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           常務理宙 兼 宙務局長 就任削当冴榊崎      

福島 文昭 

若葉風罪皿災腰夏隣傘虫鏤碕作三擦裁冴甑 

皆様削朔腰採健鯖栽削採過斎裁昨宙碕存載擦際甑 

4鏤 1日付埼宙務局長碕裁崎着任裁腰輪 26日昨理宙会削採哉崎常務理宙削選任細参擦裁冴甑 

 弊苗社歳宙業燦開始裁 30烝以琢歳経過裁崎採三擦際歳腰現在雑多采昨皆様削サ実ビ旨燦斎利用頂済腰擦冴協力員

昨皆様削朔腰長済削亘三斎尽力賜三腰心栽晒感謝申裁琢砦擦際甑 

 弊苗社設立栽晒現在擦埼昨間削朔腰跳護保険昨創設鯖福祉サ実ビ旨昨担哉手昨多様尤作鷺腰宙業環境朔大済采変

尤裁崎採三擦際歳腰弊苗社削朔腰行政鯖民間宙業者削皿傘運営削朔作載札削采哉宙業燦実施裁腰市昨福祉政策燦補

完際傘役割歳再三擦際甑 

 超後雑腰権利擁護宙業鯖成烝後見宙業等昨充実燦噪三腰時代削即裁冴サ実ビ旨燦提供裁腰市民昨皆様採ひ碕三採

一人歳腰撤札慣参冴地域埼晧心裁崎生活燦送参傘環境整備昨一翼燦担榊崎哉済冴哉碕考え崎採三擦際甑 

 皆様昨斎協力燦得崎腰微力作歳晒腰最善昨昧力燦尽采際所存埼斎菜哉擦際昨埼腰鷺う財腰宜裁采採願哉申裁琢砦

擦際甑 

福祉公社通信  

   

祭昨通信削皿三腰広采市民昨皆様削腰苗益財団法人碕裁崎腰擦冴腰全国初昨行政関諾型在宅福祉サ実ビ旨提供機

関碕裁崎昨福祉苗社昨超燦採伝え裁擦際甑羅針盤碕哉うア隣朔斎利用者昨生活燦包括的削支援裁腰罪昨人生行路

燦共削歩殺腰昭和 55烝創業時栽晒昨福祉苗社昨サ実ビ旨基鑚姿勢燦表裁冴雑昨埼際甑 

 

苗益財団法人 武蔵褫市福祉苗社役員等斎紹跳 

評議員会会長 三輪 博行 (社福䐢武蔵野市民社会福祉協議会常務理事 

評議員 鈴木 省悟 武蔵野市諭師会理事 

評議員 森ゅ 邦夫 武蔵野市歯科諭師会副会長 

評議員 江幡 五郎 (社福䐢親の家理事 

評議員 岩岡 ょ美子 武蔵野市民生児童委員協議会 第一地癒副会長 

理事長 長澤 博暁   

常務理事 福島 文昭 武蔵野市派遣参事 

理事 安達 髙之 

理事 大野 壽三枝 弁護士 

理事 安藤 真洋 膅社福䐢武蔵野理事長 

理事 黒竹 光弘 膅社福䐢とらいふ理事長 

監事 五十嵐 利光 膅社福䐢東京老人ホーム常務理事 

監事 安ゅ 大 税理士 社会保険労務士 

 

＜紙面ズ┩＞ 

常務理事就任 

パあいビつヷヷヷＰ鰆 

公社の権利擁護事業

┈成年後見事業 

鰺その鰆鯲ヷＰ鰈～鰒 

ジ知┩せヷヷヷＰ鰊 

 



特集鰡公社の権利擁護事業┈成年後見事業 鰺その鰆鯲 

 

皆様朔腰権利擁護宙業腰成烝後見制度削肴哉崎腰採聞済削作榊冴祭碕歳再三擦際栽甑 

権利擁護宙業朔腰斎利用者昨金銭管理碕財産保管燦主冴傘不容碕際傘在宅福祉サ実ビ旨埼際甑 

福祉苗社朔腰武蔵褫市削採砕傘忠種類昨権利擁護宙業昨実施主体埼際甑 

第一朔腰昭和 59 烝削実施裁冴財産保全等サ実ビ旨燦母体碕裁冴独自昨権利擁護宙業埼際甑跳護保険鯖成烝後見

制度碕共削烋成 12 烝削腰再構成裁崎開始裁擦裁冴甑斎利用者昨生活燦総合的削支援際傘福祉苗社昨在宅福祉サ実

ビ旨栽晒派生裁冴宙業作昨埼腰財産管理面埼成烝後見制度削準載崎晤備範噬歳広哉祭碕歳特徴埼際甑 

第忠削東京都社会福祉協議会栽晒溜う裁冴坤地域福祉権利擁護宙業墾埼際甑 

祭参朔福祉サ実ビ旨利用援妹宙業碕雑言わ参腰社会福祉法削規定歳再三擦際甑 

全国的削展開細参腰他昨自治体埼朔社会福祉協議会歳祭昨宙業燦運営裁崎哉擦際歳腰市埼朔先駆的削サ実ビ旨昨

賜司雌司燦蓄積裁冴福祉苗社歳担榊崎哉擦際甑 

成烝後見制度朔腰権利擁護宙業碕密接濁頹昨関係削再傘鑚人保護昨冴薩昨民法琢昨制度埼際甑 

斎利用者昨判断能力削応載崎腰家庭裁判所歳補妹人腰保轍人腰成烝後見人碕言う保護支援者燦選任裁擦際甑 

福祉苗社朔腰琢述昨在宅福祉サ実ビ旨燦通載崎斎利用者削対際傘生活支援面質財産管理面双方昨総合的支援サ実

ビ旨燦実践裁崎済冴経緯栽晒腰武蔵褫市削皿三成烝後見推進機関碕裁崎位置付砕晒参腰祭昨便褫埼法人後見燦朔 

載薩碕裁崎様々作サ実ビ旨燦提供裁崎哉擦際甑皿三詳裁采朔腰次号以降削斎紹跳哉冴裁擦際甑 

 超回朔腰苗社昨権利擁護宙業削肴哉崎担当課長θ荒衷χ碕若手ソ実斯ャ識ワ実カ実θ藤原χ削使ンタビュ実裁擦

裁冴θ聞済手質小芝χ甑 

 

 

 

苗社歳実施際傘権利擁護宙業 

質財産管理面等埼

生活濁晧燦感

載崎哉傘 65遁

以琢昨方 

質判断能力昨点埼

権利侵害燦溜

砕鯖際哉方 

質契約締結能力鐚 

契 約 

委任契約削皿傘

サ実ビ旨提供 

 

苗社独自昨権利擁護宙業 

身琢配慮碕財産管理 

削皿傘支援質保護 

成烝後見制度 

 

民法琢昨制度 

鑚人昨判断能力削応

載冴補妹質保轍質成烝

後見昨濯類型 

家庭裁判所削皿傘 

保護支援者昨選任 

 

質ィ知症等埼判

断能力歳濁十

便作方 

質契約締結能力 

 鐚 

地域福祉権利擁護宙業  

契 約 

委任契約削皿傘
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小芝Ź 擦剤朔腰独自昨権利擁護宙業昨特色燦教え崎託細哉甑 

荒衷Ź 地域福祉権利擁護宙業碕昨大済作涉哉昨ひ碕肴朔腰利用要件昨判断能力昨点埼際甑福祉苗社朔腰斎鑚

人歳生活濁晧燦感載冴時点埼利用歳可能埼際甑広采坤老哉載冴采墾削応え崎哉擦際甑斎利用者斎自身歳

生活燦チ史紫屍裁腰早薩早薩削対策燦流傘祭碕歳老哉載冴采昨治使ン詞埼際甑制度燦利用裁崎腰超擦埼

出来冴生活燦外部尤際傘祭碕歳裴要埼際甑斎利用者昨生活削深采関わ傘ほ鷺腰罪昨生活昨広歳三碕財産

管理歳勉榊崎雑勉参作哉関係削再傘碕便栽三擦際甑罪参埼独自宙業朔成烝後見碕輪様削金銭管理鯖財産

保管昨晤備範噬歳広哉昨埼際甑 

藤原Ź 私冴阪朔腰斎利用者昨財産燦腰罪昨幸福昨冴薩削使う碕言う腰単削財産管理面昨札作晒剤生活関係全

体燦支援際傘サ実ビ旨視点燦持榊崎業務燦裁崎哉擦際甑埼際栽晒腰遺言作成昨支援作鷺雑行榊崎哉擦際甑

全采身寄三昨作哉方昨没後対応作鷺雑腰祭昨宙業昨延長線琢埼行哉擦際甑擦冴腰苗社朔長哉頓糧燦持肴

福祉サ実ビ旨提供団体作昨埼腰師仔爾資施ャ実鯖福祉サ実ビ旨宙業者作鷺様々作資紫詞ワ実屍燦生栽裁

冴機動性再傘対応燦裁崎哉擦際甑 

小芝Ź 創業以来積札裴搾崎済冴賜司雌司埼腰斎利用者燦裁榊栽三碕支え傘使磁実施埼際搾甑晧心埼際搾甑 

苗社昨権利擁護燦申裁込殺削再冴榊崎条件朔再三擦際栽ş費用朔鷺昨采晒哉栽栽傘昨埼際栽ş 

藤原Ź 概搾 65遁以琢昨生活濁晧昨再傘方腰金銭管理削濁晧燦感載崎哉傘方栽晒腰採一人埼朔金銭管理歳飫裁

采作榊崎済冴方作鷺削斎利用哉冴坂砕擦際甑 

荒衷Ź 利用料金朔鏤額 7,000 付燦頂戴裁崎哉擦際甑福祉苗社昨基鑚朔腰斎利用者昨役削立肴碕言う点埼際甑

罪参埼腰ニ実枝削合わ在崎金銭出納宙務燦行うほ栽腰動産鯖大勉作書類作鷺雑採預栽三裁擦際甑 

入院時昨手続済腰保証金昨支払作鷺腰緊急時削斎親族昨支援燦溜砕晒参作哉方雑フォロ実裁崎哉擦際甑

親族機能昨代行朔福祉苗社サ実ビ旨昨長烝昨伝統埼際甑 

小芝Ź ニ実枝削合わ在崎柔軟削対応裁崎采参傘昨朔妹栽三擦際搾甑相談栽晒契約擦埼昨流参朔ş 

荒衷Ź ニ実枝昨再傘方朔腰先剤腰採電話託細哉甑自宅燦採訪搾際傘栽腰苗社削来崎頂采栽裁崎腰斎相談燦溜

砕擦際甑斎相談者昨生活状況腰家族状況腰福祉サ実ビ旨利用状況腰経済状況腰採困三昨祭碕作鷺燦伺哉腰

苗社埼出来傘祭碕出来作哉祭碕燦精査裁崎腰権利擁護宙業埼対応可能作晒契約燦裁崎頂済擦際甑 

小芝Ź 相談昨窓口朔鷺祭埼際栽ş 

藤原Ź 在宅サ実ビ旨課後見係θ23－1165χ埼際甑坤削最質細珊質哉質哉質山う質斎墾碕覚え崎託細哉甑 

    詳細作サ実ビ旨不容燦斎案不裁擦際甑 

小芝Ź 相談朔電話埼雑可能埼際栽ş擦冴腰予約朔必要埼際栽ş 

荒衷Ź 予約鯖電話相談朔可能埼際歳腰在宅福祉サ実ビ旨朔腰斎利用者昨斎自宅削伺哉腰罪昨実際昨生活燦拝

見裁崎祭罪腰採役削立崎傘サ実ビ旨燦裁崎差裁琢砦晒参傘碕考え崎哉擦際甑現場主義歳基鑚埼際甑 

小芝Ź 埼朔腰最後削福祉苗社昨権利擁護宙業昨実績燦教え崎託細哉甑 

藤原Ź 超烝ǚ鏤鑽昨実績埼際歳腰独自昨権利擁護宙業昨斎利用者朔 158人哉晒榊裁皐哉擦際甑 

祭参朔都不埼独自昨権利擁護宙業燦実施裁崎哉傘社会福祉協議会作鷺34団体昨中埼群燦抜哉冴実績埼

際甑昨烝 12鏤鑽昨時点埼朔腰苗社燦除采 33団体昨烋均利用者数朔 11人埼際栽晒甑 

地域福祉権利擁護宙業昨斎利用朔ǘ人埼際甑武蔵褫市埼朔早哉時期栽晒苗社歳独自昨宙業展開燦裁崎

哉冴昨埼腰祭昨皿う削作榊冴碕考え崎哉擦際甑 

小芝Ź 再三歳碕う斎菜哉擦裁冴甑 

 

 

左Ź荒衷

再 晒 哉

 好美
皿 裁 札

ľ在宅サ実ビ旨課長 

  苗社創設時栽晒活躍際傘苗社頓30余烝昨敏腕課長甑 

中央Ź藤原

ふ載わ晒

 祥
細阪
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採

ľ在宅サ実ビ旨課後見係 

   苗社Ş烝目腰期待昨ソ実斯ャ識ワ実カ実 

良Ź小芝

祭 裁 柵

 淑恵
皿 裁 え

ľ高齢者総合止ンタ実視使サ実ビ旨 

  看護師碕ぇ者昨顔燦持肴腰苗社ǘ烝目昨新米職員甑 

 



 

 

公社ズ┩のジ知┩せヷ募集 

高齢者総英センタヸ 社会活動センタヸ 

浪曲┈演歌を楽ブ┠会 

日程 6鏤27日θ木χ 13時30便～15時30便 

場所 高齢者総合止ンタ実 

演目 東家浦太郎一門削皿傘浪曲碕演歌 

対象朔市不在撤埼60遁以琢昨方埼際甑 

当日腰直接会場削採越裁託細哉甑 

問合在 社会活動止ンタ実 θ51-1975χ 

高齢者総英センタヸ 配食ボランテ┺┹募集 

支え合哉昨地域社会燦作傘冴薩腰地域撤民昨皆様削配食滋

鹿ン至伺仔燦採願哉裁崎哉擦際甑当番日昨午前 11 時削腰高

齢者総合止ンタ実ǖ階埼昼食昨採弁当燦溜砕流三腰斎利用者

昨採宅へ配署裁崎哉冴坂済擦際甑ǖ回埼ǖ～Ą食程度腰時間

朔 30便程度埼際甑配署朔徒歩埼雑自転車埼雑可能埼際甑 

斎利用者昨晧否確ィ燦兼搾崎哉擦際昨埼腰必剤手渡裁燦採

願哉裁崎哉擦際甑 

ą募集曜日質地域質人数ś 

火曜日Ź緑町方面 ǘ隣  

水曜日Ź緑町方面 ǖ隣  秒幡町方面 ǖ隣 

金曜日Ź緑町方面 ǚ隣 

ą申込札質問合在ś視使サ実ビ旨止ンタ実θ51－2933χ 

          鑚橋(ﾓﾄﾊｼ)質川島(ｶﾜｼﾏ)擦埼甑 

 

 

 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町鰆－鰤－鰆 

☎0422-23-1165鰺総務課、在宅サヸビ]課鯲 

☎0422-23-2611鰺ホヸムヘルプセンタヸ武蔵野鯲 

 

東京都武蔵野市緑町鰈－鰊－鰆 

☎0422-51-1975鰺管理ヷ社会活動センタヸ鯲 

☎0422-51-1974鰺在宅介護支援ヷ補助器具センタヸ鯲 

☎0422-51-2933鰺デ┻サヸビ]センタヸ鯲 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町鰊－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 

 

福祉公社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

次号朔烋成 25烝Ľ鏤 10日発行予定埼際甑 

武蔵野市福祉公社ヷホヸムヘルプセンタヸ武蔵野 

 

武蔵野市立高齢者総英センタヸ 

 

武蔵野市立北町高齢者センタヸ 

 

業務時間 8鰡30～17鰡15鰺全て共通鯲 

 

北町高齢者センタヸ ボランテ┺┹募集 

  戻町高齢者止ンタ実朔腰開設以来腰地域昨滋鹿ン至伺仔

昨皆様昨採力埼支え晒参崎哉擦際甑市民力燦結集裁崎腰心

再冴冴擦傘世代間交流燦実践裁崎哉擦際甑 

調理Ź鏤～土曜日Ť時～13時／鏤ǖ回以琢θ食宙肴済χ 

次実識Ź鏤～金曜日 10時～12時／斎利用者昨話裁相手等 

プロ市鹿痔Ź鏤～金曜日 13時 30便～15時 30便 

      土曜日 10時～13時 15便 

      軽体操質書暑質音楽質粘土質手芸 

園芸Ź第ǖ質ǚ水曜日 10時～12時／庭木鯖植栽昨世話 

問合在Ź戻町高齢者止ンタ実(54-5300)琢田(ちぢﾀﾞ)擦埼甑 

老いプたく講座 

日 程ŹĄ鏤 23日θ木χ 

時 間Ź13時 30便～ 

場 所Ź福祉苗社第一会議室 

至実爾Ź坤老哉載冴采昨基礎知識墾 

申 込Ź在宅サ実ビ旨課後見係θ23－1165χ擦埼 

電話擦冴朔直接採申込札託細哉甑 

家族介護支援教室 ┟┉┪の輪 

 高齢者総合止ンタ実在宅跳護支援止ンタ実歳腰原則碕 

裁崎偶数鏤昨第四水曜日削実施裁崎哉擦際甑 

 現在腰斎家族昨跳護削当冴榊崎哉傘方腰将来罪昨予定昨再

傘方作鷺歳集う場所埼際甑在宅跳護削関際傘様々作祭碕燦腰

参加者輪士歳気兼搾作采話裁合哉腰採互哉昨発想鯖跳護昨コ

肢燦共鐚裁崎腰相互削支え合う祭碕燦目指裁擦際甑支援止ン

タ実昨専門職歳仔詩飼使旨鯖社会資源昨斎案不作鷺雑哉冴

裁擦際甑武蔵褫市歳目指際地域式雌ビ式至実斯ョン腰地域包

括師仔昨実現昨一妹削作傘祭碕燦目的碕裁崎哉擦際甑 

日程  6鏤 26日θ水χ13時 30便～15時 

場所  高齢者総合止ンタ実  

至実爾 家族埼出来傘楽作坤快護墾 

問合在 在宅跳護支援止ンタ実 江尻θ51‐1974χ 


