
高 齢 者 支 援 課 

高齢者サービス係 

 

1  敬老金贈呈事業（3.1.3） 

対象者 金  額       贈呈者数 (人) 

77歳 10,000円      1,838 

88歳 10,000円             579 

100歳 50,000円              24 

合 計 2,441 

 

２ 高齢者入浴券支給事業（3.1.3） 

対象人数 (人) 
発行枚数 (枚) 

新規認定者 廃止者 年度末 

13 27 181 22,429 

 

３ 高齢者配食サービス事業（3.1.3） 

対象人数 (人) 
延べ配食数 (食) 

新規認定者 廃止者 中断者 年度末 

445 509 563 1,544 174,312 

 

４ 寝具乾燥事業（3.1.3） 

対象人数 (人) 
実施延べ回数 (回) 

新規認定者 廃止者 中断者 年度末 

6 6 2 21 186 

 

５ 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業（3.1.3） 

対象人数 (人) 

新規認定者 廃止者 中断者 年度末 

371 320 228 886 

 

６ ねたきり高齢者理・美容券交付事業（3.1.3） 

対象人数 (人) 交付枚数 
   （枚） 

利用枚数内訳 (枚) 

新規認定者 廃止者 年度末 理容 美容                                                                                                                                                                                                                                                合計 

93 105 197 1,102 321 158 479 

 

７ 高齢者福祉電話貸与事業（3.1.3） 

(1) 貸与 

設 置 台 数 内 訳 (台) 

新規設置数 既設設置替数 廃止数 年度末設置数 保管電話台数 

6 0 12 50 35 

(2) 助成 

助 成 台 数 内 訳 (台) 

新規助成数 廃止数 年度末助成数 

9 28 106 

 

 



８ 高齢者緊急通報システム事業（3.1.3） 

 (1) 民間方式 

区   分 
設置台数内訳 (台) 

新規設置数 撤去数 年度末設置数 

レンタル 10 29 158 

 (2) 火災安全システム設置状況 

設置台数内訳 (台) 

新規設置数 廃止数 年度末設置数 

0 0 0 

 (3) 住宅用防災機器の給付 

品 名 火災警報機 自動消火装置 電磁調理器 ガス警報機 合 計 

件 数 (件) 0 0 1 0 1 

  

９  高齢者入浴サービス事業（3.1.3） 

施 設 名         利用実人数 (人)     利用延べ回数 (回) 

緑寿園 0  0  

健光園 0  0  

クレイン 1  2  

シャローム单沢 0  0  

保谷苑 3  97  

合   計 4  99  

 

10  自立支援ホームヘルプサービス事業（3.1.3） 

対象人数 (人)     派遣延べ回数 (回) 派遣延べ時間 (時間) 

13 510 515.5 

 

11  自立支援日常生活用具給付事業（3.1.3） 

区 分 
歩行補助 

つ  え 

入浴補助 

用  具 
スロープ 

歩行器 

ｼﾙﾊﾞｰｶｰ 
腰掛便座 手すり 合 計 

件数 (件) 0 0 0 0 0 0 0 

 

12  高齢者日常生活用具給付事業（3.1.3） 

区 分 入浴担架 難燃性寝具 洗髪器 空気清浄機 合 計 

件 数 (件) 0 1 0 2 3 

 

13  自立支援住宅改修費給付事業（3.1.3） 
区 分 手すりの設置 段差解消 床材変更 扉の取替え 便器の取替え 合 計 利用実人数 （人） 

件数 (件) 1 0 0 0 1 2 2 

 

14  高齢者住宅改造費給付事業（3.1.3） 

   区 分 浴槽改修 流し・洗面台改修 合 計 利用実人数（人） 

   件数 (件) 91 1 92 92 

 

15  高齢者等外出支援サービス事業（3.1.3） 

登録実人数 (人)     利用延べ回数 (回) 

66 261 

 

16  高齢者福祉手技治療割引券支給事業（3.1.3） 

   治療所数  (か所) 交付者数 (人)      交付枚数 (枚)   利用延べ枚数 (枚) 

67 2,139 43,448 21,890 

 



17  訪問介護員養成研修事業（3.1.3） 

実施研修 修了者数 (人) 研修期間・研修時間 

２級課程 16 平成 24年９月 25日～12月 20日・130時間 

 

18  シルバーピア事業（3.1.3） 

区 分 
オーシャン・ハウス 

（市営住宅） 

芝久保四丁目アパート 

（都営住宅） 

谷戸三丁目アパート 

（都営住宅） 

戸  数（戸） 

入居者数（人） 

25 

21 

9 

9 

14 

13 

区 分 
新柳沢団地 

（ＵＲ住宅） 

新町五丁目アパート 

（都営住宅） 

グリーンハイツ武蔵境通り 

（ＵＲ住宅） 

戸  数（戸） 

入居者数（人） 

10 

 7 

20 

16 

11 

14 

区 分 
ひばりが丘北一丁目アパート 

（都営住宅） 

プロムナード東伏見 

（ＵＲ住宅） 
合  計 

戸  数（戸） 

入居者数（人） 

25 

27 

19 

21 

133 

128 

 

19  住宅改修理由書作成業務助成事業（3.1.3） 

   住宅改修理由書作成件数 41件 

 

20  特別養護老人ホーム建設費等助成事業（3.1.3） 

補助対象施設 ７か所 

施 設 名 
確 

 

保 

ベ
ッ
ド
数 

施 設 名 
確 

 

保 

ベ
ッ
ド
数 

施 設 名 
確 

 

保 

ベ
ッ
ド
数 

クレイン 50 フローラ田無 30 保谷苑 60 

グリーンロード 30 小松原園 10 清快園  5 

健光園 70  

 

21  老人保健施設建設費助成事業（3.1.3） 

補助対象施設 ２か所 

施 設 名 
確 

 

保 

ベ
ッ
ド
数 

施 設 名 
確 

 

保 

ベ
ッ
ド
数 

ラビアンローゼ富士見 10 ラビアンローゼ 10 

 

22  通所介護サービス等事業（3.1.3） 

利 用 者 内 訳 (人) 

 年度末登録人数 利用延べ人数 

きらら  99 8,001 

谷 戸  71 6,685 

田 無  65 6,153 

  介護度別利用人数                                  (卖位 人) 

 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 合 計 

きらら 
一般 5 9 25 23 12 5 3 82 

認知 0 0 1 4 5 3 4 17 

谷 戸 5 10 23 16 12 4 1 71 

田 無 1 1 25 21 9 5 3 65 

 

 



23  在宅介護教室事業（介護保険特別会計） 

区   分 実施場所 期  間    参加人数 (人) 

市民介護講習会 サンメール尚和 
平成 24 年 12 月６日・

10日・12日（３日間） 
16 

 

24  家族介護支援特別事業（介護保険特別会計） 

家族介護慰労金（件） 1 

家族介護助成費（件） 1 

 

25  認知症高齢者徘徊
はいかい

位置探索事業（介護保険特別会計） 

新規設置数 (台) 廃止数 (台) 年度末利用人数 (人) 

10 7 27 

 

 

 

 



地域支援係 

 

１  高齢者緊急短期入所事業（3.1.3） 

施 設 名 利用実人数 (人) 利用延べ日数 (日) 

保谷苑（１床） 8 5 231 

サンメール尚和（１床） 7  187 

緑寿園（１床） 8  197 

フローラ田無（１床） 4  202 

めぐみ園（２床）  8 5 514 

山田病院（１床） 3 97 

合   計 38 1,428 

 

２ 在宅介護支援等事業（3.1.3） 

介護予防給付国保連請求件数 13,074件 

    

３ ささえあいネットワーク事業（3.1.3） 

(1) 登録数 

   ささえあい協力員    1,010人 

   ささえあい協力団体    125団体 

   ささえあい訪問協力員  281人 

 

(2）ささえあいネットワーク懇話会 

   実施回数 14回 

  

(3) 研修・講座等 

内  容 実施場所 日  程 
出席者数
（人） 

ささえあい訪問協力員養成研修 

西東京市役所田無庁舎 平成 24年６月 29日 45 

防災センター 平成 24年 11月 29日 15 

イングビル 平成 25年３月３日 19 

ささえあい訪問協力員推進委員会 コール田無 平成 25年３月 12日 60 

ささえあいパソコン講座 

西東京市役所田無庁舎 平成 24年 11月 12日～12月３日  8 

住吉老人福祉センター 平成 25年１月 16日～２月６日  8 

高齢者センターきらら 平成 25年２月 27日～３月 27日  9 

 

(4）ささえあい訪問サービス 

    利用者 147人 

 

４  老人保護施設措置事業（3.1.3） 

 措置施設 12か所            (卖位 人)                               

入所 退所 年度末措置人数 

3 3 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 二次予防事業（介護保険特別会計） 

(1) 通所プログラム 

内  容 実施場所 日  程 参加人数（人） 

運動器の機能向上 

口腔機能の向上 

栄養改善 

住吉老人福祉センター 平成 24年５月９日～７月 25日 11 

高齢者センターきらら 平成 24年５月９日～７月 25日  9 

下保谷福祉会館 平成 24年５月 11日～８月３日 14 

ティップネス田無 平成 24年５月 18日～８月３日 13 

西原総合教育施設 平成 24年９月５日～11月 21日 14 

下保谷福祉会館 平成 24年９月５日～11月 21日 11 

单町スポーツ・文化交流センター 

きらっと 
平成 24年９月７日～11月 30日 15 

ティップネス田無 平成 24年９月７日～11月 30日 11 

住吉老人福祉センター 平成 25年１月８日～３月 26日  6 

住吉老人福祉センター 平成 25年１月 11日～３月 29日  6 

スポーツセンター 平成 25年１月 11日～３月 29日 11 

ティップネス田無 平成 25年 1月 11日～３月 29日 13 

運動器の機能向上 

住吉老人福祉センター 平成 24年５月 10日～７月 26日  8 

住吉老人福祉センター 平成 24年９月６日～11月 22日 10 

住吉老人福祉センター 平成 25年１月 10日～３月 28日 10 

サンメール尚和 平成 24年５月８日～７月 17日  9 

サンメール尚和 平成 24年９月 11日～11月 20日 10 

サンメール尚和 平成 25年１月 15日～３月 26日  8 

運動器の機能向上 
（マシントレーニング） 

下保谷福祉会館 平成 24年５月 14日～７月 30日 11 

住吉老人福祉センター 平成 24年９月３日～11月 21日  6 

下保谷福祉会館 平成 25年１月８日～３月 22日 10 

 

(2) 訪問相談プログラム（一次予防事業対象者を含む。） 

 二次予防事業対象者 一次予防事業対象者 

専門職 利用実人数（人） 訪問回数（回） 利用実人数（人） 訪問回数（回） 

理学療法士 2 6 1 1 

管理栄養士 0 0 6 6 

歯科衛生士 1 2 0 0 

 

(3）専門職による介護予防出張講座 

専門職 回数（回） 参加人数（人） 

理学療法士 2 68 

管理栄養士 3 50 

歯科医師又は歯科衛生士 2 29 

保健師 4 76 

 

６ 二次予防事業対象者把握事業（介護保険特別会計） 

平成 24年度生活機能評価                               

（卖位 人）   

 

 

 

 

 

 

受診者数 16,704 
二次予防事業対象者  3,522 

非二次予防事業対象者 13,182 



７ 包括的支援事業（介護保険特別会計) 

  (1) 地域包括支援センター 

  地域包括支援センター相談・対応件数 

                             （卖位 件） 

相談内容 件 数 

介護相談（介護方法等） 323 

介護保険サービス 17,055 

地域支援事業 1,266 

その他保健・福祉サービス 1,744 

ケアマネジャー支援 1,517 

虐待 379 

権利擁護  246 

医療 1,224 

認知症 794 

その他 3,301 

合 計 27,849 

 

(2）地域包括支援センター運営協議会 

ア 委員（権利擁護関係者１人、地域保健医療関係者２人、介護サービス提供関係者４人、地域活動団体関係者

１人、地域福祉関係者１人、市内在住被保険者２人） 

※根拠法令：西東京市地域包括支援センター運営協議会設置要綱 

イ 協議会の開催状況 

開催日 主な協議事項 

 

平成 24年７月 12日 

 

平成 23年度地域包括支援センター活動実績報告について 

平成 24年度地域包括支援センター事業・活動計画について 

西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（第５期）について 

      

(3）高齢者虐待防止連絡会 

ア 委員（権利擁護関係者２人、地域保健医療関係者３人、介護サービス提供関係者１人、地域福祉関係者１人、

学識経験者１人、弁護士１人、警察関係者１人、東京都保健所職員１人、民生委員１人、市内在住被保険者１

人） 

※根拠法令：西東京市高齢者虐待防止連絡会設置要綱 

イ 連絡会の開催状況 

  

          

 

  

 

開催日 主な協議事項 

 

平成 24年 10月 30日 

 

西東京市における高齢者虐待の現状 

虐待の早期発見に向けた取組 

事例検討 



生きがい推進係 

 

１ 敬老行事実施事業（3.1.3） 

実施団体     参加延べ人数  (人) 

209    5,514(うち 70歳以上 4,160) 

 

２ 高齢者いきいきミニデイ事業（3.1.3） 

団 体 名 登録人数（人） 参加延べ人数（人） 

折紙の会（ひばりが丘地区） 11  183  

いこいの家（富士町地区） 14  247  

やよいの会（下保谷地区） 8  87  

あかね会（住吉町地区） 8  140  

はまゆうの会（中町地区） 8   24  

クラブゆーゆー（ひばりが丘地区）     10  165  

きらら倶楽部（中町地区）     11  367  

りんどうクラブ(ひばりが丘北地区) 10  211  

ポピーの会（住吉町地区） 7  41  

富士クラブ（中町地区） 16  169  

ふれあいミニデイ（下保谷地区） 10  62  

西原ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂｼﾆｱｸﾗﾌﾞ（西原町地区） 44  350  

木の実会（单町地区） 8  147  

仲良し会（单町地区） 17  326  

のびのび体操同好会（田無町地区） 47  1,791  

ふくろうクラブ（田無町地区）  9  112  

武蔵野スカイハイツ「茶話会」（芝久保町地区） 19  185  

おうちサロンひなた（芝久保町地区） 27  234  

シルバー卓球クラブ（田無町地区） 22  978  

折紙の会（田無町地区） 22  436  

田無朗読ボランティアの会（田無町地区） 30  297  

スズラン会（田無町地区） 10  415  

さざんか（ひばりが丘北地区） 13  137  

コーラスやよい（单町地区） 43  716  

健友会（緑町地区） 21  851  

なかよし会（田無町地区） 10  104  

そよかぜ(下保谷地区) 49  2,485  

楽友会（下保谷地区） 20  161  

昭和の会（富士町地区） 13  187  

絵手紙の会「花みずき」（田無町地区） 30  642  

フレンド体操同好会（田無町地区） 38  1,518  

フォークダンス水曜会（田無町地区） 20  706  

一歩一歩（单町地区）        10  229  

花の会（单町地区） 20  320  

ヨーガナマスティの会（田無町地区） 74  2,442  

花みずき（柳沢地区） 25  596  

地域のふれあい助け合い交流の場 

とねりこサロン（泉町地区） 
12  265  

書と共に歩む会（田無町地区） 18  400  

芝公友の会（芝久保町地区） 14  167  

あじさい（緑町地区） 19  395  

ミニデイ虹（保谷町地区） 15  88  

和食会（单町地区） 15  235  



さくら会（新町地区） 14  200  

ハッピーの会（富士町地区） 35  472  

ひまわり会（ひばりが丘北地区） 31  451  

いきいき唄う会紅葉（新町地区） 28  397  

ちさの会（富士町地区）        10     382  

みにでいほのぼの（西原町地区） 21  216  

いきいきサロン（住吉町地区）  6  134  

白ゆりグループ（ひばりが丘地区）  7  89  

にこにこミニデイ（住吉町地区）  5  144  

コスモスの会（田無町地区）  10  191  

ひまわり（保谷町地区）※ 13  31  

合  計（53団体） 1,027  22,318  

 ※平成 24年度新規の団体 

 

３  高齢者生きがい推進事業（3.1.3） 

 (1) 高齢者大学等 

事 業 状 況      実施回数 (回)       参加延べ人数 (人) 

高齢者大学（総合課程・公開講座） 16 1,067  

高齢者大学（卖科・簡卖体操教え方講座）  3 70  

高齢者大学（卖科・地域のつながりづくり講座）  1  36  

高齢者大学（バランス回復で健康づくり） 10 179  

高齢者のためのエアロビクス教室 

（市老人クラブ連合会との協働事業） 
 3 69 

 

高齢者のための歩いて見る会  1 26  

高齢者福祉大会  1 1,127  

合  計 35 2,574  

  

 (2) 福祉会館各種教室等 

教  室  名（会館名）          実施回数 (回)    参加延べ人数 (人) 

書道（住吉） 22  895  

らくらくエアロビクス（住吉） 40  818  

ヨガ（下保谷） 22  815  

楽しく歌いましょう（下保谷） 21  479  

すこやか体操（新町） 17  442  

ゆっくり体操（新町） 20  379  

フラダンス（富士町） 22  440  

音の楽しさ広げよう（富士町） 22  681  

太極拳（ひばりが丘） 17  430  

絵手紙（ひばりが丘） 21  266  

健康体操（住吉） 141  6,961  

健康体操（下保谷） 138  5,697  

健康体操（新町） 132  4,268  

健康体操（富士町） 141  5,429  

健康体操（ひばりが丘） 138  4,381  

合  計 914  32,381  

  

 

 

 

 

 

 



 (3) 老人福祉センター教養講座等 

教 室 名          実施回数 (回)    参加延べ人数 (人) 

音楽のいずみ 21  446  

大正琴 43  431  

民謡 41  1,479  

茶道 41  461  

民踊 44  739  

フォークダンス 33  1,086  

詩吟 41  1,156  

太極拳 38  961  

すっきり体操 43  1,358  

さわやか体操 43  1,265  

わいわいコーラス 22  327  

合  計 410  9,709  

 

 (4) はつらつサロン 

利用実人数 (人)     利用延べ回数 (回) 

8 313 

 

(5) はつらつサロン出前講座 

教室名 会 場 利用実人数 (人) 利用延べ回数 (回) 

住吉 DEI 住吉老人福祉センター 11 62 

ひばりの楽々クッキング ひばりが丘福祉会館  6 17 

合  計 17 79 

 

 (6) 高齢者の閉じこもり予防「お助け隊講座」 

実施回数 (回) 参加実人数 (人) 参加延べ人数 (人) 

3 10 29 

 

４  老人クラブ等助成事業（3.1.3） 

  クラブ数 

新 規 廃 止 補助対象クラブ 

0 2 44 

クラブ内容 

ク ラ ブ 名 
会員数 

(人) 
ク ラ ブ 名 

会員数 

(人) 
ク ラ ブ 名 

会員数 

(人) 

ときわ会 55 銀寿会 55 おもと会 35 

きらく会 50 双友会 80 かなめ会 55 

如水会 120 長寿清和会 31 いずみ年輪クラブ 110 

三和福寿会 43 超楽会 71 くすの樹会 77 

柳宝会 48 ひばり会 41 新町清風会 34 

寿会 34 芝三寿会 95 新町長生会 77 

荒屋敷寿会 50 互楽会 42 東町長交会 45 

黎明会 41 向寿会 60 西東京市新生会 60 

秀和会 75 春秋クラブ 74 やすらぎ会 73 

やまびこ会 54 すみれクラブ 40 金曜会 125 

親和会 31 中町睦会 36 ひばりが丘健康会 38 

松ノ木会 40 坂上ことぶき会 52 健康ゆかいクラブ 60 

若草会 53 西東京市第三区寿会 61 カトレア会 35 

フレンド会 71 やなぎ会 58 楽寿会 42 

みちしばの会 58 さくら会 56 合  計 2,541 

 



５  福祉会館運営事業（3.1.6） 

   施設利用状況 

区  分 利用延べ人数 （人） １日平均利用人数 (人) 

住吉老人福祉センター  52,679    179  

下保谷福祉会館    36,445    124  

新町福祉会館 25,545     87  

富士町福祉会館 52,998    180  

ひばりが丘福祉会館 40,696    137  

合  計 208,363    707  

 

６  老人福祉センター運営事業（3.1.6） 

   施設利用状況 

利用延べ人数 （人） １日平均利用人数 (人) 

54,436 222 

 

７  老人憩いの家運営事業（3.1.6） 

施設利用状況 

利用延べ人数 （人） １日平均利用人数 (人) 

14,786 40 

 

８ 総合福祉センター運営管理事業（3.1.8） 

会議室等の利用状況 

会議室等 利用件数 (件) 

第１会議室 282 

第２会議室              45 

第３会議室 360 

視聴覚室 420 

栄養指導室 270 

健康増進室 723 

娯楽室 723 

録音室 124 

対面朗読室              10 

合  計 2,957 

 

９ 一次予防事業（介護保険特別会計） 

(1) うつ予防講演会 

実施日 平成 25年３月 14日 

場所 コール田無 

内容 高齢期のうつ予防講演会 ～「うつ」のサインを見逃さないで～ 

   参加人数 76人 

 

(2) いきいき介護予防講座                

実施日 会場 参加対象者の生活機能評価受診月 参加人数（人） 

平成24年４月23日 保谷保健福祉総合センター 平成23年11月～平成24年１月 43 

    ４月27日 田無総合福祉センター 平成23年11月～平成24年１月 34 

合   計 77 

  

 

 

 



 (3）介護予防講座 

内容 実施場所 日  程 参加人数（人） 

運動器の 

機能向上 

武蔵野ファミリークリニック 平成 24年６月１日～11月 30日  9 

ルネサンス東伏見 平成 24年８月 24日～９月 14日 20 

ルネサンスひばりケ丘 平成 24年 10月５日～10月 26日 18 

市内整骨院・接骨院９か所 平成 24年９月３日～11月 29日 37 

下保谷福祉会館 平成 24年９月 12日～平成 25年３月６日 25 

田無総合福祉センター 平成 25年３月４日～３月 25日 16 

下保谷福祉会館 平成 25年３月７日～３月 28日 14 

住吉老人福祉センター 平成 25年３月６日～３月 27日 14 

閉じこもり

予防 

緑寿園ケアセンター 平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 6 

サンメール尚和デイケアセンター 平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 3 

保谷苑デイサービスセンター 平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 1 

認知症予防 
緑寿園 平成 24年 10月３日～12月 19日 15 

住吉老人福祉センター 平成 24年９月４日～平成 25年１月 28日 12 

 

(4）トレーニングマシン一般開放 

会 場 日  程 参加延べ人数 (人) 

住吉老人福祉センター 平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日 3,696 

下保谷福祉会館 平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日   989 

合  計 4,685 

 

10 包括的支援事業（介護保険特別会計) 

(1) 認知症講演会 

実施日 平成 24年 11月２日 

場所 西東京市民会館公会堂 

内容 ～知ろう・学ぼう・考えよう～ 若年性認知症のこと 

   参加人数  87人 

 

(2）認知症サポーター養成講座 

対  象 開催回数（回） 参加人数（人） 

市民･市内在勤者 62 1,340 

市職員（臨時職員･嘱託員等含む。）  2    38 

合  計 64 1,378 

 

(3）認知症サポーター・ステップアップ講座 

 

 

 

 

(4）脳いきいきウォーキング 

  実施日 平成 24年 10月22日  

  場所 市内～都立小金井公園（西東京市役所田無庁舎集合） 

  内容 準備体操、市内から都立小金井公園まで約５ｋｍのコースを歩く。 

  参加人数 23人 

実施日 場 所 内  容 参加人数（人） 

平成25年３月27日                                                                                                                                                                                                                                                防災センター 
「認知症の方やその家族の気持ち・対応方

法をより理解するために」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
43 



介護指導給付係 

 

１ 介護保険に関する事項（介護保険特別会計） 

  (1) 第１号被保険者数（平成25年３月31日現在） 42,977人 

   内訳 65歳以上75歳未満 21,350人 

       75歳以上     21,627人 

 (2) 要介護認定者数（平成25年３月31日現在）   8,117人 

  (3) 保険給付状況 

 サ ー ビ ス 種 類          件  数 金  額 (円) 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

(介護予防)訪問介護 30,501 1,317,758,769  

(介護予防)訪問入浴介護      1,770            100,598,664  

(介護予防)訪問看護     7,803           312,292,415  

(介護予防)訪問リハビリテーション          366 10,691,318 

(介護予防)通所介護     30,230 1,660,641,603 

(介護予防)通所リハビリテーション      4,101 247,922,792 

(介護予防)福祉用具貸与       29,769 359,228,556 

(介護予防)短期入所生活介護        4,977 328,538,671 

(介護予防)短期入所療養介護（老健）          423 35,619,948 

(介護予防)短期入所療養介護（医療）           29 2,879,960 

(介護予防)居宅療養管理指導     13,933 112,568,319 

(介護予防)特定施設入居者生活介護        5,341 1,022,869,635 

居宅介護支援（介護予防支援）     54,261 644,343,417 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 1,779 460,971,790 

(介護予防)認知症対応型通所介護 2,265 251,011,572 

夜間対応型訪問介護 503 10,066,867 

 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 156 28,077,228 

居宅サービス計 188,207 6,906,081,524 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設      7,538 1,977,959,200 

介護老人保健施設      4,174 1,086,767,187 

介護療養型医療施設        1,750 635,515,042 

施設サービス計       13,462 3,700,241,429 

償 

還 

払 

(介護予防)住宅改修          741 67,293,788 

(介護予防)福祉用具購入          784 19,739,118 

高額医療合算介護サービス 1,066 32,324,966 

償還払計        2,591            119,357,872 

特定入所者介護（支援）サービス       11,626 322,925,111 

そ
の
他 

審査支払手数料 200,689 15,252,364 

高額介護サービス 18,744 217,561,924 

その他計      219,433           232,814,288 

合     計      435,319 11,281,420,224 



２ 地域密着型サービス等運営委員会に関する事項（介護保険特別会計） 

(1) 地域密着型サービス等運営委員会委員（学識経験者２人、保健医療関係者３人、福祉関係者４人、市内在住被

保険者２人、サービス事業者４人） 

   ※根拠法令：西東京市地域密着型サービス等運営委員会設置要綱 

(2) 会議の開催状況 

定例会 ４回 

 実 施 日 主な審議事項等 

第１回 平成24年４月17日 

地域密着型サービス等運営委員会の年間計画について 

地域密着型サービス事業者の指定について 

地域密着型サービス事業所の指定更新について 

第２回     ５月17日 
地域密着型サービス整備事業者の公募について 

地域密着型サービス事業者の指定について 

第３回     ９月４日 
地域密着型サービス事業者公募状況について 

地域密着型サービス事業者選定に係る協議について 

第４回 平成25年１月29日 
新規条例の制定について 

地域密着型サービス選定事業者の進捗状況等について 

 

３ 介護保険利用料負担軽減に関する事項（3.1.3） 

(1) 生計困難者に対する利用者負担額軽減事業 

事 業 者 区 分 利用者(人) 

社会福祉法人等 ４ 

サービス提供事業者 ２ 

(2) 介護保険訪問看護利用者負担軽減事業 

     利用者 ４人



介護保険料係 

 

１ 第１号被保険者介護保険料の調定及び収納状況（介護保険特別会計） 

                                             （単位 円） 

 予算額 調定額 収入済額 還付未済額 収入未済額 徴収率 

現年度分 2,587,181,000 2,613,106,200 2,571,487,000 2,746,700 44,365,900 98.3％ 

滞納繰越分 13,618,000 59,344,200 14,402,400 0 27,835,200 24.3％ 

 

 

（単位 円） 

現年度分調定額 普 通 徴 収 特 別 徴 収 

  

 

 

 

 

 

所 

得

段

階 

 

 

 

 

 

第１段階   25,812,000 11,871,900 

第２段階   36,898,600 144,575,700 

特例第３段階   5,635,200 83,150,100 

第３段階   7,763,200 89,215,100 

特例第４段階   78,514,700 319,670,600 

第４段階   10,952,600 225,316,400 

第５段階   48,924,300 236,587,200 

第６段階   38,411,100 320,951,600 

第７段階   49,128,200 416,143,900 

第８段階   22,909,400 144,049,900 

第９段階   19,955,400 112,726,700 

第10段階   9,655,500 38,088,100 

第11段階     7,184,100 23,241,200 

第12段階   13,404,100          41,837,900 

第13段階            6,553,300  23,978,200 

合  計       381,701,700 2,231,404,500 

 

    

 

 

２ 不納欠損の状況 

                         （単位 件・円） 

 介護保険法第 200条      

第１項（２年時効） 

地方税法第 15条の７      

第５項（即消滅） 

件 数 金 額 件 数 金 額 

介護保険料 3,358 17,106,600 0 0 

 



介護認定係 

 

１ 介護認定審査会に関する事項（介護保険特別会計） 

(1) 介護認定審査会委員（保健・医療・福祉の各分野に関する学識経験者 68人） 

※根拠法令：西東京市介護保険条例 

(2) 会議及び審査会の開催状況 

ア 合議体数 14合議体 

  イ 審査会開催回数 330回 

 ウ 介護認定審査会合議体の長の会議開催状況 

 １回（平成 24年 11月 8日） 

主な議題 介護認定審査状況について、審査判定上の問題・課題について、平成 24年度介護認定審査会委員

研修について、平成 25年度の介護認定審査会について、東京都職員の審査会見学について 

  

２ 介護保険要介護・要支援認定状況について（介護保険特別会計） 

(1) 審査・判定件数  8,996件 

(2) 判定結果内訳                                          

非該当 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合  計 

12 1,156 1,134 1,976 1,598 1,151 1,033 936 8,996 

  

３ 主治医意見書依頼状況（介護保険特別会計） 

 (1) 件数 

    在宅 7,093 件  施設 1,996 件  合計 9,089 件 

 (2) 単価 

      在宅(新規) 5,000円／件     在宅(継続) 4,000円／件 

        施設(新規)  4,000円／件     施設(継続)  3,000円／件 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



相談受付係 

 
１ 認定申請受付件数（介護保険特別会計） 

新 規 更 新 変 更 ※介護申請 小 計 転入継続 合 計 

2,148 6,186 554 320 9,208 129 9,337 

 ※介護申請…要支援状態区分から要介護状態区分に変更する場合は変更ではなく新規として取り扱うが、新規の申

請と区別するために介護申請として掲載した。 

 

２ 認定調査委託状況（介護保険特別会計） 

 （1) 委託件数 

在宅 

（調査委託事業所） 

在宅 

（指定市町村事務受託法人） 
合計 

4,615 2,100 6,715 

（2) 委託料 

  調査委託事業所 4,200円／件  6,500円／件（２件分） 

  指定市町村事務受託法人 21,000,000円（2,000件分） 4,200円／件（2,000件を超えた分） 

 

３ 介護保険連絡協議会（介護保険特別会計） 

   介護保険制度の円滑な実施のため、関係機関及び介護サービス等提供事業者相互間の情報交換・連携など横 

 断的な体制を整備し、介護サービス等の円滑な提供を図ることを目的とした連絡協議会及び分科会を開催した。 

（1）会員の状況    

                                                         平成 25年３月 31日現在 

事 業 分 類 事業者数 備    考 

居宅介護支援事業者 115 市外 61 

訪問介護事業者 66 市外 29 

訪問入浴介護事業者 10 市外９ 

訪問看護事業者 13 市外５ 

訪問リハビリテーション事業者 １  

通所介護事業者  76 市外 31 

通所リハビリテーション事業者 11 市外６ 

短期入所生活介護事業者 12 市外１ 

短期入所療養介護事業者 ６ 市外３ 

特定施設入居者生活介護事業者 14 市外２ 

住宅改修・福祉用具貸与販売事業者 38 市外 23 

夜間対応型訪問介護事業者 １  

認知症対応型通所介護事業者 ８  

小規模多機能型居宅介護事業者 １  

認知症対応型共同生活介護事業者 10  

介護老人福祉施設 14 市外５ 

介護老人保健施設 ７ 市外３ 

介護療養型医療施設 １  

地域包括支援センター ８  



老人ホーム ２ 養護１、軽費１ 

病院 ５  

民間非営利福祉活動団体 ８ ＮＰＯ 

 

関係機関 

 

８ 

医師会、歯科医師会、薬剤師会、接骨師会、 

理学療法士会、民生委員・児童委員、 

社会福祉協議会、保健所 

市関係部課 ５  

合  計 440  

 （2）開催状況 

 ア 連絡協議会全体会  

 平成25年２月21日 

・平成23年度介護保険連絡協議会各分科会活動報告について 

・平成23年度介護サービス苦情事例について 

・情報提供 

高齢者サービスに関する連絡事項について 

地域包括支援センター活動実績報告 

事業者実地指導状況について 

施設報告について 

ハンディキャブについて 

・主任ケアマネジャー研究協議会の活動報告 

・福祉サービス第三者評価制度について 

・事例発表 

 テーマ「その人らしい生活を継続するために～グループホームにできる事～」 

     ～アルコール依存者の入居をきっかけに～ 

      発表者  グループホームのどか 職員 

 

イ 分科会 

(ア) 居宅介護支援事業者分科会 

第１回 

平成24年４月23日 

・情報提供 新旧役員紹介、高齢者支援課職員の異動について ほか 

・介護報酬改定確認事項について 

・情報交換 「介護報酬改定に伴う業務上の困りごとについて」 

第２回 

５月22日 

・情報提供 権利擁護センター「あんしん西東京」の上手な活用方法について ほか 

・西東京市地域密着型サービスについて 

・西東京市在宅医療連携マニュアルについて 

第３回 

６月28日 

・情報提供 平成24年度三市共同研究事業アンケート調査について 

・講演 「介護報酬改定に伴う生活援助の考え方」 

 講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授 

・グループワーク  訪問介護・訪問入浴事業者分科会との合同に向けての整理 

第４回 

７月19日 

《訪問介護事業者合同分科会》 

・情報提供 西東京市介護保険課題調整委員会モデル事業について ほか 

・講演及びグループワーク  

「訪問介護におけるサービス行為区分（１－６）の理解と活用」  

 講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授  

第５回 

９月18日 

・情報提供 75歳以上高齢者生活状況調査について ほか 

・講演及びパネルディスカッション 

「がんばりすぎない介護生活を支える」 



 講師 介護をしている家族 

    パネラー ケアマネジャー ほか 

第６回 

10月19日 

・情報提供 市独自の介護保険利用者負担額軽減制度について ほか 

・防災講話 

 「地震災害に対する備え～知る・考える・行動する～」 

   講師 西東京市危機管理室 職員 

・意見交換 

 「震災を振り返る～その時、利用者に何が起こるか。それに対する考えられる手立

ては何か～」 

第７回 

11月13日 

・情報提供 75歳以上高齢者生活状況調査について ほか 

・講演 「医師との対話、相談方法等」について 

   講師 西東京中央総合病院 医師 

第８回 

12月17日 

・情報提供 住宅改修の承諾書について ほか 

・講演 「典型事例から学ぶ！脳卒中のリハビリテーション」について 

   講師 公益財団法人 東京都保健医療公社 多摩北部医療センター 

・医療と福祉の連携研究部会 

    「武蔵野赤十字病院との連携について」          

第９回 

平成25年１月22日 

≪訪問看護・訪問入浴介護事業者合同分科会≫ 

・情報提供 西東京市高齢者虐待対応フロー図、帳票類の説明  

・講演会及びミニ事例検討 「高齢者虐待の防止について」  

   講師 東京都福祉保健財団高齢者権利擁護支援センター 専門相談員  

      西東京市地域包括支援センター 権利擁護担当者会 

第10回 

２月 14日 

・情報提供 災害時要援護者個別避難支援プランについて ほか 

・講演「災害時の保健・医療・福祉専門職の役割」 

～ケアマネジャーは何ができるか～ 

東日本大震災の災害支援活動から見えること 

講師 西片医療福祉研究会代表  

第11回 

３月12日 

・情報提供 田無警察署からのお知らせ ほか 

・グループワーク 

テーマ 「地域の特性を知り、震災時の安否確認について考える」 

  

  （イ）訪問介護事業者分科会 

第１回 

平成24年５月14日 

・平成24年度介護報酬改定に関する周知文書 ほか 

・講演「介護報酬改定に伴う生活援助の考え方」 

講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授 

・グループワーク 

  テーマ「居宅介護支援事業者分科会との合同に向けた事業所ごとの気づき」につ

いて 

第２回 

７月19日 

《居宅介護支援事業者合同分科会》 

・情報提供 西東京市介護保険課題調整委員会モデル事業について ほか 

・講演及びグループワーク 

「訪問介護におけるサービス行為区分（1－6）の理解と活用」  

講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授  



第３回 

11月26日・27日 

※両日とも同一内容 

・情報提供 「かいてき便り」ほか 

・実技演習 「基礎介護技術の研修」 

講師 ダイヤ高齢社会研究財団 職員 

第４回 

平成25年２月7日 

・情報提供 「かいてき便り」ほか 

・講演「困った人たちの理解と対応（パーソナリティー障害を中心に）」 

   講師 医療法人社団成仁病院 顧問 

第５回 

３月11日 

・情報提供 「かいてき便り」ほか 

・講演及びグループワーク 

「西東京市訪問介護事業者分科会として推奨する訪問介護計画書書式」 

  講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授 

   

    （ウ）通所介護・通所リハビリテーション事業者分科会 

第１回 

 平成24年７月13日 

・情報提供 新規事業者紹介 

・介護報酬改定に関するQ＆Aについて 

・地域包括支援センターの役割等について 

・グループワーク（圏域ごとに地域包括支援センターを交えて） 

テーマ「介護報酬改定による影響と環境について」 

・デイサービス見学会について（10月下旬～11月中旬に施設にて実施） 

第２回 

平成25年３月６日 

・情報提供 新規事業者紹介  

・平成25年度分科会役員選出について 

・地域包括支援センターからのお知らせ 

・グループワーク（地域包括支援センターを交えて） 

  テーマ「いま、通所介護事業者の抱えている問題について考える」 

 

    （エ）住宅改修・福祉用具事業者分科会 

第１回 

平成24年６月13日・14日 

・田無庁舎２階展示会 

住宅改修事例パネル展示、福祉用具の展示、介護相談の実施 

来場者177人（13日105人・14日72人） 

第２回 

11月14日・15日 

・保谷庁舎１階展示会 

住宅改修事例パネル展示、福祉用具の展示、介護相談の実施 

 来場者108人（14日50人・15日58人） 

第３回 

平成25年３月14日 

・情報提供 新規事業者紹介 ほか 

・平成25年度分科会 役員選出について 

・平成24年度展示会の報告 

・平成25年度分科会活動方針について 

・福祉用具サービス計画作成等について 

・グループワーク 「個別援助計画作成への取り組み～この１年をふりかえって」 

    

（オ）短期入所生活介護・療養介護事業者分科会 

 平成24年９月20日 
・情報提供 食費の設定について ほか 

・西東京市虐待対応フローチャートについて 



・グループワーク「ショートステイ各事業所の情報交換」 

困難事例・成功例について 

相談員として大変と思うこと 

    

（カ）認知症対応型共同生活介護事業者分科会 

第１回 

平成24年５月30日 

・意見交換 徘徊模擬訓練・アクションミーティングを振り返って ほか 

・情報提供 平成24年度介護報酬改定について  

平成23年度地域密着複数事業所連携事業会計報告 ほか 

第２回 

７月24日 

・意見交換 今年度の徘徊模擬訓練について 

・情報提供 行方不明者捜索依頼について  

西東京市虐待対応フローチャートについて ほか 

第３回 

８月24日 

・意見交換 地域密着複数事業所連携事業について 

      若年性認知症講演会について   

      グループホーム見学会チラシについて ほか 

第４回 

９月20日 

≪西東京市地域包括支援センター保健師等連絡会合同≫ 

・意見交換 「若年性認知症講演会」について 

      徘徊模擬訓練について                  

第５回 

10月９日 

≪西東京市地域包括支援センター合同≫ 

・意見交換 徘徊模擬訓練について 

第６回 

11月２日 

≪西東京市地域包括支援センター保健師等連絡会合同≫ 

講演会 「～知ろう・学ぼう・考えよう～若年性認知症のこと」 

第１部 講演 「若年性認知症について」 

      講師：NPO法人いきいき福祉ネットワークセンター  

        東京都若年性認知症総合支援センター 職員 

  第２部 シンポジウム 

     「若年性認知症とともにあゆむ ～本人・家族からのメッセージ～」 

      座長：NPO法人いきいき福祉ネットワークセンター  

        東京都若年性認知症総合支援センター 職員 

  シンポジスト：静岡県富士宮市職員 

        静岡県富士宮市在住 御夫婦 

        西東京市高齢者支援課長 

第７回 

11月７日 

・意見交換 徘徊模擬訓練について 

第８回 

12月２日 

・講演会 「グループホームで認知症の人を支援することとは」 

     講師 NPO法人ミニケアホームきみさんち 職員 

・徘徊模擬訓練実施 

第９回 

平成25年１月28日 

・勉強会 「認知症高齢者のケアを観る」 ～Part１～ 

     認知症の理解 ～認知症のある人の理解と対応～ 

     講師 日本社会事業大学 社会福祉学部福祉援助学科 准教授  



第10回 

２月８日 

・意見交換 大阪府泉南市職員との懇談会について 

      「認知症高齢者のケアを観る」～Part２～事例について 

第11回 

３月８日 

・勉強会 「認知症高齢者のケアを観る」 ～Part２～ 

事例検討テーマ「過度な買い物とご本人の満足を満たす為には」 

 講師  日本社会事業大学 社会福祉学部福祉援助学科 准教授  

・情報提供 認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底及び点検に

ついて 

     

（キ）介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）分科会 

第１回 

平成25年１月30日 

・情報提供 感染症の予防について ほか 

・グループワーク 特養待機者情報についての意見交換  

第２回 

２月26日 

・情報提供 事故報告について ほか 

・グループワーク 各介護老人保健施設・介護療養型医療施設の情報交換 

    

（ク）特定施設入居者生活介護事業者分科会 

平成24年８月28日 

・情報提供 事故報告について ほか 

・意見交換  

各施設の特徴、レクリエーション等について 

入浴介助時の職員体制について  

認知症の方の対応について 

 

（ケ）訪問看護・訪問入浴介護事業者分科会  

平成25年１月22日 

≪居宅介護支援事業者合同分科会≫ 

・情報提供 西東京市高齢者虐待対応フロー図、帳票類の説明 

・講演会及びミニ事例検討 「高齢者虐待の防止について」  

   講師 東京都福祉保健財団高齢者権利擁護支援センター 専門相談員  

       西東京市地域包括支援センター 権利擁護担当者会 

 

４ 調査員研修（介護保険特別会計） 

  適正な調査を実施するために必要な知識や技能を修得し、調査員の資質を向上させるとともに、認定調査の 

 平準化を目的として実施した。 

新規研修 

平成24年５月17日      

    10月17日 

・認定調査の方法、認定調査票の記入方法等について 

受講者38人（うち認定調査の記入方法のみ受講は13人） 

 

５  苦情相談（介護保険特別会計） 

 受付状況 

（申立人） 

内 容 本人 家族 ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 事業者・施設 その他 合計 

件 数 718 12 １ １ ４ 736 

 



（申立方法） 

内 容 電話 来庁 その他 合計 

件 数 571 164 １ 736 

（分類） 

内 容 要介護認定 保険料 ｹｱﾌﾟﾗﾝ ｻｰﾋﾞｽ供給量 介護報酬 

件 数 ７ 714 － －  － 

制度上の問題 行政の対応 
ｻｰﾋﾞｽ提供・ 

保険給付 
その他 合計 

   － １ 14    －     736 

（対応状況） 

内 容 
申立人に説明・ 

助言 
当事者間の調整等 他機関を紹介 その他 合計 

件 数 713 ７ １ 15 736 

 

        

  

 

 


	【高齢】データニ次（最終）修正
	【介護】データ二次（最終）修正データ

