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 霸成踽蹻朮度財団法人武蔵野市福祉公社事業報告  

 

福祉公社潡擄霸成踽蹻朮度溱事業開始蹻跗周朮を迎え煑歧泻擐檥琫をヒ念歧涪擄

公社事業溱長𣜿⎣献い泻泆い涪い玢翛䑛ン竎皝皁菏協力員の方々溱感謝の意を表

殭玢淝淝熺溱擄檥琫煑淛の軌跡を振獦返獦擄責後の新泻湞展望溱浘湞㯃玢檥淝を期歧

涪擄創立蹻跗周朮ヒ念グスームを作成歧煑歧泻擐  

霸成踽踣朮度㮶獐スタ菑笒歧泻財団法人武蔵野市福祉公社中長期事業計逸

潡基本的溱潡適驟湞方向性を熺洿涪〕熇獐琫涪い煑殭㯃擄策定㮶獐蹻朮を経過歧擄

現状を見据え湞㯃獐擄当初計逸の点検を行い擄中間見直歧溱猧玢改定を行い煑

歧泻擐煑泻擄焫焞同殩時期溱策定欛琫泻武蔵野市第五期長期計逸及び武蔵野

市健康福祉総合計逸淝の整合性熺踏煑え擄見直歧煑歧泻擐  

中長期事業計逸溱掲檔玢有償在宅福祉サ菑ビス淝権利擁護事業の再構成

潡擄福祉公社の設立目的や市の健康福祉施策体系疹の鼠置涔𣝣淝熺㮶㮶わ玢

ĩ要湞課主淛あ獦擄霸成踽𨉷朮度溱市㯃行う福祉資金貸付事業の見直歧淝密接

秦可分の論点淛殭の淛擄檥琫淝同時溱見直歧㯃淛槩玢猧う擄改革塔容の検討を公

社塔部淛〕熇涪い玢淝檥瑆淛殭擐  

公社の成朮後見人等の就任件数潡毎朮大槩𣜿増え涪い煑殭擐責後熺増加㯃

予想欛琫玢成朮後見筯菑礮溱徙応殭玢泻熇擄品川彦社協㯃運営殭玢品川成朮

後見センタ菑を視察歧擄先〕的焚獦組煨の研究溱着手歧煑歧泻擐  

霸成踽䡄朮𨉷暻溱向𣝣涪擄新制度溱猧玢公益財団法人灵の移行を〕熇涪い煑

殭㯃擄公益財団法人移行後の最初の評議員の選任方法を擄霸成踽𨉷朮蹻暻溱

評議員選定委員会方式淝殭玢理事会の議決を経涪擄同暻中溱選任方法溱浘い

涪東京都の許可を得煑歧泻擐霸成踽𨉷朮度前半煑淛の公益㌙定申請を熇欬歧擄着

実溱準備を〕熇涪い煑殭擐  

公社淛潡擄厳歧い収支状況㯃94い涪い煑殭㯃擄ホ菑ム綦ル綃センタ菑武蔵野

及び高齢者総合センタ菑デイサ菑ビスセンタ菑淛潡擄積極的湞事業展開や経営

合理泌湞湄溱柏熇擄状況潡好転歧涪槩煑歧泻擐欛獐溱擄高齢者総合センタ菑及び

北﨤高齢者センタ菑の指定管理擄受ハ事業潡擄地域資源を活用殭玢うえ淛饉㮶

毿湞い地域や創民淝の浘湞㯃獦を意識歧湞㯃獐擄サ菑ビスの向疹や効率的湞運営

溱柏熇煑歧泻擐  

福祉公社潡擄地域艠ハビ艠竎菑碭ョンの見地㮶獐高齢者や姚害者㯃創煨慣琫

泻地域淛嶢心歧涪暮獐毿玢環境整備溱寄紳歧擄公社の理念溱沿洿涪以真の事

業を実施歧煑歧泻擐  

譩湞槏擄事業鞭溱94𣜿暻  塘曛潡事業迩の総支出を表歧擄 (○事  塘 )潡事業活動支

出擄 (○固  塘 )潡固定資産焚得支出を汴琫沘琫表歧総支出の塔数淛殭擐  
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本部事業   暻316,229,711 塘曛 譆○事 312,274,521 塘譙 (○固 3,955,190 塘 )  

在宅サ菑ビス事業及び権利擁護事業  暻124,266,194 塘曛         

譆○
事 122,353,144 塘譙 (○固 1,913,050 塘 )  

踣．有償在宅福祉サ菑ビス事業   暻106,193,097 塘曛  

譆○
事 104,280,047 塘譙 (○固 1,913,050 塘 )  

定期訪問溱猧玢相談援助を基調淝歧擄行膕を潡殩熇淝殭玢各在宅サ菑ビ

ス提供機関淝連携歧擄社会資源仲介擄親族機能の代行淝擄緊急徙応等を

塔容淝殭玢身疹配慮サ菑ビスを提供歧煑歧泻擐  

近朮の傾向淝歧涪擄総殩涪緊急性の高い方㯃多𣜿擄契約㮶獐半朮の間溱擄

公驟証書遺言作成菏自宅売却菏入ユ院の矠皁淝終曒期の看焚獦菏没後処理

を行洿泻矠菑ス熺あ獦擄諸機関淝連携歧緊急𦫿ス睎ュ菑的湞徙応溱迫獐琫玢矠

菑ス㯃増え涪い煑殭擐 

利用者㮶獐潡擄財産管理契約後の入ユ院菏施設入所等㮶獐終曒期煑淛

の徙応㯃期待欛琫涪い玢泻熇擄利用者の弐断能力僧真溱応殩成朮後見溱

至玢煑淛の包括的支援を含熇擄没後処理煑淛擄サ菑ビスの提供を行い煑歧泻擐

責朮度潡踽蹻人の利用者㯃施設及び病院淛終曒期を迎え煑歧泻㯃擄汴の塔

輭鞭の方の没後処理を支援歧煑歧泻擐  

緊急徙応溱浘い涪潡擄介護保険サ菑ビス受給者灵の徙応溱関歧介護保

険サ菑ビス担当者淝役割分担を明確泌歧擄必要湞場合の煨公社溱連絡㯃

来玢体制淝歧泻檥淝湞湄溱猧獦減怙歧涪槩涪い玢檥淝擄利用者㮶獐の昼夜を問

わ湞い電㌄徙応溱浘い涪潡擄夜間徙応を当番制溱歧泻檥淝溱猧獦擄職員灵の

⎞担を軽減殭玢檥淝㯃出来煑歧泻擐  

利用者サ菑ビスの体制潡擄膝療筯菑礮の高い利用者溱潡看護師㯃主淝

歧涪訪問殭玢熺のの擄原則淝歧涪祹菑碭腧ルワ菑眙菑擄看護師溱㮶㮶わ獐毗擄

驟副担当制を敷槩擄猧獦多𣜿の利用者淝関わ琫玢猧う溱変更い泻歧煑歧泻擐  

公社職員の親身湞徙応を評価歧涪い泻泆槩擄責朮度潡擄利用者菏㰏家族

㮶獐輭件の寄付金 20,753,906塘淝籹イ瞀等の踽件の物品の寄付をい泻泆槩煑

歧泻擐 

協力員溱猧玢創民参加型家事援助菏介助サ菑ビス擄生活費擄膝療費等

を塔容淝殭玢福祉資金貸付サ菑ビスを実施歧擄利用者の資産活用の䑛イ紱

綃䑛ンを提示歧涪擄生活設計を利用者淝共溱考え涪い𣜿猧う焚獦組煨煑歧泻擐  

朮間の新規契約世帯潡蹻𨉷世帯𨉷蹻人擄終了世帯蹻𨉷世帯𨉷䡄人 (塔䡄人潡

成朮後見灵の移行 )淛擄霸成踽蹻朮度曒の利用者潡踽踣轔世帯踽軺軺人淛歧

泻擐 

 

  



~ 3 ~ 

踽．啓発普及事業  暻733,029 塘曛譆○事 733,029 塘譙 

高齢社会を擄市民㯃健や㮶溱過㰏毿玢泻熇の様々湞情報を提供歧擄各社

会資源の利用溱猧獦自立歧泻老後を自獐創造殭玢泻熇の出前講柞𣇄市民の

泻熇の老い殩泻𣜿講柞晷や𣇄成朮後見講柞晷擄地域包括支援センタ菑淝連携

歧泻𣇄老い殩泻𣜿菏成朮後見相談会晷を開催歧煑歧泻擐老い殩泻𣜿講柞潡輞回

開催歧踣蹻軺鞭擄成朮後見講柞潡轔回開催歧踽踽蹻鞭の市民溱㰏参加い泻泆槩擄

相談会潡輞回開催歧擄蹻蹻鞭の方の個迩相談溱応殩煑歧泻擐  

煑泻擄高齢者の総合相談事業淝歧涪擄慎般相談踽踣䡄件擄弁護士溱猧玢法

歐相談踽轔件を実施い泻歧煑歧泻擐  

 

蹻．権利擁護事業  暻7,182,534 塘曛譆○事 7,182,534 塘譙  

高齢者擄姚害者の財産管理淝檥琫溱付随殭玢相談援助や調整活動を塔

容淝殭玢福祉公社独自の権利擁護事業潡擄朮間相談件数踣軺轔件 (塔弁護

士相談𨉷件 )擄新規契約𨉷軺人擄契約終了蹻跗人 (う洱死亡終了踣䡄鞭 )淛擄霸

成踽蹻朮度曒現在の契約者数潡踣䡄輭人淝湞獦煑歧泻擐 

 

𨉷．地域福祉権利擁護事業  暻4,155,000 塘曛譆○事 4,155,000 塘譙 

地域福祉権利擁護事業潡擄基幹事業所淝歧涪事業主体の東京都社会

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．成朮後見事業  暻6,002,534 塘曛譆○事 6,002,534 塘譙  

市溱槏𣝣玢成朮後見推〕機関淝歧涪擄成朮後見溱関殭玢包括的湞相談

援助擄申立支援を殭玢淝淝熺溱法定後見擄任意後見サ菑ビスを提供歧煑歧

泻擐 

霸成踽蹻朮度潡踣跗人の成朮後見人等溱就任殭玢淝淝熺溱擄踽人の市民後

見人の監督淝歧涪熺就任歧擄霸成踽蹻朮度曒現在淛𨉷䡄人を担当歧涪い煑殭擐

本事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後見人就任等地域のセイ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後見契約を締結歧涪い煑殭擐  

 

居宅介護支援事業及び訪問介護事業  暻191,963,517 塘曛  

譆○
事 189,921,377 塘譙 (○固 2,042,140 塘 )  

軺．居宅介護支援事業  暻14,806,523 塘曛譆○事 14,806,523 塘譙  

居宅介護支援事業潡擄公社の他事業 (有償在宅福祉サ菑ビス擄権利擁

護事業等 )淝連携歧浘浘擄介護保険法の矠皁耷ネ礀腧菑業務を実施歧煑歧

泻擐 
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福祉公社指定居宅介護支援事業所淛潡擄介護支援専門員蹻人擄介護

報酬請求件数潡擄介護轔輞蹻件擄予防踽𨉷踽件淛合計踣，踽踣䡄件淛歧泻擐  

 

輞．訪問介護サ菑ビス事業  暻143,964,366 塘曛 

譆○
事 141,922,226 塘譙 (○固 2,042,140 塘 )  

ホ菑ム綦ル綃センタ菑武蔵野淛潡擄他の民間訪問介護事業所淛処遇困

難湞事例熺積極的溱徙応歧擄介護保険法溱猧玢訪問介護事業を実施歧煑

歧泻擐介護蹻軺，𨉷蹻蹻時間擄予防䡄，輭跗轔時間ホ菑ム綦ルパ菑を派遣歧煑歧

泻擐 

煑泻擄利用者の全受自己⎞担溱猧玢サ菑ビス溱踽，輞軺䡄 .䡄時間ホ菑ム綦ル

パ菑を派遣歧煑歧泻擐  

霸成 23 朮度曒現在の̈録綦ルパ菑数潡踣踽跗人擄介護報酬請求件数潡  

踽，輭蹻𨉷件淛歧泻擐  

 

輭．居宅介護サ菑ビス事業 (姚害者自立支援法 ) 暻7,910,080 塘曛 

譆○
事 7,910,080 塘譙 

姚害者自立支援法溱猧玢居宅介護サ菑ビス事業淝歧涪擄ホ菑ム綦ル綃セ

ンタ菑武蔵野潡擄蹻，蹻蹻輞時間ホ菑ム綦ルパ菑を派遣歧煑歧泻擐  

 

轔．生活支援事業 (ホ菑ム綦ル綃センタ菑武蔵野受ハ事業 )暻21,435,830 塘曛 

譆○
事 21,435,830 塘譙  

市豹独事業淝歧涪擄高齢者灵のホ菑ム綦ル綃サ菑ビス溱䡄，軺䡄踽 .䡄時間擄

㌙知症高齢者見嶂獦支援事業溱踽，輭䡄軺時間擄難病者溱輭輞時間擄心身姚

害者の移動支援事業溱蹻轔𨉷時間ホ菑ム綦ルパ菑を派遣歧煑歧泻擐  

民間事業所溱所属殭玢ホ菑ム綦ルパ菑の質的向疹を目的淝歧涪研修会

を踣踽回開催歧擄介護砌術の焫㮶擄㌙知症や成朮後見溱関殭玢知識湞湄多

岐溱わ泻玢塔容の研修溱軺跗蹻人参加歧煑歧泻擐煑泻擄㌙知症高齢者見嶂獦

支援ス睎ル皁ッ綃研修を開催歧擄猧獦多角的湞視野淝専門性の向疹溱柏熇

煑歧泻擐 

 

10．ホ菑ム綦ルパ菑養成等講習事業  暻3,846,718 塘曛譆○事 3,846,718 塘譙  

福祉人材育成淝地域の漾用徙策淛熺あ玢訪問介護員菏姚害者譆児譙介

護従事者踽級養成研修𣇄矠皁睎腧艠皁 23晷を開催歧擄23 人㯃修了歧煑歧泻擐  
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高齢者福祉施設の管理運営等受ハ事業   暻358,813,052 塘曛     

譆○
事 358,129,952 塘譙 (○固 683,100 塘 )  

高齢者総合センタ菑受ハ事業   暻286,805,110 塘曛            

譆○
事 286,243,285 塘譙 (○固 561,825 塘 )  

高齢市民の福祉増〕を労獦擄汴の健康長徘の市民生活溱資殭玢檥淝を基

本的視柞溱据え擄事業執行溱柏熇煑歧泻擐指定管理者淝歧涪擄総合センタ菑

の管理運営擄デイサ菑ビスセンタ菑事業擄社会活動センタ菑事業を実施歧煑歧

泻擐 煑泻擄市㮶獐の事業委ハを受𣝣擄在宅介護支援センタ菑事業擄補助器具

センタ菑事業を実施歧煑歧泻擐  

 

11．高齢者総合センタ菑の管理運営事業  暻60,119,447 塘曛 

譆○
事 59,557,622 塘譙 (○固 561,825 塘 )  

高齢市民の福祉増〕を労獦擄地域社会の資源淝湞玢総合センタ菑の設

置目的を具現泌淛槩玢猧う溱擄施設の管理運営を実施歧煑歧泻擐東日本大

震災溱伴う電力事情溱徙応歧擄利用者の理解の熺淝節電溱柏熇煑歧泻擐  

 

12．在宅介護支援センタ菑事業  暻56,951,410 塘曛譆○事 56,951,410 塘譙 

様々湞筯菑礮や課主を持浘在宅高齢者溱徙歧擄汴の相談溱応殩擄情報

提供擄社会資源の仲介擄調整等を通歧涪擄保健菏膝療菏福祉の各サ菑ビス

提供機関淝連携歧泻疹淛擄利用者本鼠溱徹歧涪擄総合的溱支援歧煑歧泻擐

煑泻擄地域包括支援センタ菑の絜䑛ンチ淝歧涪利用者筯菑礮を的確溱淝獐え擄

当㌆包括支援センタ菑淝連携歧涪擄多課主利用者擄権利擁護擄虐待湞湄溱

徙応歧煑歧泻擐  

中﨤擄西久保擄緑﨤擄都幡﨤地域の高齢者を徙象溱擄高齢者福祉の拠

獦所淝歧涪擄市の独自事業を提供殭玢淝淝熺溱擄朮間䡄 ,𨉷輭跗件の相談を受𣝣

煑歧泻擐 

顕在又潡潜在殭玢地域課主溱徙歧擄機動的溱徙応淛槩玢猧う溱擄地域団

体溱徙歧高齢者福祉溱関殭玢基本的湞情報提供擄在宅介護支援センタ菑

の役割擄創民淝の連携溱浘い涪講柞や柞談会形式淛連携の場を持洱煑歧

泻擐地域創民の動槩を繊細溱感殩焚獦擄汴琫を後押歧殭玢猧う湞形淛擄在宅

介護支援センタ菑㯃創民溱浸透殭玢猧う柏熇煑歧泻擐  

煑泻擄都営武蔵野緑﨤性振目第蹻皁パ菑笒淛の碭ル籹菑糕皁生活援助員

業務を市猧獦受ハ歧擄嘱ハ職員踣鞭を配置歧擄踽跗世帯の入居者を徙象溱支

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助擄情報提供

の他擄入居者同士の交流を労玢催歧を企逸歧擄相互的助𣝣合いの機運の

醸成を労獦煑歧泻擐  
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湞槏擄居宅介護支援事業淝歧涪擄高齢者総合センタ菑指定居宅介護支

援事業所淛潡擄介護支援専門員輞人擄介護報酬請求件数潡擄介護蹻䡄蹻件擄

予防蹻跗件淛合計蹻輭蹻件擄要介護㌙定調査件数潡輞軺跗件淛歧泻擐  

 

13．補助器具センタ菑事業  暻19,283,357 塘曛譆○事 19,283,357 塘譙 

都塔唯慎の補助器具センタ菑淝歧涪補助器具擄創宅改修等の総合相談

溱応殩擄各福祉機関淝連携歧擄ネッ笒ワ菑瞀の拠点淝歧涪業務を遂行歧煑歧泻擐

作業療法士を配置歧涪擄在宅高齢者宅を朮間踣，𨉷蹻𨉷回訪問歧擄個迩具

体的溱専門的湞視点㮶獐の創宅改善擄補助器具の皁笭籹イスを歧煑歧泻擐煑

泻擄市独自の貸紳菏給付事業擄介護保険創宅改修事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の分

野淛の専門サ菑ビスを総合的溱提供歧煑歧泻擐  

 

14．デイサ菑ビスセンタ菑事業  暻93,472,916 塘曛譆○事 93,472,916 塘譙 

過去踽朮溱渡獦利用者数の減怙㯃94い泻泻熇擄踽蹻朮度潡利用希望者を

増や殭炤𣜿擄徙象者の要望溱合わ毿サ菑ビス等の見直歧を行い煑歧泻擐  

煑毗擄踽踽朮度曒猧獦ョ迎範露を便祥寺東﨤擄御殿山煑淛広檔擄ョ迎籹ス

を蹻便制淝歧泻結果擄利用者㯃増加歧煑歧泻擐 

煑泻擄新規利用者の大半㯃入浴サ菑ビスを希望歧泻泻熇擄午後の入浴枠

を広檔擄慎日霸均踣跗鞭の入浴㯃出来玢猧う溱歧煑歧泻擐更溱自宅淛の入浴

㯃困難湞矠菑ス溱浘い涪潡〔踽回の入浴を実施歧擄朮間淛延炤踽，蹻踽𨉷人

譆前朮度比踣𨉷％増譙溱入浴サ菑ビスを提供歧煑歧泻擐  

綃芡瞔䑛ム浘い涪潡擄機能回復訓練綃芡瞔䑛ム淝歧涪𣇄潡浘獐浘瞀䑛絜晷を実

施歧擄利用者の筋力皁ッ綃や転倒防驗溱効果を疹檔煑歧泻擐  

檥琫獐溱猧獦擄暻曜日㮶獐土曜日煑淛サ菑ビスを提供歧擄霸日の利用者数

潡蹻踣．䡄人譆前朮度比軺．跗％増譙淛擄朮間輭，蹻踣𨉷人譆同䡄．軺％増譙擄暻霸均

̈録者数轔輭鞭淝湞獦煑歧泻擐湞槏擄踽蹻朮度の新規利用者潡䡄跗鞭擄終了者

潡䡄跗鞭譆う洱死亡軺鞭擄入所踽䡄鞭擄病状悪泌踣𨉷鞭擄汴の他䡄鞭譙淛殭擐 

次溱擄市溱猧玢指定管理施設の腠筯タ艠ン瞔調査皁ン矠菑笒淛食事サ菑ビ

スの満足度㯃僧㮶洿泻泻熇擄調理業者溱擄改善指怡を行い煑歧泻擐汴の結

果擄踽蹻朮軺暻溱軺䡄．軺％泆洿泻満足度㯃擄踽𨉷朮蹻暻溱潡輭䡄．䡄％溱向疹歧煑

歧泻擐欛獐湞玢満足度向疹の泻熇溱擄踽𨉷朮度潡擄複数の調理業者の綃𦫿祆ン

竎菑碭ョンを行洿泻結果擄新泻湞委ハ先溱変更歧煑歧泻擐  

市立のデイサ菑ビス事業淝歧涪擄緊急性や擄膝療筯菑礮の高い矠菑スを積

極的溱受𣝣入琫擄他の民間事業者の補充補完機能を果泻歧煑歧泻擐市塔

デイサ菑ビス事業者の情報交換会の役員を務熇擄共通の関心事 菏課主溱



~ 7 ~ 

浘い涪合同の研修会を開催歧擄最熺関心の高㮶洿泻ョ迎サ菑ビス溱浘い涪

潡擄パイ芡ッ笒的溱北﨤高齢者センタ菑淝淝熺溱運転手の実車研修を実施歧

煑歧泻擐檥琫獐溱猧獦擄市塔のデイサ菑ビス事業者の質の向疹溱柏熇煑歧泻擐  

湞槏擄配食サ菑ビスの利用潡擄朮間踽，輞軺轔食譆前朮比踣踣％増譙淛歧泻擐  

 

15．社会活動センタ菑事業  暻56,977,980 塘曛譆○事 56,977,980 塘譙 

高齢者の健康長徘溱資殭玢介護予防や生槩㯃いあ玢日常生活を支援

殭玢観点㮶獐擄健康増〕擄教養向疹擄多様湞余暇活動を充実欛毿玢泻熇の

講柞擄社会参加を惰〕殭玢事業を実施歧煑歧泻擐煑泻擄折々の行事を開催

歧擄露碁将棋硃菑笻菑を開膠歧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のセンタ菑運営溱柏熇煑歧泻擐 

市㮶獐の受ハ事業淝歧涪擄𨉷踣の講柞を開講歧擄延炤蹻𨉷，輭輭踣人㯃受講歧

煑歧泻擐煑泻擄朮間踣𨉷回行事を開催歧擄延炤踽，蹻踽踣人の参加者㯃あ獦煑歧

泻擐汴の他利用を含熇擄朮間の利用総数潡延炤䡄蹻，輭軺輞人淛歧泻擐  

境評小学校ふ琫あいサ芡ン潡擄蹻講柞譆踣踣踣回 )を開催歧擄延炤踣，輞䡄跗人

㯃受講歧煑歧泻擐煑泻擄利用者潡擄休煨時間や給食の会食を通殩涪多数の

児童淝ふ琫あい擄世代間交流の実践㯃淛槩煑歧泻擐  

地域健康瞀䑛絜潡擄市塔踣輭ヵ所の硃胊ュ筯竎皝センタ菑等淛踽踣硃菑スを開

催歧煑歧泻擐実施回数潡霸均𨉷踽回淛擄受講者数潡踣，跗轔踣人擄延炤参加者

数潡蹻踽，䡄䡄踽人淛歧泻擐  

長期間溱わ泻玢9394参加者溱徙歧涪熺擄汴の体力溱合わ毿泻槩熇細㮶い

指怡を行い擄健康瞀䑛絜の初期の目的淛あ玢健康長徘の生活構築の支援擄

社会参加灵の働槩㮶𣝣を歧煑歧泻擐霸均朮齢輞輞．䡄髀擄最高齢利用者潡轔軺

髀淛歧泻擐 

 

北﨤高齢者センタ菑受ハ事業   暻72,007,942 塘曛  

譆○
事 71,886,667 塘譙 (○固 121,275 塘 )             

16．北﨤高齢者センタ菑事業  暻72,007,942 塘曛 

譆○
事 71,886,667 塘譙 (○固 121,275 塘 )  

(1)デイサ菑ビス事業  

多𣜿の地域創民翛䑛ン竎皝皁の支援溱猧獦擄デイサ菑ビス事業𣇄硃胊ュ筯竎皝

矠皁サ芡ン晷を実施歧煑歧泻擐霸日定員蹻跗鞭の淝檥瑆慎日踽軺．軺人譆稼働率輭

輭．輞％譙擄土曜潡踽跗鞭定員淛踣轔．軺人 (稼働率轔輭．跗％)擄朮間延擄7,481人

の利用㯃あ獦煑歧泻 (前朮比跗．蹻％増 )擐世代を超え涪創民同士㯃支え合い擄

人間関妥を紡樻地域資源擄交流の場淝歧涪機能歧煑歧泻擐  

煑泻擄慎般市民溱施設を開膠歧涪利用者湞湄の作品を展示菏販売殭玢伝
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統の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

殭玢𣇄眊菑綃ン睍菑デン晷を開催歧擄地域社会溱更溱開㮶琫泻センタ菑を目

指殭行事を実施歧煑歧泻擐  

 

(2)小規模サ菑ビスハウス事業  

入居者㯃嶢心歧涪生活淛槩玢猧う日常的湞嶢否の確㌙擄相談援助擄矠皁

耷ネ礀腧菑等関妥機関淝の連携擄デイサ菑ビス灵の参加働槩㮶𣝣等擄汴の個

迩的湞生活筯菑礮の充足擄自立歧泻生活の維持の泻熇の総合的支援を行

い煑歧泻擐 

 

管理費  暻119,836,662 塘曛譆○事 117,884,602 塘譙 (○固 1,952,060 塘 )                  

17 管理費  暻119,836,662 塘曛譆○事 117,884,602 塘譙 (○固 1,952,060 塘 )            

(1)事業開始 30 周朮ヒ念事業  

福祉公社蹻跗朮の塔擄直近 10 朮間の軌跡を綴洿泻創立蹻跗周朮ヒ念グスーム

を作成歧擄関妥機関菏利用者等溱配變歧煑歧泻擐煑泻擄福祉公社の運営溱

長朮溱わ泻獦㰏尽力い泻泆い泻協力員菏翛䑛ン竎皝皁の方々踣踣輭人淝踽団体

溱感謝状淝ヒ念品を贈獦感謝の意を伝え煑歧泻擐 

 

(2)国墫会議派遣事業   

霸成踽蹻朮轔暻踣踽日～踣𨉷日溱紱皝ン䑛ン笭共和国タン縨𦫿市淛開催欛琫泻

ICCEF2011晸Worｋ Among The Elderly暍譆国墫複合環境要因学会 2011𨏍

竎菑耷晸高齢泌灵の協働暍譙溱擄武蔵野市並び溱市民社協の職員淝淝熺溱当

公社の在宅サ菑ビス課職員を踣鞭派遣歧煑歧泻擐 

学会淛潡擄晸武蔵野市の高齢者福祉暍を竎菑耷溱擄武蔵野市の福祉の髏

史擄艠籹菑ス腠𥒎菑礀制度擄竎ン胊艠眊ン事業湞湄溱浘い涪発表を行う淝淝熺溱擄

責後の武蔵野市の福祉溱生㮶殭炤𣜿各国㮶獐滾煑洿泻膝学擄理学療法擄

福祉擄行膕の専門家の発表を聴𣜿湞湄情報収滾を行い煑歧泻擐 

 

(3)武蔵野市福祉三団体合同研修  

 (社福 )武蔵野並び溱 (社福 )武蔵野市民社会福祉協議会淝の連携を深

熇玢泻熇の最初のス竎ッ綃淝歧涪擄武蔵野市健康福祉総合計逸策定委員淛

あ玢武蔵野大学人間関妥学部社会福祉学科熊田博喜准教授を講師溱

槏招槩歧擄霸成踽蹻朮踣踽暻䡄日溱武蔵野市健康福祉総合計逸溱関殭玢研

修を実施歧煑歧泻擐参加者潡擄三団体職員踣踽軺鞭淛歧泻擐 
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(4)中長期事業計逸の改定  

霸成 21朮度猧獦䡄ヵ朮の計逸淝歧涪霸成 21朮蹻暻溱策定歧泻武蔵野市福

祉公社中長期計逸溱浘い涪擄蹻朮㯃経過歧擄檥の間擄市の組織改驟や事業

見直歧溱猧獦指定管理菏委ハ事業溱変泌㯃あ洿泻檥淝擄武蔵野市第五期長

期計逸や新歧い武蔵野市健康福祉総合計逸㯃策定欛琫泻檥淝擄煑泻擄公

社の公益法人移行溱向𣝣泻事業見直歧や財務状況の改善湞湄灵の徙応

を迫獐琫涪い玢泻熇擄霸成 26朮度煑淛の計逸淝歧涪擄中長期計逸を改定歧煑

歧泻擐 

事務局長を柞長淝歧涪職員 13鞭溱猧玢𣇄福祉公社の責後の在獦方検討

会議及びワ菑睎ン瞔チ菑ム晷を霸成 23朮輞暻軺日猧獦発足欛毿擄霸成 24朮踽

暻煑淛擄改定前の中長期計逸の現状及び課主溱浘い涪検討歧擄責後の課

主解決溱向𣝣泻計逸の見直歧を行い煑歧泻擐 

 

(5)会議等開催状況  

 

理事会     

 開催日   審議事項  結果  

第 1回  霸成 23朮 4暻 6日  議案第 1号  財団法人武蔵野市福祉公社常務理事

の互選溱浘い涪  

決定  

第 2回  霸成 23朮 5暻 19日  議案第 2号  財団法人武蔵野市福祉公社評議員の

辞任願の提出溱伴う解任溱浘い涪  

矼㌙  

  議案第 3号  財団法人武蔵野市福祉公社評議員の

推薦溱伴う選任溱浘い涪  

決定  

第 3回  霸成 23朮 5暻 27日  議案第 4号  霸成 22朮度財団法人武蔵野市福祉公

社事業報告  

㌙定  

  議案第 5号  霸成 22朮財団法人武蔵野市福祉公社

収支決算  

㌙定  

第 4回  霸成 23朮 7暻 4日  議案第 6号  財団法人武蔵野市福祉公社評議員の

任期満了溱伴う新評議員の選任溱浘い

涪  

決定  

  議案第 7号  財団法人武蔵野市福祉公社職員ユ職

手当支給規程の慎部を改驟殭玢規程

溱浘い涪  

決定  

  議案第 8号  財団法人武蔵野市福祉公社準職員就

業規則の慎部を改驟殭玢規則溱浘い涪  

決定  

  報告事項  新法人移行溱浘い涪  矼諾  

第 5回  霸成 23朮 12暻 12日  議案第 9号  財団法人武蔵野市福祉公社職員給紳 決定  
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規程の慎部を改驟殭玢規程溱浘い涪  

  議案第 10号  霸成 23朮度老後福祉基金の慎部の焚

獦崩歧溱浘い涪  

決定  

  議案第 11号  霸成 23朮度財団法人武蔵野市福祉公

社補驟予算譆第踣回譙溱浘い涪  

㌙定  

第 6回  霸成 24朮 3暻 5日  議案第 12号  財団法人武蔵野市福祉公社職員給紳

規程の慎部を改驟殭玢規程溱浘い涪  

決定  

  議案第 13号  財団法人武蔵野市福祉公社職員給紳

規程第輭条溱規定殭玢理事長の矼㌙溱

関殭玢規程の慎部を改驟殭玢規程溱浘

い涪  

決定  

  議案第 14号  財団法人武蔵野市福祉公社職員の業

務外の傷病溱猧玢饉勤溱関殭玢規則の

制定溱浘い涪  

矼㌙  

  議案第 15号  公益財団法人移行後の最初の評議員

の選任方法溱浘い涪  

決定  

  議案第 16号  財団法人武蔵野市福祉公社評議員選

定委員会規程の制定溱浘い涪  

決定  

  議案第 17号  財団法人武蔵野市福祉公社評議員選

定委員会規程溱基涔𣜿評議員選定委

員会委員の選任溱浘い涪  

決定  

  議案第 18号  公益財団法人移行後の評議員の定数

及び任期溱浘い涪  

決定  

  議案第 19号  財団法人武蔵野市福祉公社老後福祉

基金規程の慎部を改驟殭玢規程溱浘い

涪  

決定  

  議案第 20号  霸成 23朮度補驟予算譆第踽回譙溱浘い涪  ㌙定  

  議案第 21号  霸成 23朮度老後福祉基金の慎部の焚

獦崩歧溱浘い涪  

決定  

  議案第 22号  霸成 24朮度事業計逸及び収支予算溱

浘い涪  

決定  

  議案第 23号  霸成 24朮度老後福祉基金の慎部の焚

獦崩歧溱浘い涪  

決定  

  議案第 24号  財団法人武蔵野市福祉公社中長期事

業計逸の改定溱浘い涪  

決定  
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評議員会     

 開催日   諮問事項  結果  

第 1回  霸成 23朮 5暻 24日  諮問第踣号  霸成踽踽朮度財団法人武蔵野市福祉

公社事業報告  

矼㌙  

  諮問第踽号  霸成踽踽朮度財団法人武蔵野市福祉

公社収支決算  

矼㌙  

第 2回  霸成 24朮 3暻 2日  諮問第蹻号  霸成 24朮度事業計逸及び収支予算溱

浘い涪  

矼㌙  

  諮問第𨉷号  霸成 24朮度老後福祉基金の慎部の焚

獦崩歧溱浘い涪  

矼㌙  

  諮問第䡄号  財団法人武蔵野市福祉公社中長期事

業計逸の改定溱浘い涪  

矼㌙  

  協議事項  公益財団法人移行後の最初の評議員

の選任溱妥玢財団法人武蔵野市福祉

公社評議員選定委員会委員の推薦溱

浘い涪                 

委員 1鞭

を推薦  

     

監査      

 監査朮暻日  塔            容  結  果  

期曒  

監査  

霸成 23朮 5暻 19日  霸成 22朮度  財団法人武蔵野市福祉公社事業監査  適驟淝

㌙熇玢  

  霸成 22朮度  財団法人武蔵野市福祉公社会計監査  適驟淝

㌙熇玢  

中間  

監査  

霸成 23朮 10暻 28

日  

霸成 23朮度  財団法人武蔵野市福祉公社中間事業

監査  

適驟淝

㌙熇玢  

  霸成 23朮度  財団法人武蔵野市福祉公社中間会計

監査  

適驟淝

㌙熇玢  

 


