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平成 30年度地域密着型サービスの実績報告 

 

１ 利用状況（平成 31年３月利用分） 

 (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

事業者名 利用者数（市外） 

① SOMPO ケア武蔵野定期巡回 １(０) 

② やさしい手吉祥寺 ５(０) 

合計 ６(０) 

 

 (2) 夜間対応型訪問介護 

事業者名 利用者数（市外） 

① SOMPO ケア武蔵野夜間訪問介護 155(63) 

合計 155(63) 

 

 (3) 地域密着型通所介護 

事業者名 定員 平均利用者数（市外） 

①  北町リハビリデイサービス こころ 10 5.3(0.7)/日 

②  フィットネスデイ Lispo コトニア吉祥寺店 15 11.1(3.5)/日 

③  りすデイサービス吉祥寺 10 7.6(0.0)/日 

④  まんてん吉祥寺 18 15.0(6.0)/日 

⑤  稲垣薬局デイサービス吉祥寺 13 10.0(2.0)/日 

⑥  たんぽぽリハデイ中町 18 15.0(5.8)/日 

⑦  リハビリデイサービス まな 10 6.7(0.2)/日 

⑧  デイサービス どっこいしょ 11 9.1(2.5)/日 

⑨  リハビリデイサービス ステップぱーとなー境 10 3.3(0.9)/日 

⑩  東京ヘルスケア機能訓練センター武蔵境 10 7.7(5.8)/日 

⑪  いきいきトレーニング柊 10 4.3(2.9)/日 

合計 135 95.1(30.3)/日 

 

 (4) 認知症対応型通所介護 

事業者名 定員 平均利用者数（市外） 

① デイサービスセンターエリカ 12 10.54(０)/日 

② デイサービスセンター親の家 12 6.9(０)/日 

③ ぐっどういる境南 10 6.3(１)/日 

合計 34 23.74(１)/日 

 

 (5) 認知症対応型共同生活介護 

事業者名 定員 利用者数（市外） 

① 社会福祉法人とらいふ光風荘 18 18(０)  

② マザアズホーム だんらん武蔵境 18 18(０)  

合計 36 36(０)  
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 (6) 看護小規模多機能型居宅介護 

事業者名  登録者数 

ナースケアたんぽぽの家 
全体 ９ 

定員 利用者数（市外） 

〃 （訪問介護） 24 ９(０)  

〃 （訪問看護） 24 ９(０)  

〃 （通い） 12 ８(０)  

〃 （泊まり） ４ ４(０)  

 

 

２ 運営推進会議の開催状況（平成 31年３月 31日現在） 

 (1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護介護・医療連携推進会議（６月に１回開催） 

①SOMPOケア武蔵野定期巡回 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年 10月 17日（水） 

第２回 平成 31年３月 20日（水） 

＜利用状況＞ 

要介護１（０人）、要介護２（０人）、要介護３（０人）、要介護４（１人）、 

要介護５（０人）※平均要介護度：4.0 

＜登録者数＞ 

１人（女性：１人、男性：０人） 

＜サービス内容＞ 

服薬確認、排せつ介助、おむつ交換、更衣介助、食事（配・下膳）、生活支援（調理・買

物等）等 

②やさしい手吉祥寺 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 18日（火） 

第２回 平成 31 年３月 18日（月） 

＜利用状況＞ 

要介護１（０人）、要介護２（０人）、要介護３（１人）、要介護４（０人）、 

要介護５（３人）※平均要介護度：4.5 

＜登録者数＞ 

５人（女性：４人、男性１人） 

＜サービス内容＞ 

排せつ及び食事の準備 

＜今後の取組＞ 

服薬確認、排せつ等１日３回以上の帯で入る典型的なサービス等の利活用について、パ

ンフレットで紹介し、周知していく。 

 

 (2) 地域密着型通所介護運営推進会議（おおむね６月に１回以上開催） 

①北町リハビリデイサービス こころ 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年４月 18日（水） 

第２回 平成 30 年 10月 17日（水） 

＜登録者数＞ 

70人（女性：56 人、男性：14人） 
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＜プログラム＞ 

地域密着の運動に特化したデイサービス。午前及び午後の２部制で月曜日から土曜日ま

での営業の定員が 10人。約３時間の短時間のサービスで運動をしながら、利用者間の交

流を図っている。利用者の状態に合った運動プログラムを提供 

②フィットネスデイ Lispo コトニア吉祥寺店 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 21日（金） 

第２回 平成 31 年３月 18日（月） 

＜登録者数＞ 

106人（女性：59人、男性：47人） 

＜プログラム＞ 

理学療法士及び健康運動指導士の各種専門家が運動サポート 

高齢者対応の筋力トレーニング機器等を用いたトレーニングのほかに、様々な体操、生

活リハビリプログラムを用意 

③りすデイサービス吉祥寺 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 28日（金） 

第２回 平成 31 年３月 22日（金） 

＜登録者数＞ 

74人（女性：47 人、男性：27人） 

＜プログラム＞ 

運動機能の向上をベースに楽しみながら運動できる施設。レーダーチャートを使った「体

力のみえる化」や個別にストレッチ、ボディケアによるきめ細やかなサービスを提供 

④まんてん吉祥寺 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 26日（水） 

第２回 平成 31 年３月 29日（金） 

＜登録者数＞ 

43人（女性：42 人、男性：１人） 

＜プログラム＞ 

食事は国産品のみを使用とするこだわり。レクリエーションも充実しており、お菓子作

り、フラワーアレンジメント、習字等それぞれの専門家が本格的に指導 

⑤稲垣薬局デイサービス吉祥寺 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年８月 16日（木） 

第２回 平成 31 年３月 14日（木） 

＜登録者数＞ 

35人（女性：24 人、男性：11人） 

＜プログラム＞ 

毎月外食レクを実施。レストランでの食事の楽しさを味わっていただき、好評だった。

季節感を味わっていただけるよう、松茸ご飯や栗ご飯を提供。敬老会では、お抹茶を提

供し、利用者同士の交流を図っている。 

⑥たんぽぽリハデイ中町 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年 10月 12日（金） 

第２回 平成 31 年３月 29日（金） 

＜登録者数＞ 
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52人（女性：50 人、男性：２人） 

＜プログラム＞ 

小規模の機能訓練型。運動のみの機能訓練型とは一線を画し、利用者の意見や要望を取

り込み、趣味活動も実践 

⑦リハビリデイサービス まな 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年８月８日（水） 

第２回 平成 31 年２月 13日（水） 

＜登録者数＞ 

62人（女性：29 人、男性：33人） 

＜プログラム＞ 

理学療法士による評価のもと、個別の機能訓練と各種の運動器具を使用。退院後の在宅

復帰を推奨したプログラムを実施。利用者の「気力」・「体力」・「筋力」等自立した生活

をサポート 

⑧デイサービス どっこいしょ 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年７月 20日（金） 

第２回 平成 31 年２月 21日（木） 

＜登録者数＞ 

26人（女性：23 人、男性:３人） 

＜プログラム＞ 

利用者主体の活動を実施。近隣のボランティアを交えながらお菓子作り、花や野菜等を

育てる等アットホームなデイサービスを目指している。 

⑨リハビリデイサービス ステップぱーとなー境 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年 11月 15日（木） 

第２回 平成 31 年２月 19日（火） 

＜登録者数＞ 

58人（女性：34 人、男性：24人） 

＜プログラム＞ 

マシンを利用した機能訓練型の半日デイサービス。常に「思いやり」、「いたわり」、「や

さしさ」を持って利用者に寄り添いながら機能訓練を実施 

⑩東京ヘルスケア機能訓練センター武蔵境 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 21日（金） 

第２回 平成 31 年３月 27日（水） 

＜登録者数＞ 

58人（女性：30 人、男性：28人） 

＜プログラム＞ 

午前及び午後の２部制で約３時間のプログラムを実施。東京都老人研究所の運動プログ

ラムを基本とした機能訓練専門のデイサービス 

⑪いきいきトレーニング柊 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 10日（月） 

第２回 平成 31 年３月 22日（金） 

＜登録者数＞ 

41人（女性：25 人、男性：16人） 
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＜プログラム＞ 

午前及び午後の１日２単位の機能訓練を中心としたサービスを提供。脳トレや整体等も

実施。小規模ならではのアットホームな雰囲気で利用できるデイサービス 

 

 (3) 認知症対応型通所介護運営推進会議（おおむね６月に１回以上開催） 

①デイサービスセンターエリカ 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 14日（金） 

第２回 平成 31 年２月 15日（金） 

＜利用者状況＞ 

要介護１（５人）、要介護２（５人）、要介護３（８人）、要介護４（９人）、 

要介護５（２人）※平均要介護度：2.93 

＜登録者数＞ 

29人（女性：27 人、男性：２人） 

＜プログラム＞ 

音楽療法、手工芸、ストレッチ体操、口腔体操、ゲーム等。毎日午後は散歩を実施。食

事（昼食）は施設内で調理し、栄養士による献立によりバランスに配慮した内容となっ

ており、アレルギー対応にも配慮 

②デイサービスセンター親の家 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年７月 24日（火） 

第２回 平成 30 年 12月 12日（水） 

＜利用者状況＞ 

要介護１（０人）、要介護２（５人）、要介護３（４人）、要介護４（４人）、 

要介護５（２人）※平均要介護度：3.27 

＜登録者数＞ 

19人（女性：11人、男性：８人） 

＜プログラム＞ 

健康体操、口腔体操、音楽療法、ゲームレク（玉入れ等）、縁日ゲーム（ボールすくい）、

歌（全員参加）等 

③ぐっどういる境南 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年９月 27日（木） 

第２回 平成 31 年３月 28日（木） 

＜利用者状況＞ 

要介護１（２人）、要介護２（２人）、要介護３（５人）、要介護４（４人）、 

要介護５（６人）※平均要介護度：3.52 

＜登録者数＞ 

19人（女性：17 人、男性：２人） 

＜プログラム＞ 

無理のない範囲で、健康体操（軽体操）やゲームにも参加。創作活動として、ちぎり絵、

貼り絵、カレンダーづくり等 

 

 (4) 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）運営推進会議（２月に１回開催） 

①社会福祉法人とらいふ光風荘 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年５月 16日（水） 
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第２回 平成 30 年７月 18日（水） 

第３回 平成 30 年９月 19日（水） 

第４回 平成 30 年 11月 21日（水） 

第５回 平成 31 年１月 16日（水） 

第６回 平成 31 年３月 22日（金） 

＜入居者数＞ 

16人（女性：14 人、男性：２人） 

＜入居者状況＞ 

要介護１（２人）、要介護２（２人）、要介護３（９人）、要介護４（０人）、 

要介護５（３人）※平均要介護度：3.25 

＜待機者数＞ 

12人 

＜プログラム＞ 

季節行事（初詣、花見、クリスマス会等）、地域との交流（武蔵野市立第五小学校、武蔵

野市立関前南小学校、武蔵野東幼稚園へ運動会等見学）。アニマルセラピーに関連し、犬

を飼っている。 

②マザアズホーム だんらん武蔵境 

＜開催日＞ 

第１回 平成 30 年５月 17日（木） 

第２回 平成 30 年７月 19日（木） 

第３回 平成 30 年９月 20日（木） 

第４回 平成 30 年 11月 15日（木） 

第５回 平成 31 年１月 17日（木） 

第６回 平成 31 年３月 28日（木） 

＜入居者数＞ 

18人（女性：18 人、男性：０人） 

＜入居者状況＞ 

要介護１（０人）、要介護２（５人）、要介護３（６人）、要介護４（３人）、 

要介護５（４人）※平均要介護度：3.33 

＜待機者数＞ 

34人 

＜プログラム＞ 

季節行事（初詣、花見、クリスマス会等）、地域との交流（境福祉の会、武蔵野市立第二

小学校、武蔵野市立第二中学校） 

※近隣の小中学生が社会科見学の訪問で高齢者との交流を図っている。 

 

 (5) 看護小規模多機能型居宅介護運営推進会議（おおむね２月に１回以上開催） 

①ナースケアたんぽぽの家 

＜開催日＞ 

第１回 平成 31 年３月 18日（月） 

＜登録者数＞ 

全体   ９人 

訪問介護 ９人（女性：８人、男性：１人） 

訪問看護 ９人（女性：８人、男性：１人） 

通い   ８人（女性：８人、男性：０人） 

泊まり  ４人（女性：３人、男性：１人） 
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＜利用状況＞ 

全体   ９人 

訪問介護 要介護１（１人）、要介護２（１人）、要介護３（２人）、要介護４（３人）、

要介護５（２人）※平均要介護度：3.4 

訪問看護 要介護１（１人）、要介護２（１人）、要介護３（２人）、要介護４（３人）、

要介護５（２人）※平均要介護度：3.4 

通い   要介護１（１人）、要介護２（１人）、要介護３（１人）、要介護４（３人）、

要介護５（２人）※平均要介護度：3.5 

泊まり  要介護１（０人）、要介護２（１人）、要介護３（１人）、要介護４（０人）、

要介護５（２人）※平均要介護度：3.75 

＜プログラム＞ 

訪問介護・訪問看護 看護師及び介護職員が利用者の自宅へ訪問し、健康チェック、必

要な医療処置及び身体介護を実施 

通い        音楽、食事、入浴等。利用者同士、介護職員等との談笑の場とし

て交流 

泊まり       退院直後の利用（食事管理、水分補給、健康管理等）。深夜のたん

吸引が必要な方への対応 

 

３ 指定の有効期間 

区分 事業所名 指定（更新）年月日 有効期限 

定 期 巡 回 ・ 随 時 

対応型訪問介護看護 

ＳＯＭＰＯケア武蔵野定期巡回 平成 30年７月１日 令和６年６月 30日 

やさしい手吉祥寺 平成 28年４月１日 令和４年３月 31日 

夜間対応型訪問介護 ＳＯＭＰＯケア武蔵野夜間訪問介護 平成 30年７月１日 令和６年６月 30日 

地域密着型通所介護 

北町リハビリデイサービス こころ 平成 28年７月１日 令和４年６月 30日 

フィットネスデイ Lispo コトニア吉祥寺店 平成 31年３月１日 令和７年２月 28日 

りすデイサービス吉祥寺 平成 31年５月１日 令和７年４月 30日 

まんてん吉祥寺 平成 26年 11月１日 令和２年 10月 31日 

稲垣薬局デイサービス吉祥寺 平成 26年 10月１日 令和２年９月 30日 

たんぽぽリハデイ中町 平成 27年８月１日 令和３年７月 31日 

リハビリデイサービス まな 平成 30年８月１日 令和６年７月 31日 

デイサービス どっこいしょ 平成 28年４月１日 令和４年３月 31日 

リハビリデイサービス ステップぱーとなー境 平成 30年 12月１日 令和６年 11月 30日 

東京ヘルスケア機能訓練センター武蔵境 平成 27年７月１日 令和３年６月 30日 

いきいきトレーニング柊 平成 28年７月１日 令和４年６月 30日 

ＡＺ ＬＩＶＥ 平成 30年 12月１日 令和６年 11月 30日 

認知症対応型通所

介護 

デイサービスセンターエリカ 平成 28年９月１日 令和４年８月 31日 

デイサービスセンター親の家 平成 26年４月１日 令和２年３月 31日 

ぐっどういる境南 平成 26年４月１日 令和２年３月 31日 

認知症対応型共同

生活介護 

社会福祉法人とらいふ光風荘 平成 28年４月１日 令和４年３月 31日 

マザアズホーム だんらん武蔵境 平成 29年３月１日 令和５年２月 28日 

看護小規模多機能

型居宅介護 
ナースケアたんぽぽの家 平成 30年 12月１日 令和６年 11月 30日 

＜参考＞ 

○地域密着型サービスとは、平成 18年度の介護保険制度改正により、新たに類型化されたサー

ビス体系。中重度の要介護状態となっても、住み慣れた自宅や地域での生活を継続できるよう
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にするため、24時間体制のサポートや認知症ケアの充実を図り、地域に開かれた良質なサービ

スを提供する。市が事業者の指定や指導監督を行い、原則として市民のみが利用可能 

○小規模な通所介護事業（事業所の利用定員が厚生労働省令で定める数（19人未満）については、

平成 28年４月から「地域密着型通所介護」として地域密着型サービスに位置付けられること

になった。 

○平成 28年４月１日から小規模通所事業所が地域密着型サービスに移行するに伴い「運営推進

会議」をおおむね６月に１回以上実施することが義務化された。これに伴い認知症対応型通所

介護についても、同様となる。また、平成 30 年４月１日から定期巡回随時対応型訪問介護看

護についても、３月に１回以上から６月に１回以上の実施となった。 

○運営推進会議とは、利用者、市町村職員、地域住民の代表者等に対し、提供しているサービス

内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「囲い込み」を防止し、地域に開か

れたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的とした会議である。なお、

武蔵野市では、市職員に加え地域包括支援センター職員も参加することとしている。 


