
 - 1 - 

西東京市地域生活支援事業 近隣市との比較 （出典：区市町村における平成 28 年度障害者福祉施策の概要／東京都福祉保健局障害者施策推進部自立生活支援課） 

 ※人口は「東京都の統計」住民基本台帳による世帯と人口より） ※平成 29年 2月東京都情報公開による資料のため、件数等は現時点と一致しない場合があります。 

 近隣市との比較の見方 《+○、-○》は平成 25年度からの増減  ／  《△》は平成 25年度には実施していた事業  ／ 

《新規》は平成 25年度以降に新たな実施している事業  ／  《青文字》は平成 25年度に名称等変更による転換前の事業名 
 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

人  口 
199,790人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

74,510人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

116,867人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

189,885人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

150,739人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

143,964人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

185,101人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

119,359人 

（平成 29年１月 1日現

在：外国人登録を含む） 

相談事業等         

１ 相談支援事業         

（１）基幹相談支援センター等機能強化事業 2箇所《＋１箇所》 2箇所 1箇所 2箇所《＋１箇所》  3箇所《＋１箇所》 1箇所《＋１箇所》 1箇所 

（２）住宅入居等支援事業（居住サポート事業）  ○ 《平成25年度はなし》  ○ 《平成25年度はなし》   ○  

（３）成年後見制度利用支援事業  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 身体障害者相談員・知的障害者相談員 （人数） 
身体：2人《＋2人》 

知的：７人《＋7人》 

身体：1人《－2人》 

知的：1人《－1人》 

身体：3人《－1人》 

知的：2人《－1人》 

身体：6人 

知的：4人 

身体：5人《－1人》 

知的：1人 

身体：４人 

知的：４人 

身体：3人 

知的：3人 

身体：4人 

知的：2人《－1人》 

心身障害者福祉手当         

心身障害者福祉手当         

都制度支給対象（受給者数） 1,627人《＋5人》 837《＋43人》 1,053人《－14人》 1,624人《－44人》 1,472人《－38人》 1,154人《－6人》 1,326人《－24人》 736人《－3人》 

日常生活の支援及び安全の確保         

１ 障害者（児）居宅介護等事業         

（１）介護給付 利用実績人数 （28年 4月利用分）（人） 134人《－16人》 141人《＋12人》 145人《＋6人》 263人《＋17人》 319人《－11人》 224人《－21人》 245人《＋20人》 159人《＋36人》 

（２）区市町村単独事業         

２ 移動支援事業 （事業所数） 個別支援：86《＋48》 
個別支援：51《＋13》 

グループ支援：51《＋49》 
個別支援：47《＋14》 

個別支援：80《＋21》 

グループ支援：80《＋21》 

車両移送：1 

個別支援：23《－2》 

グループ支援：4《＋2》 

個別支援：68 

グループ支援：2 

《平成 25年度はﾄｰﾀﾙで

51》 

個別支援：107《＋28》 個別支援：52《＋17》 

３ 重度脳性麻痺者介護事業  

  （対象者数、27年度派遣延回数） 
1人、144回 

《－1人、－144回》 
4人、576回 

6人、876回 

《－4人、－469回》 

13人、1,872回 

《－9人、－1,336回》 
 

1人、144回 

《－2人、－288回》 

1人、144回 

《－144回》 

2人、312回 

《－1人、－392回》 

４ 障害者（児）短期入所事業等         

（１）区市町村単独事業 
西東京市心身障害者

（児）施設緊急一時保護

事業 

緊急一時保護事業 
東久留米市心身障害者

ショートステイ事業 
緊急一時保護事業 

都認定心身障害者（児）

短期入所事業 

障害者（児）ショートステイ

事業 

・三鷹市重度身体障がい

者（児）ショートステイ事業 

・三鷹市心身障がい者

（児）一時保護事業 

・三鷹市在宅障がい者シ

ョートステイ事業《新規》 

緊急一時保護事業 

（２）日中一時支援事業 (施設数、定員) 

10施設、4名以上 

（※うち 7施設は数名程

度、定めなしのため、定

員加算不可） 

《平成 25年度：9施設、6

名以上》 

1施設、2名 

6施設、31名 

《平成 25年度：5施設、

27名》 

4施設、6名以上 

（※内 1施設は曜日によ

って定員数が違うため、

定員加算していない。） 

3施設、6名 

７施設、運営主体の規定

による 

※市外事業所についても

登録有 

《平成 25 年度：14 施設

定員は規定による》 

7施設、33名以上 

（※内１施設の定員は施

設の規定によるため、定

員に加算不可） 

《平成 25年度：7施設、

23名》 

2施設、5名 

５ 日常生活用具給付等事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 住宅設備改善費給付事業      

〇 

中規模改修 

※対象者の拡大 

〇 

自己負担の補助 

※対象額一部 

 

７ 中等度難聴児発達支援事業 

  （28年 8月 1日現在実施状況） 

○ 

《平成 25年度実施×》 
○ 

○ 

《平成 25年度実施×》 

○ 

《平成 25年度実施×》 

○ 

《平成 25年度実施×》 

○ 

《平成 25年度実施×》 

○ 

《平成 25年度実施×》 

○ 

《平成 25年度実施×》 

８ 重度身体障害者等緊急通報システム （設置台数） 8台《－４台》 3台《－2台》  4台《＋2台》 10台《－3台》 0台《－1台》 6台《－1台》 2台 

９ 重度心身障害者火災安全システム事業 （設置件数）     0台   0台 

10 障害者電話通話料等の補助 （補助台数） 35台《－9台》 9台《－5台》 3台 22台《－7台》  7台《－3台》  1台《－1台》 

11 生活サポート事業 （事業実施者数、利用者数） 7事業所、13名《－10名》 

19事業所に委託、9名 

《平成 25年度：13箇所に

委託、5名》 

  各ﾍﾙﾊﾟｰ事業所、0名  
2箇所、1名 

《－1名》 
 

12 その他日常生活の支援・安全の確保に係る事業 
西東京市家具等転倒防

止器具取付け等事業 
    障害者探索サービス事業   

 

資料 ６-２ 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

居住の場の確保         

１ 障害者グループホーム         

（１）都・区市町村独自助成（総合支援法事業への区市町

村単独加算事業） 
     

他県所在GHへの都単価

基準に準じた加算 
  

（２）区市町村単独型グループホーム等の運営（施設数、

対象人数） 
        

２ 重度身体障害者グループホーム事業（施設数、定員）    
《△平成25年度：1施設、

9名》 
 1施設、5名   

３ 福祉ホーム事業         

４ 盲人ホーム事業         

教育・訓練等         

１ 地域活動支援センター         

（１）Ⅰ型 （施設数） 2施設※ 2施設 1施設 1施設 1施設 2施設 1施設 1施設 

（２）Ⅱ型 （施設数）   1施設    1施設 1施設 

（３）Ⅲ型 （施設数）    1施設     

（４）基礎的事業のみ         

２ 身体障害者福祉センターＢ型 （施設数）   1施設 1施設  1施設 1施設 1施設 

３ 通所の訓練・指導・授産（区市町村単独） （施設数）      1施設 1施設  

４ 宿泊訓練等事業    ○ 《平成25年度はなし》     

５ その他教育・訓練等事業         

健康の確保         

１ 紙おむつ等の支給        ○ 

２ ストーマ装具助成事業         

３ 酸素購入費助成事業 × ×《平成 25年度○》 ×《平成 25年度○》 ×《平成 25年度○》 × ×《平成 25年度○》 × × 

４ 入浴サービス事業         

（１）訪問入浴サービス ○   ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）その他入浴サービス ○ ○ ○ ○《新規》 ○《新規》 ○《新規》 ○《新規》 ○ 

５ 寝具乾燥・消毒事業      ○  ○ 

６ 医療等の給付         

（１）はり・マッサージ施術         

（２）歯科診療 （回数等）  随時    15回／年 
１４回／年 

《平成25年度15回／年》 
随時 

７ 自己負担等の助成      

「補装具」の一部、診断書

料助成 

《△平成 25 年度：酸素購

入の一部、診断書料等助

成、交通災害共済掛け金

女性賭け金無料》 

診断書料助成 
「人工肛門・人口膀胱」

の一部、診断書料助成 

８ 保養所等利用助成・割引  

障害者の利用に係る公の

施設の使用料等の減免 

《新規》 

   
心身障害者保養施設利

用補助 

《△平成 25 年度：市民保

養所等利用助成》 

市立少年自然の家使用

料減額 

９ 理髪サービス事業      ○   

10 その他健康の確保に係る事業      
身体障害者食事サービス

事業 
  

※地域活動支援センター「ブルーム」は平成 28年 10月 1日事業開始のため、含まれていません。 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

生活圏の拡大         

１ リフト付乗用自動車運行助成事業    
身体障害者用自動車運

行委託 
 リフトタクシー運行事業 リフト付タクシー《新規》 リフトタクシー運行事業 

２ 自動車運転教習事業・自動車改造費助成事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

３ 福祉バス・通所バスの運行 

西東京市地域活動支援

センター「保谷障害者福

祉センター」送迎バス 

《△平成 25 年度：西東京

市生活介護事業所「くろ

ーばー」送迎バス》 

《△平成 25 年度：障害者

福祉センター利用者送迎

バス》 

 通所者送迎バス  
武蔵野市障害者福祉セ

ンター送迎 

北野ハピネスセンター送

迎用巡回バス 

通所者送迎バス 

《障害者福祉センター利

用者送迎バスから転換》 

４ 移送サービス・福祉車両の貸出し等 

ハンディキャブ運行事業：

運行 

《△平成 25 年度：チェア

キャブ運行事業：運行》 

   移送サービス事業：運行 
移送サービス（レモンキャ

ブ）事業：運行 

ハンディキャブ事業：運行 

《△平成 25 年度：三鷹市

リフト付き乗用車運行事

業：運行》 

障害者・高齢者移送サー

ビス事業：運行 

５ 福祉タクシー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

６ 自動車ガソリン費補助事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

７ その他生活圏の拡大に係る事業         

就労支援事業         

１ 区市町村障害者就労支援事業 
西東京市障害者就労支

援センター 一歩 

清瀬市障害者就労支援

センター ワークル・きよ

せ 

・障害者就労支援室「さい

わい」 

・障害者就労支援室「あ

おぞら」 

小平市障害者就労・生活

支援センター ほっと 

東村山市障害者就労支

援室 

武蔵野市障害者就労支

援センター あいる 

三鷹市障がい者就労支

援センター かけはし 

小金井市障害者就労支

援センター エンジョイワ

ーク・こころ 

２ 知的障害者職親委託制度         

３ 区市町村、役所、役場実習（インターンシップ）事業 
作業学習施設の提供 

《新規》 
市役所実習 障害者職場体験実習 

障がい者職場実習コー

ディネート事業 

《障がい者職場訓練事業

から転換》 

 障害者庁内実習 
三鷹市障がい者市役所

実習《新規》 
市役所庁内実習 

４ チャレンジ雇用事業         

５ その他就労支援に係る事業 
障害者雇用 

《新規》 
  

・障がい者緑化推進事業 

・障がい者企業内通所授

産事業 

 
《△平成 25 年度：職場実

習事業》 

・障がい者施設等自主製

品開発・販売ネットワーク

事業（通称：ぴゅあネット

事業） 

・障がい者地域緑化推進

事業 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

社会活動への参加支援         

１ レクリエーション活動等支援         

（１）スポーツ 障害者スポーツ支援事業 
知的障害者通所施設ス

ポーツ交流会 

ウィングス・カップ フット

サル大会 

・障がい者運動会 

・障がい者スポーツレクリ

エーション教室 

《△平成 25 年度：市民運

動会》 

・地域活動促進事業 

・地域活動支援事業 
障がい児水泳教室 障害者（児）水泳教室 

（２）レクリエーション  

心身に障害のある児童・

生徒等地域活動促進事

業 

 

《△平成 25 年度：障害者

福祉センター 小さなス

テージ》 

 
障害者福祉バス借上げ

費助成 
 

・青少年みんなの会 

・心身障害児学校外活動

事業 

２ 芸術文化活動振興  
作品展示会 

《合同作品展から転換》 

・障害者青年教室 

・いのちかがやけ作品展 

・にぎやかカーニバル 

けやき青年教室 
障害者週間福祉のつど

い 

・地域活動支援事業 

・聴覚障害者教養講座 
障がい者作品展 障害者作品展 

３ 障害者理解推進事業 障害者週間等事業 

障害者週間事業 

《清瀬ふれあいまつり（社

協）福祉センターまつりか

ら転換》 

・お日さまサンサンフェス

ティバル・ぽかぽかはる

の集い 

・夕涼み会 

・福祉のつどい（小平市

社会福祉協議会主催） 

・市民啓発事業 

・白梅学園大学連携療育

事業《新規》 

障害者週間福祉のつど

い 

《市民啓発事業から転換》 

・バリアフリー啓発活動事

業《新規》 

・精神保健福祉啓発事業 

・むさしのあったかまつり 

・地域交流・障がい者啓

発事業 

・障がい者啓発事業 

・心のバリアフリー啓発活

動事業 

・ふれあいのつどい 太

陽のひろば 

・障害者週間行事 

４ ヘルプカード等の作成及び活用事業 

・ヘルプカード作成促進

事業 

・西東京市ヘルプカード 

《普及啓発・地域交流事

業から転換》 

・ヘルプカード作成促進

事業《新規》 

・ヘルプカード《新規》 

 

・ヘルプカード・ヘルプ手

帳配布事業《新規》 

・ヘルプカード《新規》 

・ヘルプカード配布・普及

啓発事業 

・ヘルプカード東京都標

準様式 

《福祉防犯ネットワーク事

業から転換》 

・ヘルプカード等作成促

進事業《新規》 

・ヘルプカード・ヘルプ手

帳 

・ヘルプカードの作成及

び普及啓発 

・武蔵野市版ヘルプカー

ド 

《「手をかしてくださいハ

ンカチ」配布事業から転

換》 

・障がい者ヘルプカード

作成事業 

・ヘルプカード《新規》 

・ヘルプカード活用促進

事業 

《ヘルプカード等作成事

業から転換》 

・ヘルプカード《新規》 

 

５ 障害者差別解消法に係る体制整備・ 

普及啓発状況 《新規》 
        

職員対応要領策定状況 作成済 作成予定 作成済 作成済 作成済 作成済 作成済 作成済 

相談機関・相談窓口設置状況 各部署で対応 各部署で対応 各部署で対応 各部署で対応 
・新たに設置 

・各部署で対応 
各部署で対応 その他 既存窓口活用 

障害者差別解消支援地域協議会設置状況 設置予定 未定（未検討） 未定（未検討） 未定（未検討） 未定（未検討） 設置予定 未定（未検討） 設置済 

障害者差別解消支援地域協議会の概要 
・委員数 未定 

・年間開催回数 未定 
      

・委員数 19名 

・年間開催回数 4回 

６ その他社会参加支援に係る事業         

コミュニケーション支援等         

１ コミュニケーション支援事業         

（１）手話奉仕員（通訳者）派遣事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）要約筆記奉仕員派遣事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

２ 奉仕員養成研修事業         

（１）手話奉仕員（通訳者）養成事業 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）要約筆記奉仕員養成事業         

（３）点訳・朗読奉仕員養成事業  
《△平成 25年度：○※朗

読奉仕員のみ》 

○ 

※朗読奉仕員のみ 
 

○ 

※朗読奉仕員のみ《新規》 
《△平成 25年度：○》 ○《新規》 ○ 

３ 点字・声の広報等発行事業         

広報 （点字－音声） ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ○－○ ×－○ 

議会だより （点字－音声） ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ ×－○ 

住民案内 （点字－音声） ×－○ 
×－○ 

《平成 25年度：×-×》 
×－× 

×－× 

《平成 25年度：×－○》 
×－× ○－○ ×－× 

×－○ 

《平成 25年度：×－×》 

４ ＩＴ支援事業      
《△平成 25 年度携帯電

話講習会》 

・視覚障がい者 IT講習会 

・聴覚障がい者 IT講習会 
障害者パソコン講習会 

５ 視覚障害者のための講習会・訓練事業      
視覚障害者相談支援事

業 
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 西東京市 清瀬市 東久留米市 小平市 東村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 

６ 視覚障害者福祉事業（その他事業）         

（１）情報支援（点訳・墨訳・朗読サービス）、図書サービス

（大活字本貸出、点字図書声の図書貸出） 

情報支援：○ ※墨訳な

し 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※点字、

墨訳なし 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※点字、

墨訳なし 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※墨訳な

し 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※点字、

墨訳なし 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※墨訳な

し 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※点字、

墨訳なし 

図書サービス：○ 

情報支援：○ ※墨訳な

し 

図書サービス：○ 

（２）点字・声の図書製作給付、その他のサービス（点字図

書購入費用助成等） 

点字・声：○ 

その他：なし 

点字・声：なし《△平成 25

年度：点字なし、声のみ

○》 

その他：○ 

点字・声：なし 

その他：○ 

点字・声：○ ※点字なし 

その他：○ 

点字・声：○ ※点字なし 

その他：なし 

点字・声：○ ※点字なし 

その他：○ 

点字・声：○ ※点字なし 

その他：○ 

点字・声：○ 

その他：なし 

（３）その他事業（他の項目に該当しない視覚障害者向け

の事業） 

・SP コード読み上げ器窓

口設置 

・点字プリンター 

・デイジー対応タグリーダ

ー購入 

・デイジー録音機の設置 

・アクセシビリティに配慮

したウェブサイトの作成及

び運営（ユニバーサルデ

ザイン、画面サイズ・色の

変更、音声読み上げツー

ルの導入等） 

・活字文書読み上げ装置

６ヶ所設置 

・拡大読書器２ヶ所図書

館設置 

・文字拡大ルーペ設置 

 

・音声読み上げ器窓口設

置 

・点字プリンター 

・活字文書読み上げ装

置・拡大読書器設置 

《△平成 25年度：白杖の

設置》 

・点字プリンター・点字テ

プラの設置 

・白杖・プレクストーク・ス

ピーチオの貸出 

・三鷹駅北口音声案内板

設置 

三鷹駅南口及び市役所

周辺の音声案内システム

38カ所 

・活字文書読上装置 

・拡大読書器 

・点字プリンター 

・点字テプラの設置 

《△平成 25年度：SP コー

ドメーカー》 

７ 聴覚障害者のための講習会・訓練事業    

《△平成 25 年度：中途失

聴・難聴者とその家族対

象手話講習会》 

中途失聴・難聴者とその

家族対象手話講習会《新

規》 

中途失聴者難聴者のた

めの手話講習会 
  

８ 手話通訳者設置事業 
○ 

《平成 25年度：×》 
× × ○ ○ ○ × × 

９ 手話・点訳・朗読講習会実施状況         

（１）手話講習会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（２）朗読講習会  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

（３）点訳講習会 ○ ○ ○ ○ ○《新規》 ○ ○ ○ 

10 聴覚障害者福祉事業（その他事業…その他の項目

に該当しない聴覚障害者向けの事業） 
 

・障害福祉課・高齢支援

課窓口に磁気ループを

設置 

・携帯型磁気ループの貸

出 

《携帯型磁器ループシス

テム 1台と庁内２ヵ所に磁

器ループシステムを設置

から転換》 

・緊急通報カードの配布

《新規》 

・ファクシミリの設置 

・「電話お願い手帳」の配

布 

・助聴器 

・簡易筆談器 

・振動呼出器の窓口設置 

・磁気ループの窓口設置

と貸出 

《△平成 25 年度：市登録

手話通訳者研究会》 

《△平成 25 年度：ヘルプ

カード・ヘルプ手帳の配

布》 

《△平成 25 年度：聴覚障

害者コミュニケーション機

器貸出》 

 

   

その他の事業         

各項目に記載のない区市町村事業     

《△平成 25 年度：失語症

会話パートナー養成講

座》 

失語症会話パートナー養

成講座《新規》 
  

 


