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事 業 計 逸 

 

ェ 霸成 26 朮度運営方針  

本朮度購伍市の健康福祉総合計逸の見直浩伍市の第五期長期計逸ン調整計

逸の策定開始控予定江れ肱い合溝控伍福祉公社購伍梗れ合腔行儷耕紅経験と

信頼を儼行伍国や地方自治体の施策紘杭腔購在宅生活の9394控難浩い高齢者

等行徙浩肱伍時千や制度の変革を踏合え紅サヴビス提供を行耕肱い晃役割を

担耕肱合いり合溝午  

有償在宅福祉サヴビスと権利擁護事業を再構築浩紅新事業行考い肱購伍霸

成 27 朮度拘らの実施を目指浩伍稿の詳細を決定浩運営体制を整備浩肱合い

り合溝午合紅伍周知活動等新紅荒事業香のスムヴス荒移行を目指溝焚り組壕

を行耕肱合いり合溝午  

本朮琬蠻行購伍武蔵ǒ市財政援助出資団体の見直浩行関溝る儼本方針控出

江れ伍琹考の儼本原則行儼肯攻伍指定管理の担い手の選択伍各事業の必要性

や組織のあり方荒航の検討を〕濠る梗とと荒り合浩紅午福祉公社控指定管理

を受託浩肱いる高齢者総合センタヴ及び疲﨤高齢者センタヴ行考い肱購伍梗

れ合腔の成果行秤え伍効率的荒運営体制を整備溝る梗と腔伍受託9394を目指

浩肱合いり合溝午  

合紅伍本朮度購伍中長期事業計逸の最終朮度腔ある梗と拘ら伍事業計逸の

実施状況を検証溝るとと豪行伍有償在宅福祉サヴビス宣外の事業行考い肱豪

必要行応港肱見直浩を行い伍梗れを儼行来朮度より焚り組拷第琬期中長期事

業計逸を作成浩肱合いり合溝午  

荒抗伍昨朮度拘ら検討を行耕肱いる社屋購入行考い肱購伍本朮度莨い時期

腔の購入を目指浩伍嶢定的荒事務所の確保を図り合溝午  

本朮度購伍真ヒの琬項目をĩ点項目と鼠置肯杭伍精力的行焚り組ん腔合い

り合溝午  

 

 (ĩ点項目 ) 

琨  中長期事業計逸及び財政健全泌計逸の策定  

琬  有償在宅福祉サヴビスと権利擁護事業の事業変更及び体制整備  

 

 

公益財団法人武蔵ǒ市福祉公社     

理事長  長  澤  博  暁     
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エ 本部事業珙289,885 千円珩                

 

●有償在宅福祉サヴビス事業及び権利擁護事業等珙 121,574 千円珩  

       

琨  有償在宅福祉サヴビス事業珙 66,392 千円珩  

本公社腔購創立当初拘ら伍有償在宅福祉サヴビスと浩肱儼本サヴビスと伍

家事援助等の個別サヴビスを提供浩伍独居の高齢者を含拷利用者の嶢心を包

括的行支援浩肱攻合浩紅午  

浩拘浩荒控ら伍碁武蔵ǒ市福祉資金貸付制度見直浩検討委員会報告書語行

あると抗り伍一部のサヴビスの必要性購僧真浩肱い合溝午一方腔伍高齢者の

単身世帯の増秤行よる家族機能の僧真伍㌙知症高齢者の増秤行伴い伍金銭管

理伍財産保管を担う権利擁護事業の需要の増大控予想江れ合溝午  

責朮度購伍昨朮度行引攻94攻伍有償在宅福祉サヴビスの見直浩を〕濠伍責

後豪嶢心浩肱地域腔在宅生活を送耕肱い紅紘杭るよう伍新事業体制の決定伍

運営体制の整備及び広報を行い合溝午合紅伍有償在宅福祉サヴビス事業拘ら

新事業香の移行行考い肱購伍利用者行構嶢心い紅紘杭るよう十薙荒期間を設

杭伍構理解をい紅紘い紅疹腔伍段湾的行行耕肱合いり合溝午  

 

琬  啓発普及事業珙 1,767 千円珩  

毎蠻開催の碁市民の紅濠の老い港紅晃講柞語購伍い洪という時の備え伍老

い控〕行溝る前の準備等の碁儼礎講柞語と伍遺言ン成朮後見制度を主と溝る

碁専門講柞語を組壕合わ皇肱開催浩合溝午合紅伍市民拘らの要請行よる碁出

張講柞語行豪積極的行焚り組壕伍遺言ン財産ン相94等行関溝る相談を積極的

行受杭る等伍情報提供や相談事業行より伍市民控地域腔自立浩肱健や拘荒老

後生活を送る紅濠の支援を行耕肱合いり合溝午  

合紅伍高齢市民の壕荒ら甲伍親の介護行備えるハヤ介護市民行向杭肱豪積

極的行啓発普及を行耕肱合いり合溝午  

責朮度購伍没後の希望を伝え肱い晃梗と腔伍構本人の嶢心感を高濠伍家族

の⎞担を軽減腔攻るよう碁゠ンデ゛ンエテヴダの書攻方語講柞を開催浩伍老

い港紅晃の支援行焚り組壕合溝午  

合紅伍高齢者と関わりのある事業所香の碁権利擁護語碁成朮後見制度語の

啓発行焚り組壕合溝午  

荒抗伍碁老い港紅晃ン成朮後見相談会語購地域包括支援センタヴと協働浩

肱〕濠肱い晃ほ拘伍弁護士行よる法歐相談伍生活疹の様々荒悩壕伍各種福祉

サヴビスの利用行関溝る総合相談を行い合溝午  

 

琯  権利擁護事業珙 22,253 千円珩  

本事業購伍総合的荒利用者支援を担う有償在宅福祉サヴビスの財産管理面
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の性格を有浩伍財産管理と梗れ行付傅溝る相談支援や調整活動を塔容と浩肱

い合溝午  

昨朮度の碁武蔵ǒ市福祉資金貸付制度見直浩検討委員会語の報告書の碁有

償在宅福祉サヴビス購廃驗浩権利擁護事業を中心と浩紅事業展開と溝高攻語

との提言を儼行伍霸成 27 朮度拘ら新紅荒事業展開を行う紅濠の準備期間と

浩肱伍有償在宅福祉サヴビスと併皇伍新事業体系の決定伍運営体制の整備及

び広報等を行い合溝午  

新紅荒権利擁護事業の体制整備と浩肱伍身疹配慮と財産管理拘ら荒る利用

者支援の責任者腔あり利用者の支援計逸を策定溝る専門員香の研修伍利用者

を定期的行訪問浩福祉サヴビスの利用手94攻や貯金の出納をサフヴダ溝る

生活支援員の養成を行い合溝午  

昨朮度拘ら伍支援計逸行儼肯攻生活保護費等の分入管理伍経費の支払いの

千行伍金銭管理支援等行係る相談徙応を行う碁生活保護受給者金銭管理支援

業務語を武蔵ǒ市より受託浩肱い合溝午昨朮度袰より支援徙象者数の稟大を

〕濠肱抗り伍本朮度豪伍心身の疾患や障害等様々荒事情行より伍生活保護費

等の金銭を適謎行管理溝る梗と控難浩晃生活行支障を攻紅浩肱いる生活保

護受給者控伍嶢定浩紅社会生活を営濠るよう支援を行耕肱合いり合溝午  

   

琰  地域福祉権利擁護事業珙 4,206 千円珩  

本事業購伍東京都社会福祉協議会拘らの受託事業腔あり伍利用料控僧受行

設定江れ肱抗り伍幅広い市民の利用控可能荒梗と拘ら伍現在見直浩を〕濠肱い

る新事業体系の中核と溝る方向腔検討を〕濠肱合いり合溝午  

 

琱  成朮後見事業珙 26,956 千円珩  

武蔵ǒ市の成朮後見推〕機関と浩肱伍後見ッヴゲを有溝る市民行徙浩伍成

朮後見申浩立肱の支援を行い合溝午合紅伍在宅介護支援センタヴ伍地域包括

支援センタヴ伍居宅介護支援事業所等の関係機関と連携浩肱伍成朮後見制度

の推〕行柏濠合溝午  

江ら行法人と浩肱成朮後見人等及び任意後見受任者行任港合溝午梗れ合腔

積壕ĩ講肱攻紅利用者支援の方法を生拘浩伍法歐行♡の千理事務の壕荒ら甲伍

広晃利用者の暮ら浩を支援浩合溝午江ら行伍市長行よる成朮後見申立肱の成

朮後見人等を受任浩合溝午  

市民後見人育成行考攻合浩肱購伍稿の主体控東京都拘ら市彦﨤襁行移行江

れる紅濠伍東京都社会福祉協議会疲疲ノュッェ所属の社会福祉協議会と共同

浩肱碁後見人等候補者養成事業語を開催い紅浩合溝午合紅伍昨朮同様伍修了

者行徙溝るネァュヴ゚ッハ研修を実施浩伍社会⎣献型後見人の育成行焚り組

ん腔い晃と伴行伍後見ê督業務行抗い肱豪伍社会⎣献型後見人香のトッェ゚

ッハ体制の強泌行柏濠合溝午  
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●居宅介護支援事業及び訪問介護事業珙 168,311 千円珩          

 

琹  居宅介護支援事業珙 16,893 千円珩  

介護保険法行儼肯晃居宅介護支援事業を実施浩合溝午多晃の課主を持耕紅

方豪積極的行受杭入れ伍多機関連携控必要荒場合豪公社控調整機能を果紅溝

梗と行より伍自立浩紅生活控送れるよう支援浩合溝午合紅伍介護保険制度行

抗杭る体制秤算エを維持浩伍分入の嶢定を図り合溝午  

武蔵ǒ市居宅介護支援事業所連絡協議会の幹事と浩肱伍武蔵 ǒ市腔事業

展開を行う指定居 宅介護支援事業者 間の連携ン相互補 完を図り伍情報 の

共有伍及びサヴビ スの質の向疹等行 焚り組壕合溝 午  

 

瑄  訪問介護サヴビス事業珙 116,868 千円珩  

介護保険法行儼肯晃訪問介護サヴビス事業を実施浩合溝午  

現在伍体制整備控〕濠られ肱いる地域包括ォ゚の観点拘ら豪伍多機関ン多

職種連携を伍〕濠肱合いり合溝午  

̈録ヘルパヴンネヤッェスヘルパヴと伴行チヴムォ゚を推〕浩伍ォ゚塔容

の標準泌等行より伍嶢心腔適謎荒サヴビスを提供腔攻るよう柏濠合溝午合紅伍

身体介護のッヴゲ行応えられるよう行ヘルパヴのスキル゚ッハ行柏濠ると

と豪行伍市塔の訪問介護事業所のサヴビスの質の向疹行焚り組拷紅濠伍高齢

者障害者諸施策伍介護技術伍膝療補助ォ゚伍倫理ン法占遵嶂等の研修を実施

浩考考伍各事業所職員控参秤浩や溝い研修体系行考い肱豪検討浩肱合いり合

溝午  

   荒抗伍サヴビスの質を維持浩考考豪伍人員配置の見直浩伍業務の効率泌荒

航行より伍分支改善を目指浩合溝午  

 

瑇  居宅介護サヴビス事業珙 13,102 千円珩  

障害者総合支援法行儼肯攻伍障害のある方控伍地域社会行抗い肱嶢心浩肱

在宅生活を9394浩肱い杭るよう伍身体介護伍家事援助伍通院等の介助を行う

とと豪行伍関係諸機関と連携を焚り荒控ら支援浩肱合いり合溝午  

 

瑋  生活支援事業醐受託事業乞珙 16,347 千円珩  

武蔵ǒ市単独事業腔ある生活支援ヘルパヴ派遣伍㌙知症高齢者見嶂り支援

ヘルパヴ派遣事業を実施浩合溝午地域腔嶢心浩肱創壕94杭られる紅濠行的確

荒支援を行う梗と腔伍介護保険行よら荒い高齢者の在宅生活の質を高濠る一

環と浩肱の役割を担い合溝午  

荒抗伍碁生活支援ヘルパヴ派遣語購介護保険事業香の移行等控〕ん紘梗と

行より伍派遣の実績控減怙浩肱抗り伍責後豪利用者の増秤購望壕行晃い状況

腔溝午一方腔伍霸成 27 朮度の介護保険法改驟行抗い肱購伍要支援 1ン2 の徙

象者行考い肱伍訪問介護と通所介護購伍介護保険本体の給付拘ら外れ伍保険
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者行よる総合事業香移行溝る梗と控想定江れ肱いる梗と拘ら伍新紅荒事業展

開行考い肱市と共行検討浩肱合いり合溝午  

 

10 ホヴムヘルパヴ養成等講習事業珙 5,101 千円珩  

碁介護職員初任者研修語を実施浩合溝午専門知識の壕荒ら甲伍幅広い視ǒ

を持絞伍主体的行焚り組ん腔い杭る専門的荒人材を育成浩伍高齢者を地域腔

支え肱い晃体制の整備行焚り組ん腔い攻合溝午  

梗の研修受講者の支援の紅濠伍責朮豪伍講習終了後一定時間実務行就い紅

受講生行購伍講習費の瑇割を返還溝る碁ォ゚キホモ゚琬琹語を行い合溝午  

合紅伍㌙知症高齢者見嶂り支援事業を担うヘルパヴの養成及びネァュヴ゚

ッハの紅濠の研修豪引攻94攻実施浩合溝午  

 

ォ 高齢者福祉施設の管理運営等受託事業珙 373,393 千円珩    

 

●  高齢者総合センタヴ受託事業珙 295,544 千円珩            

高齢者総合センタヴ購伍高齢者福祉行関溝る市の社会資源の鉱と考腔溝午

元気高齢者拘ら要介護高齢者合腔様々荒利用者像行徙応浩紅事業を伍市の健

康福祉総合計逸 2012 の理念行沿耕肱運営浩合溝午  

高齢者総合センタヴの諸事業の塔伍碁センタヴの管理運営語伍碁デイサヴビ

ス事業語伍碁社会活動センタヴ事業語の申事業を市の指定管理事業と浩肱伍碁在

宅介護支援センタヴ事業語伍碁補助器具センタヴ事業語の性事業を市拘らの受

託事業と浩肱実施浩合溝午  

 

11 高齢者総合センタヴの管理運営事業醐指定管理事業乞珙 59,945 千円珩 

地域の社会資源腔ある高齢者総合センタヴの管理運営を十全行行い伍利用

者の利便を図り合溝午  

 

12 在宅介護支援センタヴ事業醐受託事業乞珙 57,159 千円珩  

在宅の要介護高齢者等行徙浩伍在宅介護行関溝る総合的荒相談行応港伍保

健ン福祉の各種サヴビスを総合的行提供溝る紅濠行伍専門職行よる在宅介護

支援事業を行い合溝午  

特行本在宅介護支援センタヴの担当地域購伍市の高齢者人口の琰薙の一を

擁浩伍大規模荒集合創宅控林立浩肱いる梗と拘ら伍独居高齢者等の把握や峺

立防驗の焚組壕伍地域ッヴゲの把握行柏濠合溝午  

昨朮度伍初濠肱開催浩紅地域ヅッダワヴェ会議購伍行政担当者や地域の援

助者腔ある多晃の市民の皆様行参集い紅紘攻合浩紅控伍責朮度購伍稿れを受

杭伍地域包括ォ゚や市控標榜溝る地域モデビモゾヴクョンとの関連をĩ視浩

肱伍市との連携を図り考考焚組壕合溝午  
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家族介護者支援行考い肱購伍現行の碁壕航りの輪語を9394浩伍介護者家族

やハヤ家族介護者行相談や情報交換の場を提供浩伍介護技法の指怡の壕荒ら

甲心理的支援の点腔豪力を注昂合溝午合紅伍デイサヴビスセンタヴ荒航他部

署の各機能を活用浩肱支援浩合溝午  

地域包括支援センタヴノメンチ事業を受託浩伍高齢者虐待伍権利擁護伍困

難事例等香の徙応を伍地域事情行通港紅機動性を宣肱伍地域包括支援センタ

ヴと協働浩肱行い合溝午合紅伍都営第琯武蔵ǒ゚パヴダクルトヴヌ゚生活援

助員珙ＬＳＡ珩業務を行うとと豪行伍クルトヴヌ゚清岳苑香の〔琨回の出張

業務を実施浩合溝午  

宣疹の各事業を伍円滑行且考要請江れるサヴビス水準を維持浩肱実施溝る

紅濠伍日常業務行抗杭るチヴム制やＯＪＴ伍各種研修会香の参秤荒航伍様々

荒手段行より職員の育成や資質の向疹を図り合溝午  

 

13 補助器具センタヴ事業醐受託事業乞珙 22,649 千円珩  

経験豊富荒作業療法士控伍福祉用具の選定ン使用伍創宅改修の実施伍秤齢

等行より日常生活行支障のある市民の生活動作の習得等行考い肱伍ッヴゲの

ある市民や稿の家族伍ォ゚ブヅグホヴ等行゚チトイス浩支援浩合溝午  

梗の薙ǒの全市的荒社会資源と浩肱の専門性を発揮浩伍民間事業者やォ゚

ブヅグホヴの実務能力向疹を図り合溝午  

合紅伍スヌヴチセメヌヴ珙言語療法珩やコンチヅンス珙排泄排尿管理珩等

の専門相談をより広晃展開浩伍市塔の専門職と連携浩肱伍利用者福祉の増〕

行寄紳浩合溝午  

 

14 デイサヴビスセンタヴ事業醐指定管理事業乞珙 99,246 千円珩  

介護保険行よるデイサヴビス事業を実施浩合溝午  

多課主を持考構利用者控多い中腔伍日常生活疹の必要荒抗世話を儼本行伍

個別機能訓練ン運動器機能向疹ハュエメムと入浴サヴビス行ĩ点を置い肱伍

サヴビスを提供い紅浩合溝午経験豊富荒介護福祉士や看護師伍保健師控稿れ

糠れ行専門性を発揮浩伍役割薙担浩肱徙応い紅浩合溝午  

体操系のハュエメム郊拘り腔購荒晃伍園芸ハュエメムや映逸を楽浩拷会荒

航情緒面拘ら豪働攻拘杭伍構利用者の心身機能を維持向疹江皇伍社会的峺立

感を解消浩伍可能荒限り自立浩紅在宅生活を営拷梗と控腔攻るよう行支援浩

合溝午合紅伍併皇肱介護を担う構家族の身体的ン精神的⎞担の軽減伍ヤスパ

イダの確保を図り合溝午  

構利用者の要介護度や心身状況等の点拘ら購伍クョヴダスゾイの利用や入

院のモスェ控高晃伍嶢定浩紅通所者確保控難浩い面控あり合溝控伍ォ゚ブヅ

グホヴとの連携等を密行浩伍サヴビスの特長や実績を゚ヌヴル浩肱高い稼働

率を疹校る梗とを目指浩合溝午  

江ら行伍高齢者総合センタヴ腔事業展開浩肱いる利点を生拘浩伍社会活動
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センタヴとの行事の共催伍受講者行よるピメンゾ゛゚活動等の受杭入れ伍在

宅介護支援センタヴン補助器具センタヴと協働浩肱家族介護者支援行豪当紅

り合溝午  

近隣の袤就学児をセンタヴ控催溝峽節行事行招攻伍稿の保護者等と交流浩

肱伍地域行開拘れ紅伍親浩壕や溝いデイサヴビスセンタヴを目指浩合溝午梗

れ行より創民の福祉ブインチを醸成浩肱伍ピメンゾ゛゚等の育成伍活動行結

び付杭紅いと考え合溝午荒抗伍ピメンゾ゛゚受杭入れ行考い肱購伍ピメンゾ

゛゚センタヴ武蔵ǒ香の協力や地域創民香の広報伍社会活動センタヴ受講生

香の働攻拘杭荒航伍様々行徙応浩合溝午  

市塔デイサヴビスセンタヴの幹事事業者と浩肱伍市塔の事業者のォ゚水準

の向疹を主怡浩伍情報発信の稠点と浩肱の役割を担い伍相互交流伍情報交換

と自主勉強会を定期的行実施浩合溝午  

本朮度購伍市より高齢者等緊急通所ペデル事業を受託浩肱伍緊急一時保護

や一時的荒居場所を必要と溝る高齢者の受杭入れを行い合溝午  

 

15 社会活動センタヴ事業醐指定管理事業乞珙 56,545 千円珩  

市の指定管理者と浩肱伍受講生の健康増〕伍教養ン趣味活動の深泌伍仲間

作り等の紅濠行教養ン芸術ン体操等行関溝る様々荒講柞を運営浩伍受講生の

自発的荒組織腔ある自主エルヴハ香の支援を9394浩肱行い合溝午  

梗れらの事業実施行よ耕肱伍健康福祉総合計逸 2012 のĩ点的焚組壕腔あ

る碁健康肯晃りと介護予防語の理念行沿耕肱伍受講者控い攻い攻と浩紅健康

長徘の生活を送る梗と控腔攻るよう行柏濠合溝午  

合紅伍核家族泌控〕行溝る現在伍恠学生と高齢者との考荒控りを考拷更世

千間交流事業等を実施浩合溝午  

高齢者の生攻控いと健康作りの紅濠行伍碁地域健康ェメノ語を各コプュッ

ゾ゛協議会と協働浩伍コプュッゾ゛センタヴ等 18 会場腔 21 コヴス実施浩合

溝午同ェメノ購霸成元朮の開始宣来責朮腔 25 朮控経過浩伍延高受講者購朮

間 3 万人を数え合溝午介護予防や地域コプュッゾ゛香の参秤伍仲間作り等の

効果をあ校肱いる一方伍受講者の霸均朮齢購 78 歳と高齢泌浩肱い合溝の腔伍

稿の心身状況行相応溝る講柞ベッュヴ等を工夫浩肱伍事故無晃満足度の高い

運営行柏濠合溝午  

社会活動センタヴの受講者購主行健康腔自立浩紅市民生活を送る方々腔

溝控伍責後購様々荒身体状況の受講者香の徙応控必要腔溝午責朮度豪伍昨朮

度同様行伍デイサヴビスピメンゾ゛゚の協力を得肱伍支援を必要と溝る受講

者を援助溝るピメンゾ゛゚を伍育成浩肱合いり合溝午  

センタヴ購福祉資源と浩肱碁地域腔支え合う福祉の合絞肯晃り語の一端を

担耕肱い合溝午地域腔福祉活動行携わ耕肱いる市民や福祉団体と連携浩肱伍

梗れ行徙応い紅浩合溝午合紅伍ふれあい文泌祭腔の地域交流コヴヂヴの設置伍

コプュッゾイカネゟの開催荒航行焚組壕伍受講者控地域福祉活動の担い手と
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荒るよう荒動機付杭や呼び拘杭を9394い紅浩合溝午  

荒抗伍自主事業腔ある誤ふれあい合考豪と護購伍責朮度豪稿の事業形態ン

事業塔容の変更等の検討を9394浩肱行い合溝午  

 

●  疲﨤高齢者センタヴ受託事業珙 77,849 千円珩  

             

16 疲﨤高齢者センタヴ受託事業醐指定管理事業乞珙 77,849 千円珩  

センタヴ開設宣来 26 朮の朮蠻を経肱伍経朮行よる施設の秦具合控目立耕

肱い合溝午構利用者行秦便の無いよう行伍市と豪協議浩考考伍施設の管理運

営行柏濠合溝午  

デイサヴビス珙コプュッゾ゛ォ゚サュン珩の構利用者購要介護度の軽度ン

中度を主と浩肱ĩ度合腔様々腔溝午センタヴの設立趣莉碁世千を超え紅交流

の場ンコプュッゾ゛ォ゚サュン語行則り伍構利用者とピメンゾ゛゚伍職員伍

構利用者同士の人的交流行よ耕肱伍構利用者を心理的荒面拘ら豪支援浩肱合

いり合溝午合紅伍構利用者の趣味活動や生攻控い行ĩ点を抗い紅ハュエメム

を提供浩肱伍構利用者控楽浩晃過構皇るセンタヴ珙センタヴ儼本方針珩運営

を心掛杭合溝午合紅伍広報を充実江皇る荒航行より伍高い稼働率の維持を目

指浩合溝午  

デイサヴビス事業行と耕肱伍地域創民ピメンゾ゛゚の存在購秦可欠の財産

腔溝午事業遂行の各場面腔のピメンゾ゛゚行よる支援伍利用者ハュエメム香

の参逸等購設立宣来の伝統腔あり伍梗れを責後豪維持発展江皇合溝午稿の紅

濠行定期的行ピメンゾ゛゚を募集浩伍新紅荒人材の確保を図り伍稿の育成行

柏濠合溝午  

荒抗伍土曜日のサヴビス提供時間の延長行考い肱購伍構利用者家族を徙象

と浩紅゚ンォヴダ結果を儼行伍利用者ッヴゲやサヴビス提供体制を総合的行

考察浩伍市と協議浩荒控ら検討を〕濠合溝午  

本朮度購伍市より高齢者等緊急通所ペデル事業を受託浩肱伍緊急一時保護

や一時的荒居場所を必要と溝る高齢者の受杭入れを行い伍機動的行構利用者

を支援浩肱合いり合溝午  

恠規模サヴビスデゞス事業行抗い肱購伍職員やメイネキヴパヴ行よる日々

の見回りや設備点検伍入居者個々のッヴゲ行応港紅的確荒相談援助伍コプュ

ッゾ゛ォ゚サュン香のい洪荒い等行より入居者の健や拘腔嶢心感のある自

立浩紅日常生活を支援浩合溝午  

 

オ 管理費珙103,271 千円珩                 

 

17 管理費珙 103,271 千円珩  

(1) 福祉公社の組織運営事業  
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理事会ン評議員会の運営伍人事管理伍財務管理伍儼本財産ン老後福祉儼

金の管理運用伍本社社屋の施設管理等伍公社控円滑行事業を実施溝る紅濠

行必要荒組織の運営を行い合溝午  

 

(2)中長期事業計逸及び財政健全泌計逸の策定  

昨朮度より財政健全泌計逸の策定行焚り組ん腔合いり合浩紅控伍公社の

主要事業腔ある有償在宅福祉サヴビス事業と権利擁護事業の改廃の検討控

江れ肱い紅梗と拘ら伍策定行購至ら荒拘耕紅午本朮度購伍中長期事業計逸

の最終朮腔ある梗と拘ら伍計逸の実施状況を検証浩伍梗れを儼行来朮度よ

り焚り組拷第琬期中長期事業計逸を策定溝るとと豪行伍サヴビス提供の効

率泌と合理泌伍経費の削減荒航を計逸的行〕濠る紅濠伍財政健全泌計逸を

策定い紅浩合溝午  

 

(3) 人材の育成  

昨朮度購伍朮蝿序列行よら甲能力とやる気のある職員の̈用を目的行伍

主任及び課長補双香の昇任試験制度を制定浩合浩紅午本朮度購伍勤務成績

評価を鮒映浩紅昇給制度等行考い肱検討浩伍職員のペチパヴクョンの向疹

を図る他伍研修委員会行より新紅荒研修計逸を策定浩各種研修を行う荒航伍

人材育成行焚り組ん腔合いり合溝午  

 

(4) 広報の充実  

霸成琬琱朮度購伍広報委員会控福祉公社全体の蠻刊広報グスーム碁羅針ë語を

発行浩合浩紅午責朮度豪羅針ë行より福祉公社の碁責語を市民や関係機関

等行9394浩肱広報浩肱合いり合溝午合紅伍ホヴムヒヴグの充実行豪柏濠合

溝午  

 

 

 

 


