
 

  

 

西東京市高齢者在宅サービスセンター及び西東京市高齢者センターきらら 

の運営体制について 

 

 

１ 市が条例で設置している通所介護施設 

 

西東京市は、条例で設置している通所介護施設が３施設あり、それぞれ社会福祉法

人に委託している。 

 

(1) 委託先 

 

名 称 所在地 開設年月 委託先 

西東京市谷戸高齢

者在宅サービスセ

ンター 

谷戸町三丁目 23番８号 平成６年７月 社会福祉法人 都心会 

西東京市田無高齢

者在宅サービスセ

ンター 

田無町五丁目５番 12号 平成７年９月 社会福祉法人 千曲会 

西東京市高齢者セ

ンターきらら※ 

富士町一丁目７番 69号 

 

平成 12 年５月 社会福祉法人 都心会 

※認知症対応型も実施 

 

 

(2) １日の定員・平均利用人数  

平成 29年３月 31日現在 （単位  人） 

施 設 名 定 員（内 訳） 
１日の平均利用人数

（総合事業を除く） 

谷戸高齢者在宅サービスセンター 30（一般型 27 総合事業３） 21.9 

田無高齢者在宅サービスセンター 30（一般型 25 総合事業５） 13.6 

高齢者センターきらら 
42（一般型 28 認知症型 12 

総合事業２） 

一般型 21.5  

認知症型 6.5 

資 料 ３ 



 

(3) 通所介護サービス事業登録人数  

                    平成 29年３月 31日現在 （単位  人）                                   

施 設 名 
要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 
合計 

谷戸高齢者在宅サービ

スセンター 
28 14 ２ ５ １ 50 

田無高齢者在宅サービ

スセンター 
11 15 ４ ７ １ 38 

高 齢 者 セ

ン タ ー き

らら 

一 般 型 24 13 14 ４ ３ 58 

認知症型 １ ２ ８ ３ １ 15 

 

 

(4) 介護予防・生活支援サービス事業（通所型サービス）登録人数 

平成 29年３月 31日現在 （単位  人） 

施 設 名 
事業 

対象者 

要支援１ 要支援２ 合計 

谷戸高齢者在宅サービスセンター ７ ２ ２ 11 

田無高齢者在宅サービスセンター ０ ３ ３ ６ 

高齢者センターきらら ３ ３ ７ 13 

 

 

(5) 利用延べ人数の推移 

                       各年度３月 31日現在 (単位 人) 

名称 平成 

24年度 

平成 

25 年度 

平成 

26年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

西東京市谷戸高

齢者在宅サービ

スセンター 

6,685 6,590 6,793 6,792 6,406 

西東京市田無高

齢者在宅サービ

スセンター 

6,153 5,390 5,031 4,622 3,992 

西東京市高齢者

センターきらら 

8,001 7,921 7,702 7,973 8,442 

 



 

２ 西東京市内にある通所介護サービス事業所 (平成 29年３月 31 日現在) 

                   

 (1) 通所介護 

事業所名 所在地

1 西東京市谷戸高齢者在宅サービスセンター 西東京市谷戸町３－２３－８

2 高齢者在宅サービスセンター　グリーンロード 西東京市西原町２－２－１１

3 デイサービスセンター　クレイン 西東京市西原町４－３－５

4 ケアこげら 西東京市田無町２―１５―６　Ｍエーベンタイル１Ｆ

5 西東京市田無高齢者在宅サービスセンター 西東京市田無町５－５－１２　西東京市田無総合福祉センター３階

6 健光園デイサービスセンター 西東京市田無町５－５－１９

7 マイズケア・デイサービスセンター 西東京市南町２－１－１４

8 リハビリデイサービス　陽だまり 西東京市南町４－１３－１７

9 デイセンター　健康くらぶ 西東京市向台町６－７－２２

10 デイサービスセンター　「遊」　西東京 西東京市芝久保町２－１３－３２

11 ヒューマンライフケア　花水木の湯 西東京市芝久保町４－１５－１４

12 デイサービスゆうしん　ひばりヶ丘 西東京市ひばりヶ丘北４－１－１０　第二ひばりビル１F

13 リハビリデイサービス　nagomi 西東京店 西東京市北町５－４－３０

14 ルネサンス　元気ジムひばりヶ丘 西東京市住吉町２－６－２８　サンモール保谷Ⅰ-１０２

15 ツクイ西東京住吉デイサービスセンター 西東京市住吉町５－１２－２０

16 なごやかひばりヶ丘 西東京市住吉町６－６－３

17 保谷苑デイサービスセンター 西東京市栄町３－６－２

18 デイサービスハミング 西東京市泉町３－１２－２５ パスレル保谷２階

19 デイサービス　いずみ 西東京市泉町３－１５－２８

20 西東京ケアコミュニティそよ風 西東京市東町３―１―１３

21 デイサービスセンター保谷 西東京市東町３－１３－２１

22 西東京市高齢者センターきらら 西東京市富士町１－７－６９

23 パートナー西東京店 西東京市保谷町６－８－１　マコトスカイビラ１階

24 西東京ケアセンター　そよ風 西東京市東伏見５－１０－１５

25 サンメール尚和デイケアセンター 西東京市新町１－１１－２５

26 緑寿園ケアセンター 西東京市新町１－１１－２５
 

 

 

(2) 認知症対応型通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 所在地

1 デイサービスセンター　クレイン 西東京市西原町４－３－５

2 年輪デイホーム 西東京市田無町５－４－８　第一和光ビル１Ｆ

3 保谷苑デイサービスセンター 西東京市栄町３－６－２

4 デイサービス　悠花 西東京市泉町２-１-２４　ピアライフ・アルファ1階

5 西東京市高齢者センター　きらら 西東京市富士町１－７－６９

6 サンメール尚和デイケアセンター 西東京市新町１－１１－２５

7 緑寿園ケアセンター 西東京市新町１－１１－２５



 

(3) 地域密着型通所介護 

事業所名 所在地

1 スリーベルデイ田無 西東京市谷戸町１－１１－１３

2 リハビリデイサービス　ステップぱーとなーひばりが丘 西東京市谷戸町３－２３－１７　　サンハウス１Ｆ

3 茶話本舗デイサービス　西原亭 西東京市西原町５-４-６

4 デイサービスセンター椿★ひばりが丘 西東京市西原町５-４-１８　１Ｆ

5 デイセンター　西原たいそうくらぶ 西東京市西原町５－５－２３

6 ＧＥＮＫＩ　ＮＥＸＴ　西東京田無町 西東京市田無町７－２－４

7 スマイルデイサービス笑み 西東京市南町２－１５－４

8 こころデイサービス田無 西東京市南町５－１３－１６　エスポワール１Ｆ

9 デイサービスセンター　たいそうくらぶ 西東京市向台町４―１３―２７

10 デイサービス　すみなす 西東京市芝久保町３－２４－２

11 リハビリデイサービス　ステップぱーとなーひばりが丘第２ 西東京市ひばりが丘１－４－２８　長尾ビル１Ｆ３号

12 デイサービス　ポシャル 西東京市ひばりが丘北３－６－３２

13 デイサービスかたくりの里ひばりが丘 西東京市北町２－６－１８

14 デイサービス咲楽家　第２ 西東京市下保谷２-１-１

15 レジリハデイサービス　まぁぶる 西東京市下保谷２-５-１５

16 アテインケアサービス 西東京市下保谷４－１４－１　サンホワイト３階

17 結いの家・みかんの木 西東京市下保谷５－１２－１３

18 さくらサポート住吉町 西東京市住吉町２－２－１１

19 シェモア白樺 西東京市保谷町５－１４－１５

20 デイサービス　わがや 西東京市泉町５－５－１３

21 デイサービスセンター椿☆保谷 西東京市中町２－３－２

22 デイサービス　夏の庭 西東京市中町６－８－１２－１０１

23 デイサービス　秋の雲 西東京市中町６－８-１３

24 咲楽トレーニング 西東京市富士町２－７－１９　メゾン富士１Ｆ

25 りんごの歌　富士町 西東京市富士町３-９-４

26 リハビリデイサービス　ステップぱーとなー　東伏見 西東京市富士町４－３１－１９

27 リハプライド・保谷 西東京市保谷町３－１０－５

28 デイサービスいずみＳＰＡ保谷町　　 西東京市保谷町６－１－１　　ＭＩＷＡビル１Ｆ

29 リハビリデイサービス　ステップぱーとなー　武蔵野 西東京市東伏見４-９-４　１Ｆ　

30 デイサービス　オリーブリーフ 西東京市柳沢１－１０－３　１Ｆ

31 デイサービス　ぽぽたん 西東京市柳沢５－４－１１

32 だんらんの家　武蔵境 西東京市新町４－１１－２１

33 デイサービスセンター　和のいえ　櫻井 西東京市新町５－３－５

34 おとなりさん。小金井公園 西東京市新町６－１１－１６  


