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サービス事業所一覧

東大和市
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介護予防支援

高齢者ほっと支援センターの職員が、要支援の方の希望や状況に応じたケ
アプランを作成し、介護予防サービス事業者との連絡調整を行います。

居宅介護支援

介護支援専門員（ケアマネジャー）が、利用される方の希望や状態に応じ
たケアプランを作成し、居宅サービス事業者等と連絡調整を行います。

訪問介護
（ホームヘルプサービス）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
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訪問介護員（ホームヘルパー）が家庭を訪問し、身体介護や日常生活の援
助（家事等）を行います。
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護を行います。
看護師等が家庭を訪問し、看護を行います。
理学療法士等が家庭を訪問し、機能回復訓練を行います。

居宅療養管理指導

医師・歯科医師・薬剤師等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行いま
す。

通所介護
（デイサービス）

通所介護施設で、入浴や食事の介護、機能訓練等を日帰りで行います。

通所リハビリテーション
（デイケア）

介護老人保健施設や医療機関などで、入浴や食事の介護、機能訓練等を日
帰りで行います。

短期入所生活介護
（福祉系ショートステイ）

介護老人福祉施設等に短期入所して、食事・入浴・排泄などの日常生活介
護等を行います。

短期入所療養介護
（医療系ショートステイ）

介護老人保健施設等に短期入所して、日常生活介護、機能訓練などを行い
ます。

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の定期巡回訪問と、必要に応
じて随時対応を行います。

夜間対応型訪問介護

夜間に定期的な巡回を行ったり、緊急時に通報を受けると訪問したり、夜
間専門の訪問介護を行います。

認知症対応型通所介護

認知症高齢者がデイサービスセンター等に通い、リハビリテーションなど
を行います。

地域密着型通所介護

定員１８人以下の通所介護事業所において、入浴や食事の介護、機能訓練
等を日帰りで行います。

小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

通所を中心に、利用者の選択に応じて宿泊・訪問サービスを組み合わせ
て、必要な支援を行います。
認知症高齢者が少人数で共同生活を営み介護や機能訓練を行います。

地域密着型特定施設
入居者生活介護

定員２９人以下の有料老人ホームやケアハウス等において、介護を行いま
す。

地域密着型介護老人福祉
施設入居者生活介護

定員２９人以下の特別養護老人ホームにおいて、自宅での生活が困難な寝
たきりや認知症の方の介護を行います。

看護小規模多機能型
居宅介護

訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組み合わせによるサービスを行いま
す。

福祉用具
そ
の
他

サービス内容

貸与・販売

住宅改修費の支給

車椅子・特殊ベッド等の貸し出しや、ポータブルトイレ等を指定事業所か
ら購入した際の費用を支給します。
手すりをつけたり、段差の解消等の小規模な改修を行った場合、費用を支
給します。

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームやケアハウス等において、介護を行います。

介護老人福祉施設
（特別養護老人ホーム）

自宅での生活が困難な、寝たきりや認知症の方の介護を行います。

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

リハビリや介護が必要な方に、在宅生活を目指した機能訓練や介護を行い
ます。
長期にわたって療養が必要な方に、医学的な介護などを行います。
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♪「第三者評価受審の有無」について …
事業所とは関係のない第三者の「評価機関」が、利用者調査と事業評価を
行います。「利用者調査」は、利用者のサービスに対する意向や満足度を
把握することを目的として実施し、「事業評価」は、事業者の自己評価や
訪問調査等の過程を経て、その事業所の組織経営や現在提供されているサ
ービスの質を評価します。評価結果は、「とうきょう福祉ナビゲーション」
のホームページにて公表されています。
なお、認知症対応型共同生活介護は評価受審が義務付られていますが、そ
の他のサービスは任意での評価受審となっています。

♪「社福法人・事業者による負担軽減の有無」について …
生計が困難と認定された方が、東京都に軽減を実施する旨を届け出ている
事業所を利用した場合、利用者負担金および食費・居住費が一部軽減され
ます。

サービスにかかる費用の目安
サービスを利用した場合、原則として費用の１割または２割を自己負担して、残りは介護保険から
給付されます。
ただし、在宅サービス・介護予防サービスは要介護度ごとに利用できる限度額が定められています。
限度額を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額自己負担となります。

居宅サービスの支給限度額（目安）
要介護状態区分

１か月あたりの支給限度額

要支援１

50,030 円
（ 5,003 単位）

要支援２

104,730 円
（10,473 単位）

② 住宅改修費

要介護１

166,920 円
（16,692 単位）

④ 認知症対応型共同生活介護（短期利用を除く）

要介護２

196,160 円
（19,616 単位）

要介護３

269,310 円
（26,931 単位）

要介護４

308,060 円
（30,806 単位）

要介護５

360,650 円
（36,065 単位）

☆支給限度額に含まれないサービスもあります。
① 特定福祉用具購入費
③ 居宅療養管理指導
⑤ 特定施設入居者生活介護

など

※ 介護予防サービスについても同様です。
※ 施設に入所して利用するサービスは、
支給限度額の対象とはなりません。
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平成29年4月1日から総合事業が始まりました
平成27年4月の介護保険法改正により「介護予防・日常生活支援総合事業（略称
＝総合事業）」が創設されました。この事業は、高齢者の方がいつまでも住み慣れ
た地域で自立した生活を送れるよう、地域社会全体で支援する取り組みとなってお
ります。

総合事業を利用するには？
①新規でサービスを利用する方
②要介護・要支援認定の更新を迎えた方

要介護（要支援）認定申請

要支援1・要支援2

非該当（自立）

基本チェックリストの実施

総合事業対象者

ケアプランの作成

非該当（自立）

（ほっと支援センター・
介護支援専門員）

介護支援専門員（ケアマネー
ジャー等）が自宅等を訪問し、身
体の状態や生活の困りごと等を伺
い、必要なサービスを決めます。

ご利用頂けるサービス
【介護予防給付】
○訪問看護、通所リハビリ等
○住宅改修、福祉用具貸与等

ご利用頂けるサービス
【総合事業の一般介護予防事業】

ご利用頂けるサービス
【総合事業の介護予防・生活支援サービス】
○訪問型サービス
○通所型サービス
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どんなサービスがあるの？誰が利用できるの？
★介護予防・生活支援サービス事業

※1 事業対象者は、表中の②と④のサービスをご利用いただけます。
※2 表中の価格は、1か月4週、1割負担の場合の金額の目安となります。
※3 提供するサービスの内容については、高齢者ほっと支援センター（居宅介護支援事
業所）が判断します。

★一般介護予防事業（介護予防普及啓発事業）

※ 総合事業実施事業所は、１１３ページをご覧ください。
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お問い合わせ、相談窓口
東大和市役所 〒２０７－８５８５ 東大和市中央３－９３０
福祉部 高齢介護課
電 話 ０４２－５６３－２１１１（代）
ＦＡＸ ０４２－５６３－５９３０
○高齢福祉係 内線１１７６～１１７８
高齢者福祉サービス（介護保険以外）、（おむつの貸与・支給、安心・見守り食事サービス、
理美容券等）、高齢者の虐待防止・成年後見、高齢者住宅（シルバーピア）、老人クラブ、
高齢者慶祝事業、住宅改修（介護保険認定者以外）等に関すること。

○地域包括ケア推進係 内線１１７１～１１７２
地域支援事業、介護予防・日常生活支援総合事業、地域包括ケアシステムの構築、高齢者
ほっと支援センター、生活支援体制整備、認知症施策関係（認知症サポーター養成講座除く）、
一般介護予防事業（介護予防把握事業、介護予防普及啓発事業、
地域介護予防活動支援事業、東大和元気ゆうゆう体操）等に関すること。

○介護保険・給付係 内線１１３６～１１３９
介護保険被保険者証、介護保険料・収納（第２号被保険者に係るものを除く）、
介護保険給付、介護給付サービスに係る負担軽減、苦情、介護保険事業計画等に
関すること。
○介護認定係 内線１１７３～１１７５
要介護認定、要支援認定に関すること。
午前８時３０分～午後５時１５分
※土曜日､日曜日､祝日及び１月２日・３日並びに１２月２９日～３１日は除きます。

東京都国民健康保険団体連合会
〒１０２－００７２ 東京都千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館１１階
電話 ０３－６２３８－０１７７
介護福祉部介護相談指導課介護相談窓口
開設時間：午前９時～午後５時
※土曜日、日曜日、祝日及び１月２日・３日並びに１２月２９日～３１日
は除きます。
来所による相談は、あらかじめ電話にて希望する相談日時をご連絡ください。

東大和市高齢者ほっと支援センター
高齢者ほっと支援センターは、市内の６５歳以上の方のさまざまな相談に応じる総合相談窓口
です。福祉・医療の専門職が連携し、住み慣れた地域でいつまでも生活できるように支援
します。相談は無料です。

高齢者ほっと支援センターいもくぼ
【所在】芋窪３－１６１１－１
【電話】５６３－８７７７
【担当地区】多摩湖・芋窪・蔵敷・奈良橋・湖畔・高木・狭山・上北台１,２丁目

高齢者ほっと支援センターきよはら
【所在】清原１－１ ３４号棟１階 【電話】５９０－１１３８
【担当地区】清水・仲原・向原・清原・新堀

５９０－１１８３

高齢者ほっと支援センターなんがい
【所在】南街２－４９－３
【電話】５６６－８１３３
【担当地区】上北台３丁目・桜が丘・立野・中央・南街

利用日 月曜日～土曜日 午前９時～午後５時（祝日および12月29日～1月3日を除く）
※これらの時間帯以外及び年末年始でも、お急ぎの場合の電話での相談はいつでもお受けいたします。

東大和市高齢者見守りぼっくす
高齢者見守りぼっくすは、市内の６５歳以上の方の見守り支援を専門とした相談窓口です。高
齢者からの相談受付や生活状況の把握、関係機関と連携しながらネットワークを構築し見
守り支援を行います。相談は無料です。

高齢者見守りぼっくすならはし
【所在】奈良橋４－６００ 奈良橋市民センター２階
【電話】５６６－８８７１
【担当地区】多摩湖・芋窪・蔵敷・奈良橋・湖畔・高木・狭山・上北台１,２丁目
【開所時間】午前９時～午後５時
【定休日】日・月・祝日・年末年始

高齢者見守りぼっくすしんぼり
【所在】新堀３－６－１ 新堀地区会館２階
【電話】５１６－９９１６
【担当地区】清水・仲原・向原・清原・新堀
【開所時間】午前９時～午後５時
【定休日】木・日・祝日・年末年始

高齢者見守りぼっくすなんがい
【所在】南街２－４９－３ 在宅サポートセンター１階 【電話】５９０－１３３０
【担当地区】上北台３丁目・桜が丘・立野・中央・南街
【開所時間】午前９時～午後５時
【定休日】日・月・祝日・年末年始

掲載している事業所は、平成２９年４月現在
の情報をもとに作成しています。
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