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福祉公社通信

７月号

福祉公社は、武蔵野市が全国に先
駆け、昭和 55 年に設立した在宅
サービス提供機関です。

令和元年 ７月 10 日 発行

誌名「羅針盤」はご利用者を包括
的に支援し、その人生と共に歩む
サービスの基本姿勢を表したもの
です。

第 76 号 月刊
イラスト

梅雨明けが待たれる今日この頃です。
古くは、小暑の後の壬（みずのえ）の日が梅雨明け

後藤 章

＜紙面から＞
平成３0 年度事業・決算報告 理事、評議員会

と言われていましたが、観測史上最も早い昨年の梅雨

韓国公営テレビ KBS 人材育成センター取材

明けは、今も印象に残っています。

高齢者総合センターデイサービス外食会

夏が闌け行く７月、天象も人事

・・・・１ページ

・・・・２ページ

苦情対応第三者委員会報告

も溢れる夏の活動期に入ります。

成年後見制度利用促進基本計画策定委員会

皆様には、熱中症などに十分に
ご留意の上、お健やかにお過ごし

北町センターホワイトイーグル山元さんお楽しみ会

・・・・３ページ

お知らせ リレーコラム

・・・・４ページ

ください。

平成 30 年度

事業報告・決算報告

６月７日に理事会、27 日に評議員会が開催されまし

理事会

評議員会

この他の諸事業でも、「住み慣れた所でいつまでも」

た。平成 30 年度の重点項目の達成状況は次の通りで

と言う公社の理念に沿い、地域包括ケアを推進する立場

す。

から、ご利用者サービスに努めました。また、財政状況

「地域包括ケア推進人材育成センター」の設置につい

は高齢者総合センターと北町高齢者センターの両デイサ

ては、平成 30 年 12 月 1 日に開催されたケアリンピック

ービスで介護報酬の改定などにより減収となりました

武蔵野 2018 で、市長から開設宣言され、名称を「地域

が、自主事業による増収がこれを上回り、概ね良好で

包括ケア人材育成センター」として発足しました。開設

す。その他、詳しくはホームページをご覧ください。

準備を進めつつ、ホームヘルプセンター武蔵野の研修や
開設記念講演会の開催に携わり、他自治体の視察などを

令和元年度も諸事業・諸サービスの蓄積を基に、ご利
用者の福祉増進に邁進いたします。

行いました。開設後は、幅広い年代を対象にしたお仕事
令和元年度

役員体制

フェアを開催し、市報や SNS を活用した広報に力を入
：：：：：：：：えええええええええ：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：：ｐｐｐｐｐｐｐｐｐｐ
理 事
れ、総合的な福祉人材の確保・育成機関としてスタート
しました。
令和元年度に、市において成年後見制度利用促進基本
計画が策定されます。成年後見推進機関として多年に亘

[理事長]

[常務理事]

萱場 和裕
安藤 真洋

る実務の蓄積をそれに反映し、より良い計画を策定する
ため、法人後見の受任、総合的な成年後見相談機関とし
て活動しました。
時代の流れは加速度的に速くなっています。様々に生

小 島

一隆

黒竹 光弘

評

議

大野 壽三枝
千種 豊

員

[会長]

秋山 真弘
岩岡 由美子

鈴木 省悟
竹内 啓博

江幡 五郎
宮原 隆雄

起する福祉課題に迅速且つ適切に対応できるように、1
監 事

年前倒しして中長期事業計画を策定しました。11 項目
の取組目標、47 の個別計画とそれに伴う収支計画を定
めました。

安田 大

大久保 実
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韓国 公営テレビ

KBS

！

５月８日、福祉公社本部事務所内にある武蔵野市地域
包括ケア人材育成センターが韓国の公営テレビ KBS の取
材を受けました。
日本の介護保険制度が始まって８年後、韓国でも同様
の「老人長期療養保険制度」が施行されました。韓国の
高齢化は、日本以上にハイスピードで進んでいます。
「地域包括ケア」
「人材育成」で検索し、まさにそのま
ま「武蔵野市地域包括ケア人材育成センター」がヒット
し、取材に訪れたということでした。
インタビューでは、人材育成センターの設立背景やセンターが担う四つの事業
である介護人材の養成・研修、相談事業、就職支援、事業者・団体支援の説明、
2025 年問題に対する市の取組み、今後の展望である介護保険に関わる様々な専門
職の育成などについて説明しました。３時間に及ぶ取材でしたが、放送コーディ
ネーターのキム・ジョンウさんは、流暢な日本語と韓国語を素早く切り替えつ
つ、取材をマネジメントし、その手腕には驚かされました。なお、放送は６月７
日だったとのことでした。
外国からの取材を受け、改めて人材育成センターの大きな責務と先進性を感じ
ました。今後も福祉人材の育成の側面から、市民福祉の増進に尽力いたします。

～懐かしい思い出が
よみがえる外食会～
高齢者総合センター
デイサービスセンター

▲インタビューを受ける市・健康福祉部
横山地域支援課長。

６月中旬の外食会、会場は武蔵境のスイングホール２
階にあるロイヤルホストです。往路、玉川上水沿いに咲
く、多彩な紫陽花や水無月の木々の濃緑を車窓から楽し
み、バス２台でお店に向かいます。
メニューはボリューム満点の美味しいハンバーグラン
チセットです。
「武蔵境？懐かしいわ～。なかなかこっちまで来られ
ないから嬉しいわ」と K 様。
道すがらに、次々と去来する懐かしい記憶は溢れんば
かり。天文台や調布飛行場、吉祥寺名物・焼き鳥いせや
での仕事・・・次々と眼前にその光景がありありと浮か
ぶように、思い出話は尽きません。
食後はスイングホール１０階で三多摩から都心までの
眺望を堪能し、記念撮影。
「広々して、遥か彼方ずっと先まで見えて、東京タワ
ーより眺めがいいわ」「また来たいわ。運転手さん、ス
タッフさんありがとう」とご満悦の S 様。
私たち職員も嬉しくなり、大満足な一日でした。
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苦情はサービス向上のスプリングボードです。

苦情対応第三者委員会報告
５月 24 日に苦情対応第三者委員会が開催されま

これからも真摯に対応し、より良いサービス向上
を目指します。

した。苦情事案は平成 30 年下半期７件、平成 31 年

苦情対応第三者委員会委員

４月４件、令和元年５月 1 件の合計 12 件でした。

三上義樹

至誠学舎東京常務理事

委員会には苦情の内容と対応を報告しました。三上

浜崎

弁護士

委員長は、組織運営やサービス提供者の諸点から、

宏

栃折暢子

武蔵野市主任児童委員
敬称略

浜崎委員は法律家の観点から、栃折委員は市民的立
場で次の通り、有益な意見を述べられました。
適正適切な組織経営のために、内部監査、第三者
評価、苦情対応委員会などの様々な仕組みの中で、

成年後見制度利用促進基本計画
策定委員会開催

事業のガバナンスと透明性が確保されていくこと。
研究発表に付随する肖像権などの問題に対しては、
発表される側の立場に立つ。ホームページなどには
悪意ある二次使用の問題を認識する。寄稿された文
章の編集には事前事後の丁寧な対応を要すること。
利用者家族の介護負担への深い理解などです。

６月４日、第１回委員会が開催されました。こ
れは、平成 28 年に制定された「成年後見制度の
利用の促進に関する法律」を受け、武蔵野市にお
ける同制度の利用を促進する基本計画を定めるも
のです。福祉公社は、成年後見推進機関として総
合相談、啓発普及、後見人等の受任等で蓄積した

終わりに栃折委員から、昨今の世の状況として不

実務上の豊富な知見をこの委員会に反映し、より

満を抱き、自分を不幸と思っている人が多い。その

実効性のある、武蔵野ならではの計画策定に協力

人たちの気持ちを楽にし、ちょっとした配慮をプロ

いたします。なお、この委員会には小島一隆常務

の福祉職は欠かさず、寄り添い、受け止めるように

の他、学識経験者や弁護士、司法書士、社会福祉

との希望が寄せられました。

士などの専門職の方々が参画しています。

ホワイトイーグル・山元（マットウ）さん の お楽しみ会

♪

北町高齢者センターデイサービスセンター

ホワイトイーグルとは、武蔵野市内を巡回する安全パ
トロール隊のことです。この啓発事業として隊員のマッ
トウさんのミニコンサートが開催されました。
ギターを爪弾きながら、凛々しい制服姿のマットウさ
んによる昭和メドレーの独演会です。
懐かしい名曲の数々、優しい響きを、ご利用者や「み
ずきっこ」親子が聞き入っていました。また、
「みずきっ
こ」の子どもたちには、メロディーにのせて絵本を読み
聞かせてくださいました。
最後に自作の『振り込め詐欺防止の歌』が披露されま
した。家族で連絡を密にとり自衛する警鐘がポップに唄
われ、あっという間の、濃密なショータイムでした。
“また来てね”という声がしばらくやみませんでした。
マットウさん、有難うございました。

◀ 振込め詐欺防止の歌の内容
を紹介するマットウさん。
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福 祉 公 社 か ら の お 知 ら せ
◎権利擁護センターの講座
老いじたく講座

恒例

～老いじたくの基礎知識 ～

皆様ふるってご参加ください。

厳ある老後生活を築きましょう。
時 ７月 29 日(月)10 時 30 分から 12 時

場

所 福祉公社 １階会議室

囲碁・将棋大会

親睦と日頃の修練を発揮する場です。

誰にでも訪れる老いに備え、元気なうちから準備して、尊
日

納涼

将棋大会 令和元年７月 26 日(金)
囲碁大会 令和元年７月 31 日(水)
９時 45 分から 15 時 30 分

エンディングノート書き方講座
想いを記すことは残された人たちへの指針
日

場 所 高齢者総合センター

時 ８月 14 日(水)13 時 30 分から 15 時

参 加 市内在住 60 歳以上の方

場 所 福祉公社 １階会議室
問合せ

在宅サービス課

権利擁護センター

申

☎ 23-1165

◎参加費無料

込

問合せ 社会活動センター
申 込 ☎ 51－1975

参加費無料

フェアリージャパンにメダルを
在宅介護・地域包括支援センター 鈴木 笑子
いよいよ、東京オリンピックまで一年となりました。33 競技・339 種目が開催されるなかで、我が家の小１の娘が習
っているということもあって、個人的には新体操に注目しています。
新体操は「体操」に分類され、13ｍ×13ｍのスペースの中で、リボン、ボール、フープ、クラブ、ロープといった手
具を使って音楽に合わせて演技をします。個人競技の他に団体競技は５人１チームで演技をし、日本代表はフェアリー
ジャパンの愛称で親しまれています。繊細でありながらダイナミックな動きはもちろんのこと、息の合った演技やスピ
ード感あふれる巧な手具さばきは、観客を魅了します。日本新体操史上初のオリンピックメダル獲得となるか、今から
楽しみです。

⇒

編集・発行

公益財団法人

次回は

住宅改修・福祉用具相談支援センター

武蔵野市福祉公社

。

原

陽子

次号は令和元年８月９日発行予定です。

武蔵野市福祉公社 本部

東京都武蔵野市吉祥寺北町 1-9-1
(バス停「武蔵野八幡宮前」下車)

総務課

☎0422-23-1165

権利擁護センター・ケアプランセンター ☎0422-23-1165
ホームヘルプセンター武蔵野

☎0422-23-2611

地域包括ケア人材育成センター

☎0422-20-3741

武蔵野市立高齢者総合センター

東京都武蔵野市緑町 2-4-1
(バス停「武蔵野住宅」下車)

福祉公社 HP

http://www.fukushikosha.jp/

武蔵野市地域包括ケア人材育成センター
http://www.m-machigurumi.jp/
ホームヘルプセンター武蔵野

管理・社会活動センター

☎0422-51-1975

在宅介護・地域包括支援センター

☎0422-51-1974

住宅改修・福祉用具相談支援センター

☎0422-51-1974

デイサービスセンター

☎0422-51-2933

武蔵野市立北町高齢者センター

(バス停「北町四丁目」から徒歩三分)

http://help-musashino.jp/

業務時間 8：30～17：15（全て共通）

東京都武蔵野市吉祥寺北町 4-1-16

コミュニティケアサロン

☎0422-54-5300

子育てひろば・みずきっこ

☎0422-38-5150

