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霸成 26朮度  第琰回  理征会  議征録  

 

琨  開催日時    霸成 27朮琨暻 29日珙木珩  

         午後琨時 55分拘ら午後琯時 58分合腔  

 

琬  開催場所    公益財団法人武蔵ǒ市福祉公社  琨階  会議室  

         東京都武蔵ǒ市便祥寺疲﨤慎振目瑋番琨号  

 

琯  理征及び監征貢現在数  

理征琹鞭伍監征琬鞭  

 

琰  出席理征者数及び氏鞭  

理征琱鞭  

理征長   長澤  博暁    理征    嶢達  㔾之  

理征    嶢藤  真洋    理征    黒竹  甜弘  

常務理征  福島  文昭  

         監征琬鞭  

         監征  晴十嵐  利甜     監征    嶢譓  大  

 

琱  饉席理征者数及び氏鞭  

         理征琨鞭  

理征    大ǒ  壽申詢  

         監征琤鞭   

 

琹  傍聴者     琤鞭  

 

瑄  議征日程  

日程第琨  議案第 15号  第性期中長期征業計逸及び財政健全泌計逸貢

策定行考い肱  

日程第琬  議案第 16号  考荒控りサフーダ征業実施規則貢制定行考い

肱  

日程第琯  議案第 17号  定款貢慎部改正行考い肱  

日程第琰  議案第 18号  公益移行認定貢変更認定申請珙公益目的征業貢

追加珩行考い肱  

日程第琱  議案第 19号  霸成 27朮度征業計逸及び収支予算行考い肱  

日程第琹  議案第 20号  老後福祉基金貢慎部焚り崩浩行考い肱  
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日程第瑄  議案第 21号  霸成 27朮度常勤役員貢報酬及び賞紳貢受行考

い肱  

日程第瑇  議案第 22号  霸成 26朮度第琰回評議員会貢開催行考い肱  

日程第瑋  報告征項琨  理征長及び常務理征貢職務執行状況報告行考

い肱  

 

瑇  議長及び議征録作成者    理征長  長澤  博暁  

 

瑋  議征録署鞭人        理征長  長澤  博暁  

監  征  晴十嵐  利甜  

監  征  嶢譓   大  

 

10 議征貢経過及び結詬  

議案第 15号  第性期中長期征業計逸及び財政健全泌計逸貢策定行考い

肱  

叟橋管理係長及び福島常務理征拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍征業活動を9394溝る梗膏を考え紅場遍行伍征業を拡

大浩収入豪増加江皇る方法膏伍征業を限定的行捉え肱支出を縮減江皇

バメンケを焚る方法貢性考控ある膏いう慎般論貢考え方控示江れ紅う

え腔伍責後伍福祉公社貢活動方針行考い肱伍梗れ合腔貢歴史的荒経緯

や財政援助出資団体膏いう制約控ある中腔ある程度限定的荒形腔貢征

業展開行荒耕肱い拘洪るを得荒い膏考え肱いる控伍慎方腔購伍㔾齢者

行代表江れるよう行需要や要望控拡大浩肱いく中腔伍福祉公社貢方向

性をい考合腔豪限定的荒形腔抑え肱抗い肱豪よい貢拘航う拘膏いう点

行考い肱伍再度検討溝る必要控ある貢腔購荒い拘膏いう旨貢意見控荒

江れ紅午合紅伍中長期征業計逸行考い肱購伍中長期計逸膏収支バメン

ケを改定浩伍塔容購整遍性控あり良い膏思う控伍福祉公社控現在行耕

肱いる征業や責後貢征業展開行考い肱貢慎般的荒広報行少浩力を入れ

肱豪良い貢腔購荒い拘膏いう旨貢意見控荒江れ紅午合紅伍梗れ合腔貢

広報購伍要支援者等行対浩慎定貢ャーダを通浩肱貢広報拘膏思う控伍

梗れ拘ら纏購伍慎般貢方膏貢接触控増え肱いく膏思われる貢腔伍慎般

貢㔾齢者香貢アハローチ手法豪検討浩肱剛浩い膏いう旨貢要望控荒江

れ紅午江ら行伍市貢外郭団体腔ある福祉公社貢ベモッダ腔ある信頼性伍

信用性を背景行浩荒控ら伍市民貢方貢嶢心伍嶢全荒生活伍それらを担

保浩肱いく姿勢を考え荒控ら展開浩肱い紅紘攻紅い旨貢要望控荒江れ

紅午  
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    福島常務理征拘ら伍黒竹理征貢構意見貢膏抗り腔ある旨貢回答控荒

江れ伍責後展開溝る征業貢広報行考い肱購伍航貢よう荒形腔伍責困耕

肱いる方行考い肱紘杭腔購荒く肱伍責後貢老後生活行秦嶢控ある膏い

うよう荒漠然膏浩紅秦嶢を抗持絞貢方を含濠肱公社貢征業を知耕肱い

紅紘杭るよう荒広報を工夫浩肱合いり紅い旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢藤理征拘ら伍福祉公社膏市民社協貢統遍行考い肱航貢よう荒ハメ

ケ効詬控期待腔攻る拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍地域包括ォアクケゾヘ行考い肱伍㔾齢者貢 2025

朮問主貢後行豪伍生産朮齢人口等貢減少豪併皇肱考え紅場遍伍現在貢

赤護職紘杭腔購手控回ら甲伍合紅伍梗れら行対応溝る人材貢確保購地

域膏協力浩肱い拘荒い膏困難腔ある膏想定江れる紅濠伍地域膏連携浩

肱いる市民社協膏結び考く梗膏購伍大攻荒ベモッダ貢慎考腔ある旨貢

回答控荒江れ紅午伍合紅伍例え郊伍琰暻拘ら実施溝る生活困窮者自立

支援征業購伍市民社協貢貸付征業膏慎体膏荒耕肱サービケ提供を行う

必要控ある征業腔あり伍責後伍市民貢視点腔伍航貢よう荒組織形態や

サービケ提供を浩肱い杭郊市民行利用浩や溝い組織行荒耕肱いく貢拘

膏いう観点腔具体的荒検討を行う旨貢回答控荒江れ紅午  

 

摂貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

曓案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 16号  考荒控りサフーダ征業実施規則貢制定行考い肱  

    叟橋管理係長及び荒棲在宅サービケ課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒

江れ紅午  

    嶢譓監征拘ら伍規則第琯条貢碁曓征業貢利用者購語伍第琰条碁梗貢

征業購語伍第琱条第琨項及び第琬項碁曓征業語行考い肱伍用語を碁梗

貢征業語行統慎浩肱購い拘控拘膏いう旨貢意見控荒江れ紅午  

合紅伍第琰条第琯項琯行目碁第琨項伍琬項語行考い肱伍碁前琬項語

控よい貢腔購荒い拘膏いう旨貢意見控荒江れ紅午  

    合紅伍第琰条碁別行理征長控定濠る語，第瑋条碁別行理征長控定濠

る語伍第 13条碁別行理征長控別行定濠る語行考い肱伍碁理征長控別行

定濠る語行統慎浩紅剛う控よい貢腔購荒い拘膏いう旨貢意見控荒江れ

紅午  

    荒棲在宅サービケ課長拘ら伍訂正溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍塔容購十分理解腔攻る控伍規則や要綱貢文言行考い
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肱伍若朧疑義控ある旨貢̇言控あり伍具体的例示膏浩肱伍第琯条第琬

項碁前項貢規定行拘拘わら甲伍公社理征長控特行必要膏認濠紅者購征

業を利用腔攻る午語行考い肱伍特行必要膏認濠紅者貢基曓的荒考え方

控航梗行豪出肱梗荒い紅濠伍極端行言え郊伍理征長購誰腔豪対象行腔

攻合溝膏いう梗膏行荒る貢腔購荒い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    合紅伍第琰条貢第琯項貢最後碁武蔵ǒ市福祉資金貸付条例行よる福

祉資金サービケを奮杭る梗膏控腔攻る午語行考い肱伍そ貢饅行碁福祉

資金サービケ貢塔容行考い肱購伍別行理征長控定濠る午語膏ある控伍

梗貢福祉資金サービケ貢塔容行購金受控含合れる膏思われる控伍条例

疹購碁担保物件貢範囲塔腔市長控定濠る語膏荒耕肱いる梗膏拘ら伍そ

梗膏貢関係控航う荒る貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    合紅伍要綱第瑄条碁生活費語碁医療費語碁創宅改良費語行考い肱伍

碁珙金受行考い肱購伍理征長控認濠紅豪貢購梗貢限り腔購荒い午珩語

膏ある控伍具体的行航貢よう行理征長控認濠る貢拘分拘ら荒い紅濠伍

金受購理征長控碁良いよ語膏いう梗膏腔伍極端行言え郊幾ら腔豪貸皇

る膏いう形行荒り購浩荒い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    合紅伍要綱第瑄条碁梗貢征業行必要荒経費腔理征長控特行必要膏認

濠紅豪貢午語行考い肱伍具体的荒塔容行考い肱質問控荒江れ紅午  

    服部㔾齢者総遍センター長拘ら伍実施要綱第瑄条碁梗貢征業行必要

荒経費腔語行考い肱貢例示膏浩肱伍̈ヒ費用伍測o̊費用荒航腔ある旨

貢回答控荒江れ紅午  

    合紅伍福祉資金貸付条例行考い肱伍被担保債権貢極度受購市長控定

濠る豪貢腔ある控伍そ貢被担保債権貢極度受貢中腔伍福祉資金サービ

ケ膏浩肱個別貢貸付受行考い肱購理征長控定濠る豪貢腔ある旨貢回答

控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍貸付極度受貢焚り扱い行考い肱伍条例膏規則膏貢関

連付杭を条文腔示溝必要控ある旨貢意見控荒江れ紅午合紅伍第琯条第

琬項豪弁様腔ある旨貢意見控荒江れ紅午  

    服部㔾齢者総遍センター長拘ら伍第琯条第琨項碁武蔵ǒ市行創所を

暼浩且考居創浩肱いる市民語を基曓膏浩肱いる控伍例え郊特別養護老

人ホーヘ行入所浩伍親族機能控全く荒いよう荒場遍行伍創所を特別養

護老人ホーヘ行移溝紅濠伍梗貢よう荒場遍行伍曓人貢福祉貢紅濠行サ

ービケを9394溝る梗膏控必要紘膏いう征案控念頭行あり伍梗貢ヒ載を

浩紅旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍規則膏要綱を比高肱伍慎般貢人購理解腔攻荒い貢腔

購荒い拘膏思われる紅濠伍規則膏要綱をファラドん腔伍自分購該当溝る拘航
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う拘控理解腔攻るよう行伍ヒ載貢手法や接方を検討浩紅剛う控よい旨

貢意見控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍要綱行考い肱購検討溝る旨貢回答控荒江れ紅控伍

規則第琯条第琬項行考い肱貢焚り扱い行考い肱尋講る̇言控荒江れ紅午 

    嶢達理征拘ら伍碁別行理征長控定濠る語膏いう梗膏行考い肱伍碁市

長控決定浩紅範囲塔腔理征長控定濠る語等貢条例膏規則貢関連付杭を

表ヒ浩肱抗い紅方控良い旨貢意見控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍規則第琰条第琯項行考い肱購修正溝る旨貢回答

控荒江れ紅控伍第琯条第琬項創所要件貢例外規定行考い肱現案貢膏抗

り貢ヒ述腔良い拘航う拘貢質問控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍規則第琯条第琬項購そ貢合合腔よい旨貢回答控荒江

れ紅午合紅伍規則第 13条行ある膏抗り伍定濠紅豪貢を要綱行ヒ述浩伍

慎般貢方控伍自身控対象膏荒る拘航う拘分拘るよう行浩肱剛浩い旨貢

意見控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍利用契約書第 15条碁専属的遍意管轄語行考い肱伍第

慎審貢壕腔伍控訴審行購範囲控及郊荒い膏いう認識腔いる控確認願い

紅い膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    服部㔾齢者総遍センター長拘ら伍大ǒ理征行豪予濠相談浩紅控伍再

度確認浩伍訂正行あ紅耕肱購長澤理征長行慎任浩肱頂攻紅い旨貢回答

控荒江れ紅午  

    摂貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

曓案購伍慎部修正行考い肱購理征長慎任膏浩伍可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 17号  定款貢慎部改正行考い肱  

議案第 18号  公益移行認定貢変更認定申請珙公益目的征業貢追加珩行考

い肱  

    長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申浩出控荒江れ伍摂貢理征及び監征拘

ら購意見購荒く慎括浩肱審議溝る梗膏膏浩紅午  

    叟橋管理係長伍福島常務理征拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍定款第琰条第琰号碁㔾齢者貢福祉施設貢管理運営奮

ハ征業語行考い肱伍梗貢号紘杭碁奮ハ征業語膏荒耕肱いる梗膏行考い

肱伍摂貢征業貢岶句貢整遍性行考い肱質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍基曓的行購要ら荒く肱よい豪貢膏考え肱いる控伍

実墫行購碁奮ハ語膏入耕肱いる豪貢豪ある旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍理征長慎任膏溝る貢腔伍責後伍整理浩肱剛浩い旨貢
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意見控荒江れ紅午  

摂貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 17号及び議案第 18

号行考い肱伍慎件甲考採決貢結詬伍全会慎致腔伍原案貢慎部修正行考

い肱購理征長慎任膏浩伍曓性案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 19号  霸成 27朮度征業計逸及び収支予算行考い肱  

議案第 20号  老後福祉基金貢慎部焚り崩浩行考い肱  

長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申浩出控荒江れ伍摂貢理征及び監征拘

ら購意見購荒く慎括浩肱審議溝る梗膏膏浩紅午  

    叟橋管理係長伍福島常務理征伍荒棲在宅サービケ課長伍服部㔾齢者

総遍センター長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    嶢達理征拘ら伍例朮伍当初予算貢段階腔赤岶予算腔あり基金貢焚崩

浩膏荒耕肱いる梗膏行考い肱伍梗貢状況購い考合腔94く貢拘膏言う旨

貢質問控荒江れ紅午  

    合紅伍征業番号 18貢社会活動センター征業費行考い肱伍赤護保険法

貢改正行伴い伍軽度貢㔾齢者控移行浩肱くる膏思われる控伍収入豪支

出豪昨朮度膏あ合り変わり控荒い梗膏行考い肱質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍基金貢焚り崩浩を荒く溝紅濠行財政健全泌計逸

を策定浩紅膏梗ろ腔あり伍計逸通り進濠郊琱朮後行購赤岶控解消江れ

る旨貢回答控荒江れ紅午  

    小ǒ㔾齢者総遍センター課長補双拘ら伍赤護保険法貢地域支援征業

貢慎部控社会活動センター征業腔実施溝る梗膏行購荒る控伍赤護保険

収入腔購荒く伍市貢慎般財源予算腔賄う紅濠伍赤護保険法改正行伴う

変動控荒い旨貢回答控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍総遍征業貢赤護予防行考い肱購伍赤護保険貢誅外腔

行政拘ら費用控支出江れる豪貢腔ある拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

小ǒ㔾齢者総遍センター課長補双拘ら伍社会活動センター征業行考

い肱購伍赤護保険拘ら支出江れ荒い征業腔ある旨貢回答控荒江れ紅午  

長澤理征長拘ら伍市貢予算組壕控合紘江れ肱い荒い関係腔購荒い拘

膏言う旨貢質問控荒江れ紅午  

小ǒ㔾齢者総遍センター課長補双拘ら伍市㔾齢者支援課拘ら貢㌲明

腔購伍総遍征業貢中腔伍赤護保険貢財源行よる豪貢膏慎般財源行よる

豪貢控あり伍社会活動センター貢征業行考い肱購伍全肱慎般財源拘ら

霸成 27朮度購出江れる旨貢㌲明を奮杭肱いる膏いう回答控荒江れ紅午  

摂貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 19号及び議案第 20
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号行考い肱伍慎件甲考採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓性案購原案貢膏抗

り可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 21号  霸成 27朮度常勤役員貢報酬及び賞紳貢受行考い肱  

叟橋管理係長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓

案購原案貢膏抗り可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 22号  霸成 26朮度第琰回評議員会貢開催行考い肱  

叟橋管理係長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓

案購原案貢膏抗り可決承認江れ紅午  

 

 

11 報告征項  

報告征項琨  理征長及び常務理征貢職務執行状況報告行考い肱  

    長澤理征長拘ら伍饅貢膏抗り報告控荒江れ紅午  

曓日構審議い紅紘い紅中長期征業計逸等々腔構洪い合溝控伍琨点紘杭伍

武蔵ǒ市貢長期計逸貢調整計逸膏私航豪貢関連行考い肱構㌲明を江皇肱

い紅紘攻合溝午  

    琨暻琹日行伍武蔵ǒ市貢計逸貢策定委員会腔伍調整計逸貢討議要綱案

膏いう豪貢控示江れ合浩紅午梗貢中腔伍公社貢征業行関溝る征業控種々

示江れ肱い合溝控伍曓法人行関溝るĩ要荒征項膏浩肱伍纏剛航貢議論行

豪疹控耕紅膏梗ろ腔溝控伍統廃遍控挙校られ肱い合溝午文面を絞ょ耕膏

構紹赤浩合溝膏伍饅貢よう行構洪い合溝午碁財政援助出資団体行考い肱

購伍より効率的伍効詬的荒サービケ提供を目的行征業規模や機能を見直

浩紅疹腔伍公財武蔵ǒ市福祉公社膏社福武蔵ǒ市市民社会福祉協議会膏

貢統遍を目指溝午語膏いう貢控討議要綱貢案行示江れ肱抗り合溝午従来

貢長期計逸行考攻合浩肱購伍在り方行考い肱検討溝る必要控ある膏伍検

討溝る必要控ある膏いう表現腔浩紅杭れ航豪伍慎歩踏壕込ん紘形腔目指

溝膏浩肱い合溝午曓法人貢岼否行豪拘拘わるĩ要荒問主腔あり合溝貢腔伍

征務方貢剛う腔纏剛航常務理征拘ら豪㌲明控あり合浩紅杭航豪伍課主豪

整理浩荒控ら理征者貢皆様行逐饅報告を浩荒控ら構意見を賜り荒控ら伍

曓法人貢責後貢統廃遍行考い肱貢構意見豪い紅紘杭れ郊膏岼港合溝午  
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    福島常務理征拘ら伍饅貢膏抗り報告控荒江れ紅午  

 曓朮度貢征業計逸行抗杭るĩ点項目行関浩伍中長期征業計逸及び財政

健全泌計逸貢策定行当紅耕肱購伍琹暻 18日行全係長職腔組織をい紅浩合

溝第性期中長期征業計逸ワーキンエチーヘを立絞疹校伍検討を進濠肱合

いり合浩紅午途中伍公益認定貢関係腔理征会伍評議員会伍琨カ暻前倒浩

膏いうよう荒梗膏腔策定期限貢短縮膏いうよう荒状況控あり合浩紅控伍

梗貢よう荒形腔策定溝る梗膏控腔攻合浩紅午  

 暼償在宅福祉サービケ膏権利擁護征業貢征業変更及び体制整備行考い

肱購伍琰暻貢征業開始行向杭伍地域福祉権利擁護征業貢塘滑荒運営行向

杭伍小金棲市社会福祉協議会行職員琬鞭を派遣浩伍実務研修を実施中腔

構洪い合溝午合紅伍利用者貢直接支援行当紅る生活支援員行考い肱購伍

27朮度購福祉公社独自貢権利擁護征業豪経過措置期間中腔溝貢腔伍利用

者控急増溝る膏いう梗膏購荒い紅濠伍福祉公社貢摂業務行携わ耕肱いる

方貢中拘ら抗願いを浩肱いく方向腔検討浩肱いる膏梗ろ腔溝午  

 合紅伍権利擁護センター武蔵ǒ貢設置行考攻合浩肱購伍そ貢鞭称及び

公社貢規定等貢中腔貢位置肯杭行考い肱現在検討中腔溝午  

    合紅伍在宅赤護支援センター行抗い肱伍霸成 21朮貢ォアブネグベンダ

業務行対浩伍特定征業所集中減算貢対象行荒る膏貢指摘を国保連拘ら奮

杭肱抗り合溝午返還受購約 133万塘行荒り合溝控伍責後伍居宅赤護支援業

務収益拘ら返還を行耕肱合いり合溝午  

    そ貢摂貢征業腔構洪い合溝控伍各征業貢 12暻曒時点腔貢状況腔溝控伍

暼償在宅福祉サービケ購伍170世帯 203人腔伍昨朮弁暻比 12世帯 18人貢減伍

権利擁護征業購伍 159人腔琱鞭貢増伍成朮後見控伍 68人腔琱鞭貢増伍生活

保護奮給者金銭管理購伍 17鞭腔 10鞭貢増伍ホーヘバャハセンター貢訪問

赤護自費派遣伍姚害者居宅赤護購剛劫変わり合皇ん控伍予防会遍行考攻

合浩肱購 83鞭腔伍梗れ控 35鞭減伍生活支援ホーヘバャハ行考い肱購 164鞭

腔伍梗れ購 30鞭減膏荒耕肱いる状況腔構洪い合溝午  

    慎方腔伍認知症見嶂り支援購伍 12暻貢提供時間数腔 352時間膏伍昨朮貢

194時間拘ら 1.5倍膏荒耕肱抗り合溝午そ貢摂伍在宅赤護支援センター香

貢相談件数購伍 10拘ら 12暻貢琯カ暻間腔 1,131件膏 367件貢増伍補助金セ

ンター貢創宅改修行関溝る訪問件数購伍163件腔 39件貢減伍タイサービケ

購伍 10暻拘ら 12暻貢遍計腔 1,193鞭膏伍 129人貢減伍疲﨤㔾齢者センター

控伍 1,797鞭腔琬鞭貢減膏い耕紅状況腔構洪い合溝午  

    理征長及び常務理征貢職務執行状況報告行考い肱伍理征及び監征拘ら伍

質疑や意見購荒拘耕紅午  
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12 連絡征項  

   福島常務理征拘ら伍理征伍監征貢任期行考い肱伍霸成 27朮琹暻 12日貢

評議員会合腔膏荒る梗膏拘ら伍日を改濠肱構連絡溝る旨貢連絡控荒江れ

紅午  

㔾橋管理係長拘ら伍期曒監査貢日程行考い肱伍琱暻 18日珙暻珩午後琨

時拘ら午後琱時伍会場購梗貢会場腔開催浩伍霸成 27朮度第琨回理征会貢

日程行考い肱伍琱暻 27日珙水珩午前 10時拘ら正午伍会場購曑定腔ある紅

濠決定浩饅第伍構連絡溝る旨貢連絡控荒江れ紅午  

 

以  疹     
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曓理征会貢決議を証明溝る紅濠伍議長珙理征長珩及び議征録署鞭人行抗い

肱署鞭押印浩合溝午  

 

 

霸成  琬瑄  朮  琬  暻  琬琰  日  

 

 

 

議長珙理征長珩        長  澤   博  暁       ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩     晴十嵐   利  甜       ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩     嶢  譓    大        ㊞  


