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第１０章 長寿あんしんプランのシステム構想

地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの推進

高齢化のピークを迎える 2025 年に向けて、高齢者の生活課題や単独世帯のさらな

る増大が見込まれています。和光市では、支援を必要とする高齢者の方に介護・医療・

生活支援・住居等を含めた様々な支援を切れ目なく提供するため、サービス提供基盤

の整備やコミュニティケア会議を基盤とした包括的・継続的ケアマネジメントの推進

など、地域包括ケアシステムの構築に積極的に取り組んできました。

令和２年に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す

る法律」では、「地域を基盤とする包括的支援体制の構築」や「地域課題の解決力の強

化」が掲げられ、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、地域住民や地区社会福祉協議会、自治会などの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、地域をともに創っていく地域共生社会の実現を

目指しています。

これを踏まえ、和光市ではこれまで構築してきた地域包括ケアシステムを基本とし、

高齢分野だけでなく、子ども・子育て、障害、生活困窮に関する相談・支援・調整の

効率化とケアマネジメントの一元化を図り、地域共生社会の実現を目指します。

図表 地域包括ケア提供体制(イメージ)
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第 1節 地域包括支援センターの事業運営方針

地域包括ケアシステムを効果的に機能させるためには、日常生活圏域において個別

的、地域的課題に対応する地域包括支援センターの運営は核となるものです。和光市

では、「和光市地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条

例」に定められた包括的支援事業の実施に関する運営方針に基づき運営していますが、

地域包括支援センターをより機能強化させていくために、本計画の基本目標である

「地域互助力の強化推進と地域共生社会の実現」を基本とし、第８期介護保険事業計

画における地域包括支援センターの運営基本方針を次の通り定め運営していきます。

＜地域包括支援センター運営基本方針＞

高齢者等の生活課題（生活の自立を阻む身体的、精神的、経済的要因）を解決し、

自立の支援とＱＯＬ向上に資する活動及び地域互助力の強化に資するような活動を

実施する。

＜包括的支援事業運営方針＞

（１）和光市コミュニティケア会議と連動し、包括的ケアマネジメントの技術向上に

努めるとともに、地域課題へも対応し、地域包括ケアシステム構築を推進する。

（２）地域包括支援センターが担当する日常生活圏域の課題を分析し、重点的に行う

べき業務を明らかにする。

（３）介護サービス事業者、医療機関、民生委員、高齢者の日常生活の支援に関わる

ボランティアその他の関係者との連携体制を構築する。

（４）介護支援専門員及び介護サービス事業者への支援、助言等に努める。

（５）市と定期的に会議等を開催し連携体制を構築する。

（６）地域包括支援センターは、公平、中立性の立場を保ち、高齢者の支援にあたる。

図表 和光市における地域包括ケアマネジメントの支援体制
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第２節 統合型地域包括支援センターの設置・運営

統合型地域包括支援センター（以下、「統合型センター」）は、高齢分野の地域包括

システムを他分野にも展開し、包括ケアシステムの包括化を促進することで共生社会

の実現に取り組むことを目的としています。

統合型センターについては、地域福祉計画において取組を位置づけ、関係する各部

門計画において設置及び運営を定めています。

第７期計画期間は、地域共生社会の推進に向け、モデル事業として中央エリアにおい

て統合型センターを設置し、複合的な相談事例にワンストップで対応する取組みや、重

層的支援体制整備に向けて準備を行っています。さらに、第８計画期間においては、統

合型センターの在り方とともに、各エリアの実情に合わせた統合型センターの展開を検

証していきます。

統合型センターは、高齢者の「地域包括支援センター」、障害者の「地域生活支援セ

ンター」、生活困窮者支援法に基づく「くらし・仕事相談センター」、子ども・子育て

の「子育て世代包括支援センター」の機能を一元化したものです。

全てのライフステージにおいて切れ目のない支援を可能にし、市民一人ひとりのＱ

ＯＬを高める地域共生社会の実現を目指します。

図表 統合型地域包括支援センターのイメージ

統合型地域包括支援センターのイメージ
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第３節 地域互助力の強化推進

地域包括ケアシステムを構築し、効果的に運用していくためには、地域の住民や団

体等による支え合いである「互助」、介護保険に代表される社会保険制度のサービス

である「共助」、さらには高齢者福祉施策や生活保護等の「公助」それぞれの役割分担

を踏まえた上で、自立した生活を送るために自分のことを自分でする「自助」を基本

としながら、バランスよくこれらを組み合わせることで自立を支援することになりま

す。

地域包括ケアマネジメントでは、これらの適切な組み合わせにより、生活課題（身

体・精神・経済）の解決を図ります。高齢化のさらなる進展やサービスニーズの変化

等を踏まえると、自らの健康管理（セルフヘルスケア）や市場サービスの購入等の自

助はもちろんのこと、地域において支え合う互助を強化することが重要になるため、

介護保険を側面から支援する”互助力”の強化に取り組みます。

（１）地区社会福祉協議会（地区社協）

地区社協は、誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりを目的に、

地域住民が自発的に地域の課題解決に取り組むために設立する住民組織です。

平成２８年度に第三小学校区及び本町小学校区に設立されたのを皮切りに、令

和２年３月現在計６か所の地区社協を展開しています。また、第８期計画期間内

においては、新たに３か所（広沢小学校区、白子小学校区、新倉小学校区）で設置

を予定しています。地区社協の設置により、地域住民の交流、文化の継承、暮らし

の安全と安心を守る取組等を通じて緊急時や災害時に機能する地域コミュニティ

を構築し、地域の絆と地域における自助力と互助力の強化を目指します。

（２）生活支援コーディネーター（地域福祉コーディネーター）

「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」が示す生活支援コーディ

ネーターの役割と協議体の機能は、和光市が設置・展開を進めている地区社協の

機能と類似点、共通点が多いことから、地域支援事業で配置する生活支援コーディ

ネーターを地域福祉コーディネーターとして位置づけ、各圏域に配置し、単に高

齢者のみの支援にとどまらず、子育て支援なども含めた地域全体の福祉活動の調

整機能を果たすとともに、各種の生活支援サービス実施主体との連携により、地

域資源開発、地域におけるネットワーク構築及びサービスニーズと提供主体の

マッチングなどのコーディネートを行います。
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第４節 認知症施策の推進

今後、認知症高齢者がますます増加する見込みであることを考えると、状態の変化

に応じて切れ目なく保健医療や福祉サービスを提供することが課題となります。

和光市では、国が令和元年６月認知症施策推進関係閣僚会議で決定した「認知症施

策推進大綱」の基本的な考え方を踏まえ、認知症の方の意思が尊重され、できる限り

住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、若年性認知症対策も含

め、以下のような地域レベルの取組みを進めていきます。

（１）認知症地域支援推進会議の設置

各地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置し、認知症の人の立場に

立った認知症施策を推進するための「認知症地域支援推進会議」を開催します。

（２）認知症ガイドブック（認知症ケアパス）の作成と普及

認知症の状態に応じて受けることができるサービスや支援についてまとめた「認

知症ガイドブック」（認知症ケアパス）を作成します。また、認知症ガイドブックを

活用できるよう、市内の認知症地域支援推進員や医療機関等とも連携し、普及・啓

発活動を行います。

（３）認知症初期集中支援チームの充実

現在、高齢者やその家族からの認知症に関する相談や対応は、地域包括支援セン

ターが行っています。今後、地域包括支援センターが認知症について気軽に相談で

きる場であることを市民へ周知徹底し、認知症の早期発見に努めていきます。

また、認知症初期集中支援チームは、地域包括支援センターの対応能力がさらに

向上するよう支援していきます。

（４）認知症サポーター養成講座ステップアップ講座の取組み

認知症サポーター養成講座を受講した方を対象にステップアップ講座を開催し、

認知症の理解者を増やすとともに、支援者のすそ野を広げる活動をしていきます。

また、ステップアップ講座修了者が認知症地域支援推進員と連携し、認知症の人

やその家族を支援する地域活動につながる仕組み（「チームオレンジ」）を構築して

いきます。

（５）本人ミーティングの実施・認知症カフェの取組み

認知症施策推進大綱において、認知症の人の意思を尊重するとともに、本人が発

信することが大切であると言われています。認知症の人が自身の希望や必要として

いること等を、本人同士で語りあう「本人ミーティング」などのピアサポート活動

に取組ます。また、認知症カフェを立ち上げ、本人が活躍する場を地域につくると

ともに、家族同士が気軽に集える場ともしていきます。
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（６）認知症予防※に資する可能性のある活動の推進

認知症は、未だ発症や進行の仕組みが解明されておらず、根本的治療薬や予防法

は確立されていません。認知症施策推進大綱では、認知症予防に資する可能性のあ

る活動として、「運動不足の改善」、「生活習慣病の予防」、「社会参加による社会的孤

立の解消や役割の保持等」としています。和光市では、介護予防・日常生活支援総

合事業の中で、介護予防拠点などにおいて、体力の向上や健康づくり、閉じこもり

の予防等の介護予防活動を行っていますが、引き続きがそれらの活動を継続し、認

知症予防につなげていくとともに、積極的に認知症予防について普及啓発をしてい

きます。

図表 認知症者に対する地域レベルの取組み

○高齢者のニーズを的確に把握し、介護保険事業計画で地域密着型サービス基盤整備に関し、認知症者等への的確なサービス必要量に
対する供給量の確保を念頭においた取り組みとなっている。

○ニーズ調査

（CPSスケール等）

コミュニティケア会議

認知症初期集中支援チーム会議

声かけ・見守り支援

認知症サポーター等の
活用

地域支援事業への参加

高齢者福祉センターの
利用

認知症対応病院への

受診支援

介護・医療連携の

チームケア支援

○医療機関・薬局
等からの連絡

○認知症検診
○地域の方・民生
委員からの連絡

○本人・家族から
の相談

○介護サービス事　
業者等からの連絡

地域包括支援センター

成年後見支援会議

介護サービス
地域密着型サービス
 （GH/小規模多機能型居宅介）
施設サービス

地域の理解を促進

軽度 専門職の介入が必要

※認知症施策推進大綱では「予防」について「認知症にならないという意味ではなく、「認知症

になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味としています。
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第５節 埼玉県ケアラー支援計画と連携したケアラー支援

埼玉県では、全国に先駆け令和２年３月に「ケアラー支援条例」※が施行されました。

介護者のうち７割が何らかの悩みを抱え、介護離職に至っては、全国で年間１０万人を

超えています。介護や看護などをする、いわゆるケアラーが、自分を見失うことなく、また、

社会から孤立することがないよう、誰もが安心して介護や看護ができる社会の実現に向け、

以下のことに取り組んでいきます。

（１）孤立防止に向けた相談体制の整備

日常生活圏域毎につどいの場を整備し、ケアラーが抱える介護と仕事、学業、育児・療

育との両立、社会参加、生活の困窮、自分自身の生活、心身の健康維持など、身近に相談で

きる場所や居場所の確保を図ります。

また、増加するヤングケアラー等が利用しやすいよう、アプリやＳＮＳ等を通じた相談

支援体制を整備します。

（２）総合的なケアラー支援

在宅介護の推進や地域における互助力の強化等の取組みとの効果的な施策連携や、世帯

に対するマネジメントによる介護保険サービスとケアラーの適切な役割分担等により、身

体的・精神的負担の軽減を図りながら、総合的にケアラー支援を充実させていきます。

また、レスパイトケアの一環として、緊急時の受け皿や支援体制の整備、高齢者版のファ

ミリーサポートセンターを立ち上げ、家事援助や外出介助を行うなど、地域互助力を生かし

た環境整備を推進していきます。

（３）ケアラーに対する普及啓発

条例の基本理念である「ケアラーが孤立することのないよう社会全体で支える」

ためには、ケアラーの存在を広く知ってもらう必要があります。ホームページや広

報等を活用し、積極的に普及啓発をしていきます。

（出典：一般社団法人日本ケアラー連盟）

※埼玉県ケアラー支援条例では、ケアラーについて、高齢、身体上又は精神上の障害又は疾病等に

より援助を必要とする親族、友人その他の身近な人に対し、無償で介護、看護、日常生活上の世話

その他の援助を提供する者、ケアラーのうち、１８歳未満の者をヤングケアラーと定義しています。
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第６節 介護人材確保への取組み

急速な高齢化に伴う介護サービスの需要の増大と生産年齢人口の減少が見込まれる

ことから、介護サービスの担い手となる人材確保は、今後ますます厳しい状況が続くこ

とが予想されます。

このため、人材の確保・定着及び介護職のイメージアップに向け、以下のことを行って

いきます。

（１）介護人材の確保

これまで介護との関わりがなかった方や介護未経験者の方が、介護の業務に携わる上で

必要不可欠となる基本的技術を学ぶことができるよう、介護に関する入門的研修を実施し、

介護分野への参入のきっかけをつくるとともに、介護の業務に携わる上での不安を払拭す

ることにより、多様な人材の参入を促進していきます。

（２）働きやすい職場環境の整備

介護の現場で働く職員が長く働き続けることができるよう、働きやすい労働環境の整備

や、職員1人あたりの生産性の向上、業務の効率化を図り、介護の質は維持しつつ、介護職

員の身体的・精神的負担を軽減した、効率的な業務運営に向け、国や県と連携しながら介護

ロボットやＩＣＴ機器等の活用を推進します。

また、介護職員が担っている業務を切り分け、働く曜日や時間帯等、ライフスタイルに

合わせた働き方を提供することで、若年層のみならず、子育てを終えた世代や中高年齢層な

ど、各層の介護分野への就職を促すほか、潜在介護人材の復職・再就職支援を推進します。

あわせて介護報酬に係る地域区分を５級地から４級地へ引き上げることにより、介護職

員の処遇改善を図ります。

（３）介護職のイメージアップ

地域の学生や子ども、その保護者を対象とした出前講座や職業体験を通じた介護職への

理解促進や興味関心の向上を図り、介護の仕事に対するイメージアップや社会的価値を早

い段階で啓発していくことで、次世代を担う子どもたちが将来の職業として考えるきっか

けをつくります。
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第７節 医療・介護連携の推進

最期まで住み慣れた地域で自分らしく過ごすために、適切な医療と介護サービス

の連携体制が不可欠です。和光市では、今まで、コミュニティケア会議による医療・

介護連携や、地域の基幹病院である独立行政法人国立病院機構埼玉病院との医療・

介護連携協定によるＩＣＴシステムの活用、医療・介護連携拠点「地域包括ケア支

援室」（朝霞地区医師会に業務委託）を設置するなどして、医療・介護の連携体制を

構築してきました。今後は以下の取組みを行い、医療・介護の連携を強化していき

ます。

（１）地域の医療・介護資源の把握と医療・介護連携ガイドブックの作成

今まで、医療機関や介護サービス事業者の連絡先が書かれたものはありましが、

医療・介護サービス事業者が連携をとりやすくするため、医療機関や介護事業所の

機能等も記載された、医療・介護サービス従事者向けの「医療・介護連携ガイドブッ

ク」を作成していきます。

（２）在宅医療・介護連携推進会議の設置

在宅医療・介護関係者の関係性の構築のため、地域の医療・介護関係者等が参加

する会議を開催し、在宅医療・介護連携の課題等を抽出するとともに、解決策の検

討を行います。

（３）在宅医療・介護連携に関する相談支援と入退院ルールの活用普及

現在、地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口として設置している医療・

介護連携拠点「地域包括ケア支援室」を引き続き設置し、医療・介護サービス関係

者からの相談支援を行います。また朝霞地区入退院支援ルールが運用されるように

普及をしていきます。

（４）在宅医療・介護関係者への研修

地域の医療・介護関係者との連携を実現するために、医療・介護関係者向けの研修

会を実施します。

（５）地域住民の普及啓発

医療・介護連携について、お届け講座等、あらゆる場面で地域住民への普及啓発を

図り、在宅医療・介護連携の理解促進に努めます。

（６）ＩＣＴの活用

引き続き、独立行政法人国立病院機構埼玉病院との医療・介護連携協定によるＩ

ＣＴ医療連携システム（カルナコネクト）や、朝霞地区医師会が運用するＭＣＳ（メ

ディカルケアステーション）についての普及を図ります。



10

第８節 公民連携を活かした高齢者の社会的活動機会の創出

介護保険サービスを必要としない、いわゆる「元気高齢者」を増やすことが将来の

要介護者増加に至る流れを緩やかにしていくことにつながると考えられます。元気高

齢者と要介護（要支援）の間にいる人たち（ギャップシニア）を対象に、多様なニー

ズに応じた包括的な保険外サービスの創出とサービス提供の仕組みの構築を実施し

ています。

（１）わこう暮らしの生き活きサービスプラザの開設

平成２６年度に設立された自治体や民間企業等により構成する「ギャップシニア

コンソーシアム」に参画し、平成２８年１月に高齢者の生活サポートの拠点となる

「わこう暮らしの生き活きサービスプラザ」を開設しました。

（２）和光市生涯現役促進地域連携事業の推進

人生１００年時代を見据え、元気な高齢者を増やし、意欲のある高齢者が培った

能力や経験を活かした生涯現役で活躍し続けられる地域の仕組みづくりを行うため、

令和２年１月に和光市生涯現役促進協議会を設立しました。そして「リビングラボ
※を起点とした高齢者の新たな活用機会の創出」事業を開始し、企業と連携した市民

参加の拠点を設置しています。令和４年度までに個人と企業双方にとって新しい可

能性を拓く多様な参画機会の実現に向けて、高齢者への就労支援や企業への業務の

切り出しの提案等により、高齢者の活躍の機会の拡充や個人の能力や意欲を尊重し

た活動の拡大、自己効力感を高く持てる地域環境の整備を図ることを進めています。

図表 和光市生涯現役促進地域連携事業の概念図

※リビングラボとは、ものづくりやサービスの開発にて、市民やユーザーも参加する共創活動。また

はその活動拠点のことです。
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第９節 研究機関等との連携による新たな介護・疾病予防

日本の医療、介護は今まで、実際に罹患し、或いは介護が必要になる人を対象に進

められてきました。しかし、今後の超高齢社会では、医療、介護に至る前に人々の

健康状態の維持、向上に取り組むことが、医療介護費増大を抑えるために必要になっ

てきます。

（１）健康脆弱化予知予防コンソーシアムに参画

加齢に伴う身体機能や認知機能の低下、転倒による骨折や関節疾患により、高齢

期、特に後期高齢期に要介護が急増することを踏まえ、要介護に至る手前の「脆弱

化」に注目し、脆弱化に至る兆候を予知し予防することで、高齢者が自立した生活

を送ることができる社会の実現を目的として、和光市は、国立研究開発法人理化学

研究所が設立した「健康脆弱化予知予防コンソーシアム」に参画しています。

（２）国立研究開発法人理化学研究所等との共同研究

理化学研究所等と平成 27 年度から令和元年度まで「健康脆弱化の予知・予防技術

のための健康計測」に関する共同研究及び令和元年度から「共想法による高齢者の認

知機能脆弱化予知予防研究」に関する共同研究契約を締結し、共同事業として、市民

を対象に疲労度計測、呼気計測等の健康計測や認知機能の研究を実施しています。

事業による分析結果は、介護予防事業や健康診断の評価指標としてモデル的に導入

することや、新たな介護予防、疾病予防のための事業を開発するなどに活用します。

第 10 節 施設の災害及び感染症対策

災害対策及び感染症対策では、日頃から介護事業所等と連携して訓練を実施する

ことや平時からの事前準備が重要となります。

近年の災害発生状況や、新型コロナウイルス感染症の流行を踏まえ、施設におけ

る災害及び感染症対策の体制整備を図ります。

（１）災害対策

和光市地域防災計画に定める要配慮者利用施設に対し、危機管理室と連携を図り

年に一度、情報伝達訓練を行います。

（２）感染症対策

感染拡大防止策の周知啓発、介護事業所等において必要な物資の調達・輸送体制

を整備します。

また、介護事業所等の職員が感染予防策と感染発生時の備えの理解を深めて業務

にあたることができるよう、感染対策に関する研修を埼玉県と連携し、実施します。
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第 11 節 保健事業と介護予防の一体的実施

高齢者は、複数の慢性疾患を持った方が多く、また、身体的、精神・心理的、社

会的な様々な課題を抱えやすく、いわゆるフレイル状態になりやすい傾向がありま

す。高齢者は「疾病予防・重症化予防」と「生活機能の維持」の両面にわたるニー

ズがあり、今まで医療保険の分野で実施していた保健事業と介護保険における介護

予防を一体的に実施することが高齢者のＱＯＬ（生活の質）の向上につながります。

そのため、令和２年４月１日に「高齢者の医療の確保に関する法律等の改正法」

が施行され、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」が法制化されました。

新たに、和光市では、「和光市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関

する基本方針」を策定し、高齢者の健康づくりから、疾病予防・重症化の予防まで

と取り組んでいきます。

（１）専門職（管理栄養士・歯科衛生士）による訪問指導事業

日常生活圏域ニーズ調査に回答いただいた方で、栄養状態や口腔に課題があり、

事業の参加を希望する方に、管理栄養士や歯科衛生士が訪問して保健指導を実施し

ます。対象者の抽出や保健指導の際に国保データベース（ＫＤＢシステム）を活用

していきます。

（２）介護予防の通いの場における健康づくり

介護予防拠点等の通いの場に専門職が訪問し、健康づくりのための個別アドバイスを実

施します。

和光市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に関する基本方針

〇基本理念

人生１００年時代を見据え、ふるさと和光で

生涯を通じて健康で自立した生活を送るための支援

〇基本的な考え方

（１）介護予防・疾病予防・重症化予防

（２）個人の主体的な健康づくりの促進

（３）市民の健康づくりに対する市民の積極的な関与
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第 12 節 住まい確保の取組み

生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望にかなった住まいが確保さ

れていることが地域包括ケアシステムの前提となります。これを念頭に置き、高齢者

の住まいの充実を図ります。

（１）家賃助成及び相談窓口の設置

独自施策として、市内のグループホーム等に入居する低所得者を対象としたグ

ループホーム等入居家賃助成事業や市が指定する民間賃貸住宅に入居している低所

得者を対象とした高齢者支援住宅家賃助成事業等の住まい確保の取組を進めていま

す。

また、高齢者等の住まい確保の取組みとして、くらし・仕事相談センターに高齢

者の住まいの相談や生活相談を行う職員を配置し、住まいの相談センターを設置し

ています。このセンターでは、高齢者や介護事業者、協力不動産事業者から空き家

（利用されていない家屋）についての情報収集を行うとともに、住まいを必要とし

ている人への物件についての情報提供や入居までのコーディネーターとしての役割

を担います。

（２）有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の整備

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が多様な介護ニーズの受

け皿となっていることを踏まえ、地域のニーズを把握し、質の確保を図りながら適

正な施設整備を進めていきます。

また、西大和団地等の大規模な中高層住宅の高齢化対策として、有料老人ホーム

等の高齢者向け施設の誘致を進めていきます。
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第 13 節 グランドデザイン

和光市では、日常生活圏域ニーズ調査などにより把握した地域ごとの高齢者の課

題を踏まえ、サービス基盤を整えてきましたが、引き続き新たなニーズが見込まれ

る地区には、基盤整備を図っていきます。

具体的には、介護老人福祉施設やグループホームの待機者対策として、第７期計

画で未整備であった地域密着型介護老人福祉施設やグループホームの整備を引き続

き計画に加え、介護予防拠点が整備されていない北エリアへ新たに施設を整備しま

す。

なお、地域密着型サービス事業所の整備に当たっては、整備・運営を行う事業者

の選定を、原則として公募により行います。（公募の条件は、事業所の整備・運営を

行う事業者が、事業用の土地・建物等を確保するものとします。）

図表 第８期長寿あんしんグランドデザイン

㉔通所型サービスＡ・Ｃ

⑬グループホーム

②ケアハウス（地域密着型

特定施設入居者生活介護）

㉑小規模多機能型居宅

介護・グループホーム

㉒南公民館

（介護予防事業・地域交流拠点）

㉓グループホーム・

認知症デイサービス

①介護予防小規模多機能型居宅介

護（新倉高齢者福祉センター）

Ａ 北地域包括支援センター

新倉２－５－１２

坂下公民館での

介護予防事業実施

③小規模多機能型居宅

介護・グループホーム

⑨グループホーム

Ｂ 北第２地域包括支援センター

下新倉５－１０－７０

④認知症デイサービス･

グループホーム

E 南地域包括支援センター
南１－２３－１

（総合福祉会館内）

⑤サービス付高齢者住宅等

（在宅療養支援診療所、

薬局、巡回サービス）

⑮まちかど健康相談室

（介護予防・地域交流拠点）

⑪グループホーム

⑫本町小学校ふれあいプラザ
（介護予防事業・地域交流拠点）

Ｄ中央第 2地域包括支援センター

丸山台２−２０−１５

⑥看護小規模多機能型居宅

介護・グループホーム

白子コミセンでの介護予

防事業実施

Ｃ中央地域包括支援センター

本町１５－３５ ２階

⑭定期巡回・随時対応型(西大和団地)

中央公民館での介

護予防事業実施

⑯介護予防拠点・通所型サービス

⑰認知症疾患医療センター

⑱定期巡回・随時対応型
（ＣＩハイツ周辺）

㉕サービス付高齢者住宅(巡回サービス)

南地域センターで

の介護予防事業

㉖定期巡回・随時対応型

㉘介護予防拠点

㉗介護予防拠点

⑧介護予防拠点

⑳グループホーム
（小規模多機能型）

⑦地域密着介護老人福祉施設
(巡回サービス)

⑩サービス付高齢者住宅

地域密着型特定施設

(巡回サービス)

⑲介護予防拠点



15

図表 地域密着型サービス、介護予防拠点等リスト

第８期　地域密着型サービス、介護予防拠点等リスト（案）

＜グランドデザイン北エリア＞

番号・記号 場所 サービス種類・整備内容 定員等 年月

Ａ 新倉２丁目 グランドデザイン北エリア　和光市北地域包括支援センター - 整備済

Ｂ 下新倉５丁目 グランドデザイン北エリア　和光市北第２地域包括支援センター - 整備済

① 新倉１丁目 介護予防小規模多機能型居宅介護（新倉高齢者福祉センター内）・地域交流他 ２０人 整備済

② 新倉８丁目 ケアハウス（地域密着型特定施設入居者生活介護）　※公有地利用 ２９人 整備済

③ 下新倉３丁目 小規模多機能型居宅介護 ２９人 整備済

グループホーム　※併設型施設 ９人

④ 下新倉５丁目 認知症対応型デイサービス １２人 整備済

グループホーム　※併設型施設 ９人

⑤ 新倉２丁目 サービス付高齢者住宅 ２９人 整備済

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス　※併設 -

⑥ 下新倉４丁目 グループホーム　 １８人 整備済

看護小規模多機能型居宅介護　※併設 -

⑦ 地域密着型介護老人福祉施設 ２９人 R3年度以降

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス　※併設 - R3年度以降

⑧ 介護予防拠点 － R3年度以降

＜グランドデザイン中央エリア＞

Ｃ 本町 グランドデザイン中央エリア　和光市中央地域包括支援センター - 整備済

D 丸山台２丁目 グランドデザイン中央エリア　和光市中央第２地域包括支援センター - 整備済

⑨ 中央２丁目 グループホーム ２７人 整備済

⑩ 丸山台２丁目 サービス付高齢者住宅 ２９人 整備済

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス　※併設 -

サービス付高齢者住宅（地域密着型特定施設入居者生活介護） -

⑪ 広沢 小規模多機能型居宅介護 ２９人 整備済

グループホーム　※併設型施設　公有地利用 ９人

⑫ 本町 本町小学校ふれあいプラザ（介護予防・地域交流拠点） - 整備済

⑬ 丸山台２丁目 グループホーム ９人 整備済

⑭ 西大和団地 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス - 整備済

⑮ 西大和団地 まちかど健康相談室（介護予防・地域交流拠点） - 整備済

⑯ 本町 通所型サービスC　等　 - 整備済

⑰ 本町 認知症疾患医療センター - 整備済

医療サービス（重度認知症デイケア、精神科デイケア）

⑱ 本町（CIハイツ周辺） 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス - 整備済

⑲ 丸山台 介護予防拠点 - 整備済

⑳ グループホーム　 １８人

小規模多機能型居宅介護　※併設 -

＜グランドデザイン南エリア＞

E 南１丁目 グランドデザイン南エリア　和光市南地域包括支援センター（総合福祉会館内） - 整備済

㉑ 諏訪 小規模多機能型居宅介護 ２９人 整備済

グループホーム　※併設型施設 ９人

㉒ 南２丁目 南公民館ふれあいプラザ（介護予防・地域交流拠点） - 整備済

㉓ 南１丁目 グループホーム（デイサービス併設） １８人 整備済

㉔ 南１丁目 介護予防通所介護（高齢者福祉センター内）・地域交流他 １５人 整備済

㉕ 白子1丁目 サービス付高齢者住宅 ２９人

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス　※併設 -

㉖
白子１丁目
（DIKマンション周辺）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス - 整備済

㉗ 南１丁目 介護予防拠点 － 整備済

㉘
（南大和団地・諏訪原団地
周辺）

介護予防拠点 － 整備済

増設

整備済

R3年度以降


