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２０１９年度 第２回町田市地域密着型サービス運営委員会会議録 
 

 

 

報告事項 

及び 

意見交換 

 

 

報告事項１は、資料に沿って説明を行いました。 

 

報告１：地域密着型サービス事業所の指定等について 

 

会議名称 

 

２０１９年度 第２回町田市地域密着型サービス運営委員会 

 

第２回 

日 時 

 

２０２０年２月２７日（木）１８：３０～２０：００ 

 

会 場 

 

町田市庁舎２階会議室２－１ 

 

参 加 者 

 

委 員：井上委員長、菅沼、木口、星野、竹内 

 

事務局： 

＜いきいき生活部いきいき総務課＞ 

佐藤課長、犬塚係長、植野担当係長、齋田、小川、埴村、立石 

＜いきいき生活部介護保険課＞ 

古味課長、高田係長、佐藤担当係長 

＜地域福祉部指導監査課＞ 

大宇根担当係長、田村 

 

傍 聴 人 

 

０名 

 

会議議題 

 

議題１ ：事業所向けのアンケート調査の報告について  

 

資 料 

 

（市提供資料） 

 

資料１ ：地域密着型サービス事業所の指定等について 

 ①市内事業所の新規指定及び指定更新について 

 ②市内事業所の休止及び廃止について 

 ③他市に所在する地域密着型サービス事業所の指定について 

 

資料２ ：実地指導における指摘事項及び改善状況の公表について 

 

資料３ ：２０１９年度地域密着型サービス事業者の公募状況の進捗について 

 

資料４ ：事業所向けのアンケート調査の報告について 
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（委員長） 委員の皆様のご意見をお願いいたします。 

 

（委員）  廃止と休止の事業所一覧で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の

休止とありますが、人員の補充が出来なかったのでしょうか。 

 

（事務局） 急な人事異動があったと聞いており、人員の補充が難しかったとの

ことです。 

 

（委員）  施設の人員については、事業所の維持のためにも派遣を使うなどで、

事業維持をすることが望ましい姿勢と思います。その点で、事業所

からは何らかの説明があったのでしょうか。 

 

（事務局） 該当事業所の運営法人ですが、２０２０年５月 1日付で看護小規模多

機能型居宅介護が開設します。また、２０２０年４月 1日付で、高齢

者支援センターを運営することになっています。このため、まずは新

規開設に向けた体制を整えることを優先したいとの説明がありまし

た。 

 

（委員）  地域密着型通所介護事業所で、もうすぐ休止となる事業所がありま

す。再開はあるのでしょうか。 

 

（事務局） 賃貸借契約の終了に伴う休止であり、新たに物件が見つかれば再開

する予定とのことです。 

 

（委員）  休止の際、利用者の行き場はどうなったのでしょうか。 

 

（事務局） ご利用者様については、休止の段階で全員、他の事業所に移行予定

であることを確認しています。この点については、問題はございま

せん。 

 
 

 

 

報告事項 

及び 

意見交換 

 

報告事項２は、資料に沿って説明を行いました。 

 

報告２：実地指導における指摘事項及び改善状況の公表について 

 

（委員）  指導結果の文書指摘のところですが、地域密着型通所介護が多くみら

れます。例えば、機能訓練指導員が１名以上勤務していなかった事例

が見受けられた事業所では、本来の基準に沿わないような運営が日常

行われているように受け取れます。他の事業所についても同様の指摘

事項が見受けられるため、町田市から全事業所に対して、注意すべき

項目について文書を出して、徹底を促された方が良いと思いますがい

かがでしょうか。 

 

（事務局） 今年度の上期は、主に地域密着型通所介護に焦点を当て、指導に入っ

たため、当該サービスにおける指摘事項が多くなっています。ご指摘

いただいたとおり、各事業所において、共通して見られる指摘事項も

あります。 
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次年度以降については、例えば集団指導による指摘や注意喚起の文書

の発送等、様々な手段を検討して、給付の適正化が図れるようにして

いきます。 

 

（委員長） 個別機能訓練加算Ⅱの算定に際して、３か月ごとに１回以上利用者の

居宅を訪問し、当該計画の内容の見直しを行うこととあります。個別

機能訓練加算Ⅱの指摘事項があった事業所については、指摘事項の全

部が出来ていないため、ペナルティを課せられる等の厳しいものであ

るのか、あるいは挽回することが可能なものなのでしょうか。 

 

（事務局） 個別機能訓練加算Ⅱというのは、通常の通所介護事業所のサービスに

上乗せするものの一つです。個別機能訓練加算Ⅱには３か月ごとに利

用者の居宅を訪問し、個別訓練計画の見直しをするという算定要件が

あります。 

指導では、確認できる利用者のケースが限られます。ご指摘いただい

た事業所では１件該当しており、この１件についてのみ、介護報酬の

返還がありました。 

実地指導は、事業者からの協力と信頼関係で行われております。指摘

した内容を参考に、後は事業者の方で自主点検を行っていただいた結

果、それ以外の利用者については、３か月に１回の訪問と計画の見直

しが行われていたと確認できました。 

 

（委員）  その他の事業所についても、指摘事項の全部が出来ていないわけでは

なく、個別の指摘があったということでしょうか。 

 

（事務局） 個別機能訓練加算Ⅱの指摘事項があった事業所に関しては、利用者１

名のみ加算要件が満たされていなかったと考えていただいて構いま

せん。 

 

（委員）  所属する法人で居宅介護支援事業所の実地指導があり、その際に文書

指摘がありました。しかし、指摘事項が出来ていないのではなく、自

分たちはきちんと運営しているつもりでしたが、確認不足の部分があ

りました。実地指導をしていただけることで、自分たちは正しいのだ

という正当性の確認ができるため、良い機会だと思っています。 

 

 

 

 

報告事項 

及び 

意見交換 

 

 

報告事項３は、資料に沿って説明を行いました。 

 

報告３：２０１９年度地域密着型サービス事業者の公募状況の進捗について 

 

 

（委員）  ２０１９年度の公募状況について、第３回再募集から随時募集にな

っていますが、２０２０年度もこの方向性で行くと考えても良いで

しょうか。 

 

（事務局） 公募があれば、２０２０年度中には評価委員会に諮りたいと思って

います。当面はこの内容で公募していきます。 
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議題及び 

意見交換 

 

 

「次第４ 意見交換」において、資料に沿って説明を行った後、意見交換を行い

ました。 

 

 

 

（委員）  最後のページに「看護小規模多機能型居宅介護は、異なる圏域から

整備運営事業者を選定します」とありますが、これはどういうこと

でしょうか。 

 

（事務局） 町田市では施設を選定する際には、同じ圏域から同じサービスで複

数の事業者を選定しないということを意味しています。 

 

（委員）  これだけ再公募して、なかなか選定できなかったということなので、

指定基準のハードルを下げるとか、町田市独自の方法を取るとか、

事業者が応募しやすいような誘い掛け等、何らかの策が必要ではな

いのでしょうか。町田市がこれだけの数の施設が必要であると判断

したのであれば、強く踏み込まないと開設は難しいのではないかと

思います。 

 

（事務局） 介護事業所の法人からは、経営が難しいという話をいただいており

ます。但し、補助金については、従来から要件が緩和されておりま

すので、取り組みやすい面もあります。 

 

（事務局） 現在募集を行っている施設については、第７期の介護保険事業計画

に位置付けております。このため、計画期間中は引き続き募集を行

っていきます。次の第８期計画に引き継いでいくかは、今後検討し

ていきたいと思います。 

 

（委員長） 公募状況の進捗で選定辞退がありますが、理由を教えて頂けたらと思

います。 

 

（事務局） 法人都合による辞退の届け出がありました。東京都に補助金の申請を

しても、受理が難しいということでした。その結果を受けての辞退と

なりました。 

 

（委員長） 広告媒体についてですが、広報まちだ等での呼びかけと、個別の打診

という２つの方法でしょうか。 

 

（事務局） 当初は広報とホームページに同時に掲載していましたが、公募対象が

限定されていることなどから、現在はホームページのみとしていま

す。 

 

（委員長） 第８期の計画と連動しながら、効果的な広報を行っていただければと

思います。 
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議題１：事業所向けのアンケート調査の報告について 

 

 

（委員長） 委員の皆様から、それぞれお感じになったところのご意見、ご質問を

いただきたいと思います。 

 

（委員）  稼働率についてですが、前回の資料に基づき調べましたが、小規模多

機能型居宅介護については２０１７年度７９．９％、２０１８年度８

３．０％、２０１９年度には６４％となっています。 

看護小規模多機能型居宅介護については、２０１７年度６６．７％、

２０１８年度４２．５％、２０１９年度に４７％となっています。こ

の２つの稼働率が低いです。特に小規模多機能型居宅介護の方は、８

０％近かったのが６０％台に落ちています。 

グループホームは、２０１７年度９５．４％、２０１８年度９８．２％、

２０１９年度９８％となっており、ほぼ同水準で推移しています。 

地域密着型通所介護については、２０１７年度６３．０％、２０１８

年度６０．０％、２０１９年度７１％となっており、３年で大きく伸

ばしています。 

認知症対応型通所介護では、２０１７年度５５．３％、２０１８年度

５５．３％、２０１９年度６４％となっています。 

稼働率が低い看護小規模多機能居宅介護、小規模多機能型居宅介護に

対しては、何か対策を考えられているのでしょうか。 

 

（事務局） 稼働率に乖離があるのは、前回の資料で提示させていただいた２０１

７年度、２０１８年度の稼働率については年単位であり、今回のアン

ケート調査については２０１９年１０月分の１か月分が反映されて

いるためです。 

また、補足ですが、各年度における対象施設の数が違うということも

挙げられます。開設時期の違いによる利用者数の違いが稼働率にも影

響しています。 

 

（委員）  看護小規模多機能型居宅介護事業所が２箇所ということですが、資料

４の裏面を見ますと、「（看護）小規模多機能型居宅介護は、利用可能

圏域に比較できるほどの事業所数がない、事業所によっては定員いっ

ぱいで受けられない場合もあるという意見があった。」とあります。

その反面、看護小規模多機能居宅介護の稼働率が４７％となってお

り、片方ではニーズがあり稼働していて、もう一方では稼働率が低く

稼働していないという印象を受けたのですが、実態としてはいかがで

しょうか。２事業所のうち、どちらかの事業所はニーズがあり稼働率

が高く、どちらかの事業所はなかなかニーズが伸びないという状況な

のでしょうか。 

 

（事務局） 資料４の内容ですが、小規模多機能型居宅介護については、現在５施

設ありますが、そのうち２施設は９０％を超える高い稼働率の事業所 

      であり、受入れが難しい場合もあります。 

また、看護小規模多機能型居宅介護については、看護師、介護職員の

確保が難しいため、２事業所とも苦戦していると聞いています。小規

模多機能型居宅介護については、少しずつ周知されてきており、高齢

者支援センターや居宅介護支援事業所に営業活動を行ったり、困難ケ

ースを受け入れることにより、ケアマネジャーとの信頼関係が出来上

がってきている現状があります。 
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（委員）  総合事業（訪問）という箇所ですが、「人材確保が困難５１％」とあ

ります。訪問介護に関しては、圏域の異なる２事業所について、聞き

取りをしてきました。人材に関しては、２事業所合わせた登録ヘルパ

ーの人数が、２０１１年１２０名、２０１５年９０名、２０１９年６

２名となっており、来年度はと聞いたら、もっと少なくなるという回

答がありました。 

      初任者研修を受けたとしても、訪問介護の事業所に人が入って来ない

ということがあり、デイサービスや特養に行くのかなと思います。 

まちいきヘルパーについては、一つの課題になります。市基準型プラ

ンが極端に少なく、まちいきヘルパーの活動は、ほぼないです。当初

１０名程度まちいきヘルパーを採用しましたが、今残っているのは２

名だけです。理由を聞いたら、仕事がないからという答えです。その

理由を聞くと、依頼する高齢者支援センターですとかケアマネジャー

が、もともとあった国基準型サービスを前提にしており、市基準型サ

ービスの考え方が大分薄いのかなという気がします。それは、訪問介

護事業所だけではなく、私もそういった印象を受けています。個別の

事業所の問題ではなく、きちんとしたアクションをしっかりと起こし

ていかないと、この問題はこれから５年、１０年と経過するとともに、

どんどん差が開いていき、事業所の努力だけではおそらく解決しない

であろうと思っています。まちいきヘルパーとかヘルパーの確保は、

すそ野を広げて、活躍の場を広げていくという視点や、地域のニーズ

に応えるということ等、そのあたりで行政としてこれからの課題と展

望をお聞きしたいと思います。 

 

（事務局） 人材確保は、大きな課題です。まちいきヘルパーについては、受講者

が年々減っていると聞いており、なかなか定着しないと思われます。

人材確保では高齢者の方、子ども、女性など、様々な世代の方々を対

象としてアプローチをしております。併せまして、外国人就労の促進

を図っていきたいと思っています。 

今後どういったアプローチが有効であるかを検討し、子どもから高齢

者までをターゲットとして将来の担い手、現在の担い手、即戦力にな

る方等に目を向けながら、人材確保を進めていきたいと思っていま

す。 

 

（委員）  ヘルパーステーションとしては、人材がいない中で、生活援助とか他

のサポートもしたいのですが、身体介護を受けないと事業が成り立た

ないという意見がありました。同じ１時間の仕事をしたとしても、身

体介護と、例えばまちいきヘルパーを比較した場合、３倍くらいの開

きはあると思います。以前、ケアマネジャー連絡会の中で、北区の方

に来ていただきお話を聞いたことがあるのですが、ケアマネジャーが

事業所を選ぶのではなくて、ヘルパーステーションがケアマネジャー

を選ぶ時代になっています。 

町田市でも実際にそういうことが起こっていまして、ヘルパーステー

ションの方で、自立支援・重度化防止ということで、身体のプランを 

動かしてくれるケアマネを選んでいます。反面、ケアマネももちろん

ですが、ヘルパーステーションも自立支援・重度化防止を考えている

ものの、身体介護の算定基準に至っていないことも一部にはありま

す。どこかのタイミングで、まちいきヘルパーもそうですし、自立支

援・重度化防止というところでは、ヘルパーのサービス体制やヘルパ
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ーの質について共通認識をもう一度持っておかないと、受け手が無く

なる、依頼する側も他のところに送客してしまうということが、この

先どんどん広がって来るのではと思っています。高齢者人口は増加し

ているのに、ヘルパーの人数は相当に減っています。そこは近々の課

題であると思います。 

 

（事務局） 貴重なご意見ありがとうございます。ヘルパーステーションの方で自

立支援・重度化防止に焦点を当てたプランを、ケアマネジャーに逆に

お願いしているという意見もいただきました。更に、居宅介護支援事

業所やヘルパーステーションで実際にそのようなプランを立てたと

しても、ヘルパーのサービス体制やヘルパーの質が伴っていない場合

もあるという認識でよろしいでしょうか。 

 

（委員）  身体介護を依頼して、この方は身体介護を行っていくと、半年くらい

でひょっとしたら身体介護は卒業できるかもしれないと話すのです

が、実際のモニタリングの場面でヘルパーもしくはサービス提供責任

者の方が活動していく際に、身体プランなのにほぼ生活援助のような

形になっているような状況が見受けられるということです。 

 

（事務局） 人材確保においてはヘルパーの質を確保することも重要であると理解

しました。 

 

（委員）  ヘルパーステーションに求められるサービスが変わってきており、医

療に近いです。胃ろうの問題だとか呼吸器の問題だとか、カテーテル

の問題だとか、介護と医療の境目のところを介護の方にやってもらう

と、ほぼフェードアウトしてしまいます。何度もその経験をしてきて

いて、そこをどうやってやりがいや皆さんの熱い思いを、一緒にキャ

ッチしてやっていくが、本当に難しいです。求められているニーズに

我々がどう答えていくかとても大事なことだと思いますが、追い付い

ていないというのが正直なところです。 

 

（委員）  資料４の１に「小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介

護については、利用者本人及び利用者家族共にニーズがなかった。」

とあります。実際にはケアマネジャーとしてはニーズがあると考え

ているのですが、サービスの内容が特殊なので、理解が出来ていな

い場合や、ケアマネの中にも理解が出来ていない方もいて、どう使

ったらよいか分からないというところがあって、足踏みしているの

かなと思います。 

先ほどお話にあった稼働率については、法人内に看護小規模多機能

型居宅介護があるので話を聞くと、定員が２９名で宿泊が９名とい

う場合、宿泊の人が９名来てしまうと、その日の昼にデイサービス

で受けられる人数が限られてしまいます。宿泊の利用者は、退院し

てすぐの方が多く、自宅に戻る前に一旦看護小規模多機能型居宅介

護で見てもらおうとか、医療依存度が高く、土日だけは家に帰るけ

れどもそれ以外の日は宿泊でという方が多くいらっしゃいます。宿

泊で９名を占めてしまうと、２９名がなかなか上手に回せないとい

うのが課題だと思います。 

人材確保に関しては、看護小規模多機能型居宅介護に関しては、夜

中には看護師がいなくても良いことになっているのですが、医療依

存度の高い利用者がいて、ヘルパーが夜勤をするとなると、重度の
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方を見なければいけなくなり、ヘルパーのストレスが高くなり、結

果なり手がいないのが現状で、人員が集まらないので新しく開設す

る所がないということです。 

稼働率がそれほど良くないので、ボランティア的なところがあり、

そこが課題だと聞いております。例えば、喀痰吸引の資格等を受け

ていただき、ヘルパーたちが取っ付きやすいようにすると、もしか

してやってみようかなという方も出てくると良いなと思います。や

りがいということを考えると、ヘルパーの給料があまり高くないこ

ともあり、それに見合った生きがいとやりがいというところが乖離

しているため、すそ野が広がって行かないと感じます。何か、町田

でヘルパーやると楽しいよというような何かがあると、ヘルパーも

来てくれるかなと思います。 

ヘルパーの力は介護では大きいと思います。ヘルパー無しでは介護

が成り立たないので、何としても人材確保をしていく必要があると

思います。 

 

（委員）  喀痰吸引の研修はどの程度の頻度で行われていますか。また、受講者

はどれくらいいらっしゃるのでしょうか。 

 

（事務局） 年 1回、町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクトの研修とし

て行っております。受講者は 50 名程度です。ただし、対象者が特定

の利用者のみとなっており、利用者が変わると、また研修を受けなけ

ればならないため、実際に痰の吸引を行っているヘルパーは少ないと

いうお話は聞いております。 

 

（委員）  すごく必要ですよね。そこがクリアできない限り、ヘルパーたちのす

そ野が広がらないですよね。喀痰吸引の資格を持っていないと、看護

小規模多機能型居宅介護の募集にも来ないですし、資格を取る時に研

修が必要になるので、座学を受けるだけでも仕事がいっぱいいっぱい

の時にはきついと思います。 

 

（委員）  事例は多くないですが、喀痰吸引と看護小規模多機能型居宅介護とい

うところで、１件相談を受けたのが、看護小規模多機能型居宅介護の

ご利用者様で要介護５の方ですが、重度のマヒがあり看護小規模多機

能型居宅介護ではお風呂に入ることができない。このため、看護小規

模多機能型居宅介護の利用を中止して、居宅介護に切り替えたいとい

う相談が、ご利用者様と看護小規模多機能型居宅介護の両方からあり

ました。そこで課題となっているのが、喀痰吸引、胃ろう、在宅酸素

の利用であり、喀痰吸引は看護小規模多機能型居宅介護で行うことが

できますが、在宅になった際にショートステイの利用で対応する職員

がほとんどの事業所でおりません。看護師が常駐もしていません。ご

家族は夜間に介護の仕事をしており、今は休職中ですが、仕事を再開

したいという希望があります。しかし、お父さんのことを優先して、

お風呂に入れたいので、仕事を辞めるかもしれないと伺っています。 

 

（委員長） 次の期に向けてまた対応をお願いしたいと思います。 

 

（委員）  資料４の裏面で、認知症対応型通所介護は相原地区において不足して

いるという意見が複数あり、サービス提供が難しいということです

が、個々の整備計画はどうするのでしょうか。 
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（事務局） 相原地区において認知症対応型通所介護はありませんが、地域密着型

通所介護や一般のデイサービス等、地域で補完しているサービスがあ

ります。整備計画については、第８期の介護保険事業計画で検討いた

します。 

 

（委員）  地域ニーズを反映させた方向性で計画数を定めていただきたいです

ね。 

 

（委員長） 今日の意見を審議会にお出しいただくということなので、第８期計画

にも委員の意見を反映させていただきながら、調査結果も踏まえて引

き続きお願いできればと思います。 

それでは事務局に戻します。 

 

 

 

 

次回開催 

内容等 

 

 

２０２０年度第１回開催予定 

 

詳細が決まり次第各委員宛に通知することで了承を得ました。 

 

 

 



 

201９年度 第２回町田市地域密着型サービス運営委員会 

 次 第  
 

 2020年２月２７日（木） 

於：市庁舎２階 会議室２－１ 

午後 6時３０分から 

１ 開会 

 

２ いきいき総務課長あいさつ 

 

３ 報告 

（１） 地域密着型サービス事業所の指定等について 資料 1 

① 市内事業所の新規指定及び指定更新について 

② 市内事業所の休止及び廃止について 

③ 他市に所在する地域密着型サービス事業所の指定等について 

（２） 実地指導における指摘事項及び改善状況の公表について 資料２ 

（３） ２０１９年度地域密着型サービス事業者の公募状況の進捗について 資料３ 

 

４ 意見交換 

事業所向けのアンケート調査の報告について 資料４ 

 

５ 閉会 



 地域密着型サービス事業所の指定等について
①　市内事業所の新規指定及び指定更新について

指定年月日 サービス種別 事業所番号 法人名・事業所名・住所

2020年3月15日
（介護予防）認知症対応型共
同生活介護

-
法人名：社会福祉法人　永寿会
事業所名：いこいの郷　花梨・南大谷
住所：東京都町田市南大谷１６５８番地６

※第7期介護保険事業計画で選定した事業所です。

2019年度更新事業所
更新年月日 サービス種別 事業所番号 事業所

2019年4月1日 地域密着型通所介護 1373204575 真桜リハビリ本町田
2019年4月1日 地域密着型通所介護 1373204591 デイサービスこころ
2019年7月1日 地域密着型通所介護 1373204716 デイサービスかたくりの里　大蔵

2019年12月1日 地域密着型通所介護 1373204864 デイサービスめぐみの家　プラス
2019年12月1日 地域密着型通所介護 1373204872 デイサービスふわりの家　成瀬
2019年12月1日 地域密着型通所介護 1373204880 デイサービスふわりの家　つくし野
2020年1月1日 認知症対応型通所介護 1393200298 まちだケアセンター
2020年1月1日 認知症対応型通所介護 1393200280 ケアセンター木曽山崎
2020年3月1日 地域密着型通所介護 1373204906 ステップぱーとなー町田
2020年3月1日 地域密着型通所介護 1373204922 リハビリデイサービス　リハフィット

2020年3月20日 小規模多機能型居宅介護 1393200322 優っくり小規模多機能介護町田森野
2020年3月20日 認知症対応型共同生活介護 1393200314 優っくりグループホーム町田森野
2020年3月21日 認知症対応型共同生活介護 1393200306 グループホーム　レガメ高ヶ坂
2020年4月1日 地域密着型通所介護 1373200847 デイサービス杏林荘
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1393200066 花美郷
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373200557 サルビアデイケアセンター
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373200748 第二清風園高齢者在宅サービスセンター
2020年4月1日 地域密着型通所介護 1373200508 デイサービス鶴川
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373200193 いづみの里
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373200821 合掌苑　翠の杜
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373201068 通所介護事業所みぎわホーム
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1393200330 ディサービス　ふれあいルーム
2020年4月1日 認知症対応型共同生活介護 1373201316 グループホームあおぞら
2020年4月1日 認知症対応型通所介護 1373200698 ケアセンター成瀬

②　市内事業所の休止及び廃止について
廃止事業所
休止年月日 サービス種別 事業所番号 事業所
2020年3月31日 地域密着型通所介護 1373203098 アットホームデイサービス

休止事業所
休止年月日 サービス種別 事業所番号 事業所

2020年1月31日
定期巡回・随時対応型訪問介
護看護

1393200405 町田病院指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

2020年2月29日 地域密着型通所介護 1373204161 デイサービス一休庵

【参考】市内地域密着型サービス事業所の施設数（2020年2月1日現在）
3施設 うち、1事業所休止
1施設

60施設
23施設
5施設

23施設
1施設
2施設

③　市外事業所の休止及び廃止について
廃止事業所
廃止年月日 サービス種別 事業所番号 事業所
2018年8月19日 地域密着型通所介護 1373502101 デイホームさくら（日野市）

2019年11月30日 小規模多機能型居宅介護 1392900336 ぷりま小規模多機能ステーション（八王子市）
2019年12月31日 地域密着型通所介護 1472606191 パワーリハビリテーションワトワ（相模原市）

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護

新規指定事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護

夜間対応型訪問介護

資料１



１　公表の目的

に、他の事業者に改善点を示し、自主的なサービスの質の向上に資することを目的として、市

ホームページを通じて広く市民に見える形で公表します。

２　公表時期(年２回）

　１回目 　当年度１２月に公表

　２回目 　翌年度５月に公表

３　公表内容（地域密着型サービスのみ抜粋）

実地
指導日

事業所名 法人名
サービス
種別

文書による指摘事項
改善
状況

4月25日
デイサービス
センター町田
根岸

株式会社ＡＴ
地域密着型
通所介護

利用者の家族の個人情報を用いる
場合は当該家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。

改善済

看護職員又は介護職員を常時一人
以上指定地域密着型通所介護に従
事させていない時間帯があったの
で是正すること。

改善済

避難、救出その他必要な訓練を行
うこと。

改善済

個別機能訓練加算（Ⅱ）の算定に
際しては、居宅を訪問したうえで
個別機能訓練計画を作成し、その
後3月ごとに1回以上、利用者の居
宅を訪問し、当該計画の内容の見
直し等を行うこと。

改善済

【実地指導における指摘事項及び改善状況の公表について】

　市内の介護サービス事業所に対する実地指導において、文書で指摘した事項及びその改善

状況を２０１９年１２月１６日から公表しました。

　介護サービス事業者の適切な運営の確保を促進し、指摘事項の適切な改善につなげるととも

　４月～９月実施分

　１０月～３月実施分

指定介護サービス事業所等　実地指導の結果（町田市）

　実地指導は、サービスを提供する事業所が法令等で定める基準を満たしているかについて確
認し、満たしていない部分について改善を求めるために行っています。

2020年2月4日現在

（2019年4月から2019年9月まで）

地域密着型
通所介護

ハートショッ
プ株式会社

ハートデイ
サービス

5月10日

資料2



実地
指導日

事業所名 法人名
サービス
種別

文書による指摘事項
改善
状況

5月14日
デイサロン町
田鹿鳴館

株式会社ハ
リー・トラス
ト・ジャパン

地域密着型
通所介護

なし -

5月16日
だんらんの家
南町田

和home株式会
社

地域密着型
通所介護

なし -

5月21日
デイサービス
陽だまり

合同会社陽だ
まり

地域密着型
通所介護

個別機能訓練加算（Ⅱ）の算定に
当たり、個別機能訓練に関する実
施時間・担当者等に関する事項を
記録すること。

改善済

機能訓練指導員が1以上勤務して
いなかった事例が見受けられたの
で是正すること。

改善済

看護職員又は介護職員を常時一人
以上指定地域密着型通所介護に従
事させていない時間帯があったの
で是正すること。

改善済

従業者であった者が、業務上知り
得た秘密を漏らすことがないよう
必要な措置を講じること。

改善済

利用者の家族の個人情報を用いる
場合は当該家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。

改善済

運営推進会議の報告、評価、要
望、助言等についての記録を作成
すること。

改善済

7月18日
相原デイサー
ビスセンター

オークリッチ
ケア有限会社

地域密着型
通所介護

なし -

地域密着型通所介護計画の目標及
び内容の実施状況や評価につい
て、利用者又は家族に説明を行う
こと。

改善済

避難、救出その他必要な訓練を行
うこと。

改善済

8月1日 みずきの家
特定非営利活
動法人　みず
きの会

地域密着型
通所介護

生活相談員を必要数配置していな
い事例があったので是正するこ
と。

改善済

8月29日
訪問巡回ス
テーション清
風園

社会福祉法人
賛育会

定期巡回随
時対応型訪
問介護看護

なし -

9月3日

ホームヘル
パーステー
ション　まち
だ正吉苑

社会福祉法人
正吉福祉会

定期巡回随
時対応型訪
問介護看護

なし -

地域密着型
通所介護

株式会社結の
心

デイサービス
かりゆし亭

5月28日

地域密着型
通所介護

社会福祉法人
芙蓉会

地域密着型通
所介護つるま
屋

7月30日



実地
指導日

事業所名 法人名
サービス
種別

文書による指摘事項
改善
状況

9月5日
デイサービス
センター　ま
ちだ正吉苑

社会福祉法人
正吉福祉会

（介護予
防）認知症
対応型通所
介護

指定（介護予防）認知症対応型通
所介護の提供により事故が発生し
た場合は、市町村、当該利用者の
家族、当該利用者に係る居宅介護
支援事業者等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講ずること。

改善済

9月10日
楓の風リハビ
リテーション
颯　木曽

株式会社楓の
風

地域密着型
通所介護

利用者の家族の個人情報を用いる
場合は当該家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。

改善済

利用者の家族の個人情報を用いる
場合は当該家族の同意を、あらか
じめ文書により得ること。

改善済

個別機能訓練加算（Ⅰ）の算定に
際しては、居宅を訪問したうえで
個別機能訓練計画を作成し、その
後3月ごとに1回以上、利用者の居
宅を訪問し、当該計画の内容の見
直し等を行うこと。

改善済

個別機能訓練加算（Ⅱ）の算定に
際しては、居宅を訪問したうえで
個別機能訓練計画を作成し、その
後3月ごとに1回以上、利用者の居
宅を訪問し、当該計画の内容の見
直し等を行うこと。

改善済

9月19日
認知症対応型
通所介護　芙
蓉園

社会福祉法人
芙蓉会

（介護予
防）認知症
対応型通所
介護

なし -

地域密着型通所介護を提供した際
に、当該地域密着型通所介護の提
供日及び内容等を記録していない
事例が見受けられたので是正する
こと。

改善済

利用者から支払いを受けた費用に
ついて不適正であるので是正する
こと。

改善済

利用定員を超過している日が見受
けられたので是正すること。

改善済

おおむね6月に1回以上、運営推進
会議を開催すること。

改善済

株式会社サン
スマイル

美スマイル町
田店

9月24日

【お問い合わせ】
町田市地域福祉部指導監査課
電話：042-724-4078　FAX：050-3085-0996

[掲載場所]
町田市ホームページ＞医療・福祉＞地域福祉＞福祉サービス事業所等（介護・障がい・保育）
に対する指導等）＞指定介護サービス事業所等に対する指導等について

9月12日
楓の風リハビ
リテーション
颯　原町田

株式会社楓の
風

地域密着型
通所介護

　なお、実地指導の方法や確認内容については、町田市ホームページ「指定介護サービス事業
所等に対する指導等について」をご覧ください。

地域密着型
通所介護



（１）　公募概要

圏域 圏域 選定結果

1施設 29人 市内全圏域 1施設 29人 未選定

1施設 2ユニット　18人 1施設 2ユニット　18人 選定

1施設 29人 1施設 29人 未選定

1施設 1施設 未選定

1施設 2ユニット　18人 1施設 2ユニット　18人 選定

2施設 各29人 2施設 各29人 選定

1施設 2ユニット　18人 1施設 2ユニット　18人 選定

1施設 29人 1施設 29人 未選定

※　介護老人保健施設は、再募集分より募集圏域を市内全圏域に変更しました。

（２）　公募期間及び応募状況等

【募集期間】

【事前説明会】
2018年4月25日

【一次審査】
　　2018年7月2日

【二次審査】
2018年7月23日

【応募状況及び選定結果】

応募状況 選定結果

1事業者 選定後辞退

1事業者 選定後辞退

1事業者 選定後辞退

1事業者 1事業者選定

整備数

　　2018年4月1日から2018年5月29日まで

認知症高齢者グループホーム

２０１９年度第２回再募集分までの選定状況

　　　　　　　　　・社会福祉法人　永寿会　　

　　　　　　　　　・2ユニット　18名

町田圏域

堺・忠生圏域 
認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

南圏域
認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

介護老人保健施設

認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　　　　　※認知症高齢者グループホームの選定事業者

種別

地域密着型サービス事業者の公募状況の進捗について

（看護）小規模多機能型居宅介護

介護老人保健施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

種別 整備数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

町田圏域

認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護
南圏域

堺・忠生圏域 

介護老人保健施設

認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

　　　　　　　　　・町田市南大谷1658-6

　①　町田圏域
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【募集期間】

【事前説明会】

2018年7月24日

【一次審査】

【二次審査】
2018年11月6日

【応募状況及び選定結果】

応募状況 選定結果

（看護）小規模多機能型居宅介護 2事業者 2事業者選定

認知症高齢者グループホーム 2事業者 1事業者選定 　　　　　　　　　　　・医療法人　久盛会

（看護）小規模多機能型居宅介護 応募なし 　　　　　　　　　　　・定員25名（宿泊5名）

認知症高齢者グループホーム 応募なし 　　　　　　　　　　　・町田市根岸2-32-16　　

　　　　　　　　　　　・医療法人社団　創生会
　　　　　　　　　　　・定員29名（宿泊9名）
　　　　　　　　　　　・町田市木曽西4-2-2

　　　　　　　　　　　・医療法人社団　愛友会　　
　　　　　　　　　　　・2ユニット　18名
　　　　　　　　　　　・町田市小山町11-1568-1

（３）　【再募集】公募概要と応募状況

圏域 応募状況 選定結果

市内全圏域 1施設 29人 応募なし

1施設 29人 応募なし

1施設 応募なし

1施設 2ユニット　18人 応募なし

1施設 29人 応募なし

※　介護老人保健施設は、募集圏域を市内全圏域に変更しました。

※　南圏域の認知症高齢者グループホームの募集地区は、金森、金森東、南成瀬、成瀬が丘地区となります。

【募集期間】
　2018年12月1日から2019年2月7日まで

【事前説明会】

2018年12月21日

　　2018年7月1日から2018年8月28日まで
 ② 堺・忠生圏域
　　    及び南圏域

南圏域

町田圏域
（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

南圏域
認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

介護老人保健施設

　　2018年10月12日

堺・忠生圏域
　　　　　　　　※小規模多機能型居宅介護の選定事業者

　　　　　　　　※看護小規模多機能型居宅介護の選定事業者

　　　　　　　　※認知症高齢者グループホームの選定事業者

種別 整備数



（４）　【第２回再募集】公募概要

圏域 応募状況 選定結果

市内全圏域 1施設 29人 応募なし

1施設 29人 応募なし

1施設 応募なし

1施設 2ユニット　18人 1事業者 選定なし

1施設 29人 1事業者 選定なし

【募集期間】
　2019年3月1日から2019年5月30日まで

【事前説明会】
2019年3月28日

（５）　【２０１９年度再募集】公募概要

圏域

1施設 29人

2施設 各29人

1施設

南圏域 1施設 2ユニット　18人

※　(看護)小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、募集圏域を市内全圏域に変更しました。
　　　認知症高齢者グループホームについては、南圏域全域の募集に変更しました。
※　(看護)小規模多機能型居宅介護の募集は、異なる圏域から整備運営事業者を決定します。

【募集期間】
　2019年8月16日から2019年11月14日まで

【審査】
　2020年1月17日

【応募状況及び選定結果】

応募状況 選定結果

応募なし

応募なし 　　　　　　　　　　　・ミモザ株式会社

応募なし 　　　　　　　　　　　・2ユニット　18名

2事業者 1事業者選定 　　　　　　　　　　　・町田市成瀬台2-19-15　　

認知症高齢者グループホーム

市内全圏域

種別 整備数

介護老人保健施設

（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

南圏域
認知症高齢者グループホーム

（看護）小規模多機能型居宅介護

種別 整備数

介護老人保健施設

町田圏域
（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

　　　　 　※認知症高齢者グループホームの選定事業者介護老人保健施設

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（看護）小規模多機能型居宅介護

認知症高齢者グループホーム



（６）　【２０１９年度第２回再募集】公募概要

圏域 応募状況

1施設 29人 応募なし

2施設 各29人 応募なし

1施設 応募なし

※　(看護)小規模多機能型居宅介護の募集は、異なる圏域から整備運営事業者を決定します。

【募集期間】
　2019年11月15日から2020年1月16日まで

（７）　【２０１９年度第３回再募集】公募概要

圏域

1施設 29人

2施設 各29人

1施設

※　(看護)小規模多機能型居宅介護の募集は、異なる圏域から整備運営事業者を決定します。

【募集期間】
　2020年2月1日から　随時、先着順。（応募があり次第終了）

整備数

種別 整備数

介護老人保健施設

（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

市内全圏域

介護老人保健施設

（看護）小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

市内全圏域

種別



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第 8期介護保険事業計画における実態調査結果概要 

 

①居宅介護支援事業所が感じる利用者等からのニーズ 

利用者本人及び利用者家族について「希望が多い介護保険サービス」は、いずれも訪問介護、福祉用具

貸与、通所介護が上位 3位を占めていた 

 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護については、利用者本人及び利用者家族共に

ニーズがなかった 

 ②居宅介護支援事業所からのニーズ（介護保険事業所について） 

全圏域において、訪問介護が最も不足しているという結果となった（定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

夜間対応型訪問介護等の訪問系サービスの供給が不足しているという意見多数） 

 通所系サービスについては、リハビリや入浴に関するニーズが多いが、対応できる事業所が少なく、利用

につながらないケースがある 

 稼働率調査から、リハビリ特化のデイサービスの稼働率は平均よりも高い傾向があり、需要

が多いことが伺える。 

介護保険事業所等の需要と供給 ※1 

認知症高齢者グループホームに関しては、不足しているという意見は 2.8％しかなかった 

施設数としては一定程度充足しているが、施設で働く介護職員が足りない（特に訪問介護） 

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護について 

ヘルパーが変わることを利用者が好まない（44％） 

 

事業運営の課題 ※1※2  

鍵の受け渡しに不安がある（36％） 

 単位が大きくなり、他のサービスとの調整が困難（その他として意見複数） 

 

②総合事業について（通所） 

居宅介護支援事業所 

からの意見 

③居宅介護支援事業所からのニーズ（介護保険外のサービスについて） 

充実した方がよい介護保険外サービスは、「外出時にサポートが受けられる外出支援サービスの推進」と

考える事業所が 71％と最も多かった 

共
通
意
見 

居宅介護支援事業所からの意見 

サービスの需要はあるが、一方で、法人の経営面や他サービスとの併用の面などで、課題

が多数あるという結果であった。 

居宅サービス事業所からの意見 

実施している事業所が課題に感じることとして、「単価が低く、採算が取れない」が 65％と最も高く、また、実

施をしていない法人が考える理由としても１位は同じ理由であった 

 ③総合事業について（訪問） 

実施している事業所が課題に感じることとして、「人材確保が困難」が 51％と最も高く、また、実施をしてい

ない法人が考える理由としても１位は同じ理由であった 
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※1高齢者支援センター及び居宅介護支援事業所向け調査票より 

※2地域密着型サービス、通所介護及び訪問介護事業所向け調査票より 

地域密着型サービスの稼働率 

サービス種別 稼働率 合計稼働率 

小規模多機能型居宅介護 64％ 
58％ 

看護小規模多機能型居宅介護 47％ 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 98％  

地域密着型通所介護 71％ 
75％ 

（参考）通所介護 77％ 

認知症対応型通所介護 64％  

 

 

稼働率について ※1※2 

（看護）小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護については、全体で見た稼働率は余裕がある

が、事業所数としては不足しているという意見が一定数あった。 

※稼働率＝1 ヶ月分の延べ利用者数/1 ヶ月分の延べ定員数 

※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護については、定員の概念がないため記載していません 

地域密着型通所介護においては、2016年に行った稼働率調査（51.2％）よりも、上昇傾向にあった。 

地域密着型通所介護の総量規制をかけていく中で、町田市内の事業所数が減少したこと。

リハビリ特化の事業所の稼働率が上昇したこと等が要因として考えられる。 

 （看護）小規模多機能型居宅介護は、利用可能圏域に比較できるほどの事業所数がな

い、事業所によっては定員いっぱいで受けられない場合もあるという意見があった。 

 認知症対応型通所介護は、事業所数としては 23事業所（共用型含む）と一定数存在す

るが、堺・忠生圏域の特に相原地区において不足しているという意見が複数あった。こ

れは、市内の最も西に位置する事業所でも小山ヶ丘 1 丁目であり、サービス提供が難

しいことが考えらえる。また、（看護）小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型

訪問介護看護においても同様の意見があった。 

*2 

*1 

*3 

*1 最も西に位置する認知症対応型通所介護（   ） 

*2 最も西に位置する小規模多機能型居宅介護（   ） 

*3 最も西に位置する定期巡回・随時対応型訪問介護看護（   ） 

内容は、調査全体のなかで、地域密着型サービス及び総合事業に関するものについて抜粋した内容です。 
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