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宙 業 計 画 

レ 烋成 27烝度運営方針                       

武蔵褫市昨高齢尤率朔 21.6%θ烋成 27烝 1鏤 1日χ削達裁腰烋成 37烝θ2025烝χ削朔 24.1%

削達際傘碕推計細参崎採三腰高齢者燦含殺世澳類型昨半便以琢歳邑独世澳及索高齢者昨札世澳

碕作榊崎い擦際θ烋成 22 烝燵東京都福祉保健嫻礎調査χ甑障害者削肴い崎朔腰制燵や法癈歳

整備細参肴肴あ傘一方埼腰高齢尤歳進殺作鷺転換期燦迎え崎採三腰擦冴腰生活保護溜給者

や生活困窮削至傘式旨屍昨高い層昨増加歳指摘細参崎い擦際甑 

鑚烝燵朔腰第忠期中長期宙業計画昨初烝燵碕作傘祭碕栽晒腰計画燦着実削推進裁腰高齢

者腰障害者腰生活困窮者等削対裁必要作サ実似旨燦提供際傘祭碕埼腰市民歳撤札慣参冴地

域埼生活燦6162埼済傘皿う支援裁崎擦い三擦際甑 

擦冴腰跳護保険制燵昨改塡削皿傘跳護報酬昨引済託砦腰要支援者削対際傘跳護予防給付

昨地域支援宙業尤雑予定細参崎採三腰効率的作宙業運営削昧薩傘碕碕雑削腰市碕連携裁的

確削対応裁崎擦い三擦際甑 

昭和 56烝ǜ鏤削全国埼初薩崎提供裁冴坤鐚償在宅福祉サ実似旨墾燦坤肴作歳三サ治実詞墾

削引済61災腰超癆雑高齢者等歳晧心裁崎在宅生活燦送参傘皿う支援裁崎擦い三擦際甑擦冴腰

高齢者人口昨増加削伴い腰認知症状燦鐚際傘高齢者雑増え崎い采祭碕歳見込擦参傘祭碕栽

晒腰市民歳広采利用裁や際い権利擁護昨体制燦構築裁崎い済擦際甑 

擦冴腰就職昨希望歳あ榊崎雑就職先燦見肴砕傘祭碕歳埼済作い就労世代歳増え崎い擦際甑

福祉公社埼朔腰烋成 27 烝燵栽晒開始細参傘生活困窮者自立支援法削嫻咲采宙業燦溜う裁腰

就労雑含薩冴生活全体昨再構築燦支援裁崎い済擦際 

烋成 26烝Ą鏤腰武蔵褫市テ政援妹出資団体昨在三方検討委員会報告書削採い崎腰テ政援

妹出資団体昨将来像削肴い崎一定昨方向性歳示細参擦裁冴甑祭昨報告削肴い崎朔腰市昨第

五期長期計画調整計画策定昨中埼検討中埼朔あ三擦際歳腰示細参冴見直裁案削肴い崎朔腰

福祉公社削採い崎雑検討燦行榊崎擦い三擦際甑 

鑚烝燵朔腰祭参晒昨ǜ項目燦裴珵項目碕哲置咲砕腰精力的削流三組珊埼擦い三擦際甑 

 

 (裴珵項目) 

ǖ 跳護保険制燵改塡匙昨対応 

ǘ 新冴作在宅サ実似旨昨宙業昨展開 

ǚ 生活困窮者自立支援法関連宙業昨展開 

ǜ 武蔵褫市テ政援妹出資団体昨在三方検討委員会昨見直裁案削関際傘検討 

 

公益テ団法人武蔵褫市福祉公社    

理宙長 長 澤 博 暁 
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ロ  本部事業θ301,172 千円χ                    

有償在宅福祉サービス事業及び権利擁護事業等θ 133,049 千円χ             

ǖ  有償在宅福祉サービス事業θ 55,547 千円χ  

鐚償在宅福祉サ実似旨朔腰ǘ烝間昨経過措置癆腰烋成 28 烝燵鑽埼終了碕

作三擦際腰鐚償在宅福祉サ実似旨昨斎利用者歳濁晧作采直昨宙業削移行埼済

傘皿う腰充便作相談碕支援燦裁崎い済擦際甑  

 

ǘ  つながりサポー詞事業θ 1,778 千円χ  

家族機能昨希薄作独居高齢者や墓断力昨徹託裁冴認知症高齢者歳腰晧心裁

崎地域埼在宅生活燦送榊崎頂采冴薩削腰肴作歳三サ治実詞宙業燦実施裁擦際甑

坤嫻鑚サ実似旨墾燦軸削腰坤入院質入所支援サ実似旨墾坤緊急支援サ実似旨墾

坤⺿時訪問サ実似旨墾坤没癆支援サ実似旨墾等昨個慕サ実似旨燦サ実似旨褻

削応載冴利用料金埼提供裁擦際甑歯ン児鴫ッ詞や講燼等埼腰広采広報燦行榊

崎い済擦際甑  

 

ǚ  啓発普及事業θ 1,023 千円χ  

坤市民昨冴薩昨老い載冴采講燼墾朔腰坤嫻礎講燼墾昨直腰遺言質成烝癆見

制燵燦主碕際傘坤専門講燼墾燦開催裁擦際甑擦冴腰坤出前講燼墾削雑積極的

削流三組札腰情報提供や相談宙業削皿三腰市民歳地域埼自立裁崎健や栽作老

癆生活燦送傘冴薩昨支援燦行榊崎擦い三擦際甑細晒削腰跳護際傘就労世代向

砕市民削雑腰気軽削参加埼済傘講燼昨設定燦検討裁崎い済擦際甑  

超烝燵雑引済62済腰没癆昨希望燦伝え崎い采祭碕埼腰斎鑚人昨晧心感燦高

薩腰家族昨ヅ担燦軽減埼済傘皿う坤嗣ン視伺ン市賜実詞昨書済方墾講燼燦開

催裁腰老い載冴采昨支援削流三組札擦際甑  

 

ǜ  権利擁護事業θ 27,192 千円χ  

地域福祉権利擁護宙業昨契約削朔一定昨期間歳必要作冴薩腰権利擁護擦冴朔

成烝癆見開始擦埼昨間昨緊急一時対応碕裁崎腰鑚人意思昨代弁質仲跳腰テ産昨

保管腰金銭管理等燦坤権利擁護鴫旨キュ実墾碕裁崎実施裁擦際甑  

鑚烝燵雑腰生活保護費等昨金銭燦適勉削管理際傘祭碕歳飫裁采生活削支障

燦済冴裁崎い傘生活保護溜給者歳腰晧定裁冴社会生活燦営薩傘皿う腰生活保

護費等昨金銭管理腰相談等削逃傘坤生活保護溜給者金銭管理支援業務墾燦武

蔵褫市皿三溜う裁実施裁擦際甑  

   

Ą  地域福祉権利擁護事業θ 5,832 千円χ  

広采市民昨方歳権利擁護制燵燦利用埼済傘皿う腰利用料金歳徹巸削設定細

参崎い傘腰地域福祉権利擁護宙業燦実施裁崎い采碕碕雑削腰利用透進昨冴薩
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昨広報燦進薩崎擦い三擦際甑超癆腰対象人数歳増加際傘祭碕栽晒腰専門員碕裁

崎昨対応力強尤削昧薩腰利用者削直接サ実似旨燦提供際傘生活支援員昨養成燦

行榊崎い済擦際甑  

 

Ľ  成烝後見事業θ 24,045 千円χ  

武蔵褫市昨成烝癆見制燵推進機関碕裁崎腰成烝癆見制燵昨推進削昧薩擦際甑

擦冴腰専門職間埼昨情報共鐚腰研修燦実施裁腰連携燦強尤裁崎い采連絡会昨

設置昨準備燦進薩擦際甑  

細晒削法人碕裁崎成烝癆見人等及索任意癆見溜任者削任載擦際甑法癈行琦

昨代理宙務昨札作晒剤腰広采利用者昨暮晒裁燦支援裁擦際甑細晒削腰市長削

皿傘成烝癆見申立崎昨成烝癆見人等燦溜任裁擦際甑  

東京都社会福祉協議会戻多摩戻部字竺ッ屍及索近隣社会福祉協議会碕共

同埼坤癆見人等候補者養成宙業墾燦開催裁腰社会デ献型市民癆見人育成削昧

薩擦際甑擦冴腰昨烝同様腰修了者削対際傘児四竺実仔ッ寺研修燦実施裁腰社

会デ献型市民癆見人昨資質昨向琢削流三組珊埼い采碕碕雑削腰癆見監督業務

削採い崎雑腰社会デ献型市民癆見人匙昨飼ッ屍仔ッ寺体制昨強尤削昧薩擦際甑 

 

Ś  生活困窮者自立相談支援事業θ 11,145 千円χ  

 生活困窮者自立支援法削嫻咲済腰生活保護削至傘前昨段艹昨自立支援昨強

尤燦図傘冴薩腰生活困窮者削対際傘坤生活困窮者自立相談支援宙業墾燦市皿

三溜うい冴裁擦際甑頹職や濁晧定就労昨冴薩腰晧定裁冴生活燦営殺祭碕歳埼

済作い市民削対裁崎昨坤第ǘ昨止実児至伺資ッ詞墾碕裁崎包括的作支援燦行

い擦際甑支援員歳生活困窮者削寄三添い腰鑚人昨自己選択腰自己決定燦嫻鑚

削腰経済的自立昨札作晒剤日常生活昨自立や社会的自立作鷺腰鑚人昨状態削

応載冴自立燦腰関逃機関碕連携裁作歳晒支援燦行い擦際甑  

 

Ş  住居確保給付金事業θ 6,487 千円χ  

生活困窮者自立支援法昨一環碕裁崎腰頹職削皿三撤宅燦喪失腰擦冴朔喪失

際傘恐参昨あ傘生活困窮者削対裁腰新冴作就労削肴作歳傘擦埼昨一定期間腰

家賃相当昨坤撤居確保給付金墾燦支給際傘申請窓口業務燦市栽晒溜う裁腰支

援燦行い擦際甑  

 

居宅介護支援事業及び訪問介護事業θ 168,123 千円χ                  

Ť  居宅介護支援事業θ 16,630 千円χ  

跳護保険法削嫻咲采居宅跳護支援宙業燦実施裁擦際甑烋成 27 烝燵昨跳護

保険改塡削採砕傘新冴作体制加算燦 26 烝燵同様維持裁収入昨晧定燦図三擦

際甑  
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武蔵褫市居宅跳護支援宙業所連絡協議会昨幹宙碕裁崎腰武蔵 褫市埼宙業

展開際傘指定居宅 跳護支援宙業者間 昨連携質相互補完 燦図三腰情報昨共

鐚腰及索サ実似旨 昨質昨向琢等削流 三組札擦際 甑  

 

10 訪問介護サービス事業θ 117,756 千円χ  

跳護保険法削嫻咲采訪問跳護サ実似旨宙業燦実施裁擦際甑  

市不居宅跳護支援宙業所及索腰在宅跳護支援止ンタ実腰地域包括支援止ン

タ実腰市関逃機関等碕地域包括師仔昨観珵栽晒腰多機関質多職種連携燦腰進

薩崎擦い三擦際甑  

擦冴土日昨慈識歯実時間給燦仔ッ寺際傘祭碕や積極的削広報燦行う祭碕

埼腰人材昨確保削昧薩擦際甑  

市不昨訪問跳護宙業所昨サ実似旨昨質昨向琢削流三組殺冴薩腰市役所や訪

問跳護宙業者連絡会碕協議裁作歳晒腰一体的作研修歳行え傘皿う削裁崎い済

擦際甑  

作採腰烋成 27 烝燵昨跳護保険法改塡削採い崎朔腰要支援 1質2 昨対象者削

肴い崎腰訪問跳護碕通所跳護朔腰従来昨跳護保険給付栽晒外参腰保険者削皿

傘坤地域支援宙業墾匙移行い冴裁擦際甑坤地域支援宙業墾対象者匙昨サ実似

旨提供削肴い崎腰市碕碕雑削検討裁崎擦い三擦際甑  

 

11 居宅介護サービス事業θ 11,677 千円χ  

障害者総合支援法削嫻咲済腰障害昨あ傘方歳腰地域社会削採い崎晧心裁崎

在宅生活燦6162裁崎い砕傘皿う腰身体跳護腰家宙援妹腰通院等昨跳妹燦行う

碕碕雑削腰関逃諸機関碕連携燦流三作歳晒支援裁崎擦い三擦際甑  

 

12 生活支援事業懇受託事業昏θ 18,255 千円χ  

武蔵褫市邑独宙業埼あ傘生活支援慈識歯実派遣腰認知症高齢者見晤三支援

慈識歯実派遣宙業燦実施裁擦際甑地域埼晧心裁崎撤札62砕晒参傘冴薩削的確

作支援燦行う祭碕埼腰跳護保険削皿晒作い高齢者昨在宅生活昨質燦高薩傘一

環碕裁崎昨役割燦担い擦際甑生活支援慈識歯実派遣削肴い崎朔腰従来鷺採三

昨市栽晒昨跳護保険非ゅ当者等昨溜う宙業碕裁崎サ実似旨展開裁腰擦冴腰認

知症高齢者見晤三支援慈識歯実派遣宙業削肴い崎朔腰烋成 26 烝燵利用者歳

倍増裁冴祭碕燦踏擦え腰宙業昨検証腰超癆昨提供方法削肴い崎腰市碕碕雑削

検討裁崎擦い三擦際甑  

 

13 ホームヘルパー養成等講習事業θ 4,565 千円χ  

坤跳護職員初任者研修墾燦実施裁擦際甑専門知識昨札作晒剤腰幅広い視褫

燦持阪腰主体的削流三組珊埼い砕傘専門的作人材燦育成裁崎い済擦際甑広采

跳護人材燦確保裁崎い采冴薩削雑腰跳護職削肴い崎昨広報燦行う碕碕雑削講
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習終了癆一定時間実務削就い冴溜講生削朔腰講習費昨８割燦返還際傘坤師仔

キャ式仔 27墾昨実施や腰そ昨直溜講裁や際い捗組札燦検討裁崎い済擦際甑     

要支援者削対際傘跳護予防給付昨地域支援宙業尤歳腰烋成 27 烝燵以降削

予定細参崎い擦際甑宙業燦担う人材昨確保腰育成削肴い崎市役所碕協議裁作

歳晒高齢者燦地域埼支え崎い采体制昨整備削流三組珊埼い済擦際甑  

擦冴腰認知症高齢者見晤三支援宙業燦担う慈識歯実昨養成及索児四竺実仔

ッ寺昨冴薩昨研修雑実施裁擦際甑  

 

 

ヮ  高齢者福祉施設の管理運営等受託事業θ 360,889 千円χ       

高齢者総合センター受託事業θ 290,646 千円χ                     

高齢者昨福祉増進燦図傘冴薩腰坤止ンタ実昨管理運営墾腰坤視使サ実似旨宙

業墾腰坤社会活動止ンタ実宙業墾昨濯宙業燦市昨指定管理宙業碕裁崎腰坤在宅

跳護支援止ンタ実宙業墾腰坤補妹器具止ンタ実宙業墾昨忠宙業燦市栽晒昨溜う

宙業碕裁崎腰坤一人策碕三歳撤札慣参冴地域埼自立裁崎暮晒際墾祭碕燦支援

際傘視燼埼運営裁擦際甑  

 

14 高齢者総合センターの管理運営事業懇指定管理事業昏θ 58,095 千円χ  

社会資源埼あ傘高齢者総合止ンタ実昨利用目的削沿い腰高齢市民歳利用裁

や際い皿う腰止ンタ実昨管理運営燦十全削行い擦際甑  

地域埼福祉活動削携わ榊崎い傘市民や福祉団体碕連携裁崎坤地域埼支え

合う福祉昨擦阪咲采三墾昨一端燦担榊崎い済擦際甑  

開設癆 20 烝以琢歳経過裁崎い傘施設昨維持管理経費燦節減際傘冴薩腰第

濯者削皿傘コンサ識至伺ン市棡入削肴い崎市碕協議裁崎い済擦際甑  

 

15 在宅介護支援センター事業懇受託事業昏θ 52,830 千円χ  

地域包括師仔昨実現燦目指裁崎腰在宅要跳護高齢者等削対裁腰総合的作相

談削応載腰保健質福祉昨各種サ実似旨燦提供際傘冴薩削腰在宅跳護支援宙業

燦行い擦際甑  

迅速削個慕ニ実枝燦把握裁腰裁栽傘冊済社会資源削繋い埼生活ニ実枝燦充

足際傘碕碕雑削腰予防的見地栽晒雑腰独居高齢者等昨把握や旆立防溺昨流三

組札等削昧薩擦際甑  

家族跳護支援教室坤札鷺三昨輪墾燦6162実施裁腰跳護者家族や寺鴫家族跳

護者昨相談削応載腰情報提供際傘碕碕雑削腰当宙者間昨支え合い昨交流燦図

三擦際甑細晒削跳護技法昨指棡腰心理的支援昨珵埼雑力燦注災腰跳護生活燦

送傘市民昨心昨茹三所碕裁崎昨場燦提供裁擦際甑細晒削視使サ実似旨止ンタ

実作鷺直部署昨各機能雑活用裁崎支援裁擦際甑  
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地域包括支援止ンタ実質字鹿ンチ宙業燦溜う裁腰高齢者虐待腰権利擁護腰

困飫宙例等削機動的削対応裁擦際甑  

擦冴腰旨タッ児昨旨キ識燦涵養際傘冴薩腰日常業務削採砕傘チ実痔制やＯ

ＪＴ腰各種研修会匙昨参加作鷺腰様々作手段削皿三資質昨向琢燦図三擦際甑 

 

16 補助器具センター事業懇受託事業昏θ 22,894 千円χ  

利用者昨在宅生活6162やそ昨限界珵燦高薩傘冴薩腰作業療法士歳腰福祉用

具昨選定質使用腰撤宅改修昨実施腰日常生活削支障歳あ傘市民昨生活動作昨

習得等削肴い崎腰仔詩飼使旨裁擦際甑  

擦冴腰民間宙業者や師仔爾資施ャ実昨実務能力向琢燦図三擦際甑  

細晒削腰旨侍実チ止鹿侍実θ言語療法χやコンチ資ン旨θ排泄排尿管理χ

等昨専門相談燦市不昨専門職碕連携裁崎展開裁擦際甑  

 

17 視イサービスセンター事業懇指定管理事業昏θ 100,109 千円χ  

公設民営昨視使サ実似旨碕裁崎腰裴跳護や医療ニ実枝昨あ傘利用者腰多課

巠利用者燦溜砕入参傘作鷺腰市不昨視使サ実似旨宙業者昨託支え機能燦発揮

裁擦際甑  

利用者昨在宅生活昨6162燦図傘冴薩腰日常生活琢昨必要作採世や燦嫻鑚削腰

個慕機能訓練碕入浴サ実似旨削注力裁崎サ実似旨燦提供裁擦際甑入浴サ実似

旨削関裁崎朔腰設備昨老朽尤歳進珊埼い擦際甑晧全削サ実似旨提供埼済傘皿

う市碕協議裁作歳晒環境燦整備裁擦際甑  

運動系昨寺竺市鹿痔坂砕埼朔作采腰多彩作寺竺市鹿痔や四旃折々昨行宙燦

実施際傘祭碕削皿三腰情緒面栽晒雑働済栽砕腰利用者昨心身機能昨維持向琢

燦図三擦際甑擦冴腰跳護削あ冴傘家族碕昨日々昨コ璽ュニ師実斯ョン雑積極

的削行い腰烝 1 回朔個人面談燦実施裁崎家族昨身体的質精神的ヅ担燦軽減裁腰

鴫旨歯使詞昨確保雑図三擦際甑  

斎利用者昨心身状況等栽晒斯ョ実詞旨至使利用や入院式旨屍歳高采腰晧定

裁冴通所者確保歳飫裁い面歳あ三擦際歳腰師仔爾資施ャ実碕昨連携等燦密削

裁腰必要削応載崎家庭訪問等燦行い腰利用者削適裁冴サ実似旨燦提供際傘等

昨特長や実績燦仔侍実識裁崎腰高い稼働率燦琢砦傘祭碕燦目指裁擦際甑  

地域削開栽参冴視使サ実似旨止ンタ実燦目指裁腰近隣昨鑷就学児碕そ昨保

護者燦旃節行宙削招済腰世代間交流燦行い擦際甑擦冴腰若者就労サ治実詞資

ッ詞碕昨協力削皿三社会復澣燦目指際若者昨滋鹿ン至伺仔活動昨溜砕入参

雑積極的削行い擦際甑細晒削滋鹿ン至伺仔止ンタ実武蔵褫匙昨協力腰地域撤

民匙昨広報腰社会活動止ンタ実溜講生匙昨働済栽砕作鷺様々削対応裁擦際甑 

高齢者総合止ンタ実埼宙業展開裁崎い傘利珵燦生栽裁腰社会活動止ンタ実

碕共催裁腰溜講者削皿傘滋鹿ン至伺仔活動等燦溜砕入参擦際甑擦冴腰在宅跳

護支援止ンタ実質補妹器具止ンタ実碕協働裁崎家族跳護者支援削雑当冴三擦
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際甑  

市不視使サ実似旨止ンタ実昨幹宙宙業者碕裁崎腰市不昨宙業者昨師仔水準

昨向琢燦主棡裁腰情報発信昨茹珵碕裁崎昨役割燦担い腰相互交流腰情報交換

碕自主勉強会燦定期的削実施裁擦際甑  

擦冴腰旨タッ児昨資質向琢昨冴薩削研修等削積極的削参加裁腰そ昨成果雑

琢ぇ昨自主勉強会燦通載崎市不宙業者碕共鐚裁擦際甑  

 

18 社会活動センター事業懇指定管理事業昏θ 56,718 千円χ  

老人福祉法削定薩傘老人福祉止ンタ実碕裁崎腰利用者昨健康昨増進腰教養

昨向琢腰鴫屍式嗣実斯ョン昨冴薩昨便宜燦総合的削提供際傘宙業燦腰市昨指

定管理者碕裁崎実施裁擦際甑  

烋成 27 烝燵昨跳護保険制燵改塡削対応裁腰跳護予防昨支援燦細晒削充実

細在傘冴薩腰健康咲采三碕跳護予防削寄諾際傘不容昨充実燦図三擦際甑擦冴腰

皿三多采昨高齢者削社会参加昨機会燦提供埼済傘皿う削腰祭参擦埼実施裁崎

済冴施設質備品昨貸出裁や腰講師昨紹跳削加え腰自主市識実寺昨組織運営削

関際傘相談会や研修燦実施裁崎腰自主市識実寺昨活動燦支援裁擦際甑擦冴腰

サ治実詞滋鹿ン至伺仔昨協力燦得崎腰要援妹溜講者昨支援雑充実細在崎い済

擦際甑  

高齢者昨生済歳い碕健康作三昨冴薩削腰坤地域健康屍鹿字墾燦各コ璽ュニ

至伺協議会碕協働裁腰コ璽ュニ至伺止ンタ実等 18 会場埼 21 コ実旨実施裁腰

溜講者昨生済歳い碕健康咲采三燦支援裁擦際甑  

坤地域健康屍鹿字墾溜講者歳烝々高齢尤裁崎い傘冴薩腰体力昨強弱削栽栽

わ晒剤晧全削溜講埼済傘皿う削腰コ実旨設定昨見直裁等腰皿三一層体力鴫持

識削応載冴対応削肴い崎検討燦行い擦際甑  

境遊椌学校碕協働裁腰高齢者碕椌学生碕昨交流燦図三作歳晒腰趣味昨講燼

燦実施際傘世代間交流宙業燦実施裁擦際甑  

地域福祉活動燦支援裁崎い采冴薩腰講燼溜講者以外昨一般市民雑腰施設燦

訪参傘祭碕昨埼済傘機会燦創出裁崎い采碕碕雑削腰止ンタ実不削地域福祉活

動削関際傘資料等燦整備裁腰地域活動昨担い手匙昨動機付砕燦行い擦際甑現

在腰社会活動止ンタ実昨溜講者腰地域福祉昨諸団体等碕協働裁崎腰コ璽ュニ

至伺カ児史燦定期的削開催裁腰市民昨地域活動参加匙昨済榊栽砕咲采三燦行

榊崎い擦際歳腰祭昨皿う作宙業昨荐充燦検討裁擦際甑細晒削腰地域団体碕碕

雑削腰新冴作地域福祉活動匙昨支援策昨検討燦行い擦際甑  

作採腰自主宙業埼あ傘婚ふ参あい擦肴雑碕恨削肴い崎朔腰同様昨碁会所機

能燦持肴市昨施設歳付近削あ傘祭碕栽晒腰運営6162昨必要性や腰6162際傘場

合昨適塡作溜益者ヅ担等削肴い崎検討裁擦際甑  
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北町高齢者センター受託事業θ 70,243 千円χ                     

19 北町高齢者センター受託事業懇指定管理事業昏θ 70,243 千円χ  

θǖχ  視使サ実似旨宙業 (コ璽ュニ至伺師仔サ竺ン ) 

市昨指定管理宙業碕裁崎腰視使サ実似旨宙業燦実施裁擦際甑  

跳護報酬昨改定削皿三腰コ璽ュニ至伺師仔サ竺ン碕裁崎昨運営歳困飫削作

傘祭碕歳想定細参擦際甑開設当初昨在三方燦維持6162裁崎い采昨栽腰新冴作

課巠削対応裁崎い采施設碕際傘昨栽等削肴い崎腰超癆市碕協議裁作歳晒検討

燦進薩傘冴薩腰超烝燵朔利用者ニ実枝等昨調査燦行榊崎い済擦際甑  

開設以来活動裁崎い傘滋鹿ン至伺仔昨高齢尤歳進珊埼い擦際歳腰元気高齢

者昨活躍昨場碕裁崎腰利用者碕昨交流歳腰相互削心身削皿三皿い効果燦生札

出在傘皿う働済栽砕崎い済擦際甑擦冴腰世代間交流燦広砦傘冴薩腰地域昨大

学や団体碕昨連携燦進薩腰新冴作滋鹿ン至伺仔人材燦育成裁崎い済擦際甑  

滋鹿ン至伺仔講習会碕家族跳護教室燦一体尤裁崎実施裁腰相互理解燦深薩

傘機会削際傘作鷺腰家族支援燦多面的削実践裁擦際甑  

職員研修埼朔腰止ンタ実昨特性燦活栽裁崎質昨高いサ実似旨燦提供埼済傘

皿う削腰滋鹿ン至伺仔コ実視伺資実詞碕認知症削肴い崎裴珵的削学索擦際甑 

θǘχ  椌規模サ実似旨雌司旨  

市昨指定管理宙業碕裁崎腰椌規模サ実似旨雌司旨宙業燦実施裁擦際甑  

椌規模サ実似旨雌司旨朔コ璽ュニ至伺師仔サ竺ン削碕榊崎一番身近作地

域社会碕言え擦際甑入居者歳積極的削止ンタ実行宙削参加際傘作鷺腰交流昨

機会燦増や裁擦際甑  

擦冴入居者削碕榊崎腰鹿使児キ実歯実や職員歳気軽削相談埼済傘存在埼あ

傘皿う日常的削交流裁腰生活課巠昨相談等削皿三入居者燦支援裁崎い済擦際甑 

 

 

ワ  管理費θ71,685 千円χ                 

20 管理費θ 71,685 千円χ                        

θǖχ福祉公社昨組織運営宙業  

理宙会質評議員会昨運営腰人宙管理腰テ務管理腰嫻鑚テ産質老癆福祉嫻

金昨管理運用腰鑚社社屋昨施設管理等腰公社歳付滑削宙業燦実施際傘冴薩

削必要作組織昨運営燦行い擦際甑  

烋成 26 烝燵削社屋燦流得裁冴祭碕栽晒腰適勉作維持管理燦行榊崎い采冴

薩腰長期保全計画燦策定裁擦際甑  

θǘχ人材昨育成  

  超癆昨宙業転開燦踏擦え公社昨宙業目的燦達成際傘冴薩削腰必要碕細参

傘職員像燦明晒栽削裁腰職層や烝次削応載冴研修不容質体系燦検討裁擦際甑

擦冴腰固鐚職員歳主体碕作三法人運営燦行う将来燦見据え腰経営能力燦嫺
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う研修燦実施裁擦際甑  

θǚχ宙務宙業評価昨実施  

  公社歳実施裁崎い傘宙業歳市民昨課巠質ニ実枝削合榊冴必要作宙業作昨

栽腰公社歳行う冊済宙業作昨栽腰宙業削要際傘費用朔適勉作昨栽等燦検証

際傘冴薩腰宙務宙業評価燦実施裁擦際甑  

θǜχ社会福祉法人武蔵褫市民社会福祉協議会碕昨統合昨検討  

市昨テ政援妹出資団体昨在三方検討委員会削採い崎腰中長期的削福祉公

社碕社会福祉法人武蔵褫市民社会福祉協議会昨統合碕いう方向性歳示細

参冴祭碕栽晒腰市民共妹削皿傘福祉燦推進裁崎い采うえ埼望擦裁い組織形

態昨在三方腰仮削統合際傘碕裁冴場合昨課巠等燦明晒栽削際傘冴薩腰武蔵

褫市及索腰社会福祉法人武蔵褫市民社会福祉協議会碕碕雑削腰宙務鴫持識

昨検討組織燦設置裁腰検討燦行い擦際甑  

θĄχ広報昨充実  

  次実痔時実施昨更作傘不容充実燦図三腰市民質利用者匙昨情報提供碕説

明責任燦果冴裁擦際甑擦冴腰効果的作広報昨手法燦検討裁擦際甑  

θĽχ第忠期中長期宙業計画質テ政健全尤計画昨推進  

  烋成 27 烝燵栽晒計画開始碕作傘坤第忠期中長期宙業計画質テ政健全尤

計画墾燦着実削推進裁崎い采冴薩腰進捗状況削肴い崎進行管理燦行い擦際甑 


