
                                         

高 齢 者 支 援 課 

高齢者サービス係 

 

１ 家具等転倒防止器具取付け等事業（3.1.1）  

取付け世帯数（世帯） 33 

 

２ 敬老金贈呈事業（3.1.3）  

対象者 金  額       贈呈者数 (人) 

88歳 10,000円             773 

100歳 50,000円             34 

合 計  807 

 

３ 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 

12 12 150 17,663 

 

４ 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 

446 397 538 1,397 185,922 

 

５ 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 

３ ８ ５ 19 136 

 

６ 認知症及びねたきり高齢者等紙おむつ給付事業（3.1.3）  

(1) 現物給付 

対象人数 (人) 

新規認定者 廃止者 中断者 年度末 

403 329 285 1,040 

(2) 現金助成 

   助成件数（平成 27年３月～平成 28年２月入院分）  632件 

 

７ 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 

99 81 209 1,037 285 144 429 

 

８ 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 

８ ０ 12 42 43 

※新規申請の受け付けは平成27年９月末で終了 



                                         

(2) 助成   

廃止数 年度末助成数 

18 75 

 ※新規申請の受け付けは平成 26年９月末で終了 

 

９ 高齢者緊急通報システム事業（3.1.3）   

 (1) 民間方式 

設置台数内訳 (台) 

新規設置数 撤去数 年度末設置数 

14 19 117 

 (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) ２ ５ ２ １ 10 

  

10  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 ０  ０  

シャローム南沢 ０  ０  

保谷苑 ４  86  

合   計 ４  86  

 

11  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) 

５ 148 148 

 

12  高齢者日常生活用具等給付事業（3.1.3）   

区 分 
難燃性 

寝 具 
洗髪器 空気清浄機 

歩行補助 

づ  え 

件数 (件) ０ ０ １ ０ 

区 分 
入浴補助 

用  具 
スロープ 歩行器 手すり 合 計 

件数 (件) ０ ０ ０ ０ １ 

 

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 ０ １ １ 

 

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) 88 １ 89 88 

 

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) 

59 362 

 



                                         

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) 

62 1,938 19,987 12,196 

 

 

17  介護職員初任者研修事業（3.1.3）  

形式 修了者数 (人) 研修期間・研修時間 

通学 10 平成 27年 10月 20日～平成 28年１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 

27 

９ 

８ 

14 

16 

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 

20 

11 

15 

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 

18 

133 

138 

 

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 24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 ６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 

 

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 

きよせ認知症ケアセンター 10 ラビアンローゼ 10 

 

22  通所介護サービス等事業（3.1.3）  

施 設 名 年度末登録人数 (人) 利用延べ人数 (人) 

高齢者センターきらら 85 7,973 

谷戸高齢者在宅サービスセンター 91 6,792 

田無高齢者在宅サービスセンター 49 4,622 

   



                                         

介護度別利用人数                                   

施 設 名 
要支援 1 

(人) 
要支援 2 

(人) 
要介護 1 

(人) 
要介護 2 

(人) 
要介護 3 

(人) 
要介護 4 

(人) 
要介護 5 

(人) 
合計 
(人) 

高齢者セン

ターきらら 

一 般 型 ３ ８ 19 15 15 ６ ４ 70 

認知症型 ０ ０ １ ０ 10 ２ ２ 15 

谷戸高齢者在宅サービス

センター 
８ 10 29 21 11 ９ ３ 91 

田無高齢者在宅サービス

センター 
２ ５ 10 18 ３ ９ ２ 49 

 

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 

緑寿園 
平成 27年 10月 31日・ 

11月７日・11月 14日（３日間） 
９ 

保谷苑 
平成 27年 11月 28日・ 

11月 29日・12月６日（３日間） 
５ 

 

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） ３ 

家族介護助成費（件） ３ 

 

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) 

14 13 25 

 

 



                                         

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） ３  176 

サンメール尚和（１床）  ３  286 

緑寿園（１床）  ４  279 

フローラ田無（１床）  ５  300 

めぐみ園（１床）  ６  196 

健光園（１床）  ９  163 

山田病院（１床）  ２ 120 

合   計 32 1,520 

 

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 13,822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    1,208人 

ささえあい協力団体     188団体 

ささえあい訪問協力員   315人 

 

(2) ささえあいネットワーク懇話会 

実施回数 16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 
西東京市役所保谷庁舎 平成 27年６月 19日 12 

西東京市役所保谷庁舎 平成 28年３月 19日 12 

ささえあい訪問協力員フォローアップ研修 西東京市民会館 平成 28年３月 28日 67 

 

(4) ささえあい訪問サービス 

利用者 111人 

 

 (5) ささえあいメール見守りサービス（モデル事業） 

利用者 ２人 

ささえあいメール見守り協力員 ２人 

 

４  老人保護施設措置事業（3.1.3） 

 措置施設 11か所            (単位 人)                               

入所 退所 年度末措置人数 

３ ４ 25 

 

 

 

 

 

 

 



                                         

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 

セントラルフィットネスクラブ

南大泉 
平成 27年７月６日～10月５日 12 

ルネサンスひばりヶ丘 平成 27年７月３日～９月 18日 14 

ティップネス田無 平成 27年７月３日～９月 18日 15 

セントラルフィットネスクラブ

南大泉 

平成 27年 10月 19日～28年２月１

日 
11 

ルネサンス東伏見 平成 27年 10月２日～12月 18日 10 

ティップネス田無 平成 27年 10月２日～12月 18日 10 

セントラルフィットネスクラブ

南大泉 

平成 27年 12月 14日～28年３月 28

日 
14 

ルネサンスひばりヶ丘 平成 28年１月８日～３月 25日 11 

ティップネス田無 平成 28年１月８日～３月 25日 11 

運動器の機能向上 

スポーツセンター 平成 27年７月２日～９月 17日 14 

サンメール尚和 平成 27年７月７日～９月 29日 12 

南町スポーツ・文化交流センター

「きらっと」 
平成 27年 10月１日～12月 17日 13 

サンメール尚和 平成 27年 10月６日～12月 22日 10 

総合体育館 平成 28年１月７日～３月 31日 10 

サンメール尚和 平成 28年１月 12日～３月 29日 10 

運動器の機能向上 

（マシントレーニング） 

住吉老人福祉センター 平成 27年７月２日～９月 24日  ８ 

下保谷福祉会館 平成 27年 10月１日～12月 21日 10 

住吉老人福祉センター 平成 28年１月７日～３月 31日  ９ 

認知機能低下予防 

ルネサンスひばりヶ丘 平成 27年７月３日～９月 18日 13 

ルネサンス東伏見 平成 27年 10月２日～12月 18日 13 

ルネサンスひばりヶ丘 平成 28年１月８日～３月 25日 12 

 

(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 ５ ０ ０ 

管理栄養士 ０ ０ ０ ０ 

歯科衛生士 ０ ０ 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 14 186 

管理栄養士  ９ 203 

歯科医師又は歯科衛生士 11 202 

保健師  ０   ０ 

 

６ 二次予防事業対象者把握事業（介護保険特別会計） 

平成 27年度高齢者元気度アンケート                              

（単位 人）   

 

 

 

 

回答者数 21,473 
二次予防事業対象者  5,810 

非二次予防事業対象者 15,663 



                                         

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 

                             （単位 件） 

相談内容 件 数 

介護相談（介護方法等） 558 

介護保険サービス 16,464 

地域支援事業 1,586 

その他保健・福祉サービス 1,765 

ケアマネジャー支援 2,356 

虐待 584 

権利擁護  304 

医療 1,035 

認知症 931 

その他 4,381 

合 計 29,964 

 

(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、学識経験者１人、市内在住被保険者２人、介護サービス利用者の家族１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 27年６月 29日 

 

(1) 地域包括支援センター及び西東京市地域包括支援センター運営協議会

について 

(2) 平成 26年度西東京市地域包括支援センター活動実績報告及び平成27

年度西東京市地域包括支援センター活動計画について 

(3) 西東京市地域包括支援センター自己評価について 

平成27年10月26日 

(1) 平成 27年度上半期西東京市地域包括支援センター活動実績報告 

(2) 平成 26年度西東京市地域包括支援センター自己評価結果について 

(3) 平成 28年度西東京市地域包括支援センターの設置についての承認 

平成 28年３月３日 

(1) 平成 28年度西東京市地域包括支援センター活動計画 

(2) 平成 26年度西東京市地域包括支援センター自己評価結果に係る改善計

画書について 

(3) 平成 28年度西東京市地域包括支援センター運営方針（案）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 27年７月 17日 
(1) 平成 27年度虐待予防への取り組み 

(2) 関係機関との連携について 

平成 28年２月 19日 

(1) 西東京市における養護者による高齢者虐待の現状について 

(2) クロス集計結果及び考察 

(3) 虐待の早期発見に向けた取り組みについて 

 

８ 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） 17  196  

いこいの家（富士町地区） 11  201  

あかね会（住吉町地区）    ６  10  

クラブゆーゆー（ひばりが丘地区） 11  216  

きらら倶楽部（中町地区） 13  511  

りんどうクラブ(ひばりが丘北地区)   14  241  

ポピーの会（住吉町地区）    ６  47  

富士クラブ（中町地区） 15  193  

西原グリーンハイツシニアクラブ（西原町地区） 36  299  

木の実会（南町地区）    ９  110  

茜雲（田無町・南町地区） 10  166  

のびのび体操同好会（田無町地区） 45  1,692  

武蔵野スカイハイツ「茶話会」（芝久保町地区） 22  131  

おうちサロンひなた（芝久保町地区） 38  226  

シルバー卓球クラブ（田無町地区） 17  753  

折り紙の会（田無町地区） 17  370  

田無朗読ボランティアの会（田無町・南町地区） 18  225  

スズラン会（田無町地区） 10  358  

さざんか（ひばりが丘北地区） 19  187  

コーラス･やよい（南町地区） 39  755  

健友会（緑町地区） 21  810  

なかよし会（田無町地区）    ８  82  

健康会そよかぜ(下保谷地区) 53  3,532  

昭和の会（富士町地区） 11  198  

絵手紙の会「花みずき」（田無町地区） 27  625  

フレンド体操同好会（田無町地区） 40  1,522  

フォークダンス水曜会（田無町地区） 12  422  

一歩一歩（南町地区） 10  269  

ヨーガ「ナマスティの会」（田無町地区）        80  2,520  

花の会（南町地区） 18  144  

花みずきの会（柳沢地区） 32  685  

地域のふれあい助け合い交流の場 

とねりこ（泉町地区） 
12  110 

 

 

書と共に歩む会（田無町地区） 10  210  

笑久保会（芝久保町地区） 15  299  

あじさい（緑町地区） 14  306  

ミニデイ虹（保谷町地区） 19  69  

サロン･さくら会（新町地区） 11  185  

ハッピーの会（富士町地区） 32  383  

ひまわり会（ひばりが丘北地区） 22  284  



                                         

いきいき唄う会 紅葉（新町地区） 24  301  

恵の会（富士町地区） 14  415  

ミニデイほのぼの（西原町地区） 22  144  

いきいき・サロン（住吉町地区）    ７  107  

白ゆりグループ（ひばりが丘北地区）    ９  71  

にこにこミニデイ（柳沢地区）    ８  40  

コスモスの会（田無町地区） 12  238  

ひまわり（富士町地区）  17  303  

わくわくクローバーの会（ひばりが丘北地区） 16  909  

さつき会（田無町地区） 12  203  

ミニデイはなみずき（保谷町地区）  19  114   

ミニデイあかり（南町地区） 11  109  

芝久保おしゃべりランチ（芝久保町地区） 38  159  

シニア健康ラージボールクラブ（田無町地区） 19  642  

手結び帯の会「（旧）西東京けやきの会」（田無町・

緑町・谷戸町地区） 
15  493  

サロンみどりの風（向台町地区）※ 33  155  

合計（55団体） 1,096  23,945  

 ※平成 27年度新規の団体 

 

９  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） 16 790  

高齢者大学（自分でできる、カラダのゆがみ改善） 10 234  

火山を知ろう講座  ２ 32  

高齢者大学（短期講座）  ３ 45  

高齢者福祉大会  １ 1,024  

高齢者のための歩いて見る会  １ 24  

合  計 33 2,149  

 

 (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) 

健康体操（住吉） 135  6,577  

健康体操（下保谷） 141  5,867  

健康体操（新町） 132  4,225  

健康体操（富士町） 135  5,721  

健康体操（ひばりが丘） 141  4,289  

書道（住吉） 21  864  

らくらくエアロビクスＡ（住吉） 20  437  

らくらくエアロビクスＢ（住吉） 21  462  

ヨガ（下保谷） 21  601  

楽しく歌いましょう（下保谷） 17  465  

すこやか体操（新町） 20  492  

ゆっくり体操（新町） 22  510  

リズム体操（富士町） 20  557  

音の楽しさ広げよう（富士町） 20  710  

太極拳（ひばりが丘） 17  457  

絵手紙（ひばりが丘） 20  336  

合  計 903  32,570  

 



                                         

 (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) 

さわやか体操 41  1,233  

すっきり体操 40  1,287  

太極拳 35  859  

笑顔体操 37  550  

音楽のいずみ 22  359  

民謡 40  909  

フォークダンス 33  1,087  

遊ぶ音楽がっこう 22  309  

詩吟 41  792  

パステルアート 37  735  

初心者健康麻雀 42  734  

合  計 390  8,854  

 

(4) 健康体操フォロー（健康応援団）講座 

内  容 実施場所 日  程 参加人数（人） 

しゃきしゃき体操・太極拳 
住吉老人福祉センター 平成 27年 11月 25日～28年１月 27日  14 

下保谷福祉会館 平成 27年 11月 27日～28年１月 29日  20 

 

 (5) はつらつサロン 

利用実人数 (人) 実施回数 (回) 利用延べ人数 (人) 

２ 97 138 

 

(6) はつらつサロン出前講座 

会 場 利用実人数 (人) 実施回数 (回) 利用延べ人数 (人) 

住吉老人福祉センター 10 20 175 

ひばりが丘福祉会館  ７ 20  98 

富士町福祉会館 10 20 178 

新町福祉会館  ７ 20 120 

下保谷福祉会館 10 20 148 

田無総合福祉センター  ３ 20  52 

合  計 47 120 771 

 

10  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 ０ 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 54 銀寿会 57 おもと会 38 

きらく会 51 双友会 73 かなめ会 55 

如水会 114 長寿清和会 31 いずみ年輪クラブ 111 

三和福寿会 44 超楽会 74 くすの樹会 75 

柳宝会 38 ひばり会 53 新町長生会 76 

寿会 31 芝三寿会 125 東町長交会 54 

荒屋敷寿会 51 互楽会 30 西東京市新生会 72 

黎明会 38 向寿会 54 やすらぎ会 75 

秀和会 87 春秋クラブ 78 金曜会 101 

やまびこ会 50 すみれクラブ 37 ひばりが丘健康会 52 

親和会老人クラブ 31 中町睦会 33 健康ゆかいクラブ 60 



                                         

松ノ木会 38 坂上ことぶき会 37 カトレア会 30 

若草会 44 第三区寿会 71 楽寿会 55 

田無フレンド会 72 やなぎ会 58 東風会 115 

みちしばの会 56 さくら会 37   

    合   計 2,616 

 

11  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 54,243  184  

下保谷福祉会館 39,055  132  

新町福祉会館 25,418   86  

富士町福祉会館 50,814  172  

ひばりが丘福祉会館 39,579  134  

合  計 209,109  708  

 

12  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) 

52,526 216 

 

13  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) 

15,452 43 

 

14 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 (回) 

第１会議室 443 

第２会議室 41 

第３会議室 352 

視聴覚室 511 

栄養指導室 254 

健康増進室 810 

娯楽室 777 

録音室及び対面朗読室  28 

合  計 3,216 

 

15 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 28年３月 17日 

場所 コール田無 多目的ホール 

内容 高齢期のうつ予防 うつと心のケア 

   参加人数 50人 

 

(2) 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 32 

管理栄養士 ３ 46 

歯科医師又は歯科衛生士 １ 32 



                                         

(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 27年６月１日～平成 28年１月 31日  ８ 

武蔵野ファミリークリニック 平成 27年９月 24日～平成 28年３月 24日  ９ 

ルネサンス東伏見 平成 27年８月 21日～10月９日 19 

セントラルフィットネスクラブ南

大泉 
平成 27年８月 10日～10月５日  ８ 

市内整骨院・接骨院 14か所 平成 27年８月 31日～11月 20日 48 

下保谷福祉会館 平成 27年 10月 14日～12月２日 19 

住吉老人福祉センター 平成 27年９月 15日～平成 28年３月 15日 22 

閉じこもり

予防 

緑寿園ケアセンター 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日  ３ 

サンメール尚和デイケアセンター 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日  ２ 

保谷苑デイサービスセンター 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日  １ 

谷戸高齢者在宅サービスセンター 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日  １ 

認知症予防 

下保谷福祉会館 平成 27年 12月１日～平成 28年３月 15日 30 

老人憩いの家おあしす 平成 28年１月５日～平成 28年３月 22日 20 

住吉老人福祉センター 
平成 27年 10 月 19 日～平成 28 年１月 25

日 
20 

 

(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 27年４月７日～平成 28年３月 24日 4,359 

下保谷福祉会館 平成 27年４月７日～平成 28年３月 24日 1,911 

老人福祉センター 平成 27年４月８日～平成 28年３月 23日 1,550 

合  計 7,820 

 

16 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 27年 10月２日 

場所 保谷こもれびホール 

内容 ～知ろう・学ぼう・考えよう～ 認知症とともによりよく生きる 

   参加人数 217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 77 2,276 

市職員（臨時職員･嘱託員等含む。）  ３    50 

合  計 80 2,326 

 

(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 27年 10月 23日  

実施日 場 所 内  容 参加人数（人） 

平成28年３月23日                                                                                                                                                                                                                                                保谷こもれびホール 

①講演「知っているつもりの認知症～認知症

の人を地域で支えるために」 

②認知症の方への対応事例を用いたグルー

プワーク 

③認知症サポーターの活動内容について「認

知症サポーター・ボランティア」募集のお知ら

せ 

69  



                                         

  場所 【スタート】南町スポーツ・文化交流センター「きらっと」 

    【ゴール】 東京都立小金井公園 

  内容  認知症予防を目的とした、５㎞または７㎞のウォーキング 

   参加人数   36人 

 

(5）若年性認知症家族の集い 

   ケアマネジャーにアンケート調査を行い、若年性認知症の方とその家族とのかかわりや家族会への参加状況に

ついて調査を行った。 

 

 (6）老い・終末期を考える講演会 

   実施日 平成 27 年 11 月 26 日 

場所  コール田無 

内容  家で死ぬということ ～在宅ホスピスの現場から～ 

自分らしい人生の最期をどのように迎えたいか、在宅ホスピス医の実例を通して考える。 

   参加人数 183 人 



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28年３月31日現在） 46,838人 

   内訳 65歳以上75歳未満 23,123人 

       75歳以上     23,715人 

 (2) 要介護（要支援）認定者数（平成28年３月31日現在）   9,599人 

  (3) 保険給付状況 

 サービスの種類 件 数（件） 金 額 (円) 

居
宅
サ
ー
ビ
ス 

(介護予防)訪問介護 34,192 1,463,052,608 

(介護予防)訪問入浴介護 1,385 80,053,269 

(介護予防)訪問看護 11,054 451,679,290 

(介護予防)訪問リハビリテーション 669 23,521,738 

(介護予防)通所介護 41,832 2,262,997,255 

(介護予防)通所リハビリテーション 4,989 320,112,529 

(介護予防)福祉用具貸与 38,299 466,450,115 

(介護予防)短期入所生活介護 4,939 353,996,794 

(介護予防)短期入所療養介護（老健） 373 28,542,572 

(介護予防)短期入所療養介護（医療） 25 2,227,920 

(介護予防)居宅療養管理指導 24,377 185,686,196 

(介護予防)特定施設入居者生活介護 7,096 1,332,347,009 

特定施設入居者生活介護（短期利用型） 14 1,114,657 

居宅介護支援（介護予防支援） 66,472 818,217,362 

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 2,180 564,708,594 

(介護予防)認知症対応型通所介護 2,039 227,514,878 

夜間対応型訪問介護 920 11,294,946 

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 413 80,995,758 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ４ 786,788 

居宅サービス計 241,272 8,675,300,278 

施
設
サ
ー
ビ
ス 

介護老人福祉施設 8,128 2,103,282,088 

介護老人保健施設 5,110 1,376,668,359 

介護療養型医療施設 1,601 580,313,216 

施設サービス計 14,839 4,060,263,663 

償 

還 

払 

(介護予防)住宅改修 835 77,109,052 

(介護予防)福祉用具購入 795 23,099,641 

高額医療合算介護サービス 1,421 41,882,358 

償還払計 3,051 142,091,051 

特定入所者介護(介護予防)サービス 11,548 379,055,237 

そ
の
他 

審査支払手数料 255,156 15,309,360 

高額介護サービス 25,324 283,053,499 

その他計 280,480 298,362,859 

合     計 551,190 13,555,073,088 



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 

 開 催 日 主な審議事項等 

第１回 平成27年７月28日 
地域密着型サービス事業所の公募について 

運営委員会の年間計画について 

第２回 11月17日 
地域密着型サービス事業者の募集結果について 

地域密着型通所介護の移管について 

第３回 平成28年２月９日 
事業所の指定更新について 

地域密着型通所介護の移管について 

 

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 ５ 

サービス提供事業者 ５ 

(2) 介護保険訪問看護利用者負担軽減事業 

     利用者 29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 3,112,705,000 3,197,456,300 3,153,577,300 3,186,800 47,065,800 98.5％ 

滞納繰越分 21,893,000 81,682,903 19,321,343 6,600 42,498,160 23.6％ 

 

 

（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   75,604,900 193,569,400 

第２段階   7,462,200 115,842,900 

第３段階   8,176,300 119,938,900 

第４段階   76,449,800 371,828,000 

第５段階   12,907,800 283,122,500 

第６段階   50,908,400 304,753,600 

第７段階   47,612,400 450,695,800 

第８段階   51,835,900 408,461,300 

第９段階   30,719,500 195,727,900 

第10段階   15,238,300 90,767,900 

第11段階   8,990,300 46,876,200 

第12段階   6,399,500 30,796,700 

第13段階   4,840,100 20,038,700 

第14段階   4,047,400  17,536,100         

第15段階   4,503,700           11,863,900 

 第16段階   16,646,700 61,942,400 

 第17段階   10,733,900 40,617,000 

合  計 433,077,100       2,764,379,200 

 

 

 

 

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 3,143 19,870,000 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65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 347回 

 ウ 介護認定審査会合議体の長の会議開催状況 

 第１回（平成 28年２月 18日） 

主な議題 平成 28年度の介護保険制度改正について、平成 27年度介護認定審査会委員全体研修について、

平成 28年度介護認定審査会の日程・新任介護認定審査会委員研修について、介護認定審査会委員

報酬等の源泉所得税に係る個人番号の収集について 

  エ 介護認定審査会委員全体会開催状況 

第１回（平成 27年４月１日） 

主な議題 要介護認定の流れと介護認定審査会の手順について、合議体の編成及び合議体の長の選出につい

て、介護保険制度の改正と高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画について 

第２回（平成 28年３月 10日） 

主な議題 平成 28年度の介護保険制度改正について、要支援の方の認定有効期間について、平成 28年度介

護認定審査会の日程及び介護認定審査会委員について、新任介護認定審査会委員研修について、

介護認定審査会委員報酬等の源泉所得税に係る個人番号の収集について 

 

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  9,813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 

６ 1,150 1,125 2,504 1,913 1,156 1,032 927 9,813 

  

３ 主治医意見書依頼状況（介護保険特別会計） 

 (1) 件数 

   在宅 7,720件  施設 1,973件  合計 9,693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 

2,105 6,593 794 314 9,806 109 9,915 

   ※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 

5,268 2,154 7,422 

（2) 委託料 

  調査委託事業所 4,320円／件  6,686円／件（３件分） 

  指定市町村事務受託法人 認定調査業務 4,320円／件、認定調査付随業務 12,960,000円  

 

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28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 122 市外 62 

訪問介護事業者  67 市外 28 

訪問入浴介護事業者  ９ 市外８ 

訪問看護事業者  17 市外６ 

訪問リハビリテーション事業者  ３  

通所介護事業者   95 市外 33 

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  14 市外２ 

短期入所療養介護事業者  ７ 市外３ 

特定施設入居者生活介護事業者  14 市外２ 

福祉用具貸与販売・住宅改修事業者  40 市外 24 

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  ７  

小規模多機能型居宅介護事業者  ３  

認知症対応型共同生活介護事業者  12  

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 ７ 
医師会、歯科医師会、薬剤師会、接骨師会、 

理学療法士会、社会福祉協議会、保健所 

市関係部課 ５  

合  計 479  

 

 （2）開催状況 

ア 連絡協議会全体会  

 平成28年２月17日 

・平成26年度介護保険連絡協議会各分科会活動報告について 

・高齢者支援課・関係機関からの報告 

・主任ケアマネジャー研究協議会の活動報告について 

・福祉サービス第三者評価制度について 

・西東京市介護予防・日常生活支援総合事業の実施について 

 

イ 分科会 

（ア) 居宅介護支援事業者分科会 

第１回 

平成27年４月28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 

・主任ケアマネジャー研究協議会活動報告 

・地域包括支援センター活動報告  

第２回 

６月11日 

・情報提供 新規事業者紹介 ほか 

・講演 「介護支援専門員のための倫理・プライバシーの保護」 

講師 東京大学医学部付属病院 老年病科 特任教授 

第３回 

７月21日 

・情報提供 介護保険負担割合証について ほか 

・「ケアマネちゃんとだより第４号 日常生活全般の支援とは」 

主催 制度・サービス・資源研究部会 

第４回 

９月17日 

・情報提供 社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）について ほか 

・「医師との関わり方で自分に必要なものを考える」～過去の体験から～  

   主催 医療・福祉の連携研究部会 

第５回 

10月20日 

・情報提供 在宅療養看取りについて～講演会のご案内～ ほか 

・講演 「書類整備の注意点」 

  講師 株式会社 ケアリッツ・アンド・パートナーズ 職員 

第６回 

11月17日 

・情報提供 新規事業者紹介 ほか 

・講演 「認知症に関する基礎的理解と対応」 

   講師 薫風会 山田病院 認知症疾患医療センター センター長 

第７回 

12月11日 

・情報提供 特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準の改正について  

ほか 

・「養護者による不適切なケアの防止について」 

～解決の糸口としての経済的支援～ 

主催 地域包括支援センター 権利擁護担当者会 



第８回 

平成28年１月19日 

・情報提供 介護保険分野等における番号制度の導入ついて ほか 

・講演 「西東京市介護予防・日常生活支援総合事業について」 

   講師 西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 職員・地域包括支援センター 

 職員 

第９回 

２月25日 

・情報提供 地域密着型通所介護（地域密着型デイサービス）について ほか 

・講演 「地域づくり・まちづくり～地域資源の活用について～」 

   講師 西東京市社会福祉協議会 職員 

第10回 

３月25日 

・情報提供 「第５号 ケアマネちゃんとだより 個別機能訓練加算ついて」 ほか   

・講演 「ケアマネジャーのためのアサーティブコミュニケーション」 

   講師 臨床心理士 

 

（イ）訪問介護事業者分科会 

第１回 

平成27年６月16日 

・情報提供 「かいてき便り」 ほか 

・講演 「事業所でのヘルパーの人材育成の取り組みを考える」 

講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授 

第２回 

７月30日 

・情報提供 「かいてき便り」 ほか 

・講演 「認知症疾患医療センターの役割、受診方法等について」 

講師 薫風会 山田病院 認知症疾患医療センター 精神保健福祉士 

 「認知症と精神疾患の症状と対応について」 

講師 薫風会 山田病院 看護部 教育担当課長 

第３回 

９月15日 

・情報提供 「かいてき便り」 

・講演 「客観性のある記録の書き方」 

   講師 日本社会事業大学 社会福祉学部 福祉援助学科 教授 

第４回 

10月22日 

・情報提供 「かいてき便り」 ほか 

・講演 「介護技術について」 

   講師 西東京市介護保険連絡協議会 訪問看護事業者所属 理学療法士・作業 

療法士 

第５回 

12月17日 

・情報提供 「アサーティブコミュニケーション～さわやかな自己表現のために～」 

ほか 

・講演 「事例検討会 ～定期巡回・随時対応型訪問介護を利用する事例～」 

   講師 目白大学 人間学部人間福祉学科 教授 

第６回 

平成28年１月15日 

・情報提供 「かいてき便り」 ほか 

・講演 「西東京市介護予防・日常生活支援総合事業の実施について」 

講師 西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 職員 

  



     （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27年７月16日 

・情報提供 新規事業所紹介 ほか 

・推奨書式作成役員会からの報告 

・グループワーク 

「介護予防・日常生活支援総合事業 通所型サービスについて」 

講師 西東京市 健康福祉部 高齢者支援課 職員 

第２回 

12月７日 

・情報提供 新規事業所紹介 ほか 

・平成28年度役員について 

・グループワーク 

「魅力ある介護現場～介護現場からの離職者数の軽減を目指して～」 

講師 株式会社日本介護福祉グループ 直営事業部長 

 

     （エ）福祉用具貸与販売・住宅改修事業者分科会 

第１回 

平成27年６月９日 

・10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 89人（９日34人・10日55人） 

第２回 

11月11日 

・田無アスタ２階センターコート 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、 

福祉用具デモンストレーション 

 来場者 176人 

 

（オ）短期入所生活介護・療養介護事業者、特定施設入居者生活介護事業者、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）合同分科会 

第１回 

平成27年９月29日 

・情報提供  

・講演 「認知症の方の対応」～帰宅願望が強い方への対応方法とは？～ 

   講師 認知症介護研究研修東京センター 認知症ケアアドバイザー 

第２回 

11月20日 

・情報提供 

・意見交換 「利用者の日中（何もしていない時間）の過ごし方について」 ほか 

    

（カ）認知症対応型共同生活介護事業者分科会 

第１回 

平成27年５月20日 

・情報提供 「かいてき便り」 ほか 

・平成27年度分科会について 

第２回 

９月３日 

・情報提供 

・講演 「グループホームにおける記録の書き方について」 

   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３回 

11月５日 

・講演 「グループホームでの看取りについて 訪問看護の視点から」 

   講師 東本町訪問看護ステーション 管理者 



第４回 

平成28年２月４日 

・講演 「徘徊模擬訓練を終えて」 

   講師 グループホームのどか 管理者 

・意見交換 

     

（キ）訪問看護・訪問入浴介護事業者分科会  

平成27年11月16日 
・グループワーク 

 「在宅医療連携について」 

 

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。 

 

西東京市認定調査員研修 

平成27年５月25日      

    ９月28日 

・認定調査票の記入について ほか 

受講者28人（５月25日18人、９月28日10人） 

 

 東京都認定調査員新規研修（受託） 

平成27年９月28日 
・認定調査について（西東京市認定調査員研修を含む） 

受講者22人 

 

 介護保険認定調査従事者現任研修 

平成27年11月21日      

    11月28日 

 ※両日とも同一内容 

・講演 「認知症の症状のとらえかた」 

   講師 薫風会 山田病院 認知症疾患医療センター 認知症看護認定看護師 

・西東京市要介護認定の現状と特記事項の記載等について 

受講者245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 ２ 18 － １ ２ 23 

 

 

（申立方法） 

内 容 電話 来庁 その他 合計 

件 数 ８ 15 － 23 

 

（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 －    12 － －  － 

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 

   － ２ ８    １    23 

 

（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 15 ８ － － 23 
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