
自分らしい生活を続けるために自分らしい生活を続けるために

新しい総合事業のお知らせ

表紙

この冊子は環境に配慮し、植物油インキ
を使用しています。

無断転載・複製禁止

平成29 年4 月から、新しい総合事業（介護予防・日常生活支援総合事業）が始まります。
予防給付（要支援1・2 の方へのサービス）のうち、介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）・介護予
防通所介護（デイサービス）は総合事業に移行し、東久留米市独自のサービスが新たに開始されます。
※訪問介護・通所介護以外のサービスは予防給付として、継続して実施されます。

基本チェックリストを用いることで、サービス利用のための手続きを簡略化し、要介護認定を受けることなく、介護予防・
生活支援サービスの一部が利用できるようになります。東久留米市の総合事業ではリハビリ専門職も一緒に関わることで、
運動機能の向上や介護予防に力を入れていきます。
介護保険料は、利用されるサービス量により３年ごとに見直されます。介護予防に努めることにより、市民の皆さまの自立
した日常生活につながるだけでなく、保険料上昇の抑制にもつながります。

●相談しましょう
　地域を担当する地域包括支援センターに困っていることについて相談しましょう。
●ご自身の状況を確認しましょう
　ご自身の状況に合わせて、基本チェックリストや介護保険の認定申請を行いましょう。
●サービスを決めます
　基本チェックリストの結果や介護保険の認定結果により受けられるサービスが変わります。
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65歳以上の方が対象の介護予防教室や講演会です。詳しくは4月頃、
市広報に折り込まれる「老化予防事業案内（保存版）」をご覧ください。

要支援者の受けられるサービスのメニューが増えます

担当地域 名称 連絡先

東
部

上の原・金山町・
神宝町・氷川台・
大門町・小山・東本町・
新川町・浅間町

東部地域包括支援センター
（大門町 2-10-5 東部地域センター内）

電話：042-473-9996
FAX：042-470-8024

東部地域包括支援センター本部
（氷川台 2-6-6 社会福祉法人マザアス内）

電話：042-428-7788
FAX：042-429-1300

中
部

本町・幸町・中央町・
南沢・学園町・
ひばりが丘団地・
南町・前沢 1 ～ 3 丁目

中部地域包括支援センター
（幸町 1-19-5 幸町 1 丁目アパート 5 号棟 1 階 幸町デ
イサービスセンター内）

電話：042-470-8186
FAX：042-470-8188

中部地域包括支援センター本部
（南沢 5-18-36 特別養護老人ホームシャローム東久留
米内）

電話：042-451-5121
FAX：042-451-5123

西
部

前沢 4・5 丁目・
滝山・野火止・八幡町・
柳窪・弥生・下里

西部地域包括支援センター
（下里 4-2-50 特別養護老人ホームけんちの里内）

電話：042-472-0661
FAX：042-472-8560

身体状況 サービスの種類
要介護1〜 5 介護サービス

要支援1・2 介護予防サービス、 介護予防・生活支援サービス  ＊ 1

基本チェックリストで生活
機能の低下が認められる方 介護予防・生活支援サービス  、一般介護予防事業＊ 2

上記以外の方 一般介護予防事業
＊1　要支援 1・2 の方が利用する介護予防訪問介護（ホームヘルプサービス）と介護予防通所介護（デイサービス）

は総合事業の介護予防・生活支援サービスとして実施されます。
＊2　一般介護予防事業は、介護福祉課や地域包括支援センターで行っている介護予防に役立つ講座等で、65 歳以

上の方ならどなたでも利用できます。詳しくは市広報等でご案内します。
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一般介護予防事業

生活支援・介護予防サービスの充実と高齢者の社会参加

月曜日～金曜日：午前9時～午後7時
土曜日：午前9時～午後5時　※祝日、12月29日から1月3日を除く

平日午後5時45分以降及び土曜日に来所される場合は、必ず事前にご連絡ください。
受付時間外の電話は、地域包括支援センターを運営する法人本部につながります（365日24時間）。

地域包括支援センターの受付時間

発行
東久留米市 福祉保健部 介護福祉課　　電話：042-470-7777　FAX：042-470-7808

高齢者の生活支援等の体制整備を推進していくことを目的とし、
地域包括支援センターに配置されている生活支援コーディネー
ターが、住民主体によるサービスの開発やサービスの担い手の
発掘・養成、地域で活躍されている方々の支援、自主グループ
立ち上げなどのお手伝いを行っています。
興味のある方は下記の地域包括支援センターの生活支援コー
ディネーターへご相談ください。

東久留米市
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いずれのサービスも対象は65歳以上の、要介護認定で要支援1・2の方と非該当の方、および基
本チェックリストにより生活機能の低下が認められた方です。

介護予防・生活支援サービス

基本チェックリストとは

基本チェックリストは、25の質問項目で日常生
活に必要な機能が低下していないかを調べます。
介護予防・生活支援サービス事業のうち、支援強
化型訪問・通所介護および支え合い訪問・通所介
護を希望する場合には、基本チェックリストによ
る判定で、サービスを利用できます。

□バスや電車で 1 人で外出していますか？
□転倒に対する不安は大きいですか？
□週に 1 回以上は外出していますか？
□今日が何月何日かわからない時がありますか？

基本チェックリスト（一部）

自立した生活
が送れる方

を利用できます。
（65歳以上のすべての

方が利用可能）

新しい総合事業 利用の流れ
新しい総合事業には、要支援1・2の認定を受けた方や、基本チェックリストにより生活機能の低
下がみられた方が利用できる「介護予防・生活支援サービス」と、65歳以上のすべての方が利用
できる「一般介護予防事業」があります。

要介護認定を受ける 基本チェックリストを
受ける

認　定 生活機能の低下が
みられた方

介護予防・生活支援
サービス

一般介護予防
事業

相談する（65歳以上の方）
地域包括支援センターまたは市役所介護福祉課に相談します。
■主な相談先

新規申請……地域包括支援センター
更新申請：要支援認定をお持ちの方……地域包括支援センター

要介護認定をお持ちの方……担当ケアマネジャー

を利用できます。を利用できます。

介護予防サービス介護サービス

要介護1〜 5の方 要支援1・2の方

非該当

新しい総合事業

※介護予防・生活支援サービス事業対象者となったあ
とでも、要介護認定を申請することができます。

支援強化型
訪問・通所介護支援強化型

訪問・通所介護

総合事業型予防
訪問・通所介護

支え合い
訪問・通所介護支え合い

訪問・通所介護

1か月あたりの自己負担（1割）のめやす
要支援1 1,250円
要支援2 2,499円

1か月あたりの自己負担（1割）のめやす

総合事業型
予防訪問介護

要支援1 1,250円
要支援 2 2,499円

支え合い
訪問介護

要支援1 1,187円
要支援 2 2,374円

1か月あたりの自己負担（1割）のめやす

総合事業型
予防通所介護

要支援1 1,722円
要支援2 3,529円

支え合い
通所介護

要支援1 1,635円
要支援2 3,353円

1か月あたりの自己負担（1割）のめやす
要支援1 1,722円
要支援2 3,529円

通常の訪問介護に加
え、介護予防を必要
とする方の家庭にリ
ハビリ専門職が月 1
回訪問し、日常生活動作や介護予防に関する
助言を行います。3 か月集中サービスで、必
要に応じてさらに 3 か月の延長も可能です。

ヘルパー等が訪問して、
調理や掃除等を利用者と
ともに行い、利用者自身
が日常生活を送る上でで
きることを増やせるように支援します。
●総合事業型予防訪問介護

食事や入浴、排せつの介助等の身体介護、食事の
準備や掃除等の生活援助

（これまでの介護予防訪問介護と同じサービスです）

●支え合い訪問介護
買物、調理、掃除等の生活援助
※サービスは有資格者と事業所で研修を受けた地域住民

などが提供します。

通常の通所介護の中
で、リハビリ専門職
が月 1 回日常生活動
作や介護予防に関す
る助言を行います。3
か月集中サービスで、必要に応じてさらに 3
か月の延長も可能です。

通所介護で生活機能の維持
向上のための体操などの
サービスが受けられます。

●総合事業型予防通所介護
生活機能向上のための機能訓練、運動、レクリエー
ション、入浴、食事等

（これまでの介護予防通所介護と同じサービスです）

●支え合い通所介護
生活機能向上のための機能訓練、運動、レクリエー
ション、食事等
※サービスは有資格者と事業所で研修を受けた地域住民

などが提供します。

支援強化型訪問介護 支援強化型通所介護

訪問サービス 通所サービス

（申請の目安）
・身体介護を受けたい
・認知症の症状がみられる

（申請の目安）
すぐに訪問・通所介護サー
ビスを利用したい

を利用できます。
介護保険のサービスに地域住民などが関わることで、地域の
支え合いを推進します。

介護保険のサービスに地域住民などが関わることで、地域の
支え合いを推進します。


