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　介護保険制度が発足してから９年半が経過し、平成１８年４月からは介護
予防にも重点を置いた制度に変わりました。この間、高齢者の増加や介護保
険制度の定着、サービスの多様化などにより要介護認定者数、サービス量も
年々増えてきました。平成２０年度の状況についてお知らせします。

平成２０年度介護保険の状況 11 月 11 日は
「介護の日」

子育て
ひろば
子育て
ひろば

石畑保育園　　557―2780みんなのひろば

みずほひじり保育園　　556―2652なかよしクラブ

東松原保育園　　557―0140ふれあいクラブ

秋の実り会
リズム遊び
誕生会に参加しよう
園庭開放（要予約）
看護師による病気やけがのワンポイント対処法（要予約）
みんなの広場「人形劇・園庭で遊ぼう」
みんなの広場「誕生会（８～１１月生まれ）」

みんなで遊ぼう（身体測定をします）

園庭で元気に遊ぼう
ＣＤに合わせて体を動かそう

11月06日㈮
11月17日㈫
11月26日㈭
毎週水曜日
毎週水曜日
11月10日㈫
11月24日㈫

11月16日㈪

11月16日㈪
11月30日㈪

 名　称 内　　　容 日　程 場　所  ・  問 合 せ

むさしのひろば
午前9時30分～11時30分
午前10時～10時10分

むさしの保育園　　554―1284

駐車場がありませんので、徒歩または自転車でお越しください。

□ 時 間 □
午前10時～11時
□ 対 象 □

入園前の乳幼児と
その保護者

◎ 保険料は、介護保険制度運営の大切な財源です。保険料を納めないでいるとその滞納期間に応じて次のような制限があ
　ります。
【１年間保険料を滞納した場合（支払方法の変更）】
　介護サービスを利用した時、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで９割相当分を町から払い戻しを受ける「償
還払い」に、支払方法が変更になります。
【１年６カ月間保険料を滞納した場合（保険給付の一時差し止め）】
　差し止め額から滞納保険料を控除償還払いになった給付額(９割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの
措置がとられます。なお、滞納が続く場合は､差し止められた額から、保険料が差し引かれる場合もあります。
【２年以上保険料を滞納した場合（利用者負担割合の引き上げ、高額介護サービス費の支給停止）】
　介護保険料の未納期間に応じて、本来１割である利用者負担が３割に引き上げられたり、高額介護サービス費の支
給が受けられなくなったりします。

■第１号被保険者数
　平成２１年３月末日現在の６５歳以上の被保険者数は６,３０５人です。
　制度開始時（平成１２年４月１日）は３，８５１人でしたが、９年間で２,４５４人増加しました。

■サービス受給者数
　平成２１年３月のサービス受給者数は、居宅介護・居宅介護予防サービス４１７人、施設介護サービス２３５人、地
域密着型・地域密着型介護予防サービス２４人となっており、認定者の８４．３％の方がサービスを利用しています。

　８０２人のうち、第１号被保険者は７５０人で、６５歳以上の被保険者に対する認定割合は１１．９％です。

■要介護認定者数
　平成２１年３月末日現在の要介護（支援）認定者数は、次の通りです。

区分 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
人数       92人          118人          86人         155人         155人        115人         81人 802人

■保険給付と財源
　平成２０年度の保険給付実績は１２億４，０４８万円で、１９年度より７，６１６万円の増となっています。

保 険 給 付 費
　 施設等分
　 その他分

12億4,048万円
7億5,071万円
4億8,977万円

内
訳

国・都・町負担金
支払基金交付金（40～64歳の保険料）
第１号被保険者保険料 
　　　合　　　　　　計 

5億6,777万円
3億8,455万円
2億8,816万円
12億4,048万円

問合せ
高齢者福祉課 　　557―0609

財
源
の
内
訳

給
付
の
内
訳

福　祉
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エコパークからのお知らせ

◎みずほエコパークフリーマーケットの開催

日　時　１２月６日日 午前９時～午後２時
場　所　みずほエコパーク管理棟前広場

出店者募集
　出店料は無料です。飲食
物、生き物の販売はできま
せん。また、営利目的の方
は出店できません。
申込期限　１１月２７日金(申し込み多数の場合、期

限前に受け付けを終了する場合があり
ます)

※次回のフリーマーケット開催日は、平成２２年３
月７日日です。

◎散策路に距離表示板を設置しました

　ジョギングやウオーキングで利用される方のた
めに、散策路に距離表示板を設置しました。一周
５８０ｍと７８５ｍの２コースがあります。
　また、園内西側散策路沿いには、新たに人工池
を造りました。自然環境の復元の場として、カエ
ルやトンボなどの生き物や水生植物が生息できる
ように整備したものです。

住宅改修等補助を実施しています
　住宅の改築や修繕などの改修工事をした場合、その工
事費の一部を助成します。
補助金額
　改修工事等の見積額（税別）か工事完了後の工事費
（税別）のどちらか少ない額の１０％で、最高１０万円（千
円未満の端数は切り捨て）まで補助します。
対象者　次のすべてに該当する方
　葛町内に住所があり、居住している方
　葛市町村民税を滞納していない方
　葛過去に同様の補助を利用していない方
補助対象
　葛個人住宅の改修工事
　葛併用住宅および集合住宅における個人住宅部分の改
　　修工事
　葛バリアフリー対応型改修工事および通路面の変更
　　（通路面とは、住宅の玄関から道路に至る日常生活
　　で通行する敷地部分）
対象工事
　葛住宅改修工事費が２０万円（税別）以上の工事であり、
　　申請後に着工し、指定の期日までに工事が完了する
　　もの
　葛町内に事務所を有する施工業者による改修工事であ
　　ること
申請期限　平成２２年１月２９日金
※申請書は産業振興課と商工会で配布しています。
問合せ　葛産業振興課　始５５７―７６３３
　　　　葛商工会　始５５７―３３８９

下水道工事のお知らせ

　工事期間中、ご迷惑をお掛けしますが、ご協力
をお願いします。

工事期間　
　平成２２年３月下
旬まで

工事個所　
　殿ケ谷７７３～８１１

※午前９時～午後
６時まで、通行
止めとなります。

問合せ　下水道課　始５５７―７６８３

都営住宅・町営住宅入居者募集

【都営住宅の募集内容】
　葛家族向・単身者向（一般募集住宅）
　葛定期使用住宅（若年ファミリー向）
　葛定期使用住宅（多子世帯向）
　葛若年ファミリー向
【町営住宅の募集内容】
　葛あき屋住宅（ファミリー向）１戸
※詳しくは、募集案内でご確認ください。
募集案内・申込書の配布
　期　間　１１月２日月～１１日水
　配布場所
　　葛管財課　午前８時３０分～午後５時（土・日曜日、祝
　　　日は除きます）
　　葛武蔵野・元狭山コミュニティセンター　午前９時
　　　～午後９時（１１日水は除きます）
問合せ　管財課　始５５７―７４８６

　　　申込み・問合せ　リサイクルプラザ
　　　　　　　　　　　始557―5364
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ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽふれあいさんぽふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

▲５・６年生による「かけぬけろ！いかだわたり」（五小）

▲２年生による表現「ちばりよーエイサー２００９」（四小）

▲３・４年生による表現「一小ソーラン」（一小）

　スポーツの秋。三つの小学校で運動会が行われました。
　子どもたちの元気な姿に、保護者の方も応援に力が入り
ました。

四小でイシガメを飼育
　四小にカメの飼育
場が作られ、ニホン
イシガメ４匹と、こ
の秋にみずほエコ
パークで誕生した子
ガメ５匹が、３年生
の児童の手で放され
ました。
　児童の代表者は、
「大事に一生懸命育
てます。大きく育つ
のがとても楽しみで
す。」と述べてくれま
した。 ▲笑顔でカメを見守る子どもたち

こどもフェスティバル
１０月１８日

▲あすなろ児童館にて（０・１歳児のお子さんとお母さん）

　今年は約２,５００
名が参加しました。
ビューパーク競技
場とスカイホール
を会場に、多くの
子どもが参加しま
した。
　縁日・体験・発表・
食育コーナーや大
道芸、映画上映な
どが行われ、今年
も大成功でした。 ▲かご作りを体験しました

▲大道芸人による驚きのパフォーマンス

元気いっぱい、みずほっ子

ハイハイ・ヨチヨチ運動会１０月１４日

一・四・五小運動会

１０月９日
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ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

ふれあいさんぽ

PHOTO NEWS!

ふれあいさんぽ
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第５０回記念 町民体育祭１０月１１日

▲ダンスで応援　▼１５㎏の俵をバトンにして次の走者へ

▲各町内会の応援席から大きな声援が飛び交っていました

第２７回西多摩地区消防大会
　青梅市役所仮設駐車場で行われた消防大会に、町を
代表して第２分団が出場し、操法技術のレベルが高い
西多摩地区大会に臨み、見事優勝を収めました。

９月１９日

▲優勝した第２分団

　今年の町民体育祭は、
半世紀続いた５０回記念
大会として盛大に開催さ
れました。
　昔の競技「俵はこびリ
レー」の復活やアトラク
ション、横田基地からの
初参加など、たくさんの
企画があり、歴史に残る
体育祭となりました。

▲横田基地の選手も参加した１００m競争

▲横田基地チームのパワーが炸裂したつな引き

▲息を合わせて二人三脚

▲白熱した年齢別リレー決勝
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