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【福祉用具貸与】 

要介護１～５の方 要支援１・２の方 

 日常生活の自立を助けるための福祉用具を

貸与します。 

■自己負担（１割～３割）のめやす 

貸与する用具により異なります。 

福祉用具のうち介護予防に役立つものについ

て貸与を行います。 

■自己負担（１割～３割）のめやす 

貸与する用具により異なります。 

 

 

 

○ 手すり （工事をともなわないもの） ★ ○ スロープ （工事をともなわないもの） ★ 

○ 歩行器 ★ ○ 歩行補助つえ ★ 

○ 車いす ○ 車いす付属品 

○ 特殊寝台 ○ 特殊寝台付属品 

○ 床ずれ防止用具 ○ 体位変換器 

○ 認知症老人徘徊感知機器 ○ 移動用リフト（つり具を除く） 

○ 自動排泄処理装置 ※  

 

★ 要支援１・２および要介護１の方は、原則として★印の用具のみが保険給付の対象です。 

※ 自動排泄処理装置のうち尿と便の両方を吸引するものは原則として要介護４・５の方が対象です。 

 

【特定福祉用具販売】 
 入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、年間１０万円を上限にその購入費の９割～７割

を支給します。費用の支払い方法が、下記のとおり２種類あります。 

・ いったん費用の全額を支払って、後で９割～７割を介護保険から受け取る方法 

・ 最初から費用の１割～３割だけを支払う方法 

詳細については１６９ぺージを参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 貸与と販売では、手続き方法が異なりますのでご注意ください。 

 

福祉用具（貸与・販売） 

 

 

福祉用具の対象 

 

○ 腰掛け便座 

○ 自動排泄処理装置の交換可能部品 

○ 入浴補助用具 

○ 簡易浴槽 

○ 移動用リフトのつり具 

特定福祉用具販売の対象 
☆ 「福祉用具販売業者に対する指定制度」

があります。 

☆ 事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が

配置されています。 
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福祉用具（貸与・販売） 
 

① (株)けやきサポート多摩 
● 所 在 地 〒1870022 小平市小川町１－４５９－１０サルーンマンションオザキ 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

  地域で一番信頼される事業所を目指しま
す。 

● 受 付 定 休 日 土・日・祝・12/30～1/3 

● 職 員 の 数  

 ９人 

 

● 電    話 ０４２－４０１－０２９３ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３１３－５１６１ ● 法 人 名 （株）けやきサポート東京 

● ホームページ http ://hp.ka ipoke.b iz/sch/  ● 指 定 日 ２０１８年２月１日 
 

 

② カルテットケアショップ 
● 所 在 地 〒1870032 小平市小川町２－１８４８パールマンション１０１号 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

 職員数 2 名の小さな事業所ですが、何かお
困りごとがございましたらお気軽にご相談く
ださい。 

● 受 付 定 休 日 土・日・祝 

● 職 員 の 数  

 2人（福祉用具専門相談員 2人） 

 

● 電    話 ０４２－３４１－０２２３ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－４０５－９５０９ ● 法 人 名 合同会社アイケア・プロジェクト 

● ホームページ https://www. icare-p.net/ ● 指 定 日 ２０２１年５月１日 
 

 

③ (株)クリエイティブオフィス 
● 所 在 地 〒1870025 小平市津田町２－２－５阿部工業３階 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

人に優しい暮らしと住まいの専門店とし
て、ご利用者様の身体状況に適合する使い易
い福祉用具の選定や住環境の整備をご提案い
たします。 
即日の納品や現場調査も可能です。また、

介護用リフトや階段昇降機も体験できるショ
ールームもあります。導入前の検討にお役立
てください。（要予約） 

● 受 付 定 休 日 日・祝・年末年始 

● 職 員 の 数  

 福祉用具専門相談員 10人、福祉住環境コーデ
ィネーター２級以上 9人、リフトインストラク
ター５人、建築士２人 

 

● 電    話 ０４２－３４２－２８８４ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３４２－２６７７ ● 法 人 名 （株）クリエイティブオフィス 

● ホームページ http ://www.creat ive-off ice.co. j

p 

● 指 定 日 ２０００年９月１日 
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福祉用具（貸与・販売） 
 

④ (株)ハピネスパートナー 
● 所 在 地 〒1870045 小平市学園西町１－２－２８ 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

 「あなたの幸せに私たちのできることを全
力で」を理念とし、最大限の選定を行い提供を
させていただきます。将来において更なる選
定要素が出現した場合はその時点での最適な
選定を行い、常に利用者本人を中心とした関
係各位との連携を図ります。 

● 受 付 定 休 日 日・祝 

● 職 員 の 数  

 ７人（福祉用具専門相談員５人、事務 2人） 

 

● 電    話 ０４２－３４９－１１７７ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３４９－０７７２ ● 法 人 名 （株）ハピネスパートナー 

● ホームページ http ://happ iness-partner . jp  ● 指 定 日 ２００８年３月１日 
 

 

⑤ (有)ふれあい工房 小平営業所 
● 所 在 地 〒1870043 小平市学園東町２－７－１６ファミーユアカシア店舗 C号 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

 地域密着サービスと迅速な対応を心がけ、
経験豊富な相談員が笑顔でお手伝いさせてい
ただきます。 

● 受 付 定 休 日 日・祝・12/30～1/3 

● 職 員 の 数  

 ３人 

 

● 電    話 ０４２－３１３－６５７７ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３４９－３５５０ ● 法 人 名 （有）ふれあい工房 

● ホームページ http ://furea ikoubou. jp/  ● 指 定 日 ２０１２年４月１日 
 

 

⑥ フランスベッド(株)メディカル小平営業所 
● 所 在 地 〒1870004 小平市天神町４－１－１メディカレント東京３F 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１７：４５ 

５月より天神町に開設しました。倉庫併設
の営業所になります。 
ご相談に迅速に対応して地域に貢献できる

事業所を目指していきます。 

● 受 付 定 休 日 
日・祝・8/13～8/15 
12/31～1/3 

● 職 員 の 数  

 ９人（福祉用具専門相談員８人、福祉住環境コ
ーディネーター２級４人、社会福祉士１人）  

● 電    話 ０４２－３４９－５４１５ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－３４９－５４４７ ● 法 人 名 フランスベッド（株） 

● ホームページ http ://www.francebed.co. jp  ● 指 定 日 ２０２２年５月１日 
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福祉用具（貸与・販売） 
 

⑦ ニチイケアセンター花みなみ 
● 所 在 地 〒1870003 小平市花小金井南町２－１７－６ 

 

●事業者の特徴／ＰＲポイント ● 電話受付時間 ９：００～１８：００ 

 『利用者志向』を第一に掲げ、すべてのお客
様が満足を得られるサービスの提供を心がけ
ております。お客様の身体状況、居住環境に合
わせた最適な福祉用具のご提案をさせていた
だきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。 

● 受 付 定 休 日 土・日・祝 

● 職 員 の 数  

 3人（福祉用具専門相談員２人、事務１人） 

 

● 電    話 ０４２－４５１－９４８１ ● 配送サービス あり（無料） 

● Ｆ Ａ Ｘ ０４２－４６９－６１６４ ● 法 人 名 （株）ニチイ学館 

● ホームページ  ● 指 定 日 ２００４年２月１日 
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手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、２０万円の改修費用を上限にその９割～７

割を支給します。事前の申請が必要です。 

借家の場合も所有者の承諾があれば対象となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅改修 

 

① 手すりの取り付け 

② 段差の解消 

③ 滑りの防止、移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 

④ 引き戸などへの扉の取り替え・扉の撤去 

⑤ 洋式便器などへの便器の取り替え 

⑥ ①～⑤の改修にともなって必要となる工事（付帯工事） 

住宅改修の種類 

 

住宅改修は、費用の支払い方法が２種類あります。 

① いったん費用の全額を支払って、後で９割～７割を介護保険から受け取る方法 

② 最初から費用の１割～３割だけを支払う方法 

詳細については１６９ページを参照してください。 

 

費用の支払い方法 

 

事前申請せずに改修工事を施工した場合は、給付対象となりません。 

ここに注意！！ 



　を結んでいる主な事業者については、次ページ以降の一覧表でご確認ください。

↓

※ 市と受領委任払い契約を結んでいる事業者から福祉用具を購入した場合や住宅改修

　利用者がいったん、費用の全額を支払
い、後で市から利用者に９割～７割を支
給する方法

↓

事前申請

【例】10万円の住宅改修を行う場合（自己負担１割）

　担当のケアマネジャー等に住宅改修に
ついて相談

　担当のケアマネジャー等に住宅改修につ
いて相談

↓ ↓

↓

利用者は事業者に10万円支払う

　利用者が市から、９万円（10万円の９
割分）の支給を受ける

概
要

施工内容について承認を受ける

　を行った場合のみ、受領委任払いの方法で支払いができます。市と受領委任払い契約

改修工事完了の届出

↓

　事業者が市から、９万円（10万円の９割
分）の支給を受ける

事前申請

改修工事実施

改修工事完了の届出

↓

利用者は事業者に1万円支払う
※9万円は事業者が立て替えている

↓

改修工事実施

施工内容について承認を受ける

↓

↓↓

↓

　利用者は最初から費用の１割～３割だけ
を支払い、事業者が９割～７割分を立替え
ておき、後で市から事業者に９割～７割分
を支給する方法

介護保険から支給されます（１６３ページ及び１６７ページ参照）。

特定福祉用具販売・住宅改修の費用の支払い方法について

償還払い

　費用の支払い方法には下記の２種類の方法があります。

　介護保険を使って福祉用具を購入したり、住宅の改修を行う場合、費用の９割～７割が

受領委任払い

　どちらの方法でも自己負担は１割～３割です。９割～７割は介護保険から支給されます。
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※ 小平市被保険者への給付実績がある主な事業者

〒187-0003 042-451-9481
小平市花小金井南町2-17-6 042-469-6164

〒187-0025 042-342-2884
小平市津田町2-2-5 阿部工業3階 042-342-2677

〒187-0032 042-401-0293
小平市小川町1-459-10
サルーンマンションオザキ

042-313-5161

〒187-0045 042-349-1177
小平市学園西町1-2-28 042-349-0772

〒187-0043
小平市学園東町2-7-16
ファミーユアカシア店舗Ｃ号

〒187-0004 042-349-5415
小平市天神町4-1-1 3階 042-349-5447

〒180-0013
武蔵野市西久保3-18-14
ローズマンション１F

〒181-0013 0422-42-6811
三鷹市下連雀9-3-15 0422-41-2722

〒185-0032 042-328-0631
国分寺市日吉町3-1-19 042-328-0632

〒188-0014 042-452-6665
西東京市芝久保町2-22-31 042-463-3730

〒188-0012 042-460-5505
西東京市南町6-10-13 042-464-8822

〒202-0015 042-451-5771
西東京市保谷町3-14-20 042-451-5773   

〒203-0031 042-451-6388
東久留米市南町1-12-64 042-451-6366

〒207-0013 042-516-1313
東大和市向原4-34-7 042-516-1311

〒350-1317 04-2950-5475
狭山市水野31 04-2950-5478

〒359-1113 04-2922-8188
所沢市喜多町16-7 第一武井ビル１Ｆ 04-2922-8177

フランスベッド㈱メディカル
小平営業所

㈲ふれあい工房　小平営業所
042-313-6577
042-349-3550

川村義肢㈱
所沢サービスセンター

㈱ヤマシタ　国分寺営業所

日本ウイール・チェアー㈱
レンタル事業部

㈱クリエイティブオフィス

㈱ハピネスパートナー

㈱けやきサポート東京
　けやきサポート多摩

㈱やさしい手住環境事業本部
武蔵野営業所

㈱フロンティア
西東京営業所

㈱ふれあい広場
西東京田無店

0422-60-2683
0422-60-2684

パナソニックエイジフリー
ショップ花小金井

㈱サカイ・ヘルスケアー三鷹店

㈱イノベイションオブメディカ
ルサービス東大和営業所

㈱貴輪

受領委任払い契約締結事業者（特定福祉用具販売）

事 業 者 名 所  在  地 電話／FAX

ニチイケアセンター花みなみ
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※ 小平市被保険者への給付実績がある主な事業者

〒187-0032 042-401-0293
小平市小川町1-459-10
サルーンマンションオザキ

042-313-5161

〒187-0025 042-342-2884
小平市津田町2-2-5 阿部工業3階 042-342-2677

〒187-0043
小平市学園東町2-7-16
ファミーユアカシア店舗Ｃ号

〒187-0045 042-349-1177
小平市学園西町1-2-28 042-349-0772

〒187-0004 042-349-5415
小平市天神町4-1-1 3階 042-349-5447

〒180-0013
武蔵野市西久保3-18-14
ローズマンション１F

〒181-0013 0422-42-6811
三鷹市下連雀9-3-15 0422-41-2722

〒185-0032 042-328-0631
国分寺市日吉町3-1-19 042-328-0632

〒186-0005 042-505-9915
国立市西1-16-41 042-505-9916

〒188-0014 042-452-6665
西東京市芝久保町2-22-31 042-463-3730

〒188-0012 042-460-5505
西東京市南町6-10-13 042-464-8822

〒202-0015 042-451-5771
西東京市保谷町3-14-20 042-451-5773   

〒203-0031 042-451-6388
東久留米市南町1-12-64 042-451-6366

〒350-1317 04-2950-5475
狭山市水野31 04-2950-5478

〒359-1113 04-2922-8188
所沢市喜多町16-7 第一武井ビル１Ｆ 04-2922-8177

㈱サカイ・ヘルスケアー
三鷹店

川村義肢㈱
所沢サービスセンター

㈱ふれあい広場
西東京田無店

㈱ヤマシタ　国分寺営業所

日本ウイール・チェアー㈱
レンタル事業部

㈱貴輪

介護リフォーム本舗
西東京営業所

㈱フロンティア
西東京営業所

パナソニックエイジフリー
ショップ花小金井

㈱けやきホーム

㈱クリエイティブオフィス

㈱やさしい手住環境事業本部
武蔵野営業所

フランスベッド㈱メディカル
小平営業所

㈲ふれあい工房　小平営業所

0422-60-2683
0422-60-2684

受領委任払い契約締結事業者（住宅改修）

事 業 者 名 所  在  地 電話／FAX

㈱ハピネスパートナー

042-313-6577
042-349-3550
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 通院等乗降介助は、訪問介護サービスの一種で、通院等のために、ホームヘルパー等が乗車、

移送、降車の介助サービスを行います。

　　

事 業 者 名 所  在  地 電話／FAX

〒185-0011

国分寺市本多2-1-11

ＧＴ本多ビル６階

〒190-0003 

立川市栄町4-41-11

パールハイツ立川103号

042-326-3711
042-326-3721

介護事業所  すみれ会

〒185-0012
国分寺市本町4-12-14

〒186-0002
国立市東4-27-21

ケアサポート七彩の虹

携帯070-5518-6886
042-346-6885

三多摩医療生協・生協ヘルパー
ステーション

042-534-9916
042-534-9929

コアラ東村山ケアステーション
〒189-0014
東村山市本町3-6-15

042-306-2910
042-306-2912

特定非営利活動法人
はっぴーさぽーとコアラ

合同会社徳有企画
〒188-0013
西東京市向台町6－14－16

042-497-6466
042-497-6467

042-507-7108
042-507-9308

042-322-2555
042-325-7589

小平アットホームケアサービス
〒187-0032
小平市小川町2-1987-102

 042-505-5167
 042-505-5168

ウィ・ケア
〒185-0033
国分寺市内藤2-9-1
QUセンター内

（株）アスモ介護サービス
アスモ介護タクシー武蔵村山

042-520-7712
042-520-7713

〒208-0032
武蔵村山市三ツ木3-23-5
マスオビル２０１

通院等乗降介助

利用対象者

・要介護１以上の認定を受けている方で、ケアプランに通院等乗降介助の内容が位置付け

られている必要があります。

・要支援の方は利用できません。

注意点

・介護保険の適用となる通院等乗降介助のサービス内容は、「日常生活上・社会生活上

必要な行為に伴う外出」に限定されています。

・移送にかかる費用は、別途自己負担となります。

・利用を希望される場合には、ケアマネジャーにご相談ください。
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　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）
　 　　および小平市被保険者の入所実績がある施設

施設名 郵便番号 所在地 電話番号

至誠キートスホーム 190-0002 立川市幸町４－１４－１ 042-527-0031

フェローホームズ 190-0013 立川市富士見町２－３６－４３ 042-523-7601

至誠特別養護老人ホーム 190-0022 立川市錦町６－２８－１５ 042-527-0031

敬愛ホーム 190-0032 立川市上砂町２－１４－１ 042-537-5637

砂川園 190-0032 立川市上砂町５－７６－４ 042-537-3351

西砂ホーム 190-0034 立川市西砂町５－５－５ 042-531-5957

特別養護老人ホームほゝえみ 190-0032 立川市上砂町２－３－１０ 042-537-7005

特別養護老人ホーム　高松の家 190-0011 立川市高松町３－１ー１ 042-523-7601

至誠ホームアウリンコ 190-0022 立川市錦町６－２８－１５ 042-527-3939

至誠ホームオンニ 190-0022 立川市錦町２－１０ー２６ 042-526-1102

桜町聖ヨハネホーム 184-0005 小金井市桜町１－２－２４ 042-381-1234

つきみの園 184-0012 小金井市中町２－１５－２５ 042-386-6511

特別養護老人ホーム
ぬく井の杜

184-0015 小金井市貫井北町３ー４ー８ 042-402-7011

はるびの郷 189-0001 東村山市秋津町１－３２－１８ 042-397-5511

青葉の杜 189-0002 東村山市青葉町２－２６－１ 042-390-3401

特別養護老人ホームさくらテラス
青葉町

189-0002 東村山市青葉町１－７ー７２ 042-399-8040

特別養護老人ホーム平成あおば上
宮園

189-0002 東村山市青葉町１－７－７５ 042-306-4477

白十字ホーム 189-0021 東村山市諏訪町２－２６－１ 042-392-1375

ハトホーム 189-0024 東村山市富士見町２－７－５ 042-393-7574

第2ハトホーム 189-0024 東村山市富士見町２－７－５ 042-306-2320

小平市外の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※東京都ホームページから引用
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　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）
　 　　および小平市被保険者の入所実績がある施設

施設名 郵便番号 所在地 電話番号

小平市外の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※東京都ホームページから引用

ひかり苑 189-0024 東村山市富士見町２－７－４０ 042-398-1801

第二万寿園 189-0024 東村山市富士見町２－１－２ 042-394-4855

西恋ヶ窪にんじんホーム 185-0013 国分寺市西恋ヶ窪１－５０－１ 042-300-6010

特別養護老人ホームかがやき 185-0014 国分寺市東恋ヶ窪２－１７－２ 042-359-4035

にしき苑 185-0014
国分寺市東恋ヶ窪２－２２－３
８

042-327-2225

うれしのの里 185-0032 国分寺市日吉町４－３２－６ 042-300-1308

至誠ホームミンナ 185-0005 国分寺市並木町３－１２－２ 042-300-3700

特別養護老人ホームサンライト 185-0035 国分寺市西町１－３１ー２ 042-595-7351

やまと苑 207-0003 東大和市狭山２－１２６４－５ 042-563-8181

さくら苑 207-0022 東大和市桜が丘２－１２２－４ 042-564-3939

風の樹 207-0032 東大和市蔵敷３－８７３－１ 042-561-3855

向台老人ホーム 207-0033 東大和市芋窪３－１６３８－２ 042-562-6787

特別養護老人ホーム　は～とふる 207-0022 東大和市桜が丘２－５３ー６ 042-516-3985

マザアス東久留米 203-0004 東久留米市氷川台２－５－７ 042-477-7261

シャローム東久留米 203-0023 東久留米市南沢５－１８－３６ 042-467-1561

多摩の里けやき園 203-0034 東久留米市弥生２－１－１８ 042-460-8151

けんちの里 203-0043 東久留米市下里４－２－５０ 042-472-0657

特別養護老人ホームみどりの丘 203-0001 東久留米市上の原１－２－４２ 042-470-0645

特別養護老人ホーム　ひばりが丘
ふれあいの里

203-0022
東久留米市ひばりが丘団地７－
10

042-452-0650

クレイン 188-0004 西東京市西原町４－３－５ 042-468-3300
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　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）
　 　　および小平市被保険者の入所実績がある施設

施設名 郵便番号 所在地 電話番号

小平市外の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）※東京都ホームページから引用

グリーンロード 188-0004 西東京市西原町２－２－１１ 042-467-7736

健光園 188-0011 西東京市田無町５－５－１９ 042-469-8941

フローラ田無 188-0013 西東京市向台町２－１６－２２ 042-468-5133

保谷苑 202-0006 西東京市栄町３－６－２ 042-423-5002

めぐみ園 202-0022 西東京市柳沢４－１－３ 042-461-2230

サンメール尚和 202-0023 西東京市新町１－１１－２５ 042-467-8888

緑寿園 202-0023 西東京市新町１－１１－２５ 042-462-1188

特別養護老人ホーム
福寿園ひばりが丘

202-0001
西東京市ひばりが丘３－１－
１８

042-452-1818

あゆみえん 198-0024 青梅市新町９－２１５３－３ 0428-30-5550

塩船園 198-0011 青梅市塩船２５７－１ 0428-21-1011

青梅天使園 198-0023 青梅市今井１－２６０９－１ 0428-32-2250

むさし村山苑 208-0011 武蔵村山市学園２－３７－５ 042-590-0070

羽村園 205-0012 羽村市羽６９０－１７ 042-550-7888

多摩の里むさしの園 205-0011 羽村市五ノ神３６２ 042-555-8151

神明園 205-0023 羽村市神明台４－２－２ 042-579-2711

南聖園 190-0803 あきる野市瀬戸岡３０５ー１ 042-559-2111

羽生の里 190-0181
西多摩郡日の出町大字大久野
１２６３

042-597-6661

藤香苑 190-0181
西多摩郡日の出町大字大久野
３５８８－１

042-597-7222

寿楽荘 198-0213 西多摩郡奥多摩町海沢４９７ 0428-83-2338
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小平市外の介護老人保健施設　　※東京都ホームページから引用

　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）

施設名 郵便番号 所在地 電話番号

立川老人保健施設　わかば 190-0001 立川市若葉町３－４５－２ 042-538-0871

介護老人保健施設
パークサイドヴィラ

190-0013 立川市富士見町１－３６－６ 042-540-0099

介護老人保健施設
国立あおやぎ苑立川

190-0013 立川市富士見町７―３３―１０ 042-527-0510

介護老人保健施設小金井あんず苑 184-0013 小金井市前原町５－３－２４ 042-388-7511

介護老人保健施設
秋桜

184-0013 小金井市前原町４－４－４７ 042-385-8851

東京ばんなん白光園 189-0021 東村山市諏訪町２－２６－１ 042-391-6114

グリーン・ボイス 189-0012 東村山市萩山町３－３１－２ 042-392-8611

保生の森 189-0021 東村山市諏訪町３－６－１ 042-391-6310

多摩すずらん 189-0002 東村山市青葉町２－２７－１ 042-393-0911

介護老人保健施設
久米川

189-0014 東村山市本町４－７ー１４ 042-313-0710

国分寺市介護老人保健施設
すこやか

185-0024 国分寺市泉町２－３－８ 042-321-3531

介護老人保健施設にんじん健康ひ
ろば

185-0023 国分寺市西元町２－１６－４０ 042-329-2581

東大和ケアセンター 207-0014 東大和市南街１－１３－１ 042-566-6631

介護老人保健施設プラチナ・ヴィ
ラ東大和

207-0033 東大和市芋窪６－１２８４ 042-843-6557

ケア東久留米 203-0052 東久留米市幸町３－１１－１０ 042-479-2600

エバグリーン田無 188-0002 西東京市緑町３－６－１ 042-461-7200

ハートフル田無 188-0013 西東京市向台町２－１６－２２ 042-468-5166

介護老人保健施設
葵の園・ひばりが丘

202-0001 西東京市ひばりが丘３－１－８ 042-466-8811

介護老人保健施設　武蔵野徳洲苑 188-0013 西東京市向台町３－５ー５７ 042-465-0800
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有料老人ホーム　※東京都ホームページから引用

　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）

施設名 運営事業者
郵便
番号

所在地 電話番号

サンビナス立川 ㈱サンビナス立川
190-
0013

立川市富士見町1-33-3 042-527-8866

ケアレジデンス立川 ㈱グローバルサポート
190-
0013

立川市富士見町5-14-7 042-540-9066

ブロッサムビレッジ立川 ㈱Marvelix
190-
0013

立川市富士見町7-5-11 042-540-6771

グランクレール立川シニアレジデンス ㈱東急イーライフデザイン
190-
0013

立川市富士見町2-3-21 042-506-1163

グランクレール立川ケアレジデンス ㈱東急イーライフデザイン
190-
0013

立川市富士見町2-3-21 042-506-1163

ニチイホーム立川柴崎 ㈱ニチイケアパレス
190-
0023

立川市柴崎町4-2-23 042-521-7338

グランマ立川 ㈱日本トータルライフ
190-
0031

立川市砂川町8-8-2 042-538-1188

ベストライフ西武立川 ㈱ベストライフ東京
190-
0033

立川市一番町2-26-1 042-520-0071

ニチイホーム立川 ㈱ニチイケアパレス
190-
0022

立川市錦町5-13-24 042-548-0121

イリーゼ立川 ＨＩＴＯＷＡケアサービス㈱
190-
0004

立川市柏町1-20-3 042-538-3251

サンシティ立川昭和記念公園
㈱ハーフ・センチュリー・モ
ア

190-
0031

立川市砂川町2-71-1他 042-538-5531

エクセレント立川プレミア ㈱エクセレントケアシステム
190-
0032

立川市上砂町5-61-1 042-538-1165

応援家族　昭和記念公園 ㈱木下の介護
190-
0012

立川市曙町1-1-19 042-529-0017

介護の王国　立川高松 ナーシング・ケア㈱
190-
0011

立川市高松町1-7-8 042-512-8361

介護の王国　立川高松Ⅱ ナーシング・ケア㈱
190-
0011

立川市高松町1-7-6 042-595-8853

ベストライフ西国立 ㈱ベストライフ東京
190-
0021

立川市羽衣町1-19-31 042-548-3600

ナースが大家のシェアハウスみっちゃ
ん家

ナースが大家のシェアハウス
みっちゃん家

190-
0033

立川市一番町2-19-18 042-506-8737

サンシティ立川昭和記念公園ロイヤル
ケア

㈱ハーフ・センチュリー・モ
ア

190-
0031

立川市砂川町2-71-1 042-538-5531

小金井パークヴィラ 綜合ヘルス・ケア㈱
184-
0001

小金井市関野町2-6-4 042-387-2255

グランダ武蔵小金井 ㈱ベネッセスタイルケア
184-
0012

小金井市中町1-11-7 042-380-8830

グランダ東小金井 ㈱ベネッセスタイルケア
184-
0002

小金井市梶野町2-12-24 0422-50-7331

シニアハイムうさぎ ㈲しえん
184-
0003

小金井市緑町1-6-53 042-386-3354

ベストライフ武蔵小金井 ㈱ベストライフ東京
184-
0004

小金井市本町4-11-25 042-380-9151
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有料老人ホーム　※東京都ホームページから引用

　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）

施設名 運営事業者
郵便
番号

所在地 電話番号

介護付有料老人ホーム　アプリコ武蔵
小金井

㈱創生事業団
184-
0014

小金井市貫井南町2-2-3 042-316-7481

オアシスらんど小金井
特定非営利活動法人オアシス
らんど　ほか

184-
0015

小金井市貫井北町3-37-3 042-381-8633

介護付有料老人ホーム
プレザングラン小金井

㈱ケア２１
184-
0011

小金井市東町3-17-3 0422-30-4721

コミュニティホームのがわ ㈲のがわ
184-
0011

小金井市東町2-31-3 0422-30-3051

ベストライフ東村山 ㈱ベストライフ東京
189-
0014

東村山市本町2-4-53 042-390-5020

ベストライフ東村山Ⅱ ㈱ベストライフ東京
189-
0022

東村山市野口町3-12-40 042-390-7821

そんぽの家　萩山 SOMPOケア㈱
189-
0012

東村山市萩山2-9-46 042-399-0222

そんぽの家　八坂 SOMPOケア㈱
189-
0013

東村山市栄町3-23-1 042-396-3133

ニチイケアセンター東村山野口町 ㈱ニチイ学館
189-
0022

東村山市野口町1-12-31 042-398-5281

東村山ジョイフルホームそよ風
㈱ユニマット　リタイアメン
ト・コミュニティ

189-
0023

東村山市美住町2-13-5 042-399-3141

住宅型有料老人ホーム　ナズナ ㈱中央ハウジング
189-
0002

東村山市青葉町2-32-46 042-394-9833

オメガプレイスなごみ ㈱コロネット
189-
0023

東村山市美住町1-19-11 042-306-3641

住宅型有料老人ホーム　アンズ ㈱中央ハウジング
189-
0001

 
東村山市秋津町3-46-37 042-399-0277

ニチイホーム国立 ㈱ニチイケアパレス
185-
0035

国分寺市西町2-33-11 042-580-2810

有料老人ホーム　サニーライフ国分寺 ㈱川島コーポレーション
185-
0035

国分寺市西町1-21-1 042-574-0036

ニチイホーム西国分寺 ㈱ニチイケアパレス
185-
0013

国分寺市西恋ヶ窪2-11-22 042-326-5611

グッドタイムナーシングホーム・国分
寺

㈱創生事業団
185-
0002

国分寺市東戸倉2-8-7 042-320-1165

エクセルシオール西国分寺 医療法人社団美誠会
185-
0032

国分寺市日吉町3-14-1 042-320-5161

グランダ国分寺 ㈱ベネッセスタイルケア
185-
0011

国分寺市本多3-1-18 042-300-1630

ボンセジュール西国分寺 ㈱ベネッセスタイルケア
185-
0014

国分寺市東恋ヶ窪3-29-４ 042-300-2880

ボンセジュール国立弐番館 ㈱ベネッセスタイルケア
185-
0032

国分寺市日吉町1-36-1 042-571-8251

そんぽの家　上北台 SOMPOケア㈱
207-
0021

東大和市立野2-3-11 042-566-8822

気まま館東大和
アビリティーズ・ケアネット
㈱

207-
0021

東大和市立野1-646 042-590-5901
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有料老人ホーム　※東京都ホームページから引用

　※小平市近隣市（立川市、小金井市、東村山市、国分寺市、東大和市、東久留米市、西東京市）

施設名 運営事業者
郵便
番号

所在地 電話番号

ねこの手まごの手 ㈱ケアアプローチ
207-
0033

東大和市芋窪4-1516-16 042-516-8373

SOMPOケア　ラヴィーレ東大和 SOMPOケア㈱
207-
0016

東大和市仲原4-7-1 042-565-4165

有料老人ホーム　サニーライフ東大和 ㈱川島コーポレーション
207-
0033

東大和市芋窪5-1129-1 042-563-0036

カルムコート武蔵野 ㈱グッドタイムホーム
203-
0023

東久留米市南沢5-18-38 042-469-8251

ディーフェスタリリーフ東久留米 大和リビングケア㈱
203-
0013

東久留米市新川町2-2-23 042-479-7538

アロース武蔵野 ㈱アロース武蔵野
203-
0042

東久留米市八幡町3-11-1 042-477-6121

あいらの杜　東久留米 ㈱はれコーポレーション
203-
0042

東久留米市八幡1-2-5 042-479-2180

イリーゼ東久留米 HITOWAケアサービス㈱
203-
0054

東久留米市中央町3-12-14 042-479-2831

そんぽの家　東久留米中央 SOMPOケア㈱
203-
0054

東久留米市中央町1-9-20 042-479-6222

住宅型有料老人ホーム　アルゴの家
東久留米滝山

㈱ホームコム
203-
0033

東久留米市滝山5-27-16 042-420-7217

ピアホームかがやき 日建リース工業㈱
203-
0033

東久留米市滝山7-17-13 2F 042-479-1211

有料老人ホーム　サニーライフ東久留
米

㈱川島コーポレーション
203-
0044

東久留米市柳窪2-6-30 042-472-0180

ベストライフ西東京 ㈱ベストライフ東京
202-
0023

西東京市新町5-18-21 0422-60-2600

グッドケア・西東京 ㈱創生事業団
188-
0011

西東京市田無町2-21-8 042-460-9006

ニチイホーム西武柳沢 ㈱ニチイケアパレス
202-
0022

西東京市柳沢5-2-3 042-460-8860

そんぽの家　西東京 SOMPOケア㈱
202-
0013

西東京市中町6-5-12 042-425-8200

まどか西武柳沢 ㈱ベネッセスタイルケア
202-
0015

西東京市保谷町1-16-6 042-460-0801

すこや家・西東京 ALSOK介護㈱
188-
0014

西東京市芝久保町2-13-32 042-452-1162

ベストライフ西東京松の木 ㈱ベストライフ東京
202-
0004

西東京市下保谷1-7-2 042-422-5252

そんぽの家　ひばりが丘 SOMPOケア㈱
188-
0004

西東京市西原町5-3-12 042-460-5503

まどか東伏見 ㈱ベネッセスタイルケア
202-
0013

西東京市中町4-1-18 042-438-3031

メディカル・リハビリホームボンセ
ジュール保谷

㈱ベネッセスタイルケア
202-
0012

西東京市東町6-3-13 042-438-0135

そんぽの家　柳沢 SOMPOケア㈱
202-
0022

西東京市柳沢3-5-27 042-460-8080
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地域支援担当　０４２－３４６－９５３９　(介護予防・認知症)

事業推進担当　０４２－３４６－９６４２　(高齢者の社会活動)

計画担当　　　０４２ー３４６－９８２３　(介護保険事業計画・施設整備)

給付指導担当　０４２－３４６－９５９５　(福祉用具・住宅改修の給付等)　　　　　　　

　東京都介護保険審査会事務局〔要介護認定結果などへの不服申立〕  　  ０３－５３２０－４２９３

電話番号 ・ ＦＡＸ番号

FAX ０４２－３４５－５３４８

０４２－３１６－３３６７
FAX       同　　上          

０４２－３４７－６０３３
FAX ０４２－３４７－５９００

FAX       同　　上          

小川ホーム （特別養護老人ホーム小川ホーム内）

令和５年３月発行 ／ 編集・発行　小平市健康福祉部高齢者支援課

小平市地域包括支援センター
けやきの郷　たかの台出張所

小平市地域包括支援センター

名　　　　　　称 所　　在　　地

東京都国民健康保険団体連合会

けやきの郷 （介護老人保健施設けやきの郷内）
０４２－３４９－２３２１

　介護福祉部介護相談指導課  〔介護サービスに関する苦情など〕    ０３－６２３８－０１７７

●　地域包括支援センター（高齢者あんしん相談窓口）のご案内　●

小平市津田町１－７－１０　　　　
　（シティホーム鷹の台♯４ １階）

●　お問合せ・ご相談の窓口は　●

介護保険 ・ 介護予防などに関するお問合せは

　健康福祉部 高齢者支援課　〒187－8701　小平市小川町２－１３３３　健康福祉事務センター

認定担当　　　０４２－３４６－９７５９　(要介護・要支援認定)　

電子メール　　koreishashien@city.kodaira.lg.jp　　　　　　　　　

　東京都介護保険制度相談窓口（福祉保健局高齢社会対策部介護保険課）　０３－５３２０－４５９７

小平市地域包括支援センター 小平市小川町１－４８５

小平市小川西町２－３５－２

東京都の相談窓口

小平市地域包括支援センター 小平市美園町３－１２－１
多摩済生ケアセンター （多摩済生ケアセンター内）

小平市地域包括支援センター

小平市地域包括支援センター 小平市津田町３－３８－７
小川ホーム　四小通り出張所

小平市上水南町２－２３－２０
（フェアヴュー １階）

小平市地域包括支援センター 小平市花小金井１－１７－１

多摩済生ケアセンター喜平橋出張所

小平市地域包括支援センター 小平市鈴木町２－２３０－３
小平健成苑 （特別養護老人ホーム小平健成苑内）

小平市　介護保険サービス事業所ガイドブック

小平市地域包括支援センター 小平市小川町２－１３３３
中央センター（基幹型） （小平市健康福祉事務センター内）

小平健成苑　花小金井出張所 （花小金井ＲーCourtⅡ ４階）

FAX ０４２－４５２－７７０２

０４２－４６８－５１４３
FAX ０４２－４６８－２３１２

０４２－３４７－６６００

０４２－３４５－０６９１
FAX ０４２－３４５－０６９７

０４２－３４９－２１２３
FAX ０４２－３４２－１５３５

０４２－３５９－２８３１

Ｆ　Ａ　Ｘ　　０４２－３４６－９４９８　　　　　　　　　

介護保険担当　０４２ー３４６－９５１０　(介護保険料・被保険者証)　

成年後見制度、福祉サービスに関する相談・苦情は

小平市学園東町１－１９－１３ ０４２－３４２－８７８０
小平市福祉会館２階 FAX ０４２－３４２－８７８１

権利擁護センターこだいら

FAX       同　　上          

０４２－４５１－８８１３
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