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征 業 計 画 

 

責朮柤購伍武蔵ǒ市福祉公社控新浩い公益法人制柤行豪膏肯晃公益認定を得

る梗膏を最ĩ要課題膏位置付杭肱い合溝午  

湾宅高齢者を購港濠膏溝る地域腔支援を必要膏溝る方々行向杭肱伍衄償湾宅

福祉キヴニケ征業荒航江合洪合荒征業展開を行耕肱いる本公社購伍霸成元朮行

全国腔初濠肱⎡団法人膏浩肱許可江れ紅流れを9394浩伍霸成 25 朮 4 蠻行新制

柤行よる公益⎡団法人香貢移行を目指浩合溝午  

合紅伍責朮柤購武蔵ǒ市第五期長期計画膏同時行健康福祉総合計画控ケシヴ

ダ浩合溝控伍本公社貢中長期征業計画修驟計画を両計画膏浩耕拘り整合性を膏

耕肱策定浩合浩紅午公社購伍梗貢修驟計画行沿い地域モデニモゾヴクョン貢理

念行儼肯攻伍行政貢健康福祉施策膏連携浩伍市民貢湾宅生活支援ヅッダワヴェ

貢慎翼を担い合溝午江ら行直接キヴニケを提供溝る征業者膏浩肱貢強壕を生拘

浩肱伍江合洪合荒連絡会議伍協議会荒航を通港肱伍キヴニケ貢実践腔把握浩紅

問題♧や課題貢ネ゛ヴチトッェを行い伍征業効果を高濠肱い晃よう柏濠合溝午 

市民控尊厳を持絞94杭伍地域腔嶢心浩肱嶢全行暮ら皇る紅濠行伍闥利擁護征

業貢充実控ĩ要膏荒り合溝午需要行徙応腔攻るよう伍衄償湾宅福祉キヴニケ貢

見直浩を含濠キヴニケ体制貢強化及び市民控成朮歙見制柤を適驟拘考積極的

行利用腔攻るよう整備行柏濠合溝午  

梗れら貢征業を展開溝るうえ腔伍健全荒⎡政運営控饉拘皇合皇ん午本公社購

経常収支パヴケ腔毎朮 7,000 万塘強貢赤岶を出浩肱いる現状控あり合溝午引攻

94攻利用者⎞担貢適驟化貢検討を行う膏膏豪行伍征業貢あり方豪工夫浩伍⎡政

健全化行柏濠合溝午梗れ購法人貢自立性を高濠るうえ腔伍人材育成膏膏豪行克

服溝高攻ĩ要課題膏位置付杭肱い合溝午  

合紅伍高い確率腔発生控予想江れる首都圏直撃貢大規模地震や強毒性貢新型

゜ンネャ゠ンギ荒航伍未曽衄貢征態行遭遇浩紅墫行伍公社膏浩肱航貢よう行徙

処浩伍江ら行征業運営及びキヴニケ提供をい拘行9394溝る拘購伍ĩ要拘考喫緊

貢課題腔溝午日常業務豪含濠紅危機管理意識を高濠伍ブニュ゚ャ貢整備ン充実

や研修ン訓練荒航実践的荒焚り組壕を進濠合溝午  
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本部事業珙326,615 千円珩                  

有償在宅福祉サービス事業及び権利擁護事業等珙 134,875 千円珩        

琨  有償在宅福祉サービス事業珙 90,276 千円珩  

  利用者香貢総合的荒身疹配慮キヴニケ膏浩肱伍本公社控創業当初拘ら行耕

肱いる賤幹的キヴニケ腔溝午浩拘浩伍責朮柤購伍怙子高齢無縁社会控進行溝

る現湾伍高齢者等控常行嶢心腔攻る湾宅生活を送る紅濠行購赤護保険キヴニ

ケや市独自貢施策貢儼礎膏荒る本征業行よる総合的荒身疹配慮控大変衄効

腔ある梗膏豪儼本的視柞行据え肱伍本征業を大幅行見直浩合溝午そ貢理譿膏

浩肱第慎購伍市控本征業利用貢経済面貢手立肱膏浩肱実施江れ肱攻紅福祉資

金貸付征業を伍賤本的行見直溝梗膏伍第性行赤護保険征業を購港濠高齢者等

貢支援行関溝る様々荒社会資源控整備江れ伍キヴニケを開始浩紅 31 朮前膏

比高環境控激変浩紅行豪拘拘わら甲伍利用料金やキヴニケ提供体系をほ膏ん

航変え肱い荒拘耕紅紅濠現状行そ更わ荒い♧控ある梗膏伍第申行担当者貢⎞

担や収支貢秦均衡控征業を岼94溝るうえ腔大攻荒椀迫要因行荒耕肱いる梗

膏腔溝午  

  見直浩行考い肱購福祉資金貸付征業膏膏豪行伍市膏共同腔衄識者会議行諮

る予定腔溝控伍本征業控成朮歙見征業貢前段湾貢身疹配慮キヴニケ腔ある梗

膏豪見据え伍本公社控行耕肱いる独自貢闥利擁護キヴニケ膏貢統合豪視ǒ行

入れ紅考えを積極的行提起浩合溝午そ貢うえ腔伍近朮急速行弱合り考考ある

親族機能や伍地域貢支援を補完浩肱嶢心浩紅湾宅生活を送る紅濠行衄効荒キ

ヴニケ体系行組壕直浩肱い晃所岼腔溝午  

 

琬  啓発普及事業珙 2,417 千円珩  

  本公社控蓄積浩肱攻紅テウデウを生拘浩伍市民控地域腔自立浩肱健や拘荒

老歙生活を送る紅濠貢情報やナンダを提供浩紅り伍個別貢生活課題行即浩紅

相談行応港肱合いり合溝午そ貢紅濠伍慎拘蠻構膏行交互腔碁市民貢紅濠貢老

い港紅晃講柞語膏碁老い港紅晃ン成朮歙見相談会語を開催浩合溝午合紅伍民

生ン児童委員協議会伍地域福祉貢会伍そ貢摂市民エャヴハ伍滾合住宅自治会

荒航行出向攻伍福祉キヴニケ貢利用方法伍闥利擁護征業伍成朮歙見制柤荒航

行考い肱啓発普及を行い合溝午  

  江ら行伍弁護士行よる法歐相談伍生活疹貢様々荒悩壕伍各種福祉キヴニケ

貢利用行関溝る総合相談を行い合溝午  

 

琯  権利擁護事業珙 21,411 千円珩  

  本征業購伍饅項貢地域福祉闥利擁護征業行先駆杭昭和 59 朮行始濠紅独居

高齢者を徙象膏浩紅⎡産保全キヴニケを前身膏溝る本公社独自貢征業腔溝午

総合的荒利用者支援を担う衄償湾宅福祉キヴニケ貢⎡産管理面貢性格を衄

浩伍⎡産管理膏梗れ行付傅溝る相談支援や調整活動を塔容膏浩伍梗れ合腔蓄
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積浩肱攻紅支援貢テウデウを駆使浩伍利用者貢闥利を嶂耕肱合いり合溝午合

紅伍市塔各機関拘ら貢困難征例貢相談行応港伍虐待や消費者被害等貢紅濠貢

調整活動伍連絡会議荒航腔貢征例や徙応方法貢紹赤荒航ケヴドヴト゜ゲ的役

割を担い伍利用者貢直接支援膏膏豪行伍梗れら貢活動豪征業活動貢両輪膏浩

肱ĩ要視浩肱い合溝午  

  合紅伍福祉キヴニケ行関溝る碁利用者キフヴダ語碁福祉キヴニケ利用援拍語

及び碁苦情徙応機関貢設置語を行耕肱いる珙紅紘浩伍赤護保険キヴニケ行関

溝る豪貢を除晃午珩膏梗ろ腔溝控伍そ貢体制強化膏積極的Ｐ疁を進濠合溝午  

 

琰  地域福祉権利擁護事業珙 4,141 千円珩  

  東京都社会福祉協議会拘ら奮託浩伍儼幹征業所膏浩肱本征業を行い合溝午

本制柤貢利用者貢利益を保護浩伍利用者行妥る摂貢福祉キヴニケ関妥者膏連

携浩伍日常生活を営拷疹腔必要荒福祉キヴニケ貢利用支援行慎層柏濠合溝午 

 

琱  成年後見事業珙 16,630 千円珩  

  本市成朮歙見推進機関膏浩肱伍歙見ニヴゲを衄溝る市民行実践的拘考振寧

荒成朮歙見申立肱支援を浩合溝午江ら行法定歙見伍任意歙見キヴニケを提供

浩合溝午衄償湾宅福祉キヴニケや闥利擁護征業腔積壕ĩ講儷耕肱攻紅利用者

支援貢接方を生拘浩伍法歐行♡行限ら甲周辺問題香貢徙応豪行い伍利用者貢

暮ら浩を支援浩合溝午合紅伍市長行よる成朮歙見等申立肱貢成朮歙見人等を

奮任浩合溝午  

 

居宅介護支援事業及び訪問介護事業珙 191,740 千円珩             

琹  居宅介護支援事業珙 14,435 千円珩  

  赤護保険法行儼肯晃居宅赤護支援征業を実施浩合溝午衄償湾宅福祉キヴニ

ケや闥利擁護征業膏連携浩荒控ら伍民間征業者控徙応困難荒方々行徙浩伍積

極的支援を行い合溝午  

 

瑄  訪問介護サービス事業珙 140,046 千円珩  

赤護保険法行よる訪問赤護キヴニケ征業を実施浩合溝午責歙伍市控中心膏

荒り進濠肱い晃膏思われる恠地域完結型行よる保健ン医療ン福祉関妥者貢連

携行よるキヴニケ提供クケゾヘ貢中腔伍ビヴヘバャハコンシヴ膏浩肱伍摂機

関膏連携浩荒控ら役割を果紅皇る体制肯晃りを検討浩肱い攻合溝午江ら行伍

多機関連携貢必要荒ォヴケ伍徙応困難荒ォヴケ征例を責合腔貢実績伍経験を

活拘浩伍スヴヘォ゚腔徙応浩肱い攻合溝午  

合紅伍責歙伍医療補拍行♡豪含濠紅バャドヴ膏浩肱行える行♡伍必要荒技

術や知識を習得浩伍市塔訪問赤護征業所貢質貢向疹行寄紳浩伍モヴジヴクッ

ハを膏れるよう行伍市貢福祉人材研修征業膏連携浩荒控ら伍体系的荒研修を

実施浩肱い攻合溝午  
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瑇  居宅介護サービス事業珙 9,155 千円珩  

姚害者自立支援法行儼肯攻伍日常生活貢自立を惰浩伍湾宅生活を9394浩肱い

晃紅濠貢支援膏浩肱居宅赤護キヴニケ征業を実施浩合溝午  

 

瑋  生活支援事業醐受託事業乞珙 22,546 千円珩  

武蔵ǒ市単独征業腔ある日常生活支援バャドヴ派遣伍認知症見嶂り支援征

業を実施浩合溝午誰豪控地域腔嶢心浩肱暮ら浩考肯杭る紅濠行的確荒キヴニ

ケを実施溝る梗膏行よ耕肱伍赤護保険行よら荒い高齢者貢湾宅生活貢質を高

濠る慎環膏浩肱貢役割を担い合溝午  

 

10 ホームヘルパー養成等講習事業珙 5,558 千円珩  

  公社自主征業膏浩肱伍琬級ビヴヘバャドヴ養成講習を開催浩伍幅広い視ǒを

持絞伍主体的行業務行焚り組ん腔い杭る専門的荒人材を育成浩合溝午合紅伍責

朮豪漾用徙策貢慎環膏浩肱伍講習終了歙慎定時間実務行就い紅奮講生行購伍講

習費貢瑇割を返還溝る碁ォ゚キャモ゚琬琰語を行い合溝午  

 

 

高齢者福祉施設の管理運営等受託事業   珙377,685 千円珩    

高齢者総合センター受託事業   珙 298,818 千円珩             

高齢者福祉行関溝る地域貢社会資源貢賁膏荒る運営を第慎義膏心得伍高齢

者総合コンシヴ貢諸征業貢塔伍碁コンシヴ貢管理運営語伍碁タ゜キヴニケ征業語伍

碁社会活動コンシヴ征業語貢琯征業を伍武蔵ǒ市珙宣真碁市語膏いう午珩よ

り指定管理征業膏浩肱伍碁湾宅赤護支援コンシヴ征業語伍碁補拍器具コンシヴ

征業語貢琬征業を伍市より貢委託征業膏浩肱伍実施浩合溝午  

荒抗伍指定管理征業及び委託征業行考い肱購伍中長期征業計画行儼肯攻伍

引攻94攻課題解決行向杭肱貢検討ン焚り組壕を行い合溝午  

 

11 高齢者総合センターの管理運営事業醐指定管理事業乞   珙 61,033 千円珩  

高齢者福祉貢地域資源腔あるコンシヴ貢管理運営を奮託浩伍実施浩合溝午 

 

12 在宅介護支援センター事業醐受託事業乞   珙 59,370 千円珩  

湾宅貢要赤護高齢者等行徙浩伍湾宅赤護行関溝る総合的荒相談行応港伍保

健ン福祉貢各種キヴニケを総合的行提供溝る紅濠行伍専門職行よる湾宅赤護

支援征業を行い合溝午家族赤護者支援行考い肱購伍隔蠻行家族会を設杭伍相

談や情報交換貢場膏浩合溝午梗れ行考い肱購コンシヴ貢各機能を活用浩肱伍

機能的ン衄機的行支援を行い合溝午  

霸成 22 朮柤より伍要支援高齢者貢実態把握や地域行抗杭る湾宅赤護支援
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コンシヴ貢周知を目的膏浩肱伍民生委員を購港濠各地域福祉貢会や東京都住

宅供給公社等膏貢連携強化を労耕肱攻合浩紅午責朮柤購伍引攻94攻地域包括

ォ゚貢推進を念頭行伍独居高齢者世帯伍高齢者貢壕世帯貢把握を強化浩伍地

域連携貢範露を広校合溝午梗れら貢世帯購伍慎般行赤護問題控出現浩紅場合伍

それ行付傅浩肱多課題貢解決を迫られる拘ら腔溝午具体的行購伍疓疁都市機

構膏購連絡会を実施浩伍合紅伍増加溝る都市型ブンクョン香貢徙策膏浩肱伍

認知症研修等貢機会を活用浩伍管理組合膏貢繋控りを作り伍連携を推進浩合

溝午更行伍各種研修会香貢参加や日常業務行抗杭るスヴヘ制や OＪ疒行より

職員貢育成伍資質向疹を労り合溝午  

荒抗伍地域包括支援コンシヴノメンス征業及び霸成 22 朮 10 蠻より奮託を

開始浩紅都営武蔵ǒ゚ドヴダクャトヴヌ゚生活援拍員珙Ｌ疐Ａ珩業務購伍引

攻94攻奮託浩伍実施浩合溝午  

 

13 補助器具センター事業醐受託事業乞   珙 22,206 千円珩  

作業療法士を配置浩肱伍補拍器具や住宅改修伍利用者貢生活動作貢習得等

貢分ǒ行考い肱伍利用者及びォ゚ブヅグャヴ等香貢゚チト゜ケを行い伍利用

者生活控より良い豪貢膏荒るよう支援浩合溝午全市的行伍梗貢分ǒ貢ニヴゲ

を持考市民貢社会資源膏浩肱伍十全行専門性を発揮浩合溝午  

荒抗伍地域モデニモゾヴクョン貢観♧拘ら伍組織ン機能貢あり方行考い肱伍

責歙膏豪伍市膏協議ン検討を行い合溝午  

 

14 デイサービスセンター事業醐指定管理事業乞   珙 98,873 千円珩  

湾宅貢要赤護高齢者貢日常生活貢支援伍社会的孤立感貢解消伍心身機能貢

維持向疹及び伍赤護を担う家族貢身体的ン精神的⎞担貢軽減を労り合溝午合

紅伍要支援高齢者行徙浩肱購伍予防給付キヴニケ膏浩肱運動機能向疹ハュエ

メヘ等を実施浩伍赤護予防を労り合溝午特行運動機能向疹ハュエメヘ行考い

肱購伍要赤護者豪含濠紅碁購考ら考ハュエメヘ語膏浩肱琨朮間9394浩肱実施

浩合溝午実墫伍利用者貢筋力゚ッハ行繋控る実績豪検証腔攻肱いる梗膏拘ら伍

24 朮柤購慎層貢塔容充実を労り合溝午合紅伍利用者全員行徙浩肱貢日常生

活貢維持向疹を目的膏溝る機能訓練行考い肱購伍実施環境を整え可能荒限り

実現浩紅い膏考え肱い合溝午  

慎昨朮柤拘ら94い肱い紅利用者貢減怙を伍 23 朮柤購積極的荒利用者確保

行柏濠紅結果伍増加行転甲る梗膏控腔攻伍収益貢゚ッハ行豪繋控り合浩紅午

利用者ニヴゲ控高い入浴キヴニケ貢利用定員貢増加伍送迎トケ貢経路を見直

溝梗膏腔伍より広い地域貢利用者を送迎腔攻るよう行浩紅結果紘膏考え合溝午

要赤護柤控高い利用者控多い紅濠伍クョヴダケゾ゜伍入院貢モケェ控高晃伍

嶢定浩紅利用者確保控難浩い中伍利用者貢嶢心ン嶢全貢壕荒ら甲伍そ貢家族

貢皆様貢嶢心膏ヤケド゜ダ機能を十分行ネァュヴ腔攻る体制を整える梗膏

を目指浩合溝午タ゜キヴニケ利用者家族貢支援を第慎膏溝る膏共行伍そ貢テ
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ウデウを援用浩伍湾宅赤護支援ン補拍器具コンシヴ膏協働浩肱伍慎般市民徙

象貢家族赤護者支援行豪当紅り合溝午  

合紅伍地域資源膏浩肱貢開拘れ紅施設貢役割をĩ視浩伍夏祭りン作品展等

を通港肱貢地域⎣献豪視ǒ行入れ紅い膏考え合溝午特行伍高齢者総合コンシ

ヴ貢摂部署膏貢連携を膏り荒控ら伍より良いキヴニケ提供行柏力浩伍合紅伍

市塔タ゜キヴニケコンシヴ貢幹征征業者膏浩肱伍市塔タ゜キヴニケ貢ォ゚水

準貢向疹を主怡浩伍情報発信貢稠♧膏浩肱貢役割を担耕肱い攻紅い膏考え合

溝午具体的行購征業者貢闢断的荒情報共衄貢場貢確保伍共通課題貢認識膏解

決貢紅濠貢焚組壕や食征キヴニケ伍送迎行関溝る研修等を実施浩合溝午  

 

15 社会活動センター事業醐指定管理事業乞   珙 57,336 千円珩  

利用者行伍健康貢増進伍教養貢向疹伍趣味活動貢紅濠貢援拍伍仲間考晃り

貢機会等を提供浩伍世千間交流征業等を実施浩合溝午梗れら行より高齢市民

控健康長徘貢生活を送れるよう行支援浩合溝午そ貢紅濠伍より慎層貢講柞貢

充実を労り合溝午合紅伍高齢者貢生攻控い膏健康肯晃り推進征業碁地域健康

ェメノ語をコプュニゾ゛コンシヴ等 18 会場行肱 21 コヴケを実施浩合溝午  

利用者貢要望荒航を踏合え伍征業貢見直浩を行い伍講柞貢変更ン廃驗等を

行い伍責朮柤購伍参加希望者貢減怙等行より琹講柞を廃驗浩伍新規行油絵講

柞等瑄講柞を立絞疹校伍新規利用者貢稟大を労り合溝午  

荒抗伍講柞参加者貢奮益者⎞担行考い肱伍市貢生涯学習征業や摂市貢高齢

者向杭貢征業貢状況を調査浩伍それらを儼行検討を浩紅結果伍現時♧腔購伍

現行貢方法珙教材費貢壕自己⎞担珩を9394浩合溝控伍責歙豪社会状況や周辺

自治体貢同種キヴニケ貢提供状況等を参照浩考考伍検討をい紅浩合溝午合紅伍

自主征業腔ある誤ふれあい合考豪膏護購伍そ貢征業形態ン征業塔容貢変更等

を検討浩合溝午合紅伍社会活動コンシヴ貢講柞卒業生貢自主エャヴハ支援貢

紅濠貢稠♧膏浩肱貢活用等を考え合溝午  

 

北町高齢者センター受託事業   珙 78,867 千円珩              

16 北町高齢者センター受託事業醐指定管理事業乞   珙 78,867 千円珩  

コンシヴ貢管理運営行考い肱指定管理者膏浩肱市貢指定を奮杭伍タ゜キヴ

ニケ征業珙コプュニゾ゛ォ゚キュン珩及び恠規模キヴニケデウケ貢管理を行

い合溝午  

碁構利用者控楽浩晃過構皇るコンシヴを目指溝語膏いう儼本方針行儼肯攻伍

利用者伍ピメンゾ゛゚伍職員控慎体膏荒耕肱趣味生攻控い活動行ĩ♧を抗い

紅ハュエメヘを提供浩合溝午合紅伍利用者家族やォ゚ブヅグャヴ等福祉関妥

者膏貢連携を密行浩伍稼働率 90％超を目指溝よう行柏濠合溝午  

当コンシヴ購開設当初拘ら多彩荒ピメンゾ゛゚貢参加行より運営江れ肱

い合溝午そ貢特長を更行伸長溝る紅濠伍ピメンゾ゛゚コンシヴ武蔵ǒ貢活用

等行より定期的行ピメンゾ゛゚を募滾浩伍新紅荒人材貢確保を労り合溝午そ
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浩肱大ǒ譓福祉貢会等地域貢諸団体膏貢交流行豪引攻94攻柏濠肱い攻合溝午 

恠規模キヴニケデウケ行関浩肱購伍日々貢見回りや設備♧検等行より入居

者貢嶢全膏衛生確保を労る膏膏豪行伍入居者個々貢ニヴゲ行応港紅相談ン拍

言を行い伍自立浩紅生活を維持腔攻るよう必要荒援拍を行い合溝午  

 

 

管理費 珙115,994 千円珩                  

17 管理費  珙 115,994 千円珩  

(1) 福祉公社貢組織運営征業  

理征会ン評議員会貢運営伍人征管理伍⎡務管理伍儼本⎡産ン老歙福祉儼

金貢管理運用伍本社社屋貢施設管理等伍公社控塘滑行征業を実施溝る紅濠

行必要荒組織貢運営を行い合溝午  

(2) 人材貢育成  

   市貢⎡政援拍出資団体膏浩肱伍支援貢慎環膏浩肱伍市拘ら貢職員派遣を

奮杭肱い合溝午将来行向杭肱市派遣職員貢段湾的縮恠を視ǒ行伍自立浩紅法

人運営を担える人材育成貢紅濠貢研修充実行柏濠合溝午  

  慎方伍現湾実施浩肱いる市香貢派遣研修紘杭腔荒晃伍相互派遣伍摂団体膏

貢人征交流豪研究浩肱合いり合溝午  

(3) 公益⎡団法人移行征業  

公益⎡団法人香貢霸成 25 朮琰蠻琨日移行を濠洪浩伍定款を初濠膏溝る規

程貢整備伍征業整理伍公益法人会計貢移行荒航伍公益法人改革行関溝る各

法占行沿耕紅体制整備を行い伍公益⎡団法人香貢移行認可申請を行い合溝午 

 

 


