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 霸成 24 朮柤鍍益⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社征業報告  

 

武蔵ǒ市福祉鍍社潡擄鍍益法人制柤改革蹻法潙成立を踏煑え擄鍍益認定溱

向𣝣泻資格要件潙整備溱柏熇涪煑い獦煑歧泻㯃擄霸成 25 朮蹻暻溱東京都知征㮶

獐鍍益認定を奮𣝣煑歧泻擐檥琫溱猧獦擄霸成 25 朮𨉷暻踣日猧獦𣇄鍍益⎡団法人武

蔵ǒ市福祉鍍社晷淝歧涪新泻湞礜タ菑笒をい泻歧煑殭擐  

昭和 56 朮潙碰菑粠礜開始以来実施歧涪槩泻暼償在宅福祉碰菑粠礜潡擄赤護

保険制柤潙創設擄普及溱伴い需要擄供給淝熺溱僧真歧涪い煑殭擐慎方淛擄認知

症高齢者擄独居高齢者潙増加溱猧獦権利擁護筯菑礮㯃増大歧涪い玢檥淝㮶獐擄市

潙𣇄武蔵ǒ市福祉資金貸付制柤見直歧検討委員会晷溱槏い涪擄責歙潙在獦方

溱浘い涪議論い泻泆槩擄責般提言をい泻泆槩煑歧泻擐責歙擄曓報告を踏煑え擄新

泻湞権利擁護征業を構築歧擄権利擁護制柤擄成朮歙見制柤潙利用惰〕を労洿

涪煑い獦煑殭擐  

高齢者総合礴ンタ菑竽皪碰菑粠礜溱槏い涪潡擄利用者筯菑礮㯃高い機能回復

訓練を利用者全員を徙象溱実施殭玢淝淝熺溱擄〔性柤潙入浴碰菑粠礜を提供殭

玢等擄在宅生活9394潙泻熇潙支援を充実歧煑歧泻擐汴潙他潙焚組熺含熇擄碰菑粠

礜向疹溱柏熇泻結果擄霸成 24 朮柤武蔵ǒ市鍍潙施設潙腠筯タ艠ン瞔評価溱槏

い涪擄高齢者総合礴ンタ菑 (社会活動礴ンタ菑 )擄弁竽皪碰菑粠礜礴ンタ菑擄疲﨤

高齢者礴ンタ菑コ胊ュ筯竎皝矠皁碰芡ン㯃 A 評価を奮𣝣煑歧泻擐責歙熺引槩94槩高

い評価を得獐琫玢猧う柏力歧涪煑い獦煑殭擐  

⎡膕状況溱浘い涪擄責朮柤潡擄職員数潙削減擄超過勤務潙縮減潙他擄霸成

24 朮𨉷暻猧獦職員潙給料表潙格付𣝣是正擄創宅手当潙支給徙象潙見直歧を実

施殭玢淝淝熺溱擄物件費潙抑制溱熺柏熇擄⎡膕健全泌を労獦煑歧泻㯃擄赤護報酬

潙改定溱猧獦擄訪問赤護征業潙収益㯃悪泌殭玢湞湄擄煑泆煑泆厳歧い状況淛あ玢

泻熇擄責歙熺9394歧涪擄人員配置潙見直歧擄業務効率泌等溱猧獦収支改善を労

洿涪煑い獦煑殭擐  

湞槏擄各征業溱浘い涪潡擄地域艠籭粠艠竎菑碭ョン潙見地㮶獐高齢者や障害者

㯃創煨慣琫泻地域淛嶢心歧涪暮獐毿玢環境整備溱寄与殭炤𣜿擄鍍社潙理念溱

沿洿涪実施歧煑歧泻潙淛擄以真潙淝槏獦報告い泻歧煑殭擐 

 

譩征業鞭溱94𣜿暻  塘曛潡征業迩潙総支出を表歧擄 (○征  塘 )潡征業活動支出擄  

(○固  塘 )潡固定資産焚得支出を汴琫沘琫表歧総支出潙塔数淛殭擐  
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曓部征業   暻293,117,536 塘曛 譆○征 293,117,536 塘譙 

在宅碰菑粠礜征業及び権利擁護征業  暻108,336,524 塘曛         

譆○
征 108,336,524 塘譙 

踣．暼償在宅福祉碰菑粠礜征業   暻63,480,156 塘曛譆○征 63,480,156 塘譙 

定期訪問溱猧玢相談援拍を基調淝歧擄行膕を潡殩熇淝殭玢各在宅碰菑粠

礜提供機関淝連携歧擄社会資源仲赤擄親族機能潙代行淝擄緊急徙応等を

塔容淝殭玢身疹配慮碰菑粠礜を提供歧煑歧泻擐  

責朮柤潡市潙設置歧泻𣇄武蔵ǒ市福祉資金貸付制柤見直歧検討委員

会晷淛擄貸付制柤淝表裏慎体潙暼償在宅碰菑粠礜潙在獦方潙検討熺槏願い

歧報告書を頂槩煑歧泻擐現場職員塔淛熺碰菑粠礜潙在獦方潙検討をĩ漐擄利

用者潙皆様溱熺皁ン矠菑笒を槏願い歧擄暼償在宅碰菑粠礜征業淝権利擁護

征業潙慎体泌潙体制潙検討を〕熇涪煑い獦煑歧泻擐  

特溱擄権利擁護潙援拍㯃必要湞市民㯃擄福祉鍍社潙提供殭玢総合的湞

𣇄身疹配慮碰菑粠礜晷を暼効溱利用欛琫湞㯃獐擄嶢心淛槩玢在宅生活をョ玢

泻熇潙援拍をい泻歧煑歧泻擐昨朮弁様擄諸機関淝連携歧緊急𦫿礜睎ュ菑的湞

徙応溱迫獐琫玢矠菑礜㯃煨獐琫煑歧泻擐 

利用者㮶獐潡擄⎡産管理契約歙潙入ユ院菏施設入所等㮶獐終曒期煑淛

潙徙応㯃期待欛琫涪い玢泻熇擄利用者潙弐断能力僧真溱応殩成朮歙見溱

至玢煑淛潙包括的支援や没歙処理熺含熇擄碰菑粠礜潙提供を行い煑歧泻擐

責朮柤潡 23 人潙利用者㯃施設及び病院淛終曒期を迎え煑歧泻㯃擄汴潙塔

輭鞭潙方潙没歙処理を支援歧煑歧泻擐  

休日夜間潙緊急徙応溱浘い涪潡擄赤護保険碰菑粠礜奮給者灵潙徙応溱

関歧赤護保険碰菑粠礜担当者淝役割分担を明確泌歧擄必要湞場合潙煨鍍

社溱連絡㯃来玢体制淝歧泻檥淝湞湄溱猧獦擄責朮柤潡 37 件淛歧泻擐  

利用者碰菑粠礜潙提供体制潡擄正副担当制を敷槩擄猧獦多𣜿潙利用者淝

関わ琫玢猧う溱い泻歧煑歧泻擐  

鍍社職員潙親身湞徙応を評価歧涪い泻泆槩擄責朮柤潡擄利用者菏㰏家族

㮶獐䡄件潙寄付金約 285 万塘淝雨合羽等潙物品潙寄付をい泻泆槩煑歧泻擐  

朮間潙新規契約世帯潡 21 世帯 25 人擄終了世帯 41 世帯 51 人 (塔 10

人潡成朮歙見灵潙移行 )淛擄霸成 24朮柤曒潙利用者潡 199世帯 240人淛

歧泻擐 

 

踽．啓̇普及征業  暻2,366,572 塘曛譆○征 2,366,572 塘譙  

高齢社会を擄市民㯃健や㮶溱過㰏毿玢泻熇潙様々湞情報を提供歧擄各社

会資源潙利用溱猧獦自立歧泻老歙を自獐創造殭玢泻熇潙出前講柞𣇄市民潙

泻熇潙老い殩泻𣜿講柞晷や擄地域包括支援礴ンタ菑淝連携歧泻𣇄老い殩泻𣜿菏
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成朮歙見相談会晷を隔暻開催歧煑歧泻擐老い殩泻𣜿講柞潡輭暻以降毎暻開

催歧 14 回 290 鞭擄市民溱㰏参加い泻泆槩擄相談会潡軺回開催歧 20 鞭潙方

潙個迩相談溱応殩煑歧泻擐  

煑泻擄高齢者潙総合相談征業淝歧涪擄慎般相談 128 件擄弁護士溱猧玢法

歐相談 30 件を実施い泻歧煑歧泻擐  

 

蹻．権利擁護征業  暻18,445,964 塘曛譆○征 18,445,964 塘譙 

高齢者擄障害者潙⎡産管理淝檥琫溱付随殭玢相談援拍や調整活動を塔

容淝殭玢福祉鍍社独自潙権利擁護征業潡擄朮間相談件数 137 件 (塔弁護

士相談䡄件 )擄新規契約 34 人擄契約終了 34 人 (う洱死亡終了 12 鞭 )淛擄霸

成 24 朮柤曒現在潙契約者数潡 158 人淝湞獦煑歧泻擐  

 

𨉷．地域福祉権利擁護征業  暻4,051,000 塘曛譆○征 4,051,000 塘譙 

地域福祉権利擁護征業潡擄基幹征業所淝歧涪征業主体潙東京都社会

福祉協議会淝連携菏調整歧湞㯃獐業務を〕熇煑歧泻擐契約者潡踽人淛殭擐  

 

䡄．成朮歙見征業  暻19,992,832 塘曛譆○征 19,992,832 塘譙 

市溱槏𣝣玢成朮歙見推〕機関淝歧涪擄成朮歙見溱関殭玢包括的湞相談

援拍擄申立支援を殭玢淝淝熺溱法定歙見擄任意歙見碰菑粠礜を提供歧煑歧

泻擐 

霸成 24 朮柤潡 11 人潙成朮歙見人等溱就任殭玢淝淝熺溱擄蹻人潙市民歙

見人潙監督淝歧涪熺就任歧擄霸成 24朮柤曒現在淛 51人を担当歧涪い煑殭擐

曓征業潡擄親族溱猧玢保護機能を持泻湞い利用者㯃確実溱増加歧涪い玢

中淛擄市長申立溱猧玢成朮歙見人就任等地域潙礴皪紱竎皝ネッ笒淝歧涪機能

歧涪い煑殭擐煑泻擄軺人淝任意歙見契約を締結歧涪い煑殭擐  

 

居宅赤護支援征業及び訪問赤護征業  暻184,781,012 塘曛  

譆○
征 184,781,012 塘譙 

軺．居宅赤護支援征業  暻17,371,896 塘曛譆○征 17,371,896 塘譙  

居宅赤護支援征業潡擄鍍社潙他征業譆暼償在宅福祉碰菑粠礜擄権利擁

護征業等譙淝連携歧浘浘擄赤護保険法潙矠皁耷ネ礀腧菑業務を実施歧煑歧泻擐

責朮柤潡輭暻溱赤護保険提供加算Ⅱ潙体制を整え擄利用者灵猧獦槩熇細

㮶い碰菑粠礜を提供淛槩玢猧う溱い泻歧煑歧泻擐  

福祉鍍社指定居宅赤護支援征業所淛潡擄赤護支援専門員蹻人擄赤護

報酬請求件数潡擄赤護 903件擄予防 197件淛合計 1,100件淛歧泻擐  
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輞．訪問赤護碰菑粠礜征業  暻133,338,852 塘曛譆○征 133,338,852 塘譙 

羗菑胠綦艴綃礴ンタ菑武蔵ǒ淛潡擄責朮柤ĩ層的溱利用者を矠皁殭玢チ

菑胠矠皁灵潙焚獦組煨を潡殩熇擄他潙民間訪問赤護征業所淛処遇困難湞

征例熺積極的溱徙応歧擄赤護保険法溱猧玢訪問赤護征業を実施歧煑歧泻擐  

責朮柤潡赤護保険制柤潙見直歧朮溱あ泻獦擄生活援拍潙派遣時間溱大

槩湞影響㯃煨獐琫擄利用者人数潡昨朮淝焫焞弁殩淛あ玢溱熺㮶㮶わ獐毗擄碰

菑粠礜提供時間数㯃減怙歧煑歧泻擐赤護 30,778.5時間擄予防 4,048.5時間

羗菑胠綦艴粏菑を派遣歧煑歧泻擐利用者潙全受自己⎞担溱猧玢碰菑粠礜溱

1,216 時間羗菑胠綦艴粏菑を派遣歧煑歧泻擐  

霸成 24 朮柤曒現在潙̈録綦艴粏菑数 116 人擄赤護報酬請求件数

2,850 件淛歧泻擐  

民間征業所溱所属殭玢羗菑胠綦艴粏菑潙質的向疹を目的淝歧涪擄赤護

技術潙焫㮶擄膝療補拍行♡熺含熇泻認知症や成朮歙見溱関殭玢知識湞湄

多岐溱わ泻玢塔容潙研修会を 12回開催歧擄延 646人溱㰏参加い泻泆槩煑歧

泻擐 

煑泻擄認知症高齢者見嶂獦綦艴粏菑を新泻溱輭鞭養成殭玢淝淝熺溱擄見嶂

獦支灵艴粏菑支援礜睎艴皁ッ綃研修を開催歧擄猧獦多角的湞視ǒ淝専門性潙

向疹溱柏熇煑歧泻擐  

 

輭．居宅赤護碰菑粠礜征業 (障害者自立支援法 ) 暻8,282,088 塘曛 

譆○
征 8,282,088 塘譙 

障害者自立支援法溱猧玢居宅赤護碰菑粠礜征業淝歧涪擄3,783時間羗菑

胠綦艴粏菑を派遣歧煑歧泻擐  

湞槏擄責朮柤㮶獐擄赤護職員処遇改善加算を申請殭玢檥淝淛擄赤護報酬

を確保殭玢猧う溱柏熇煑歧泻擐  

 

轔．生活支援征業 (羗菑胠綦艴綃礴ンタ菑武蔵ǒ奮託征業 )暻21,387,992 塘曛 

譆○
征 21,387,992 塘譙  

市豹独征業淝歧涪擄高齢者灵潙羗菑胠綦艴綃碰菑粠礜溱 5,070 時間擄認

知症高齢者見嶂獦支援征業溱 2,823.5 時間擄難病者溱 112.5 時間擄心身

障害者潙移動支援征業 329 時間羗菑胠綦艴粏菑を派遣歧煑歧泻擐  

 

10．羗菑胠綦艴粏菑養成等講習征業  暻4,400,184 塘曛譆4,400,184 塘譙  

福祉人曩育成淝地域潙漾用徙策淛熺あ玢訪問赤護員菏障害者譆児譙赤

護従征者踽級養成研修𣇄矠皁睎腧艠皁 2𨉷晷を開催歧擄24 人㯃修了歧煑歧泻擐  
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高齢者福祉施設潙管理運営等奮託征業   暻354,302,257 塘曛     

譆○
征 353,293,457 塘譙 (○固 1,008,800 塘 )  

高齢者総合礴ンタ菑奮託征業   暻281,363,858 塘曛            

譆○
征 280,355,058 塘譙 (○固 1,008,800 塘 )  

高齢市民潙福祉増〕を労獦擄汴潙健康長徘潙市民生活溱資殭玢檥淝を基

曓的視柞溱据え擄征業執行溱柏熇煑歧泻擐地域潙市民力を礴ンタ菑溱滾約淛

槩玢猧う近隣潙市民団体淝準備潙泻熇潙定期的湞協議を開始歧煑歧泻擐  

指定管理者淝歧涪擄総合礴ンタ菑潙管理運営擄竽皪碰菑粠礜礴ンタ菑征業擄

社会活動礴ンタ菑征業を実施歧煑歧泻擐  

煑泻擄市㮶獐潙征業委託を奮𣝣擄在宅赤護支援礴ンタ菑征業擄補拍器具礴

ンタ菑征業を実施歧煑歧泻擐  

 

11．高齢者総合礴ンタ菑潙管理運営征業  暻59,908,323 塘曛 

譆○
征 59,097,523 塘譙 (○固 810,800 塘 )  

総合礴ンタ菑潙設置目的淛あ玢高齢者潙福祉増〕を実現殭玢炤𣜿擄地

域潙社会資源淛あ玢礴ンタ菑施設潙管理運営を実施歧煑歧泻擐  

 

12．在宅赤護支援礴ンタ菑征業  暻57,477,320 塘曛譆○征 57,477,320 塘譙 

担当地域淛あ玢中﨤擄西久保擄緑﨤擄都幡﨤地域潙高齢者を徙象溱擄

市潙独自征業を含熅高齢者福祉潙基幹的耷ネ礀胳ン笒提供機関淝歧涪機

能歧煑歧泻擐地域塔潙様々湞筯菑礮や課主を持浘在宅高齢者潙相談溱応殩擄

保健菏膝療菏福祉潙各機関淝連携歧涪擄情報提供擄社会資源潙仲赤擄調整

等溱猧獦利用者を総合的溱支援歧擄朮間 8,115 案件潙相談を奮𣝣煑歧泻擐  

在宅赤護支援礴ンタ菑潙機能を地域溱周知歧擄地域福祉潙土壌を耕殭

泻熇擄福祉潙会擄滾合創宅潙自治会等地域団体溱徙歧擄高齢者福祉溱関

殭玢基曓的知識擄在宅赤護支援礴ンタ菑潙役割擄創民淝潙連携溱浘い涪擄

講柞や柞談会形式淛情報提供歧擄連携殭玢場を持洱煑歧泻擐煑泻擄地域団

体淛あ玢中央福祉潙会及び緑懇話会潙構成員溱湞獦煑歧泻擐  

地域包括支援礴ンタ菑潙絜䑛ンチ機関淝歧涪擄多課主利用者擄権利擁護擄

虐待等溱擄地域包括支援礴ンタ菑淝連携歧涪徙応歧煑歧泻擐  

都営武蔵ǒ緑﨤性振目第蹻皁粏菑笒淛潙碭艴籹菑糕皁生活援拍員業務

を市猧獦奮託歧擄嘱託職員踣鞭を配置歧擄20 世帯潙入居者を徙象溱支援歧

煑歧泻擐見嶂獦擄生活指怡菏相談擄日常生活疹必要湞援拍擄情報提供潙他擄

入居者弁士潙交流を労玢催歧を企逸歧擄相互的拍𣝣合い潙機運を育煨煑

歧泻擐 

湞槏擄居宅赤護支援征業淝歧涪擄高齢者総合礴ンタ菑指定居宅赤護支
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援征業所淛潡擄赤護支援専門員輞人擄赤護報酬請求件数潡擄赤護 347 件擄

予防䡄件淛合計 352 件擄要赤護認定調査件数潡 845 件淛歧泻擐 

 

13．補拍器具礴ンタ菑征業  暻19,439,879 塘曛譆○征 19,439,879 塘譙 

都塔唯慎潙補拍器具礴ンタ菑淝歧涪補拍器具擄創宅改修等潙総合相談

溱応殩擄各福祉機関や征業者淝連携歧擄汴潙ネッ笒ワ菑瞀潙拠♧淝歧涪業務を

遂行歧煑歧泻擐作業療法士を配置歧擄利用者宅溱涪1,314案件潙相談を奮𣝣

煑歧泻擐檥潙他擄電話や征務所淛潙相談擄征業者徙応を朮間 3,184件奮𣝣煑

歧泻擐檥琫獐溱猧獦擄専門的湞視♧㮶獐潙創宅改善擄補拍器具潙皁笭籹皪礜を

個迩具体的溱実施歧煑歧泻擐煑泻擄市独自潙貸与菏給付征業擄赤護保険創

宅改修征前申請審査業務擄理学療法士や言語聴覚士等各種専門職溱猧

玢専門相談等を実施歧擄檥潙分ǒ淛潙専門碰菑粠礜を総合的溱提供歧煑歧

泻擐 

 

14．竽皪碰菑粠礜礴ンタ菑征業  暻91,946,860 塘曛 

譆○
征 91,748,860 塘譙(○固 198,000 塘 )  

在宅潙要赤護高齢者潙日常生活潙支援擄社会的孤立感潙解消擄心身

機能潙維持向疹及び赤護を担う家族潙身体的菏精神的⎞担潙軽減を労獦

煑歧泻擐 

責朮柤潡利用者筯菑礮㯃高い機能訓練譆い槩い槩瞀䑛絜擄潡浘獐浘瞀䑛絜擄

潙び潙びコ菑礜譙擄入浴碰菑粠礜譆〔性回潙入浴碰菑粠礜提供譙潙充実をĩ

♧課主淝歧涪征業展開歧煑歧泻擐機能訓練溱関歧涪潡昨朮柤㮶獐更溱展開

歧擄初級瞀䑛礜をい槩い槩瞀䑛絜擄中級瞀䑛礜を潡浘獐浘瞀䑛絜擄個迩徙応を潙

び潙びコ菑礜淝歧涪徙象者菏目的迩溱分𣝣擄朮間延炤 5,803 人溱実施歧煑歧

泻譆前朮柤潡延炤 805 人譙擐 

入浴碰菑粠礜潡擄職員潙配置を工夫歧設備を整え泻檥淝淛擄延炤 2,873人

潙利用㯃あ獦煑歧泻 (1日当泻獦 11.7人  前朮柤比 23％増 )擄入浴碰菑粠礜利

用者 61 人潙塔 19 人溱〔 2 回潙碰菑粠礜を提供淛槩煑歧泻擐  

碰菑粠礜提供溱浘い涪擄利用者淝家族潙征情や希望溱謦軟溱徙応殭炤𣜿

性彦分譆䡄時間㮶獐輞時間擄輞時間㮶獐轔時間譙潙碰菑粠礜提供時間を設定歧擄

檥琫溱合わ毿涪ョ迎体制熺整え煑歧泻擐煑泻擄赤護保険報酬等潙関妥㮶獐

通常規模潙竽皪碰菑粠礜を維持殭玢泻熇擄定員数を𨉷䡄人㮶獐蹻䡄人溱変更

申請歧煑歧泻擐  

檥琫獐溱猧獦擄霸日潙霸均利用者数潡 32.9 人譆前朮柤比 4.4％増譙淛擄朮

間 8,713人譆弁 4.8％増譙擄暻霸均̈録者数 99.2鞭淝湞獦擄稼働率を 94.0％

溱疹檔玢檥淝㯃淛槩煑歧泻譆前朮比 4％増譙擐 
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湞槏擄24 朮柤潙新規利用者潡 36 鞭擄終了者潡 33 鞭譆う洱死亡軺鞭擄入

所 19 鞭擄転居 3 鞭擄汴潙他 5 鞭譙淛殭擐  

新規潙綃芡瞔䑛胠溱浘い涪潡擄花び獐型コ胊ュ筯竎皝綃䑛ンタ菑を使用歧泻

園芸瞀䑛絜を擄農業ふ琫あい鍍園淛擄NPO 法人武蔵ǒ農業ふ琫あい曪淝連

携歧涪粏皪芡ッ笒的溱実施歧擄㰏利用者㮶獐好評を得煑歧泻擐  

市立潙竽皪碰菑粠礜征業淝歧涪擄緊急性や擄膝療筯菑礮潙高い矠菑礜を積

極的溱奮𣝣入琫擄他潙民間征業者潙補充補完機能を果泻歧煑歧泻擐  

竽皪碰菑粠礜利用者潙家族支援淝歧涪行征灵潙招待や懇親会潙開催擄

家庭訪問を実施歧煑歧泻擐煑泻在宅赤護支援菏補拍器具礴ンタ菑淝協働歧涪

慎般潙家族赤護支援溱熺当泻獦煑歧泻擐  

地域⎣献淝歧涪擄地域潙創民向𣝣溱地域交流会潙開催擄夏祭獦灵潙招

待を歧擄地域交流会 21 人擄夏祭獦 35 人潙参加㯃あ獦煑歧泻擐  

煑泻擄市塔竽皪碰菑粠礜征業者潙情報交換会潙役員を務熇擄合弁淛擄コ

ン綃䑛皪皁ン礜擄接遇擄機能訓練加算溱浘い涪潙研修等を開催歧擄市塔潙竽

皪碰菑粠礜征業者潙質潙向疹溱柏熇煑歧泻擐  

湞槏擄配食碰菑粠礜潙利用潡擄朮間 3,304 食譆前朮比 19％増譙淛歧泻擐  

 

15．社会活動礴ンタ菑征業  暻52,591,476 塘曛譆○征 52,591,476 塘譙 

高齢者潙健康長徘溱資殭玢赤護予防や生槩㯃いあ玢日常生活を支援

殭玢観♧㮶獐擄健康増〕擄教養向疹擄多様湞余暇活動を充実欛毿玢泻熇潙

講柞擄社会参加を惰〕殭玢征業を実施歧煑歧泻擐煑泻擄折々潙行征を開催

歧擄露碁将棋コ菑笻菑を開膠歧涪擄高齢市民㯃気軽溱来所淛槩玢場を提供

殭玢湞湄擄社会資源淝歧涪潙礴ンタ菑運営溱柏熇煑歧泻擐  

44 潙講柞を開講歧擄延炤 36,360 人㯃奮講歧煑歧泻擐煑泻擄朮間 14 回行

征を開催歧擄延炤 2,582 人潙参加者㯃あ獦煑歧泻擐汴潙他利用を含熇擄朮間

潙利用総数潡延炤 53,539 人淛歧泻擐  

境評恠学校ふ琫あい碰芡ン潡擄蹻講柞譆114回 )を開催歧擄延炤 1,965人㯃

奮講歧煑歧泻擐煑泻擄利用者潡擄学校行征や給食潙会食を通殩涪多数潙児

童淝ふ琫あい擄世代間交流潙実践㯃淛槩煑歧泻擐  

煑泻擄講柞開設溱加え擄暻間講柞予定表や掲示を通歧涪擄㰏利用者溱

徙殭玢翛䑛ン竎皝皁や地域福祉灵潙参加啓̇擄秋潙ふ琫あい文泌祭淛潙地

域交流コ菑笻菑潙開設等擄礴ンタ菑㯃地域潙社会資源淝歧涪更湞玢機能を

果泻殭泻熇潙試煨を実施歧煑歧泻擐  

地域健康瞀䑛絜潡擄市塔 18 ヵ所潙コ胊ュ筯竎皝礴ンタ菑等淛 21 コ菑礜を開

催歧煑歧泻擐実施回数潡霸均 41 回淛擄奮講者数潡 1,063 人擄延炤参加者

数潡 31,215 人淛歧泻擐  
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長期間溱わ泻玢9394参加者溱徙歧涪熺擄汴潙体力溱合わ毿泻槩熇細㮶い

指怡を行い擄健康瞀䑛絜潙初期潙目的淛あ玢健康長徘潙生活構築潙支援擄

社会参加灵潙働槩㮶𣝣を歧煑歧泻擐霸均朮齢 77.8 歳擄最高齢利用者潡 97

歳淛歧泻擐 

 

疲﨤高齢者礴ンタ菑奮託征業   暻72,938,399 塘曛譆○征 72,938,399 塘譙             

16．疲﨤高齢者礴ンタ菑征業  暻72,938,399 塘曛譆○征 72,938,399 塘譙 

(1)竽皪碰菑粠礜征業  

多𣜿潙地域創民翛䑛ン竎皝皁潙支援溱猧獦擄竽皪碰菑粠礜征業𣇄コ胊ュ筯竎皝

矠皁碰芡ン晷を実施歧煑歧泻擐征業潙主要部分溱市民力を滾約歧擄地域社会

淛世代を超え涪創民弁士㯃支え合い擄心あ泻泻煑玢人間関妥を紡樻地域

資源擄交流潙場淝歧涪熺機能歧煑歧泻擐  

責朮柤潡擄碰菑粠礜提供時間を𣇄輞時間㮶獐轔時間晷溱変更歧擄汴琫溱徙

応殭炤𣜿擄綃芡瞔䑛胠や引93槵を工夫殭玢淝淝熺溱擄職員潙勤務体制を早番擄

遅番潙性部制淝歧煑歧泻擐檥琫溱猧獦擄霸日定員 30鞭潙淝檥瑆慎日霸均 26.3

人譆稼働率 88.7％譙擄土曜潡 20 鞭定員淛霸均 18.3 人 (稼働率 91.5％)擄

朮間延 7，314 人潙利用淝湞獦擄皪ン紱艴エン𥔎感鞫潙影響淝碭ョ菑笒礜竎皪

利用者潙増加潙泻熇延炤利用者数潡前朮比 2.2％減淛殭㯃擄赤護報酬潡

前朮比 3.4％増淝湞獦煑歧泻擐  

煑泻擄慎般市民溱施設を開膠歧涪利用者湞湄潙作品を展示菏販売殭玢伝

統潙𣇄潡湞煨毗槩祭獦晷や擄園芸翛䑛ン竎皝皁㯃丹精歧泻庭木や草花を観賞

殭玢𣇄オ菑綃ン睍菑竽ン晷を開催歧擄地域社会溱更溱開㮶琫泻礴ンタ菑を目

指殭行征を実施歧煑歧泻擐  

 

(2)恠規模碰菑粠礜籭ウ礜征業  

入居者㯃嶢心歧涪生活淛槩玢猧う日常的湞嶢否潙確認擄相談援拍擄矠皁

耷ネ礀腧菑等関妥機関淝潙連携擄竽皪碰菑粠礜灵潙参加働槩㮶𣝣等擄汴潙個

迩的湞生活筯菑礮潙充足擄自立歧泻生活潙維持潙泻熇潙総合的支援を行

い煑歧泻擐 

 

管理費  暻90,835,238 塘曛譆○征 90,835,238 塘譙                  

17 管理費  暻90,835,238 塘曛譆○征 90,835,238 塘譙       

(1) 福祉公社貢組織運営事業  

理事会ン評議員会貢運営伍人事管理伍財務管理伍基袿財産ン老後

福祉基金貢管理運用伍袿社社屋貢施設管理等伍公社控塘滑行事業を

実施溝る紅濠貢組織運営を行い合し紅午  
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財政面腔購伍朮度当初より係長職宣下貢給紳格付け貢是驟を行耕

紅ほ拘伍25 朮度行向け当朮度袰退職者貢人員枠を一部秦補充膏溝る

荒航寄附金等行頼ら甲収支相償を目指し取り組壕を行い合し紅午  

 

(2) 人材貢育成  

    自立し紅法人運営を担える人材育成貢紅濠伍前朮度合腔広報ン研

修委員会膏し肱い紅豪貢を伍構成ベントヴ貢一般職員を増やし伍広

報委員会膏研修委員会膏し肱独立さ皇る膏膏豪行伍一定貢裁o̊権を

紳える荒航伍主体的行公社貢運営行関わる風土貢醸成行取り組壕合

し紅午  

    合紅伍市へ貢派遣研修を前朮行続攻実施し紅ほ拘伍(社福 )武蔵ǒ伍

(社福 )武蔵ǒ市民社会福祉協議会膏共同し研修会を開催し合し紅午 

 

(3) 公益財団法人移行事業  

公益財団法人へ貢移行貢紅濠伍定款を初濠膏溝る規程貢整備伍外

部委員行よる評議員選定委員会行よる公益法人移行後貢評議員貢

選定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財団法人へ貢移行認可申請を行耕紅結果伍

琯月琬琱日行東京都より移行貢認定をい紅紘攻伍霸成琬琱朮琰月琨

日付腔公益財団法人へ貢移行登記を完了し合し紅午  

 

(琰 ) 会議等開催状況  

 

塩理事会  

  開催日  審議事項  結果  

第琨回  

  

  

  

霸成 24 朮

4 月 12 日  

  

  

  

議案第琨号  財団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員貢辞

任願貢提出行伴う解任行考い肱  

決定  

議案第琬号  霸成 23 朮度議案第 17 号碁誤財団法人

武蔵ǒ市福祉公社評議員選定委員会規

程行基肯く評議員選定委員会委員貢選

任護行考い肱語貢撤回行考い肱  

決定  

議案第琯号  碁財団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員選

定委員会規程行基肯く評議員選定委員

会委員貢選任語行考い肱  

決定  

議案第琰号  評議員選定委員会行提出溝る評議員候

補者貢推薦行考い肱  

決定  

第琬回  

  

  

霸成 24 朮

5 月 25 日  

  

議案第琱号  霸成 23 朮度事業報告行考い肱  認定  

議案第琹号  霸成 23 朮度決算報告行考い肱  認定  



- 11 - 

 

  

  

  

  

  

議案第瑄号  公益財団法人移行申請行考い肱  決定  

議案第瑇号  公益財団法人移行後貢定款珙案珩行考

い肱  

決定  

報告事項  霸成 24 朮度第琨回評議員選定委員会貢

結果行考い肱  

  

第琯回  

  

  

霸成 24 朮

8 月 28 日  

  

  

議案第瑋号  役員及び評議員貢報酬等及び費用行関

溝る規程珙案珩行考い肱  

決定  

議案第 10 号  寄附金等取扱規程珙案珩行考い肱  決定  

報告事項  公益認定申請貢状況行考い肱    

第琰回  

  

霸成 24 朮

10 月 4 日  

  

議案第 11 号  常務理事貢互選行考い肱  決定  

議案第 12 号  事務規程貢一部改驟行考い肱  決定  

第琱回  霸成 24 朮

10月 11日  

議案第 13 号  財団法人武蔵ǒ市福祉公社貢利用者拘

ら貢苦情へ貢対応行関溝る規程第琱条

第琱項行規定溝る第三者委員貢選任行

考い肱  

書面

決議  

第琹回  

  

霸成 24 朮

11月 30日  

  

議案第 14 号  阪袿評議員貢解任行考い肱  書面

決議  

議案第 15 号  新紅荒評議員貢選任行考い肱  書面

決議  

第瑄回  

  

  

霸成 24 朮

12 月 6 日  

  

  

議案第 16 号  職員給紳規程貢一部改驟行考い肱  決定  

議案第 17 号  公益法人移行行伴う諸規程等貢一部改

驟行考い肱  

決定  

報告事項  公益認定申請貢状況行考い肱    

第瑇回  

  

  

  

  

  

霸成 25 朮

3 月 11 日  

  

  

  

  

議案第 18 号  霸成 25 朮度事業計画及び収支予算行考

い肱  

決定  

議案第 19 号  霸成 25 朮度老後福祉基金貢一部取崩し

行考い肱  

決定  

議案第 20 号  寄附行為を廃驗溝る規程珙案珩行考い

肱  

決定  

議案第 21 号  役員及び評議員貢報酬等行関溝る規程

を廃驗溝る規程珙案珩行考い肱  

決定  

議案第 22 号  在宅生活困難高齢者等サヴビス事業実

施規則を廃驗溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  

  議案第 23 号  入院時家事援助等サヴビス事業実施規

則を廃驗溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  



- 12 - 

 

    議案第 24 号  公益法人移行行伴う諸規程等貢一部改

驟行考い肱  

決定  

    議案第 25 号  事務規程貢一部を改驟溝る規程珙案珩

行考い肱  

決定  

    議案第 26 号  印章規程貢一部を改驟溝る規程珙案珩

行考い肱  

決定  

    議案第 27 号  職員就業規則貢一部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 28 号  職員貢業務外貢傷病行関溝る規則貢一

部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 29 号  準職員就業規則貢一部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 30 号  ドヴトタイヘホヴヘバャドヴ就業規則

貢一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 31 号  職員給紳規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 32 号  職員旅費規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 33 号  会計処理規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 34 号  老後福祉基金規程貢一部を改驟溝る規

程珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 35 号  指定居宅介護支援行関溝る実施規則貢

一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 36 号  ホヴヘバャハサヴビス事業実施規則貢

一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

決定  

    議案第 37 号  フヤックスバャドヴ就業規則貢制定行

考い肱  

決定  

    報告事項  公益財団法人へ貢移行行考い肱    

     

於評議員会     

  開催日  諮問事項  結果  

第琨回  霸成 24 朮

5 月 23 日  

  

  

  

諮問第琨号  霸成 23 朮度事業報告行考い肱  承認  

諮問第琬号  霸成 23 朮度決算報告行考い肱  承認  

諮問第琯号  公益財団法人移行申請行考い肱  承認  
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  諮問第琰号  公益財団法人移行後貢定款珙案珩行考

い肱  

承認  

  報告事項  霸成 24 朮度第琨回評議員選定委員会貢

結果行考い肱  

  

第琬回  霸成 24 朮  

8 月 27 日  

  

  

諮問第琱号  役員及び評議員貢報酬等及び費用行関

溝る規程珙案珩行考い肱  

承認  

  諮問第琹号  寄附金等取扱規程珙案珩行考い肱  承認  

  報告事項  公益認定申請貢状況行考い肱    

第琯回  霸成 24 朮

12 月 4 日  

  

  

諮問第瑄号  職員給紳規程貢一部改驟行考い肱  承認  

  諮問第瑇号  公益法人移行行伴う諸規程等貢一部改

驟行考い肱  

承認  

  報告事項  公益認定申請貢状況行考い肱    

第琰回  霸成 24 朮

12 月 4 日  

諮問第瑋号  霸成 25 朮度事業計画及び収支予算行考

い肱  

承認  

    諮問第 10 号  寄附行為を廃驗溝る規程珙案珩行考い

肱  

承認  

    諮問第 11 号  役員及び評議員貢報酬等行関溝る規程

を廃驗溝る規程珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 12 号  在宅生活困難高齢者等サヴビス事業実

施規則を廃驗溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 13 号  入院時家事援助等サヴビス事業実施規

則を廃驗溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 14 号  公益法人移行行伴う諸規程等貢一部改

驟行考い肱  

承認  

    諮問第 15 号  事務規程貢一部を改驟溝る規程珙案珩

行考い肱  

承認  

    諮問第 16 号  印章規程貢一部を改驟溝る規程珙案珩

行考い肱  

承認  

    諮問第 17 号  職員就業規則貢一部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 18 号  職員貢業務外貢傷病行関溝る規則貢一

部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 19 号  準職員就業規則貢一部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 20 号  ドヴトタイヘホヴヘバャドヴ就業規則

貢一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  
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    諮問第 21 号  職員給紳規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 22 号  職員旅費規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 23 号  会計処理規程貢一部を改驟溝る規程

珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 24 号  老後福祉基金規程貢一部を改驟溝る規

程珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 25 号  指定居宅介護支援行関溝る実施規則貢

一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 26 号  ホヴヘバャハサヴビス事業実施規則貢

一部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

承認  

    諮問第 27 号  フヤックスバャドヴ就業規則貢制定行

考い肱  

承認  

    諮問第 28 号  霸成 25 朮度老後福祉基金貢一部取崩し

行考い肱  

承認  

    報告事項  公益財団法人へ貢移行行考い肱  承認  

    諮問第琹号  公益法人移行行伴う諸規程等貢一部改

驟行考い肱  

承認  

    報告事項  公益認定申請貢状況行考い肱    

     

汚監査     

  監査日  塔            容  結  

果  

期袰  

監査  

霸成 24 朮

5 月 21 日  

  

霸成 23 朮度  財団法人武蔵ǒ市福祉公社事業監査

珙期袰珩  

適驟

膏認

濠る  

霸成 23 朮度  財団法人武蔵ǒ市福祉公社会計監査

珙期袰珩  

適驟

膏認

濠る  

中間  

監査  

霸成 24 朮

10月 23日  

  

霸成 24 朮度  財団法人武蔵ǒ市福祉公社事業監査

珙中間珩  

適驟

膏認

濠る  

霸成 24 朮度  財団法人武蔵ǒ市福祉公社会計監査

珙中間珩  

適驟

膏認

濠る  
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甥評議員選定委員会  

  開催日  塔            容  結  

果  

第琨回  霸成 24 朮

4 月 16 日  

議案第琨号  財団法人武蔵ǒ市福祉公社行抗ける公

益法人移行後貢最初貢評議員貢選任行

考い肱  

決定  

 


