
42015.　6.　1対対象 日日時 場会場 内内容 講講師 定定員 費費用 申申し込み 問問い合わせ凡例

　高齢者支援センターは、高齢者の方のための総合相談窓口です。
　高齢者の相談や支援、必要なサービスの調整を行います。相談は
無料です。

地区 担当地域 電話
堺
第 １ 相原町

７７０・�
２５５８

堺
第 ２

小山町、小山ヶ丘、上小山田
町

７９７・�
０２００

忠生
第 １

図師町、下小山田町、忠生、
矢部町、小山田桜台、常盤町、
根岸町、根岸

７９７・�
８０３２

忠生
第 ２

山崎町、山崎、木曽町、木曽
西、木曽東（都営木曽森野ア
パートを除く）、本町田の一
部（公社住宅町田木曽）

７９２・�
１１０５

鶴川
第 １

小野路町、野津田町、金井、
金井町（藤の台団地を除く）、
大蔵町、薬師台

７３６・�
６９２７

鶴川
第 ２

能ヶ谷、三輪町、三輪緑山、
広袴、広袴町、真光寺、真光
寺町、鶴川

７３７・�
７２９２

地区 担当地域 電話

町田
第 １

原町田（都営金森 １丁目アパ
ートを除く）、中町、森野、
旭町、木曽東の一部（都営木
曽森野アパート）

７２８・�
９２１５

町田
第 ２

本町田（公社住宅町田木曽を
除く）、金井町の一部（藤の
台団地）、南大谷の一部（公
社住宅本町田)

７２９・�
０７４７

町田
第 ３

玉川学園、南大谷（公社住宅
本町田を除く）、東玉川学園

７１０・�
３３７８

南
第 １

鶴間、小川、つくし野、南つ
くし野

７９６・�
２７８９

南
第 ２

金森、金森東、南成瀬、成瀬
が丘、原町田の一部（都営金
森 １丁目アパート)

７９６・�
３８９９

南
第 ３

成瀬、高ヶ坂、成瀬台、西成
瀬

７２０・�
３８０１

高齢者支援センターの一覧表

　　　　 高齢者支援センターをご利用下さい 　　　　

認知症や介護保険等
高齢者に関する相談 ➡

月～土曜日（祝休日・年末年始を除く）
午前 ８時３０分～午後 ５時
各高齢者支援センターへ

専門医や臨床心理士
による相談 ➡月に １回、各高齢者支援センターで開催

※詳細は各高齢者支援センターへ

看護師への電話相談 ➡
月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）
午前 ８時３０分～午後 ５時
辺７２４・４４５２（高齢者福祉課内）

　　　　　　 身近な認知症相談窓口のご案内 　　　　　　

問高齢者福祉課辺７２４・２１４０返０５０・３１０１・６１８０
〇チームの目的
　認知症の方が適切なケアや治療を受
けずに悪化するのを防ぐために、発症
初期から必要な医療や介護サービスに
つなげ、自宅で暮らし続けられること
を目指します。　
〇活動内容
　医師や看護師、社会福祉士等の複数

の専門職が、認知症を疑われる方等を
訪問し、状態の評価を行います。必要
な支援を包括的・集中的に行い、かか
りつけ医と連携しながら認知症に対す
る適切な治療につなげ、自立した生活
を支援します。
〇相談窓口
　高齢者支援センター（右表参照）

認知症早期診断･早期対応の支援
～「町田市認知症初期集中支援チーム」の活動が市内全域
で始まりました

認知症初期集中支援チーム（①鶴川②町田③堺・忠生④南の各圏域）

※協力医療機関
①鶴川サナトリウム病院
　（鶴川圏域）
②こころのホスピタル町田
　（町田圏域）
③常盤病院（堺・忠生圏域）
④鶴が丘ガーデンホスピタル
　（南圏域）

認知症が疑われるが、
相談や受診につなが
っていない方を、高
齢者支援センターが
把握し、チームの訪
問につなげる

認知症初期集
中支援チーム
が、本人や家
族を訪問する

自宅で暮らし続けるために必要な、
介護保険サービスの利用や、医療
機関への受診を勧める。その他、
生活支援のための調整を行う

認知症初期集中支援チームのサポート

協力医療機関（※）
医師・保健師・看護師、臨床心理士、
作業療法士、精神保健福祉士　他

高齢者支援センター
介護福祉士・社会福祉士　他

高齢者福祉課
事務局

Ⅰ

問高齢者福祉課辺７２４・２１４０返０５０・３１０１・６１８０
　市では、市民が住み慣れた地域で自立した日常生活を送
るための「地域包括ケアシステム」を推進しています。それ
に伴い、医療・介護等のサービス提供者が連携するチームケ
アの実現のために「町田・安心して暮らせるまちづくりプ
ロジェクト」を実施しています。このプロジェクトは、在宅
医療と介護の連携促進を目的としており、市と医師会、介護
保険事業者の団体で構成した協議会等を開催しています。
　 ３月２８日には、認知症をテーマとした「第 ３回多職種連
携研修会」を開催しました。研修の様子をテレビ会議シス
テムにより ６会場にライブ配信し、約２５０人の参加者が、
多職種で構成するグループに分かれ、認知症の方への支援
について活発な意見交換を行いました。

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

Ⅱ

３
月
２８
日
に
開
催
し
た

研
修
会
の
様
子

問高齢者福祉課辺７２４・２１４６返０５０・３１０１・６１８０
　今まで要支援者の方に全国一律の基準で提供していた、介護予防サービスの訪問介
護と通所介護サービスは、市が独自に行う新しい総合事業の訪問型サービス・通所型
サービスに移行します。市では、２０１７年 ４ 月実施を目指し、現行相当サービスに加え
て多様な担い手によるさまざまなサービスを整備していきます。

新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施
～要支援 １・ ２に相当する方々へのサービスの幅が広がります
　（２０１７年 ４ 月実施予定）

Ⅲ

・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・短期入所療養介護
・短期入所者生活介護
・訪問入浴介護
・福祉用具
・住宅改修　等

・訪問介護
・通所介護

従来どおり介護予
防サービスで行う ※実施時期が変更となる場合があります。

町田市独自のサービス

全国一律の基準で提供
現行相当の、訪問介護＋通所介護

【現行】介護予防サービス
　　　（要支援１・２）

【移行後】　新しい総合事業（要支援１・２等）

多様な担い手によるさまざまなサービス

新しい通所型サービスの一例新しい通所型サービスの一例新しい訪問型サービスの一例新しい訪問型サービスの一例
・ＮＰＯ・民間事業者等に
よるミニデイサービス

・コミュニティサロン、住
民主体の運動・交流の場
の運営など

・ＮＰＯ・民間事業者等に
よる掃除・洗濯などの生
活支援サービス

・住民ボランティアによる
ごみ出しなどの生活支援
サービス

　市では、このたび第 ６期町田市介護保険事業計画（２０１５～２０１７年度）を策
定しました。本計画で掲げる基本理念及び ３つの基本目標を達成し、高齢者
にとって暮らしやすい環境を実現するため、市はさまざまな取り組みを推

進します。ここでは、重点的な取り組みを中心に紹介します。また、第 ６期介
護保険事業計画市民説明会を開催予定です。詳細は本紙 ７面をご覧下さい。
問いきいき総務課辺７２４・２９１６返０５０・３１０１・４３１５

安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために安心して住み慣れた地域で暮らすために
～「第６期町田市介護保険事業計画」では高齢者が暮らしやすいまちづくりを目指します～「第６期町田市介護保険事業計画」では高齢者が暮らしやすいまちづくりを目指します

基本理念：高齢者の尊厳が守られ、人生の豊かさが実感できるまち
重 取点 り的 組な み
Ⅰ：認知症早期診断･早期対応の支援
Ⅱ：在宅医療・介護連携の推進
Ⅲ：新しい介護予防・日常生活支援総合事業の実施
Ⅳ：高齢者支援センターの機能の充実
Ⅴ：在宅介護を支える介護保険サービスの整備促進

基 本 目 標
高齢者が
・いきいきと安心して地域で暮らしている
・住み慣れた地域での生活が継続できている
・自分にあった介護保険サービスを適切に利
用できている

　高齢者支援センターの統括・調整機能の強化や定期的な事業評価の実
施を進めています。� 問高齢者福祉課辺７２４・２１４０

Ⅳ 高齢者支援センターの機能の充実 Ⅴ 在宅介護を支える介護保険サービスの整備促進
　定期巡回･随時対応型訪問介護看護サービスや小規模多機能型居宅介護等
の地域密着型サービスを整備していきます。�問いきいき総務課辺７２４・３２９１




