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霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉公社事業報告  

 

霸成 21 朮度㮶獐市民社会福祉協議会淝共弁淛進熇涪煑い獦煑歧泻事務所移転事

業潡擄欛煑欬煑湞手法瓉検討歧擄艠菑ス籹ック方式による都幡町移転案瓉煑淝熇煑歧泻㯃擄

市議会に出欛琫泻陳情の意見付槩採択擄市長による助言指怡湞湄瓉受け擄適驟湞移

転方法の検討瓉目的淝歧泻両法人理事会の諮問による𣇄事務所移転検証委員会晷瓉

設置歧擄審議瓉い泻泆槩煑歧泻擐霸成 22 朮 8 暻に出欛琫泻弁委員会答申瓉踏煑え擄慎

時的移転場所瓉通常の賃貸借契約による便祥寺北町 1 振目の建物に決定歧擄霸成

23 朮蹻暻煑淛に移転する檥淝㯃淛槩煑歧泻擐  

煑泻擄檥の答申に槏い涪擄法人塔外に槏けるコ胊腭筯ケ菑ション秦足擄劣泌㯃移転問

主の背晙にあ洿泻淝いう指摘瓉歧洿㮶獦受け驗熇擄事務所移転に限獐毗擄公社の将来ビ

礀ョンや課主の議論瓉通殩涪擄公社関係者の関係強泌や職員の腠秞緂菑ション向疹に

浘湞檔涪煑い獦煑す擐  

公益法人制度改革の対応潡擄東京都灵の相談等擄慎定の情報収滾潡進熇泻熺の

の擄具体的湞移行作業に潡着手淛槩煑毿瓿淛歧泻擐着実に移行作業瓉進熇獐琫るよう擄

作業スケ礀腭菑ルの泻涪直歧瓉労獦煑す擐  

霸成 22朮 7暻足立彦淛発覚歧泻朮金詐焚事件瓉槩洿㮶けに擄僧真歧泻親族機能や

地域の浘湞㯃獦の中淛孤立する高齢者の実態㯃浮槩彫獦に湞獦煑歧泻㯃擄高齢者㯃い浘

煑淛熺嶢心歧涪地域淛生活淛槩るよう支援するĩ要性瓉改熇涪自覚歧擄有償在宅サ菑

ビスに浘い涪潡権利擁護事業淝のセッ笒サ菑ビス擄汴の先にある成朮後見事業灵の十全

湞橋渡歧瓉行い擄利用者の総合的湞支援に柏熇涪煑い獦煑歧泻擐  

ホ菑ム綦ル綃センタ菑武蔵野潡擄認知症高齢者見嶂獦支援事業の高水準湞サ菑ビ

スの提供に柏熇る淝淝熺に擄人材育成に淝湄煑獐毗擄市の漾用対策に熺呼応歧泻踽級綦ル

粏菑養成事業𣇄ケ皁睎腧艠皁 22晷瓉実施歧煑歧泻擐  

高齢者総合センタ菑及び北町高齢者センタ菑潡擄指定管理者淝歧涪の期待に応える

泻熇擄サ菑ビス向疹や効率的運営に柏熇煑歧泻擐煑泻擄指定管理事業瓉潡殩熇淝する公

社全体のサ菑ビス事業の信頼性向疹の泻熇擄𣇄財団法人武蔵野市福祉公社の利用

者等㮶獐の苦情灵の対応に関する規程晷瓉制定歧擄苦情対応シス竎ム瓉整備歧煑歧泻擐  

職員研修瓉計逸的に進熇擄職員の資質向疹瓉労獦煑歧泻擐人事菏給紳制度に浘い涪

潡擄市や他団体の動向熺参考に歧湞㯃獐汴の適驟泌に柏熇煑歧泻擐  

檥のほ㮶擄市の福祉膕策の慎翼瓉担い高齢者擄障害者の暮獐歧瓉支える機関淝歧涪擄

サ菑ビス供給体制の基盤強泌瓉労る淝淝熺に擄中長期事業計逸に沿い擄以真の事業瓉

実施歧煑歧泻擐  

 

譩湞槏擄事業鞭に続𣜿暻  塘 曛潡事業迩の総支出瓉表歧擄 (○事  塘 )潡事業活動支出擄  

(○固  塘 )潡固定資産焚得支出瓉汴琫沘琫表歧総支出の塔数淛す擐  
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踣.保健菏医療菏福祉サ菑ビスに関する啓発普及活動  暻5,414,917 塘曛 

(○事 5,414,917 塘 )  

譆踣譙啓発普及事業  暻985,175 塘曛(○事 985,175 塘 )  

市民㯃健や㮶湞老後生活瓉送る泻熇の様々湞情報提供淝歧涪擄各社会資源の利

用によ獦自立歧泻老後瓉自獐創△する𥶡ウ籭ウ瓉水先案塔する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涪コ胊腭筯竎

皝センタ菑等淛擄𣇄老い殩泻𣜿菏成朮後見相談会晷瓉開催歧煑歧泻擐老い殩泻𣜿講柞潡 6

回実施 108 鞭擄𣇄成朮後見講柞等晷潡 10 回 205 鞭の市民㯃参加歧擄相談会潡軺回

開催歧擄30 鞭の個迩相談に応殩煑歧泻擐  

 

譆踽譙ホ菑ム綦ル粏菑養成等講習事業  暻4,429,742 塘曛 (○事 4,429,742 塘 )  

福祉人材育成淝地域の漾用対策淛熺ある訪問介護員菏障害者譆児譙介護従事者

踽級養成研修𣇄ケ皁睎腧艠皁踽踽晷瓉開催歧擄24 人㯃修了歧煑歧泻擐  

 

踽.調査研究開発事業  暻1,051,656 塘曛(○事 1,051,656 塘 )  

新公益法人制度に対応する泻熇擄新制度に関する説明会菏セ胊笻菑等に 10 回参加

歧泻ほ㮶擄東京都擄公益法人協会等灵の相談する湞湄擄新制度による公益財団法人灵

の移行に向け涪情報収滾瓉行い煑歧泻擐  

 

蹻.市民シル籹菑助け合い事業  暻6,307,030 塘曛(○事 6,307,030 塘 )  

高齢者総合相談瓉実施歧擄慎般相談 237 件擄法歐相談 27 件の対応瓉歧煑歧泻擐  

 

𨉷．高齢者福祉施設の管理運営等受託事業  暻366,961,111 塘曛 

譆○
事 366,488,951 塘 )(○固 472,160 塘 )  

譆踣譙高齢者総合センタ菑受託事業  暻271,979,982 塘曛譆○事 271,507,822 塘 )  

(○固 472,160 塘 )  

高齢者総合センタ菑条例に謳わ琫涪いる高齢者の健康増進擄教養向疹等に寄

紳する泻熇の市の中心施設淝歧涪の総合センタ菑の機能㯃擄十全に発揮欛琫擄市民

福祉に資するよう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瓉実施歧煑歧泻擐     

煑泻擄市㮶獐の受託事業淝歧涪在宅介護支援センタ菑事業擄補助器具センタ菑事

業瓉実施歧煑歧泻擐  

ㇶ  事業鞭  センタ菑の管理運営  暻57,946,555 塘曛譆○事 57,579,395 塘 )  

 (○固 367,160 塘 )  

高齢市民の福祉増進瓉労る総合センタ菑の設置目的瓉全うする炤𣜿擄施設の

維持保全擄運営管理瓉実施歧煑歧泻擐  

ㇷ  事業鞭  在宅介護支援センタ菑事業  暻52,022,800 塘曛譆○事 52,022,800 塘譙  

高齢者福祉総合条例に謳わ琫涪いる地域艠籭ビ艠竎菑ションの理念に沿洿涪擄

様々湞筯菑礮や課主瓉有する地域社会の在宅高齢者の相談に応殩擄他の福祉擄
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保健サ菑ビス提供機関淝連携歧擄利用者曓鼠に徹歧涪擄総合的に支援歧煑歧泻擐  

煑泻擄地域包括支援センタ菑の絜䑛ン秞淝歧涪機能瓉果泻歧煑歧泻擐  

中町擄西久保擄緑町擄都幡町地域の高齢者瓉対象に擄介護保険以外の在宅

サ菑ビス瓉提供する淝淝熺に擄朮間 5,312 件の相談瓉受け煑歧泻擐  

湞槏擄中長期事業計逸に槏い涪課主淝欛琫泻熺のの塔擄高齢者人口及び困難

ケ菑スの増加灵の対応に浘い涪潡擄東京都創宅供給公社申鷹窓口センタ菑擄高

齢者支援課擄緑町踽振目及び西久保蹻振目担当民生委員瓉胳ン籹菑淝歧涪擄都

営創宅の高齢者灵の支援瓉目的に擄霸成 22 朮蹻暻よ獦都営創宅関連情報交換

会瓉設置歧擄情報交換や役割分担の確認瓉行い擄協力体制瓉整備歧煑歧泻擐  

霸成 22 朮 10 暻㮶獐潡擄新泻に粏菑クタウン自治会淝熺定期的に連携瓉行うよう

に湞獦煑歧泻擐檥の他擄地域福祉の更湞る充実に資する炤𣜿千川擄西久保擄中央地

域福祉活動推進協議会に参逸歧煑歧泻擐  

煑泻擄霸成 22朮 11暻㮶獐都営武蔵野皁粏菑笒シル籹菑糕皁の生活援助員業務

瓉市よ獦受託歧擄嘱託員 1 鞭瓉配置歧擄20 世帯瓉対象に援助業務瓉行い煑歧泻擐  

ㇸ  事業鞭  補助器具センタ菑事業  暻19,291,607 塘曛譆○事 19,186,607 塘譙  

 (○固 105,000 塘 )  

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に応殩擄

各福祉機関淝連携歧擄簳ッ笒ワ菑クの稠点淝歧涪業務瓉遂行歧煑歧泻擐作業療法士

瓉配置歧涪擄朮間 1,594 件の在宅利用者瓉訪問歧擄個迩具体的に擄専門的湞視

点㮶獐の創宅改善擄補助器具の皁笭籹イス槏よび市独自の貸紳菏給付事業瓉総

合的に実施歧煑歧泻擐  

ㇹ  事業鞭  デイサ菑ビスセンタ菑事業  暻87,880,504 塘曛譆○事 87,880,504 塘譙  

市立のデイサ菑ビス事業淝歧涪擄他の民間事業者㯃受け入琫困難湞要介護䡄の

ĩ度利用者瓉積極的に受け入琫る等擄介護保険サ菑ビスの補充補完機能瓉果

泻す淝共に擄市塔のデイサ菑ビス事業者の情報交換会の役員瓉務熇る湞湄擄市に

槏ける檥の事業のサ菑ビス水準の向疹に柏熇煑歧泻擐  

暻曜日㮶獐土曜日煑淛事業瓉展開歧擄霸日の霸均利用者数潡 29.7 人淛擄朮

間 7,875人の利用者㯃あ獦煑歧泻擐煑泻擄入浴サ菑ビス潡朮間 2,036人の利用者㯃

あ獦煑歧泻擐配食サ菑ビスの利用潡擄朮間 2,487 食淛歧泻擐  

責朮度潡利用者数㯃減怙歧煑歧泻擐汴の主湞理由潡擄毎日通所歧涪い泻利用

者の特迩養護老人ホ菑ム入所や入院㯃相次槵擄サ菑ビス㯃終了歧泻㮶獐淛す擐更

湞る利用者の受け入琫擄増加に浘い涪潡擄23 朮 3 暻㮶獐送迎籹スの秔イ腨瓉改驟

歧擄送迎範露瓉広檔泻ほ㮶擄入浴サ菑ビス瓉稟充湞湄の体制整備瓉行い対応歧涪

い煑す擐  

ㇷ゚  事業鞭  社会活動センタ菑事業  暻54,838,516 塘曛譆○事 54,838,516 塘譙  

高齢市民の健康増進擄教養向疹等に寄紳する総合センタ菑の責務瓉自覚歧擄

社会活動センタ菑に槏い涪擄高齢者の介護予防や生槩㯃いある日常生活遂行の

観点㮶獐擄汴の多様湞余暇活動に対応する教室菏講柞瓉開講歧煑歧泻擐煑泻擄行事

等の開催や擄露碁将棋コ菑笻菑湞湄高齢者㯃気軽に来所淛槩る事業熺実施歧煑歧
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泻擐  

    具体的に潡擄市㮶獐の受託事業淝歧涪擄42 の講柞瓉開講歧擄32,740 人㯃受講歧

煑歧泻擐煑泻擄朮間 14 回行事瓉開催歧擄2,395 人の参加者㯃あ獦擄汴の他の利用

者瓉加え涪朮間 52,847 人の利用㯃あ獦煑歧泻擐  

世代間交流事業淛ある境評小学校ふ琫あいサロン潡擄3 講柞 (109 回 )瓉開催歧

1,773 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瓉通殩涪多数

の児童淝ふ琫あい擄核家族泌㯃進行する中擄社会教育的実践㯃淛槩煑歧泻擐  

地域健康ク䑛絜潡擄市塔 18 ヵ所のコ胊腭筯竎皝センタ菑等淛 21 コ菑ス瓉開催歧擄

開催回数潡霸均 41 回淛擄参加者 1,127 人擄霸均朮齢 77.1 歳擄最高齢者潡 95

歳淛歧泻擐  

 

譆踽譙北町高齢者センタ菑受託事業  暻78,776,051 塘曛譆○事 78,776,051 塘譙  

ㇶデイサ菑ビス事業  

北町高齢者センタ菑潡擄デイサ菑ビス事業𣇄コ胊腭筯竎皝ケ皁サロン晷瓉実施歧擄霸

日定員 30 鞭の淝檥瑆慎日霸均利用者 26.9 人譆稼働率 89.7％譙擄土曜潡擄20 鞭

定員淛 19.5 人 (稼働率 97.5％ )擄朮間延 7,460 人の利用㯃あ獦煑歧泻 (前朮比

5.4％増 )擐  

煑泻擄地域社会に開㮶琫泻センタ菑瓉目指す慎環淝歧涪擄慎般市民に施設瓉開

膠歧涪利用者湞湄の作品瓉展示菏販売する𣇄潡湞煨毗槩祭獦晷や擄庭木や草花瓉観

賞歧涪い泻泆𣜿泻熇の𣇄オ菑綃ン睍菑デン晷瓉開催歧煑歧泻擐  

  ㇷ小規模サ菑ビス籭ウス事業  

入居者㯃嶢心歧涪居創淛槩るよう総合的に支援歧煑歧泻擐ケ皁耷簳礀腧菑等関係

機関淝の連携瓉密に淝獦擄1 湾のデイサ菑ビス灵の参加働槩㮶け瓉する湞湄擄入居

者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援助瓉行い煑歧

泻擐  

 

譆蹻譙ホ菑ム綦ル綃センタ菑武蔵野事業 (生活支援 )暻16,205,078 塘曛  (○事 16,205,078 塘 )  

   市豹独事業淝歧涪擄高齢者灵のホ菑ム綦ル綃サ菑ビスに 6,301 時間擄認知症高齢

者見嶂獦支援事業に 2,474 時間擄難病者に 84 時間擄心身障害者の移動支援事業

に 450 時間ホ菑ム綦ル粏菑瓉派遣歧煑歧泻擐  

   民間事業所に所属するホ菑ム綦ル粏菑の質的向疹瓉目的淝歧涪研修会瓉 12回開

催歧擄介護技術のほ㮶擄認知症や成朮後見に関する知識湞湄多岐にわ泻る塔容の

研修に 471 人参加歧煑歧泻擐煑泻擄認知症高齢者見嶂獦支援綦ル粏菑認定講習瓉

開催歧擄33 人の担当綦ル粏菑瓉養成歧煑歧泻擐  

 

䡄.高齢者の有償在宅福祉サ菑ビス事業   暻142,254,051 塘曛譆○事 140,995,076 塘譙  

 (○固 1,258,975 塘 )  

譆踣譙有償在宅福祉サ菑ビス事業   暻124,880,473 塘曛譆○事 124,741,848 塘譙  

 (○固 138,625 塘 )  
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定期訪問による相談援助瓉基調淝歧擄社会資源仲介機能擄親族機能の代行機

能擄緊急時対応等瓉塔容淝する身疹配慮サ菑ビス瓉提供歧煑歧泻擐檥琫潡擄将来の

利用者の弐断能力僧真に応殩成朮後見に至る煑淛の包括的利用者支援淝鼠置付

け涪い煑す擐  

煑泻擄協力員による創民参加型家事援助菏介助サ菑ビス擄生活費や医療費等瓉

塔容淝する福祉資金貸付サ菑ビス瓉実施歧煑歧泻擐  

朮間の新規契約世帯潡 32 世帯 43 人擄終了世帯 38 世帯 46 人淛擄終了のう洱䡄

人潡成朮後見灵の移行淛歧泻擐霸成 22 朮度曒の利用者潡 216 世帯擄268 人淛歧

泻擐  

 

譆踽譙権利擁護事業  暻6,164,322 塘曛譆○事 5,043,972 塘譙  (○固 1,120,350 塘 )  

高齢者擄障害者の財産管理淝檥琫に付傅する相談援助や調整活動瓉塔容淝する

福祉公社独自の権利擁護事業潡擄朮間相談件数潡 249件擄新規契約 37人擄契約

終了 35 人 (う洱死亡終了 20 鞭 )擄霸成 22 朮度曒現在 142 人㯃契約歧涪い煑す擐  

 

譆蹻譙地域福祉権利擁護事業  暻4,149,000 塘曛譆○事 4,149,000 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

議会淝調整歧湞㯃獐業務瓉進熇煑歧泻擐契約者潡踽人淛す擐  

 

譆𨉷譙成朮後見事業  暻7,060,256 塘曛譆○事 7,060,256 塘譙  

市に槏ける成朮後見推進機関淝歧涪成朮後見申歧立涪支援瓉する淝淝熺に法定後

見擄任意後見サ菑ビス瓉提供歧涪い煑す擐  

霸成 22 朮度潡 12 人の成朮後見人等に就任歧擄霸成 22 朮度曒現在擄36 人瓉

担当歧涪い煑す擐煑泻擄軺人淝任意後見契約瓉締結歧涪い煑す擐  

 

軺.介護保険法による居宅介護支援事業及び訪問介護事業  暻159,036,139塘曛  

(○事 159,036,139 塘 譙  

譆踣譙居宅介護支援事業  暻15,533,046 塘曛譆○事 15,533,046 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ケ皁耷簳礀腧菑業務瓉実施歧煑歧泻擐  

ㇶ  事業鞭  居宅介護支援事業  暻15,533,046 塘曛譆○事 15,533,046 塘譙  

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  971 件擄予防 197 件淛合計 1,168 件淛歧泻擐  

ㇷ  事業鞭  居宅介護支援事業  

 暻決算受潡擄𨉷 .譆踣譙ㇷ在宅介護支援センタ菑に含煑琫る曛  

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 327 件擄予防 49 件淛合計 376 件擄要介護認定調

査件数潡 952 件淛歧泻擐  
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譆踽譙訪問介護サ菑ビス事業  暻143,503,093 塘曛譆○事 143,503,093 塘譙  

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

熺積極的に対応歧擄介護保険法による訪問介護事業瓉実施歧煑歧泻擐介護

34,563.3 時間擄予防 5,661 時間ホ菑ム綦ル粏菑瓉派遣歧煑歧泻擐煑泻擄利用者の全

受自己⎞担によるサ菑ビスに 3，253 時間ホ菑ム綦ル粏菑瓉派遣歧煑歧泻擐  

霸成 22 朮度曒現在の̈録綦ル粏菑数潡 136 人擄介護報酬請求件数潡  2,476

件淛歧泻擐  

 

輞.障害者自立支援法による居宅介護サ菑ビス事業  暻12,236,020 塘曛 

譆○
事 12,236,020 塘譙  

障害者自立支援法による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 3,031 時間ホ菑ム綦ル粏菑瓉派遣歧煑歧泻擐  

 

8. 事務所移転事業暻41,380,878 塘曛譆○事 3,573,758 塘譙 (○固 37,807,120 塘 )  

事務所譆大東京信用組合ビル譙賃貸借契約の期限㯃擄霸成 23 朮蹻暻 31 日瓉熺洿涪

満了する檥淝擄及び事務所建物㯃擄現行の耐震基準瓉満泻歧涪槏獐毗擄大東京信用組

合に檥琫瓉満す泻熇の耐震補強工事瓉行う意思㯃湞い檥淝㮶獐擄事務所瓉移転する檥淝

淝歧泻擐檥琫に伴い擄事務所移転瓉迅◉㮶浘確実に行ううえ淛擄適驟湞方法瓉検討する

泻熇擄社会福祉法人武蔵野市民社会福祉協議会淝共弁淛外部委員による事務所移

転検証委員会瓉設置歧擄協議い泻泆い泻擐  

  檥の委員会の答申瓉基に擄曓公社事務所瓉擄大東京信用組合ビルよ獦擄霸成 23 朮

蹻暻 22 日に擄武蔵野市便祥寺北町踣振目９番踣号の賃貸物件灵仮移転する檥淝淝歧擄

責後潡公社のある炤槩姿瓉含熇検討歧涪い𣜿檥淝淝歧泻擐  



会議等開催状況

理　事　会

会議鞭 開催朮月日 結　果

第琨回 霸成平平朮4月平6日(月) 議案第11号
事務所の移転について(霸成平1朮度9394議案)

93　94

議案第琨号
事務所移転検証委員会の設置について

決　定

議案第琬号

事務所移転検証委員会委員の費用弁償に関す鵠

規程

決　定

第琬回 霸成平平朮5月平8日(金) 議案第琯号

霸成平1朮度財団法人武蔵野市福祉公社　事業報

告

認　定

議案第琰号

霸成平1朮度財団法人武蔵野市福祉公社　収支決

算

認　定

議案第琱号

財団法人武蔵野市福祉公社公益通報への対応に

関す鵠規程

決　定

議案第琹号

財団法人武蔵野市福祉公社の利用者等か穀の苦

情への対応に関す鵠規程及び弁規程に定め鵠第

三者委員の報酬等に関す鵠規程

93　94

議案第瑄号

財団法人武蔵野市福祉公社の利用者等か穀の苦

情への対応に関す鵠規程に定め鵠第三者委員の

報酬等に関す鵠規程に関す鵠規程及び弁規程に

定め鵠第三者委員の報酬等に関す鵠規程

認　定

議案第瑇号

霸成平平朮度財団法人武蔵野市福祉公社収支補正

予算珙第琨回珩

認　定

議案第11号
事務所の移転について(霸成平1朮度9394議案)

93　94

第琯回 霸成平平朮8月年1日(火) 報告事項
事務所移転検証委員会の答申について

第琰回 霸成平平朮9月15日(水) 議案第11号

事務所の移転について珙霸成平1朮度9394議案珩

の撤回について

承　認

議案第瑋号

事務所の移転珙吉祥寺北﨤琨振目賃借物件珩に

ついて

決　定

第琱回 霸成平平朮1平月1日(水) 議案第10号

財団法人武蔵野市福祉公社準職員就業規則の改

正について

決　定

議案第11号
事務所移転に係鵠補正予算について

認　定

第琹回 霸成平年朮平月平年日(水) 議案第1平号

財団法人武蔵野市福祉公社寄附行為の改正につ

いて

決　定

議案第1年号
霸成平平朮度補正予算について

認　定

議案第14号
霸成平年朮度事業計逸及び予算について

決　定

議案第15号
霸成平年朮度老後福祉基金の取酷崩しについて

決　定

議案第16号

財団法人武蔵野市福祉公社職員就業規則の慎部

を改正す鵠規則

決　定

議案第17号

財団法人武蔵野市福祉公社準職員就業規則の慎

部を改正す鵠規則

決　定

議案第18号

財団法人武蔵野市福祉公社職員給与規程の慎部

を改正す鵠規程

決　定

議案第19号

財団法人武蔵野市福祉公社職員の育児休業等に

関す鵠規則の慎部を改正す鵠規則について

決　定

議案第平0号

財団法人武蔵野市福祉公社苦情対応規程につい

て

決　定

審　　　　議　　　　案　　　　件
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評　議　員　会

会 議 鞭 開催朮月日 結　果

第琨回 霸成平平朮4月平6日(月) 諮問第琯号

事務所の移転について(霸成平1朮度9394諮問)

93　94

諮問第琨号

事務所移転検証委員会の設置について

承　認

第琬回 霸成平平朮5月平5日(火) 諮問第琬号

霸成平1朮度財団法人武蔵野市福祉公社　事業報

告

承　認

諮問第琰号

霸成平1朮度財団法人武蔵野市福祉公社　収支決

算

承　認

諮問第琯号

事務所の移転について(霸成平1朮度9394諮問)

93　94

第琯回 霸成平平朮8月年1日(火) 報告事項

事務所移転検証委員会の答申について

第琰回 霸成平平朮9月1年日(月) 諮問第琯号

事務所の移転について珙霸成平1朮度9394諮問珩

の撤回について

承　認

諮問第琱号

事務所の移転珙吉祥寺北﨤琨振目賃借物件珩に

ついて

承　認

第琱回 霸成平年朮平月16日(水) 諮問第琹号

寄附行為の慎部改正について

承　認

諮問第瑄号

霸成平年朮度事業計逸及び予算について

承　認

監　　査

会 議 鞭 監査朮月日 結　果

期末監査 霸成平平朮5月18日(火) 霸成平1朮度 財団法人武蔵野市福祉公社事業監査 適正と認め鵠

霸成平1朮度 財団法人武蔵野市福祉公社会計監査 適正と認め鵠

中間監査 霸成平平朮10月平7日(水) 霸成平平朮度 財団法人武蔵野市福祉公社中間会計監査 適正と認め鵠

内　　　　　　　　　　　容

審　　　　議　　　　案　　　　件
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