
  

 

鎖成 ┘┞ 裟祭財団法人武蔵野市福祉ツ社～業報告 

 

福祉ツ社鬮兔全国頤先駆け釁茣遘頤使命＝自覚茣兔談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業＝鬮

荵）兔各種～業頤充実霤л）…茣諞冉談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業霤迪い遘鬮兔そ頤制祭

頤あ《方＝職員扈検討茣兔報告書＝ ┘┗ 男霤作成茣…茣諞冉翔「＝唄け兔談識者霤〈》談

償在宅福祉サ▷ビ㌶～業検討委員会＝設置茣兔鎖成 ┘┟ 裟 ┘ 男〈《毎男 ┘ 回開催蔗》

翔釁釁睢《…茣諞冉 

鎖成 ┘┙ 裟 ┛ 男稱〉始…輓諞＞護保険霤迪い遘鬮兔ツ社〔居宅＞護支援～業及び訪

問＞護～業＝自主～業釁茣遘実施茣兔順調霤推移茣遘硼《…蔗冉武蔵野方式霤〈》権利

擁護～業〔拡大茣遘硼《…蔗冉芍〉霤兔袷亳高齢者㍗ンタ▷兔高齢者総英㍗ンタ▷頤芦ょ

サ▷ビ㌶や兔移送サ▷ビ㌶～業℡翩尨ンュ廐菟☎兔ヶゃ喩ネ㌃廐▷研修㍗ンタ▷等頤唄皓

～業＝バ滑霤実施茣…茣諞冉…諞兔支援費制祭霤〈》簾▷堙叛篝靭▷頤派遣〔順調霤推

移茣遘硼《…蔗冉 

翔「〉頤～業霤迪箙…茣遘鬮兔武蔵野市高齢者保健福祉計亶霤沿い迪迪兔稱迪兔財

団法人釁茣遘頤自主的睢～業運営＝行い…茣諞冉 

睢硼兔福祉ツ社鬮＜般兔税頤未申告霤〈》信用失墜＝招箙…茣諞翔釁＝硼詫び蔗》釁

釁〔霤兔役職員ñ、釁睢輓遘汚名返上霤嘘《組ぁ扈…い》所存扈舮苒い…蔗冉 

 

皙 

 

⒊．保健◁医療◁福祉サ▷ビ㌶霤関蔗》啓冢普及活動  ℡┛,┘┟┞,┟├┟ バ☎ 

┏┘┐啓冢普及～業 ℡┚├┠,┗┠┗ バ☎ 

在宅高齢者霤対蔗》保健◁福祉サ▷ビ㌶睢閻頤各種情報静供兔高齢社会霤硼け》

生箙方等霤迪い遘啓冢～業釁茣遘講演会釁映亶会＝開催茣…茣諞冉 

┘┙ 男⒊⒎日霤武蔵野㌶ょンヵ簾▷篝扈開催茣諞藤井弘泰氏講演会媾何龝睢く釁〔元

気龝ñ番𡨚霤鬮⒊⒐⒎人頤市民龝参加茣兔自立茣諞老至＝送》諞）兔予防＞護頤視点

稱〉東洋医学霤立脚茣諞健康法霤迪い遘学び…茣諞冉 

…諞兔⒌男⒊⒎日頤武蔵野ツ会堂扈頤映亶会扈鬮兔人間頤生釁死頤本質＝青箙出蔗

恩地日出夫監督頤意欲作媾蕨野行𡨚＝上映茣兔⒌⒌⒏人頤市民龝鑑賞茣…茣諞冉 

┏┙┐簾▷堙叛篝靭▷養成等講習～業 ℡┚,┟┙┟,┞┝┟ バ☎ 

┙ 級簾▷堙叛篝靭▷養成講習会鬮兔裟間 ┙ 回開催茣 ┛┘ 人龝修了茣…茣諞冉睢硼兔

第 ┙ 回目頤講習会〈《兔障害者℡児☎居宅＞護従～者 ┙ 級頤資格龝英わせ遘嘘得扈

箙》〈う兔講習ハ容＝充実芍せ…茣諞冉 

 

⒋．調査研究開冢～業 ℡┙┝┚,┚┚┗ バ☎ 

ツ社扈鬮兔談償在宅サ▷ビ㌶兔権利擁護㍗ンタ▷及び芦ょサ▷ビ㌶等頤現場経験



  

 

頤豊稱睢職員霤〈》研究チ▷堙霤〈《兔新諞睢談償在宅福祉サ▷ビ㌶頤あ《方や権

利擁護～業兔成裟至見制祭兔＞護保険霤〈》サ▷ビ㌶静供等霤迪い遘検討＝開始茣

㈳談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業頤あ《方研究会報告書㈼＝兔作成茣…茣諞冉 

…諞兔そ「＝唄け兔談識者扈構成蔗》㈳談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業検討委員会㈼＝冢

足芍せ兔時代頤牙▷㍑霤応え〉「》新諞睢サ▷ビ㌶頤再構築頤検討＝始）…茣諞冉 

 

⒌．市民㌧篝餐▷кけ英い～業 ℡┞,┞┘┙,├┟┠ バ☎ 

高齢者総英相談扈鬮兔＞護保険サ▷ビ㌶＝鬮荵）釁蔗》各種福祉サ▷ビ㌶や生活

上頤あ〉ゆ》問題霤迪い遘頤ñ般相談並び霤兔弁護士霤〈》法脂相談兔権利擁護や

成裟至見制祭兔悪質商法被害霤関茣諞相談霤〔対応茣…茣諞冉 

ñ般相談鬮 ┘┛┛ 件兔法脂相談鬮 ┚┘ 件扈茣諞冉 

 

⒍．高齢者福祉施設頤管理運営等唄皓～業 ℡┚┝┚,┟┟├,┞┞┠ バ☎ 

┏┘┐ 高齢者総英㍗ンタ▷唄皓～業 ℡┙┙┚,┙┠┞,┝├┠ バ☎ 

高齢者総英㍗ンタ▷頤管理運営及び㍗ンタ▷霤硼け》在宅＞護支援～業兔補

к器具㍗ンタ▷～業兔芦ょサ▷ビ㌶～業＝市稱〉唄皓茣兔実施茣…茣諞冉 

剝 ～業名 高齢者総英㍗ンタ▷管理 ℡├├,┠┙┛,┟├┗ バ☎ 

高齢者総英㍗ンタ▷頤管理運営＝行い…茣諞冉 

箸 ～業名 在宅＞護支援～業 ℡├┝,┘┠┟,┛┟├ バ☎ 

在宅＞護支援㍗ンタ▷～業鬮兔中亳兔西久保兔緑亳兔ッ幡亳┏衛祥寺袷亳 ┛

～├ ¢目及び御殿山 ┙ ¢目鬮鎖成 ┘┞ 裟 ┘┗ 男霤衛祥寺厩▷㌧ンヵ簾▷堙在

支及び本亳在支へ移管┐地域頤高齢者＝対象霤兔＞護保険以外頤在宅サ▷ビ

㌶＝静供蔗》釁共霤兔ソ▷㌧廐篝ワ▷ッ▷兔看護師兔＞護指玄員等頤専門職＝

配置茣兔裟間 ┝,┠┙┗ 件頤相談＝唄け…茣諞冉 

潑 ～業名 補к器具㍗ンタ▷～業 ℡┙┙,┗┝┙,├┗┙ バ☎ 

補к器具㍗ンタ▷～業霤鬮兔作業療法士＝配置茣兔専門的睢視点稱〉頤住

宅改善兔補к器具頤ゃ噓餐ょ㌶及び市独自頤～業＝総英的霤実施茣…茣諞冉裟

間訪問件数鬮 ┘,┛┞┛ 件扈茣諞冉 

醱 ～業名 芦ょサ▷ビ㌶～業 ℡┟┠,┘┘┘,┟┙┙ バ☎ 

芦ょサ▷ビ㌶～業鬮兔鎖日頤鎖均利用者龝 ┚├ 人℡う跚認知症高齢者 ┘┙ 人☎

扈兔裟間 ┟,┛┙┠ 人頤利用者龝あ《…茣諞冉配食サ▷ビ㌶頤利用者鬮兔ñ日鎖均

┙┗ 人扈茣諞冉

┏┙┐ 袷亳高齢者㍗ンタ▷唄皓～業 ℡┟┗,┠┘┛,┟┛┛ バ☎ 

袷亳高齢者㍗ンタ▷扈鬮兔芦ょサ▷ビ㌶～業媾コ嚮ュ牙ゖゅヶゃサ萢ン𡨚＝実施茣兔

ñ日鎖均利用者 ┙┚ 人兔裟間 ┝,┞┙┝ 人頤利用龝あ《…茣諞冉運営霤あ諞輓遘鬮兔多

数頤僊ランゖゅゃ霤〈》昼食頤調理兔生箙生箙釁茣諞健康睢生活＝送》諞）頤各種

趣味活動へ頤積極的睢協力＝得遘兔～業＝バ滑霤推進茣…茣諞冉…諞兔地域霤開



  

 

稱「諞㍗ンタ▷＝）苒茣兔園芸僊ランゖゅゃ龝。精込）遘手入「＝茣諞庭木や草花

＝ñ般頤市民霤観賞茣遘い諞譁く諞）兔ォ▷祢ンャ▷芦ン＝昨裟霤引箙続箙＜裟〔

開催茣兔├├ 人頤方龝来場芍「…茣諞冉 

┏┚┐ ヶゃ喩ネ㌃廐▷研修㍗ンタ▷唄皓～業 ℡┘┙,┝┠├,├┚┚ バ☎ 

＞護保険霤硼け》ヶゃ喩ネ㌃廐▷頤資質頤向上＝図》諞）兔㍗ンタ▷扈鬮兔新任兔

現任兔専門頤体系的睢研修＝実施茣兔新任研修 ┛┚ 人兔現任研修ñ部 ┛┘ 人兔現

任研修‖部 ┚┝ 人龝修了茣兔専門研修霤鬮 ┠┝ 人龝唄講茣…茣諞冉 

翔頤ほ稱兔媾ヶゃ祢ラン指玄研修チ▷堙委員会議𡨚＝設置茣兔ヶゃ祢ラン霤関蔗》

相談◁к言＝裟間┝回行い兔┛┘件頤ヶゃ祢ラン霤迪い遘指玄茣諞ほ稱兔┚男霤実施

茣諞報告会霤鬮 ┠┝ 人頤ヶゃ喩ネ㌃廐▷龝参加茣…茣諞冉 

┏┛┐ 簾▷堙叛篝祢㍗ンタ▷武蔵野唄皓～業 ℡┘┠,┟┠├,┠┠┚ バ☎ 

高齢者兔精神障害者及び難病者霤対茣遘簾▷堙叛篝祢サ▷ビ㌶＝実施茣兔裟

間┟,┚┗┗時間派遣茣…茣諞冉…諞兔簾▷堙叛篝靭▷頤資質頤向上＝図》諞）兔実

技指玄等頤研修会＝実施茣…茣諞冉 

┏├┐ 移送サ▷ビ㌶┏翩尨ンュ廐菟┐～業 ℡┙┞,┗┟┘,┞├┗ バ☎ 

既存頤ツ共交通機関頤利用龝困難睢高齢者や障害者頤外出頤利便＝図》諞

）兔地域住民頤協力＝得遘兔軽自動車頤福祉型専用車両 ┠ 台＝運行茣…茣諞冉┚

男 ┚┘ 日現在兔利用会員 ┞┟┝ 人兔運行協力会員 ┛┟ 人兔運行回数鬮裟間 ┘┝,┗┠┗

回扈茣諞冉 

 

⒎．高齢者頤生箙龝い釁健康邇く《推進～業 ℡┝┝,┝┟┙,┛┚┝ バ☎ 

社会活動㍗ンタ▷扈鬮兔高齢者頤生箙龝い釁健康邇く《推進～業＝市稱〉唄皓茣兔

元気睢高齢者頤多様睢余暇活動霤対応蔗》幅広い㌃廐ン篝扈裟間 ┛┙ 頤教室◁講斎

＝開講茣兔┚┚,┞┗┞ 人龝唄講茣…茣諞冉…諞兔裟間 ┘┙ 回行～＝開催茣兔┙,┝├┟ 人頤参

加者龝あ《兔そ頤他頤利用者＝加え遘裟間 ┛┠,┙┛┚ 人頤利用龝あ《…茣諞冉世代間交

流～業頤境南現学校ふ「あいサ萢ン鬮兔講斎＝ ┘┘├ 回開催茣 ┘,┝┘┙ 人龝唄講兔休

‥時間や給食＝通荵遘多数頤児童釁頤交流＝行い…茣諞冉第 ┘┞ 期媾地域健康ヮラ

菟𡨚鬮兔〈《身近扈気軽霤参加扈箙》〈う霤市ハ ┘┝ ヵ所頤コ嚮ュ牙ゖゅ㍗ンタ▷扈開催

茣兔開催回数鬮 ┛┙ 回兔参加者 ┠┠┙ 人兔う跚皆勤賞鬮 ┟┝ 人兔精勤賞鬮 ├┘ 人扈茣諞冉 

⒏．高齢者頤談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業 ℡┘┙┗,┘┛┟,┞┗┘ バ☎ 

┏┘┐ 談償在宅福祉サ▷ビ㌶～業 ℡┘┗┟,┝┠┛,┝┟┟ バ☎ 

ソ▷㌧廐篝ワ▷ッ▷や看護師頤訪問及び緊急時対応＝ハ容釁蔗》基本サ▷ビ

㌶兔家～援к◁身体＞護や食～サ▷ビ㌶＝ハ容釁蔗》個別サ▷ビ㌶並び霤兔生

活費や医療費等＝ハ容釁蔗》福祉資金貸付サ▷ビ㌶＝実施茣…茣諞冉裟間頤新

規契約世帯鬮 ┚┛ 世帯兔解約世帯鬮 ┚┞ 世帯扈兔┚ 男 ┚┘ 日現在頤利用者鬮

┘┠┟ 世帯兔┙┚┚ 人扈茣諞冉 



  

 

…諞兔談償在宅サ▷ビ㌶利用者霤協力員＝派遣茣兔家～援к兔身体＞護＝

行い…茣諞冉 

┏┙┐ 権利擁護～業 ℡┝,┞┚┞,┝┝┝ バ☎ 

権利擁護～業霤迪い遘鬮兔裟間頤相談件数鬮⒌⒏⒉件兔独自～業頤契約者鬮

⒐⑵人釁睢《兔順調霤推移茣遘硼《…蔗冉 

┏┚┐ 地域福祉権利擁護～業 ℡┛,┝┛┠,┗┗┗ バ☎ 

東京都頤地域福祉権利擁護～業霤迪箙…茣遘〔兔基幹～業所釁茣遘東京都

社会福祉協議会釁調整茣睢龝〉業務＝進）…茣諞冉契約者鬮 ┘ 人扈蔗冉 

┏┛┐ 成裟至見～業 ℡┝┞,┚┛┞ バ☎ 

  ⒊⒐裟祭中霤⒎人頤成裟至見人等霤就任茣兔⒊⑴裟⒌男⒌⒊日現在兔⒏人＝担当 

茣遘い…蔗冉利用者頤在宅生活＝包括的霤支援蔗》釁いうツ社頤理念霤沿輓遘 

～業＝進）兔任意至見霤迪い遘鬮⒎名釁契約＝締結茣…茣諞冉 

申立実務霤迪い遘鬮兔申立書類頤交付℡⒌⒋件☎稱〉兔申立書作成◁手続箙援 

к℡⒊⒊件☎…扈広範霤対応茣兔特霤市長霤〈》申立霤関茣遘鬮兔生活福祉課釁連 

携茣兔中心的実務＝担輓遘い…蔗冉 

  

⒐．＞護保険法霤硼け》居宅＞護支援～業及び訪問＞護～業 ℡┙┛┘,┟┚┙,├├├ バ☎ 

┏┘┐ 居宅＞護支援～業 ℡├┟,┗┗┞,┘┝┚ バ☎ 

居宅＞護支援～業鬮兔＞護保険法頤ヶゃ喩ネ㌃廐▷業務釁市稱〉唄皓茣諞要

＞護認定調査＝実施茣…茣諞冉 

剝 ～業名 居宅＞護支援～業 ℡┚├,┟┠┞,┛┠├ バ☎ 

福祉ツ社指定居宅＞護支援～業所扈鬮兔＞護支援専門員 ├ 人兔＞護報酬

請求件数 ┙,┘┚├ 件兔要＞護認定調査件数 ┘┛┙ 件扈茣諞冉 

箸 ～業名 居宅＞護支援～業 ℡┙┙,┘┗┠,┝┝┟ バ☎ 

高齢者総英㍗ンタ▷指定居宅＞護支援～業所扈鬮兔＞護支援専門員 ┞ 人兔

＞護報酬請求件数 ┘,┝┝┘ 件兔要＞護認定調査件数 ┘,┗┛┛ 件扈茣諞冉 

┏┙┐ 訪問＞護サ▷ビ㌶～業 ℡┘┟┚,┟┙├,┚┠┙ バ☎ 

簾▷堙叛篝祢㍗ンタ▷武蔵野扈鬮兔＞護保険法霤〈》訪問＞護～業＝実施茣兔

┞┠,┙┛┞.├ 時間簾▷堙叛篝靭▷＝派遣茣…茣諞冉…諞兔私的契約扈鬮 ┚,├┚┠ 時間

簾▷堙叛篝靭▷＝派遣茣…茣諞冉 

┚ 男 ┚┘ 日現在頤冩録叛篝靭▷数鬮 ┙┗┚ 人兔＞護報酬請求件数鬮 ┚,┞┘┙

件扈茣諞冉 

 

⑴．支援費制祭霤〈》居宅＞護サ▷ビ㌶～業 ℡┘┙,┚┛┛,┘┘┚ バ☎ 

簾▷堙叛篝祢㍗ンタ▷武蔵野扈鬮兔障害者＝対象霤茣諞支援費制祭霤〈》居宅＞

護サ▷ビ㌶～業＝実施茣兔┛,├┟┞ 時間簾▷堙叛篝靭▷＝派遣茣…茣諞冉 



  

 

 

⑵．職員研修頤実施 

    職員頤資質頤向上＝図《兔利用者霤対茣遘質頤高いサ▷ビ㌶静供霤л）》諞）兔

本裟祭〔引箙続箙職員頤研修会及び講習会＝開催茣…茣諞冉 

 

┘┗．そ頤他 

市民社会福祉協議会兔老人ヮラ菟連英会睢閻龝実施蔗》～業霤〔積極的霤協力

茣兔職員や看護師＝派遣茣…茣諞冉 

新任頤民生◁児童委員霤対茣遘兔ツ社頤～業＝説明蔗》釁共霤兔民生◁児童委員

協議会釁頤連携頤強粟＝図《…茣諞冉 


