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福祉公社通信   

 祭昨通信削皿三腰広采市民昨皆様削腰公益財団法人碕裁崎腰擦冴腰全国初昨行政関与型在宅支実ビ旨提供機関

碕裁崎昨福祉公社昨超燦採伝え裁擦際甑表題昨羅針U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公社昨支実ビ旨嫻本姿勢燦表裁冴雑昨埼際甑 

 

 

＜紙面ズ┩＞ 

特集鰡居宅支援係 

    ヷヷヷ P.鰆～P2 

ジ知┩せヷヷヷ P.3～P.4 

 特集鰡居宅支援係鰺居宅介護支援事業所鯲 

 

跳護保険削採い崎跳護支援専門員θ師ア爾資施ャ実χ朔制燵利用昨要埼際甑 

要支援質要跳護認定燦溜砕冴方栽晒昨相談燦溜砕腰罪昨自立裁冴生活燦支援際傘冴薩削各種昨支実ビ旨燦

組札合わせ腰居宅支実ビ旨計画θ師アプランχ燦作成裁擦際甑他昨支実ビ旨事業者碕昨舫衝腰連携腰調整等

削皿三支実ビ旨全体燦視褫削入参利用者燦支援裁擦際甑 

超回朔腰公社昨居宅支援係θ居宅跳護支援事業所χ昨担当係長碕ǚ人昨師ア爾資施ャ実削インタビュ実裁

擦裁冴甑 

θ聞済手Ź椌芝χ 
＜後見係碕昨連携碕託支え機能ś 

椌芝Ź公社昨居宅支援係θ居宅跳護支援事業所χ昨人員体制燦教え崎託細い甑 

珽橋Ź荒井課長腰私腰居宅支援係長昨琄橋碕師ア爾資施ャ実昨齋藤腰綿貫腰山託腰事務昨長谷川埼際甑 

椌芝Ź山託細珊碕綿貫細珊朔超烝栽晒公社昨師ア爾資施ャ実碕裁崎活躍細参崎い傘わ砕埼際歳腰公社昨特徴鯖

他昨事業所碕昨違い燦感載擦裁冴栽甑 

山託Ź後見係碕昨連携歳あ傘祭碕埼際搾甑際犀隣削権利擁護鯖成烝後見昨専門家歳い傘昨埼私自身雑心強い埼

際裁腰連携歳旨痔実枝作昨埼斎利用者削碕榊崎雑晧心埼際皿搾甑 

綿貫Ź私雑罪う思い擦際甑あ碕朔腰市昨福祉昨託支え碕いう意味埼行政鯖在宅跳護支援止ンタ実腰地域包括支

援止ンタ実碕昨連携燦裁榊栽三果冴裁崎い栽作砕参柵作晒作い碕感載崎い擦際甑 

＜跳護保険支実ビ旨開始前昨対応碕朔ś 

山託Ź罪参碕跳護保険支実ビ旨昨提供開始擦埼削独自昨動済燦際傘場合歳あ三擦際甑 

椌芝Ź具体的削鷺ういう祭碕埼際栽ş 

山託Ź罪う埼際搾腰例え柵腰斎本人朔腰援助歳必要作状態削あ三作歳晒雑腰跳護保険支実ビ旨燦使う祭碕削朔

抵舩歳あ傘場合埼際搾甑埼雑他昨親族削朔迷惑燦栽砕冴采作い碕言う甑罪参財参削家庭歳あ榊崎腰実薇

削跳護削関わ榊崎い傘雑昨昨両立朔難裁采腰跳護保険昨支実ビ旨燦使う祭碕歳望擦裁い歳腰斎本人朔拒

否裁崎い傘碕いう状況埼際甑師ア爾資施ャ実碕裁崎腰常削罪昨状況昨変化燦把握裁作歳晒腰必要碕 

 

 

 

暦昨琢埼朔立秋燦過災腰朝夕削腰栽際栽削秋昨訪参燦感載擦際歳腰日

盛三削照三肴砕傘陽肘朔腰作採腰烈日碕言う削ふ細わ裁い激裁細埼際甑 

超月陵朔在宅支実ビ旨課居宅支援係θ居宅跳護事業所χ燦斎紹跳裁擦

際甑公社昨師ア爾資施ャ実雑市昨在宅福祉支実ビ旨燦託支え際傘公社昨

一部署碕裁崎特色あ傘支実ビ旨燦提供裁崎い擦際甑 

熱中症予防歳国民的話題昨季節腰鷺う財腰皆様削朔斎自愛昨琢腰採健

鯖栽削採過斎裁采坂細い甑 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思わ参傘情報朔裁榊栽三提供裁崎見晤榊崎い擦際甑制燵利用昨決断朔斎本人碕家族昨問題作昨埼腰罪

昨間朔後山栽晒支え崎い傘碕いう祭碕埼際甑 

椌芝Ź跳護保険支実ビ旨昨棡入部埼腰際埼削斎利用者昨冴薩削動い崎い傘昨埼際搾甑 

珽橋Ź契約歳埼済作い昨埼通常朔支実ビ旨昨提供歳埼済擦せ珊甑罪参埼雑客観的削見崎援助歳必要坂碕考え

晒参傘場合腰積極的削斎利用者碕関わ三腰制燵燦利用裁崎夌采冴薩削働済栽砕燦62砕擦際甑実薇削跳

護保険燦使う皿う削作参柵即燼削対応裁崎腰斎利用者昨生活ニ実枝燦満冴せ擦際甑数碕裁崎朔多采朔

作い埼際歳腰在宅跳護支援止ンタ実碕連携裁作歳晒腰罪昨皿う作支援雑行榊崎い擦際甑 

罪参碕腰様々作課題腰複雑作課題燦持肴斎利用者雑積極的削溜砕崎い擦際甑 

＜様々作課題質複雑作課題へ昨対応ś 

椌芝Ź課題昨多細腰複雑細碕朔鷺昨皿う作祭碕埼際栽甑 

斎藤Ź例燦あ砦参柵腰一人暮晒裁腰認知症腰難病腰金銭管理困難腰経済的困窮腰親族昨支援作采虐待あ三腰

近隣栽晒昨苦情雑多采発せ晒参傘碕いう皿う作腰一肴坂砕埼雑大済い課題歳複雑削絡札合榊崎い傘場

合埼際甑様々作課題腰複雑作課題燦解決際傘削朔腰斎利用者削一番近い師ア爾資施ャ実歳関連際傘各

部署昨権能燦裁榊栽三把握裁崎課題燦整理裁腰役割便担燦明確削際傘祭碕歳出発点埼際甑 

祭昨場合腰在宅跳護支援止ンタ実腰地域包括支援止ンタ実腰生活福祉課作鷺碕昨連携鯖公社昨後見係

削肴作い埼昨成烝後見昨申立歳必要埼際甑他機関碕昨連携歳靭栽せ擦せ珊歳腰祭参雑業務琢腰顔昨見

え傘関係燦日夤栽晒持榊崎い傘祭碕歳治イン詞埼際甑 

珽橋Ź菱ほ鷺腰後見係碕昨連携昨採話歳出擦裁冴歳腰 

 罪参朔福祉公社昨居宅支援係昨大済作強札埼雑あ傘碕 

思い擦際甑 

＜師ア爾資施ャ実昨役割 可能作限三在宅生活燦支援際傘ś 

椌芝Ź師ア爾資施ャ実昨究極昨役割朔何埼裁鮫う栽甑 

綿貫Ź斎利用者昨心身状況栽晒最終的削朔施設利用碕言う選択 

歳作細参冴碕裁崎雑腰本人晒裁い在宅生活昨6162燦可能 

作限三支援際傘祭碕埼朔作い埼裁鮫う栽甑 

私歳思う削腰菱程昨多課題腰複雑作課題昨例昨皿う削 

独居埼認知症歳進札腰衛生状態燦保肴祭碕鯖腰服薬腰 

金銭管理作鷺日常生活昨様々作祭碕歳一人埼朔埼済作采作榊崎い傘場合埼雑腰斎利用者昨意思燦確認

裁作歳晒腰跳護保険支実ビ旨坂砕埼朔作采腰斎親族鯖地域昨方々埼支え崎行采祭碕燦総合的削プラン

ニン市際傘祭碕歳大勉埼際甑埼雑腰施設入所昨タイ璽ン市雑輪時削見定薩崎行采甑斎利用者昨思璽ュ

ニ師実斯ョン能力鯖独力埼食事歳流参傘栽鷺う栽作鷺腰い采肴雑昨指標燦持榊崎祭参削対応裁擦際甑

祭昨皿う削裁崎腰可能作限三昨在宅生活燦支援裁冴い碕思い擦際甑 

＜祭参栽晒雑市民昨札作細擦昨冴薩削ś 

椌芝Ź最後削超後昨方針燦聞栽せ崎託細い甑 

珽橋Ź公益財団法人碕裁崎腰裁榊栽三他昨事業者昨腰擦冴腰市昨福祉昨託支え燦裁冴い埼際搾甑 

後見係碕連携裁腰長烝嫺榊崎済冴公社昨在宅福祉支実ビ旨昨賜司雌司燦応用裁崎腰 

課題歳多采複雑作場合雑腰祭参栽晒雑積極的削溜砕崎い済冴い碕思榊崎い擦際甑 

後見係碕昨肴作歳三昨あ傘斎利用者坂砕埼作采腰福祉公社燦師ア爾資施ャ実削 

選珊埼采坂細傘多采昨市民昨皆様昨斎期待削応え冴い碕思い擦際甑 

椌芝Ź超日朔あ三歳碕う斎菜い擦裁冴甑 

 

 

居宅跳護支援係旨タッフ 



 

 

烋成ǘĄ烝燵第ǖ回 権利擁護事業運営T視委員会報告 

 

権利擁護事業腰成烝後見事業昨裴要性朔腰少子珽齢無縁社会昨進行碕共削益々増大裁崎い擦際歳腰最近朔成烝後

見削採砕傘財産管理等埼非行事例雑多発裁崎い擦際甑 

福祉公社朔業務昨適正性腰透明性腰公烋性等燦担保際傘冴薩腰日常業務削採砕傘段階的作チ史ッ屍体制朔雑碕皿

三腰第濯者削皿傘T視機関碕裁崎権利擁護事業運営T視委員会燦設置裁崎い擦際甑 

祭昨委員会歳Ś月 19日削開催細参擦裁冴甑T視対象朔烋成 25烝ǖ月ǖ日栽晒Ľ月 30日擦埼昨業務執行埼際甑 

委員会削朔事務局栽晒事業実績腰個別昨支実ビ旨提供状況等業務全般歳報告細参擦裁冴甑擦冴腰税理士委員碕補

助者ǜ隣歳事前削実施裁冴金銭管理θ出納χ昨全件検査碕保管物検査昨結果発表歳あ三擦裁冴甑 

祭参晒燦溜砕質疑応答腰意見交蜃燦経崎講評歳あ三腰委員会碕裁崎昨報告書歳作成細参擦裁冴甑 

期間中昨独自昨権利擁護事業利用者数 159隣腰成烝後見人等溜任 51隣腰地域福祉権利擁護事業ǘ隣腰任意後見

契約締結Ľ隣腰生活保護溜給者金銭管理支援事業Ľ隣腰金銭管理θ出納χ朔 2,192件埼裁冴甑 

税理士委員栽晒朔坤効率的埼申裁便作い事務履行墾碕評価細参腰運営T視委員会栽晒雑坤適正作業務執行墾碕講

評細参擦裁冴甑 

超後碕雑腰毎回昨運営T視委員会昨指棡削沿い事業昨更作傘充実発展削尽力裁崎腰市民昨皆様昨採役削立阪冴い

碕存載擦際甑宜裁采採願い申裁琢砦擦際甑 

 

         

委員長 棚橋正尚 元武蔵褫市珽齢者福祉課長 

副委員長 山田修子  元武蔵褫市藴害者福祉課長 

委員 矢島和美 武蔵褫市民生児童委員協議会

第一地区会長 

委員 亀田義治 税理士 

委員 宮田浩志  領法書士  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老い載冴采講燼 

～ 尊厳あ傘老後生活構築昨一助削 ～  

日時  烋成 25烝Ş月 26日θ月χ 

午後ǖ:30～午後ǚ:00 

場所  福祉公社ǖ階会議室 

申込質問合せ 在宅支実ビ旨課後見係θ℡23－1165χ 

 

公社ズ┩のジ知┩せ 

家族介護教室ﾘみど┪の輪ﾙ 

 日時 Ş月 28日θ水χ 午後ǖ:30～午後ǚ:00 

場所 珽齢者総合止ンタ実ǜ階研修室 

対象 家族跳護燦裁崎い傘腰擦冴朔将来家族跳護燦 

行う予定昨あ傘方甑 

 定員 20隣 

 申込質問合せ 在宅跳護支援止ンタ実θ℡51-1974χ 

 

珽齢者総合止ンタ実視イ支実ビ旨止ンタ実 

夏祭三昨採知晒せ 

恒例昨夏祭三埼際甑 

往采夏燦惜裁札腰斎利用者碕滋ラン至イア腰地域昨皆

様鯖実習学生碕昨心あ冴冴擦傘交流昨ひ碕碕済埼際甑 

当日会場へ採越裁采坂細い甑 

採待阪裁崎採三擦際甑 

日時  Ş月 30日θ金χ午前 11Ź00～午後ǘŹ00 

場所  珽齢者総合止ンタ実視イ支実ビ旨止ンタ実 

出裁物 和太鼓 SOH削皿傘勇壮作演奏 

金魚際采い腰載皐珊砕珊志実痔腰飼孜実作鷺 

焼済罪柵腰採削災三腰唐蜀砦腰え坂擦薩腰 

各種飲札物作鷺斎用意裁崎採三擦際甑 

費用  無料 

問合せ 視イ支実ビ旨止ンタ実 θ℡51-2933χ 



 

 

 

 

 

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－４－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鰺デイサヸビ]センタヸ鯲 

 

 

東京都武蔵野市衛祥寺北町４－鰆－鰆６ 

☎0422-54-5300 

福祉公社ホヸムペヸ[ 

URL http://www.fukushikosha.jp/ 

 

逗陵朔烋成 25烝Ť月 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 

 

烋成 24烝燵福祉公社昨収支決算状況削肴い崎採知晒せ裁擦際甑 

科　　　　目 当烝度 前烝度 増　減

腭 資 産 の 部

  臤．流動資産

    ォ臤オ 現金預金

         現  金 259,054 133,733 125,321

         普通預金 27,493,880 61,440,209 △ ゴゴ,ズサシ,ゴコズ

          現金預金合計 27,752,934 61,573,942 △ ゴゴ,スコゲ,ケケス

    ォ𦣪オ その他流動資産

         未収金 69,279,471 73,567,854 △ サ,コスス,ゴスゴ

         前払費用 1,417,452 145,075 1,272,377

          その他流動資産合計 70,696,923 73,712,929 △ ゴ,ケゲシ,ケケシ

          流動資産合計 98,449,857 135,286,871 △ ゴシ,スゴジ,ケゲサ

  𦣪．固定資産

    ォ臤オ 基本テ産

         普通預金 6,058,438 6,085,392 △ コシ,ズザサ

         ５烝国債等 409,936,562 409,909,608 26,954

          基本テ産合計 415,995,000 415,995,000 0

    ォ𦣪オ 特定資産

         老後福祉基金預金 546,090,073 549,754,057 △ ゴ,シシゴ,ズスサ

         退職給付引当資産 45,339,850 54,470,000 △ ズ,ゲゴケ,ゲザケ

         減価償却引当資産 36,000,000 33,000,000 3,000,000

          特定資産合計 627,429,923 637,224,057 △ ズ,ジズサ,ゲゴサ

    ォ臬オ その他固定資産

         建物付属設備 41,615,736 47,297,919 △ ザ,シスコ,ゲスゴ

         車両運搬具 5,609,322 380,073 5,229,249

         什器備品 5,537,878 5,499,613 38,265

         建設仮勘定 0 1,664,876 △ ゲ,シシサ,スジシ

         ソフト磾𥖧 ア 267,995 515,375 △ コサジ,ゴスケ

         電話加入権 311,897 311,897 0

         敷金 11,000,000 0 11,000,000

         保証金 81,000 0 81,000

         箛サイ ク䈎預託金 29,610 0 29,610

          その他固定資産合計 64,453,438 55,669,753 8,783,685

          固定資産合計 1,107,878,361 1,108,888,810 △ ゲ,ケゲケ,ササズ

          資産合計 1,206,328,218 1,244,175,681 △ ゴジ,スサジ,サシゴ

科　　　　目 当烝度 前烝度 増　減

膻 ヅ 債 の 部    

  臤．流動ヅ債    

         未払金 59,456,898 65,433,892 △ ザ,ズジシ,ズズサ

         預り金 11,057,904 7,357,502 3,700,402

          流動ヅ債合計 70,514,802 72,791,394 △ コ,コジシ,ザズコ

  𦣪．固定ヅ債

         退職給付引当金 51,244,957 54,470,000 △ ゴ,ココザ,ケサゴ

          固定ヅ債合計 51,244,957 54,470,000 △ ゴ,ココザ,ケサゴ

          ヅ債合計 121,759,759 127,261,394 △ ザ,ザケゲ,シゴザ

臊 正 味 テ 産 の 部

  臤．指定正味テ産

         寄附金 415,995,000 415,995,000 0

          指定正味テ産合計 415,995,000 415,995,000 0

         膅うち基本テ産への充当額䐢 (415,995,000) (415,995,000) 0

  𦣪．一般正味テ産 668,573,459 700,919,287 △ ゴコ,ゴサザ,スコス

         膅うち特定テ産への充当額䐢 (582,090,073) (582,754,057) ォ△シシゴ,ズスサオ

          正味テ産合計 1,084,568,459 1,116,914,287 △ ゴコ,ゴサザ,スコス

          ヅ債 及び 正味テ産合計 1,206,328,218 1,244,175,681 △ ゴジ,スサジ,サシゴ

貸　　借　　対　　照　　表

烋成コサ烝ゴ月ゴゲ日現在　　膅単位：円䐢

 


