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高 齢 者 福 祉 制 度 一 覧

内　　　容施設・制度名　問い合わせ対象
年齢

６５歳以上で「自立」と判定された方
○デイ銭湯＝４か所の公衆浴場でデイサービ
スを実施します。
○住宅改修予防給付＝特定高齢者に転倒予防
等のため、手すり、段差解消等を助成しま
す。
○日常生活用具給付＝日常生活用具の購入に
一定の補助をしています。品目は介護保険制
度に準じます。
○短期入所サービス＝要援助者の一時的な入
所
○訪問入浴サービス＝月４回程度入浴車で入
浴介助を行います。
６５歳以上の要援助者（介護保険サービス利用
者も適用）
○紙おむつ支給事業＝在宅で生活する要介護
度４・５の方で、住民税非課税世帯に属する
方に紙おむつ（尿とりパッドを含む）を支給し
ます。
○住宅設備改修＝要介護認定保持者の浴槽、
流し洗面台、便器などの設備改修に助成を行
っています。

介護予防・生活支援型サービス
　高齢者福祉課 11７２４・２１４６

地域包括支援センター
　サンシルバー 11７７０・２５５２
　美郷 11７９７・０２００
　桜館 11７９７・８０３２
　福音会（木曽山崎） 11７９２・１１０５
　悠々会 11７３７・７２９２
　福音会 11７３４・１１４１
　第二清風園 11７３６・６９０７
　桜実会 11７１０・３３７８
　湧和 11７２９・０７４７
　いづみの里 11７２６・９７５３
　コモンズ 11７２８・９２１５
　創和会 11７２０・３８０１
　合掌苑 11７９６・０８９９
　芙蓉園 11７９６・２７８９
　みぎわホーム 11７９６・１２８８　

　

歳　

以　

上

６５
一人暮らしの方及び高齢者世帯で近隣に身内
のいない方に電話をお貸しして、基本料・通
話料を一部補助します（２００８年度廃止予定）。

高齢者福祉電話
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１

市内に住所のある昭和１２年６月３０日までに生
まれた６９歳以下の方に医療費の一部を助成し
ます（所得制限があります。また、医療保険
の被保険者本人は除きます）。

○福 老人医療費助成制度
　高齢者医療課 11７２４・２１４４

６５歳以上の方で、老人性白内障のため水晶体
摘出手術を受け、身体上の理由により眼内レ
ンズ挿入術を受けられなかった方に特殊眼鏡
等の購入費の一部を補助します（所得制限が
あります）。

高齢者特殊眼鏡等の購入費の一部助成
　高齢者医療課 11７２４・２１４４

３月１日現在に老齢福祉年金受給権者、及び
６５歳以上の生活保護受給者、特別養護老人ホ
ーム入居者、介護保険４・５度の在宅の方に
調髪利用券を差し上げています。

調髪利用券支給
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１

民間賃貸住宅に住んでいて、取り壊しにより
転居を求められた高齢者世帯に対して市内の
民間賃貸住宅をあっせんします。また、あっ
せんを受けた方に２親等以内の親族及び保証
人がいない場合、市が保証人になります。

民間賃貸住宅のあっせん・保証人事業
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１

高齢者に配慮された構造と設備を備えた集合
住宅を一定の要件を満たす高齢者に提供して
います。募集は空きができたら広報でお知ら
せします。

高齢者住宅（シルバーピア）
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１

一人暮らしの方と高齢者世帯（世帯全員が６５
歳以上）の方で自宅に風呂のない方等に、月
１０枚の入浴券を差し上げています。

高齢者無料入浴券の支給
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１

７０歳
以上

７５歳以上（経過措置として昭和７年９月３０日以
前に生まれた方を含む）で医療保険に加入して
いる方は所得により１割または２割（平成１８年
１０月１日以降は３割）で受診できます。また、
６５歳以上で一定の障がいのある方も該当する場
合があります。入院時の一部負担金と食事代の
減額制度・高額医療費の支給・補装具等の助成
を行っています。昭和７年１０月１日以降に生ま
れた７０歳以上７５歳未満の方は、加入している医
療保険から高齢受給者証が交付されます。

○老 老人保健医療制度
　高齢者医療課 11７２４・２１４４

　

歳
以
上

７５

８８歳、９９歳、１００歳以上の方に、９月に民生
委員を通じてお贈りします。

長寿祝金
　高齢者福祉課 11７２４・４０４８

８８歳
以上

内　　　容施設・制度名　問い合わせ対象
年齢

地域の高齢者が老後の生活を健康で豊かなも
のとするために自主的に組織し、社会奉仕活
動、健康増進活動、教養活動などを行ってい
ます。

老人クラブ
　高齢者福祉課 1 1７２４・２１４１
　町田市みどりクラブ連合会

1 1７２５・４６１３

　

歳

以

上

６０
入浴や娯楽等の設備があり、高齢者同士の交
流や趣味活動等ができます。
○いきいきたいむ＝高齢者福祉センターで行
う自由参加のデイサービスです。センター利
用者はどなたでも無料で参加できます。
※敬老の日（９月１８日）は祝日ですが、午前
９時～午後４時の間、開放しています。

☆高齢者福祉センター
　ふれあい桜館（小山田） 

11７９７・２９７１
　ふれあいもみじ館（金森）

1 1７９６・１０２０
　ふれあいいちょう館（鶴川）

1 1７３５・５０２０
　ふれあいくぬぎ館（木曽山崎）

1 1７９３・６３３１
　ふれあいけやき館（堺）

1 1７７０・６２３４
　ふれあいもっこく館（健康福祉会館内）

1 1７２４・５０７６

働く意欲を持った元気な方を構成員とし、一
般家庭、官公庁などから仕事を請け負い、会
員の希望にそった仕事を提供する団体です。

（社）町田市シルバー人材センター
 11７２３・２１４７

一般の職場で働くことが困難な高齢者の方に
働く場と仕事を提供しています。授産センター 11７９３・２３０５

おおむね５５歳以上の方のための就業相談とあ
っせんを行っています。

高年齢者就業相談
　東京都町田高年齢者就業相談所

1 1７２５・６２７１

ゲートボールは仲間づくり、健康づくりに最
適なスポーツです。用具の貸与、指導を行っ
ています。

ゲートボールの普及
　高齢者福祉課 11７２４・２１４１
　ゲートボール協会 11７２２・２２５３

介護保険施設を退所した後、一定期間、生活訓
練の場を提供することで、自宅で独立して生活
することに不安がある方を支援する施設です。

町田市薬師台高齢者生活訓練施設
　高齢者福祉課 11７２４・２１４０

成年後見制度の利用方法、手続きの援助、弁
護士等の支援団体との調整など、個別の相談
を受けます（２０歳以上）。

成年後見制度利用支援
　福祉総務課 11７２４・２５３７

６０歳以上の要援助者（介護保険サービス利用
者も適用）
○緊急通報・火災安全システムサービス＝緊
急時に消防署へ自動通報するシステムです。
他に、火災警報器・自動消火器・電磁調理器
の単品給付あり
○寝具乾燥サービス＝寝具の清潔保持のため
に乾燥及び丸洗いを行います。
○徘かい高齢者家族支援サービス＝ＰＨＳ回
線の利用による徘かい高齢者の早期発見シス
テム
○住宅改修指導事業＝住宅改修に関して専門
家が相談、助言を行います。

生活支援型サービス
　高齢者福祉課 11７２４・２１４６

　地域包括支援センター
　（下記及び右記参照）

９月１１日�
から�

９月１１日�
から�

　９月１１日よりパソコン及び携帯電話からご

自分のメールアドレスを登録するだけで、地

域で起きた犯罪や不審者に関する情報のメー

ルが配信されるサービスが稼動しました。

　市民生活の安全確保のための迅速な情報提

供と地域の防犯活

動の促進を図るた

めのものです。ぜ

ひ登録を！

　町田市ホームペ

ージ及びモバイル

サイトから登録が

できます。

□問 安全対策課

　11７２４・３２５４
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航航空空機機騒騒音音
測測定定結結果果

◇◇２２００００６６年年４４月月～～６６月月◇◇
□□問問環環境境保保全全課課11７７２２４４・・２２７７１１１１

※騒音計設置場所　市では１９８３年３月に航空機騒音測
定器を市役所本庁舎屋上へ設置し、２４時間連続測定を
開始しました。その後、１９８５年２月から小山小学校、
同年１１月から本町田東小学校、２００３年１月から町田第
五小学校、２００５年１２月からは忠生第三小学校にて同様
の測定を開始しました。
※市役所屋上の日ごとの発生回数は図のとおりです。
※発生回数は、７０デシベル以上の騒音が５秒間以上継
続した回数です。

※音のめやす
　７０デシベル・・目覚まし時計の音
　８０デシベル・・地下鉄の車内
　９０デシベル・・スピーカーの１メートル前で聞くカ

ラオケの音
　１００デシベル・・電車通過時のガード下

騒　音　発　生　回　数
総数測定月測定場所

１００デシベル以上９０～９９デシベル８０～８９デシベル７０～７９デシベル

２６１０７２０８２５２５９３２００６年４月
市役所
屋上 ５４１１４２９４３２３７８５２００６年５月

１０４３７０２１８３４１２００６年６月

２４３１４１１５８３４４２００６年４月
本町田東
小学校 ４６７２０７２１３４９１２００６年５月

２２１５８１１８１９９２００６年６月

０４３４１９６２３４２００６年４月
小山
小学校 １１８６２１８２７７５９２２００６年５月

０８２２１７５２０５２００６年６月

３３４１４６２３０４１３２００６年４月
町田第五
小学校 １１６４１９８３１８５９１２００６年５月

４２３６６１７３２６６２００６年６月

２４７１６３１４９３６１２００６年４月
忠生第三
小学校 ０６３１９３２１１４６７２００６年５月

０８５６１０５１６９２００６年６月 携帯電話で
このＱＲコードを

読み取ってご利用下さい

航空機騒音発生状況（２００６年４月～６月）

高齢者が地域や家庭で�
　　安心して暮らすために�
高齢者が地域や家庭で�
　　安心して暮らすために�
高齢者が地域や家庭で�
　　安心して暮らすために�
高齢者が地域や家庭で�
　　安心して暮らすために�
市では、「町田市高齢社会総合計画」に基づき、在宅の保健　市では、「町田市高齢社会総合計画」に基づき、在宅の保健・・
福祉サービスの充実など様々な施策を実施してきました。福祉サービスの充実など様々な施策を実施してきました。
ここでは敬老の日を前に、市が行っている年齢に応じた各種の　ここでは敬老の日を前に、市が行っている年齢に応じた各種の
制度をご案内します。制度をご案内します。
 □□問問高齢者福祉 高齢者福祉課課11724・2141724・2141


