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議題１ ：意見交換
について

次期計画における地域密着型サービス事業所の整備の方向性

（市提供資料）

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
資料２ 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
④ 地域密着型サービスの市外利用に関する同意について
資料３ ：第７期町田市介護保険事業計画における地域密着型サービスの整備状況
について
資料４ ：地域密着型サービス事業所に対する実地指導について
資料５ ：第１回町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会の報告について
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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
（委員長）

委員の皆様のご意見をお願いいたします。

（委員）

資料１②で定期巡回・随時対応型訪問介護看護の３事業所のうち１
事業所が休止していて、資料３で現在選定中の事業所が選定される
と、数量はいくつになるのでしょうか。

（事務局）

今現在１施設が休止となっていますが、８月の評価委員会において
選定され、開設となれば、４施設となります。

（委員長）

新型コロナウイルス感染症がしばらく続きそうであるなか、新型コロナ
ウイルス感染症による事業所の窮状や事業の継続性・廃止等についてど
のような声があがっているのか、また町田市独自の支援等があればご説
明ください。

（事務局）

各事業所の状況について、すべてを把握できているわけではありません
が、特に通所系サービス事業所で影響が大きいと聞いています。新型コ
ロナウイルス感染症に対する不安から利用を控えている利用者がいる
こと、また、ご家族の方が不安を抱えていて利用者の方をデイサービス
に送り出すことができないというケースもあるようで、一時期は３０％
程利用減という状況であったとも聞いています。リハビリのサービスは
体に触れる機会が非常に多く、また、間隔をとってサービスを提供する
など、事業者側も利用者の人数を制限せざるを得ないといった状況もあ
るようです。その余波であるのか、訪問介護・訪問看護の要望が多く、
普段ご利用のない利用者の方にもサービスの提供を行っていかなけれ
ばならないということも聞いています。また、特別養護老人ホームのよ
うな施設については、新規の利用者の受け入れができない状況であり、
家族の面会についてもモニターを通して行っている事業所もあると聞
いています。今回の新型コロナウイルス感染症によりどのサービスも影
響は受けられているという印象です。このような状況のなか、町田市で
は、７月の臨時議会において特別養護老人ホームと著しく減収が大きな
事業所に対して一定の支援をする決定をさせて頂きました。

（委員長）

継続して安定したサービスを提供するために引き続きご支援をお願いし
たいと思います。

（委員）

資料１②に記載されている休止事業所である夜間対応型訪問介護「ナイ
トサポート清風園」は私の関わる事業ですので、休止の理由等に関して
ご説明させて頂きます。基本的に夜間の対応というところで行っていま
したが、職員の配置が出来なかったということがあります。訪問系サー
ビスというのは、今ちょうど新型コロナウイルス感染症のことがありま
して、私共の施設にはデイサービスや訪問系サービスがあります。デイ
サービスの方は新型コロナウイルス感染症というところでなかなか利
用率は上がってこないですが、逆に定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
訪問看護、訪問介護というのは、退院してからすぐ必要という方の受け
入れがいっぱいいっぱいで、清風園も訪問看護は持ちきれないほど持っ
ており、新型コロナウイルス感染症対策のなかでどのように利用者様を
回していくのかということもあるなかで、休止させて頂いている状況で
す。

報告事項
及び
意見交換
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（委員）

先程、他の委員から定期巡回・随時対応型訪問介護看護の地域ニーズが
高いのではという話が出ましたが、実際に患者さんのところでサービス
を提供する時間はかなり限られていて、事業として成り立つためには大
体２０分以内くらいで行うサービスとなっています。しかし、その２０
分で安否確認、おむつ交換、食事、薬等の提供を行うのは負担が大変大
きく、かつ移動時間も必要であることから、なかなか手を出しづらいと
ころがあると感じています。

（委員）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護や夜間対応型訪問介護は利用者サイ
ドに寄った良い言葉であるが、実際に携わっている看護師や専門職の方
にとっては細切れの時間で対応しなければならない難しさがあり、事業
の組み立ても難しいから、参入業者が少なくなってしまうということな
のでしょうか。

（委員）

個人的にはそのように思います。夜間に必要な方が多く、例えばおむつ
交換であるとか、皆さん２１時くらいに希望が集中しています。訪問の
時間もかかる。定期巡回・随時対応型訪問介護看護に加えて、夜間対応
型訪問介護を実施している場合、転倒やお水に手が届かないといった理
由で訪問依頼があり、現場はとても苦労しています。生活に合わせた利
用者の希望時間が早朝や夜間に集中しやすく、スタッフが足りないなか
で人の配置が大変になってしまいます。

（委員）

夜間に集中してしまうと大変ですね。

（委員）

夜間だけでなく朝方も集中します。朝起きてデイサ―ビスへ行くまでの
時間とか、夜のおむつ交換の時間等に集中して大変だと聞いています。

（委員長）

次期の計画等でも継続してモニターしていければと思いますので、引き
続きよろしくお願いします。

報告事項２は、資料に沿って説明を行いました。
報告事項
及び
意見交換

報告２：第７期町田市介護保険事業計画における地域密着型サービスの整備状況
について

報告事項３は、資料に沿って説明を行いました。
報告３：地域密着型サービス事業所に対する実地指導について
報告事項
及び
意見交換
（委員）

今後、具体的にどのような指導を行っていくのですか。

（事務局）

通常、事業所を直接訪問し、再度確認を行うなどの取り組みを行っ
ていますが、現在は新型コロナウイルス感染症の感染拡大を避ける
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ため通常の取り組みは難しく、ホームページで指摘の多かった事例
や改善方法について公表しています。新型コロナウイルス感染症の
終息後には、事業所を訪問し指摘事項の改善を確認するという取り
組みも再開したいと考えています。
（委員）

指摘事項の公表制度等はあるのですか。

（事務局） 実地指導の結果についてはホームページ上で公表しています。昨年度
の指摘の多かった事項については実施報告書の中でトピックスとし
て紹介しています。

報告事項
及び
意見交換

（委員）

町田市のホームページに確かに載ってはいますが、なかなか見つけに
くいと感じます。次の集団指導まで待つのはもったいないのではない
かと思います。メール等で実地指導による指摘事項を周知すること
で、集団指導やホームページの公表を待たずに、各事業所の気づきを
早めることができるのではと思います。また、資料４【表２】の項目
２、項目５、項目９について、実際に行っていないのか、不十分だっ
たのか結果をお聞かせください。

（事務局）

具体的な状況について説明します。
【項目２】基本的に利用者の同意
は得ているケースが多いが、家族の同意を別に得る必要があるという
認識が浸透していないケースがありました。【項目５】苦情に関する
相談体制については、契約時に重要事項説明書等で直接文書を交付し
説明を行っている事業所がほとんどですが、既に説明済みのためか掲
示を行っていない事業所があります。介護保険の基準上、見えやすい
場所に掲示する必要があり、それが利用者保護にもつながると説明し
ています。【項目９】初回のサービス計画の際はほとんどの事業所が
アセスメントを行っていますが、２回目以降の再作成時に再度アセス
メントを行う必要性を認識していないケースが見受けられました。事
業所全体ではなく、個々の担当者の認識によるもので、一部の利用者
にアセスメントが漏れているとの指摘を行いました。

報告事項４は、資料に沿って説明を行いました。
報告４：第１回町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会の報告について

「次第４
ました。

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

議題及び
意見交換
議題１：次期計画における地域密着型サービス事業所の整備の方向性について
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（委員）

整備目標というのは何らかの具体的な数字で示していった方が良いの
ではないかと思います。都内の他の行政で数字を示さないところがあ
るとしても、他に追随するのではなく、町田市は福祉の分野で注目さ
れている面もあるのだから、リーダーシップを示しても良いのではな
いか。

（事務局） 今回、このような整備数を示さずに方向性を示したのは、一点は第 7
期の整備がなかなか進まないという状況があります。どうすれば整備
に結びつくのかを考えたなかで、柔軟に門戸を広げ、どのサービスで
あれば参入できるのか、相談の時間をしっかりと設けることをしてい
きたいと考えています。整備をしないことを考えているというより
は、いかに整備をするかということを考えたなかで、積極的に相談を
受けるという方向性で考えております。また、こちらからもアプロー
チをかけながら整備ができるよう来期では模索していきたいと考え
ています。
（委員）

資料６で、毎年高齢者人口が増えていて、生産年齢人口が減っている。
これは町田市だけではないではないと思います。その中で、おそらく
サービスとしてのニーズが高まってくるのが過去の例から見てもヘ
ルパー、看護師、看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅
介護が関わってくるだろうと思います。資料６＜町田市の整備状況＞
「４.町田市の方向性」において「現状から把握できたこと」の中で、
３か所ほどケアマネジャーに一定のニーズがあるという表記があり
ます。一定のニーズというのはある程度あると思いますが、認知度と
いう面では定期巡回・随時対応型訪問介護看護、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まだ低いと思っていま
す。ケアマネジャー連絡会においてもこの話は６、７年前からこれか
ら広げていきたいという話は出ていましたが、そこと比べて今どれだ
け認知度が上がっているかというと、自分の肌感覚や、周りの仲間の
意見を聞いても、今のところ上がっていないのではないかと思いま
す。近くにあっても少しハードルが高いとか、そんな意見が出ていま
す。そんなことがあって、訪問看護が忙しくなってしまうといったこ
とが起きていると思います。通常のヘルパーステーション、訪問看護
ステーション等に依頼をかけていく。何とかそれでも回らないことは
ないということが実際にありますね。確かに一定のニーズはあります
が、サービスを調整したり本人や家族に説明する立場のケアマネジャ
ーの認知度を訪問介護、訪問看護と同じくらいまで上げていって、選
択肢の一つとしていつもある状態にしていかなければニーズがあっ
てもつながっていきにくいと思っています。

（事務局） 認知度が低いことはあると思います。事業所の皆様にアンケートをと
らせて頂いた結果でも同様の意見が出ています。使い勝手の部分もも
ちろんあると思っています。先程委員が仰って頂いた通り、事業所と
しては定期的な対応の他に随時でも対応しなければいけないという
ことで、決められた単位数の中で何度も行かなければならない状況が
あります。ケアマネジャーさんとしては、利用者の限度額の中で各サ
ービスをうまく組み合わせられていないというお話がある一方で、ど
のように機能するのか分からないという声もあります。そういった認
知度の問題というのは、以前から言われていて、今もあると思ってい
ます。事業所を立ち上げていくのももちろんですが、そういった認知
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度を上げていくというのも、本当に必要なことだと思っております。
（委員）

看護小規模多機能型居宅介護ハーモニーは私も見学し、充実した施設
だなと感じました。設備もそうですが、職員にもとても良い施設とい
う印象を受けました。以前に秋田高城の施設見学が忠生圏域であった
と思いますが、行政の方でリードをして、見学会が行えると良いと思
います。秋田高城を見学した際には、１０人程度の違う職場の方が見
学して、皆さん非常に驚いていました。こういうところがあるのなら、
お願いしたい利用者さんがいるという声も出ていたので、実際に事業
者さんを見て頂いて、設備が整っているであるとか、重度の方でも受
け入れができるというところをオープンにしていくと、認知度を高め
るきっかけになるのではないかと思います。

（委員）

認知度について、ケアマネジャーさんは大体理解していると思います
が、使い勝手という面で認知度という言葉で片づけて良いのかなと思
います。サービスがあることは認知しているが、どのように使えば利
用者さんにとって一番良いのかという点の認知度がとても低く、それ
がハードルを高くしていると感じます。施設の方でも全部が全部、泊
まりで良いのかと言ったら、重症度の高い方ばかり増えてしまうので
はなく、ある程度自宅に帰して、自宅と施設両方でできるという体制
を整える必要があると思います。また、小規模多機能型居宅介護に頼
もうと思った人が今までは何とかなっているということで、ヘルパー
にたくさん来てもらって生活が出来ているけれど、小規模多機能型居
宅介護になると、家での生活がほとんどできなくなってしまってヘル
パーの回数が減ってしまい、そうなると生活ができなくなってしまう
のではということがあります。このように使い方の面で症例が少ない
ために認知がされ辛いのかなと感じます。施設見学もそうですし、サ
ービスの効果的な利用方法についてもケアマネジャーさんに浸透し
ていけば、様々なサービス種別がうまく使われていくと思います。そ
れとは逆に、困っている点についても行政の方でお示し頂けると、ケ
アマネジャーさんのための支援にもつながって、一歩先に進めるので
はないかと思います。

（事務局） 小規模多機能型居宅介護は、訪問も通いも泊まりもできる、すべてが
揃ったサービスということで始まりました。その３種類をどのように
組み合わせればそれぞれの利用者にマッチするのか、そういった好事
例について市としてお示しできていない部分はあると思います。それ
らをお示ししていくことで、サービスをうまく使っていける一歩とな
るとお話の中で感じましたので、検討していきたいと思います。
（委員長） 量的な整備だけでなく、質的な面からも今ある資源を効果的に使えて
いるかという評価を結びつけることも大事であるというご指摘です
ね。
（委員）

資料６＜地域密着型サービス＞の表中、夜間対応型訪問介護の第８期
の整備内容について、「参入希望の事業者からの整備に関する相談に
は個別に対応することとします」という文言から、個別に対応します
というのは具体的にどういうことなのか見えてこないので、もう少し
具体的にした方が良いのではないでしょうか。
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（事務局） サービスへの参入や興味など様々な相談に随時対応することとしたい
と思っています。来期では施設を整備できるタイミングを逃さないよ
うにしていきたいというものです。
（委員）

応募の期間を設けないということですね。

（事務局） その通りです。参入したいというお考えに至った時点で、いつでも対
応できるようにするということです。そのタイミングで、もしできる
のであれば整備をする方向で考えていきたいというのが考えです。こ
の点についてはもう少ししっかりと表現できるようにしたいと思い
ます。
（委員）

ありがとうございます。

（委員長）

他にはいかがでしょうか。

（委員）

この資料からは、看護小規模多機能型居宅介護、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が町田市の弱点であると感
じましたので、繰り返しになりますが、これらのサービスに対して何
らかの取り組みを取り入れて欲しいと思います。

（事務局）

整備の数は示さずに柔軟なかたちでの相談に応じますと言いながら
も、その中でも町田市として弱い部分、今後力を入れて整備を進めら
れる方向に持って行った方が良い部分もあると思います。表記の中で
「柔軟な相談に応じます」のみでなく、もう少し市の考えを明確にす
べきだというご意見であると受け止めました。こちらからのアプロー
チも含めて重点的にやっていきたいというような表現を検討します。

（委員）

堺第１・堺第２圏域には看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能
型居宅介護が少ないと感じます。ほかの圏域であれば、ケアマネジャ
ーの認識が高まってきたところで、例えば看護小規模多機能型居宅介
護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護を利用しながら在
宅生活を継続でき、介護保険制度の根底にあるのが住み慣れた自宅
で、とよく言われているところであると思いますが、これが一定の圏
域においてなされていないのかなという可能性をとても危惧してい
ます。ケアマネジャーは、ひょっとしたらこの利用者さんは在宅が難
しいかもしれないと思っても、本人と家族は在宅を望んでいる、でも
提供するサービスはなかなか追いつかないという時には個別ケア会
議を高齢者支援センターに開催をしてもらったりしています。その個
別ケア会議を通して、もしそのケアマネジャーが情報を持っていない
場合や少しハードルが高いと思っている場合であっても、高齢者支援
センターのスタッフさんがサポートしてくれたり、情報提供してくれ
たりするので、自宅からすぐ特別養護老人ホームしかないというので
はなくて、各圏域の皆さんに住み慣れた自宅で何とか生活を継続して
いく選択肢というのがあって然るべきなのかなと思います。

（委員）

先程から定期巡回・随時対応型訪問介護看護の数が足りないという話
が出ていますが、私共の事業所が鶴川にありまして、一歩道を挟めば
川崎市、横浜市があるという場所で展開をしています。川崎市、横浜
市には大手がやっている事業所があって、町田市は穴なんだなと思い
7

ます。道を挟んで向こう側の人が使えるのに、ここは使えないという
状況は歯がゆいです。なかなか今町田市で手があがりにくいのであれ
ば、大手さんのサテライトで展開していけるところが手をあげてくだ
されば、そこをうまく使っていけるようになるのではないかと思いま
す。
（事務局） 市を超えてサテライトを設置することできますので、今回施設数を示
さないことで柔軟に対応しやり易くしていく、積極的にアプローチを
かけていくというところを示した内容となっています。
（委員）

整備計画の中で、今年度予算から来年度の整備に係る予算はゼロにな
るのでしょうか。それとも枠はとっておくのでしょうか。

（事務局）

予算についてはこれから財政課と調整していきます。

（委員長） 今後また、次期計画に向けて、対事業者、対市民にもわかりやすい工
夫を頂きまして、さらに圏域ごとの特徴があるとご指摘がありました
ので、圏域ごとの隣接する特徴も踏まえた整備をして頂きたいと思い
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２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。
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次

第
2020 年７月３０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 いきいき生活部長あいさつ
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

資料２

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
④ 地域密着型サービスの市外利用に関する同意について
（２） 第７期町田市介護保険事業計画における地域密着型サービスの整備状況
について

資料３

（３） 地域密着型サービス事業所に対する実地指導について

資料４

（４） 第 1 回町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会の報告について
４ 意見交換
次期計画における地域密着型サービス事業所の整備の方向性について
５ 閉会

資料６

資料５

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
新規指定事業所
指定年月日
サービス種別
2020年5月1日 看護小規模多機能型居宅介護

資料１

事業所番号
1393200587

法人名・事業所名・住所
法人名：医療法人社団 創生会
事業所名：看護小規模多機能型居宅介護ハーモニー
住所：東京都町田市木曽西4丁目12番22号

※第7期介護保険事業計画で選定した事業所です。
2020年度更新事業所
更新年月日
サービス種別
2020年5月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年5月1日 認知症対応型通所介護
2020年6月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年6月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年6月1日 地域密着型通所介護
2020年7月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年7月1日 認知症対応型通所介護
2020年8月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年8月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年8月1日 認知症対応型通所介護
2020年9月1日 地域密着型通所介護
2020年9月1日 地域密着型通所介護
2020年10月1日 地域密着型通所介護
2020年11月1日 認知症対応型共同生活介護
2020年12月1日 地域密着型通所介護
2020年12月1日 地域密着型通所介護
2020年12月1日 地域密着型通所介護
2020年12月16日 認知症対応型通所介護
2021年1月1日 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
2021年3月31日 認知症対応型共同生活介護
2021年3月31日 看護小規模多機能型居宅介護
2021年4月1日 認知症対応型通所介護
2021年4月1日 認知症対応型通所介護
2021年4月1日 地域密着型通所介護
2021年4月1日 認知症対応型通所介護
2021年4月1日 認知症対応型共同生活介護

事業所番号
1373201100
1373200896
1373201126
1393200074
1373203155
1373201167
1373201175
1373200987
1373201183
1373201191
1373201472
1373205168
1373205192
1373201233
1373203189
1373205275
1373205283
1393200082
1393200348
1393200355
1393200363
1373200631
1373200649
1373200656
1373200664
1393200090

事業所
ファーストリビング町田三輪
桜実会デイサービス玉川学園 くつろぎ
丘の家 清風
グループホーム秋田高城
デイサービス コモンズ
認知症高齢者グループホームぬくもりの園
高齢者デイサービスセンターぬくもりの園
老人グループホーム 陽だまりの家町田
高齢者グループホーム光の園町田
高齢者デイサービスセンター光の園町田
コミュニティはうす シナモン
デイサービスひなた
だんらんの家 町田木曽
グループホーム花水木
でいほーむ いろり
デイサービス 心和
地域密着型通所介護つるま屋
おりづる苑かなもり
ホームヘルパーステーションまちだ正吉苑
花物語まちだナーシング
花織まちだ
おりづる苑もりの
おりづる苑 せりがや
つくし野デイサービスセンター
小山田高齢者在宅サービスセンター
グループホーム悠々園

② 市内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
2020年3月31日 地域密着型通所介護
2020年7月31日 地域密着型通所介護

事業所番号
1373203353
1393200504

事業所
花美郷リハビリデイサービス
デイサロンピースまちだ

休止事業所
休止年月日
サービス種別
2020年3月31日 夜間対応型訪問介護

事業所番号
1393200553

事業所
ナイトサポート清風園

【参考】市内地域密着型サービス事業所の施設数（2020年7月1日現在）
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
3施設 うち、1事業所休止
夜間対応型訪問介護
1施設 うち、1事業所休止
地域密着型通所介護
58施設 うち、1事業所休止
認知症対応型通所介護
23施設
小規模多機能型居宅介護
5施設
認知症対応型共同生活介護
24施設
地域密着型老人福祉施設入所者生活介護
1施設
看護小規模多機能型居宅介護
3施設
③ 市外事業所の指定等について
新規指定
指定年月日
サービス種別
2020年7月1日 地域密着型通所介護
指定更新
更新年月日
サービス種別
2020年8月1日 地域密着型通所介護

事業所番号
0790500102

事業所
デイサービス城南

事業所番号
0875200610

事業所
デイサービスセンターなごみ

資料２

地域密着型サービスの市外利用に関する同意について

１

概要

他市の被保険者の方が、町田市内の地域密着型サービス事業所を利用したい場合、他市
の依頼に対し、町田市が同意する必要があります。
また、逆も同様に、町田市の被保険者の方が他市の地域密着型サービス事業所を利用し
たい場合、他市に対して依頼をし、同意をいただく必要があります。
※

隣接している他市に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望される方は
年間を通じて件数は少ないですが、希望された場合はその都度対応が必要となります。

２

報告事項
町田市被保険者の白河市地域密着型サービスの利用について
事業所名
サービス種別
事業所番号
住所
登録定員

デイサービス城南
地域密着型通所介護
０７９０５００１０２
福島県白河市道場小路９１番地８
１８名

上記事業所の利用を希望されている方の状況
 利用希望（９１歳女性）の被保険者の身体状況
 要介護３
 令和２年４月に誤嚥性肺炎を発症以降、経管栄養及び体力低下・自力での歩行
困難な状態である。


白河市の地域密着型サービスを必要とする理由
 住民票は町田市にあるが、平成２９年１０月頃より白河市へ転居し次女宅での
静養を開始。以降、次女の希望により、自宅を開ける際にはサービス付き高齢
者向け住宅も利用。令和２年 4 月に緊急入院となり、病院と面談の結果、次女
宅ではなくサービス付き高齢者向け住宅へ退院。やむを得ない事情により、住
民票の異動は現時点で困難な状況。
 当該施設は、元々医院だったこともあり、医療的な器具が設置されており、同
等の設備が揃っている通所系サービスは近隣にない。
 体力低下等の観点から、サービス付き高齢者向け住宅に併設される当該事業所
の利用が適している。

資料３

第７期町田市介護保険事業計画における地域密着型サービスの整備状況について

（１）公募状況（選定済分）
種別

圏域

認知症高齢者グループホーム
堺・忠生圏域 小規模多機能型居宅介護

整備数
1施設 2ユニット 18人

開設状況
2020年10月開設予定

1施設 25人

開設済み

看護小規模多機能型居宅介護

1施設 29人

開設済み

町田圏域

認知症高齢者グループホーム

1施設 2ユニット 18人

開設済み

南圏域

認知症高齢者グループホーム

1施設 2ユニット 18人

2021年3月開設予定

（２）開設済施設の情報
施設名称

種別

住所

運営法人

小多機

小規模多機能ホーム秋田高城

町田市根岸2-32-16

医療法人 久盛会

看多機

看護小規模多機能型居宅介護ハーモニー

町田市木曽西4-12-22

医療法人社団 創生会

町田市南大谷1658番地6

社会福祉法人 永寿会

住所

運営法人

グループホーム いこいの郷 花梨・南大谷

（３）開設予定施設の情報
施設名称

種別

（仮称）グループホーム小山ヶ丘

町田市小山町字十一号
1568-1外

医療法人社団 愛友会

（仮称）ミモザ町田

町田市成瀬台2-19-15

ミモザ株式会社

グループホーム

（４）公募状況（未選定分）
圏域

種別

募集数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1施設

※1

（看護）小規模多機能型居宅介護

2施設 各29人

※2

市内全圏域

※1 2020年2月1日からの募集において、応募があり、現在申し込みを締め切っています。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の応募の結果は、8月下旬までに公表する予定です。
※2 （看護）小規模多機能型居宅介護の募集は、市内全圏域となっていますが、整備運営事業者は
異なる圏域から決定します。現在、募集中のサービスです。
※3 上記施設以外の未選定分として、介護老人保健施設29人分があります。

地域密着型サービス事業所に対する実地指導について

資料４

【表１】実地指導の実施状況
件数

サービス種別

2018
0
22
3
2
5
32

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
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
合計
年度
2018
2019

事業所数
（①）
127
115

実地指導
実施数(②)
32
33

2019
3
15
7
3
5
33

文書指摘事 文書指摘及び
実施率
文書指摘率
業所数(③) 口頭指導数 （②／①） （③／②）
25
307
25.2%
78.1%
21
256
28.7%
63.6%

【表２】主な指摘事項
指摘事項

件数
2018

2019

運営推進会議の報告、要望、助言等についての記録を公表し
ていない。

16

13

サービス担当者会議等において、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、あらかじめ文書で得ていな
い。

8

11

非常災害に関する具体的計画を立てていない。

6

7

事故が発生した場合は、市、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
措置を講じていない。

2

7

苦情に関する措置の概要を事業所に掲示していない。

9

4

従業者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又
はその家族の秘密を洩らさないように必要な措置を講じてい
ない。

5

4

定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っていない。

5

3

おおむね6月（2月）に1回以上、運営推進会議を開催してい
ない。

7

3

個別計画の作成に当たり、利用者の心身の状況、希望及びそ
の置かれている環境を踏まえていない（アセスメントを行っ
ていない）。

10

2

資料５
２０２０年度 第１回町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会
の開催について（報告）
日 時

2020 年 7 月 1 日（水）18：30～20：00

会 場

市庁舎 10 階 会議室 10－2～5
(1) 町田市内の高齢化の状況について
・町田市の生産年齢人口は 2020 年の 260,524 人から 2040 年には 207,542 人と、約 2 割減少する一
方、高齢者人口は 2020 年の 115,225 人から 2040 年には 142,020 人と、約 23％増加し、高齢者 1 人
を生産年齢人口 1.5 人で支える社会が訪れると見込まれます。
2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年
13.7%
17.1% 21.1%
24.7% 26.9%
28.0% 29.7%
32.6%
36.5%

高齢化率（%）
高齢者人口
50,588 68,825
（65 歳以上）
人 生産年齢人口
269,618 278,433
口 （15～64 歳）
（
人 年少人口
49,381 54,817
） （0～14 歳）
総人口
369,587 402,075

87,918 105,581 115,225 119,284 123,224 131,355 142,020
271,227 263,723 260,524 258,207 249,028 231,329 207,542
58,213

57,343 53,072

48,001 43,054 40,200 39,362

417,358 426,648 428,821 425,492 415,306 402,884 388,924

・後期高齢化率（総人口に占める後期高齢者人口の割合）も上昇を続けており、2000 年の 4.9％から
2020 年には 14.4％､2040 年には 19.5％まで上昇する見込みです。
2000 年 2005 年 2010 年 2015 年 2020 年 2025 年 2030 年 2035 年 2040 年
報 告

高齢者人口(人)
前期高齢者人口
65～69 歳
70～74 歳
後期高齢者人口
75～79 歳
80～84 歳
85～89 歳
90 歳～

50,588
32,476
19,010
13,466
18,112
8,492
5,229
3,040
1,351

68,825
42,961
24,508
18,453
25,864
12,382
7,350
3,852
2,280

87,918 105,581 115,225 119,284 123,224 131,355 142,020
52,470 57,705 53,623 46,223 46,462 55,941 66,145
29,348 29,728 25,110 22,106 25,272 31,701 35,706
23,122 27,977 28,513 24,117 21,190 24,240 30,439
35,448 47,876 61,602 73,061 76,762 75,414 75,875
16,664 21,352 25,895 26,718 22,504 19,837 22,735
10,402 14,424 18,531 22,833 23,673 19,961 17,726
5,467
7,877 11,117 14,411 18,024 19,056 16,058
2,915
4,223
6,059
9,099 12,561 16,560 19,356

・認定者数を要介護度別にみると、要介護 1 以下の比較的軽度な方の増加率が高い傾向にあります。
2011 年と 2020 年を比較すると、特に要支援１は 1,707 人から 3,947 人へ約 2.3 倍に、要介護 1 は
2,369 人から 5,009 人へ約 2.1 倍に、それぞれ 2 倍を超える増加率となっています。
2011 年
2014 年
2017 年
2020 年

要支援１

要支援２

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

1,707
2,201
3,125
3,947

1,581
1,718
1,989
2,380

2,369
3,339
4,520
5,009

2,947
3,402
3,287
3,429

2,089
2,278
2,340
2,495

1,804
2,049
2,196
2,406

1,883
2,163
2,068
2,192

総合計
14,380
17,150
19,525
21,858

(1) 「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」骨子（案）について
別紙参照

(2) 「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」計画策定スケジュールについて
・新型コロナウイルス感染拡大の影響による審議の遅れを回復するため、8 月に部会形式の審議会を開
催し、各部会での審議結果を 9 月下旬に開催予定の第２回審議会にて、全委員で共有します。
・11 月開催予定の第 3 回審議会にて、パブリックコメントに用いる計画素案を決定し、12 月～翌年 1 月
にパブリックコメントを実施します。
・翌年 2 月の第 4 回審議会にてパブリックコメント結果を踏まえ計画答申案をまとめ、3 月に策定します。
月

審議会

市民意見

事務局

国

4月

５月

6月

【中止】第 1 回審議会(資料送付のみ)
・２０１９年度計画進捗評価報告
・各種調査結果報告
・地域ケア会議等からの抽出課題報告
・計画策定スケジュール

第 1 回審議会

7月

・高齢化の状況報告
・計画骨子

議 題
8月

重点事業検討
部会
・重点事業説明

9月

10
月

・２０１９年度介護保険
事業総事業費等報告
・保険料算定プロセス

第２回審議会
・保険料の試算について
・計画素案

第 3 回審議会

11
月

中間報告

・計画素案（中間報告）

2020 年 12 月議会
（行政報告）

12
月

パブリック
コメント

第 4 回審議会

答申

・パブリックコメント実施結果の報告
・計画素案（答申）

3月

報酬改定（仮）

市民説明会

1月

2月

全国課長会議
（基本指針案など
の提示）

保険料算定検討
部会

計画策定

2021 年 3 月議会
（行政報告、条例改正）

全国課長会議
（基本指針告示）

「（仮称）町田市いきいき長寿プラン２１－２３」
現行計画の進捗状況評価
介護予防・生きがい・健康づくり・就労促進
☑2018 年 4 月に介護予防・日常生活支援総合事業へ完全
移行し、「町トレ」をはじめとした地域介護予防自主グループ
の活動が充実。
→課題：地域介護予防自主グループ等の活動継続支援。

地域ネットワークの充実
☑地域ケア会議運営ガイドラインに沿った地域ケア会議の体
制を構築。
→課題：地域ケア会議の質の向上による課題解決機能の強
化。
☑風水害・感染症対策について、市内介護保険事業所と連
携して対応。
→課題：災害時等の市内介護保険事業所等との連携や要配
慮者支援の一層の強化。

日常生活支援
☑介護予防ケアマネジメントに関する地域ケア個別会議の実
施体制を構築。
→課題：多様な地域資源と連携した支援体制の充実。

認知症支援
☑普及啓発イベント等を通して、市民や事業者と認知症への
理解を深めるためのビジョンを共有。認知症サポーター養成
や認知症カフェ開催等を通じ、認知症の人やその家族の居
場所づくりを推進。
→課題：認知症の人やその家族の視点を重視した取組の一
層の強化。

別紙

骨子（案）

○生活支援・介護予防
・要介護 1～5 の方を除く高齢者の要支援･要介護リスク者の割合は 52.3％で､75
歳以降に高まる傾向｡
・要介護 1～5 の方を除く高齢者については､｢趣味の会｣(30.9%)や｢スポーツの会｣
(23.9%)の参加率が高い。年齢別にみると､｢通いの場｣は年齢が高いほど参加率
が高い傾向がある｡
○認知症支援
・要介護 1～5 の方を除く高齢者の認知機能低下者の割合は 36.7％で、年齢別に
みると 85 歳以上では約 5 割。
・要介護 1～5 の方を除く高齢者の 52.3％が、自分が認知症になったら、周りの人
に助けてもらいながら自宅での生活を続けたいと感じている。
○医療・介護連携
・要介護 1～5 の方の約 3 割は訪問診療（訪問看護含む）を利用。一方、約 4 割は
在宅療養を「希望するが実現は難しいと思う」と回答。また、約 6 割の介護保険
事業所が「かかりつけ医、病院等との緊急時の連絡体制の整備」を課題と認識。
○家族介護者支援
・要介護 1～5 の方の約 6 割が､在宅療養における｢家族の負担｣について不安に
感じている。
・主な介護者が不安に感じる介護について、「認知症状への対応」は 29.2%と高い。
・訪問系サービスを利用していない方の主な介護者は、就業継続が困難な傾向が
強い。
○介護サービスの充実・整備
・介護保険事業所からは､夜間対応型訪問介護(31.8%)や定期巡回・随時対応型訪
問介護看護(24.9%)など､訪問系サービスが｢不足している｣との回答が多い｡一
方､居宅介護支援事業所からは､定期巡回・随時対応型訪問介護看護を｢紹介
したが利用に至らなかった｣(29.6%)との声も多い。
○介護人材の確保・育成・就労継続支援
・介護職員離職率は 18.8％で改善傾向にあるが依然厳しい。特に訪問系サー
ビスは非正規職員の割合が 68.7％と高く、34.9%の事業所が職員を「確保する
ことが難しい」と回答。

医療・介護連携
☑「町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト」を通して医
療・介護をはじめとした多職種の連携を推進。新たに在宅医
療・介護連携機能強化型地域包括支援センターを設置。
→課題：町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクトを通し
た、医療と介護の更なる連携強化。

家族介護者支援・権利擁護
☑家族介護者教室・交流会等を通して、家族介護者の支援
を推進。
→課題：家族介護者の負担軽減に向けた家族介護者支援の
一層の充実。
☑成年後見制度への支援や高齢者の虐待防止に関する普
及啓発等を推進。
→課題：虐待につながる課題を抱える高齢者の早期発見及
び対応強化。

基盤整備と住まいの選択肢の充実
☑地域密着型サービスの整備促進。
→課題：地域の実情に応じた整備計画の策定と事業者の参
入促進。

介護保険サービスの質の向上・適正化
☑介護人材の確保・育成・定着支援のため、アクティブシニ
アの介護保険事業所への就労支援等の多様な担い手の創
出に向けた取組等を推進。
→課題：介護人材の確保・育成・定着支援のため、介護保険
事業所にとって有用性・利便性に優れたプログラム
を重点的に展開。

次期計画の施策体系（案）

各種調査等の分析結果
基本目標
基本施策
主な取組

Ⅰ 地域とつながり、いきいきと暮らしている
１ 地域活躍と生きがい・健康づくりの推進
重点候補：介護予防・健康づくりのための通いの場の充実
・介護予防と健康づくりの一体的な推進
・地域介護予防自主グループと互近助クラブの支援 等
【その他の主な取組】老人クラブ活動の支援、介護予防サポーターの養成、いき
いきポイント制度の普及 等

２ 地域ネットワークの充実
重点候補：高齢者支援センターのネットワーク機能の強化
・高齢者支援センターと関係機関との連携強化
・地域ケア会議による地域課題の集約・解決 等
【その他の主な取組】高齢者見守り支援ネットワークの普及、事業者による見守
り、介護保険事業所等との災害時の連携強化 等

Ⅱ 支援が必要になっても、支え合いにより住み慣れた地域で
生活できている
３ 日常生活支援の推進
重点候補：自立支援・重度化防止に向けた取組の推進
・介護予防ケアマネジメント
・短期集中型サービス 等
【その他の主な取組】自立支援・配食ネットワークの実施、寝具乾燥消毒事業の
実施、在宅訪問理美容券の交付 等

４ 認知症の人にやさしい地域づくりの推進
重点候補：認知症の人やその家族の視点を重視した地域づくりの推進
・認知症の人やその家族の居場所づくり
・認知症サポーターの養成 等

地域ケア会議等からの抽出課題
○軽度の支援を必要とする高齢者の増加が見込まれることから、多様な生活支援
を提供できる体制づくりが必要となる。
○元気な高齢者が心身の状況を維持・改善できるような環境づくりの推進が求めら
れる。
＜課題に対する主な解決策＞
○介護予防や生活支援等のボランティア育成
○介護予防事業と保健事業の連携

【その他の主な取組】認知症相談支援、認知症の早期受診支援

等

５ 在宅療養を支える医療・介護連携の推進
重点候補：多職種による在宅医療・介護連携の推進
・町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクトの推進
・在宅医療・介護連携機能強化型地域包括支援センターによる医療・
介護連携の推進
６ 家族介護者の支援と高齢者の権利擁護
【主な取組】家族介護者教室・交流会の開催、市民向け基礎介護技術講習会の
開催、成年後見制度の利用支援、高齢者虐待の防止、市民後見人制度の利用
支援 等

国等からの方針・法改正等

Ⅲ よりよい介護サービスを安心して利用し続けることができる

○2025・2040 年を見据えたサービス・人的基盤の整備
・2025 年・2040 年のサービス需要の見込みを踏まえ、基盤整備や人材確保等の施
策を展開
○地域共生社会の実現
・地域共生社会の実現に向けた取組を推進
○介護予防・健康づくり施策の充実・推進
・ＰＤＣＡサイクルに沿った推進にあたり、データの利活用を促進、またそのための
環境を整備
○高齢者住宅等に係る都道府県･市町村間の情報連携強化
・有料老人ホーム及びサービス付高齢者向け住宅の設置状況を勘案し整備計画
を策定 等
○認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進
・「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症施策の推進 等
○介護人材確保及び業務効率化の取組の強化
・介護分野で働く専門職の確保、介護現場における業務仕訳、ＩＣＴの活用、元気
高齢者参入による業務改善 等

７ 住まいの選択肢の充実とサービス基盤・人的基盤の整備
重点候補：介護人材の確保・育成・定着
・介護人材の育成及び定着支援の強化
・多様な介護の担い手の地域活躍推進 等
【その他の主な取組】在宅生活を支える地域密着型サービスの整備促進、居住
支援協議会による高齢者の居住支援、高齢者の住宅設備改修の支援 等

8 介護保険サービスの効率的な提供と品質向上
重点候補：効率的な介護保険サービス提供の推進
・要介護認定事務の効率化
・指定申請・指導監査に関する文書負担の軽減 等
【その他の主な取組】介護保険サービスの適正化事業の推進、介護保険事業者
への指導・助言、要介護度改善に伴うインセンティブ事業の実施、介護相談員の
派遣 等

次期計画（2021 年度～2023 年度）における地域密着型サービス事業所の整備計画について

資料６

＜町田市内の整備状況＞
１． 種別ごとの整備状況および利用状況
（１）基本情報
（２）地域密着型サービスの整備率

総人口
高齢者人口
75歳以上人口
高齢化率
75歳以上率

428,821人
115,225人
61,602人
26.9%
14.4%

（３）地域密着型サービスの利用率

種別
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
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護

出典：総人口・高齢者数・75 歳以上数…市の統計資料（2020 年 1 月 1 日時点）

施設数
3施設
7施設
24施設
23施設
58施設

◆整備率：定員÷高齢者人口

定員 整備率
－
－
176人 0.15%
396人 0.34%
389人 0.34%
673人 0.58%

利用状況
66.0% （2019年度利用率）
96.2% （2020年3月末利用率）
55.3% （2019年度利用率）
71.0% （2019年10月利用率）

種別
（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
利用率
認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
出典：いきいき総務課資料

◆施設数・定員…いきいき総務課資料（2020 年 4 月 1 日時点）

※「2.圏域ごとの整備状況」以降の表には、2020 年 4 月 1 日以降に開設となる（看護）小規模多機能居宅介護 1 施設 29 人（5 月）、認知症高齢者グループホーム 2 施設 36 人（10 月・3 月）を含んだ数値となっています。

２．圏域ごとの整備状況【第 7 期計画分（開設前のもの）を含んだ数値です】
圏 域

総人口

高齢者数

高齢化率

堺・忠生

122,245

32,886

鶴川

91,924

町田

98,780

南
合計

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設数

整備率

26.9%

1

24,569

26.7%

1

27,055

27.4%

115,872

30,715

26.5%

1

―

428,821人

115,225人

26.9%

3施設

―

都内施設数

（看護）小規模多機能型居宅介護
施設数

定 員

整備率

―

2

54

―

2
2
96施設

認知症高齢者グループホーム

都全域

施設数

定 員

整備率

0.16%

6

108

50

0.20%

7

50

0.18%

6

2

51

0.17%

7

8施設

205人

0.18%

26施設

0.23%

認知症対応型通所介護
都全域

地域密着型通所介護

施設数

定 員

整備率

施設数

定 員

整備率

0.33%

7

142

0.43%

22

260

0.79%

90

0.37%

5

81

0.33%

8

92

0.37%

108

0.40%

4

72

0.27%

16

193

0.71%

126

0.41%

7

94

0.31%

12

128

0.42%

432人

0.37%

23施設

389人

0.34%

58施設

673人

0.58%

0.37%

※１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護には定員の概念がないため、整備率は示していません。
※２ 地域密着型通所介護は 2017 年 4 月 1 日時点の 69 施設 761 人から減少しています。定員 19 人以上の通所介護においては、58 施設 2,091 人（2017 年 4 月 1 日時点）から 64 施設 2,192 人（2020 年 4 月 1 日
時点）へ増加しています。

３．高齢者支援センターごとの整備状況【第 7 期計画分（開設前のもの）を含んだ数値です】
支援センター

総人口

高齢者数

高齢化率

堺第１

15,031

4,607

堺第２

35,132

忠生第１

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設数

定 員

整備率

（看護）小規模多機能型居宅介護
施設数

定 員

整備率

認知症高齢者グループホーム

認知症対応型通所介護

施設数

定 員

整備率

施設数

定 員

30.6%

1

18

0.39%

6,060

17.2%

1

18

0.30%

1

36

32,231

8,917

27.7%

忠生第２

39,851

13,302

33.4%

鶴川第１

45,367

11,608

25.6%

鶴川第２

46,557

12,961

27.8%

町田第１

42,833

9,759

22.8%

町田第２

25,066

8,781

町田第３

30,881

南第１

整備率

地域密着型通所介護
施設数

定 員

整備率

4

40

0.87%

0.59%

3

30

0.50%

1

25

0.28%

2

36

0.40%

5

82

0.92%

8

100

1.12%

1

1

29

0.22%

2

36

0.27%

1

24

0.18%

7

90

0.68%

1

2

50

0.43%

3

45

0.39%

3

47

0.40%

5

64

0.55%

4

45

0.35%

2

34

0.26%

3

28

0.22%

2

36

0.37%

3

48

0.49%

12

153

1.57%

35.0%

2

36

0.41%

3

30

0.34%

8,515

27.6%

2

36

0.42%

1

24

0.28%

1

10

0.12%

45,780

10,811

23.6%

2

36

0.33%

3

32

0.30%

7

78

0.72%

南第２

36,705

10,174

27.7%

1

18

0.18%

2

36

0.35%

2

20

0.20%

南第３

33,387

9,730

29.1%

1

4

72

0.74%

2

26

0.27%

3

30

0.31%

合計

428,821人

115,225人

26.9%

3施設

26施設

432人

0.37%

23施設

389人

0.34%

58施設

673人

0.58%

2

2

8施設

50

51

205人

0.51%

0.47%

0.18%

４．町田市の方向性
地域密着型サービスの現状


第 7 期町田市介護保険事業計画において、
（看護）小規模

現状から把握できたこと


次期計画の方向性

整備運営事業者を募集しているが、応募が少ない状況に

これまで地域密着型サービスの整備を積極的に進めてき

多機能型居宅介護 2 施設、定期巡回・随時対応型訪問介護

ある。事業者から整備に関して相談を受けても、応募に至

ました。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪

看護 1 施設の整備が計画どおり進んでいない。

らないことが続いている。

問介護を除き、概ね日常生活圏域に必要な施設が整備されて
いると考えます。次期計画では、各施設の利用状況、各種調



認知症高齢者グループホームは計画どおり 3 施設の整備



市内 4 圏域に一定数の認知症高齢者グループホームを整

査結果、その他の現状等から、各サービスについて以下のと

運営事業者の選定が終了し、12 ヶ所の高齢者支援センタ

備したことで、東京都内の整備率と同程度となっている。

おりの方向性とします。

ー区域全てに 1 ヶ所以上、認知症高齢者グループホーム

2019 年度の事業所調査で、認知症高齢者グループホーム

を整備することが可能となった。

は充足しているという意見が一定数ある。
【定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
（看護）小規模多機能



地域密着型サービスの利用状況は、認知症高齢者グルー



利用率が低い地域密着型サービスは、利用者の確保に苦

型居宅介護】

プホームを除き、低い状況にある。特に看護小規模多機能

慮している。2019 年度実施の調査では、
（看護）小規模多

第６期、第７期と計画どおりに整備が進んでおらず、募集

型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用が

機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利

に対して応募する事業者が少ない状況にあります。一方で、

伸び悩んでいる。

用者からの認知度が低い。一方で、ケアマネジャーからは

ケアマネジャーからは一定のニーズがあり、また、公募の時

一定のニーズがある。

期が合わなかったために選定に至らなかった事業所があっ
た経緯も踏まえ、次期計画では整備目標値を掲げず、事業者



定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 施設、夜間対応型訪



問介護 1 施設が休止している。


複数の認知症対応型通所介護事業所から定員の変更に関

事業所に対するヒアリングから、介護職員の確保に苦慮し

からの相談に随時対応する方法を検討します。

ていると聞く。



する相談、廃止に関する相談を受けている。

認知症対応型通所介護 23 施設中、利用率 70％以上が 4 施
設、30％未満が 5 施設ある。市内平均で確認すると、利用
率の低い状況が続いている。また、相原地区においては不
足している状況にある。

【認知症高齢者グループホーム】
計画どおりに整備が進み、第７期の整備目標は達成しま
す。
現在の整備状況、利用状況、今後の開設予定、認知症高齢
者グループホーム連絡会の意見等から、次期計画において



地域密着型通所介護の事業所数は、2017 年 4 月 1 日現在



地 域 密 着 型 通 所 介 護 の 利 用 率 が 2016 年 10 月 調 査

の 69 施設から 2020 年 4 月 1 日現在の 58 施設へ大きく減

（51.0％）に比べ、2019 年 10 月調査では 71.0％へ上昇し

少している。第７期町田市介護保険事業計画では、総量規

ている。総量規制により、地域密着型通所介護の事業所数

制（57 施設を下回るまでは整備しない）を実施している。

が抑えられたことで利用率が上がったことが考えられ
る。一方で既存の通所介護事業所から地域密着型通所介



地域密着型通所介護を経営状況について、黒字の事業所

護へ変更したいと要望がある。

は、新規での整備は行わない方向で検討します。

【認知症対応型通所介護】
第７期町田市介護保険事業計画では、整備は行わない方針
としていました。その中で、既存施設から定員の変更に関す

の利用率平均は 74.9％であり、赤字の事業所の利用率平

る相談、廃止に関する相談を受けている状況です。また、相

均は 64.2％であった。

原地区においては不足しているという意見が複数ありまし
た。



認知症高齢者グループホームでは、
2018 年度は入所 89 人、



認知症高齢者グループホームの待機者数は、施設によっ

これらを踏まえ、次期計画においては既存施設からの廃

退所 72 人、2019 年度は入所 80 人、退所 71 人と定員の約

て開きがある。2020 年 6 月末時点で、待機者 0 人は 4 施

止・定員数の増減等に関する相談や、参入希望の事業者から

2 割は入退所が生じている。

設、待機者 1～2 人は 8 施設、待機者 3～4 人は 5 施設あ

の相談に柔軟に対応する方向で検討します。

る。また、事業所調査からも施設数としては不足している
という意見はほとんどなかった。

地域密着型サービスの現状

現状から把握できたこと

次期計画の方向性

◆2019 年度実施事業所調査、市民ニーズ調査、在宅介護実態
調査からの把握事項

【地域密着型通所介護】
第７期町田市介護保険事業計画では、総量規制に取り組ん



新型コロナウイルスの感染拡大の状況下で、介護サービ



新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、地域密着型サー

だサービスであり、施設数が大きく減少しています。定員 19

ス事業所は利用控えや衛生用品の支出等の影響を受けて

ビスでは、通所系サービスである地域密着型通所介護、認

人以上の一般の通所介護の施設数は増加しているため、デイ

いる。

知症対応型通所介護の減収等の影響が出ている。

サービス全体で見ると３年前と比べ、定員数が増えていま
す。



事業者からは夜間対応型訪問介護（31.8％）や定期巡回・



定期巡回・随時対応型訪問介護看護、
（看護）小規模多機

随時対応型訪問介護看護（24.9％）など、訪問系サービス

能型居宅介護について、利用できる地域に事業所がない

が「不足している」との回答が多い。一方で、居宅介護支

という意見がある。現在、市内全圏域を募集地域としてい

援事業所からは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

るが、事業所からの応募は少ない状況にある。

現在の利用状況等を考慮し、今後の総量規制については、
積極的に行う必要がないと考えています。
次期計画では、総量規制は行わず、参入希望の事業者から
の相談に随時対応する方向で検討します。

「紹介したが利用に至らなかった」
（29.6％）との声も多
い。
【夜間対応型訪問介護】


市民ニーズ調査において、
「これからの介護について、ど



のような形が望ましいか」との質問に対し、住み慣れた自



自宅での生活や在宅介護の意向が高く、自宅で最期を迎
えたいと思っている人が多い。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護と（看護）小規模多機
能型居宅介護と同様にケアマネジャーから一定のニーズが

宅を中心にサービスを利用しながら生活すると回答した

あることを踏まえ、事業者からの相談に随時応じていく方向

割合が 56.6％と高かった。

で検討します。

認定調査時に実施した在宅介護実態調査から、施設の入
所・入居を検討している方の割合が低い。検討していない
方の割合が 83.5％だった。また、通所系のサービスの利
用者割合が高かった。



住み慣れた自宅を中心に様々な介護サービスを利用して
生活できる基盤が求められている。

＜地域密着型サービス＞

【第 7 期計画分（開設前のもの）を含んだ数値です】

種別

整備内容

圏域

1 施設

1 施設

1 施設

1 施設

3 施設

3 施設

2 施設 54 人

2 施設 54 人

2 施設 50 人

2 施設 50 人

2 施設 50 人

2 施設 50 人

2 施設 51 人

2 施設 51 人

合計

8 施設 205 人

8 施設 205 人

堺・忠生

6 施設 108 人

6 施設 108 人

7 施設 90 人

7 施設 90 人

6 施設 108 人

6 施設 108 人

7 施設 126 人

7 施設 126 人

合計

26 施設 432 人

26 施設 432 人

堺・忠生

7 施設 142 人

7 施設 142 人

5 施設 81 人

5 施設 81 人

4 施設 72 人

4 施設 72 人

7 施設 94 人

7 施設 94 人

合計

23 施設 389 人

23 施設 389 人

堺・忠生

22 施設 260 人

22 施設 260 人

8 施設 92 人

8 施設 92 人

16 施設 193 人

16 施設 193 人

12 施設 128 人

12 施設 128 人

58 施設 673 人

58 施設 673 人

1 施設

1 施設

1 施設

1 施設

合計
堺・忠生

認知症対応型通所介護

地域密着型デイサービス

次期計画末累計
1 施設

第７期介護保険事業計画期間中の応募状況、利用状況を踏まえ、整 鶴川
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 備目標は設定せず、参入希望の事業者からの整備に関する相談には個 町田
別に対応することとします。
南

認知症高齢者グループホーム

次期計画中

1 施設

堺・忠生

（看護）小規模多機能型居宅介護

第７期末累計

第７期介護保険事業計画期間中の応募状況、利用状況を踏まえ、整 鶴川
備目標は設定せず、参入希望の事業者からの整備に関する相談には個 町田
別に対応することとします。
南

鶴川
現在の定員数、利用状況、整備率等を総合的に勘案し、新規整備は
町田
行わないこととします。
南

鶴川
定員の変更等に関する既存施設からの相談や参入希望の事業者か
町田
らの相談には個別に対応することとします。
南

鶴川
総量規制は行わず、参入希望の事業者からの整備に関する相談には
町田
個別に対応することとします。
南
合計
堺・忠生
第７期介護保険事業計画期間中の申請状況を踏まえ、整備目標は設 鶴川

夜間対応型訪問介護

定せず、参入希望の事業者からの整備に関する相談には個別に対応す 町田
ることとします。
南
合計

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型以外の整備状況を踏まえ、供給量は充足していると考えているため、新規整備は行わないこととします。
地域密着型介護老人福祉施設入所者
また、地域密着型特定施設入居者生活介護においては、東京都高齢者保健福祉計画の内容を注視します。
生活介護

