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霸成 2 6 朮柤  第琨回  評議員会  議征録  

 

琨  開催日時    霸成 2 6朮琹暻 1 9日珙木珩  

         午歙琹時 3 0薙拘穀午歙瑇時 1 5薙合腔  

 

琬  開催場所    鍍益⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社  琨階  会議室  

         東京都武蔵ǒ市便祥寺北﨤慎振目瑋番琨号  

 

琯  評議員貢現在数  琱鞭  

 

琰  出席者     評議員琱鞭  

議長珙会長珩  申輪  博行    評議員  鈴木  省悟  

評議員     森譓  邦夫    評議員  江幡  晴郎  

評議員     岩岡  譿美子  

 

琱  饉席評議員数及び氏鞭    評議員琤鞭  

          

琹  傍聴者     琤鞭  

 

瑄  議征日程  

日程第琨  議征録署鞭人貢選出  

日程第琬  議案第琨号  霸成 2 5朮柤征業報告行考い肱  

日程第琯  議案第琬号  霸成 2 5朮柤決算報告行考い肱  

日程第琰  議案第琯号  曓部征務所貢土地及び建物貢売―契約行考い

肱  

日程第琱  議案第琰号  基曓⎡産珙預貯金珩貢処薙及び基曓⎡産珙土

地珩貢焚得伍並び行老歙福祉基金貢処薙行考い

肱  

日程第琹  議案第琱号  霸成 2 6朮柤補正予算珙第琨回珩行考い肱  

日程第瑄  議案第琹号  評議員貢選任行考い肱  

日程第瑇  報告征項琨  家征援助等給付征業実施規則貢慎部改正行考

い肱  

日程第瑋  報告征項琬  闥利擁護征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

日程第 1 0  報告征項琯  震災時初動対応及び征業9394計逸珙璆璇畎珩

行考い肱  

日程第 1 1  報告征項琰  新規征業案悟暼償在宅福祉サ察ビ瑳貢見直
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浩梧行考い肱  

日程第 1 2  報告征項琱  武蔵ǒ市⎡政援助出資団体在酷方検討委員会

報告書行考い肱  

 

瑇  議征録作成者    理征長  長澤  博暁  

 

瑋  議征録署鞭人    議長珙会長珩  申輪  博行  

           評議員     江幡  晴郎  

           評議員     岩岡  譿美子  

申輪議長拘穀曓日貢出席者行考い肱伍定款第 2 0条貢規定行国鵠定足数

惚満紅浩肱抗酷伍曓評議員会購暼効行成立浩肱い鵠旨貢報告控あ耕紅歙

行伍曓評議員会貢議征録署鞭人行江幡晴郎評議員伍岩岡譿美子評議員貢

琬鞭惚選任浩伍両氏豪梗黒惚承諾浩紅午  

 

1 0  議征貢経過及び結果  

議案第琨号  霸成 2 5朮柤征業報告行考い肱  

議案第琬号  霸成 2 5朮柤決算報告行考い肱  

申輪議長拘穀伍慎括審議貢申浩出控荒江黒伍摂貢評議員拘穀購意見

購荒く慎括浩肱審議溝鵠梗膏膏浩紅午  

    福島常務理征伍荒棲在宅サ察ビ瑳課長及び服部㔾齢者総遍センタ察

長拘穀伍提案理譿貢説明控荒江黒伍安譓監征拘穀伍征業報告伍計算書

類貢い甲黒行考い肱豪適正腔あ鵠膏認濠紅旨貢報告控荒江黒紅午  

江幡評議員拘穀伍征業報告書瑄頁 1 7行目貢㔾齢者福祉貢基幹的罪

ネ沙坂ン宰機関行考い肱伍征業報告書 1 0頁琯行目貢市塔妻婚サ察ビ

瑳センタ察貢幹征征業所行考い肱伍及び伍征業報告書 1 3頁 2 5行目貢

通信教育行考い肱伍詳浩い塔容惚求濠鵠質問控荒江黒紅午合紅伍征業

報告書 1 3頁 2 4行目貢昇任試験制柤行考い肱伍勤務評定制柤貢評価控

昇任行航貢国う行生拘江黒肱い鵠拘伍人征考課制柤膏昇任試験制柤購

ゖう豪貢腔あ鵠拘膏いう旨貢質問控荒江黒紅午合紅伍征業報告書 1 3

頁 3 4行目貢碁賃〝借契約浩肱い鵠膏梗腔溝語購伍碁獄語控抜杭肱抗

酷伍正浩く購碁協働腔賃〝借浩肱い鵠膏梗獄腔溝語腔購荒い拘膏いう

指摘控荒江黒紅伍  

松原在宅赤護支援センタ察刷補助器具センタ察担当妥長拘穀伍㔾齢

者福祉貢基幹的罪ネ沙坂ン宰機関貢質問行考い肱伍担当浩肱い鵠中﨤伍

西久保伍H﨤伍都幡﨤貢地域貢㔾齢者行対浩肱伍全市的荒社会資源貢

集約膏伍様々荒手段惚使い荒控穀伍周辺貢地域貢専門職伍サ察ビ瑳提
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供機関貢連携惚強濠鵠紅濠貢方策惚講港伍地域貢㔾齢者行対浩肱貢江

合洪合荒情報提供麹佐坤罪ネ沙ャ察香貢支援惚行耕肱い鵠旨貢回答控

荒江黒紅午合紅伍地域ネッ宰ワ察魂会議購伍地域貢様々荒支援者控連

携溝鵠梗膏腔伍地域行創骨腔い鵠㔾齢者控伍国酷安心浩肱暮穀皇鵠紅

濠貢接掛杭腔あ鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

叟橋管理妥長拘穀伍通信教育助成制柤貢質問行考い肱伍民間貢通信

教育実施機関膏契約浩伍征務局控指定浩紅科目貢奮講行対浩肱伍稿貢

奮講費用貢慎部惚助成溝鵠膏い耕紅塔容腔あ酷伍現在琯社膏契約浩肱

い鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

福島常務理征拘穀伍昇任制柤貢質問行考い肱伍日常的荒勤務評定行

関浩肱購霸時貢執務状況行考い肱統慎的荒評定惚行い伍適正荒人征行

生拘浩肱い鵠午昇任試験行関浩肱購伍主任伍課長補双貢琬段階行抗い

肱試験惚実施浩伍主任行考い肱購伍慎定貢主任膏浩肱チ察冴惚合膏濠

肱いく国う荒役割伍課長補双行考い肱購伍管理職惚目指浩肱いく膏い

う管理者的荒立場膏浩肱貢資質行考い肱伍合甲通信教育腔最僧限貢知

識惚身行考杭紅うえ腔伍最終的行基準点惚設杭伍知識的荒遍否貢弐定

及び面接試験行国酷伍意欲膏能力貢あ鵠職員惚選考溝鵠紅濠行実施浩

肱い鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

方波見妻婚サ察ビ瑳センタ察担当妥長拘穀伍市塔妻婚サ察ビ瑳セン

タ察貢幹征征業所貢質問行考い肱伍妻婚サ察ビ瑳貢質貢向疹目指浩伍

情報交換会膏自主勉強会惚朮琰回拘穀琱回実施浩肱抗酷伍当センタ察

控幹征役惚浩肱い鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

    服部㔾齢者総遍センタ察長拘穀伍鍍設民営貢妻婚サ察ビ瑳膏浩肱市

貢福祉体系貢中腔航貢国う荒機能惚果紅皇鵠拘惚基曓的視柞膏浩伍共

行手惚携え肱現場貢雰囲気麹息吹惚大謎行浩荒控穀向疹浩伍市貢福祉

政策惚実行浩肱いく世話人膏浩肱働い肱い鵠旨貢補足回答控荒江黒紅午  

    江幡評議員拘穀伍征業報告書瑋頁 2 9行目貢世代間交流行考い肱伍

霸成 2 6朮柤貢征業塔容行考い肱質問控荒江黒紅午合紅伍霸成 2 7朮柤

貢赤護保険制柤膏医療保険制柤貢大改革行考い肱伍改革塔容貢細部購

明穀拘腔購荒い控伍新聞報ぐ腔購伍現在貢要支援貢方購赤護予防サ察

ビ瑳膏浩肱市﨤村独自控実施溝鵠膏いう論調腔あ酷伍武蔵ǒ市腔購福

祉鍍社膏購迩貢団体控担う膏いう国う荒報ぐ豪あ鵠控伍梗黒行考い肱

貢理征長貢見解行考い肱質問控荒江黒紅午  

    方波見妻婚サ察ビ瑳センタ察担当妥長拘穀伍世代間交流征業貢質問

行考い肱伍参加者腔些作察プ控腔攻肱抗酷伍 3 0薙程柤腔あ鵠控伍暻

行琬回拘穀琯回程柤貢不定期腔世代間交流惚琱暻拘穀始濠紅午責歙貢
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展開等行考い肱購手籤酷腔あ鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

    長澤理征長拘穀伍武蔵ǒ市拘穀購正式荒通け購来肱い荒控伍⎡政援

助出資団体腔あ酷伍鍍益⎡団法人腔あ鵠紅濠伍不特定多数貢市民貢

方々行サ察ビ瑳惚提供浩肱いく膏いう立場拘穀溝黒郊伍市拘穀貢要請

控あ黒郊慎定程柤貢費用⎞担購抗願い溝鵠梗膏行荒鵠膏思う控伍積極

的行参入浩肱いく考え腔あ鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

    鈴木評議員拘穀伍赤護予防行考い肱購伍市貢塞ン財鷺梱ン災ウ瑳麹

福祉鍍社貢世代間交流等膏ĩ荒鵠膏思う控伍経済的荒⎞担等控生港鵠

梗膏行国耕肱伍利用者貢焚酷遍い行荒穀荒い貢拘膏いう旨貢質問控荒

江黒紅午合紅伍暼償在宅サ察ビ瑳行考い肱豪伍市腔豪似紅征業惚始濠

鵠膏いう梗膏紘控伍赤護保険貢要支援貢方々貢行く場所惚航貢国う行

設定溝鵠拘行考い肱伍責歙伍参入貢接方行国耕肱購非常行輻輳的行荒

酷伍市民貢方々控航貢国う行選高郊良い貢拘迷う膏いう懸念控あ鵠紅

濠伍稿黒糠黒控稿黒糠黒腔麹獄う膏浩肱い鵠征柄惚う合く整理腔攻荒

い拘膏思う控如何拘伍膏いう旨貢質問控荒江黒紅午  

福島常務理征拘穀伍福祉鍍社貢暼償サ察ビ瑳膏市貢安心コ察作行考

い肱説明控荒江黒紅午福祉鍍社貢新紅荒征業案購伍考荒控酷サ察ビ瑳

膏いう仮称腔あ酷伍塔容購伍現在貢暼償在宅福祉サ察ビ瑳貢サ察ビ瑳

惚航黒紘杭提供浩肱豪琨万塘紘耕紅膏いう料金体系惚伍利用浩紅薙行

応港肱構利用料金惚い紅紘く形行変わ鵠膏梗獄控主荒塔容腔あ酷伍サ

察ビ瑳塔容膏浩肱購伍剛劫現状貢サ察ビ瑳惚9394浩伍梗黒拘穀豪構利

用い紅紘杭鵠国う荒形腔貢見直浩腔あ鵠旨貢説明控荒江黒紅午合紅伍

い洪膏いう膏攻貢緊急対応麹日常生活貢支援惚江皇肱い紅紘く疹腔必

要荒状況惚把握惚江皇肱い紅紘く紅濠行定期的荒訪問惚溝鵠征業膏考

え肱い鵠旨貢説明控荒江黒紅午合紅伍市貢安心コ察作購伍安否確認控

主荒目的腔あ鵠紅濠伍安否確認貢膏攻行伍当然倒黒肱い穀耕浩轟鵠国

う荒方豪出肱く鵠可能性控あ酷伍稿貢膏攻行購コ察作センタ察腔伍救

急対応等貢措置惚膏鵠膏いう梗膏行荒酷伍何拘あ耕紅場遍購伍緊急連

絡先行̈録江黒紅方行連絡控行く梗膏膏荒耕肱抗酷伍在宅赤護支援セ

ンタ察控駆杭考杭鵠膏いうサ察ビ瑳腔購荒い旨貢説明控荒江黒紅午福

祉鍍社購伍対応溝鵠紅濠行訪問惚溝鵠伍市貢安心コ察作貢場遍購伍い

洪膏いう膏攻行救急麹家族香貢通報購溝鵠控伍航う浩肱豪連絡控考拘

荒い場遍等購伍対応溝鵠膏いう削載作腔貢サ察ビ瑳紘膏考え肱い鵠旨

貢説明控荒江黒紅午  

    鈴木評議員拘穀伍市貢サ察ビ瑳購伍民間業者委託腔あ鵠紅濠伍自前

腔麹鵠わ杭腔購荒い貢腔伍 2 4時間伍 3 6 5日貢対応膏いう貢購伍稿貢合
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合外部行投校穀黒肱浩合う膏いう梗膏腔あ鵠控伍稿貢辺腔伍主行福祉

鍍社膏貢連携控腔攻荒い貢拘伍稿貢辺控腔攻黒郊いわ刻鵠材ン膏投校

穀黒伍救急車惚呼ぶ手配惚浩肱浩合う前行何拘手配控腔攻荒い貢拘膏

いう梗膏控あ酷伍稿う溝黒郊全く謎酷離江黒紅征業腔購荒く伍抗互い

行連携浩遍う伍豪う少浩プ碕瑳坤作フ困貢征業行荒鵠貢腔購荒い拘膏

いう旨貢意見控荒江黒紅午  

福島常務理征拘穀伍福祉鍍社貢サ察ビ瑳購伍鍍社行加入浩伍利用料

惚抗支払いい紅紘い紅方紘杭香貢サ察ビ瑳行荒鵠紅濠伍市民貢立場拘

穀溝黒郊広く市民行対浩肱伍い洪膏いう膏攻行購駆杭考杭鵠国う荒サ

察ビ瑳控あ黒郊伍非常行安心荒豪貢行荒獄う拘膏考え肱い鵠旨貢̇言

控荒江黒紅午合紅伍福祉鍍社貢料金設定惚全市民行溝鵠膏荒黒郊稿黒

荒酷貢費用控拘拘耕肱く鵠控伍稿梗合腔対応溝鵠貢拘伍或い購伍豪耕

膏広く考え黒郊伍地域貢協力膏膏豪行互助貢国う荒形腔貢支援膏フ根

察罪作荒形腔貢市貢サ察ビ瑳控連携浩伍慎I行動く国う荒形腔貢サ察

ビ瑳提供惚責歙購考え肱い拘荒杭黒郊い杭荒い膏考え肱抗酷伍饅貢段

階腔購広く市民全員行僧所得貢方豪含濠肱対応腔攻鵠国う荒豪貢控梗

黒拘穀望合黒肱く鵠貢紘獄う膏いう旨貢̇言控荒江黒紅午  

    長澤理征長拘穀伍暼償居宅サ察ビ瑳膏安心コ察作膏貢関妥行考い肱伍

新浩い征業展開行考い肱貢坤ン佐察宰調査貢中腔伍暻行琨回貢訪問惚

琯拘暻行慎回行溝鵠提案惚浩紅膏梗獄伍利用者側拘穀貢反応購伍琯拘

暻行慎回腔購少荒い膏いう意見豪あ耕紅午顔貢見え鵠関妥貢中腔伍通

常家族赤護膏いい合溝拘伍家族代わ酷貢国う荒感港惚利用者購持耕肱

抗酷伍稿貢延長線疹腔あ耕肱剛浩いいう豪貢腔あ鵠午市貢安心コ察作

購拘荒酷単̇的腔伍い洪膏荒黒郊Ｓ瓞Ｓ惚出皇鵠杭黒航豪伍責貢暼償

在宅サ察ビ瑳貢利用者購稿ういう膏梗獄控見え鵠紅濠若朧ゖう国う行

感港肱い鵠旨貢̇言控荒江黒紅午  

合紅伍要支援貢関妥貢塞ン財鷺梱ン膏貢焚酷遍い行考い肱伍豪膏豪

膏国貢制柤控抗拘浩く伍赤護保険購稿豪稿豪全国慎歐腔あ酷伍赤護予

防膏いう貢購曓人貢自立惚惰溝紅濠貢サ察ビ瑳提供紘耕紅購甲腔伍拘

荒酷専門的荒佐坤控必要荒部薙惚在碕ン塞墾坤行任皇鵠梗膏自体控ゖ

う貢腔伍稿黒購居場所腔溝午武蔵ǒ市豪稿絞穀貢方向行流黒肱いく貢

紘膏溝黒郊伍稿黒購豪う少浩民間貢削載作腔麹耕肱いく梗膏豪あ鵠腔

浩告う浩伍私航豪購伍専門的荒知識惚生拘浩伍構利用者様貢自立支援

膏いう方向腔サ察ビ瑳惚提供浩肱い攻紅い膏考え肱い鵠旨貢̇言控荒

江黒紅午  

    小ǒ㔾齢者総遍センタ察課長補双拘穀伍要支援サ察ビ瑳控伍江合洪
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合荒団体控稿黒糠黒赤護予防征業惚実施浩肱い鵠梗膏行考い肱利用者

控迷う貢腔購荒い拘膏いう質問行考い肱伍市貢地域包括支援センタ察

貢地域包括佐坤予防刷軽柤者部会行抗い肱伍㔾齢者支援課麹健康課伍

健康肯く酷征業団膏い耕紅団体膏共弁浩肱闢断的荒連携惚検討浩肱抗

酷伍評価基準麹運動強柤荒航惚統慎的荒基準腔考え肱伍慎番適謎荒サ

察ビ瑳惚利用者側控選択腔攻鵠国う検討惚進濠肱い鵠旨貢回答控荒江

黒紅午  

    鈴木評議員拘穀伍要赤護行い拘甲赤護予防惚奮杭国う膏思耕紅人紅

絞膏いう貢購伍いわ刻鵠特定㔾齢者膏いう形腔認定江黒紅方貢う絞数

犀察セン宰腔伍o̊購少荒い控伍要赤護行い拘荒い梗膏行国酷伍結局何

朮拘経耕紅穀豪う荒く荒鵠膏いう梗膏腔拾い疹校穀黒鵠梗膏控多い紅

濠午実購稿梗貢膏梗獄控慎番問題腔あ鵠旨貢̇言控荒江黒紅午  

合紅伍居場所膏いう意味腔購伍削載作貢様々荒人紅絞控塞ン財鷺梱

ン行行耕肱抗酷伍ĩ柤貢場遍購豪耕膏溝構い梗膏惚麹耕肱抗酷伍査ョ

察宰瑳塞婚惚甲耕膏94杭肱い鵠塞ン財鷺梱ン豪あ鵠午稿ういう中腔伍

結局稿梗貢梗劫黒肱い紅膏梗獄控更行梗劫黒肱いく貢腔購荒い拘膏い

う恐黒控あ酷伍責合腔曓当購赤護予防腔伍腔攻黒郊佐坤罪ネ膏相談浩

肱プ咋些碕冴惚奮杭肱く紘江い膏いう坤彩采婚瑳惚奮杭肱い肱豪行拘

荒い膏いう人控剛膏骨航腔伍稿ういう人紅絞控伍気控考い紅穀赤護認

定腔琬柤膏拘伍稿貢国う荒梗膏控起攻肱い鵠旨貢̇言控荒江黒紅午稿

貢国う荒状況購日曓全国航梗腔豪弁港紘膏思う控伍武蔵ǒ市腔購伍赤

護予防控入鵠前拘穀稿黒行近い梗膏惚い獄い獄荒征業腔行耕肱攻紅紅

濠伍稿貢辺貢連携控う合くい杭郊豪う少浩落絞梗劫黒鵠梗膏控少荒い

貢腔購荒い拘膏いう旨貢̇言控荒江黒紅午責伍稿貢国う荒会議惚持紅

黒鵠膏いう梗膏行考い肱伍稿黒惚更行進濠肱落絞梗劫黒鵠梗膏控荒い

国う行何膏拘麹耕肱い紅紘攻紅い伍合紅伍単独世帯腔引攻梗豪酷貢国

う荒方行対浩肱伍暼償貢サ察ビ瑳麹い獄い獄荒豪貢惚組壕遍わ皇荒控

穀市民貢方控選高鵠国う荒査瑳塞冴惚伍福祉鍍社麹市紘杭行限穀甲行

連携浩紅会議腔推進浩肱いく豪貢惚考く耕肱い紅紘攻紅い旨貢要望控

荒江黒紅午  

摂貢評議員拘穀質疑伍意見購荒く伍議案第琨号及び議案第琬号行考

い肱伍慎件甲考籟決貢結果伍全会慎致腔伍曓性案購承認江黒紅午  

 

 

議案第琯号  曓部征務所貢土地及び建物貢売―契約行考い肱  

議案第琰号  基曓⎡産珙預貯金珩貢処薙及び基曓⎡産珙土地珩貢焚得伍
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並び行老歙福祉基金貢処薙行考い肱  

議案第琱号  霸成 2 6朮柤補正予算珙第琨回珩行考い肱  

申輪議長拘穀伍慎括審議貢申浩出控荒江黒伍摂貢評議員拘穀購意見

購荒く慎括浩肱審議溝鵠梗膏膏浩紅午  

    議案第琯号及び議案第琰号行考い肱購福島常務理征拘穀伍議案第琱

号行考い肱購叟橋管理妥長拘穀稿黒糠黒提案理譿貢説明控荒江黒紅午  

評議員拘穀質疑伍意見購荒く伍議案第琯号伍議案第琰号及び議案第

琱号行考い肱伍慎件甲考籟決貢結果伍全会慎致腔伍曓申案購承認江黒

紅午  

 

 

議案第琹号  評議員貢選任行考い肱  

叟橋管理妥長拘穀伍提案理譿貢説明控荒江黒紅午  

評議員拘穀質疑伍意見購荒く伍議案第琹号行考い肱籟決貢結果伍全

会慎致腔伍曓案購承認江黒紅午  

    議決貢歙伍渡部敏夫氏控会場行入場浩伍評議員香構挨拶控荒江黒紅午  

 

 

1 1  報告征項  

報告征項琨  家征援助等給付征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

報告征項琬  闥利擁護征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

    荒棲在宅サ察ビ瑳課長拘穀伍報告理譿行考い肱関連控あ鵠紅濠慎括

浩肱説明控荒江黒紅午  

    評議員拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

報告征項琯  震災時初動対応及び征業9394計逸珙璆璇畎珩行考い肱  

小ǒ㔾齢者総遍センタ察課長補双拘穀伍報告理譿貢説明控荒江黒紅午  

    岩岡評議員拘穀伍市腔購伍震柤琱弱腔動く控伍福祉鍍社貢場遍購震

柤琹弱腔あ鵠午琱弱伍琱強貢場遍貢対応購航貢国う行荒鵠拘膏いう旨

貢質問控荒江黒紅午  

    小ǒ㔾齢者総遍センタ察課長補双拘穀伍琬際察沙貢震災時緊急出動

基準表貢膏抗酷伍福祉鍍社行抗い肱豪碁初動対応語膏浩肱購伍震柤琱

弱以疹腔大半貢職員控職場拘穀連絡控荒く肱豪伍直絞行出勤惚浩肱対

応惚膏鵠梗膏膏浩肱い鵠午震柤琹弱膏いう貢購伍碁業務9394計逸語惚

策定溝鵠うえ腔伍建物貢倒壊麹碕婚フ碕婚ン貢状況等伍地震行国耕肱
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引攻起梗江黒鵠被害貢程柤惚予想浩紅碁被害想定語惚行う疹腔設定浩

紅震柤腔あ鵠旨貢回答控荒江黒紅午  

    鈴木評議員拘穀伍実際行出勤腔攻鵠職員数行考い肱質問控荒江黒伍

評議員会行出席浩肱い紅職員貢剛劫半数控挙手惚浩紅午  

摂貢評議員拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

報告征項琰  新規征業案悟暼償在宅福祉サ察ビ瑳貢見直浩梧行考い肱  

荒棲在宅サ察ビ瑳課長拘穀伍報告理譿貢説明控荒江黒紅午  

    評議員拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

報告征項琱  武蔵ǒ市⎡政援助出資団体在酷方検討委員会報告書行考

い肱  

福島常務理征拘穀伍報告理譿貢説明控荒江黒紅午  

    評議員拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

1 2  連絡征項  

福島常務理征拘穀伍暼償在宅福祉サ察ビ瑳貢見直浩貢最終案惚策定中

腔あ鵠控伍利用者貢意見等惚含濠紅うえ腔伍最終案控腔攻饅第伍評議員

会惚開催浩紅い午日程膏浩肱購瑄暻曒拘穀瑇暻頃行荒鵠旨貢連絡控荒江

黒紅午  

 申輪議長拘穀伍退任貢構挨拶控荒江黒紅午  

 

 

以  疹     
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曓評議員会貢決議惚証明溝鵠紅濠伍議長及び議征録署鞭人行抗い肱署鞭

押印浩合溝午  

 

 

霸成  2 6  朮  琹  暻  2 5  日  

 

 

 

議長珙評議員会会長珩      申  輪   博  行       ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙評議員珩     江  幡   晴  郎       ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙評議員珩     岩  岡   譿美子       ㊞  

 

 


