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「知って安心認知症」 

東村山市認知症ケアパス（案） 

認知症ガイドブック 
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認知症は誰でもかかる可能性のある脳の病気です。８５歳以上の

４人に一人はその症状があると言われています。 

 認知症は徐々に進行する病気ですが、早い段階から認知症を理解

し、早めに症状にあった治療と対応を始めれば、進行が緩やかにな

り、認知症になってもその人らしい生活を送ることができます。 

 この認知症ケアパスは、認知症の人やその家族が住み慣れた地域

で安心して暮らしていいただくために、「認知症についてどんな時に、

どこへ相談すれば良いのか？」、「認知症の状態に応じてどのような

医療・介護サービスが受けられるのか？」等をまとめたものです。   

是非ご活用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１．「認知症」ってどんな病気？ 

 認知症とは、いろいろな原因で脳細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなった

りすることで、認知機能（物事を記憶する、言葉を使う、計算する、問題を解

決するために深く考えるなど頭の働き）が低下し、さまざまな生活のしづらさ

が現れる状態をいいます。 

認知症の状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※その他は前頭側頭型認知症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、正常圧水頭症など 
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ハイマー病  
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妄想・徘徊など 

  

 

身体の状態・生活の環境など 

生活のしづらさ 脳の病気 認知機能の低下 



 

【アルツハイマー型認知症】 

  大脳皮質連合野や海馬領域を中心にβアミロイドというタンパク質がたま

り、脳の神経細胞が障害され、その結果脳全体が委縮します。 

  比較的早い段階から記憶障害の症状がみられ、不安・うつ・妄想が出やす

くなります。進行すると場所や時間、人物などの認識ができなくなったり、

身体機能も低下して動きが不自由になったりします。ゆっくりと進行します

が、進行度合いには個人差があります。 

 

【脳血管性認知症】 

  脳梗塞、脳出血、脳動脈硬化などの脳の血管障害により、突然起こります。

脳細胞に十分に栄養や酸素がいきわたらなくなり、脳細胞が死滅することに

より起きます。 

  記憶障害や計画を立てて実行するなどの能力の低下が起こります。手足の

麻痺や呂律がまわりにくいなど、身体の動きが障害されることがあります。

意欲が低下したり、感情がコントロールできず、ちょっとしたことで泣いた

り怒ったりすることがあります。脳の血管障害が起こった部分の機能は損な

われますが、脳全体の機能が低下することは少ないです。 

 

【レビー小体型認知症】 

 脳の神経細胞内に特殊なタンパク質の塊＝レビー小体ができ、神経細胞が障

害されることで起こります。脳の側頭葉と後頭葉の萎縮が見られることが特徴

です。 

 パーキンソン症状（手足の振えや筋肉のこわばり、動きの鈍さ、小刻み歩行

など）や「子どもがベッドの上にいる」「虫が天井を這っている」など具体性の

ある幻視が見られます。 

 

【前頭側頭型認知症（ピック病）】 

 前頭葉と側頭葉を中心に脳の神経細胞が障害されることで起こります。 

 理性をつかさどる前頭葉が障害されるので、行動に制御が効かなくなり、万

引きや交通違反などの反社会的な行動が増えます。興味・関心がなくなると、

話の途中でも立ち去ります。同じ行動を繰り返したり、不潔をいとわなくなっ

たります。 



 

２.認知症は早期発見・早期診断・早期治療が大切 

 認知症はどうせ治らないから、医療機関にかかっても仕方がないと考えてい

ませんか？ 

 認知症も他の病気と同じように、早期診断と早期治療が非常に大切です。 

 

早く気づき、受診することのメリット 

◯今後の生活の準備をすることができます。 

  早期の診断を受け、症状が軽いうちに、ご本人やご家族が認知症への理解

を深め、病気と向き合い話し合うことで、今後の生活の備えをすることがで

きます。 

  介護保険サービスを利用するなど生活環境を整えていけば、生活上の支障

を減らすことも可能になります。 

◯治る認知症や一時的な症状の場合があります 

  正常圧水頭症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫などのよる認知症の場合は、脳外

科的処置で劇的に良くなる場合もあります。 

甲状腺のホルモン異常の場合は、内科的治療で良くなります。 

うつ病により物忘れなど認知症のような症状が出ることがあります。 

また、薬の不適切な使用が原因で認知症のような症状が出ることがありま

す。薬を調整することで回復します。 

早めに受診をして、原因となっている病気を突き止めることが大切です。 

 

◯進行を遅らせることが可能な場合があります 

  アルツハイマー型認知症は薬で遅らせることができ、早い段階から薬を使

い始めることが効果的だと言われています。 

 

 

気になる方は、次のページからの 

「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」 

をやってみましょう。 



 

６．こんな時はどこに相談したらいいの？ 

≪認知症について相談したい、介護保険サービスを利用したい≫ 

【１】地域包括支援センター 

 高齢者の方が、住み慣れた地域で安心した生活を継続できるように支援を行

う、地域の総合相談窓口です。認知症のことを含め、高齢者の介護・医療・予

防や日常生活などの相談に応じます。認知症が心配だけど受診するのが難しい

時などもご相談ください。中部地域包括支援センターには、【５】認知症疾患医

療センターと連携して支援を行う、認知症支援コーディネーターも配置してい

ます。また、高齢者の権利を守るため、虐待防止の取組みや成年後見制度の利

用などの相談も行っています。外出が困難な方には相談員が自宅に訪問します。 

開設時間 月～土曜日の 9:00～17:00（祝日を除く） 

 ※電話による相談は 24時間 365日体制で受け付けています。開設時間以外は、 

  提携施設職員による電話対応となります。 

センター名 電 話・ＦＡＸ 住 所 担当地域 

中部地域 

包括支援センター 

TEL 042-394-6662 

FAX 042-393-0411 

野口町 1-25-15 

（社会福祉協議会内） 

本町・久米川町 

恩多町 

東部地域 

包括支援センター 

TEL 042-392-6388 

FAX 042-932-6387 

秋津町 1-32-18 

（はるびの郷内） 
秋津町・青葉町 

西部地域 

包括支援センター 

TEL 042-397-1091 

FAX 042-392-7755 

富士見町 2-1-2 

（万寿園内） 
富士見町・美住町 

南部地域 

包括支援センター 

TEL 042-390-2211 

FAX 042-390-2212 

萩山町 3-31-3 

（緑風荘病院内） 
萩山町・栄町 

北部地域 

包括支援センター 

TEL 042-397-5123 

FAX 042-397-5131 

諏訪町 2-26-1 

（東京ばんなん白光園内） 

多摩湖町・廻田町 

諏訪町・野口町 

 

【＊】東村山市役所（高齢介護課・健康増進課） 

 認知症のことを含め、高齢者の介護・医療・予防や日常生活などの相談に応

じます。地域包括支援センターと連携して、元気アップ教室（介護予防教室）

や認知症サポーター養成講座なども行っています。 

住  所 本町 1-2-3 いきいきプラザ  

電  話 042-393-5111   ＦＡＸ 042-395-2131 

開設時間 月～金曜日の 8:30～17:00（祝日を除く） 



 

【２】もの忘れ相談（医療相談） 

 月 1～2回もの忘れや医療に関する相談を内科及び心療内科医師がお受けして

います。ご希望の方は事前に予約をしてください。 

時  間 13:30～15:00 

場  所 いきいきプラザ 2階 健康増進課相談室（本町 1-2-3） 

申  込 電話（042-393-5111）または直接健康増進課窓口へ 

日  程 市報またはホームページをご覧ください。 

 

【３】東京都多摩小平保健所 

 精神科医師、保健師等が認知症をはじめとした精神保健福祉に関する専門相

談に応じます。 

住  所 小平市花小金井１-31-24  

電  話 042-450-3111   ＦＡＸ 042-450-3261 

開設時間 月～金曜日の 9:00～17:00（祝日を除く） 

 

≪最近もの忘れが気になる、自分が認知症かどうか知りたい≫ 

【４】かかりつけ医・もの忘れ相談医療機関 

 もの忘れが気になり始めたら、まずは身近なかかりつけの医師に相談してみ

ましょう。必要に応じて専門医のいる病院を紹介してもらうことができます。 

 東村山市医師会では、「もの忘れ相談医療機関」で認知症の相談を積極的に受

け入れています。 

※受診希望の方は事前に医療機関へお電話をしてお出かけください。 

医療機関名 医師名 住 所 電  話 

黒田内科クリニック 黒田 克也 久米川町 3-32-1 042-398-7001 

今井クリニック 今井  均 秋津町 2-23-2 042-393-7880 

愛の泉診療所 磯部 建夫 秋津町 3-12-3 042-394-4836 

久保クリニック 久保 秀樹 恩多町 1-30-1 042-390-3477 

水谷医院 水谷 良子 栄町 1-13-1 042-390-5522 

富士見クリニック 高島 常夫 富士見町 5-6-33 042-392-3629 

廻田クリニック 小林 栄子 廻田町 1-31-54 042-390-4600 

ﾜﾝｽﾞﾀﾜｰすこやかｸﾘﾆｯｸ 仲吉  健 野口町 1-46 ﾜﾝｽﾞﾀﾜｰ 4F 042-399-0122 

東京白十字病院 田熊規方・辻 典明 諏訪町 2-26-1 042-391-6111 



 

【５】認知症専門医療機関 

 認知症は、精神科、神経内科、脳神経外科や「もの忘れ外来」というような

専門外来で診てもらうことができます。 

 認知症は、医師と対面して問診で診断します。併せて記憶や認知機能の程度

を調べる検査や脳の状態を視る画像検査（ＣＴやＭＲＩ）などが行われます。 

 医師の診断には普段のご本人の様子を知っているご家族の話が役立ちます。 

  □もの忘れは日常生活に支障をきたすほどか 

  □最初の異変はいつでてきたのか 

  □この半年間で症状は進行したか 

□ご本人がこれまでかかった病気や現在服薬中のお薬 

 受診する時に、以上の項目を整理しておきましょう。 

※受診希望の方は事前に医療機関へ予約をしてください。 

医療機関名 診療科 住 所 電  話 

多摩北部医療センター 精神科 青葉町 1-7-1 042-396-3811 

多摩あおば病院 精神科 青葉町 2-27-1 042-393-2881 

三恵病院 精神科 青葉町 3-29-1 042-391-3035 

東京白十字病院 神経内科 諏訪町 2-26-1 042-391-6111 

新山手病院 神経内科 諏訪町 3-6-1 042-391-1425 

 

【６】認知症疾患医療センター 

 東京都が指定した医療機関で、認知症の専門医療相談、診断、身体合併と心

理症状への対応を行っています。 

 各センターには、医療相談室が設置され、認知症に関する専門知識を有する

精神保健福祉士等が配置されています。ご本人、ご家族、関係機関からの認知

症に関する医療相談に対応するとともに、状況に応じて適切な医療機関等の紹

介を行います。  

※受診希望の方は事前に専門相談窓口に電話でご相談下さい。 

（相談は無料です。） 

開設時間 月～金曜日の 8:30～17:00（祝日を除く） 

医療機関名  住 所 電  話 

多摩あおば病院 

地域連携型認知症疾患医療センター 
青葉町 2-27-1 042-393-2881 

薫風会山田病院 

地域拠点型認知症疾患医療センター 
西東京市南町 3-4-10 

042-461-0622 

（相談専用） 



 

≪認知症の人の介護をしている仲間とあって 

情報交換や介護の相談をしたい≫ 

【７】家族介護者交流会 らくらっく 

東村山市内で介護をしているご家族のための交流の場です。参加者の話を聴

いたり、参加者と一緒に経験を分かち合ったりするおしゃべり会や介護者教室、

バスハイクなどを行っています。 

会 場 住 所 開催日 時 間 

いきいきプラザ 

4Ｆ多目的講座室 
本町 1-2-3 原則第２水曜日 13:30～15:00 

白十字 

あきつの里 
秋津町 3-41-65 毎月第３火曜日 13:30～15:00 

ふれあいスペース 

いっぷく 

栄町 2-38-9 

ロワール久米川 
毎月第４金曜日 13:30～15:00 

敬愛の森 富士見町 1-14-3 毎月第４月曜日 14:00～15:30 

会  費 1,000円／年 

問合せ先 中部地域包括支援センター（基幹型） 電話 042-392-7778 

※日時が変更になる場合がありますので、上記にお問合せください。 

 

【８】認知症カフェ 

 認知症の方やそのご家族、地域の住民、専門家などが気軽に集い、交流する

場です。 

名称・会場 問合せ先 開催日時 

ふらっとカフェ 

はるびの郷（秋津町 1-32-18） 

東部地域包括支援センター 

電話 042-397-5511 

東村山市社会福祉協議会 

電話 042-394-6333 

毎月第○月曜日

10:00～12:00 

里のカフェ 

白十字あきつの里（秋津町 3-41-65） 

白十字あきつの里 

電話 042-313-0888 

毎月第○○曜日 

～ 

ほっと喫茶 

グリーン・ボイス（萩山町 3-31-2） 

グリーン・ボイス 

電話 042-392-8611 

不定 (2ヶ月毎) 

～ 

※ほっと喫茶は当面ご家族、地域の住民、専門家のみで開催予定。 



 

【＊】公益社団法人認知症の人と家族の会 東京支部 

全国各地で介護家族が集まるつどいを行い、介護の相談、情報交換、勉強会

ななどを行っています。 

住  所 新宿区本塩町 8-2 住友生命四谷ビル  

電  話 03-5367-8853   ＦＡＸ 03-5367-8853   

認知症てれほん相談 電話 03-5367-2339 火・金曜日の 10:00～15:00 

 

【＊】ＮＰＯ法人介護者サポートネットワークセンター・アラジン 

 介護者が地域で孤立しない、仕事や人生をあきらめなくてもいい社会の実現

をめざして活動をしている団体です。 

住  所 新宿区新宿 1-25-3 エクセルコート新宿 302  

電  話 03-5368-1955   ＦＡＸ 03-5368-1956 

事 務 局 火～金曜日の 11:00～18:00  

介護者のための相談電話「こころのオアシス」 

 電話 03-5368-0747 木曜日の 10:30～15:00 

 

【＊】高齢者のための夜間安心電話 

 高齢者やその家族の抱える保健・福祉等に関する心配ごと、悩みごとに対し

て、情報提供を主として電話相談に応じています。 

電  話 公益社団法人東京社会福祉士会 03-5944-8640 

開設時間 毎日 19:30～22:30 

 

≪若年性認知症について相談したい≫ 

64歳以下の方が認知症になった場合を若年性認知症と言います。社会的役割

大きい世代であり、働き盛りの為、経済的な問題が大きくなります。また、家

庭内の多くの役割と介護を配偶者が一人で負う為、老年期の認知症と比べて介

護負担が大きいと言われます。 

 

 

 

 

 



 

【＊】東京都若年性認知症総合支援センター 

東京都が設置した若年性認知症専門の相談窓口です。専門の相談員がご本人

やご家族、関係機関からの相談に対応します。 

住  所 目黒区碑文谷 5-12-1 ＴＳ碑文谷ビル１Ｆ・３Ｆ  

電  話 03-3713-8205   ＦＡＸ 03-6808-8576 

開設時間 月～金曜日の 9:00～17:00（祝日は除く） 

 

【＊】ＮＰＯ法人若年性認知症サポートセンター 

若年性認知症に関する知識、相談先、お近くの家族会の連絡先などの相談に

対応します。 

住  所 新宿区新宿 1-25-3 エクセルコート新宿 302  

電  話 03-5919-4186  ＦＡＸ 03-5368-1956 

開設時間 月・水・金曜日の 10:00～17:00 

 

≪悪質商法にあってしまったので相談したい≫ 

被害にあったり、疑わしい業者から電話や来訪などを受けて不安を感じたり

した時は、以下の窓口に相談して下さい。 

【１】地域包括支援センターでも相談に対応します。 

【９】東村山市消費生活センター 

住  所 本町 1-2-3（東村山市役所 市民相談・交流課内） 

電  話 042-395-8383   

開設時間 月～金曜日の 9:00～16:00（祝日・年末年始を除く） 

 

【＊】東京都消費生活総合センター 

住  所 新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 15～17Ｆ 

開設時間 月～土曜日の 9:00～17:00（祝日・年末年始は除く） 

 

高齢者ご本人からの相談→高齢者被害１１０番  電話 03-3253-3366 

 

ご家族・介護事業者・民生委員など高齢者の身近な方からの相談→ 

高齢消費者見守りホットライン  電話 03-3235-1334   



 

≪認知症のことをもっと知りたい≫ 

【10】認知症サポーター養成講座 

ご近所や地域で働く人たちが、認知症について正しく理解し、認知症の人や 

家族が困った時に手助けしてくれると、認知症になっても住み慣れた地域で安

心して暮らしていくことができます。 

 認知症についての正しい知識をもち、認知症の人や家族を温かく見守る応援

者「認知症サポーター」を養成する講座を地域包括支援センターが実施してい

ます。 

開催日時 【１】地域包括支援センターにお問合せいただくか、市のホーム  

ページをご覧ください。 

※自治会や職場、様々なグループに出張講座も行っています。【１】地域包括 

支援センター又は健康増進課 電話 042-393-5111にお問合せください。 

 

【＊】とうきょう認知症ナビ 

「認知症になっても認知症の人と家族が地域で安心して暮らせるまちづくり」

の推進を目的とする、認知症に関する東京都の公式サイトです。認知症の基礎

知識や医療機関、相談窓口、研修や講演会等の行事などを掲載しています。 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/ 

 

【＊】北多摩北部保健医療圏地域医療連携データーベース 

北多摩北部保健医療圏（東村山市・清瀬市・小平市・西東京市・東久留米市）

の認知症の対応をしている医療機関などを検索できます。 

http://www.netmap.jp/medgis/ 

 

【＊】東京都医療機関案内サービス「ひまわり」 

２４時間医療機関などの案内を行っている都民のためのサービスです。 

電  話 03-5272-0303 

http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp 

 

 

 

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/zaishien/ninchishou_navi/
http://www.netmap.jp/medgis/
http://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp


 

７．認知症の状態に合わせてどんなサービスが受けられる？ 

≪介護保険サービス≫ 

 介護保険のサービスを利用するためには、要介護認定の申請をして、「介護や

支援が必要である」と認定されることが必要です。 

認定された方は、ケアマネジャー（居宅介護支援事業者）などに依頼して、

利用するサービスを具体的に盛り込んだケアプランを作成し、ケアプランにも

とづいてサービスを利用します。 

要介護認定の申請やサービス利用については、市役所の高齢介護課、または

【１】地域包括支援センターにご相談ください。 

 詳細は「すこやか介護保険」、「東村山市介護保険・高齢者施設のご案内」を

ご覧ください。 

【11】訪問介護（ホームヘルプ） 

 ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排泄などの身体介護や掃除や買い物

等の生活援助を行います。 

【12】通所介護（ディサービス） 

 通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上のため

の支援を日帰りで行います。 

【13】通所リハビリテーション（デイケア） 

介護老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活の支援や生

活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 

【14】訪問看護 

 疾患などを抱えている方について、看護師などが訪問して、療養上のお世話

や診療の補助をします。 

【15】訪問リハビリテーション 

 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、生活行為向上のため

のリハビリテーションを行います。 

【16】訪問入浴 

 介護職と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。 



 

【17】ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護） 

 介護老人福祉施設や介護老人保健施設などに短期間入所して、食事、入浴な

どの介護や機能訓練などが受けられます。 

【18】福祉用具貸与・特定福祉用具販売 

 車いすや特殊寝台などの日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタル

します。また、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した時に、費用が支

給されます。 

【19】住宅改修費支給 

 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修した時に、費用が支給されます。 

【20】（看護）小規模多機能型居宅介護 

 小規模多機能居宅介護は、施設への通所を中心に、利用者の選択に応じて訪

問介護や同じ施設へのショートステイするサービスを組み合わせ、多機能なサ

ービスを受けられます。 

 看護小規模多機能居宅介護は、小規模多機能居宅介護と訪問看護を組み合わ

せて、一体的に介護と医療・看護が受けられます。要介護 1～5の方が対象です。 

【21】認知症対応型通所介護 

 認知症高齢者を対象に、食事や入浴などの日常生活の支援や専門的なケアが

日帰りで受けられます。 

【22】定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

 定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を 24時間受けられます。要介

護 1～5の方が対象です 

【23】認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

 認知症の方が共同生活を送る住宅で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓

練を受けられます。要支援 2～要介護 5の方が対象です。 

【24】介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

 寝たきりや認知症などにより日常生活において常時介護が必要で、自宅では

介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄などの介護や療養上の世話が

受けられます。要介護 3～5の方が対象です。 



 

【25】介護老人保健施設 

 病状が安定し、病院から退院した方などが、在宅生活への復帰を目途に、リ

ハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受けられます。要介護 1～5の

方が対象です。 

 

【26】介護療養型医療施設 

 急性期の治療は終わったものの、医学的な管理のもとで長期療養が必要なか

たのための医療施設（病院）です。医療、看護、介護、リハビリテーションな

どが受けられます。要介護 1～5の方が対象です。 

 

≪介護予防・悪化予防や社会参加・仲間づくり 

仕事・役割支援のサービス・地域資源≫ 

元気アップマップを参照してください。 

【27】元気アップ教室（一般介護予防事業） 

 

 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

【28】通所型サービス（介護予防・生活支援サービス） 

 

 

問合せ先 【１】地域包括支援センター又は高齢介護課 電話 042-393-5111 

【29】ふれあい・いきいきサロン 

 地域の人が気軽に楽しく参加できる「地域の居場所」です。市内に約６０ヶ

所あり、健康体操や脳トレ、おしゃべり会などを行っています。 

問合せ先 東村山市社会福祉協議会 まちづくり支援係 

電  話 042-394-6333  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-15 

 



 

【30】老人クラブ 

各地域で生きがいづくりや健康づくり、友愛活動、ボレンティア活動など幅

広く行う自主的な組織です。 

問合せ・入会申込先 東村山市老人クラブ連合会事務局 

電  話 042-395-1515  ＦＡＸ 042-392-4708 

住  所 本町 1-2-3 いきいきプラザ４Ｆ 

対  象 おおむね 60歳以上の方 

【31】保健推進員 

 「健康でいつまでも安心して暮らせるまち」を目指し、各町の保健推進員が、

市と協同しながら、健康づくり活動を進めています。保健推進員は、まちの健

康リーダーとして年間を通して、健康測定会や認知症予防などの健康講演会な

ど様々な活動を企画・実施しています。 

問合せ先 健康増進課 電話 042-393-5111 

【32】福祉協力員 

 住み慣れたまちで誰もが安心して暮らせるように、自分たちの住んでいるま

ちの福祉活動を進めるのが福祉協力員です。それぞれのまちの特性に合わせて

各町で活動しています。 

問合せ先 東村山市社会福祉協議会 まちづくり支援係 

電  話 042-394-6333  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1 

【33】憩いの家 

 高齢者の交流、趣味活動等の憩いの場として、市内に在住しているおおむね

60歳以上の方に憩いの家を提供しています。利用には登録が必要です。 

 住  所 問合せ先 開設時間 

久米川憩いの家 久米川町 5-16-1 
TEL 042-393-6868 

FAX 042-393-6907 

月～土曜日 

（年末年始・祝日

は除く） 

 

9:00～16:30 

（団体の場合は 

4:00 まで） 

 

萩山憩いの家 萩山町 2-3-11 
TEL 042-391-1525 

FAX 042-391-1546 

富士見憩いの家 
富士見町 5-4-51 

富士見文化センター内 

TEL 042-397-9819 

FAX 042-397-9819 

廻田町憩いの家 
廻田町 3-12-6 

廻田ふれあいセンター内 

TEL 042-395-4295 

FAX 042-395-4296 



 

【34】シルバー人材センター 

 健康で働く意欲のある高齢者の方が会員となり、地域の公共団体や民間企業、

家庭からの仕事を引き受け、働くことを通して社会参加することを目指し、活

動しています。 

問合せ・入会申込先 公益社団法人東村山市シルバー人材センター 

電  話 042-395-1851  ＦＡＸ 

住  所 久米川町 4丁目 9番地 19 

対  象 市内在住のおおむね 60歳以上の方で、健康で働く意欲のある方 

【35】ボランティアセンター 

 「ボランティア活動をしたい人」と「ボランティアをお願いしたい人」をコ

ーディネートしてつないでいます。 

問合せ先 東村山ボランティアセンター 

電  話 042-396-1533  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1（東村山市社会福祉協議会内） 

 

≪安否確認・見守りのサービス・地域資源≫ 

【36】老人相談員（民生委員） 

老人相談員（東村山市が委嘱した民生委員の方です。）が、毎年 5～6月頃に、

地域の 70歳以上のひとり暮らし高齢者や 75歳以上の高齢者世帯の緊急連絡先

調査を行っています。この調査内容に基づき作成した名簿は、緊急時の安否確

認・連絡に活用しています。 

 また、ひとり暮らしの高齢者を対象として、訪問相談を実施しています。 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

【37】東村山市地域みまもりネットワーク 

 地域での見守り・支え合いに取り組んでいる団体が数多くあります。それら

の各団体が協力し、認知症の方や高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮ら

していけるよう、地域全体で支えるしくみ「地域みまもりネットワーク」を構

築しています。 

地域住民による協力団体…◆諏訪町ゆっと ◆青葉安心ネット ◆秋津あんし

んネット ◆萩山あいさつ運動見守りネットワーク ◆本町だいじょうぶだぁ

ネット 



 

高齢者等見守り協定…市と協定を締結した民間事業者が通常業務の中で地域の

見守りを行うものです。「ごみの収集時」「商品の配達時」等に異変を感じた場

合に地域包括支援センター又は東村山市に通報をいただくものです。 

協力事業所…◆東村山市環境整備事業協同組合 ◆生活協同組合コープみらい 

コープデリ秋津センター ◆生活協同組合パルシステム東京 ◆東村山市シル

バー人材センター ◆新聞組合東村山支部 ◆東京電力立川支社 ◆東村山市

老人ラブ連合会 ◆ＪＫＫ ほか 

問合せ先 高齢介護課・地域福祉推進課 電話 042-393-5111 

【38】配食サービス（市・民間） 

在宅で生活しているひとり暮らしの高齢者のかた、または高齢者世帯に対し

て、定期的に訪問し食事（夕食）を配達することで、栄養バランスの取れた食

事を提供するとともに、高齢者の安否を確認しています。 

対  象 65歳以上の 1人暮らし又は全員が 70歳以上の高齢者世帯で、食事の

調理が困難と認められる方。 

内  容 週 5回(月～金曜日)､夕食（普通食）を自宅まで配送。 

     ※安否確認のため手渡しします。 

自己負担 1食につき 550円 

※市に申請の要らない民間配食サービスもあります。利用条件などはなく、申

し込み当日から利用できる事業者もあり、また夕食だけでなく、朝食、昼食

や特別食（きざみ食、おかゆ食など）、栄養管理食（エネルギー調整食、塩分

コントロール食など）を扱っている事業者もあります。 

問合せ先 【１】地域包括支援センター又は高齢介護課 電話 042-393-5111 

【39】緊急通報（火災安全）システム 

 電話回線に専用機器を設置し、家庭内で発作や病状の悪化等により緊急事態

になった場合、ボタンを押すことにより警備会社及び東京消防庁に通報し、速

やかに救助を行うシステムです。必要に応じて火災警報器の設置も行います。 

対  象 65歳以上のひとり暮らし又高齢者世帯の方で、発作を伴う慢性疾患

があるなど、日常生活を営む上で常時注意を要する状態であると必

要性が認められた方。（本人所得が 200万円以上の方は対象外） 

自己負担 本人の住民税が非課税の方…自己負担なし 課税の方…300円／月 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

 

 

 



 

【40】ひとり暮らし高齢者等ふれあい訪問 

ひとり暮らし高齢者などで安否確認が必要な方に、乳酸菌飲料を週に 3回

（月・水・金）配布しています。 

自己負担 無料 

問合せ先 東村山市社会福祉協議会 高齢者支援係 

電  話 042-394-6333  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1 

【41】ひとり暮らし高齢者等電話訪問 

 ひとり暮らし高齢者などを対象に、話し相手として定期的に電話訪問を行い、

心配なこと・不安なことがあれば、相談にのっています。希望の日時（土・日・

祝日を除く、9：00～12：00／13：00～16：00）に定期的（原則 1回／週）に電

話します。 

問合せ先 東村山市社会福祉協議会 高齢者支援係 

電  話 042-394-6333  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1 

【42】緊急安心キット 

緊急安心キットは、もしもの時に、かけつけた救急隊員に自分の情報を的確

に伝えられないような容態の時でも、あらかじめ身元情報や緊急連絡先、医療

情報等を記入した安心カードをキット（専用の筒）に入れて冷蔵庫に保管して

おくことで、救急処置に必要な情報を伝えることができるというものです。70

歳以上のひとり暮らし高齢者の方に、担当地区の老人相談員（民生委員）が無

料配布しています。 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

【43】行方不明高齢者探索ネットワーク 

 徘徊等により行方不明となった高齢者を、家族等からの依頼より、高齢介護

課、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者及び通所サービス事業者が連

携して捜索するネットワークです。 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

 

 

 

 



 

≪生活支援のサービス・地域資源≫ 

【44】訪問型サービス（介護予防・生活支援サービス） 

 

 

問合せ先 【１】地域包括支援センター又は高齢介護課 電話 042-393-5111 

【45】地域福祉権利擁護事業 

 判断能力が不十分な方が福祉サービスを選択する際の情報提供や円滑に利用

するための手続きや支払いを支援する事業です。さらに、日常的な金銭管理や

大切な書類を預かるなど、地域で安心して生活するためのお手伝いをします。

この事業の利用契約は、本人と社会福祉協議会が結びます。 

対  象 自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、日常的なお

金の管理に困っている方等 

自己負担 契約前の相談は無料。契約後の支援には利用料がかかり、支援内容

や時間によって変わる。（1回 1時間 1,000円～） 

問合せ先 成年後見制度推進機関 

電  話 042-394-7767  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1（東村山市社会福祉協議会内） 

【46】成年後見制度 

 認知症等で判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が本人に代わって財

産管理や身上監護を行う後見人等を選ぶことで、法律的に本人を支援する制度。

選ばれた後見人等は本人の意思を尊重し、心身の状態に配慮しながら法定の代

理人として必要な法律行為等を行い、財産を適正に管理します。すでに判断能

力が不十分な方が利用する「法定後見制度」と現在お元気な方が将来に備えて

契約する「任意後見制度」の 2つがあります。 

成年後見制度についての相談・利用支援を成年後見制度推進機関や【１】地

域包括支援センター、東村山市役所等でお受けしています。 

問合せ先 成年後見制度推進機関 

電  話 042-394-7767  ＦＡＸ 042-393-0411 

住  所 野口町１-25-1（東村山市社会福祉協議会内） 

 

 

 



 

【47】生活支援短期入所事業 

高齢者の介護又は養護している家族等の急な不在（入院等）や同居家族から

精神的・身体的虐待を受けている等のため、生命の危険があり一時的に施設へ

の入所が必要な方を、一時的に施設に保護します。 

対  象 市内に住所を有し、原則的に介護保険の認定を受けていない 65歳以

上の方。※感染症がある場合には利用できません。 

自己負担 800円／日＋食費（実費） 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

 

≪居住系サービス≫ 

詳細は「東村山市介護保険・高齢者施設のご案内」をご覧ください。 

問合せ先 高齢介護課 電話 042-393-5111 

【48】有料老人ホーム 

 主に民間の株式会社などによって運営され、施設ごとの特徴の異なる高齢者

の住まいです。施設スタッフの介護を受けられる「介護付き」や食事の提供や

見守りなどの生活支援は施設スタッフが行い、介護サービスは外部の事業者か

ら選択する「住宅型」など種類があります。日常生活が自立している方のみの

施設から、要介護 5の方まで入居可能な施設など、その入居要件は施設ごとに

様々であり、入居費用も施設により異なります。 

【49】サービス付高齢者向け住宅 

 安否確認や生活相談、食事の提供などの生活支援サービスが提供される、バ

リアフリー構造の高齢者向け住宅です。介護、医療事業所と連携しているとこ

ろが多いのも特徴です。介護が必要になった際は、通常の住宅と同様、外部の

サービスを利用するところが多いです。 

【50】軽費老人ホーム 

家庭環境や住宅事情などの理由により、居宅において生活するには不安が認

められる 60歳以上の方が、所得に応じた低額な費用で、基本的な生活支援サー

ビスを受けながら、自立した生活を送ることができます。 

介護が必要になった際に、退所を求められることがあります。 

 



 

【51】養護老人ホーム 

家庭での生活が困難な 65歳以上の方を対象に、福祉事務所が措置（行政の権

限で入所を執行すること）をする施設です。 

おおむね 65歳以上の低所得者の方で、比較的自立した生活が出来る方が対象

です。原則として身体的・精神的・家庭環境的な理由及び、経済上の理由で家

庭での生活が困難な方が対象です。 


