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市職員名簿
役
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健康福祉部長
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俊英
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健康福祉部次長

名

花田
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健康福祉部

介護保険課長

健康福祉部

おおもり ひろと
介護保険課長補佐（企画保険料係長兼務）
大森 裕登

健康福祉部

介護保険課

認定係長

健康福祉部

介護保険課

給付指導係長

健康福祉部

健康増進課長

健康福祉部

健康増進課長補佐

健康福祉部

おざわ ちか
健康増進課長補佐（庶務・保健係長兼務）
小澤 千香

健康福祉部

健康増進課副主幹（感染症対策担当）

健康福祉部

健康増進課

事業係長

健康福祉部

健康増進課

健康寿命推進係長

健康福祉部

健康増進課

高齢者支援係長

健康福祉部

地域福祉推進課長

健康福祉部

地域福祉推進課

主査（調整担当）

健康福祉部

地域福祉推進課

主査（計画担当）

健康福祉部

地域福祉推進課

主査（検査担当）

江川

裕美

たちばな
橘

なおき

尚紀

せきぐち

かおる

関口

香

つだ

じゅん

津田

潤

こいけ
小池

ひでゆき
秀征

たけうち

あき

竹内 亜紀
まつかわ
松川

ともひろ

知裕

さいとう
齊藤

こうた

公太

くにとも
國友

りょうへい

良平

あらい
新井

やすのり

※ その他、必要に応じて関係職員が出席します。

泰徳

みやもと
宮本

たつのり

辰憲

はにゅう
羽生

孝明

ごとう
午頭

たかあき
やすひろ

康浩
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令和３年度 高齢者施策に関わる組織体制について
令和3年度～
主な業務
課

介護保険課

健康増進課

係
1. 高齢者保健福祉計画の策定・推進に関すること。
2. 介護保険事業計画の策定・推進に関すること。
3. 介護保険事業特別会計の予算に関すること。
4. 地域包括ケア推進協議会の運営に関すること。
5. 地域密着型サービス事業者の公募・整備補助に関すること。
企画保険料係 6. 福祉有償運送運営協議会に関すること。
7. 長寿社会対策基金に関すること。
8. いきいきプラザの総合相談窓口に関すること。
9. 介護保険の保険料に関すること。
10. 介護保険の資格管理に関すること。
11. 課の庶務に関すること。
認定係

1. 介護保険の要介護等認定に関すること。

給付指導係

1.
2.
3.
4.

庶務・保健事
業係

1. 昭和病院に関すること。
2. 狂犬病予防等に関すること。
3. 消毒その他感染症予防の事務に関すること。
4. 献血推進活動に関すること。
5. 東村山駅西口公益施設の運営、管理に関すること。
6. 専用水道等事務に関すること。
7. 自殺対策の事務に関すること。
8. 骨髄ドナーの助成に関すること。
9. 災害医療に関すること。
10. 課の庶務に関すること。
11. 地域保健計画の事務等に関すること。
12. 健康教育及び健康相談の事務に関すること。
13. 検(健)診及び保健指導等の事務等に関すること。
14. 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく高齢者の予防接種の事務
に関すること。
15. 休日及び休日準夜応急診療に関すること。

事業係

1. 介護予防・日常生活支援総合事業の事務に関すること。
2. 生活支援体制整備事業の事務に関すること。
3. 地域包括支援センターの事務に関すること。
4. 高齢者の生活支援の事務に関すること。
5. 高齢者生きがい事業に関すること。
6. 老人クラブに関すること。
7. シルバー人材センターに関すること。
8. 敬老福祉啓発等に関すること。
9. 地域ケア会議の事務に関すること。
10. 地域医療と介護の連携の事務に関すること。
11. 高齢者の見守り等の事務に関すること。

介護給付の分析・管理に関すること。
介護給付の適正化に関すること。
介護保険事業者の指定及び指導助言に関すること。
介護保険の利用者負担額に関すること。
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健康増進課

1. 地域保健計画の推進に関すること。
2. 保健推進員活動に関すること。
3. 消毒その他感染症予防に関すること。
4. 自殺対策に関すること。
5. 特定健診の実施計画及び管理運営に関すること。
6. 検(健)診及び保健指導等に関すること。
7. 健康教育及び健康相談に関すること。
8. 歯科保健に関すること。
9. 保健栄養に関すること。
健康寿命推進
10. 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく高齢者の予防接種に関す
係
ること。
11. 市民健康のつどいに関すること。
12. 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。
13. 生活支援体制整備事業に関すること。
14. 地域包括支援センターに関すること。
15. 地域ケア会議に関すること。
16. 地域医療と介護の連携に関すること。
17. 健康増進等に関すること。
18. 高齢者の見守り等に関すること。
高齢者支援係

1. 高齢者の権利擁護に関すること。
2. 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による措置に関すること。

感染症対策担
1. 新型コロナウイルス感染症に関すること。
当
検査担当

1. 社会福祉法及び介護保険法に基づく指導検査事務に関すること。
2. 社会福祉法人認可等事務に関すること。

調整担当

1.
2.
3.
4.
5.

成年後見制度に関すること。
社会福祉協議会との連絡調整に関すること。
地域福祉センター及び社会福祉センター等に関すること。
民生委員・児童委員協議会に関すること。
課及び部の庶務に関すること。

計画担当

1.
2.
3.
4.
5.
6.

地域福祉計画の策定及び推進に関すること。
保健福祉協議会に関すること。
旧軍人及び遺族の援護に関すること。
避難行動要支援者名簿に関すること。
日本赤十字社に関すること。
東京都福祉のまちづくり条例に関すること。

地域福祉推進
課

【資料 3】
令和 3 年 8 月 30 日（月）
第 1 回東村山市地域包括ケア推進協議会
○東村山市介護保険条例
平成１２年３月２９日
条例第９号
改正 平成１５年３月２７日条例第５号
平成１８年３月３０日条例第３１号
平成２０年３月２８日条例第８号
平成２１年３月３１日条例第１４号
平成２１年４月２７日条例第２１号
平成２４年３月２９日条例第４号
平成２５年１０月１０日条例第２５号
平成２６年３月３１日条例第１７号
平成２７年３月３０日条例第１１号
平成２７年５月２６日条例第２０号
平成２７年１２月２５日条例第３３号
平成２８年３月２８日条例第７号
平成２９年３月３０日条例第５号
平成３０年３月２９日条例第５号
令和元年７月９日条例第８号
令和２年６月８日条例第１２号
令和２年１２月２３日条例第２６号
令和３年３月２９日条例第５号
条例第９号
目次
第１章 総則(第１条―第３条)
第２章 認定(第４条)
第３章 保険給付(第５条―第１１条)
第４章 保険料(第１２条―第１９条)
第５章 地域包括ケア推進協議会(第２０条)
第６章 地域支援事業等(第２１条―第２２条の１０)
第７章 事業者の義務(第２３条)
第８章 罰則(第２４条・第２５条)
第９章 雑則(第２６条・第２７条)
附則
第１章 総則
(目的)
第１条 この条例は、法令に定めるもののほか、東村山市(以下「市」という。)の介護保険の
実施に関し必要な事項を定め、もって介護保険に関する施策の推進を図ることを目的とする。
(市の責務)
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第２条 市は、保険者として介護保険法(平成９年法律第１２３号。以下「法」という。)第１
１７条の規定により市が定める介護保険事業計画、老人福祉法(昭和３８年法律第１３３号)
第２０条の８の規定により市が定める老人福祉計画等その他の高齢者の保健、医療、福祉又
は居住に関する施策と調和を図り、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように努
めなければならない。
２ 市は、介護サービス等の実施状況を適切に評価するとともに、必要な情報の提供に努めな
ければならない。
一部改正〔平成２４年条例４号〕
(市民の責務)
第３条 市民は、市の介護保険事業の推進に協力するよう努めなければならない。
第２章 認定
(認定)
第４条 市の介護保険における要介護認定等の審査判定は、東村山市介護認定審査会に関する
条例(平成１１年東村山市条例第２０号)に規定する審査会が行うものとする。
第３章 保険給付
(介護給付)
第５条 介護給付(被保険者の要介護状態に関する保険給付をいう。)は、法第４０条に規定す
る保険給付とする。
一部改正〔平成１８年条例３１号・２１年１４号・２４年４号〕
(予防給付)
第６条 予防給付(被保険者の要支援状態に関する保険給付をいう。)は、法第５２条に規定す
る保険給付とする。
一部改正〔平成１８年条例３１号・２１年１４号・２４年４号〕
(特例居宅介護サービス費等の額)
第７条 次の各号に掲げるサービス費の額は、当該各号に定める額とする。
(１) 特例居宅介護サービス費 法第４２条第３項に定めるところにより算定された基準の
額
(２) 特例居宅介護サービス計画費 法第４７条第３項に定めるところにより算定された基
準の額
(３) 特例施設介護サービス費 法第４９条第２項に定めるところにより算定された基準の
額
(４) 特例介護予防サービス費 法第５４条第３項に定めるところにより算定された基準の
額
(５) 特例介護予防サービス計画費 法第５９条第３項に定めるところにより算定された基
準の額
(６) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第６１条の４第２項に定めるところにより算
定された基準の額
一部改正〔平成１８年条例３１号・２１年１４号・２６年１７号・２９年５号〕
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第８条 法第４２条第１項第２号に係る特例居宅介護サービス費又は法第５４条第１項第２号
に係る特例介護予防サービス費の支給は、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(次条
において「居宅要介護等被保険者」という。)が、法第４２条第１項第２号に規定する基準該
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当居宅サービス又は法第５４条第１項第２号に規定する基準該当介護予防サービスの事業を
行うものとして市の登録を受けたものより当該基準該当居宅サービス又は基準該当介護予防
サービスの提供を受けた場合に行うものとする。
一部改正〔平成１８年条例３１号〕
(特例居宅介護サービス計画費等の支給)
第９条 法第４７条第１項第１号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第５９条第１項第
１号に係る特例介護予防サービス計画費の支給は、居宅要介護等被保険者が、法第４７条第
１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援又は法第５９条第１項第１号に規定する基準該
当介護予防支援の事業を行うものとして市の登録を受けたものより当該基準該当居宅介護支
援又は基準該当介護予防支援の提供を受けた場合に行うものとする。
一部改正〔平成１８年条例３１号〕
(非営利組織等の活用)
第１０条 市は、第８条に規定する基準該当居宅サービス若しくは基準該当介護予防サービス
又は前条に規定する基準該当居宅介護支援若しくは基準該当介護予防支援(次条においてこ
れらを「特例介護サービス等」という。)の実施については、市内及び近隣地域における非営
利組織等を活用し、地域の実情に即したサービスの提供に努めるものとする。
一部改正〔平成２９年条例５号〕
(事業者の登録等)
第１１条 特例介護サービス等に関し、事業者の登録手続その他必要な事項は、規則で定める。
第４章 保険料
(保険料率)
第１２条 令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第
１号被保険者(法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 介護保険法施行令(平成１０年政令第４１２号。以下「令」という。)第３９条第１項
第１号に掲げる者 ３３,１００円
(２) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ４６,９００円
(３) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ５１,８００円
(４) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ５８,０００円
(５) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ６９,０００円
(６) 次のいずれかに該当する者 ７７,３００円
イ 地方税法(昭和２５年法律第２２６号)第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得
金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和３２年法律第２６号)第３３
条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第
１項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定
の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第２２条の２第２項に規定する特別控
除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下
同じ。)が１２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第８号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、
第１３号ロ、第１４号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
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(７) 次のいずれかに該当する者 ８８,３００円
イ 合計所得金額が２１０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号
ロ、第１４号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
(８) 次のいずれかに該当する者 １０２,８００円
イ 合計所得金額が３２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ、第１４
号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
(９) 次のいずれかに該当する者 １０９,７００円
イ 合計所得金額が４００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第１１号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ、第１４号ロ又は第１
５号ロに該当する者を除く。)
(１０) 次のいずれかに該当する者 １１９,４００円
イ 合計所得金額が５００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第１２号ロ、第１３号ロ、第１４号ロ又は第１５号ロに該当
する者を除く。)
(１１) 次のいずれかに該当する者 １２７,７００円
イ 合計所得金額が６００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第１３号ロ、第１４号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
(１２) 次のいずれかに該当する者 １３５,２００円
イ 合計所得金額が７００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ、第１４号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
(１３) 次のいずれかに該当する者 １４３,５００円
イ 合計所得金額が８００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
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いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)、次号ロ又は第１５号ロに該当する者を除く。)
(１４) 次のいずれかに該当する者 １５１,１００円
イ 合計所得金額が９００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しな
いもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
(１５) 次のいずれかに該当する者 １５９,４００円
イ 合計所得金額が１,０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当し
ないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用
されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第３９条第１項第１号イ((１)に係
る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(１６) 前各号のいずれにも該当しない者 １６８,４００円
２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和３年度から令
和５年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、１９,３００円とする。
３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る
令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合にお
いて、前項中「１９,３００円」とあるのは、「２９,７００円」と読み替えるものとする。
４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係
る令和３年度から令和５年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合に
おいて、第２項中「１９,３００円」とあるのは、「４８,３００円」と読み替えるものとす
る。
全部改正〔平成２１年条例１４号〕、一部改正〔平成２４年条例４号・２７年１１号・
２０号・３０年５号・２３号・令和元年８号・２年１２号・３年５号〕
(普通徴収に係る納期)
第１３条 普通徴収(法第１３１条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)に係る保険料の納
期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第１期 ７月１日から同月３１日まで
第２期 ８月１日から同月３１日まで
第３期 ９月１日から同月３０日まで
第４期 １０月１日から同月３１日まで
第５期 １１月１日から同月３０日まで
第６期 １２月１日から同月２５日まで
第７期 翌年１月１日から同月３１日まで
第８期 ２月１日から同月末日まで
２ 市長は、前項に規定する納期によることが困難であると認める第１号被保険者については、
その納期を別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第１号被保険者に対
し、その納期を通知しなければならない。
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３ 前２項の規定により定められた納期ごとの分割金額に１００円未満の端数があるとき、又
はその分割金額が１００円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の
納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後における第１号被保険者の資格取得又は喪失等)
第１４条 保険料の賦課期日(法第１３０条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)
後に第１号被保険者の資格を取得した場合における当該第１号被保険者に係る保険料の額の
算定は、第１号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割をもって行う。
２ 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を喪失した場合における当該第１号被保険者
に係る保険料の額の算定は、第１号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割
をもって行う。
３ 保険料の賦課期日後に令第３９条第１項第１号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権
を有するに至った者及び同号イ(１)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第２号ロ、第３号ロ、
第４号ロ、第５号ロ、第６号ロ、第７号ロ、第８号ロ又は第９号ロに該当するに至った第１
号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割により
算定した当該第１号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令
第３９条第１項第１号から第９号までのいずれかに規定する者として月割により算定した保
険料の額との合算額とする。
４ 前３項の規定により算定された当該年度における保険料の額に１００円未満の端数が生じ
る場合は、これを切り捨てるものとする。
一部改正〔平成１５年条例５号・１８年３１号・２１年１４号・２７年１１号〕
(保険料の額の通知)
第１５条 市長は、保険料の額を定めたときは、第１号被保険者に通知しなければならない。
その額に変更があったときも、また、同様とする。
(延滞金)
第１６条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納
付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年１４.６パー
セント(当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７.３パーセント)
の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただ
し、延滞金の確定金額に１００円未満の端数があるとき、又はその全額が１,０００円未満で
あるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
２ 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割
合とする。
３ 前２項の規定に基づき延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金
額に１,０００円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が２,０００円未満である
ときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
一部改正〔平成１５年条例５号〕
(保険料の徴収猶予)
第１７条 市長は、次の各号の一に該当する場合で、その送付すべき保険料の全部又は一部を
一時に納付することができないと認めるときは、保険料の納付義務者の申請により、その納
付することができないと認められる金額を限度として、６月以内の期間を限って、徴収を猶
予することができる。
(１) 第１号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、
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火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について損害を受け
たとき。
(２) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者
が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が減少し
たとき。
(３) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の
休廃止、事業における著しい損失、失業等により減少したとき。
(４) 第１号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、
凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により減少したとき。
２ 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事
項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出
しなければならない。
(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(２) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴
収対象年金給付(法第１３５条第６項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)
の支払に係る月
(３) 徴収猶予を必要とする理由
一部改正〔平成２７年条例３３号・２９年５号〕
(保険料の減免)
第１８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められる者に対
して、保険料を減免することができる。
(１) 前条第１項各号のいずれかに該当し、かつ、損害又は収入の減少の程度が規則で定め
る基準に該当する者
(２) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された第１号被保険者
(３) 前年の世帯の収入が１５０万円以下で、かつ、規則で定める基準に該当する者
２ 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴
収されている者については納期限までに、特別徴収(法第１３１条に規定する特別徴収をい
う。)の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る
月の前前月の１５日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由
を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(１) 第１号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(２) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対
象年金給付の支払に係る月
(３) 減免を必要とする理由
３ 第１項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、
直ちにその旨を市長に申告しなければならない。
一部改正〔平成１８年条例３１号・２７年３３号・３０年５号〕
(保険料に関する申告)
第１９条 第１号被保険者は、毎年度４月１５日まで(保険料の賦課期日後に第１号被保険者の
資格を取得した者は、当該資格を取得した日から１５日以内)に、第１号被保険者本人の所得
状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有
無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。
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第５章 地域包括ケア推進協議会
一部改正〔平成２７年条例１１号〕
(地域包括ケア推進協議会)
第２０条 地域における高齢者の包括的な支援等(次項において「地域包括ケア」という。)を
推進するため、東村山市地域包括ケア推進協議会(以下「推進協議会」という。)を置く。
２ 推進協議会は、地域包括ケアの推進に関し、必要な事項を協議する。
３ 推進協議会は、委員２０人以内をもって組織する。
４ 委員は、被保険者、関係機関職員、医療・福祉関係者、事業者、高齢者団体代表者及び学
識経験者のうちから市長が委嘱する。
５ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様と
する。
７ 前各項に定めるもののほか、推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め
る。
一部改正〔平成２７年条例１１号〕
第６章 地域支援事業等
全部改正〔平成１８年条例３１号〕
(地域支援事業)
第２１条 市は、法第１１５条の４５第１項及び第２項に規定する事業のほか、地域支援事業
として、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(１) 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
(２) 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必要な事業
全部改正〔平成１８年条例３１号〕、一部改正〔平成２１年条例２１号・２４年４号・
２７年１１号〕
(利用料)
第２２条 市は、地域支援事業のうち、規則で定める事業(以下「利用料徴収事業」という。)
を利用した者(以下「利用料徴収事業利用者」という。)に対しては、法第１１５条の４５第
５項に規定する利用料(以下単に「利用料」という。)を徴収することができる。
２ 利用料の額は、利用料徴収事業利用者が受けた利用料徴収事業に要した費用の額(以下「利
用料徴収事業費」という。)の１００分の１０とする。
３ 前項の規定にかかわらず、利用料徴収事業利用者のうち、次の各号のいずれかに該当する
者の利用料の額は、利用料徴収事業費に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(１) 令第２９条の２第１項の規定により算定した所得の額が同条第２項に規定する額以上
である者(次号に掲げる者を除く。) １００分の２０
(２) 令第２９条の２第１項の規定により算定した所得の額が同条第５項に規定する額以上
である者 １００分の３０
４ 前２項の規定にかかわらず、利用料徴収事業利用者のうち、保険料を滞納している第１号
被保険者で、規則で定めるものの利用料の額は、利用料徴収事業費の１００分の３０(当該者
が前項第２号に掲げる者である場合は、１００分の４０)とする。
全部改正〔平成２８年条例７号〕、一部改正〔平成３０年条例２３号〕
(利用料の減免)
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第２２条の２ 市長は、利用料徴収事業利用者が生活保護法(昭和２５年法律第１４４号)によ
る保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律(平成６年法律第３０号)による支援給付を受けている者そ
の他規則で定める者であるときは、利用料を減額又は免除することができる。
追加〔平成２８年条例７号〕
(給付又は補助)
第２２条の３ 市は、利用料徴収事業、無料で実施する事業又は第２２条の６に規定する事業
以外の地域支援事業(以下「給付等事業」という。)に係るサービスを受けた者(以下「給付等
事業利用者」という。)に対しては、そのサービスに要した費用の全部又は一部に相当する額
を給付し、又は補助することができる。
２ 前項の規定による給付又は補助(以下「給付等」という。)の額は、介護保険法施行規則(平
成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」という。)第１４０条の６３の２第１項第１号に定
めるもののほか、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額に
相当する額(以下「補助基準額」という。)の１００分の９０以上１００分の１００以下の範
囲内において規則で定める額とする。
３ 前項の規定にかかわらず、給付等事業利用者のうち、第２２条第３項各号のいずれかに該
当する者の給付等の額は、補助基準額の１００分の７０以上１００分の１００以下の範囲内
において規則で定める額とする。
４ 前２項の規定にかかわらず、給付等事業利用者のうち、保険料を滞納している第１号被保
険者で、規則で定めるものの給付等の額は、補助基準額の１００分の６０以上１００分の１
００以下の範囲内において規則で定める額とする。
５ 給付等事業利用者が当該給付等事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべきサー
ビスに要した費用については、前３項の規定により給付等をすべき額の限度において、当該
給付等事業利用者に代わり、当該給付等事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うこ
とができる。
６ 前項の規定による支払があったときは、給付等事業利用者に対し給付等があったものとみ
なす。
追加〔平成２８年条例７号〕、一部改正〔平成３０年条例２３号〕
(給付等事業に係る給付等の特例)
第２２条の４ 前条第２項から第４項までの規定にかかわらず、市長は、給付等事業利用者が
災害その他の特別の事情があることにより、当該給付等事業に係るサービスに要する費用を
支払うことが困難であると認められるときは、当該給付等事業に係る給付等の額を補助基準
額の１００分の９０に相当する額を超え、１００分の１００に相当する額以下の範囲内にお
いて規則で定める額とすることができる。
追加〔平成２８年条例７号〕
(地域支援事業支給費の上限額)
第２２条の５ 第２２条の３第２項から第４項まで及び前条の規定により算定した額(以下「地
域支援事業支給費」という。)並びに法第５５条第１項の規定により算定した介護予防サービ
ス費等の総額の合計額の合算額は、同条第２項に規定する額を超えることができない。
２ 前項の規定にかかわらず、省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第１号被保険者に
該当する給付等事業利用者に支給する地域支援事業支給費は、法第５５条第２項の規定に基
づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成１
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１年厚生省令第５８号)第２条第１項第２号に規定する区分に応じて厚生労働大臣が定める
額を超えることができない。
追加〔平成２８年条例７号〕
(生活支援活動団体に対する補助)
第２２条の６ 市は、高齢者の地域における自立した日常生活を支援するための事業を行う団
体で、市長が認めるものに対し、規則で定めるところにより、当該事業に要した費用の全部
又は一部を補助することができる。
追加〔平成２８年条例７号〕
(高額地域支援事業支給費等の支給)
第２２条の７ 市は、給付等事業利用者(第２２条の３第４項の規定の適用を受ける者を除く。
以下この条において同じ。)が受けた給付等事業に係るサービスに要した費用から、当該費用
につき支給された地域支援事業支給費を控除して得た額(以下「地域支援事業利用者負担額」
という。)及び当該給付等事業利用者に係る法第６１条第１項に規定する介護予防サービス利
用者負担額から同項に規定する高額介護予防サービス費を控除して得た額の合算額が、令第
２９条の２の２に規定する額を超えるときは、当該給付等事業利用者に対し、高額地域支援
事業支給費を支給する。
２ 市は、地域支援事業利用者負担額並びに給付等事業利用者の介護予防サービス利用者負担
額(高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除し
て得た額)及び当該給付等事業利用者に係る健康保険法(大正１１年法律第７０号)第１１５
条第１項に規定する一部負担金等の額(同項の高額療養費が支給される場合にあっては、当該
支給額に相当する額を控除して得た額)その他医療各法又は高齢者の医療の確保に関する法
律(昭和５７年法律第８０号)に規定するこれに相当する額として政令で定める額の合計額か
ら法第６１条の２第１項に規定する高額医療合算介護予防サービス費を控除して得た額の合
算額が、令第２９条の３に規定する額を超えるときは、当該給付等事業利用者に対し、高額
医療合算地域支援事業支給費を支給する。
３ 第１項に規定する高額地域支援事業支給費及び前項に規定する高額医療合算地域支援事業
支給費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成２８年条例７号〕
(給付等の返還)
第２２条の８ 市長は、偽りその他不正の手段によりこの章の規定による事業に係る給付等を
受けた者があるときは、その者から当該給付等の全部又は一部を返還させることができる。
追加〔平成２８年条例７号〕
(地域包括支援センター)
第２２条の９ 市は、法第１１５条の４６第１項に規定する包括的支援事業を行うため、同条
第２項の規定に基づき地域包括支援センターを設置する。
２ 法令に定めがあるもののほか、地域包括支援センターの運営に関し必要な事項は、規則で
定める。
全部改正〔平成１８年条例３１号〕、一部改正〔平成２１年条例２１号・２４年４号・
２８年７号〕
(保健福祉事業)
第２２条の１０ 市は、第２１条に規定する地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護
する者の支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必
10/1

要な事業その他の必要な事業を行うものとする。
全部改正〔平成１８年条例３１号〕、一部改正〔平成２８年条例７号〕
第７章 事業者の義務
(事業者の義務)
第２３条 事業者は、利用者にその提供しようとする介護サービス等の内容を十分に説明しな
ければならない。
２ 事業者は、介護サービス等の業務遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務を
終了した後も、また、同様とする。
第８章 罰則
(罰則)
第２４条 第１号被保険者が法第１２条第１項本文の規定による届出をしないとき(同条第２
項の規定により当該第１号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)
又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、１０万円以下の過料を科する。
２ 法第３０条第１項後段、第３１条第１項後段、第３３条の３第１項後段、第３４条第１項
後段、第３５条第６項後段、第６６条第１項若しくは第２項又は第６８条第１項の規定によ
り被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、１０万円以下の過料を科する。
３ 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった
者が正当な理由なしに、法第２０２条第１項の規定により文書その他の物件の提出若しくは
提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、
若しくは虚偽の答弁をしたときは、１０万円以下の過料を科する。
４ 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第１５０条第１項に
規定する納付金及び法第１５７条第１項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、
その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額以下の過料を科する。
一部改正〔平成１８年条例３１号・３０年５号〕
(過料の情状)
第２５条 前条の過料の額は、情状により市長が定める。
２ 前条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の
日から起算して１０日以上を経過した日とする。
第９章 雑則
(東村山市行政手続条例の適用除外)
第２６条 東村山市行政手続条例(平成７年東村山市条例第２０号)第２条、第４条又は第３３
条第４項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るため
に行われる行政指導(同条例第３条第８号に規定する行政指導をいう。)については、同条例
第３３条第３項及び第３４条の規定は、適用しない。
一部改正〔平成２７年条例１１号〕
(委任)
第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第１条 この条例は、平成１２年４月１日から施行する。ただし、第２０条の規定は、平成１
２年１０月１日から施行する。
(経過措置)
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第２条 平成１２年度における保険料率は、第１２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
第１号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 令第３８条第１項第１号に掲げる者 ４,７００円
(２) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ７,１００円
(３) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ９,４００円
(４) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 １１,８００円
(５) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 １４,２００円
２ 平成１３年度における保険料率は、第１２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１
号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 令第３８条第１項第１号に掲げる者 １４,２００円
(２) 令第３８条第１項第２号に掲げる者 ２１,２００円
(３) 令第３８条第１項第３号に掲げる者 ２８,３００円
(４) 令第３８条第１項第４号に掲げる者 ３５,４００円
(５) 令第３８条第１項第５号に掲げる者 ４２,５００円
第３条 平成１２年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第１３条の規定にかかわらず、次の
とおりとする。
第１期 １０月１日から同月３１日まで
第２期 １１月１日から同月３０日まで
第３期 １２月１日から同月２５日まで
第４期 翌年１月１日から同月３１日まで
第５期 ２月１日から同月末日まで
２ 平成１２年度において第１３条第２項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定
めることができる」とあるのは「１０月１日以後において別に定める時期とすることができ
る」とする。
３ 平成１３年度においては、第４期から第８期までの納期に納付すべき保険料の総額は、原
則として第１期から第３期までの納期に納付すべき保険料の総額に２を乗じて得た額とする。
４ 前３項の規定により定められた納期ごとの分割金額の算定については、第１３条第３項の
規定を適用する。
第４条 保険料の賦課期日後に第１号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第
１号被保険者に係る保険料の額は、第１４条第１項及び第２項の規定にかかわらず、平成１
２年度においては、平成１２年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条
において「平成１２年度通年保険料額」という。)を６で除して得た額に、平成１２年１０月
から平成１３年３月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得
した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条に
おいて同じ。)を乗じて得た額とし、平成１３年度においては、次の各号に掲げる額の合算額
とする。
(１) 平成１３年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成１３年
度通年保険料額」という。)を１８で除して得た額に、平成１３年４月から同年９月までの
間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(２) 平成１３年度通年保険料額を９で除して得た額に、平成１３年１０月から平成１４年
３月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第５条 保険料の賦課期日後に令第３８条第１項第１号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受
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給権を有するに至った者及び同号イ(１)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及
びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当するに至った第１号被保険者に係る保険料の
額は、第１４条第３項の規定にかかわらず、平成１２年度及び平成１３年度においては、次
の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 当該該当するに至った日が、平成１２年４月１日から同年１０月３１日までの間であ
る場合 該当するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する
者として支払うべき平成１２年度通年保険料額
(２) 当該該当するに至った日が、平成１２年１１月１日から平成１３年３月３１日までの
間である場合 令第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロ
に該当しなかったとした場合の平成１２年度通年保険料額を６で除して得た額に平成１２
年１０月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに
該当するに至った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として
支払うべき平成１２年度通年保険料額を６で除して得た額に当該該当するに至った日が属
する月から平成１３年３月までの月数を乗じて得た額の合算額
(３) 当該該当するに至った日が、平成１３年４月１日から同年９月３０日までの間である
場合 令第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当し
なかったとした場合の平成１３年度通年保険料額を１８で除して得た額に平成１３年４月
から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至
った令第３８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平
成１３年度通年保険料額を１８で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から
平成１３年９月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第３８条第１項第１
号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成１３年度通年保険料額に
３分の２を乗じて得た額の合算額
(４) 当該該当するに至った日が、平成１３年１０月中である場合 令第３８条第１項第１
号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかったとした場合の平成１
３年度通年保険料額を３で除して得た額並びに該当するに至った令第３８条第１項第１号
から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成１３年度通年保険料額に３
分の２を乗じて得た額の合算額
(５) 当該該当するに至った日が、平成１３年１１月１日から平成１４年３月３１日までの
間である場合 令第３８条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロ
に該当しなかったとした場合の平成１３年度通年保険料額を３で除して得た額、令第３８
条第１項第１号イ、ロ及びハ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロに該当しなかったとした
場合の平成１３年度通年保険料額を９で除して得た額に平成１３年１０月から当該該当す
るに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第３
８条第１項第１号から第４号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成１３年度
通年保険料額を９で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成１４年３
月までの月数を乗じて得た額の合算額
(延滞金の割合の特例)
第６条 当分の間、第１６条第１項に規定する延滞金の年１４.６パーセントの割合及び年７.
３パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合
(租税特別措置法第９３条第２項に規定する平均貸付割合をいう。)に年１パーセントの割合
を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年７.３パーセントの割合に満たない
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場合には、その年中においては、年１４.６パーセントの割合にあってはその年における延滞
金特例基準割合に年７.３パーセントの割合を加算した割合とし、年７.３パーセントの割合
にあっては当該延滞金特例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合(当該加算した
割合が年７.３パーセントの割合を超える場合には、年７.３パーセントの割合)とする。
追加〔平成１５年条例５号〕、一部改正〔平成２５年条例２５号・３０年５号・令和２
年２６号〕
(運営協議会委員の任期の特例)
第７条 第２０条第５項本文の規定にかかわらず、平成２０年１０月１８日に委嘱された運営
協議会の委員の任期は、その委嘱の日から平成２１年３月３１日の期間までとする。
追加〔平成２１年条例１４号〕
(改正法附則第１４条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業に関する経過措置)
第８条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、
介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成２７
年４月１日から平成２８年３月３１日までの間(以下「経過措置期間」という。)は行わず、
平成２８年４月１日から行うものとする。この場合において、経過措置期間中における第２
１条及び第２２条の規定の適用については、第２１条中「法第１１５条の４５第１項及び第
２項」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
整備等に関する法律(平成２６年法律第８３号。以下「改正法」という。)附則第１４条第１
項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第５条の規定による改正前の法
(以下「旧法」という。)第１１５条の４５第１項及び法第１１５条の４５第２項」と、第２
２条第１項中「法」とあるのは「旧法」と読み替えるものとする。
追加〔平成２７年条例１１号〕
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険料の減免の
特例)
第９条 市長は、第１８条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防
止のための措置の影響により相当な収入の減少等があり、保険料の納付が困難である者とし
て規則で定めるものに対し、令和２年２月１日から令和３年３月３１日までの間に納期限が
ある保険料を減免することができる。ただし、令和２年度内に減免の申請がされた場合に限
る。
追加〔令和２年条例１２号〕
(令和３年度から令和５年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第１０条 第１号被保険者のうち、令和２年の合計所得金額に所得税法(昭和４０年法律第３３
号)第２８条第１項に規定する給与所得又は同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係
る所得が含まれている者の令和３年度における保険料率の算定についての第１２条第１項
(第６号イ、第７号イ、第８号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３
号イ、第１４号イ及び第１５号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第６号
イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和４０年法律第３３号)第２８条第１項
に規定する給与所得及び同法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る所得の合計額につ
いては、同法第２８条第２項の規定によって計算した金額及び同法第３５条第２項第１号の
規定によって計算した金額の合計額から１０万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場
合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
２ 前項の規定は、令和４年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、
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同項中「令和２年」とあるのは、「令和３年」と読み替えるものとする。
３ 第１項の規定は、令和５年度における保険料率の算定について準用する。この場合におい
て、同項中「令和２年」とあるのは、「令和４年」と読み替えるものとする。
追加〔令和３年条例５号〕
附 則(平成１５年３月２７日条例第５号)
(施行期日等)
１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。
２ この条例による改正後の第１６条及び附則第６条の規定は、平成１２年１１月１日から適
用する。
(経過措置)
３ この条例による改正後の第１２条及び第１４条第４項の規定は、平成１５年度以降の年度
分の保険料から適用し、平成１４年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成１８年３月３０日条例第３１号)
(施行期日)
第１条 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
(経過措置)
第２条 この条例による改正後の第１２条の規定は、平成１８年度分の保険料から適用し、平
成１７年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成１８年度から平成２０年度までの各年度における保険料率の特例)
第３条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する
政令(平成１８年政令第２８号。この条において「平成１８年介護保険等改正令」という。)
附則第４条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する第１号被保険者の平成１８年度の
保険料率は、第１２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じ
それぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１８年度分の地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による市町村民税
(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得
割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第１２条第１号に該当するもの
３０,５００円
(２) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第２号に該当するもの ３０,５００円
(３) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第３号に該当するもの ３８,４００円
(４) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成１７年法律第５号)附則第６条第２項の適用
を受けるもの(以下この項において「第２項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成１
８年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１２条
第１号に該当するもの ３４,７００円
(５) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第２項経過措置対象者に限る。)が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民
15/1

税が課されていないものとした場合、第１２条第２号に該当するもの ３４,７００円
(６) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第２項経過措置対象者に限る。)が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民
税が課されていないものとした場合、第１２条第３号に該当するもの ４２,０００円
(７) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第２項経過措置対象者に限る。)が平成１８年度分の地方税法の規定による市町村民
税が課されていないものとした場合、第１２条第４号に該当するもの ４９,９００円
２ 平成１８年介護保険等改正令附則第４条第１項第３号又は第４号のいずれかに該当する第
１号被保険者の平成１９年度の保険料率は、第１２条の規定にかかわらず、次の各号に掲げ
る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(１) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第１号に該当するもの ３８,４００円
(２) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第２号に該当するもの ３８,４００円
(３) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第３号に該当するもの ４２,０００円
(４) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第６条第４項の適用を受けるもの(以下この項
において「第４項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成１９年度分の地方税法の規
定による市町村民税が課されていないものとした場合、第１２条第１号に該当するもの
４６,２００円
(５) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第４項経過措置対象者に限る。)が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民
税が課されていないものとした場合、第１２条第２号に該当するもの ４６,２００円
(６) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第４項経過措置対象者に限る。)が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民
税が課されていないものとした場合、第１２条第３号に該当するもの ４９,９００円
(７) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第４項経過措置対象者に限る。)が平成１９年度分の地方税法の規定による市町村民
税が課されていないものとした場合、第１２条第４号に該当するもの ５３,６００円
３ 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令
の一部を改正する政令(平成１９年政令第３６５号)による改正後の平成１８年介護保険等改
正令(以下この条において「新平成１８年介護保険等改正令」という。)附則第４条第１項第
５号又は第６号のいずれかに該当する第１号被保険者の平成２０年度の保険料率は、第１２
条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に
定める額とする。
(１) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第１号に該当するもの ３８,４００円
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(２) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第２号に該当するもの ３８,４００円
(３) 第１２条第４号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場
合、第１２条第３号に該当するもの ４２,０００円
(４) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(新平成１８年介護保険等改正令附則第４条第１項第５号に該当する者(以下この項に
おいて「第５号該当者」という。)に限る。)が平成２０年度分の地方税法の規定による市
町村民税が課されていないものとした場合、第１２条第１号に該当するもの ４６,２００
円
(５) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第５号該当者に限る。)が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ
れていないものとした場合、第１２条第２号に該当するもの ４６,２００円
(６) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第５号該当者に限る。)が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ
れていないものとした場合、第１２条第３号に該当するもの ４９,９００円
(７) 第１２条第５号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世
帯員(第５号該当者に限る。)が平成２０年度分の地方税法の規定による市町村民税が課さ
れていないものとした場合、第１２条第４号に該当するもの ５３,６００円
一部改正〔平成２０年条例８号〕
附 則(平成２０年３月２８日条例第８号)
この条例は、平成２０年４月１日から施行する。
附 則(平成２１年３月３１日条例第１４号)
(施行期日)
第１条 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。ただし、第５条、第６条及び第７条
の改正規定並びに附則第６条の次に１条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第２条 この条例による改正後の第５条、第６条及び第７条の規定は、平成２０年度の保険給
付及び予防給付から適用し、平成１９年度以前の年度分の保険給付及び予防給付については、
なお従前の例による。
２ この条例による改正後の第１２条の規定は、平成２１年度の保険料から適用し、平成２０
年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成２１年度から平成２３年度における保険料率等の特例)
第３条 介護保険法施行令(平成１０年政令第４１２号)附則第１１条第１項及び第２項(同条
第３項及び第４項において準用する場合を含む。)に規定する第１号被保険者の平成２１年度
から平成２３年度までの保険料率は、この条例による改正後の第１２条の規定にかかわらず、
４３,８００円とする。この場合において、この条例による改正後の第１４条第３項の規定の
適用については、同項中「又は第６号ロに該当するに至った第１号被保険者」とあるのは「又
は第６号ロに該当するに至った第１号被保険者若しくは令附則第１１条第２項(同条第３項
及び第４項において準用する場合を含む。)に規定する第１号被保険者となるに至った者」と、
「第６号までのいずれか」とあるのは「第６号までのいずれか又は令附則第１１条第２項(同
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条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(平成２１年４月２７日条例第２１号)
この条例は、平成２１年５月１日から施行する。
附 則(平成２４年３月２９日条例第４号)
(施行期日)
第１条 この条例は、平成２４年４月１日から施行する。
(経過措置)
第２条 この条例による改正後の第１２条の規定は、平成２４年度の保険料から適用し、平成
２３年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成２４年度から平成２６年度における保険料率等の特例)
第３条 令附則第１６条第１項及び第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含
む。)に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、この条
例による改正後の第１２条の規定にかかわらず、４３,１００円とする。この場合において、
第１４条第３項の規定の適用については、同項中「又は第６号ロに該当するに至った第１号
被保険者」とあるのは「又は第６号ロに該当するに至った第１号被保険者若しくは令附則第
１６条第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)に規定する第１号被保
険者となるに至った者」と、「第６号までのいずれか」とあるのは「第６号までのいずれか
又は令附則第１６条第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)」とする。
２ 令附則第１７条第１項及び第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)
に規定する第１号被保険者の平成２４年度から平成２６年度までの保険料率は、この条例に
よる改正後の第１２条の規定にかかわらず、５７,１００円とする。この場合において、第１
４条第３項の規定の適用については、同項中「又は第６号ロに該当するに至った第１号被保
険者」とあるのは「又は第６号ロに該当するに至った第１号被保険者若しくは令附則第１７
条第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)に規定する第１号被保険者
となるに至った者」と、「第６号までのいずれか」とあるのは「第６号までのいずれか又は
令附則第１７条第２項(同条第３項及び第４項において準用する場合を含む。)」とする。
附 則(平成２５年１０月１０日条例第２５号抄)
(施行期日)
１ この条例は、平成２６年１月１日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
２ この条例による改正後の東村山市介護保険条例附則第６条及び東村山市後期高齢者医療に
関する条例附則第５項の規定は、延滞金のうち平成２６年１月１日以後の期間に対応するも
のについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成２６年３月３１日条例第１７号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成２７年３月３０日条例第１１号)
(施行期日)
１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
(経過措置)
２ この条例による改正後の第１２条の規定は、平成２７年度の保険料から適用し、平成２６
年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成２７年５月２６日条例第２０号)
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(施行期日等)
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市介護保険条例(以下「新
条例」という。)第１２条第２項の規定は、平成２７年４月１日から適用する。
(経過措置)
２ 新条例第１２条第２項の規定は、平成２７年４月１日以後に課すべき平成２７年度分の保
険料から適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成２７年１２月２５日条例第３３号)
この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
附 則(平成２８年３月２８日条例第７号)
(施行期日)
１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。
(経過措置)
２ この条例による改正後の東村山市介護保険条例の規定は、平成２８年４月１日以後に利用
される地域支援事業から適用し、同日前に利用された地域支援事業については、なお従前の
例による。
附 則(平成２９年３月３０日条例第５号)
この条例は、平成２９年４月１日から施行する。
附 則(平成３０年３月２９日条例第５号)
(施行期日)
１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。
(経過措置)
２ この条例による改正後の第１２条の規定は、平成３０年度分の保険料から適用し、平成２
９年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成３０年１２月２５日条例第２３号)
(施行期日)
１ この条例は、平成３１年２月１日から施行する。
(経過措置)
２ この条例による改正後の第２２条及び第２２条の３の規定は、この条例の施行の日以後に
利用される地域支援事業から適用し、同日前に利用された地域支援事業については、なお従
前の例による。
附 則(令和元年７月９日条例第８号)
(施行期日等)
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市介護保険条例(以下「新
条例」という。)第１２条の規定は、平成３１年４月１日から適用する。
(経過措置)
２ 新条例第１２条の規定は、平成３１年４月１日以後に課すべき令和元年度分の保険料から
適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和２年６月８日条例第１２号)
(施行期日等)
１ この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東村山市介護保険条例(以下「新
条例」という。)第１２条の規定は、令和２年４月１日から適用し、新条例附則第９条の規定
は、令和２年２月１日以降の納期限に係る保険料について適用する。
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(経過措置)
２ 新条例第１２条の規定は、令和２年４月１日以後に課すべき令和２年度分の保険料から適
用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和２年１２月２３日条例第２６号)
(施行期日)
１ この条例は、令和３年１月１日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
２ この条例による改正後の附則第６条の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する
延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和３年３月２９日条例第５号)
(施行期日)
１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。
(経過措置)
２ この条例による改正後の第１２条及び附則第１０条の規定は、令和３年度分の保険料から
適用し、令和２年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
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【資料４】
令和3年8月30日（月）
第1回東村山市地域包括ケア推進協議会
○東村山市地域包括ケア推進協議会規則
平成１２年７月１０日
規則第５７号
改正 平成２３年３月２５日規則第１２号
平成２７年３月３１日規則第２９号
平成２７年７月６日規則第５１号
平成２７年８月２０日規則第５７号
平成３０年３月３０日規則第４４号
（目的）
第１条 この規則は、東村山市介護保険条例（平成１２年東村山市条例第９号。以下「条例」
という。）第２０条第７項の規定に基づき、東村山市地域包括ケア推進協議会（以下「推進
協議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
（所掌事項）
第２条 推進協議会は、条例第２０条第２項の規定により、次の各号に掲げる事項について協
議する。
(１) 介護保険事業計画の策定に関する事項
(２) 老人福祉計画の策定に関する事項
(３) 地域における高齢者の包括的な支援等（次号において「地域包括ケア」という。）に
係る重要な事項として、市長が諮問するもの
(４) 前３号に掲げるもののほか、地域包括ケアの推進に関し必要と認める事項
２ 推進協議会は、前項第３号に規定する諮問があったときは、速やかに協議し、市長に答申
するものとする。
３ 市長は、第１項第３号の規定により推進協議会に諮問しようとするときは、あらかじめ諮
問事項について会長に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りで
ない。
（組織）
第３条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
２ 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその
職務を代理する。
（会議）
第４条 推進協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２ 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
（関係者の出席）
第５条 会長は、必要に応じて、関係者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
（庶務）
第６条 推進協議会の庶務は、介護保険を担当する所管において処理する。
（医療・介護連携推進委員会）
第７条 推進協議会に、専門部会として医療・介護連携推進委員会（以下「委員会」という。）
を置く。
２ 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び検討を行い、推進協議会に報告するも
のとする。
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(１) 医療・介護の連携の仕組みづくりに関すること。
(２) 在宅医療の推進に関すること。
(３) 認知症施策の推進に関すること。
(４) 前３号に掲げるもののほか、医療・介護の連携の推進を図るために必要な事項に関す
ること。
３ 委員会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員１７人以内をもって組織する。
(１) 学識経験者 １人
(２) 医療関係者 ８人以内
(３) 介護事業関係者 ８人以内
４ 委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期
間とする。
５ 委員会に出席した委員及び次項において準用する第５条の規定により出席を求められた者
で、必要と認められるものに対しては、謝礼を支払うことができる。
６ 第３条から前条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、これらの規
定中「推進協議会」とあるのは「委員会」と、「会長」とあるのは「委員長」と、「介護保
険を担当する所管」とあるのは「健康福祉部健康増進課」と読み替えるものとする。
（委任）
第８条 この規則に定めるもののほか推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成１２年１０月１日から施行する。
附 則（平成２３年３月２５日規則第１２号）
この規則は、平成２３年４月１日から施行する。
附 則（平成２７年３月３１日規則第２９号）
（施行期日）
１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。
（東村山市地域包括支援センター運営協議会規則の廃止）
２ 東村山市地域包括支援センター運営協議会規則（平成１８年東村山市規則第２号）は、廃
止する。
（東村山市地域密着型サービス運営協議会規則の廃止）
３ 東村山市地域密着型サービス運営協議会規則（平成１８年東村山市規則第２７号）は、廃
止する。
附 則（平成２７年７月６日規則第５１号）
この規則は、公布の日から施行する。
附 則（平成２７年８月２０日規則第５７号）
（施行期日）
１ この規則は、公布の日から施行する。
（医療・介護連携推進委員会の委員の任期に関する経過措置）
２ この規則による改正後の第７条第３項の規定に基づき最初に選任する各委員の任期につい
ては、同条第４項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成３０年３月３１日までとする。
附 則（平成３０年３月３０日規則第４４号）
この規則は、平成３０年４月１日から施行する。
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【資料５】
令和3年8月30日（月）
第1回東村山市地域包括ケア推進協議会

医療・介護連携推進委員会名簿
委員任期 ： 令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで
選任区分

推薦団体等

学識経験者

白梅学園大学

氏名
ごとう

じゅんこ

午頭

潤子

くろだ
東村山市医師会

かつや

黒田

克也

いそべ

たてお

磯部

建夫

たかはし
東村山市歯科医師会

ひであき

髙橋

秀明

まきの

まさつぐ

牧野

医療関係者

備考

賢嗣

はぎわら
東村山市薬剤師会

萩原

明

みやもと

むねかず

宮本

宗和

もちづき
認知症初期集中
支援チーム

あきら

きよたか

望月

清隆

むらせ

たかし

村瀬
訪問看護ステーション
連絡会

とべ

居宅介護支援事業者
連絡会

わち

まみえ

和地

真美恵

訪問介護事業者連絡会
介護事業
関係者

崇

通所サービス事業者
連絡会
高齢者福祉施設連絡会
介護老人保健施設
連絡会
地域包括支援センター

まきこ

戸部

牧子

みかじり

しのみ

三ヶ尻

志乃美

すなだ

ふじお

砂田

富士夫

新任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
再任
新任
再任
新任
新任
新任

未定
よしだ
吉田

みやうち
宮内

かずま
一真

りょう
諒

新任
再任

（参考様式２）

【資料６】
令和 3 年 8 月 30 日（月）
第 1 回東村山市地域包括ケア推進協議会

（案）

東村山市地域包括ケア推進協議会の傍聴に関する定め
（令和３年

８月３０日決定）

第１ 目的
この定めは、「東村山市附属機関等の会議の公開に関する指針」第 5 の 4 の規
定に基づき、東村山市地域包括ケア推進協議会の会議（以下「会議」という。）
の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第２ 傍聴者の決定等
１ 傍聴者の定員は５人以内とする。ただし、５人を超える傍聴が可能と会長が認
めるときは、この限りでない。
２ 傍聴希望者は、会場入口の受付において自己の氏名を記入し、事務局職員の指
示に従って着席しなければならない。
３ 傍聴希望者数が定員を超える場合は、先着順により傍聴者を決定する。

第３ 傍聴することができない者
次の者は、傍聴席に入場することができない。
（１）決定した傍聴者以外の者
（２）危険物を所持している者、酒気を帯びている者、その他審議を妨害し又は
他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

第４ 傍聴者の遵守事項
傍聴者は、次の事項を守らなければならない。
（１）会議開催中は静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と賛
否を表明してはならない。
（２）会議の秩序を乱し、又は審議の妨害になるような行為をしてはならない。
（３）会場内で食事及び喫煙をしてはならない。
（４）会場内で写真撮影、録画及び録音をしてはならない。ただし、事前に会長
の許可を得た場合は、この限りでない。
（５）会場内で携帯電話等の無線機器を使用してはならない。
（６）傍聴により知り得た発言委員氏名を、インターネットや広報誌等で公表し
てはならない。発言委員氏名を広く公にすると、外部からの圧力等により
委員の率直な意見交換に支障が生じるおそれがあるため。

第５ 秩序の維持
１ 会長は、会議の円滑な運営を図るため、傍聴者に必要な指示をし、又は事務局
職員に指示させることができる。
２ 会長は、前項の指示に傍聴者が従わないときは、当該傍聴者を退場させること
ができる。

附 則
この定めは、令和３年

８月３０日の会議において決定し、同日から施行する。

