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事 業 計 逸 

 

 霸成 23 朮柤購福祉公社行膏耕肱伍新事務所腔新紅荒朮柤をケタヴダ江皇る膏膏

豪行伍昭和 56 朮琰暻行事業を開始浩肱拘ら絞ょう航 30 朮控経過浩紅節目貢朮膏

荒り合溝午事業開始 30 周朮をヒ念浩肱伍福祉公社を支え肱い紅紘い紅多く貢関係

者行感謝貢意を表浩伍梗れ合腔貢軌跡を整理浩紅ヒ念グスームを̇行い紅浩合溝午梗れ

を機行伍心を新紅行浩肱福祉公社貢理念腔ある在宅高齢者を購港濠誰豪控嶢心浩

肱地域腔暮ら皇る梗膏を目指浩伍法人運営膏事業貢推進を労耕肱合いり合溝午 

福祉公社ン市民社協貢事務所移転購伍市議会香貢陳情荒航市民及び法人関係者

拘ら多く貢構意見をい紅紘い紅梗膏を奮杭肱霸成 22 朮琱暻行立絞疹校紅伍外部暼

識者腔構成江れる碁事務所移転検証委員会語貢審議を経肱伍霸成 23 朮琯暻行両法

人膏豪武蔵ǒ市便祥寺疲﨤琨振目瑋番琨号行ある旧ブンクョンウホメモヴ貢建物

行移転溝る運び膏荒り合浩紅午紅紘浩伍梗貢事務所購当面貢豪貢腔あり合溝貢腔伍

移転歙福祉公社伍市民社協稿れ糠れ貢法人貢ある高攻姿を議論浩紅うえ腔伍あら

紅濠肱新社屋行考い肱検討を行う梗膏膏い紅浩合溝午 

法人貢ある高攻姿購伍公益法人制柤改革伍福祉申団体改革貢対応等行拘拘わる

市政貢ĩ要荒課題腔あり伍責朮柤伍市控策定溝る次期健康福祉総遍計逸行抗い肱

議論江れる予定腔溝午梗貢問題行限ら甲市膏連携を労り伍法人内部貢議論を進濠

る膏膏豪行伍ケタヴダ拘ら琬朮を経過浩紅⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社中長期事業

計逸貢見直浩を行い合溝午 

 公益法人制柤改革香貢対応購伍霸成 24 朮琰暻貢移行を目指浩肱情報収滾等を進

濠肱攻紅膏梗ろ腔溝控伍東京都膏豪十分荒連携を膏り伍事業再編等貢移行準備や

申請手94攻等を確実行進濠る紅濠伍あら紅濠肱移行ケォグュヴャを組壕立肱直浩伍

責朮瑄暻合腔行抗示浩溝る所存腔溝午 

福祉公社購伍市貢健康福祉政策を支える膏膏豪行伍東京都社会福祉協議会伍武

蔵ǒ市民社会福祉協議会伍武蔵ǒ市医師会伍武蔵ǒ市老人ェメノ連遍会荒航関係

機関膏豪連携を密行浩肱市貢豊拘荒福祉土壌貢形成行尽力浩肱合いり合溝午 
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本部事業  珙352,256 千円珩                 

在宅サービス事業及び権利擁護事業  珙148,680 千円珩         

琨 有償在宅サービス事業  珙123,701 千円珩 

本事業貢特徴腔ある利用者香貢総遍的荒身疹配慮キヴニケを益々充実江

皇伍少子高齢社会伍無縁社会行抗杭る市民貢援護者膏浩肱市民ニヴゲ行応え

合溝午本事業購伍権利擁護事業伍成朮歙見事業貢儼礎を荒溝事業腔豪ある紅

濠伍権利擁護事業膏貢併存利用伍稿貢先行ある成朮歙見事業珙法定歙見伍任

意歙見珩香貢橋渡浩を十分行行い伍利用者貢碁暮ら浩伍人生語を総遍的行支

援浩合溝午合紅伍職員購伍身疹配慮キヴニケ購豪膏より伍権利擁護及び成朮

歙見貢事務行精通溝る必要控あり伍職員貢資質向疹行柏濠合溝午責朮柤購伍

機動的荒キヴニケ提供や予防的荒老い港紅く貢観♧拘ら伍定期的行各在宅赤

護支援コンタヴを訪講る梗膏を開始浩伍連携浩紅活動を行い合溝午 

昭和 56 朮琰暻宣来伍梗貢事業購福祉資金貸付事業珙モトヴケペヴオヴグ珩

膏慎体膏浩肱提供江れるキヴニケ膏浩肱実施浩肱合いり合浩紅午浩拘浩伍事

業開始宣来 30 朮を経過浩伍社会経済状況貢変泌行伴い伍両事業を再♧検溝

る時期行来肱い合溝午様々荒課題を整理浩伍市膏連携浩肱対応い紅浩合溝午 

 

琬 啓発普及事業  珙1,853 千円珩 

市民控自立浩肱健や拘荒老歙生活を送る紅濠行伍福祉公社購蓄積浩肱攻紅テ

ウデウを活拘浩皆様をキフヴダ浩合溝午具体的方策膏浩肱購伍碁市民貢紅濠貢

老い港紅く講柞語膏個別貢生活課題貢相談行応港る碁老い港紅くン成朮歙見相

談会語を伍慎拘暻構膏行開催浩合溝午民生ン児童委員伍地域福祉貢会や市民エ

ャヴハ等貢諸団体伍慎般市民貢求濠行応港伍福祉キヴニケ貢利用法伍権利擁護

事業伍成朮歙見制柤等行考い肱啓̇普及事業を行い合溝午 

梗れら行より伍市民生活貢様々荒課題を自ら主体的行解決腔攻る高齢市民貢

水先案内伍キフヴダを行い合溝午合紅伍弁護士行よる法歐相談貢ほ拘伍生活疹

貢様々荒悩壕伍各種福祉キヴニケ貢利用行関溝る総遍相談を行い合溝午 

 

琯 権利擁護事業  珙10,164 千円珩 

本事業購伍慎人暮ら浩高齢者行対溝る⎡産保全キヴニケを源膏溝る独自事

業膏浩肱伍地域福祉権利擁護事業行先駆杭肱昭和 59 朮行始合り合浩紅午総

遍的行利用者支援を担う暼償在宅福祉キヴニケ貢⎡産管理面貢色彩を暼浩伍

⎡産管理膏稿れ行付随溝る相談支援や調整活動を内容膏浩肱い合溝午責歙豪伍

梗れ合腔行蓄積浩紅テウデウを駆使浩伍利用者貢権利を嶂り合溝午合紅伍市

内各機関拘ら貢困難事例貢相談行応港伍虐待や消費者被害等貢対応貢紅濠貢

調整活動伍担当者会議腔貢講演荒航ケヴドヴト゜ギヴ的働攻を担い合溝午 
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琰 地域福祉権利擁護事業  (3,633 千円) 

東京都社会福祉協議会拘ら奮ハ浩伍儼幹事業所膏浩肱本事業を行い合溝午

梗貢制柤貢利用者貢利益を保護浩伍日常生活を営拷疹腔必要荒福祉キヴニケ

貢利用支援行慎層柏濠合溝午 

 

琱 成年後見事業  (9,329 千円) 

成朮歙見推進機関膏浩肱伍歙見ニヴゲを暼溝る市民行対浩実践的荒成朮歙

見申立貢支援を浩合溝午更行伍法定歙見伍任意歙見キヴニケを提供浩合溝午

梗れ合腔儷耕肱攻紅支援貢テウデウを駆使浩伍単行法的荒千理行♡紘杭腔荒

く伍周辺問題香貢対応豪行い伍利用者貢暮ら浩を支援浩合溝午 

更行伍市長行よる成朮歙見等申立貢成朮歙見人等を奮任浩合溝午 

 

居宅介護支援事業及び訪問介護事業  珙203,576 千円珩          

琹 居宅介護支援事業  珙14,339 千円珩 

赤護保険法行儼肯く居宅赤護支援事業を実施浩合溝午公社貢伝統腔ある暼

償在宅キヴニケや権利擁護事業膏連携浩考考伍利用者支援を実践浩合溝午 

 

瑄 訪問介護サービス事業  珙150,376 千円珩 

赤護保険法疹貢訪問赤護キヴニケ事業を実施浩合溝午合紅伍市内貢民間訪

問赤護事業貢補完支援機能を̇揮浩伍処遇困難事例等を担い合溝午カヴタ゛

ヅヴタヴ伍常勤バャドヴ伍ネヤッェケバャドヴ伍̈録バャドヴ控ĩ層的行キ

ヴニケを担い伍機動的行市民ニヴゲ行応え合溝午̈録バャドヴ控碁♧語腔貢

活動膏溝る荒ら郊伍時間帯膏いう碁線語腔活動溝るネヤッェケバャドヴを活

用浩伍更荒るチヴヘォ゚を実践浩合溝午稿貢紅濠行伍ネヤッェケバャドヴ控

対応可能荒ォ゚時間帯を柔軟行運用溝る工夫を浩合溝午共行地域社会を構成

溝る市民行よる高齢者支援膏いうコンタヴ貢特徴を伸郊浩合溝午 

合紅伍市内貢訪問赤護事業所貢キヴニケ貢質貢向疹行焚り組拷紅濠伍ビヴ

ヘバャドヴ伍カヴタ゛ヅヴタヴを対象膏浩紅研修事業を実施浩伍市ン高齢者

支援課地域支援係貢人材育成担当膏連携浩合溝午赤護技術貢向疹伍医療ォ゚伍

倫理ン法占遵嶂等貢研修豪広く視ǒ行入れ対応い紅浩合溝午 

 

瑇 居宅介護サービス事業珙姚害者自立支援法珩 珙9,257 千円珩 

ビヴヘバャハコンタヴ武蔵ǒ腔伍姚害者を対象行浩紅自立支援法行よる居宅

赤護キヴニケ事業を実施浩合溝午 

 

瑋 生活支援事業珙ホーム裁ル菜センター武蔵野受ハ事業珩珙24,083 千円珩 

高齢者及び難病者貢生活支援ビヴヘバャハキヴニケを実施浩合溝午特行市貢

㌙知症高齢者見嶂り支援バャドヴ派遣事業貢奮ハ主体膏浩肱伍より良質荒キヴ
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ニケ提供を実践浩伍赤護保険事業を補充補完浩合溝午 

 

10 ホーム裁ルパー養成等講習事業  珙5,521 千円珩 

琬級ビヴヘバャドヴ養成講習会を伍公社貢自主事業膏浩肱開催浩伍意識膏

ケゥャ貢高い福祉人材を養成浩合溝午昨責貢厳浩い経済状況拘ら伍漾用対策

貢慎環膏浩肱伍講習修了歙慎定時間実務行就い紅奮講生行購伍講習費貢瑇割

を返還溝る事業珙ォ゚ゥホモ゚ 23珩を責朮豪行い合溝午 

 

高齢者福祉施設の管理運営等受ハ事業  珙392,468 千円珩    

高齢者総合センター受ハ事業  珙309,501 千円珩            

責朮柤行抗い肱購伍高齢者総遍コンタヴ貢事業貢内伍碁コンタヴ貢管理運営語伍

碁タ゜キヴニケ事業語伍碁社会活動コンタヴ事業語貢琯事業を伍武蔵ǒ市珙宣真

碁市語膏いう午珩より貢指定管理事業膏浩肱伍碁在宅赤護支援コンタヴ事業語伍碁補

拍器具コンタヴ事業語貢琬事業を伍市より貢委ハ事業膏浩肱実施浩合溝午 

荒抗伍指定管理事業及び委ハ事業行考い肱購伍中長期事業計逸行儼肯攻伍引

攻94攻課題解決行向杭肱貢検討ン焚り組壕を行い合溝午 

 

11 高齢者総合センターの管理運営事業醐指定管理事業乞  珙65,028 千円珩 

コンタヴ貢管理運営を奮ハ浩伍実施浩合溝午 

 

12 在宅介護支援センター事業醐受ハ事業乞  珙62,319 千円珩 

在宅貢要赤護高齢者行対浩伍在宅赤護行関溝る総遍的荒相談行応港伍保健ン

福祉貢各種キヴニケを総遍的行提供溝る紅濠行伍専門職行よる在宅赤護支援事

業を行い合溝午 

霸成 22 朮柤より伍要支援高齢者貢実態把握伍地域行向杭肱在宅赤護支援コ

ンタヴ貢周知を目的膏浩肱伍民生委員を購港濠各地域福祉貢会や東京都住宅供

給公社等膏貢連携強泌を労耕肱攻合浩紅控伍責朮柤購伍連携貢範露を広校疓疁

都市機構膏貢連絡会を実施溝る溝る膏膏豪行伍増加溝る都市型ブンクョン香貢

対策膏浩肱伍㌙知症研修等貢機会を活用浩伍管理組遍膏貢繋控りを作り伍連携

を推進浩肱い攻合溝午合紅伍各種研修会香貢参加や日常業務行抗杭るチヴヘ制

やＯＪ疒行より職員貢育成伍資質向疹を労耕肱い合溝午 

荒抗伍地域包括支援コンタヴノメンチ事業及び霸成 22 朮 10 暻より奮ハを開

始浩紅都営武蔵ǒ゚ドヴダクャトヴヌ゚生活援拍員珙Ｌ疐Ａ珩業務購伍引攻94

攻奮ハ浩伍実施浩合溝午 

 

13 補助器具センター事業醐受ハ事業乞  珙22,895 千円珩 

作業療法士を配置浩伍ニヴゲを持考市民貢社会資源膏浩肱伍専門職貢テウデ
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ウを̇揮浩伍補拍器具や住宅改修伍利用者貢生活動作貢習得等行考い肱伍利用

者及びォ゚ブヅグホヴ等香貢゚チト゜ケを行い伍稿貢在宅生活控より良い豪貢

膏荒るよう支援浩合溝午 

荒抗伍地域モデニモゾヴクョン貢観♧拘ら伍組織ン機能貢あり方行考い肱伍

市膏協議ン検討を行耕肱合いり合溝午 

 

14 デイサービスセンター事業  珙99,475 千円珩 

在宅貢要赤護高齢者貢日常生活貢拍長伍社会的孤立感貢解消伍心身機能貢維

持向疹及び伍家族貢身体的ン精神的⎞担貢軽減を労る膏膏豪行伍要支援高齢者

行対浩肱購伍予防給付キヴニケ膏浩肱運動器機能向疹ハュエメヘ等を実施浩伍

予防を労り合溝午 

市内タ゜キヴニケ事業所貢増加及び利用者貢入院ンクョヴダケゾ゜荒航行よ

り伍慎昨朮柤拘ら利用者貢減少控94い肱いる梗膏拘ら伍利用者貢要望貢高い入

浴キヴニケ貢利用定員を昨朮柤行94攻江ら行増や溝他伍ハュエメヘを見直浩伍

要赤護高齢者貢個別機能訓練貢充実伍要支援高齢者貢予防給付キヴニケ膏浩肱

運動器機能向疹ハュエメヘ貢充実を行う膏膏豪行伍送迎トケ貢経路を見直浩伍

より広い範露貢利用者を送迎腔攻るよう行浩伍利用者貢増加ン収益貢゚ッハを

目指浩合溝午 

 

15 社会活動センター事業  珙59,784 千円珩  

高齢者行対浩肱健康貢増進伍教養貢向疹伍趣味活動貢紅濠貢援拍伍仲間考く

り貢機会を提供溝る梗膏や世千間交流荒航を実施浩合溝午各種講師行よる講柞

貢充実を労り合溝午合紅伍高齢者貢生攻控い膏健康増進事業碁地域健康ェメノ語

をカプュニゾ゛コンタヴ等 18 会場行肱 21 カヴケを実施浩合溝午 

利用者貢要望荒航を踏合え伍事業貢見直浩を行い伍講柞貢変更ン廃止等を行

い伍責朮柤購伍参加希望者貢減少等行より琰講柞を廃止浩伍新規行ウタヴ講柞

等琯講柞を立絞疹校伍新規利用者貢拡大を労り合溝午 

荒抗伍事業参加者貢奮益者⎞担行考い肱伍市貢生涯学習事業や他市貢高齢者

向杭貢事業貢状況を調査浩伍稿れらを儼行検討を浩紅結果伍現時♧腔購伍現行

貢方法珙教材費貢壕自己⎞担珩を9394溝る梗膏膏浩合浩紅午合紅伍自主事業腔

ある誤ふれあい合考豪膏護購伍稿貢事業形態ン事業内容行考い肱伍責朮柤より

検討を行耕肱い攻合溝午 

 

北町高齢者センター受ハ事業  珙82,967 千円珩             

16 北町高齢者センター受ハ事業醐指定管理事業乞  珙82,967 千円珩 

コンタヴ貢管理運営行考い肱指定管理者膏浩肱市貢指定を奮杭伍タ゜キヴ

ニケ事業珙カプュニゾ゛ォ゚キュン珩及び小規模キヴニケデウケ貢管理を行

い合溝午 
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運営方針行儼肯攻伍利用者伍ピメンゾ゛゚伍職員控慎体膏荒耕肱明るく楽

浩い慎日を過構皇るよう伍趣味生攻控い活動行ĩ♧を抗い紅ハュエメヘ貢提

供を心掛杭る膏共行伍利用者家族や赤護キヴニケ事業者珙ォ゚ブヅ珩膏貢連

携をより慎層密行浩伍利用率貢維持向疹行柏濠合溝午 

当コンタヴ購伍開設当初拘らピメンゾ゛゚控慎体膏荒り運営江れ肱い合溝

控伍ピメンゾ゛゚豪高齢泌浩肱攻肱いる紅濠伍責朮柤購伍ピメンゾ゛゚コン

タヴ武蔵ǒ貢活用や伍定期的行ピメンゾ゛゚貢募滾行より伍新紅荒ピメンゾ

゛゚貢確保を労り合溝午合紅伍大ǒ田福祉貢会等伍地域膏貢交流行豪引攻94

攻柏濠肱い攻合溝午 

小規模キヴニケデウケ購伍日々貢見回りや設備♧検等行より入居者貢嶢全

膏衛生確保を労る膏膏豪行伍入居者個々貢ニヴゲ行応港紅相談ン拍言を行う

梗膏行より伍自立浩紅生活を維持腔攻るよう必要荒援拍を行い合溝午 

荒抗伍小規模キヴニケデウケ事業行考い肱購伍市膏連携浩伍責歙貢在り方

を市膏協議浩肱い攻合溝午 

 

管理費 珙131,594 千円珩                  

17 管理費 珙131,594 千円珩                       

(1) 事業開始 30 周年ヒ念事業 珙1,000 千円珩 

   福祉公社 30 朮貢軌跡を振り返る膏膏豪行課題等を整理浩伍責歙貢江ら荒る

̇展行考荒控るよう意識を高濠伍広く市民行゚ヌヴャ浩合溝午 

(2) 国墫会議派遣事業 珙381 千円珩 

   ネ゛ンメンチ共和国タンヒヤ市腔開催江れる国墫会議行福祉公社職員を琨

名派遣珙他武蔵ǒ市琨名伍市民社協琨名珩浩伍情報交換を労り伍本市貢在宅

福祉貢焚り組壕行考い肱情報̇信浩合溝午 


