては、その指摘について既に改善が図られ

ていること。 

 

（７）事業の安定性・継続性の観点から、事業所の整備及び運営に充分な資力を有して

いること。 

 

（８）施設を整備する土地や建物が確保されている、またはその見込みがあること。 

 

（９）平成３０年度下半期までを目途として事業者指定を受け、サービス提供が開始で

きること。ただし、事業規模等の事情により平成３１年度の開設も可とする。 

 

（１０）介護保険法を始めとした関係法令（当市の「東村山市指定地域密着型サービス

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」等を含む）を遵守し

た資格を持ち、また、運営を図れること。 
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４．整備費補助について 

 

東村山市では市単独による整備費補助は行いません。なお、平成２９年度における東

京都及び国による整備費補助の概要については以下の通りです。（参考） 

 

（１）都補助金について 

 

東京都の「認知症高齢者グループホーム緊急整備支援事業補助金」の補助対象 

となり、大別して事業者創設型・改修型とオーナー創設型・改修型に類型されま

す。このうち、オーナー創設型・改修型の場合は、都の基金事業補助金との併用

はできません。この補助金は、区市町村に交付され、区市町村の補助金として事

業者またはオーナーに交付するものです。補助額は１ユニットにつき３，０００

万円です。 

また、以下の事業所を併設する場合は、補助金額が１か所あたり１，０００万

円加算されます。 

① 認知症対応型通所介護（デイサービス）事業所 

② 小規模多機能型居宅介護事業所 

③ 看護小規模多機能型居宅介護事業所 

※加算の対象外の場合もありますので詳細については、担当者へお問い合わせ

ください。 

 

このほか、地域医療介護総合確保基金を活用した「地域密着型サービス等整備

助成事業」があります。 

 なお、これらの補助金に関する上記の情報は、平成２９年６月現在の都補助事

業の内容に基づきお示ししたものになります。平成３０年度以降の都補助金事業

の継続を確約したものではありません。 
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５．事業所整備の要件・応募にあたっての留意事項について 

 

（１）『東村山市地域包括ケア推進計画（第６期東村山市高齢者保健福祉計画・介護保

険事業計画）』との整合を図った開設計画書（応募に係る提出書類一式）を作成

して下さい。 

 

（２）応募にあたっては、必ず事前相談を行ってください。事前相談は必ず予約のうえ

ご来庁ください。 

 

（３）事業計画にあたっては、事業予定地における適切な土地利用と周辺地域の良好な

住環境を確保するため、東村山市都市計画マスタープランに掲げた土地利用方針

との整合が図られることを求めます。また、事業予定地及び周辺の公共的施設等

の整備については、計画施設の内容や規模に関わらず「東村山市宅地開発及び建

築物の建築に関する指導要綱」に準じた整備を行うものとします。 

 

（４）事業所の立地要件としては、地域密着型サービスの趣旨を踏まえ、家族や地域住

民との交流の機会が十分に確保される地域の中にあることを求めます。 

 

（５）事業所の整備・運営にあたっては、地域住民の理解及び地域との連携・交流が不 

可欠であるため、事業所開設に関する説明会の開催等により周辺住民に対して十 

分な周知を行い、要望や苦情等に対しては誠実に対応するよう努めて下さい。ま 

た、その状況及び結果について、関係書類（周辺住民への説明会資料等）の提出 

を求めます。 

 

（６）地域密着型サービス事業者の指定基準及び介護報酬の額については、国の基準で

ある「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」「指定地

域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」、市の条例で

ある「東村山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例」「東村山市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人

員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」のとおりとします。 

 

（７）国交付金及び都補助金を受けて整備を行う場合、建物の建築工事にあたっては、

東村山市がサービス提供予定事業者として決定し、整備を承認した後に、必ず国

交付金及び都補助金の内示を受けてから着工するようにして下さい。なお、整備

する事業所の規模によっては、東村山市開発行為審査会の審査対象となる場合が

あります。 
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（８）当市では現行の『東村山市地域包括ケア推進計画（第６期東村山市高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画）』以降も、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画

を策定します。事業者は左記計画を踏まえた運営に努めることとします。 

 

（９）今回の公募においては、認知症対応型共同生活介護の整備を前提としつつ、その

他の事業所の併設整備等の相談・提案等については、現行の『東村山市地域包括

ケア推進計画（第６期東村山市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）』に掲

げる整備の考え方の範囲内で対応することとします。 

 

（１０）応募申込書類の提出後に応募を取り下げる場合には、応募取り下げ書(様式自

由)を提出して下さい。 

 

６．事業者の選定について 

 

（１）事業者の選定にあたっての基本的な考え方 

 

地域密着型サービス事業の実施にあたり、東村山市ではサービスの趣旨に鑑み、

適切な事業の推進及びサービスの質を確保する観点から、本要項「３．応募資格

について」、「５．事業所整備の要件・応募にあたっての留意事項について」の記

載内容を中心に、総合的に審査し、公募事業者の選定を行うこととします。 

 

（２）選定における加点について 

    下記２点の条件を満たしている場合、事業者選定時に加点します。 

・医療・看護系サービスを併設していること 

・地域密着型サービス事業所の空白地域である「多摩湖町」・「廻田町」におけ

る整備であること 

（「２．公募する地域密着型サービス種別・整備予定圏域・整備予定数等に

ついて」 ＜東村山市日常生活圏域及び既存の地域密着型サービス事業所マ

ップ＞を参照） 

 

 

（２）審査及び選定の方法 

 

審査及び選定にあたっては、市長からの諮問に基づき、東村山市地域包括ケ

ア推進協議会にて協議を行い、書類審査・現地調査・プロポーザル（企画提案）

の内容を踏まえて協議結果を市長へ答申し、市長が指定予定事業者を決定しま

す。審査の結果は、文書にて通知します。 

指定予定事業者の決定は、地域密着型サービス事業者としての指定が確約さ
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れたものではありません。地域密着型サービス事業者の指定を受けるためには、

『東村山市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービ

ス事業者の指定等に関する規則』の規定に基づき、後日改めて指定の申請が必

要です。 

なお、事業者からの応募がない場合及び指定予定事業者が決定しなかった場

合は、再度公募を行う場合があります。 

 

 

 

（３）選定後の手続き 

 

選定された事業者には事業所の建設等が終了し、事業開始の準備が整った時点

で、指定申請の手続きをしていただきます。その後、指定申請書類の審査及び現

地確認を行い、指定します。なお、指定日は指定月の１日付けとします。 

    ただし、指定申請書類等の審査の結果、指定基準を満たさない場合には指定を

行わない場合があります。 
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７．応募から事業者指定までのスケジュール（予定）について 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個別事前相談・質疑 受付（※要予約） 

（平成２９年７月３日 ～ ８月１８日） 

応募申込 受付 

（平成２９年８月２１日 ～ ８月３１日） 

審査（平成２９年９月 ～ １０月） 

・１次審査（書類審査・現地調査） 

・２次審査（プロポーザル） 

・東村山市地域包括ケア推進協議会 意見聴取 

指定予定事業者決定（整備承認通知） 

（平成２９年１１月頃） 

審査 

・書類審査 

・現地確認 

・東村山市地域包括ケア推進協議会 意見聴取 

事業者指定決定 

（※市長が決定し、指定通知書を発送） 

指定の公示・東京都知事への指定届出（東村山市） 

基盤整備等の事業開始準備・補助金協議等 

（※国交付金・都補助金を活用する場合は、必ず内示後

に着工してください。） 

事業者指定申請 受付 

（※事業所の建設等が完了し、事業開始の準備が整った

時点で市に指定申請の手続きをしていただきます。） 

事業開始 

（※平成３０年度下半期までを目途として事業を開始

してください。） 
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８．応募手続きについて 

 

（１）応募に係る提出書類一覧 

 

≪応募申込書≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ 応募申込書  様式１－１ 

２ 応募申込書【別紙】  様式１－２ 

３ 応募に係る提出書類一覧  様式１－３ 

 

≪事業者の概要≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ 法人の概要 

 

①事業経歴・実績 

②事業者の基本的事項 

・代表者の経歴 

・役員、社員の構成、組織図等 

③事業者の概要（パンフレット等で

も可） 

④現在運営している施設又は事業に

関する資料 

 ・施設の運営形態 

 ・事業内容、規模 

 ・特色、施設の構成 

 ・敷地面積、床面積等 

様式自由 

２ 法人登記簿謄本 応募申込日前３か月以内に発行 

されたもの 

写し 

３ 法人の定款又は寄付行為 介護保険に関する事業を実施する旨 

の記載のある最新のもの 

写し 

４ 給与に関する規程 最新のもの 写し 

５ 就業規則 最新のもの 写し 

６ 資産の状況 資産目録等 写し 

７ 収支予算書  写し 

８ 決算報告書 直近３年分の決算書類等経営基盤の

内容に関するもの 

写し 
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９ 誓約書 介護保険法第７８条の２第４項各号 

又は第１１５条の１２第２項各号に

該当しないことを誓約する書面 

参考様式１ 

１０ 法人役員一覧表 全役員の役職、氏名、生年月日、住所、

電話番号等が記載されたもの 

参考様式２ 

１１ 指導検査結果通知・改善報告

書 

東京都等から過去３年間に指導検査

を受けた場合の結果資料 

写し 

 

≪オーナー型の所有者が個人の場合≫ 

 

１ 履歴書  様式自由 

２ 事業参入理由書 事業に対する考え方、相続発生時の対

応を含む 

様式自由 

３ 印鑑登録証明書 最新のもの  

４ 既存の借入金リスト  様式自由 

５ 確定申告書  写し 

６ 固定資産の課税証明書 所有するもの全て  

 

≪事業計画≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ 事業計画書 当該事業を東村山市において実施

しようと考えるに至った経緯、介護

サービス事業を行うにあたっての

理念・基本方針及び当該事業所の運

営方針等が具体的に記載されたも

の 

様式自由 

２ 事業スケジュール 整備承認から開設までの事業工程

表 

様式自由 

３ 改善に向けた取り組み サービスの質の向上に向けた改善

の取り組み等に積極的に努めてい

ることがわかるもの 

様式自由 

４ 開設者・管理者（施設長）・計

画作成担当者の経歴書・資格証

（写） 

未定の場合には、選考の考え方や基

準等を記載したもの 

計画作成担当者を兼ねる場合はそ

の旨明記すること 

参考様式 

３－１ 

３－２ 

３－３ 
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５ 職員の離職率 法人全体及び該当事業（本要項Ｐ３

「３.応募資格について」の（１）に

記載のもの）に係る離職率・福利厚

生・問題点・課題・改善策 

様式２ 

６ 虐待防止マニュアル 事業所内の高齢者虐待防止に関する

対応方法等について規定したもの 

様式自由 

７ 事故防止・安全対策マニュア

ル 

事故防止・安全対策に関する対応体

制や損害への対応等を規定したもの 

様式自由 

８ 衛生管理マニュアル 事業所内の衛生管理体制・方法につ

いて規定したもの 

様式自由 

９ 個人情報の取り扱い  様式自由 

１０ 地域及び関係機関との連携体 

制及び地域への貢献 

①地域及び関係機関との連携体制 様式自由 

②地域への貢献についての考え方、

具体的な取組み事例や提案等 

③地域交流スペースの具体的な活用

パターンなど、運用方法 

様式自由 

１１ 事業所建設予定地の近隣住民

等の同意・説明状況、説明の

対象とする範囲 

現時点で未実施の場合には、説明の

対象とする範囲、実施方針等が記載

されたもの 

様式自由 

１２ 運営規程（案）  様式自由 

１３ 重要事項説明書（案）  様式自由 

１４ サービス利用契約書（案）  様式自由 

１５ 利用者からの苦情を処理する 

ために講ずる措置の概要 

苦情処理に係る対応方針を具体的に

記載したもの 

参考様式４ 

１６ 従業者関係 ①勤務ローテーション表 様式３ 

②職種別職員採用の計画 

③職員研修の計画 

④認知症に関する職員研修内容につ

いて 

様式自由 

１７ 認知症高齢者グループホーム

における認知症高齢者支援の

基本方針 

２，３枚程度 

 

様式４ 

１８ 協力医療機関（協力歯科医療 

機関）名称及び診療科名並び 

に当該協力医療機関との契約 

内容 

協力医療機関との契約内容のわかる

もの 

未定の場合には、選定の考え方や基

準等を記載したもの 

 

様式自由 
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１９ 介護老人福祉施設、介護老人 

保健施設、病院等との連携体 

制及び支援の体制の概要 

サービス提供体制の確保、夜間にお

ける緊急時対応等のためのバックア

ップ施設との間の連携及び支援体制

（案）を具体的に記載したもの 

様式自由 

 

 

２０ 運営推進会議関係 ①具体的な構成員のわかるもの 

構成員が未定の場合には、構成区分や

職名等を記載したもの 

参考様式５ 

②東京都内の既存事業所における開

催実績より、議題・委員構成等に関す

る事例を記載したもの 

様式自由 

 

≪資金計画≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ 資金計画書 開設当初の運転資金のわかるもの 様式５ 

２ 借入金返済計画書 元金、利率、返済期間、借入先金融

機関（支店）名、担当者連絡先、雄

司証明書 

様式６ 

３ 収支見込シミュレーション グループホーム（併設サービス）の

積算根拠がわかるものを添付 

様式７－１ 

７－２ 

４ 預金残高証明書 自己資金分で、公募申し込み日前１ 

か月以内に発行されたもの 

写し 

５ 施設・設備整備事業費内訳 設計監理料を含む 

併設の場合、各施設の内訳と全体を

作成すること 

様式自由 

６ 工事費積算見積書 備品購入予定リストを含む 様式自由 

７ 利用料積算根拠 ①平成２０年１２月１２日付東京都

事務連絡文書にて示されている利

用料設定の考え方に基づき、グル

ープホームの家賃・食費・光熱水

費・その他費用（共益費等）の積

算根拠がわかるもの 

様式自由 

②グループホームの入居一時金（敷

金）の積算根拠がわかるもの 

様式自由 
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≪土地・建物関係≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ 公図 最新のもの 写し 

２ 事業予定の土地に関する権利 

関係 

①土地登記簿謄本 

②借地契約書、または借地に関する

確約書 

写し 

３ 建物の構造概要及び配置図・ 

平面図・立面図並びに設備の 

概要 

①事業所の配置図・平面図（各室の

用途を明示したもの）・立面図 

参考様式６ 

②各室面積表（設備基準で定められ

た部屋について設置階ごとに記載

したもの） 

参考様式７ 

③設備・備品等一覧表（使用予定の

設備・備品等を記載したもの） 

参考様式８ 

４ 事業所建設予定地の周辺地図 周辺の状況がわかるもの 様式自由 

５ 土地の概況写真  様式自由 

 

≪その他≫ 

 

番号 項 目 内 容 等 様 式 

１ その他事業者の選定にあたり 

必要な書類 

必要に応じて、東村山市より提出を

依頼されたもの 

 

 

※必要な内容を備えていれば、「参考様式」の使用は任意とします。 
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（２）応募書類提出にあたっての留意事項 

 

・提出書類は原則としてＡ４・判縦・左綴じで作成し、ファイルに綴って提出して下

さい。また、全体の目次を作成し、書類には通しのページ番号を付して下さい。 

 

・ファイルの表紙及び背表紙には標題等を以下の通り記載して下さい。 

また、提出書類の項目ごとに、仕切りとして白紙を挟み、これに項目番号、文字等

を標記したインデックスを貼付して下さい。 

 

＜記載例＞ 

 

 

  ・審査の関係上、正本１部の他に、副本を１２部提出して下さい。各事業者におい

ても必ず控えを用意し保管して下さい。 

 

イ) 正本１部 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、表紙及び背表紙にタイトル・法人

名を記入し、各書類番号を記載したインデックスを付して提出してください。 

ロ) 副本１２部 

ファイルの表紙を含めて全ての書類に法人が特定できる名称、ロゴマーク等

Ａ
４
判
縦
で
綴
る 
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は一切使用しないでください。 

ファイル（Ａ４・縦型・左綴じ）で綴り、各書類番号を記載したインデック

スを付して提出してください。 

また、決算書類等の名称が記載されている書類については、黒マジック等で

名称部分を塗抹してください。 

 

・提出書類の返却は致しませんのでご承知おき下さい。 

   

・提出された資料は、『東村山市情報公開条例』の規定に基づき、情報公開の対象

となることがあります。 

 

・応募書類の作成に係る費用は、応募者の負担とします。 

 

・提出書類に関して、現時点で提出できない書類については、その理由と提出予定

時期等を記した書類を添付して下さい。 

 

（３）質疑及び回答 

 

・応募に関しての質疑は随時受け付け致しますが、回答にはお時間をいただく場合 

があります。また、来庁により質問される場合は、あらかじめご連絡下さい。な

お、公平性の観点から質疑の内容によっては回答できない場合があります。 

   

・受け付けた質疑のうち、事前相談をされた全事業者に周知する必要があるものに

ついては、あらかじめ伺った連絡先（電子メール又はＦＡＸ）に回答します。 

   

・質疑の受付期間は、平成２９年７月３日（月） ～ ８月１８日（金）とします。 

 

９．応募書類の提出先及び問い合わせ先について 

    

受付期間  提出及び問合せ先 

平成２９年８月２１日（月）から  

平成２９年８月３１日（木）まで  

（土曜日・日曜日・祝日は除きます。） 

午前９時から午後５時まで 

※電話で予約のうえ、ご来庁願います。  

東村山市本町１丁目２番地３ 

東村山市健康福祉部高齢介護課企画保険

料係 （いきいきプラザ１階 ２番窓口） 

電話 042-393-5111（代表）内線 3135 

FAX 042-395-2131 

電子メール

koreikaigo@m01.city.higashimurayama.t

okyo.jp 
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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

つつい　ちえみ

筒井　智恵美

もりぞの　ふみなり

森園　文成

なかじま　としみち

中島　利通

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

よしだ　ひろし

吉田　裕

まつだ　ゆきお

松田　幸夫

いけもと　のぼる

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

前・高齢者在宅計画部会員
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

前・高齢者在宅計画部会員

前・介護保険運営協議会委員

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29年6月7日（水）

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。



市職員名簿

氏　名

やまぐち　としひで

山口　俊英

かわむら　かつみ

河村　克巳

しんどう　たけし

進藤　岳史

こんの　しんすけ

金野　真輔

よしかわ　なつこ

吉川　夏子

いわさき　しげあき

岩崎　盛明

やまぎし　みか

山岸　光香

こいけ　ひでゆき

小池　秀征

はなだ　かずゆき

花田　一幸

えがわ　ひろみ

江川　裕美

あらい　やすのり

新井　泰徳

おおつか　ともあき

大塚　知昭

【参考資料】
平成29年6月7日（水）

第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

役　職

健康福祉部長

健康福祉部次長

健康福祉部　高齢介護課長

健康福祉部　高齢介護課長補佐（企画保険料係長兼務）

健康福祉部　高齢介護課　認定係長

健康福祉部　健康増進課長補佐（保健予防係長兼務）

健康福祉部　高齢介護課　給付指導係長

健康福祉部　高齢介護課　地域包括ケア推進係長

健康福祉部　高齢介護課　権利擁護係長

健康福祉部　健康増進課長

健康福祉部　地域福祉推進課長

健康福祉部　地域福祉推進課　主査（計画担当）


