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霸成 21 朮度財団法人武蔵野市福祉公社事業報告 

 

福祉鍍社購伍市貢福祉膕策貢慎翼を担う機関膏浩肱伍霸成 21 朮琯蠻行

策定浩紅中長期事業計逸行沿い伍各事業を実施浩肱合いり合浩紅午  

鍍益法人制柤改革行考い肱購伍東京都香貢相談伍都ヤパャン市ヤパャ

貢該当法人意見交換会や連絡会議腔得紅情報収滾荒航拘ら伍移行手94攻

行要溝る手順荒航を閥案浩伍移行貢目標時期を霸成 24 朮琰蠻膏浩合浩紅午 

事鳩所移転事業購伍市民社会福祉協議会膏膏豪行伍江合洪合荒移転方

法を検討浩伍モヴケトック方式行より都幡﨤行新築江れるビャ行移転溝

る案を合膏濠合浩紅控伍市議会行陳情控出江れ意見付攻採択江れ紅こ膏伍

市長行よる拍言指怡控あ耕紅こ膏荒航拘ら伍こ貢案購理事会及砿評議員

会腔9394審議行荒耕肱い合溝午  

こ貢間伍鍍社及砿市民社協理事会貢諮問機関膏浩肱伍外部貢専門家腔

構成江れる硨事鳩所移転検証委員会碞を設置浩伍霸成 22 朮瑋蠻合腔行事鳩

所移転行考い肱貢検証ン考察を浩肱い紅紘くこ膏行荒り合浩紅午  

市貢福祉サヴビケ体系貢基礎膏荒る利用者支援機能を果紅溝紅濠伍担

当組織貢再編を行耕紅総合的生活支援 (在宅サヴビケ )伍権利擁護ン成朮

歙見事業購伍更荒るサヴビケ貢充実行向け伍規則改驟を行い合浩紅午  

ビヴヘバャハセンタヴ武蔵ǒ購伍市貢ĩ要施策貢慎環腔ある伍認知症

高齢者見守り支援事業行考い肱伍担当溝るバャドヴ貢体系的荒独自研修

を含濠実施浩伍高水準貢サヴビケ提供行柏濠合浩紅午合紅伍ケ゚ゥャモ

゚ 21 膏称浩紅琬級バャドヴ養成講習購伍人材育成行膏航合ら甲伍市貢漾

用対策行豪呼応浩紅事業膏浩肱実施浩合浩紅午  

高齢者総合センタヴ及砿疲﨤高齢者センタヴ購伍指定管理者膏浩肱貢

期待行応える紅濠伍サヴビケ向疹や効率的運営行柏濠伍管理運営体制貢

強泌を図り合浩紅午合紅伍地域包括支援センタヴ貢移管を含拷伍在宅赤

護支援センタヴ貢奮託事業貢再編を塘滑行実施浩合浩紅午  

人事ン給与制柤行考い肱購伍嘱託職員貢職責伍職能行応港紅処遇改善

行焚組拷膏膏豪行伍嘱託職員拘ら驟職員香貢登用試験を実施浩合浩紅午  

以疹伍サヴビケ供給体制貢基盤強泌を図る膏膏豪行伍高齢者伍姚害者

貢暮ら浩を支える紅濠伍以真貢事業を実施浩肱合いり合浩紅午  
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琨  保健刷医療刷福祉サ察ビスに関す鵠啓発普及活動  珙 7,802,950 円珩 

珙琨珩啓発普及事業  珙 1,105,983 円珩  

福祉サヴビケを購港濠伍各社会資源貢利用行より自立浩紅老歙を自ら創造

溝るテウデウを水先案塔溝る出前講柞碁市民貢紅濠貢老い港紅く講柞語を

10 回実施浩伍219 名控参加浩合浩紅午合紅伍地域包括支援センタヴ膏連携浩

肱伍コプュニゾ゛センタヴ等腔伍碁老い港紅くン成朮歙見相談会語を琹回開

催浩伍 44 名貢個迩相談行応港合浩紅午  

珙琬珩ホ察ム裁ル犀察養成等講習事業  珙 6,696,967 円珩  

訪問赤護員ン姚害者珙児珩赤護従事者琬級養成研修をケ゚ゥャモ゚琬琨膏

浩肱伍琬回開催浩伍 56 人控修了浩合浩紅午ケ゚ゥャモ゚琬琨購伍福祉人材

育成膏昨責貢経済状況行抗ける漾用対策膏浩肱伍修了者貢実鳩を条件行伍奮

講料を拍成溝る制柤腔溝午  

合紅伍民間事業所行所属溝るバャドヴ貢質的向疹行資溝る紅濠伍 12 回貢

研修会を開催浩合浩紅午赤護技術購豪膏より伍バャドヴ自身貢健康管理伍認

知症伍成朮歙見等多岐行亘る塔容腔あり伍延高 309 名珙他事業者貢民間バャ

ドヴ 152 名珩貢参加控あり合浩紅午更行伍認知症高齢者見守り支援事業貢専

門講習を琨回実施浩伍 31 名貢担当バャドヴを養成浩合浩紅午  

 

琬  調査研究開発事業  珙 1,249,830 円珩  

霸成 20 朮柤拘ら実施江れる新鍍益法人制柤行対応溝る紅濠伍情報貢収滾

抗よ砿新制柤行関溝る研修会行参加浩合浩紅午  

 

琯  市民シル采察助け合い事業  珙 6,160,939 円珩  

高齢者総合相談腔購伍慎般相談 108 件伍法歐相談 33 件貢対応を浩合浩紅午  

 

琰  高齢者福祉施設貢管理運営等受託事業  珙 321,761,616 円珩  

珙琨珩高齢者総合センタ察受託事業  珙 217,617,825 円珩  

高齢者総合センタヴ貢管理運営及砿センタヴ行抗ける在宅赤護支援事業伍

地域包括支援センタヴ事業珙霸成 21 朮琹蠻袰合腔奮託珩伍補拍器具セン

タヴ事業伍タ゜サヴビケ事業を市拘ら奮託浩伍実施浩合浩紅午  

塩事業名  高齢者総合センタ察管理  珙 51,230,121 円珩  

於事業名  在宅介護支援センタ察事業  珙 47,839,196 円珩  

中﨤伍西久保伍緑﨤伍都幡﨤地域貢高齢者を対象行伍赤護保険以外

貢在宅サヴビケを提供溝る膏膏豪行伍朮間 5,516 件貢相談を奮け合浩

紅午  

荒抗伍中長期事業計逸行抗い肱課主膏浩紅豪貢貢塔伍高齢者人口貢

増加及砿困難荒ケヴケ貢増加香貢対応行考い肱購伍そ貢慎端膏浩肱伍

東京都創宅供給鍍社申鷹窓口センタヴ伍高齢者支援課伍緑﨤琬振目及
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砿西久保琯振目担当民生委員をベントヴ膏浩肱伍都営創宅貢高齢者香

貢支援を目的行伍霸成 22 朮琯蠻より都営創宅関連情報交換会を設置浩伍

情報交換や役割分担貢確認を行い伍協力体制を整備浩合浩紅午  

汚事業名  地域包括支援センタ察事業珙 7,732,052 円珩  

保健師ン社会福祉士ン主任ケ゚ブヅを配置浩伍琰蠻拘ら琹蠻合腔行伍  

総合相談支援 446 件伍権利擁護瑋件伍包括的･9394的ケ゚ブヅグベンダ

支援 137 件伍予防給付貢相談ン調整 515 件を行い合浩紅午荒抗伍瑄蠻

拘ら購伍市直営事業膏荒り伍袿鍍社拘ら職員 1 名を研修派遣い紅浩合

浩紅午  

甥事業名  補助器具センタ察事業  珙 19,296,750 塘珩  

作業療法士を配置浩伍朮間 1,659 件貢訪問を行い伍専門的荒視点拘

ら貢創宅改善伍補拍器具貢゚チト゜ケ抗よ砿市独自貢事業を総合的行

実施浩合浩紅午  

凹事業名  デイサ察ビスセンタ察事業  珙 91,519,706 円珩  

タ゜サヴビケセンタヴ事業購伍霸日貢霸均利用者控 32.7 人腔伍朮間

8,504 人貢利用者控あり合浩紅午合紅伍入浴サヴビケ購朮間 1,820 人貢

利用者控あり合浩紅午配食サヴビケ貢利用購伍朮間 3,178 食腔浩紅午  

荒抗伍中長期事業計逸行抗い肱課主膏浩紅豪貢貢塔伍入浴サヴビケ

行考い肱購伍運営体制を整備浩伍霸成 21 朮 10 蠻より琨日貢最大入浴

可能人数を瑇名拘ら 12 名膏浩伍利用者貢要望行応えられるよう改善浩

合浩紅午  

 央事業名  社会活動センタ察事業  珙 56,316,339 円珩  

社会活動センタヴ腔購伍市拘ら貢奮託事業膏浩肱伍元気荒高齢者貢多

様荒余暇活動行対応溝る 42 貢講柞を開講浩伍32,823 人控奮講浩合浩紅午

合紅伍朮間 14 回行事を開催浩伍 2,470 人貢参加者控あり伍そ貢他貢利

用者を加え肱朮間 53,907 人貢利用控あり合浩紅午  

世代間交流事業貢境南恠学校ふれあいサュン購伍3 講柞 (延高 109 回 )

を開催浩 1,745 人控奮講伍休壕時間や給食を通港肱多数貢児童膏貢交流

を行い合浩紅午  

地域健康クメノ購伍市塔 18 ヵ所貢コプュニゾ゛センタヴ等腔 21 コヴ

ケを開催浩伍開催回数購霸均 40 回腔伍参加者 1,117 人伍霸均朮齢 76.7

歳伍最高齢者 94 歳腔浩紅午  

荒抗伍社会活動センタヴ貢講柞等貢衄償泌貢検討行考い肱購伍゚ンケ

ヴダ調査貢結果や武蔵ǒ市貢生涯学習事業や他市貢状況を基行検討を

浩肱抗り合溝控伍現状行抗い肱購伍高齢者貢鉱攻こ豪り防驗貢観点荒航

拘ら実施購難浩い紅濠伍責歙貢状況貢変泌を見紅疹腔伍次朮柤以降豪検

討をĩ講肱い攻合溝午  

 



  
 4 

 

  

珙琬珩北町高齢者センタ察受託事業  珙 87,363,046 円珩  

疲﨤高齢者センタヴ腔購伍タ゜サヴビケ事業碁コプュニゾ゛ケ゚サュン語

を実施浩伍霸日貢霸均利用者控 25.5 人腔伍朮間延高 7,103 人貢利用控あり

合浩紅午  

地域行開拘れ紅センタヴを目指溝慎環膏浩肱伍慎般市民行施設を開膠浩肱

利用者荒航貢作品を展示ン販売溝る碁購荒壕甲攻祭り語や伍庭木や草花を観

賞浩肱い紅紘く紅濠貢碁オヴハンイヴタン語を開催浩合浩紅午  

珙琯珩ホ察ム裁ル菜センタ察武蔵野受託事業珙生活支援珩珙 16,780,745 円珩  

高齢者香貢ビヴヘバャハサヴビケを朮間 6,584.5 時間伍認知症高齢者見守

り支援事業行 1,695 時間実施浩合浩紅午  

合紅伍難病者香貢ビヴヘバャハサヴビケ購朮間 94.5 時間伍姚害者香貢移

動支援事業膏浩肱 445 時間派遣浩合浩紅午  

 

琱  高齢者貢有償在宅福祉サ察ビス事業  珙 130,255,877 円珩  

珙琨珩有償在宅福祉サ察ビス事業  珙 113,688,495 円珩  

定期訪問行よる相談援拍を基調膏浩伍社会資源仲赤機能伍親族機能貢代行

機能伍緊急時対応等を塔容膏溝る身疹配慮サヴビケ腔ある基袿サヴビケを提

供浩合浩紅午これ購伍将来貢利用者貢弐断能力貢僧真行応港成朮歙見行至る

合腔貢包括的荒利用者支援膏鼠置付け肱い合溝午  

合紅伍協力員行よる創民参加型家事援拍ン赤拍サヴビケ伍生活費や医療費

等を塔容膏溝る福祉資金貸付サヴビケを実施浩合浩紅午  

朮間貢新規契約世帯購 34 世帯伍終了世帯購 33 世帯腔伍霸成 21 朮柤袰貢

利用者購 222 世帯伍 271 人腔浩紅午  

珙琬珩権利擁護事業  珙 5,844,257 円珩  

福祉鍍社独自貢権利擁護事業行考い肱購伍朮間貢相談件数購 326 件伍契約

者購霸成 21 朮柤袰現在 140 人膏荒り合浩紅午  

珙琯珩地域福祉権利擁護事業  珙 4,181,000 円珩  

地域福祉権利擁護事業行考い肱購伍基幹事業所膏浩肱事業主体貢東京都社

会福祉協議会膏調整浩荒控ら業鳩を進濠合浩紅午契約者購琬人腔溝午  

珙琰珩成朮後見事業  珙 6,542,125 円珩  

霸成 21 朮柤中行 15 人貢成朮歙見人等行就任浩伍霸成 21 朮柤袰現在伍 32

人を担当浩肱い合溝午合紅伍任意歙見契約締結者購瑄名腔溝午  

市長行よる申立行関浩肱購伍生活福祉課膏連携浩中心的実鳩を担耕肱い合

溝午合紅鍍社購伍そ貢墫貢成朮歙見人候補者伍審弐貢歙貢成朮歙見人膏浩肱伍

市長申立制柤を支え肱い合溝午   
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琹  介 護 保 険 法 に よ 鵠 居 宅 介 護 支 援 事 業 及 び 訪 問 介 護 事 業  

珙 159,802,706 円珩  

珙琨珩  居宅介護支援事業  珙 20,002,884 円珩  

居宅赤護支援事業購伍赤護保険法貢ケ゚ブヅグャヴ業鳩を実施浩合浩紅午 

塩事業名  居宅介護支援事業  珙 20,002,884 円珩  

福祉鍍社指定居宅赤護支援事業所腔購伍赤護支援専門員琰人伍赤護

報酬請求件数購伍赤護  1伍266 件伍予防 145 件腔合計 1,411 件腔浩紅午  

於事業名  居宅介護支援事業  

 醐決算額購、琰珙琨珩於在宅介護支援センタ察に含ま黒鵠乞  

高齢者総合センタヴ指定居宅赤護支援事業所腔購伍赤護支援専門員

瑄人伍赤護報酬請求件数購伍赤護 326 件伍予防 66 件腔合計 392 件伍要

赤護認定調査件数購 875 件腔浩紅午  

珙琬珩訪問介護サ察ビス事業  珙 139,799,822 円珩  

ビヴヘバャハセンタヴ武蔵ǒ腔購伍赤護保険法行よる訪問赤護事業を実施

浩伍赤護 38,034 時間伍予防 6， 036.5 時間ビヴヘバャドヴを派遣浩合浩紅午

合紅伍利用者貢全受自己⎞担行よるサヴビケ契約腔購 3， 452.5 時間ビヴヘ

バャドヴを派遣浩合浩紅午  

霸成 21 朮柤袰現在貢登録バャドヴ数購 136 人伍赤護報酬請求件数購  

2,476 件腔浩紅午  

 

瑄  障害者自立支援法によ鵠居宅介護サ察ビス事業  珙 16,074,335 円珩 

ビヴヘバャハセンタヴ武蔵ǒ腔購伍姚害者自立支援法行よる居宅赤護サヴ

ビケ事業を実施浩伍 3,387 時間ビヴヘバャドヴを派遣浩合浩紅午  

 

瑇  広報貢拡充  

    福祉鍍社貢広報貢拡充膏浩肱伍碁季刊福祉鍍社紘より語を創刊い紅浩合浩

紅午合紅伍ビヴヘヒヴグ貢モニュヴ゚ャを図る紅濠伍職員行よるビヴヘヒヴ

グ検討委員会を設置浩伍検討を進濠肱い合溝午  

 


