
武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

1950年 1948 都立吉祥寺保育園開設 1949 武蔵野赤十字奉仕団設立

1950 杉並児相開設 　 　以後1964まで敬老会実施

1951 武蔵野赤十字保育園開設

1953 のぞみの家社会福祉法人認可

1955 市立千川保育園開設

1960年 1960 母子福祉資金貸付事業 1960 女性福祉資金貸付事業（都）

1963 家庭奉仕員事業 1961 児童扶養手当支給（国） 1963 無認可保育室（ありんこ）開設 1962 社会福祉協議会設立

1964 家庭福祉員事業 1963 老人健康診査の実施

1964 学童クラブ（五小）開設 1965 成人健康診査の実施

1967 市児童扶養手当支給 1966 乳・子宮がん検診実施

1969 桜堤児童館開設

1970年 1971 児童育成手当支給(都) 1971 日赤奉仕団愛のスープ事業

1972 老人福祉手当 1972 児童手当支給（国） 1972 胃がん検診実施

1973 老人食事サービス 1973 心身障害者福祉手当

1974 介護人派遣事業

1975 地域ケアセンター(緑寿園）開設 1976 難病者援護金支給事業

1976 市民葬儀制度開始

1977 シルバーシティプラン推進事業開始

　　 日常生活用具等給付事業開始 1978 市民社会福祉協議会法人化

1978 武蔵野市高齢者事業団設
立

1978 保育園１３園体制
　 　ボランティアセンター武蔵野
　　  事業開始

1979 ガソリン費助成事業 　

　　 福祉タクシー利用券交付

1980年 1980 高齢者地域保健福祉事業開始 1980 障害者福祉センター開設 1980 家庭児童相談室設置

　　 シルバー奉仕員制度開始 　 　リハビリテーション事業委託実施 1981 障害児保育実施

武蔵野市高齢者事業団が法人
化され（社）シルバー人材セン
ター武蔵野市高齢者事業団に

　　 家事援助者派遣事業

1981 福祉公社事業開始 1981 身体障害者食事サービス事業 1982 赤十字子供の家世田谷区から転入 1982 休日診療事業都から市へ移管

　　 不老体操・公衆浴場開放事業開始 　　 重度障害者入浴等サービス事業

　　 障害者緊急一時保護事業

1982 緊急通報システムの開発と事業化 1982 難病者福祉手当支給事業

1983 老人家庭奉仕員等派遣事業 1983 家庭奉仕員等派遣事業

1983 ひとり親ホームヘルプサービス事業

　 　ひとり親家庭託児助成事業 1984 福祉環境整備指導要綱

1985 緊急一時保育事業

1987 北町高齢者センター開設 1988 視覚障害者ガイドヘルプ事業 1988 ほーぷてれほん設置 1987 緊急援護費の支給開始

　 　　 保健センターの開設

　　　　老成人歯科健診実施

　　　 地域健康クラブ事業開始 1988 福祉バス事業改編

1990年
1990 特別養護老人ホーム
「めぐみ園」の個室化支援

1992　武蔵野市子ども協会設立

　 　シルバーピア三宝苑開設 1990 ひとり親家庭医療費助成事業

(社)シルバー人材センター武蔵
野市高齢者事業団から(社)武蔵
野市シルバー人材センターに名
称変更

1991 ひとり親家庭住宅費助成事業 1992 ０１２３吉祥寺開設

1991 手話通訳派遣・手話ガイド窓口配置

　　 リハビリテーション事業直営化

1993 高齢者総合センター開設 1993 リフトタクシーつながり運行
1993 乳幼児医療費助成事業

1993高齢者総合センター在
宅介護支援センター開設

　　 障害者総合センター開設

1994 吉祥寺ナーシングホー
ム開設 1995 ムーバス運行開始

1995年

1994武蔵野赤十字在宅介護
支援センター開設
1994吉祥寺ナーシングホーム
在宅介護支援センター開設

　 　福祉のまちづくり条例（都）

1964 老人家庭奉仕員派遣事
業開始
1966　福祉会館開設

1989 福祉公社財団法人化 1989 心身障害者住宅費助成事業

1993 公共交通機関へのエス
カレーター設置

～

老人ホームで作った昼食を地域
のボランティアにより要援護高齢
者宅へ配食するサービス。

武蔵野市、小金井市、田無
市、保谷市の四市での共同利
用方式

単独のデイサービス施
設としては、全国初

老人家庭奉仕員派遣事業、シル
バー奉仕員派遣事業、家事援助
者雇用費助成事業を統合

現在は市内6ヵ所設置

市内初の特養

国庫補助事業
定期派遣
週２回（１回が半日）
利用者負担なし

国庫補助事業
一時的派遣
年10日程度
利用者負担なし

第二期長期計画第２次調整計画の主要事業として、
主に養護学校卒業後の障害者の就労の場の確保、
重度障害者・重度重複障害者の活動の場の提供、
日常生活の支援などを目的として開設

市立9園、民間4園

国庫補助事業
定期と一時
所得制限なし
週１回

利用者負担なし
家庭奉仕員派遣事業、介護人派遣事業
家事援助者派遣事業を統合
国庫補助事業
定期と一時派遣
所得制限なし
週６日述べ18時間以内
所得に応じた自己負担あり（但し週２回までは無
料）

１．リハビリ相談事業の質的・量的変化への対応
２．通所訓練事業の変化への対応
①生活の場復帰のための個別訓練の必要
②養護学校卒業後の重度障害者や進行性難病者への対応
３．訪問訓練事業の複数スタッフ対応化
　　この他デイホーム事業の実施（1992年9月～）などにつながる。（障害者福祉セ
ンターでしか社会との繋がりが持てない重度障害者の活動の場として）



武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

1996年
1996 桜堤ケアハウス開設
桜堤ケアハウス在宅介護支援
センター開設

1996 視覚障害者生活訓練専門員配置 1996 延長保育事業
1996 成熟社会における武蔵
野市の福祉のあり方を考える
懇談会

1996 特別養護老人ホーム「ゆ
とりえ」開設
ゆとりえ在宅介護支援セン
ター開設

　 　

家具転倒防止金具取付事業開始 1997 母子保健事業東京都から移管

1997 老人福祉手当廃止

1998 デイサービスセンター「岡田さんち」開所 1998 精神障害者・難病者等ホームヘルプ事業 1998 地域社協ネットワーク完成

1999 障害者福祉センターでの緊急 　　 武蔵野日赤病院増改築に

　　 一時保護事業廃止 　　 よる市民病床の確保

1999 特別養護老人ホーム「武蔵野館」開設
1999 新世紀の豊かな地域社
会を考える委員会

1999年 　　 レモンキャブモデル事業開始（５台） 敬老事業のあり方を考える懇談会

2000年
介護保険制度施行 桜はうす・今泉、なごみの家

（ショートステイ)開設
予防接種の個別化実施

高齢者福祉総合条例 天の甍(知的障害者生活寮)開設 狂犬病予防事業都から移管

敬老金廃止

日常生活支援事業開始

居宅サービス利用促進助成事業開始

レモンキャブ事業開始（７台）

テンミリオンハウス「月見路」開設

テンミリオンハウス「関三倶楽部」開設

テンミリオンハウス「そ～らの家」開設

2001年
「高齢者保健福祉サービス評価
システム検討委員会」の設置

0123はらっぱ開設
民間学童クラブ元気っこのび
のび開設

高齢者インフルエンザ予防接
種実施

特別養護老人ホーム「親の
家」開設

こどもテンミリオンハウス「あおば」 療養型病棟群にかかる整備運営

認証保育所武蔵野プチ・クレ
イシュ開設

2002年
シニア活力アップ推進事業開
始

 やはたハウス(知的障害者生
活寮)開設

基本健康診査の実施
（誕生月健診）

いきいき生活推進事業開始
リフトタクシー「つながり」3号車
増車

　

ケアマネジャー研修センター開設

2003年
介護老人福祉施設入所指針
の策定

支援費制度実施 風の子保育室認証保育所へ移
行

かかりつけ薬局推進事業の実
施

テンミリオンハウス「きんもくせ
い」開設

知的障害者探索サービス事
業開始

　 　

レモンキャブ８号車増車
ワークイン関前（小規模作業
所）開設

2004年
認知症グループホーム光風
荘開設

　
母子家庭自立支援給付金事
業

子育てＳＯＳ支援センター開
設

レモンキャブ９号車増車
すみれ保育室が認証保育所へ
移行

認知症発症・進行予防に関す
る学際的研究事業開始

ありんこ保育園認可

一時保育試行開始

産後支援ヘルパー事業試行開始

子育てショートステイ事業開始

武蔵野市児童扶養手当廃止

テンミリオンハウス「花時計」開
設

ミューのいえ（精神障害者グ
ループホーム）開設

年末保育事業開始 健康づくり支援センター開設

吉祥寺本町在宅介護支援
センター開設

知的障害者（児）基礎調査

ふれあいまつもと開設
武蔵境ワーキングセンター開
設（小規模作業所）

2005年

1999 テンミリオンハウス「川路さんち」開設

～

ポリオを除く

都市型小規模特別養護
老人ホームとして日本
最初

テンミリオンハウス第１号

市内初の高齢者グループホーム



武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

2006年
武蔵野市居宅サービス利用
促進助成事業終了

ＲＥＮＧＡ（重度身体障害者グ
ループホーム）開設

母子自立支援員東京都派遣
職員引き揚げ

認証保育所ポピンズナーサ
リー武蔵野開設

介護保険利用者負担額助成
事業開始

　

地域包括支援センター開設
（ゆとりえ、高齢者総合セン
ター、桜堤ケアハウス）

引きこもりサポート事業「ウィッ
シュプロジェクト」に委託

通所介護及び通所リハビリ
テーション事業所食事補助制
度開始

身体障害児・者等実態調査

武蔵野市障害者就労支援セ
ンターあいる開設

2007年
夜間対応型訪問介護サービ
ス開始

武蔵野福祉作業所移譲 かっぱの家保育所認証保育
所へ移行

災害時要援護者避難支援モ
デル事業実施

　 地域療育相談室ハビット開設 義務教育就学児医療費助成事業 肺炎球菌感染症予防接種実施

 市民こころの健康相談室開
設「チャレンジャー」「むさしの
ワークス」統合

産前産後支援ヘルパー
事業試行開始

2008年

認知症高齢者見守り支援事
業開始

地域自立支援協議会設立 自立支援給付金改正 産前産後支援ヘルパー事業
本格実施

災害時要援護者避難支援事
業本格実施

脳卒中地域連携診療計画書
運用開始

井の頭はうす（ショートステイ）
開設

ホームヘルプサービス改正 認証保育所マミーナ武蔵野開
設

特定健康診査、長寿医療健康
診査、特定保健指導の実施

特別養護老人ホーム「ケア
コート武蔵野」開設

失語症通所事業開始 病児保育室ポポ閉所

テンミリオンハウス「くるみの
木」開設

やさい食堂七福（武蔵野福祉
作業所内）開店

　 病後児保育室ラポール開所

認証保育所ポピンズナーサ
リー吉祥寺開設

　

2009年
ケアマネジャー研修センター
を直営化

みどりのこども館開館 自立支援給付金改正 認証保育所武蔵境すみれ保
育園開設

健康づくり支援センターを（財）
武蔵野健康開発事業団に移管

｢ハビット｣「ウィズ」移転 子育て応援特別手当実施

ワークイン中町（就労移行/継
続B型）開設

「おもちゃのぐるりん」開設（み
どりのこども館内）

武蔵野市通所介護及び通所リハ
ビリテーション事業所食事補助
制度終了

障害者就労支援センターあい
る移転

民間学童クラブ武蔵野ｅパル
開設

武蔵野市通所サービス利用者
食費助成事業実施

カフェ・ル・ブレ開店 認可保育所精華第二保育園
開設

引きこもりサポート事業「それ
いゆ」と変更

高次脳機能障害者相談支援
事業開始

2010年
特別養護老人ホーム
「さくらえん」開設

生活リハビリサポートすばる開設 児童扶養手当法改正 認証保育所ポピンズナーサリー
スクール武蔵野タワーズ開設

子宮頸がん予防、ヒブ、小児用
肺炎球菌ワクチン予防接種実施

グループ保育室「にことこ」開設

介護老人保健施設
「あんず苑アネックス」開設

せきまえハウス（グループホー
ム）開設

子ども手当実施 肝炎ウィルス検診実施

千川おひさま幼児教室(児童
デイ）開設

民間学童クラブ千川さくらっこ
クラブ開設

カバーヌ（就労移行/継続Ｂ
型）開設

病児・病後児保育室プチあん
ず開所

一般財団法人武蔵野市子ど
も協会設立

2011年
認知症グループホーム｢マザアス
ホームだんらん武蔵境｣開設

子ども家庭支援センター開設 (財）武蔵野健康開発事業団
が公益財団法人に移行

認知症「もの忘れ相談シート」
運用開始

八幡作業所開設（就労移行/
継続B型）

緊急待機児対策グループ保
育室「みどり」「さくら」開設

(社)武蔵野市シルバー人材セン
ターが公益社団法人に移行

生活のしづらさなどに関する
調査

一般財団法人武蔵野市子ども協
会が公益財団法人に移行

地域包括支援センターを市役
所１か所に統合直営化



武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

2012年
定期巡回・臨時対応型訪問介
護看護サービス開始

吉祥寺泉寮（グループホー
ム）開設

子ども手当終了、新制度の児
童手当に制度改正

関前桜寮（グループホーム）
増床

養育支援訪問事業開始

基幹相談支援センター及び
虐待防止センター設置

ありんこ保育園運営主体変更

特定相談支援事業所・障害児
相談支援事業の指定開始

グループ保育室「どんぐり保
育室」開設

2013年
「地域包括ケアシステム」検討
委員会の設置

きたまちハウス（グループホー
ム）開設

保育園緊急待機児対策本部
設置

(財）武蔵野市福祉公社が公
益財団法人に移行

ジョブアシストいんくる（就労移
行支援）開設

境こども園新園舎完成

コット（日中一時）開設
グループ保育室「まぁーる」開
設

認証保育所「グローバルキッ
ズコトニア吉祥寺園」開設

2014年 すくすく泉開設

認証保育所「グローバルキッ
ズ武蔵境園」「キッズガーデン
武蔵野関前」「日生吉祥寺保
育園ひびき」「風の子保育園」
開設

ワークステージりぷる（継続B
型）開設

年金併給に係る児童扶養手
当法改正

地域医療の在り方検討委員
会の設置

災害時避難行動支援体制検
討委員会の設置

認可保育所「まちの保育園吉
祥寺」開設

グループホームくすの木（グ
ループホーム）開設

2015年
ケアリンピック事業開始 母子・父子自立支援プログラ

ム策定事業開始
子ども・子育て支援新制度開
始

生活困窮者自立支援事業開
始

訪問看護と介護の連携推進
事業開始

すくすく泉 いずみのおうちを
除くグループ保育室が小規模
保育事業へと移行

胃がんハイリスク検査実施

総合事業開始(認定ヘルパー
制度開始)

家庭福祉員が家庭的保育事
業へ移行

避難行動要支援者名簿の作
成開始

武蔵野市通所サービス利用
者食費助成事業終了

認可保育所「ニチイキッズ武
蔵野やはた保育園」開設

在宅医療・介護連携推進事業
開始

認証保育所「中町すみれ保育
園」開設

2016年

武蔵野市いきいきサロン事
業開始
認知症初期集中支援チー
ム設置

障害者差別解消支援地域
協議会の設置

自立支援給付金改正 認可保育所「グローバルキッ
ズ武蔵境園」(認証保育所か
らの移行）

武蔵野市シニア支え合いポ
イント制度開始

武蔵野市内放課後等デイ
サービス事業所連絡会の発
足

ホームヘルプサービス改正 「武蔵境コスモ保育園」開設

デイサービスセンター「岡田
さんち」閉所

多子加算額増額に係る児童
扶養手当法改正

すくすく泉　いずみのおうち
がグループ保育室から小規
模保育事業へ移行

生活支援コーディネーター
の配置

生活支援体制整備事業開
始

生活のしづらさなどに関する
調査

小規模保育事業「みらいえ
保育園吉祥寺南」「ひかり保
育園武蔵境」「マミーぽぷら
保育園」「チャイルドホーム
武蔵境」開設

武蔵野市職員の障害を理
由とする差別の解消の推進
に関する対応要領の制定

家庭的保育事業「家庭的保
育室e-room」開設

武蔵野市障害者福祉サー
ビスあり方検討有識者会議
の設置

武蔵野アール・ブリュット実
行委員会設置

グループ保育室「みいとこ」
「吉祥寺南町すみれ保育園」
「みらいえ保育園吉祥寺」「す
くすく泉 いずみのおうち」「エ
ムズナーサリーひだまりルー
ム武蔵境」開設

高齢者安心コール・高齢者な
んでも電話相談事業開始
認知症アウトリーチチーム設
置

武蔵野市版ヘルプカードの配
布開始
障害者就労支援施設などから
の物品などの調達方針策定

父子福祉資金の創設 緊急医療情報キットの配布開
始

市内初の認
定子ども園



武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

2017年
テンミリオンハウス「ふらっと・
きたまち」開設 武蔵野市障害者福祉セン

ター指定管理者制度導入

武蔵野アール・ブリュット
2017開催

自立支援給付金改正

ホームヘルプサービス改正

ひとり親家庭総合相談会開
始

精華第一保育園（旧：精華
保育園）の移転及び定員拡
大（34名→72名）、認可保育
所「キッズガーデン武蔵野
関前」（認証保育所からの移
行）開設

特別養護老人ホーム「とらい
ふ武蔵野」開設

小規模保育事業「カルガモ
第２保育室」開設

摂食嚥下支援事業開始 事業所内保育事業「ベリー
ルーム」開設（特別養護老
人ホーム「とらいふ武蔵野」
内）

桜寮（グループホーム）移転

高齢者等緊急訪問介護（レ
スキューヘルパー）事業開
始

障害者就労支援センターあ
いる移転

グループ保育室「マジオた
んぽぽ保育園吉祥寺」「マ
ミー吉祥寺北保育園」開設

旧山﨑邸活用事業により、
北町高齢者センターのデイ
サービス拡充と子育てひろ
ば「みずきっこ」開設

障害者地域生活支援ステー
ションわくらす武蔵野工事着
工

認証保育所「ボピンズナー
サリースクール武蔵境」「ピノ
キオ幼児舎吉祥寺園」「むく
むくみらい」開設

武蔵野市ファミリー・サポー
ト・センター開設

地域子ども館を再編し、あそ
べえ・学童の一体型運営を
（公財）子ども協会に委託

2018年
看護小規模多機能型居宅
介護「ナースケアたんぽぽ
の家」開設

地域活動支援センターコット
開設

引きこもりサポート事業
それいゆ移転

ミューのいえ西久保（グルー
プホーム）開設

「障害者相談支援事業所ほ
くと」改称

わくらす武蔵野開設
（なごみの家移転）

天の甍寮（グループホーム）
移転

全部支給所得制限限度額
引上げに係る児童扶養手当
法改正

自立支援給付金改正

ホームヘルプサービス改正

ひとり親家庭訪問型学習・
生活支援事業開始

認可保育所「境南すみれ保
育園」「うぃず吉祥寺第一保
育園」「うぃず吉祥寺第二保
育園」「マミー吉祥寺東保育
園」「ひまわり保育園」開設

小規模保育事業「とことこ保
育室　みんなのとことこ」開
設（「とことこ保育室にことこ」
と「とことこ保育室みぃとこ」を
統合）

認証保育所「マミー吉祥寺
北保育園」「マジオたんぽぽ
保育園吉祥寺」（グループ
保育室からの移行）「ピノキ
オ幼児舎吉祥寺第２園」開
設

「八丁はなみずき保育園」が
グループ保育室として開設
後、認証保育所へ移行

「中町第2すみれ保育園」開
設

武蔵野市地域包括ケア人
材育成センターを（公財）福
祉公社内に開設

2019年
エンディング支援事業開始 ななほしワークス（生活介

護）開設
自立支援給付金改正

支払回数見直しに係る児童
扶養手当法改正

未婚の児童扶養手当受給
者に対する臨時・特別給付
金

認可保育所「中町すみれ保
育園（認証保育所からの移
行）「武蔵野もみじの森」「こ
のえ武蔵境保育園」開設

認証保育所「キッズいながき
保育園吉祥寺」開設

病児・病後児保育室いなが
き開所

認証保育所「マミーナ武蔵
野」閉所

産後ケア事業開始
ゆりかごむさしの面接（子ど
も子育て応援券配付開始）



武蔵野市の福祉の動き

高齢者施策 障害者施策 ひとり親家庭施策 児童施策 その他の施策

2020年
介護老人保健施設「サン
セール武蔵野」開設

桜堤ケアハウスデイサービ
スセンター閉所

ふれあいまつもと閉所

みどりのこども館
児童発達支援センター化

KIZUNA武蔵野（児童発達・
放課後等デイ）開設

相談部ハビット・サテライト開
設

放課後等デイサービスパ
レット開設

ひとり親家庭等支援臨時給
付金（市）

ひとり親等世帯臨時特別給
付金（国）

認可保育所「まなびの森保
育園武蔵境」「吉祥寺東町
すみれ保育園」（認証保育
所から移行）「ピノキオ幼児
舎吉祥寺保育園」（認証保
育所から移行）「吉祥寺きら
めき保育園」開設

認可保育所「むくむくみらい
保育園」（認証保育所から移
行）

子育て世帯臨時特別給付
金（国）

保険年金課が市民部から健
康福祉部へ移管

武蔵野市成年後見利用支
援センターを（公財）福祉公
社内に開設

武蔵野市ＰＣＲ検査セン
ターを臨時開設

2021年
特別養護老人ホーム「とらい
ふ武蔵野」増床

武蔵野館デイサービスセン
ター閉所

特別養護老人ホーム「武蔵
野館」増床

グループホームRENGA閉
所

やはたハウス（グループホー
ム）閉所

グループホームかしの木開
設

自立支援給付金改正

ホームヘルプサービス改正

認可保育所「ミアヘルサ保
育園ひびき武蔵野西久保」
（認証保育所から移行）

2022年
テンミリオンハウス「関三倶
楽部」閉所

認可保育所「武蔵境すみれ
保育園」（認証保育所から移
行）

認可保育所「キッズいながき
保育園吉祥寺」（認証保育
所から移行）

福祉総合相談窓口を開設

新型コロナウイルス感染症
に係る臨時の予防接種の実
施

新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金
（国）

生活困窮者特別就職支援
金（市）

生活困窮者住居契約更新
料給付金（市）

子育て世帯等臨時特別支
援事業（住民税非課税世帯
等に対する臨時特別給付
金）（国）


