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１ 町田市介護保険事業計画・高齢者福祉計画審議会委員名簿 ___  

   ◎会長 ○職務代理                    計 16 名 ※敬称略 

 氏名 分野 所属等 

1 ◎今井  幸充 学識経験者 

医療法人社団 翠会 和光病院 院長 

医療法人財団 明理会 鶴川サナトリウム病院 

勤務医 

2 ○長田  久雄 学識経験者 桜美林大学 副学長 

3  西口  守 学識経験者 東京家政学院大学 現代生活学部 教授 

4  五十子  桂祐 保健医療関係団体代表 一般社団法人 町田市医師会 

5  長﨑  敏宏 保健医療関係団体代表 公益社団法人 東京都町田市歯科医師会 

6  長田  哲治 保健医療関係団体代表 一般社団法人 町田市薬剤師会 

7  原口  功一 福祉関係団体代表 町田市高齢者支援センター連絡会 

8  西嶋  公子 福祉関係団体代表 一般社団法人 町田市介護サービスネットワーク 

9  齋藤  秀和 福祉関係団体代表 町田市ケアマネジャー連絡会 

10  老沼  誠 福祉関係団体代表 町田市民生委員児童委員協議会 

11  馬場  昭乃 福祉関係団体代表 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 

12  安達  廣美 地域関係団体代表 町田市町内会自治会連合会 

13  小澤  和夫 地域関係団体代表 町田市老人クラブ連合会 

14  長谷川 隆 公募市民  

15  佐々木 極 公募市民  

16  松山  カツ子 公募市民  
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２ 関係会議の開催経過 ____________________________  
（１）町田市介護保険事業計画・⾼齢者福祉計画審議会 

 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

7 月 1 日 

○町田市内の高齢化の状況 

○「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」骨子（案） 

○計画策定スケジュール 

重点事業 

検討部会 
8 月 19 日 

○重点的な取組の柱について 

 ・介護予防・健康づくりのための通いの場の充実 

 ・高齢者支援センターのネットワーク機能の強化 

 ・自立支援・重度化防止に向けた取組の推進 

 ・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 

 ・在宅医療・介護連携の推進 

 ・介護人材の確保・育成・定着 

 ・効率的な介護保険サービス提供の推進 

保険料算定 

検討部会 
8 月 26 日 

○第 7 期町田市介護保険事業計画における 2019 年度総事業

費等について 

○介護サービスの基盤整備 

○第 8 期（2021～2023 年度）の介護保険料決定プロセス 

第 2 回 ９月３０日 

○重点事業検討部会の開催結果について 

○保険料算定検討部会の開催結果について 

○「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」素案 

第 3 回 11 月 11 日 
○「（仮称）町田市いきいき長寿プラン２１-２３」素案 

○パブリックコメントの実施について 

第 4 回 
2021 年 

2 月 1０日 

○パブリックコメントの実施結果について 

○町田市高齢者福祉計画 2020 年度進捗状況評価 

○第 7 期町田市介護保険事業計画 2020 年度進捗状況評価 

○「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」答申（案） 
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（２）町田市地域包括支援センター運営協議会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

5 月 21 日 

○2020 年度地域包括支援センター事業計画書について 

○介護予防給付に係るマネジメント業務の新規委託事業所に

ついて 

○町田市地域包括支援センター運営事業実施要領の改正につ

いて 

○2020 年度地域包括支援センター運営事業評価の実施方法

の見直しについて 

第２回 11 月 12 日 

○「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」について 

○2019 年度高齢者支援センター決算報告について 

○全国統一評価指標による地域包括支援センターの事業評価

について 

○新型コロナウイルスの感染拡大に伴う地域包括支援センタ

ー運営事業の実施状況について 

○2020 年度地域包括支援センター重点事業計画書中間報告

及び変更計画書について 

○地域包括支援センター事業に関する 2020 年度の取組の方

向性（町田市地域包括支援センター運営方針別紙）の改正

について 

○介護予防給付に係るマネジメント業務の新規委託事業所に

ついて 

第３回 
2021 年 

3 月 18 日 

○2020 年度町田市地域包括支援センター事業報告について 

○介護予防給付に係るマネジメント業務の新規委託事業所に

ついて 

○2021 年度町田市地域包括支援センター収支予算について 

○2020 年度町田市高齢者支援センター事業評価について 

○2021 年度町田市地域包括支援センター運営業務委託仕様

書について 

○町田市地域包括支援センター運営方針の改正について 
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（３）町田市認知症施策推進協議会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

6 月 29 日 

○2019 年度町田市認知症施策実績報告 

○2020 年度町田市認知症施策スケジュール 

○認知症の人やその家族の視点を重視した取組の推進について 

○認知症早期対応・受診の支援の充実について 

○認知症疾患医療センターからの報告  

第２回 
2021 年 

3 月 11 日 

○2020 年度認知症の人やその家族の視点を重視した取組の

実績報告について 

○2020 年度認知症早期対応・受診の支援の充実の実績 

報告について 

○認知症疾患医療センターからの報告 

○高齢者支援センターからの報告 

○各委員からの報告 

 

（４）町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

5 月 20 日 

○2019 年度町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェク

ト活動報告 

○医療と介護の連携センター・2019 年度実績について 

○町田市版グループ診療の報告について 

○町プロポータルサイトの運用について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進 

協議会設置要項の改正について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2020～2022 年度）及び 2020 年度町田・安心して暮

らせるまちづくりプロジェクト実施スケジュールについて 

○2020 年度多職種連携研修会について 

○町田市退院調整シートについて 

第２回 10 月 15 日 

○町プロ多職種連携研修会緊急企画 動画配信について 

○町プロポータルサイトについて 

○町プロ・地区別企画「地域の医療と介護を知ろう！ウォー

クラリー」開催報告について 

○地域ケア会議について 

○第 14 回多職種連携研修会について 

第 3 回 
2021 年 

2 月 18 日 

○第 14 回多職種連携研修会開催報告について 

○多職種連携研修会特別企画 動画配信について 

○医療と介護の資源マップ情報更新について 

○地域ケア会議について 

○第 15 回多職種連携研修会について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2021～2023 年度）（案）について 

▶ 資料編 
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協議会設置要項の改正について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2020～2022 年度）及び 2020 年度町田・安心して暮

らせるまちづくりプロジェクト実施スケジュールについて 

○2020 年度多職種連携研修会について 

○町田市退院調整シートについて 

第２回 10 月 15 日 

○町プロ多職種連携研修会緊急企画 動画配信について 

○町プロポータルサイトについて 

○町プロ・地区別企画「地域の医療と介護を知ろう！ウォー

クラリー」開催報告について 

○地域ケア会議について 

○第 14 回多職種連携研修会について 

第 3 回 
2021 年 

2 月 18 日 

○第 14 回多職種連携研修会開催報告について 

○多職種連携研修会特別企画 動画配信について 

○医療と介護の資源マップ情報更新について 

○地域ケア会議について 

○第 15 回多職種連携研修会について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2021～2023 年度）（案）について 
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（３）町田市認知症施策推進協議会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

6 月 29 日 

○2019 年度町田市認知症施策実績報告 

○2020 年度町田市認知症施策スケジュール 

○認知症の人やその家族の視点を重視した取組の推進について 

○認知症早期対応・受診の支援の充実について 

○認知症疾患医療センターからの報告  

第２回 
2021 年 

3 月 11 日 

○2020 年度認知症の人やその家族の視点を重視した取組の

実績報告について 

○2020 年度認知症早期対応・受診の支援の充実の実績 

報告について 

○認知症疾患医療センターからの報告 

○高齢者支援センターからの報告 

○各委員からの報告 

 

（４）町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進協議会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

5 月 20 日 

○2019 年度町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェク

ト活動報告 

○医療と介護の連携センター・2019 年度実績について 

○町田市版グループ診療の報告について 

○町プロポータルサイトの運用について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト推進 

協議会設置要項の改正について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2020～2022 年度）及び 2020 年度町田・安心して暮

らせるまちづくりプロジェクト実施スケジュールについて 

○2020 年度多職種連携研修会について 

○町田市退院調整シートについて 

第２回 10 月 15 日 

○町プロ多職種連携研修会緊急企画 動画配信について 

○町プロポータルサイトについて 

○町プロ・地区別企画「地域の医療と介護を知ろう！ウォー

クラリー」開催報告について 

○地域ケア会議について 

○第 14 回多職種連携研修会について 

第 3 回 
2021 年 

2 月 18 日 

○第 14 回多職種連携研修会開催報告について 

○多職種連携研修会特別企画 動画配信について 

○医療と介護の資源マップ情報更新について 

○地域ケア会議について 

○第 15 回多職種連携研修会について 

○町田・安心して暮らせるまちづくりプロジェクト実施方針

（2021～2023 年度）（案）について 
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（５）町田市支え合い連絡会* 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

8 月 6 日 

〇介護保険事業計画・高齢者福祉計画への提言について（介

護予防・生活支援に関する「現状と課題」「今後の方向

性」について検討） 

〇町田市支え合い連絡会移動支援分会報告 

〇町田市支え合い連絡会の進め方について 

第２回 
2021 年 

1 月 7 日 

〇地域支え合い型移動支援事業所説明会の報告 

〇地域支え合い型ドライバー養成研修の報告及び相原地区の

開催について 

〇各高齢者支援センターからあげられた地域課題について 

 

（６）町田市地域密着型サービス運営委員会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

7 月 30 日 

○地域密着型サービス事業所に対する実地指導について 

○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 

第２回 11 月 17 日 

○次期計画「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」

の素案について 

 ・介護保険サービス基盤整備の方向性について 

 ・パブリックコメントについて 

第 3 回 
2021 年 

2 月 19 日 

○「町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例」等の一部改正について 

 

  

資料編 ◀ 

 

149 

 

３ 参考データ集 _________________________________  
（１）要支援・要介護認定者の状況 

地域間の人口構成の違いによる影響を調整した「調整済み認定率」を、都内平均、全国

平均と比較すると、町田市は都内平均、全国平均より認定率が高い傾向があります。 

さらに、介護度別にみると、「調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）」は、都内

平均、全国平均より高い一方、「調整済み重度認定率（要介護３～５）」は、都内平均よ

り低い傾向があります。 

「調整済み重度認定率（要介護３～５）」が低い背景には、市がこれまで重点的に推進

してきた重度化防止等の取組の影響が考えられます。 

 
調整済み認定率の推移（都内平均、全国平均との比較）                単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

調整済み認定率 17.9 18.0 17.9 18.0 17.9 17.8 17.2 17.1 17.0 

調整済み重度認定率 

（要介護３～５） 
5.9 5.8 5.7 6.2 6.1 6.1 5.9 5.8 5.8 

調整済み軽度認定率 

（要支援１～要介護２） 
12.0 12.2 12.1 11.8 11.8 11.8 11.3 11.3 11.3 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （各年度 3 月末時点） 
 

 

 

（２）介護保険サービスの利⽤状況 
介護保険サービスの受給率（受給者数/第１号被保険者数）を都内平均、全国平均と比

較すると、特に在宅サービスの受給率が低い傾向が読み取れます。 

このことから、在宅生活を支える地域密着型サービスの充実を図る必要があると考えら

れます。 

 
受給率の推移（都内平均、全国平均との比較）                    単位：% 

 

町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

受給率  

（施設サービス） 
2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 

受給率 

（居住系サービス） 
1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.2 1.3 1.3 

受給率 

（在宅サービス） 
9.1 8.4 8.8 9.3 9.4 9.6 9.9 9.6 9.8 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 
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（５）町田市支え合い連絡会* 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

8 月 6 日 

〇介護保険事業計画・高齢者福祉計画への提言について（介

護予防・生活支援に関する「現状と課題」「今後の方向

性」について検討） 

〇町田市支え合い連絡会移動支援分会報告 

〇町田市支え合い連絡会の進め方について 

第２回 
2021 年 

1 月 7 日 

〇地域支え合い型移動支援事業所説明会の報告 

〇地域支え合い型ドライバー養成研修の報告及び相原地区の

開催について 

〇各高齢者支援センターからあげられた地域課題について 

 

（６）町田市地域密着型サービス運営委員会 
 

 開催日 主な検討内容 

第 1 回 
2020 年 

7 月 30 日 

○地域密着型サービス事業所に対する実地指導について 

○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 

第２回 11 月 17 日 

○次期計画「（仮称）町田市いきいき長寿プラン 21-23」

の素案について 

 ・介護保険サービス基盤整備の方向性について 

 ・パブリックコメントについて 

第 3 回 
2021 年 

2 月 19 日 

○「町田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例」等の一部改正について 
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３ 参考データ集 _________________________________  
（１）要支援・要介護認定者の状況 

地域間の人口構成の違いによる影響を調整した「調整済み認定率」を、都内平均、全国

平均と比較すると、町田市は都内平均、全国平均より認定率が高い傾向があります。 

さらに、介護度別にみると、「調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）」は、都内

平均、全国平均より高い一方、「調整済み重度認定率（要介護３～５）」は、都内平均よ

り低い傾向があります。 

「調整済み重度認定率（要介護３～５）」が低い背景には、市がこれまで重点的に推進

してきた重度化防止等の取組の影響が考えられます。 

 
調整済み認定率の推移（都内平均、全国平均との比較）                単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

調整済み認定率 17.9 18.0 17.9 18.0 17.9 17.8 17.2 17.1 17.0 

調整済み重度認定率 

（要介護３～５） 
5.9 5.8 5.7 6.2 6.1 6.1 5.9 5.8 5.8 

調整済み軽度認定率 

（要支援１～要介護２） 
12.0 12.2 12.1 11.8 11.8 11.8 11.3 11.3 11.3 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （各年度 3 月末時点） 
 

 

 

（２）介護保険サービスの利⽤状況 
介護保険サービスの受給率（受給者数/第１号被保険者数）を都内平均、全国平均と比

較すると、特に在宅サービスの受給率が低い傾向が読み取れます。 

このことから、在宅生活を支える地域密着型サービスの充実を図る必要があると考えら

れます。 

 
受給率の推移（都内平均、全国平均との比較）                    単位：% 

 

町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

受給率  

（施設サービス） 
2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 

受給率 

（居住系サービス） 
1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.2 1.3 1.3 

受給率 

（在宅サービス） 
9.1 8.4 8.8 9.3 9.4 9.6 9.9 9.6 9.8 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 
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３ 参考データ集 _________________________________  
（１）要支援・要介護認定者の状況 

地域間の人口構成の違いによる影響を調整した「調整済み認定率」を、都内平均、全国

平均と比較すると、町田市は都内平均、全国平均より認定率が高い傾向があります。 

さらに、介護度別にみると、「調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）」は、都内

平均、全国平均より高い一方、「調整済み重度認定率（要介護３～５）」は、都内平均よ

り低い傾向があります。 

「調整済み重度認定率（要介護３～５）」が低い背景には、市がこれまで重点的に推進

してきた重度化防止等の取組の影響が考えられます。 

 
調整済み認定率の推移（都内平均、全国平均との比較）                単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

調整済み認定率 17.9 18.0 17.9 18.0 17.9 17.8 17.2 17.1 17.0 

調整済み重度認定率 

（要介護３～５） 
5.9 5.8 5.7 6.2 6.1 6.1 5.9 5.8 5.8 

調整済み軽度認定率 

（要支援１～要介護２） 
12.0 12.2 12.1 11.8 11.8 11.8 11.3 11.3 11.3 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （各年度 3 月末時点） 
 

 

 

（２）介護保険サービスの利⽤状況 
介護保険サービスの受給率（受給者数/第１号被保険者数）を都内平均、全国平均と比

較すると、特に在宅サービスの受給率が低い傾向が読み取れます。 

このことから、在宅生活を支える地域密着型サービスの充実を図る必要があると考えら

れます。 

 
受給率の推移（都内平均、全国平均との比較）                    単位：% 

 

町田市 都内平均 全国平均 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

受給率  

（施設サービス） 
2.5 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.8 2.8 2.8 

受給率 

（居住系サービス） 
1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 1.2 1.3 1.3 

受給率 

（在宅サービス） 
9.1 8.4 8.8 9.3 9.4 9.6 9.9 9.6 9.8 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 

  



資
料
編

▶ 資料編 

150 

 

（３）介護保険サービスの提供体制 
介護保険サービスの提供体制について、広域型サービスの整備率は、介護老人保健施

設・介護医療院を除いて、都内平均を上回っています。 

地域密着型サービスの整備率は、特に（看護）小規模多機能型居宅介護が都内平均を大

きく下回っています。 

本プランにおける施設整備計画は、このような整備状況のほか、介護保険サービスの利

用状況、各種調査の分析結果等を総合的に勘案して決定しています。 

 

 
広域型サービスの整備状況（2020 年 4 月 1 日時点） 

種別 施設数 定員 整備率 
都内平均 

整備率 

特別養護老人ホーム 23 施設 2,149 人 1.87% 1.62％ 

介護老人保健施設、介護医療院 7 施設 830 人 0.72% 0.82％ 

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（混合型）※ 28 施設 2,746 人 2.38% 1.34％ 

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（介護専用型） 8 施設 431 人 0.37% 0.15％ 

住宅型有料老人ホーム 10 施設 394 人 0.34% 0.26％ 

サービス付き高齢者向け住宅※ 19 施設 814 戸 0.71% 0.44％ 

出典：施設数、定員･････2020 年 4 月 1日時点いきいき総務課調べ 
整備率･･･････････定員/市内高齢者人口（住民基本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
都内平均整備率･･･定員（2020 年 4 月 1日時点東京都福祉保健局高齢社会対策部情報）/都内高齢者人口（住民基

本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
※サービス付き高齢者向け住宅に登録のある市内の介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（混合型）2施設
は、「サービス付き高齢者向け住宅」に含み算出しています。 

 

 
地域密着型サービスの整備状況（2020 年 4 月 1 日時点） 

種別 施設数 定員 整備率 
都内平均 

整備率 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3 施設 － － － 

（看護）小規模多機能型居宅介護 7 施設 176 人 0.15% 0.23％ 

認知症高齢者グループホーム 24 施設 396 人 0.34% 0.37％ 

認知症対応型通所介護 23 施設 389 人 0.34% － 

地域密着型通所介護 58 施設 673 人 0.58% － 

出典：施設数、定員･････2020 年 4 月 1日時点いきいき総務課調べ 
整備率･･･････････定員/市内高齢者人口（住民基本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
都内平均整備率･･･定員（2020 年 4 月 1日時点東京都福祉保健局高齢社会対策部情報）/都内高齢者人口（住民基

本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
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リハビリテーション提供体制に関するデータ分析 

リハビリテーションサービスの提供体制について、認定者 1 万人あたりのリ

ハビリテーションサービス提供事業所数は、介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、訪問リハビリテーションともに都内平均、全国平均を下回ってい

ます。 

リハビリテーション専門職の数は、通所リハビリテーションの言語聴覚士を

除き、全国平均と比較して少なく、専門職の数は限られている状況にありま

す。 

また、リハビリテーションサービスの利用状況について、介護老人保険施設

の稼働率は 91.3％と高い一方、通所リハビリテーションの稼働率は 58.8%と

低調となっています。 

以上から、既存のリハビリテーションサービス提供事業所の稼働率を向上さ

せ、通所リハビリテーション等の利用率を上昇させることを目標とし、リハビ

リテーションサービス提供事業所における専門人材の確保・育成・定着を支援

する必要があります。 

リハビリテーションサービス提供事業所数（認定者 1 万人あたり）（2018 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 2.87 3.35 6.73 

通所リハビリテーション 6.23 6.65 12.66 

訪問リハビリテーション 1.92 5.64 7.77 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護保険総合データベース」及び厚生
労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の従事者数（認定者 1 万人あたり）（2017 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 

理学療法士 7.55 8.55 12.04 

作業療法士 6.55 6.27 8.31 

言語聴覚士 1.01 1.61 1.72 

通所リハビリテーション 

理学療法士 6.55 10.44 17.38 

作業療法士 3.02 4.61 8.05 

言語聴覚士 1.51 1.06 1.34 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」及び
厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

リハビリテーションサービスの稼働率 

 稼働率(%) 

介護老人保健施設 91.3 

通所リハビリテーション 58.8 

出典：高齢者の福祉や介護に関する調査（事業所調査）（2019 年度 町田市実施） 

リハビリテーションサービスの利用率                   単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

介護老人保健施設 3.23 3.05 2.91 3.80 3.73 3.64 5.66 5.52 5.42 

通所リハビリテーション 3.42 3.28 3.65 5.09 5.20 5.40 9.28 9.22 9.42 

訪問リハビリテーション 0.56 0.63 0.63 1.47 1.53 1.56 1.60 1.69 1.76 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 
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（３）介護保険サービスの提供体制 
介護保険サービスの提供体制について、広域型サービスの整備率は、介護老人保健施

設・介護医療院を除いて、都内平均を上回っています。 

地域密着型サービスの整備率は、特に（看護）小規模多機能型居宅介護が都内平均を大

きく下回っています。 

本プランにおける施設整備計画は、このような整備状況のほか、介護保険サービスの利

用状況、各種調査の分析結果等を総合的に勘案して決定しています。 

 

 
広域型サービスの整備状況（2020 年 4 月 1 日時点） 

種別 施設数 定員 整備率 
都内平均 

整備率 

特別養護老人ホーム 23 施設 2,149 人 1.87% 1.62％ 

介護老人保健施設、介護医療院 7 施設 830 人 0.72% 0.82％ 

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（混合型）※ 28 施設 2,746 人 2.38% 1.34％ 

介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（介護専用型） 8 施設 431 人 0.37% 0.15％ 

住宅型有料老人ホーム 10 施設 394 人 0.34% 0.26％ 

サービス付き高齢者向け住宅※ 19 施設 814 戸 0.71% 0.44％ 

出典：施設数、定員･････2020 年 4 月 1日時点いきいき総務課調べ 
整備率･･･････････定員/市内高齢者人口（住民基本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
都内平均整備率･･･定員（2020 年 4 月 1日時点東京都福祉保健局高齢社会対策部情報）/都内高齢者人口（住民基

本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
※サービス付き高齢者向け住宅に登録のある市内の介護付有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）（混合型）2施設
は、「サービス付き高齢者向け住宅」に含み算出しています。 

 

 
地域密着型サービスの整備状況（2020 年 4 月 1 日時点） 

種別 施設数 定員 整備率 
都内平均 

整備率 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 3 施設 － － － 

（看護）小規模多機能型居宅介護 7 施設 176 人 0.15% 0.23％ 

認知症高齢者グループホーム 24 施設 396 人 0.34% 0.37％ 

認知症対応型通所介護 23 施設 389 人 0.34% － 

地域密着型通所介護 58 施設 673 人 0.58% － 

出典：施設数、定員･････2020 年 4 月 1日時点いきいき総務課調べ 
整備率･･･････････定員/市内高齢者人口（住民基本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
都内平均整備率･･･定員（2020 年 4 月 1日時点東京都福祉保健局高齢社会対策部情報）/都内高齢者人口（住民基

本台帳 2020 年 1 月 1日時点） 
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リハビリテーション提供体制に関するデータ分析 

リハビリテーションサービスの提供体制について、認定者 1 万人あたりのリ

ハビリテーションサービス提供事業所数は、介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、訪問リハビリテーションともに都内平均、全国平均を下回ってい

ます。 

リハビリテーション専門職の数は、通所リハビリテーションの言語聴覚士を

除き、全国平均と比較して少なく、専門職の数は限られている状況にありま

す。 

また、リハビリテーションサービスの利用状況について、介護老人保険施設

の稼働率は 91.3％と高い一方、通所リハビリテーションの稼働率は 58.8%と

低調となっています。 

以上から、既存のリハビリテーションサービス提供事業所の稼働率を向上さ

せ、通所リハビリテーション等の利用率を上昇させることを目標とし、リハビ

リテーションサービス提供事業所における専門人材の確保・育成・定着を支援

する必要があります。 

リハビリテーションサービス提供事業所数（認定者 1 万人あたり）（2018 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 2.87 3.35 6.73 

通所リハビリテーション 6.23 6.65 12.66 

訪問リハビリテーション 1.92 5.64 7.77 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護保険総合データベース」及び厚生
労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の従事者数（認定者 1 万人あたり）（2017 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 

理学療法士 7.55 8.55 12.04 

作業療法士 6.55 6.27 8.31 

言語聴覚士 1.01 1.61 1.72 

通所リハビリテーション 

理学療法士 6.55 10.44 17.38 

作業療法士 3.02 4.61 8.05 

言語聴覚士 1.51 1.06 1.34 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」及び
厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

リハビリテーションサービスの稼働率 

 稼働率(%) 

介護老人保健施設 91.3 

通所リハビリテーション 58.8 

出典：高齢者の福祉や介護に関する調査（事業所調査）（2019 年度 町田市実施） 

リハビリテーションサービスの利用率                   単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

介護老人保健施設 3.23 3.05 2.91 3.80 3.73 3.64 5.66 5.52 5.42 

通所リハビリテーション 3.42 3.28 3.65 5.09 5.20 5.40 9.28 9.22 9.42 

訪問リハビリテーション 0.56 0.63 0.63 1.47 1.53 1.56 1.60 1.69 1.76 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 
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リハビリテーション提供体制に関するデータ分析 

リハビリテーションサービスの提供体制について、認定者 1 万人あたりのリ

ハビリテーションサービス提供事業所数は、介護老人保健施設、通所リハビリ

テーション、訪問リハビリテーションともに都内平均、全国平均を下回ってい

ます。 

リハビリテーション専門職の数は、通所リハビリテーションの言語聴覚士を

除き、全国平均と比較して少なく、専門職の数は限られている状況にありま

す。 

また、リハビリテーションサービスの利用状況について、介護老人保険施設

の稼働率は 91.3％と高い一方、通所リハビリテーションの稼働率は 58.8%と

低調となっています。 

以上から、既存のリハビリテーションサービス提供事業所の稼働率を向上さ

せ、通所リハビリテーション等の利用率を上昇させることを目標とし、リハビ

リテーションサービス提供事業所における専門人材の確保・育成・定着を支援

する必要があります。 

リハビリテーションサービス提供事業所数（認定者 1 万人あたり）（2018 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 2.87 3.35 6.73 

通所リハビリテーション 6.23 6.65 12.66 

訪問リハビリテーション 1.92 5.64 7.77 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護保険総合データベース」及び厚生
労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の従事者数（認定者 1 万人あたり）（2017 年） 

 町田市 都内平均 全国平均 

介護老人保健施設 

理学療法士 7.55 8.55 12.04 

作業療法士 6.55 6.27 8.31 

言語聴覚士 1.01 1.61 1.72 

通所リハビリテーション 

理学療法士 6.55 10.44 17.38 

作業療法士 3.02 4.61 8.05 

言語聴覚士 1.51 1.06 1.34 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」及び
厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報より） 

リハビリテーションサービスの稼働率 

 稼働率(%) 

介護老人保健施設 91.3 

通所リハビリテーション 58.8 

出典：高齢者の福祉や介護に関する調査（事業所調査）（2019 年度 町田市実施） 

リハビリテーションサービスの利用率                   単位：% 

 
町田市 都内平均 全国平均 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

介護老人保健施設 3.23 3.05 2.91 3.80 3.73 3.64 5.66 5.52 5.42 

通所リハビリテーション 3.42 3.28 3.65 5.09 5.20 5.40 9.28 9.22 9.42 

訪問リハビリテーション 0.56 0.63 0.63 1.47 1.53 1.56 1.60 1.69 1.76 

出典：地域包括ケア「見える化」システム （2019 年度は 2020 年 2 月サービス提供分まで） 
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４ ⽤語解説 ___________________________________  

項番 用語 該当ページ 解説 

■ あ行 

1 ＩＣＴ
アイシーティー

 P.76 ほか 

「Information and Communication 

Technology 情報通信技術」の略語。情報

処理や通信に関連する技術・産業・設備・

サービス等の総称。 

2 
医療と介護の連携支援 

センター 
P.36 ほか 

市全体の在宅医療・介護連携のさらなる推

進に向けて、2020 年 4 月に開設した「在

宅医療・介護連携機能強化型地域包括支援

センター」の通称。特定の区域を担当せ

ず、高齢者支援センターの後方支援や、医

療職・介護職からの相談対応、在宅医療・

介護連携の課題整理や必要な施策の企画調

整を行う。 

■ か行 

3 介護医療院 

P.16、

P.117 

ほか 

介護保険施設のひとつ。日常的な医学管理

が必要な要介護者の受入れ、看取り・ター

ミナル等の機能と、生活施設としての機能

を兼ね備えた施設のこと。 

4 介護給付の適正化 
P.26、 

P.84 ほか 

介護給付を必要とする方を適切に認定し、

利用者が真に必要とする過不足ないサービ

スを、事業者が適切に提供するよう促すこ

と。 

5 介護給付費準備基金 
P.98 

P.137 

介護保険事業会計で第１号被保険者が負担

した介護保険料の剰余金等を積み立て、第

１号被保険者が負担する介護保険料に不足

が生じた場合に充当を行い、次期介護保険

料の抑制に活用ができるように設置された

基金のこと。 

6 介護給付費通知 P.86 

利用した介護保険サービスが事業所から適

正に請求されているかの確認や、利用サー

ビスの見直しのため、介護保険サービス利

用者に対し送付する通知書。 

7 
介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 
P.26 ほか 

要介護者等が自立した日常生活を営むのに

必要な援助に関する専門的知識・技術を有

し、要介護者等からの相談や心身の状況に

応じて、ケアプランの作成や事業所等との

連絡・調整を行う専門職。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

8 介護付有料老人ホーム 

P.79、

P.102 

ほか 

介護保険で定められた基準を満たした施設

で、入居している利用者に対して、入浴・

排泄・食事等の介護、そのほか、必要な日

常生活の支援を行う。このうち、要介護者

だけが入居可能な介護付有料老人ホームを

「介護専用型」といい、要介護者以外の者

も入居可能な介護付有料老人ホームを「混

合型」という。 

9 介護保険法 P.3 ほか 

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図

ることを目的とした法律。1997 年 12 月

公布。2000 年 4 月施行。 

10 介護保険料月額基準額 

P.98、 

P.140 

ほか 

第１号被保険者の介護保険料の基準となる

額のこと。市町村介護保険事業計画におけ

る介護保険給付費等の見込みを基に、３年

に一度、市町村（保険者）ごとに決定す

る。 

なお、第１号被保険者の介護保険料は、介

護保険料月額基準額を基に、本人・世帯の

住民税の課税状況と本人の所得状況によっ

て決定される。 

11 介護予防 P.4 ほか 

要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅ら

せる）こと、そして要介護状態にあっても

その悪化をできる限り防ぐこと、さらには

軽減を目指すこと。 

12 
介護予防 

ケアマネジメント 
P.60 ほか 

要支援者・総合事業対象者に対して、介護

予防及び日常生活支援を目的として、その

心身の状況、置かれている環境そのほかの

状況に応じて、その選択に基づき、状況に

あった適切なサービスが包括的かつ効率的

に提供されるよう必要な援助を行う事業。 

13 
介護予防・日常生活支援

総合事業 
P.28 ほか 

市町村が中心となって、地域の実情に応じ

て、住民等の多様な主体が参画し、多様な

サービスを充実させることで、地域の支え

合い体制づくりを推進し、要支援者等に対

する効果的かつ効率的な支援等を可能とす

ることを目指すもの。 

14 介護離職 P.71 ほか 
就業者が家族の介護、看護のために、退

職、転職すること。 

15 介護老人保健施設 

P.16、

P.111 

ほか 

介護保険施設のひとつ。病状が安定し、在

宅復帰のためのリハビリに重点をおいた介

護が必要な方が対象の施設で、医学的な管

理のもとでの介護、看護及びリハビリ等を

行う。 
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４ ⽤語解説 ___________________________________  

項番 用語 該当ページ 解説 

■ あ行 

1 ＩＣＴ
アイシーティー

 P.76 ほか 

「Information and Communication 

Technology 情報通信技術」の略語。情報

処理や通信に関連する技術・産業・設備・

サービス等の総称。 

2 
医療と介護の連携支援 

センター 
P.36 ほか 

市全体の在宅医療・介護連携のさらなる推

進に向けて、2020 年 4 月に開設した「在

宅医療・介護連携機能強化型地域包括支援

センター」の通称。特定の区域を担当せ

ず、高齢者支援センターの後方支援や、医

療職・介護職からの相談対応、在宅医療・

介護連携の課題整理や必要な施策の企画調

整を行う。 

■ か行 

3 介護医療院 

P.16、

P.117 

ほか 

介護保険施設のひとつ。日常的な医学管理

が必要な要介護者の受入れ、看取り・ター

ミナル等の機能と、生活施設としての機能

を兼ね備えた施設のこと。 

4 介護給付の適正化 
P.26、 

P.84 ほか 

介護給付を必要とする方を適切に認定し、

利用者が真に必要とする過不足ないサービ

スを、事業者が適切に提供するよう促すこ

と。 

5 介護給付費準備基金 
P.98 

P.137 

介護保険事業会計で第１号被保険者が負担

した介護保険料の剰余金等を積み立て、第

１号被保険者が負担する介護保険料に不足

が生じた場合に充当を行い、次期介護保険

料の抑制に活用ができるように設置された

基金のこと。 

6 介護給付費通知 P.86 

利用した介護保険サービスが事業所から適

正に請求されているかの確認や、利用サー

ビスの見直しのため、介護保険サービス利

用者に対し送付する通知書。 

7 
介護支援専門員 

（ケアマネジャー） 
P.26 ほか 

要介護者等が自立した日常生活を営むのに

必要な援助に関する専門的知識・技術を有

し、要介護者等からの相談や心身の状況に

応じて、ケアプランの作成や事業所等との

連絡・調整を行う専門職。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

8 介護付有料老人ホーム 

P.79、

P.102 

ほか 

介護保険で定められた基準を満たした施設

で、入居している利用者に対して、入浴・

排泄・食事等の介護、そのほか、必要な日

常生活の支援を行う。このうち、要介護者

だけが入居可能な介護付有料老人ホームを

「介護専用型」といい、要介護者以外の者

も入居可能な介護付有料老人ホームを「混

合型」という。 

9 介護保険法 P.3 ほか 

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図

ることを目的とした法律。1997 年 12 月

公布。2000 年 4 月施行。 

10 介護保険料月額基準額 

P.98、 

P.140 

ほか 

第１号被保険者の介護保険料の基準となる

額のこと。市町村介護保険事業計画におけ

る介護保険給付費等の見込みを基に、３年

に一度、市町村（保険者）ごとに決定す

る。 

なお、第１号被保険者の介護保険料は、介

護保険料月額基準額を基に、本人・世帯の

住民税の課税状況と本人の所得状況によっ

て決定される。 

11 介護予防 P.4 ほか 

要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅ら

せる）こと、そして要介護状態にあっても

その悪化をできる限り防ぐこと、さらには

軽減を目指すこと。 

12 
介護予防 

ケアマネジメント 
P.60 ほか 

要支援者・総合事業対象者に対して、介護

予防及び日常生活支援を目的として、その

心身の状況、置かれている環境そのほかの

状況に応じて、その選択に基づき、状況に

あった適切なサービスが包括的かつ効率的

に提供されるよう必要な援助を行う事業。 

13 
介護予防・日常生活支援

総合事業 
P.28 ほか 

市町村が中心となって、地域の実情に応じ

て、住民等の多様な主体が参画し、多様な

サービスを充実させることで、地域の支え

合い体制づくりを推進し、要支援者等に対

する効果的かつ効率的な支援等を可能とす

ることを目指すもの。 

14 介護離職 P.71 ほか 
就業者が家族の介護、看護のために、退

職、転職すること。 

15 介護老人保健施設 

P.16、

P.111 

ほか 

介護保険施設のひとつ。病状が安定し、在

宅復帰のためのリハビリに重点をおいた介

護が必要な方が対象の施設で、医学的な管

理のもとでの介護、看護及びリハビリ等を

行う。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

8 介護付有料老人ホーム 

P.79、

P.102 

ほか 

介護保険で定められた基準を満たした施設

で、入居している利用者に対して、入浴・

排泄・食事等の介護、そのほか、必要な日

常生活の支援を行う。このうち、要介護者

だけが入居可能な介護付有料老人ホームを

「介護専用型」といい、要介護者以外の者

も入居可能な介護付有料老人ホームを「混

合型」という。 

9 介護保険法 P.3 ほか 

国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図

ることを目的とした法律。1997 年 12 月

公布。2000 年 4 月施行。 

10 介護保険料月額基準額 

P.98、 

P.140 

ほか 

第１号被保険者の介護保険料の基準となる

額のこと。市町村介護保険事業計画におけ

る介護保険給付費等の見込みを基に、３年

に一度、市町村（保険者）ごとに決定す

る。 

なお、第１号被保険者の介護保険料は、介

護保険料月額基準額を基に、本人・世帯の

住民税の課税状況と本人の所得状況によっ

て決定される。 

11 介護予防 P.4 ほか 

要介護状態の発生をできる限り防ぐ（遅ら

せる）こと、そして要介護状態にあっても

その悪化をできる限り防ぐこと、さらには

軽減を目指すこと。 

12 
介護予防 

ケアマネジメント 
P.60 ほか 

要支援者・総合事業対象者に対して、介護

予防及び日常生活支援を目的として、その

心身の状況、置かれている環境そのほかの

状況に応じて、その選択に基づき、状況に

あった適切なサービスが包括的かつ効率的

に提供されるよう必要な援助を行う事業。 

13 
介護予防・日常生活支援

総合事業 
P.28 ほか 

市町村が中心となって、地域の実情に応じ

て、住民等の多様な主体が参画し、多様な

サービスを充実させることで、地域の支え

合い体制づくりを推進し、要支援者等に対

する効果的かつ効率的な支援等を可能とす

ることを目指すもの。 

14 介護離職 P.71 ほか 
就業者が家族の介護、看護のために、退

職、転職すること。 

15 介護老人保健施設 

P.16、

P.111 

ほか 

介護保険施設のひとつ。病状が安定し、在

宅復帰のためのリハビリに重点をおいた介

護が必要な方が対象の施設で、医学的な管

理のもとでの介護、看護及びリハビリ等を

行う。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

16 通いの場 
P.18、 

P.29 ほか 

住民が主体的に運営し、介護予防やフレイ

ル予防に資する様々な活動を通じて、参加

者同士が交流をはかることができる場のこ

と。 

17 
看護小規模多機能型 

居宅介護 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。医療ニーズ

の高い要介護者が住み慣れた地域で生活し

続けるため、小規模多機能型居宅介護と訪

問看護を組み合わせ、利用者のニーズに応

じた柔軟な対応を行う。 

※「（看護）小規模多機能型居宅介護」の場合は、看

護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介

護の両方を指す 

18 救急医療情報キット P.68 

自宅で容態が急変し救急要請した時に、救

急隊に対し必要な情報を円滑に提供するた

めのツール。「かかりつけの医師」、「緊

急連絡先」、「持病」等の情報を事前に記

載した用紙を筒状の容器に入れて冷蔵庫で

保管しておき、緊急時に救急隊員等がこの

情報を把握することによって、必要な対応

を迅速に行うことができる。 

19 グループ診療モデル P.68 

複数の医療機関及び訪問看護ステーション

がグループとなり、互いにサポートするこ

とで、在宅療養の提供体制を構築する仕組

み。「町田・安心して暮らせるまちづくり

プロジェクト」の一環として、仕組みの検

討・試行を行った。 

20 ケアプラン P.42 ほか 

要介護者等が介護保険サービス等を適切に

利用できるよう、心身の状況、生活環境等

を勘案し、サービスの種類・内容・担当者

等を定めた計画。計画には在宅の場合、

「居宅サービス計画」、「介護予防サービ

ス計画」、「介護予防ケアマネジメントに

係る計画」の 3 種類があり、施設の場合の

「施設サービス計画」がある。 

21 ケアマネサマリー P.68 ほか 

利用者や家族の状況からみて、入院時・外

来受診時から、治療及び退院時の積極的な

支援が必要と、ケアマネジャーが判断した

場合に、医療機関へ提供するものとして使

用する町田市独自の書式。 

22 ケアマネジメント P.60 ほか 

要介護者等がその心身の状況に合わせて適

切なサービスを利用できるよう、ケアマネ

ジャーがケアプランを作成し、事業者や施

設との連絡・調整を行う一連の活動。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

23 ケアマネジメント勉強会 P.42 ほか 

ケアマネジャーの気づきを促し、自立支援

に資する適正なケアマネジメントを行うこ

とで、ケアマネジャーが介護サービス利用

者に、良質なサービスを提供できるよう、

ケアマネジャーのスキル向上を目指した勉

強会のこと。 

市内の主任ケアマネジャーに協力を要請

し、居宅介護支援事業所等のケアマネジャ

ーを対象に、ケアプラン作成における支援

を行う。適正化事業の「ケアプラン点検事

業」に位置付けられる。 

24 高額介護サービス費 P.９7 

1か月間の介護保険サービス利用者負担額の

合計が一定の上限額を超える部分につい

て、保険から給付するもの。 

25 高齢者支援センター 
P.５、

P.29 ほか 

介護保険法第 115 条の 46 に規定された地

域包括支援センターのうち、特定の区域を

担当するものを町田市では「高齢者支援セ

ンター」と呼んでいる。 

※「地域包括支援センター」の項目を参照。 

■ さ行 

26 
サービス付き高齢者向け 

住宅 
P.6 ほか 

一人暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯な

どが、安心して住み慣れた地域で居住でき

るよう、バリアフリー構造等を備え、専門

員による安否確認・生活相談サービスなど

を提供する賃貸住宅のこと。 

27 在宅療養 
P.24、

P.36 ほか 

自宅に医師や看護師、ホームヘルパー等に

来てもらい、医療と介護を受けながら生活

を送ること。 

28 実地指導 P.86 ほか 

介護保険事業所に市職員が訪問して行う指

導のこと。実地において書類確認とヒアリ

ングを行い、事業所の運営及び介護報酬請

求について指導・助言を行う。 

29 住宅改修等の点検 P.86 

利用者宅の住宅改修や、購入した福祉用具

の利用が申請内容と変更なく、適正に行わ

れているか、利用者宅を毎年度一定数訪問

し、確認すること。確認した結果を、研修

会や各種事業者連絡会等で周知し、適正な

設置や利用を目指す取組。 

30 住宅型有料老人ホーム P.81 ほか 

見守りや、食事・掃除・洗濯等の生活援

助、緊急時対応などのサービスを受けるこ

とのできる施設。介護が必要な場合は、外

部のサービスを利用する。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

16 通いの場 
P.18、 

P.29 ほか 

住民が主体的に運営し、介護予防やフレイ

ル予防に資する様々な活動を通じて、参加

者同士が交流をはかることができる場のこ

と。 

17 
看護小規模多機能型 

居宅介護 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。医療ニーズ

の高い要介護者が住み慣れた地域で生活し

続けるため、小規模多機能型居宅介護と訪

問看護を組み合わせ、利用者のニーズに応

じた柔軟な対応を行う。 

※「（看護）小規模多機能型居宅介護」の場合は、看

護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介

護の両方を指す 

18 救急医療情報キット P.68 

自宅で容態が急変し救急要請した時に、救

急隊に対し必要な情報を円滑に提供するた

めのツール。「かかりつけの医師」、「緊

急連絡先」、「持病」等の情報を事前に記

載した用紙を筒状の容器に入れて冷蔵庫で

保管しておき、緊急時に救急隊員等がこの

情報を把握することによって、必要な対応

を迅速に行うことができる。 

19 グループ診療モデル P.68 

複数の医療機関及び訪問看護ステーション

がグループとなり、互いにサポートするこ

とで、在宅療養の提供体制を構築する仕組

み。「町田・安心して暮らせるまちづくり

プロジェクト」の一環として、仕組みの検

討・試行を行った。 

20 ケアプラン P.42 ほか 

要介護者等が介護保険サービス等を適切に

利用できるよう、心身の状況、生活環境等

を勘案し、サービスの種類・内容・担当者

等を定めた計画。計画には在宅の場合、

「居宅サービス計画」、「介護予防サービ

ス計画」、「介護予防ケアマネジメントに

係る計画」の 3 種類があり、施設の場合の

「施設サービス計画」がある。 

21 ケアマネサマリー P.68 ほか 

利用者や家族の状況からみて、入院時・外

来受診時から、治療及び退院時の積極的な

支援が必要と、ケアマネジャーが判断した

場合に、医療機関へ提供するものとして使

用する町田市独自の書式。 

22 ケアマネジメント P.60 ほか 

要介護者等がその心身の状況に合わせて適

切なサービスを利用できるよう、ケアマネ

ジャーがケアプランを作成し、事業者や施

設との連絡・調整を行う一連の活動。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

23 ケアマネジメント勉強会 P.42 ほか 

ケアマネジャーの気づきを促し、自立支援

に資する適正なケアマネジメントを行うこ

とで、ケアマネジャーが介護サービス利用

者に、良質なサービスを提供できるよう、

ケアマネジャーのスキル向上を目指した勉

強会のこと。 

市内の主任ケアマネジャーに協力を要請

し、居宅介護支援事業所等のケアマネジャ

ーを対象に、ケアプラン作成における支援

を行う。適正化事業の「ケアプラン点検事

業」に位置付けられる。 

24 高額介護サービス費 P.９7 

1か月間の介護保険サービス利用者負担額の

合計が一定の上限額を超える部分につい

て、保険から給付するもの。 

25 高齢者支援センター 
P.５、

P.29 ほか 

介護保険法第 115 条の 46 に規定された地

域包括支援センターのうち、特定の区域を

担当するものを町田市では「高齢者支援セ

ンター」と呼んでいる。 

※「地域包括支援センター」の項目を参照。 

■ さ行 

26 
サービス付き高齢者向け 

住宅 
P.6 ほか 

一人暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯な

どが、安心して住み慣れた地域で居住でき

るよう、バリアフリー構造等を備え、専門

員による安否確認・生活相談サービスなど

を提供する賃貸住宅のこと。 

27 在宅療養 
P.24、

P.36 ほか 

自宅に医師や看護師、ホームヘルパー等に

来てもらい、医療と介護を受けながら生活

を送ること。 

28 実地指導 P.86 ほか 

介護保険事業所に市職員が訪問して行う指

導のこと。実地において書類確認とヒアリ

ングを行い、事業所の運営及び介護報酬請

求について指導・助言を行う。 

29 住宅改修等の点検 P.86 

利用者宅の住宅改修や、購入した福祉用具

の利用が申請内容と変更なく、適正に行わ

れているか、利用者宅を毎年度一定数訪問

し、確認すること。確認した結果を、研修

会や各種事業者連絡会等で周知し、適正な

設置や利用を目指す取組。 

30 住宅型有料老人ホーム P.81 ほか 

見守りや、食事・掃除・洗濯等の生活援

助、緊急時対応などのサービスを受けるこ

とのできる施設。介護が必要な場合は、外

部のサービスを利用する。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

23 ケアマネジメント勉強会 P.42 ほか 

ケアマネジャーの気づきを促し、自立支援

に資する適正なケアマネジメントを行うこ

とで、ケアマネジャーが介護サービス利用

者に、良質なサービスを提供できるよう、

ケアマネジャーのスキル向上を目指した勉

強会のこと。 

市内の主任ケアマネジャーに協力を要請

し、居宅介護支援事業所等のケアマネジャ

ーを対象に、ケアプラン作成における支援

を行う。適正化事業の「ケアプラン点検事

業」に位置付けられる。 

24 高額介護サービス費 P.９7 

1か月間の介護保険サービス利用者負担額の

合計が一定の上限額を超える部分につい

て、保険から給付するもの。 

25 高齢者支援センター 
P.５、

P.29 ほか 

介護保険法第 115 条の 46 に規定された地

域包括支援センターのうち、特定の区域を

担当するものを町田市では「高齢者支援セ

ンター」と呼んでいる。 

※「地域包括支援センター」の項目を参照。 

■ さ行 

26 
サービス付き高齢者向け 

住宅 
P.6 ほか 

一人暮らし高齢者世帯や高齢者のみ世帯な

どが、安心して住み慣れた地域で居住でき

るよう、バリアフリー構造等を備え、専門

員による安否確認・生活相談サービスなど

を提供する賃貸住宅のこと。 

27 在宅療養 
P.24、

P.36 ほか 

自宅に医師や看護師、ホームヘルパー等に

来てもらい、医療と介護を受けながら生活

を送ること。 

28 実地指導 P.86 ほか 

介護保険事業所に市職員が訪問して行う指

導のこと。実地において書類確認とヒアリ

ングを行い、事業所の運営及び介護報酬請

求について指導・助言を行う。 

29 住宅改修等の点検 P.86 

利用者宅の住宅改修や、購入した福祉用具

の利用が申請内容と変更なく、適正に行わ

れているか、利用者宅を毎年度一定数訪問

し、確認すること。確認した結果を、研修

会や各種事業者連絡会等で周知し、適正な

設置や利用を目指す取組。 

30 住宅型有料老人ホーム P.81 ほか 

見守りや、食事・掃除・洗濯等の生活援

助、緊急時対応などのサービスを受けるこ

とのできる施設。介護が必要な場合は、外

部のサービスを利用する。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

31 集団指導 P.86 

介護保険事業者を一定の場所に集めて講習

会の形式で行う指導のこと。事業者に対し

て、事業所の適正な運営、適正な介護報酬

請求等に必要な指導・情報提供を行う。 

32 
縦覧点検・医療情報との

突合 
P.86 

介護報酬請求等の適正化のために給付実績

を活用し、定期的に介護報酬や医療情報と

の突合による請求内容の点検を行うこと。

この情報を活用することにより、事業所へ

の介護報酬等の算定基準を周知するととも

に、事業者指導等の効率化を図る。 

33 
16 のまちだアイ・ステー

トメント 
P.65 ほか 

「認知症とともに生きるまち」の目指すべ

き姿を、認知症当事者の視点で表した 16

の宣言。この宣言を関係者が共有し、まち

づくりの目標としている。 

（例：「私は、支援が必要な時に、地域の

人からさり気なく助けてもらうことができ

る」「私は、認知症であることを理由に差

別や特別扱いをされない」等） 

34 小規模多機能型居宅介護 P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。小規模な住

宅型の施設で、通いを中心としながら訪

問、短期間の宿泊などを組み合わせて食

事、入浴などの介護や支援を行う。 

※「（看護）小規模多機能型居宅介護」の場合は、看

護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介

護の両方を指す 

35 生活支援コーディネーター 
P.18、

P.32 ほか 

生活支援・介護予防サービスの充実と強化

を図るために高齢者支援センターに配置さ

れた職員のこと。生活支援サービスの充実

及び高齢者の社会参加に向けて、社会資

源・地域ニーズの把握を行うとともに、ボ

ランティア等の生活支援・介護予防の担い

手の養成・発掘など社会資源の開発を行

う。 

36 生産年齢人口 P.2 ほか 15 歳～64 歳の人口。 

37 成年後見制度 
P.39 

P.71 ほか 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい

者など、判断能力が不十分であるために法

律行為における意思決定が不十分または困

難な者について、その判断能力を補い保

護・支援する制度。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

■ た行 

38 第 1 号被保険者 
P.93、 

P.98 ほか 
介護保険の被保険者のうち 65 歳以上の方。 

39 退院調整シート P.68 ほか 

退院後の高齢者が円滑に在宅療養に移行で

きるよう、退院時のカンファレンス等でケ

アマネジャーが使用する情報共有ツール。

ケアマネジャーの経験や知識に関わらず、

漏れなく、効率よく情報を確認することを

目的に、必要な項目をまとめている。 

40 第 2 号被保険者 

P.96、 

P.141 

ほか 

介護保険の被保険者のうち 40 歳～64 歳の

医療保険に加入している方。老化が原因と

される病気（16 種類の特定疾病）で、介護

や支援が必要と認められた場合に、介護サ

ービスを利用できる。 

41 ダブルケア P.54 ほか 

子育てと親の介護を同時に抱えている状

態。晩婚化、高齢出産の増加、核家族化等

により、近年問題が顕在化している。 

42 団塊ジュニア世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1971 年～1975 年までの第二次ベビーブ

ーム期に生まれた人を指し、人口比率の高

い世代。 

43 団塊の世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1947 年～1949 年までのベビーブーム期

に生まれた人を指し、今の日本の人口比率

で最も高い世代。 

44 地域共生社会 P.3 ほか 

制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え

手」・「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が「我が事」と

して参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて「丸ごと」つながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

共に創っていく社会を言う。 

45 地域ケア会議 
P.18、 

P.30 ほか 

地域における包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援業務を効果的に実施するために、

介護保険法第 115 条の 48 第 1 項に基づき

行われる会議。医療・介護・福祉の専門職

や地域関係者、警察・消防等の多職種にわ

たる関係者が協働し、個別ケースの支援内

容の検討を通じて地域課題の把握・抽出・

検討を行い、地域づくりや資源開発・政策

形成等につなげる。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

31 集団指導 P.86 

介護保険事業者を一定の場所に集めて講習

会の形式で行う指導のこと。事業者に対し

て、事業所の適正な運営、適正な介護報酬

請求等に必要な指導・情報提供を行う。 

32 
縦覧点検・医療情報との

突合 
P.86 

介護報酬請求等の適正化のために給付実績

を活用し、定期的に介護報酬や医療情報と

の突合による請求内容の点検を行うこと。

この情報を活用することにより、事業所へ

の介護報酬等の算定基準を周知するととも

に、事業者指導等の効率化を図る。 

33 
16 のまちだアイ・ステー

トメント 
P.65 ほか 

「認知症とともに生きるまち」の目指すべ

き姿を、認知症当事者の視点で表した 16

の宣言。この宣言を関係者が共有し、まち

づくりの目標としている。 

（例：「私は、支援が必要な時に、地域の

人からさり気なく助けてもらうことができ

る」「私は、認知症であることを理由に差

別や特別扱いをされない」等） 

34 小規模多機能型居宅介護 P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。小規模な住

宅型の施設で、通いを中心としながら訪

問、短期間の宿泊などを組み合わせて食

事、入浴などの介護や支援を行う。 

※「（看護）小規模多機能型居宅介護」の場合は、看

護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介

護の両方を指す 

35 生活支援コーディネーター 
P.18、

P.32 ほか 

生活支援・介護予防サービスの充実と強化

を図るために高齢者支援センターに配置さ

れた職員のこと。生活支援サービスの充実

及び高齢者の社会参加に向けて、社会資

源・地域ニーズの把握を行うとともに、ボ

ランティア等の生活支援・介護予防の担い

手の養成・発掘など社会資源の開発を行

う。 

36 生産年齢人口 P.2 ほか 15 歳～64 歳の人口。 

37 成年後見制度 
P.39 

P.71 ほか 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい

者など、判断能力が不十分であるために法

律行為における意思決定が不十分または困

難な者について、その判断能力を補い保

護・支援する制度。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

■ た行 

38 第 1 号被保険者 
P.93、 

P.98 ほか 
介護保険の被保険者のうち 65 歳以上の方。 

39 退院調整シート P.68 ほか 

退院後の高齢者が円滑に在宅療養に移行で

きるよう、退院時のカンファレンス等でケ

アマネジャーが使用する情報共有ツール。

ケアマネジャーの経験や知識に関わらず、

漏れなく、効率よく情報を確認することを

目的に、必要な項目をまとめている。 

40 第 2 号被保険者 

P.96、 

P.141 

ほか 

介護保険の被保険者のうち 40 歳～64 歳の

医療保険に加入している方。老化が原因と

される病気（16 種類の特定疾病）で、介護

や支援が必要と認められた場合に、介護サ

ービスを利用できる。 

41 ダブルケア P.54 ほか 

子育てと親の介護を同時に抱えている状

態。晩婚化、高齢出産の増加、核家族化等

により、近年問題が顕在化している。 

42 団塊ジュニア世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1971 年～1975 年までの第二次ベビーブ

ーム期に生まれた人を指し、人口比率の高

い世代。 

43 団塊の世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1947 年～1949 年までのベビーブーム期

に生まれた人を指し、今の日本の人口比率

で最も高い世代。 

44 地域共生社会 P.3 ほか 

制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え

手」・「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が「我が事」と

して参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて「丸ごと」つながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

共に創っていく社会を言う。 

45 地域ケア会議 
P.18、 

P.30 ほか 

地域における包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援業務を効果的に実施するために、

介護保険法第 115 条の 48 第 1 項に基づき

行われる会議。医療・介護・福祉の専門職

や地域関係者、警察・消防等の多職種にわ

たる関係者が協働し、個別ケースの支援内

容の検討を通じて地域課題の把握・抽出・

検討を行い、地域づくりや資源開発・政策

形成等につなげる。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

■ た行 

38 第 1 号被保険者 
P.93、 

P.98 ほか 
介護保険の被保険者のうち 65 歳以上の方。 

39 退院調整シート P.68 ほか 

退院後の高齢者が円滑に在宅療養に移行で

きるよう、退院時のカンファレンス等でケ

アマネジャーが使用する情報共有ツール。

ケアマネジャーの経験や知識に関わらず、

漏れなく、効率よく情報を確認することを

目的に、必要な項目をまとめている。 

40 第 2 号被保険者 

P.96、 

P.141 

ほか 

介護保険の被保険者のうち 40 歳～64 歳の

医療保険に加入している方。老化が原因と

される病気（16 種類の特定疾病）で、介護

や支援が必要と認められた場合に、介護サ

ービスを利用できる。 

41 ダブルケア P.54 ほか 

子育てと親の介護を同時に抱えている状

態。晩婚化、高齢出産の増加、核家族化等

により、近年問題が顕在化している。 

42 団塊ジュニア世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1971 年～1975 年までの第二次ベビーブ

ーム期に生まれた人を指し、人口比率の高

い世代。 

43 団塊の世代 
P.1、 

P.2 ほか 

1947 年～1949 年までのベビーブーム期

に生まれた人を指し、今の日本の人口比率

で最も高い世代。 

44 地域共生社会 P.3 ほか 

制度・分野ごとの「縦割り」や、「支え

手」・「受け手」という関係を超えて、地

域住民や地域の多様な主体が「我が事」と

して参画し、人と人、人と資源が世代や分

野を超えて「丸ごと」つながることで、住

民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域を

共に創っていく社会を言う。 

45 地域ケア会議 
P.18、 

P.30 ほか 

地域における包括的・継続的ケアマネジメ

ント支援業務を効果的に実施するために、

介護保険法第 115 条の 48 第 1 項に基づき

行われる会議。医療・介護・福祉の専門職

や地域関係者、警察・消防等の多職種にわ

たる関係者が協働し、個別ケースの支援内

容の検討を通じて地域課題の把握・抽出・

検討を行い、地域づくりや資源開発・政策

形成等につなげる。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

46 地域ケア個別会議 P.32 ほか 

高齢者が尊厳を保持して、自分らしい生活

を主体的に営むことができるよう、多職種

が連携し、自立支援、介護予防、要介護状

態等の軽減の観点から個別事例の検討を行

う会議。 

47 地域包括支援センター 

P.26 

P.108 

ほか 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安

定のために必要な援助を行うことにより、

その保健医療の向上及び福祉の増進を包括

的に支援することを目的に、介護保険法

115 条の 46 の規定により設置する機関。

町田市で は委託方 式で 13 か所に設 置

（2020 年 4 月現在）している。 

48 地域密着型サービス 
P.16、

P.26 ほか 

住み慣れた地域で要介護者の生活を支える

ことを目的として、2006 年の介護保険法

の改正により新たに設けられたサービス。

認知症対応型デイサービス、（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、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護などがある。 

49 
地域密着型デイサービス 

（地域密着型通所介護） 

P.40、

P.103 

ほか 

地域密着型サービスのひとつ。定員 18 人以

下の小規模の施設で、食事・入浴などの介

護サービスや生活機能向上の訓練を行う。 

50 Ｄ
ディー

カフェ P.34 ほか 

町田市の認知症カフェの総称。“Ｄ”は認

知症を意味するＤementia の頭文字。認知

症当事者、その家族と地域のつながる場。 

51 Ｄ
ディー

ブックス P.34 ほか 

認知症の正しい知識が得られる場として、

認知症関連の書籍を集めた特設コーナーを

設置する等、本を活用した認知症に関する

普及啓発の取組のこと。 

市内の図書館や民間書店、認知症疾患医療

センター等で実施している。 

52 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。日中・夜間

を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に

またはそれぞれが密接に連携しながら、定

期巡回訪問と随時の対応を行う。 

53 
東京都福祉サービス評価

推進機構認証評価機関 
P.87 

特別養護老人ホーム等の介護サービス事業

所のほか、障害福祉サービス事業所や保育

所などの福祉サービス全般を提供している

事業所を専門的かつ客観的に評価する機関

のこと。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

54 
特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

P.16、

P.40 ほか 

介護保険施設のひとつ。日常生活で常に介

護を必要とし、在宅生活が困難な方が対象

の施設で、施設サービス計画に基づいて、

食事、入浴などの日常生活の介護や健康管

理を行う。 

■ な行 

55 二次避難施設 P.57 

一般的に言う福祉避難所のことで、災害時

に避難施設で避難生活を送ることが困難な

要配慮者（高齢者、障がい者等）等を受け

入れるための施設のこと。町田市では、市

内の社会福祉施設等の一部と二次避難施設

の開設・運営に関する協定を締結してい

る。 

56 
認知症高齢者グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 

P.25、

P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

が少人数で共同生活を送りながら、食事、

入浴などの介護や支援、機能訓練等のサー

ビスを受けることのできる施設。 

57 認知症サポーター P.65 ほか 

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、

地域や職域で認知症の人や家族に対して、

できる範囲での手助けをする人。 

58 
認知症対応型デイサービス 

（認知症対応型通所介護） 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

を対象に、食事、入浴などの介護や支援、

機能訓練を行う。 

59 認定調査員 P.84 ほか 

要介護度を判定するために申請者の自宅等

を訪問し、厚生労働省の定めた認定調査票

（74 項目）を基に、申請者の心身状態を調

査する者。 

60 認定率 P.13 ほか 
第１号被保険者に対する要介護・要支援認

定者の割合。 

■ は行 

61 8 0 5 0
はちまるごーまる

問題 P.54 ほか 

高齢の親と同居する 50 歳以上の子どもの組

み合わせによる生活問題。例えば、引きこ

もりの長期化により高齢の親に生活を依存

せざるを得ない、親の介護のために子ども

が離職し生活に困窮するなど、様々な問題

が挙げられる。 

62 パブリックコメント P.7 ほか 

行政が政策、制度等を決定する際に、市民

などの意見を聞いて、それを考慮しながら

最終決定を行う仕組みのこと。 

▶ 資料編 
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項番 用語 該当ページ 解説 

46 地域ケア個別会議 P.32 ほか 

高齢者が尊厳を保持して、自分らしい生活

を主体的に営むことができるよう、多職種

が連携し、自立支援、介護予防、要介護状

態等の軽減の観点から個別事例の検討を行

う会議。 

47 地域包括支援センター 

P.26 

P.108 

ほか 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安

定のために必要な援助を行うことにより、

その保健医療の向上及び福祉の増進を包括

的に支援することを目的に、介護保険法

115 条の 46 の規定により設置する機関。

町田市で は委託方 式で 13 か所に設 置

（2020 年 4 月現在）している。 

48 地域密着型サービス 
P.16、

P.26 ほか 

住み慣れた地域で要介護者の生活を支える

ことを目的として、2006 年の介護保険法

の改正により新たに設けられたサービス。

認知症対応型デイサービス、（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、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護などがある。 

49 
地域密着型デイサービス 

（地域密着型通所介護） 

P.40、

P.103 

ほか 

地域密着型サービスのひとつ。定員 18 人以

下の小規模の施設で、食事・入浴などの介

護サービスや生活機能向上の訓練を行う。 

50 Ｄ
ディー

カフェ P.34 ほか 

町田市の認知症カフェの総称。“Ｄ”は認

知症を意味するＤementia の頭文字。認知

症当事者、その家族と地域のつながる場。 

51 Ｄ
ディー

ブックス P.34 ほか 

認知症の正しい知識が得られる場として、

認知症関連の書籍を集めた特設コーナーを

設置する等、本を活用した認知症に関する

普及啓発の取組のこと。 

市内の図書館や民間書店、認知症疾患医療

センター等で実施している。 

52 
定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。日中・夜間

を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に

またはそれぞれが密接に連携しながら、定

期巡回訪問と随時の対応を行う。 

53 
東京都福祉サービス評価

推進機構認証評価機関 
P.87 

特別養護老人ホーム等の介護サービス事業

所のほか、障害福祉サービス事業所や保育

所などの福祉サービス全般を提供している

事業所を専門的かつ客観的に評価する機関

のこと。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

54 
特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

P.16、

P.40 ほか 

介護保険施設のひとつ。日常生活で常に介

護を必要とし、在宅生活が困難な方が対象

の施設で、施設サービス計画に基づいて、

食事、入浴などの日常生活の介護や健康管

理を行う。 

■ な行 

55 二次避難施設 P.57 

一般的に言う福祉避難所のことで、災害時

に避難施設で避難生活を送ることが困難な

要配慮者（高齢者、障がい者等）等を受け

入れるための施設のこと。町田市では、市

内の社会福祉施設等の一部と二次避難施設

の開設・運営に関する協定を締結してい

る。 

56 
認知症高齢者グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 

P.25、

P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

が少人数で共同生活を送りながら、食事、

入浴などの介護や支援、機能訓練等のサー

ビスを受けることのできる施設。 

57 認知症サポーター P.65 ほか 

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、

地域や職域で認知症の人や家族に対して、

できる範囲での手助けをする人。 

58 
認知症対応型デイサービス 

（認知症対応型通所介護） 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

を対象に、食事、入浴などの介護や支援、

機能訓練を行う。 

59 認定調査員 P.84 ほか 

要介護度を判定するために申請者の自宅等

を訪問し、厚生労働省の定めた認定調査票

（74 項目）を基に、申請者の心身状態を調

査する者。 

60 認定率 P.13 ほか 
第１号被保険者に対する要介護・要支援認

定者の割合。 

■ は行 

61 8 0 5 0
はちまるごーまる

問題 P.54 ほか 

高齢の親と同居する 50 歳以上の子どもの組

み合わせによる生活問題。例えば、引きこ

もりの長期化により高齢の親に生活を依存

せざるを得ない、親の介護のために子ども

が離職し生活に困窮するなど、様々な問題

が挙げられる。 

62 パブリックコメント P.7 ほか 

行政が政策、制度等を決定する際に、市民

などの意見を聞いて、それを考慮しながら

最終決定を行う仕組みのこと。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

54 
特別養護老人ホーム 

（介護老人福祉施設） 

P.16、

P.40 ほか 

介護保険施設のひとつ。日常生活で常に介

護を必要とし、在宅生活が困難な方が対象

の施設で、施設サービス計画に基づいて、

食事、入浴などの日常生活の介護や健康管

理を行う。 

■ な行 

55 二次避難施設 P.57 

一般的に言う福祉避難所のことで、災害時

に避難施設で避難生活を送ることが困難な

要配慮者（高齢者、障がい者等）等を受け

入れるための施設のこと。町田市では、市

内の社会福祉施設等の一部と二次避難施設

の開設・運営に関する協定を締結してい

る。 

56 
認知症高齢者グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 

P.25、

P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

が少人数で共同生活を送りながら、食事、

入浴などの介護や支援、機能訓練等のサー

ビスを受けることのできる施設。 

57 認知症サポーター P.65 ほか 

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、

地域や職域で認知症の人や家族に対して、

できる範囲での手助けをする人。 

58 
認知症対応型デイサービス 

（認知症対応型通所介護） 
P.40 ほか 

地域密着型サービスのひとつ。認知症の方

を対象に、食事、入浴などの介護や支援、

機能訓練を行う。 

59 認定調査員 P.84 ほか 

要介護度を判定するために申請者の自宅等

を訪問し、厚生労働省の定めた認定調査票

（74 項目）を基に、申請者の心身状態を調

査する者。 

60 認定率 P.13 ほか 
第１号被保険者に対する要介護・要支援認

定者の割合。 

■ は行 

61 8 0 5 0
はちまるごーまる

問題 P.54 ほか 

高齢の親と同居する 50 歳以上の子どもの組

み合わせによる生活問題。例えば、引きこ

もりの長期化により高齢の親に生活を依存

せざるを得ない、親の介護のために子ども

が離職し生活に困窮するなど、様々な問題

が挙げられる。 

62 パブリックコメント P.7 ほか 

行政が政策、制度等を決定する際に、市民

などの意見を聞いて、それを考慮しながら

最終決定を行う仕組みのこと。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

63 P D C A
ピーディーシーエー

サイクル 
P.26、

P.90 ほか 

計 画 （ Plan ） 、 実 行 （ Do ） 、 評 価

（Check）、改善（Action）を繰り返すこ

とによって、継続的な改善を図る手法のこ

と。 

64 避難行動要支援者 P.57 

要配慮者のうち、災害時に自ら避難するこ

とが困難で、そのために特に支援が必要な

人。 

65 フレイル P.29 ほか 

高齢期に病気や老化などによる影響を受け

て、心身の活力（筋力や認知機能など）を

含む生活機能が低下し、将来要介護状態と

なる危険性が高い状態で、健康と要介護の

間に位置している状態。 

66 補足給付 P.97 

低所得者が施設サービス等を利用した場合

の食費・居住費について、特定入所者介護

サービス費として保険から給付するもの。

補足給付により、利用者の負担する額は負

担限度額までとなる。 

■ ま行 

67 

町田・安心して暮らせる 

まちづくりプロジェクト 

（町プロ） 

P.36 ほか 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心

して暮らしていくことができるように、市

内の高齢者の在宅療養を支え、医療と介護

をはじめとした多職種の連携の促進を図る

ための取組のこと。 

この取組を協議するための体制として、町

田市医師会が中心となり、市と連携して運

営する「町田・安心して暮らせるまちづく

りプロジェクト推進協議会」を2013年10

月に発足した。2020 年 4 月現在、この協

議会には、医療・介護関係団体 16 団体が加

入している。 

68 まちだ互近助クラブ 
P.16、

P.32 ほか 

地域の助け合いの関係を基盤として住民が

主体となって立ち上げ、参加者の心身機能

が低下した場合でも、長く活動できること

を目指したクラブのこと。 

69 
町田市介護人材 

開発センター 

P.41、

P.76 ほか 

町田市内の介護・福祉・看護等の人材の確

保及び育成並びに定着に資するとともに、

町田市の福祉の向上に寄与することを目的

として、2011 年に設立された町田市の外

郭団体。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

70 町田市支え合い連絡会 

P.91、 

P.148 

ほか 

介護予防・生活支援に関する課題抽出や課

題解決に向けた検討などを行うため、ボラ

ンティア、ＮＰＯ、民間企業などの関係者

間で情報を共有し、連携・協働による取組

を推進する会議体。 

71 まちだ Ｄ
ディー

サミット P.34 ほか 

認知症の人やその家族をはじめ、企業、医

療福祉関係者、地域団体、ＮＰＯ法人、学

術研究者等の関係者が参加し、「認知症の

人にやさしいまち」の実現に向けて、その

あり方を話し合うイベント。 

2018 年度、2019 年度とこれまで 2 回開

催している。 

72 
町田を元気にする 

トレーニング（町トレ） 
P.28 ほか 

誰もが身近な地域で定期的、継続的に介護

予防に取り組むことができるよう、市内の

理学療法士や健康運動指導士が中心となっ

て作成した町田市オリジナルの体操。高齢

者を中心に、体力に自信がある方から少し

自信のない方まで、誰でも行うことができ

る。 

73 見守り活動 
P.16、

P.48 ほか 

高齢者の異変に早期に気づき、必要な支援

につなげるため、地域で互いに気にかけ合

う活動のこと。 

町内会・自治会をはじめ、自主活動グルー

プ等の各種団体やボランティアなど、様々

な主体が取り組んでいる。 

74 見守り協力事業者 P.56 

日常業務の中で高齢者の見守りに協力いた

だいている市内事業者。業務上、高齢者と

接する機会が多い事業者を中心に、市と協

定を締結している。 

75 
見守り普及啓発講座・ 

交流会 
P.56 

高齢者の見守り活動の普及・啓発を目的と

した講座または交流会。講座では見守りの

必要性や実施方法について学ぶ。交流会で

は見守り活動を実施する上での課題等につ

いて参加者同士が話し合いを行い、より良

い見守り活動につなげている。町内会・自

治会やボランティア、自主活動グループ、

地域団体等を対象に高齢者支援センターが

実施する。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

63 P D C A
ピーディーシーエー

サイクル 
P.26、

P.90 ほか 

計 画 （ Plan ） 、 実 行 （ Do ） 、 評 価

（Check）、改善（Action）を繰り返すこ

とによって、継続的な改善を図る手法のこ

と。 

64 避難行動要支援者 P.57 

要配慮者のうち、災害時に自ら避難するこ

とが困難で、そのために特に支援が必要な

人。 

65 フレイル P.29 ほか 

高齢期に病気や老化などによる影響を受け

て、心身の活力（筋力や認知機能など）を

含む生活機能が低下し、将来要介護状態と

なる危険性が高い状態で、健康と要介護の

間に位置している状態。 

66 補足給付 P.97 

低所得者が施設サービス等を利用した場合

の食費・居住費について、特定入所者介護

サービス費として保険から給付するもの。

補足給付により、利用者の負担する額は負

担限度額までとなる。 

■ ま行 

67 

町田・安心して暮らせる 

まちづくりプロジェクト 

（町プロ） 

P.36 ほか 

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で安心

して暮らしていくことができるように、市

内の高齢者の在宅療養を支え、医療と介護

をはじめとした多職種の連携の促進を図る

ための取組のこと。 

この取組を協議するための体制として、町

田市医師会が中心となり、市と連携して運

営する「町田・安心して暮らせるまちづく

りプロジェクト推進協議会」を2013年10

月に発足した。2020 年 4 月現在、この協

議会には、医療・介護関係団体 16 団体が加

入している。 

68 まちだ互近助クラブ 
P.16、

P.32 ほか 

地域の助け合いの関係を基盤として住民が

主体となって立ち上げ、参加者の心身機能

が低下した場合でも、長く活動できること

を目指したクラブのこと。 

69 
町田市介護人材 

開発センター 

P.41、

P.76 ほか 

町田市内の介護・福祉・看護等の人材の確

保及び育成並びに定着に資するとともに、

町田市の福祉の向上に寄与することを目的

として、2011 年に設立された町田市の外

郭団体。 
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項番 用語 該当ページ 解説 

70 町田市支え合い連絡会 

P.91、 

P.148 

ほか 

介護予防・生活支援に関する課題抽出や課

題解決に向けた検討などを行うため、ボラ

ンティア、ＮＰＯ、民間企業などの関係者

間で情報を共有し、連携・協働による取組

を推進する会議体。 

71 まちだ Ｄ
ディー

サミット P.34 ほか 

認知症の人やその家族をはじめ、企業、医

療福祉関係者、地域団体、ＮＰＯ法人、学

術研究者等の関係者が参加し、「認知症の

人にやさしいまち」の実現に向けて、その

あり方を話し合うイベント。 

2018 年度、2019 年度とこれまで 2 回開

催している。 

72 
町田を元気にする 

トレーニング（町トレ） 
P.28 ほか 

誰もが身近な地域で定期的、継続的に介護

予防に取り組むことができるよう、市内の

理学療法士や健康運動指導士が中心となっ

て作成した町田市オリジナルの体操。高齢

者を中心に、体力に自信がある方から少し

自信のない方まで、誰でも行うことができ

る。 

73 見守り活動 
P.16、

P.48 ほか 

高齢者の異変に早期に気づき、必要な支援

につなげるため、地域で互いに気にかけ合

う活動のこと。 

町内会・自治会をはじめ、自主活動グルー

プ等の各種団体やボランティアなど、様々

な主体が取り組んでいる。 

74 見守り協力事業者 P.56 

日常業務の中で高齢者の見守りに協力いた

だいている市内事業者。業務上、高齢者と

接する機会が多い事業者を中心に、市と協

定を締結している。 

75 
見守り普及啓発講座・ 

交流会 
P.56 

高齢者の見守り活動の普及・啓発を目的と

した講座または交流会。講座では見守りの

必要性や実施方法について学ぶ。交流会で

は見守り活動を実施する上での課題等につ

いて参加者同士が話し合いを行い、より良

い見守り活動につなげている。町内会・自

治会やボランティア、自主活動グループ、

地域団体等を対象に高齢者支援センターが

実施する。 
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項番 用語 該当ページ 解説 
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75 
見守り普及啓発講座・ 

交流会 
P.56 

高齢者の見守り活動の普及・啓発を目的と

した講座または交流会。講座では見守りの

必要性や実施方法について学ぶ。交流会で

は見守り活動を実施する上での課題等につ

いて参加者同士が話し合いを行い、より良
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項番 用語 該当ページ 解説 

■ や行 

76 夜間対応型訪問介護 

P.79、 

P.114 

ほか 

地域密着型サービスのひとつ。訪問介護に

ついて、夜間帯に定期巡回訪問と随時の対

応を行う。 

77 
要支援・要介護認定者 

（認定者） 
P.13 ほか 

被保険者が介護サービスを受けるため、市

町村に介護保険の認定申請をし、要支援・

要介護認定を受けた者。「要介護者」は寝

たきりや認知症等で常時介護を必要とする

状態の人で、「要支援者」は家事や身支度

等の日常生活に支援を必要とする状態の人

をいう。なお、市町村は申請に基づき、被

保険者の心身状態を調査する認定調査とと

もに、主治医の医学的な意見を基に一次判

定を行う。一次判定結果を踏まえて、介護

認定審査会では要介護度の最終的な判定

（二次判定）をする。認定の結果、要支援

者・要介護者または非該当者に区分され

る。 

78 要配慮者 P.57 
高齢者、障がい者、乳幼児その他の災害時

に特に配慮が必要な人のこと。 

■ ら行 

79 老人福祉法 P.3 ほか 

高齢者の心身の健康の保持や、生活の安定

のため、老人の福祉を図ることを目的とし

た法律。1963 年 7 月公布。1963 年 8 月

施行。 

80 老老介護 P.71 

高齢者の介護を高齢者が行うこと。主に 65

歳以上の高齢の夫婦、親子、兄弟などがそ

れぞれ介護者・被介護者となるケースを指

す。 
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