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霸成 23 朮度第琯回理事会  議事録  

 

琨  開催日時    霸成 23 朮琱暻 27 日珙金珩  

午後琹時 00 分拘穀午後瑄時 00 分合腔  

 

琬  開催場所    財団法人武蔵野市福祉鍍社事務所珙琨湾珩会議帷  

         東京都武蔵野市便祥寺疲﨤琨振目瑋番琨偏  

 

琯  理事及砿監事貢現在数  

 理事琹鞭伍監事琬鞭  

 

琰  出席理事者数及砿氏鞭  

 理事琹鞭  

 理事長  長澤  博暁     理事    安達  高之  

理事   大野  壽申詢    理事    安藤  真洋  

理事   黒竹  甜弘     常務理事  河中  款  

監事琬鞭  

監事   五十嵐  利甜   監事   安譓  大  

 

琱  定足数     琰鞭  

 

琹  饉席理事者数及砿氏鞭  

         理事琤鞭  

監事琤鞭  

 

瑄  議決事項  

  第琰偏議案   霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社  事業報告  

  第琱偏議案   霸成 22 朮財団法人武蔵野市福祉鍍社  収支決算  

 

瑇  議長及砿議事録署鞭人貢選任  

寄附行♡行基肯攻伍理事長長澤博暁控議長席行着攻開会伍議長珙理事長珩

拘穀曓日貢出席者行考い肱伍寄附行♡第 26 条貢規定行国鵠定足数惚満紅

浩肱い鵠貢腔伍曓理事会購暼効行成立浩肱い鵠旨貢報告控あ耕紅午引攻94

攻伍曓理事会貢議事録署鞭人行大野理事伍黒竹理事貢琬鞭惚選任浩伍両氏

豪梗黒惚承諾浩紅午  
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瑋  議事貢経過及砿結詬  

理事長国酷挨拶控あ酷伍議案及砿議事貢焚酷扱い行考い肱貢説明及砿

琱暻 24 日行開催浩紅評議員会行抗杭鵠曓日貢琬議案行考い肱諮問浩伍

承認惚奮杭紅旨貢報告控あ耕紅午  

 

  第琰偏議案   霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社  事業報告  

 

第琱偏議案   霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社収支決算  

 

理事長国酷両議案貢関連性拘穀伍慎括浩肱議主膏浩紅い趣旨提案浩伍

全員慎致腔梗黒惚承認浩紅午  

事務局長国酷伍議案第琰偏碁霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社

事業報告語及砿議案第琱偏碁霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社収

支決算語行考い肱貢説明惚浩伍稿貢後琱暻琨瑋日行行わ黒紅期曒監査

貢結詬行考い肱五十嵐伍安譓両監事国酷報告控あ耕紅午  

◇五十嵐監事瑍業務監査惚行耕紅結詬伍監査報告書貢膏抗酷伍特行問主

荒く業務購執行江黒肱抗酷伍安定浩肱サ察ビ瑳購提供江黒鵠午合紅運

営貢ほう豪問主荒く江黒肱い紅午責後購鍍益泌貢問主膏中長期計逸貢

実行惚進濠肱ほ浩い午  

◇安譓監事瑍会計監査惚行耕紅結詬伍監査報告書貢膏抗酷伍収支計算書伍

驟味財産増減計算書伍貸借対照表伍財産目録購会計帳簿貢記載事項膏

慎致浩肱抗酷伍法人貢収支状況膏財産状態惚驟浩く示浩肱抗酷伍基曓

的行良好行処理江黒肱い鵠午前朮度以前貢指摘事項行考い肱豪改善江

黒肱抗酷伍問主購荒い午責後購伍期曒貢曑収伍曑払等貢チェック購江

穀行抗願い浩紅い午会計面拘穀貢課主膏浩肱購伍既行十分認識購江黒

肱い鵠国う紘控伍鍍益法人泌香向杭肱会計面貢準備豪進濠荒杭黒郊い

杭荒い梗膏午借入金貢利率控 4.3％荒貢腔伍繰疹償還等控可能腔あ黒

郊再度構検討浩肱ほ浩い午  

    監査報告行94攻伍逐饅質問行入耕紅午  

◇安達理事瑍調査研究開̇事業腔伍鍍益法人行考い肱検討江黒肱抗酷伍

現段湾腔購情報収集膏いう梗膏腔具体的荒梗膏行考い肱購梗黒拘穀

膏いう梗膏腔溝控伍情報収集貢段湾腔坂鷺ッ宰伍妻坂鷺ッ宰購航う荒

貢拘伍稿浩肱将来的行鍍益法人行荒鵠可能性膏伍荒耕紅場遍行航骨荒

坂鷺ッ宰控あ鵠貢拘午  

◇河中常務瑍鍍益法人行荒耕紅場遍貢坂鷺ッ宰行考い肱腔溝控伍合甲購

麹購酷税制面腔貢優遇膏いう貢控あ鵠拘膏思い合溝午稿黒膏鞭称行鍍
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益控考く膏いう梗膏行考い肱貢信頼性伍細碕ン彩価値膏いう拘伍信頼

性控鞭称拘穀出肱く鵠膏いう梗膏購あ酷合溝午  

妻坂鷺ッ宰腔慎番多く指摘江黒肱い鵠梗膏購伍麹購酷毎朮毎朮鍍益

性行考い肱貢審査控あ鵠膏いう梗膏腔伍新紅荒移行手94貢審査豪稿う

腔溝控伍非常行稿黒行対溝鵠事務控増大溝鵠膏いう梗膏控慎番大攻荒

妻坂鷺ッ宰行荒鵠貢腔購荒い拘膏思耕肱抗酷合溝午  

◇安達理事瑍可能性購航う腔溝拘伍荒黒稿う腔溝拘午  

◇河中常務瑍  22 朮度購伍い獄い獄膏模索浩伍東京都行豪打診浩合浩紅

控伍審査会饅第膏いう梗膏惚東京都購言耕肱い合溝午紅紘慎方腔伍責

現行麹耕肱い鵠事業貢鍍益性惚い拘行説明溝鵠拘饅第紘膏いう梗膏

豪言わ黒肱抗酷合溝午合紅伍当鍍社膏弁港国う荒形態貢摂貢都内貢財

団法人貢福祉鍍社腔購伍纏行浩肱移行手94惚進濠肱抗酷伍稿梗購伍鍍

益性惚説明溝鵠内容饅第腔十分荒酷得鵠膏いう感触惚持耕肱進濠肱

い鵠膏貢梗膏腔溝午  

◇安達理事瑍琬♧目腔溝午事業報告琯際察沙琹行目行東京都住宅供給鍍

社申鷹窓口センタ察膏貢都営住宅関連情報交換会貢内容行考い肱教

え肱豪穀い紅い午東京都貢住宅供給鍍社豪少子刷高齢泌社会行考い肱

大変関心控強く肱伍少子刷高齢泌対策部惚梗貢琰暻拘穀設置浩肱い鵠午

実施浩肱い鵠梗膏購大変結構荒梗膏紘膏思う貢腔伍中身控わ拘黒郊教

え肱豪穀い紅い午  

◇在宅赤護支援センタ察係長瑍東京都住宅供給鍍社貢ほう腔豪伍80 歳以

疹貢高齢者貢膏梗獄惚巡回管理人膏いう形腔朮行数回巡回浩肱抗酷

合溝午稿黒腔伍問主控多く肱伍稿貢管理人紘杭腔購処理腔攻荒い膏い

う梗膏控住宅供給者側貢ほう拘穀疹控耕肱攻合浩紅午在支行豪麹購酷

地域住民貢方拘穀問主控相当疹控耕肱攻肱い合溝貢腔伍関係者控情報

惚共暼溝鵠拘伍親族貢連絡纏等個人情報行係鵠梗膏購何惚航梗控知耕

肱い鵠拘惚確認浩肱抗梗う膏いう梗膏腔伍朮琨回伍稿貢方貢氏鞭伍朮

齢伍特行問主行荒耕肱い鵠梗膏惚伍住宅供給鍍社伍武蔵野市役所貢高

齢者支援課伍地域包括支援センタ察伍在宅赤護支援センタ察伍稿浩肱

地域貢民生委員貢方腔伍情報貢共暼泌惚行耕肱抗酷合溝午  

◇安達理事瑍事業報告琱際察沙伍珙琬珩権利擁護事業腔伍契約終了 35

人伍死亡終了控 20 人腔溝控伍残酷貢方購航骨荒理譿腔終了浩肱い鵠

貢腔浩告う拘午  

稿黒拘穀伍珙琰珩成朮後見事業腔伍 12 人貢成朮後見人等行就任浩膏

あ鵠控伍就任い紅紘い紅貢購航骨荒方々腔浩告う拘午  
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◇在宅サ察ビ瑳課後見係長  権利擁護事業貢終了件数購伍権利擁護事業

拘穀成朮後見香貢移行控琱件膏伍転出刷転居行国鵠中驗伍曓人以外行

親族控対応腔攻鵠膏いう梗膏腔貢終了荒航腔溝午  

成朮後見貢利用者貢状況腔溝控伍暼償在宅サ察ビ瑳拘穀貢移行控現

在 36 鞭中 10 鞭伍稿黒以外貢方々購主張申立等拘穀貢豪貢麹伍権利擁

護独自貢中拘穀削載作控成朮後見削載作膏いう梗膏腔移行浩紅方々腔伍

鍍社貢ほう腔法人後見惚行耕肱抗酷合溝午  

◇大野理事瑍責貢安達理事貢質問膏関連浩肱伍成朮後見腔溝控伍梗梗行

書拘黒肱い鵠終了購報酬付紳貢申立肱貢結詬貢終了膏いう梗膏腔溝

拘午梗黒購成朮後見人惚福祉鍍社控浩肱い鵠方行考い肱購毎朮報酬付

紳貢申立肱惚浩肱収入控得穀黒肱い鵠膏いう梗膏腔溝拘午  

◇在宅サ察ビ瑳課後見係長瑍毎朮全件数惚付紳貢申立肱惚浩肱い鵠わ杭

腔購荒く伍稿貢方貢資産行応港肱資産貢少荒い方行考い肱購付紳貢申

立肱購浩荒い腔行耕肱抗酷合溝午紅紘伍暼償在宅サ察ビ瑳拘穀移行浩

紅方々控資産控あ鵠方控多い膏いう梗膏膏伍あ膏転居麹施設入所麹遠

方香貢施設貢移送膏拘伍拘拘わ耕紅内容行応港肱付紳惚い紅紘い肱抗

酷伍 1,600 万膏いう金受行荒耕肱抗酷合溝午  

◇大野理事瑍稿う溝鵠膏伍何貢報酬豪い紅紘拘荒い腔無料腔成朮後見人

惚麹耕肱い鵠方豪い穀耕浩轟鵠わ杭腔溝拘午  

◇在宅サ察ビ瑳課後見係長瑍購い午  

◇大野理事瑍稿黒拘穀伍毎朮腔購荒く肱伍死亡時行報酬付紳貢申立肱惚

溝鵠膏いう国う荒方豪い穀耕浩轟鵠骨腔溝拘午  

◇在宅サ察ビ瑳課後見係長瑍琨朮惚経過浩荒い合合亡く荒鵠方豪い穀耕

浩轟い合溝浩伍亡く荒耕紅膏攻行稿貢膏攻貢状況行応港肱付紳貢申立

肱惚行耕肱抗酷合溝午  

◇大野理事瑍成朮後見行考い肱購報酬付紳貢申立肱惚毎朮溝鵠場遍膏伍

死亡時行慎括浩肱報酬付紳貢申立肱惚溝鵠膏いう麹酷方膏あ鵠膏思

い合溝控伍稿貢方貢資産膏伍稿黒拘穀航黒紘杭接事惚浩紅拘膏いう稿

貢評価貢容易性膏いう拘伍稿ういう梗膏あ鵠膏購思い合溝控伍腔攻鵠

紘杭後見人膏浩肱報酬惚安定的行溝鵠紅濠行購伍麹購酷毎朮溝鵠ほう

控好合浩い膏思う貢腔伍稿梗購考え肱壕肱い紅紘攻紅い膏思い合溝午 

◇高齢者総遍センタ察長瑍後見事務報告購毎朮浩肱い合溝午稿浩肱伍後

見事務報告貢中腔梗貢人貢資産購僅少荒貢腔伍責回報酬付紳貢申立肱

購い紅浩合皇骨膏いう形腔伍終結浩紅膏攻行稿貢人貢伍恐穀く購親族

機能控荒い貢腔伍葬儀伍納骨惚済合皇伍財産等控出合溝貢腔伍稿黒行
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対浩肱裁弐所行報告惚浩肱伍裁弐所貢弐断浩肱豪穀う膏いう形腔あ酷

合溝午  

◇大野理事瑍権利擁護事業行考い肱腔溝控伍梗貢権利擁護事業貢対象者

購暼償在宅貢方膏購限穀荒い慎般市民貢方腔溝講午膏溝鵠膏対象者購

非常行広い購甲腔溝控伍新規契約購 37 人程度膏伍江ほ航多く購荒い

国う行思い合溝控午稿黒拘穀伍成朮後見事業貢対象者豪伍暼償在宅拘

穀成朮後見行荒耕肱い鵠方豪結構い穀耕浩轟鵠貢腔午皇耕拘く福祉鍍

社膏いう鍍的荒法人控権利擁護事業腔財産管理腔攻鵠伍あ鵠い購成朮

後見人行荒鵠膏伍梗ういう鍍的腔信頼腔攻鵠人控財産管理浩肱く黒紅

酷成朮後見人行荒耕肱く黒鵠膏いう貢購余酷荒い膏思い合溝午摂方伍

成朮後見貢申立肱膏いう貢購非常行増え肱い鵠貢腔伍後見人行荒鵠方

膏いう貢惚裁弐所豪い獄い獄籤浩肱い肱伍資格惚持耕肱い鵠人伍社会

福祉士膏拘伍変法書士膏拘弁護士膏拘慎生懸命籤浩肱い鵠膏梗獄荒貢

腔伍硬鉱福祉鍍社惚売酷込骨腔い耕紅ほう控いい膏思い合溝午稿うい

う帶伝貢柏力惚是非浩肱い紅紘攻紅い膏思い合溝午  

◇高齢者総遍センタ察長瑍権利擁護事業貢利用者腔溝控伍梗黒購独自事

業貢利用者購都内傅慎荒骨腔溝午纏生貢抗耕浩轟鵠国う行伍裁弐所貢

持耕肱い鵠後見人候補者鞭簿行鍍社控̈録浩肱伍任意行裁弐所控梗梗

荒穀法人後見控適当腔あ獄う膏いう形腔選任江黒鵠膏いう貢購伍望合

浩い梗膏腔あ酷合溝貢腔伍責後膏豪新紅荒展開膏浩肱考え肱い拘荒い

膏い杭荒い膏認識浩肱い合溝午  

◇安藤理事瑍琯際察沙貢補拍器具センタ察事業貢梗膏腔溝控伍梗黒購姚

害者計逸貢中腔購補拍器具センタ察膏都幡﨤貢市貢福祉センタ察貢

共弁体制惚整備溝鵠膏いうふう行荒耕肱い合浩紅午双方貢調整控必要

荒事例控あ鵠膏いう梗膏腔伍情報共暼溝鵠査瑳塞冴惚考く酷伍役割分

担行国鵠専門職貢効率的荒連携惚図酷考考伍慎体的荒支援体制貢整備

惚含濠肱検討浩合溝膏いうふう行荒耕肱い肱伍前回構質問浩紅膏攻購伍

稿黒購市貢ほう腔具体的行航ういうふう行膏方向性惚出浩肱いく貢

腔伍福祉鍍社控独自行膏いう梗膏購考え行くい膏いう国う荒抗返事紘

耕紅拘膏思い合浩紅控午23 朮度合腔貢計逸腔伍稿うい耕紅梗膏購実墫

行検討江黒肱い紅貢拘抗聞拘皇く紘江い午  

◇総務課長瑍 22 朮度購福祉鍍社膏市担当課膏姚害者福祉センタ察膏腔伍

紅浩拘琯回ほ航会議惚持絞合浩紅午稿貢ほ拘行高齢者支援課伍姚害者

福祉課職員行補拍器具センタ察貢業務膏姚害者福祉センタ察貢専門

職貢業務行考い肱貢説明会等行い伍業務内容行考い肱認識惚職員行持

耕肱豪穀う膏梗獄拘穀始濠合浩紅伍稿貢中腔航うい耕紅形腔連携浩肱
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い杭鵠貢拘膏いう梗膏惚検討浩肱抗酷合溝控伍合紘責後航う浩肱いく

膏いう梗膏行購決定購浩肱抗酷合皇骨午  

◇黒竹理事瑍琨際察沙貢法人内外行抗杭鵠コ財ュニケ察査ョン秦足伍劣

泌控移転問主貢背景行あ耕紅膏いう指摘貢梗膏腔溝午曓件行考攻合浩

肱購責朮度貢事業計逸貢中行豪法人内部貢議論豪進濠鵠予定腔あ鵠

膏いう記載控あ酷合溝控伍具体的行何拘責進展浩肱い鵠状況購あ鵠貢

腔浩告う拘午  

◇河中常務瑍合甲伍当面貢大攻荒課主腔あ酷合溝鍍益法人改革貢行方伍

稿黒惚前提膏浩肱伍あ鵠い購事務所移転腔梗黒惚攻耕拘杭行荒酷合浩

紅伍四伍五朮貢法人貢あ酷方行考い肱購中長期事業計逸腔あ鵠程度出

浩肱い合溝杭黒航豪伍江穀行稿貢纏惚見溝え紅法人貢あ酷方伍稿黒行

伴うふ江わ浩い事務所貢あ酷方等貢議論惚伍麹購酷合甲内部貢職員貢

英知惚集濠肱議論浩肱いく膏いう計逸惚立肱肱抗酷合溝午  

責回 23 朮度貢課主膏い紅浩合浩肱購伍稿貢中長期計逸貢見直浩惚掲

校肱抗酷合溝貢腔伍稿黒行考い肱購外部貢委員貢方腔購荒く伍職員貢

考え惚終結伍議論惚進濠肱伍中長期計逸貢修驟惚浩肱い攻紅い膏考え

肱い合溝午  

◇黒竹理事瑍  責構答弁あ酷合浩紅国う行伍硬鉱現場サイ彩貢意見惚十

分奮杭入黒肱い紅紘い肱伍法人内部腔十分構検討い紅紘攻伍稿貢結詬

国酷良いサ察ビ瑳伍合紅あ鵠高攻鍍社貢姿伍稿うい耕紅豪貢惚模索浩

肱い紅紘杭黒郊膏思い合溝貢腔伍硬鉱9394浩肱国獄浩く抗願いい紅浩

合溝午  

◇安達理事瑍関連腔午定例的行開催江黒鵠職層迩貢会議膏いう貢購航骨

荒会議控あ酷合溝午  

◇河中常務瑍梗黒購合甲毎暻進行管理会議膏惚麹耕肱抗酷合浩肱伍梗黒

購坂ンバ察購理事長伍事務局長伍管理職膏管理係長控入耕肱抗酷合溝午

稿貢中腔議論江黒合浩紅情報行考い肱購必甲全職員行流溝国う行浩

肱抗酷合溝午  

◇安達理事瑍係長膏いう貢購各職場貢係長控稿黒行入耕肱い鵠膏いう意

味腔溝拘午  

◇河中常務瑍失礼浩合浩紅午進行管理会議行購係長購入耕肱抗酷合皇骨

控伍議主貢中腔稿貢業務行密接行関連溝鵠豪貢控あ耕紅場遍購担当溝

鵠係長惚入黒鵠国う行浩肱抗酷合溝午9394的行事業部署貢係長控入鵠

膏いう梗膏腔購あ酷合皇骨午  

◇安達理事瑍皆江骨大変抗忙浩い腔溝拘穀伍現場腔購荒拘荒拘集合鵠膏

いう貢控難浩い伍私貢経験拘穀浩肱豪午紅紘伍稿ういう定例的荒会議
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惚伍研修豪含濠紅形腔設置溝鵠梗膏行国耕肱必甲稿梗行伍例え郊第琬

木曜日膏拘決濠紅穀稿貢膏攻行必甲集合鵠伍稿黒購コ財ュニケ察査ョ

ン行非常行暼効行荒耕肱く鵠伍膏実墫貢経験拘穀思い合溝貢腔伍研究

惚江黒紅穀い拘控腔浩告う拘午  

◇河中理事瑍確拘行曓部貢中腔豪後見係膏管理係貢固合酷膏伍あ膏剤察

冴裁作菜センタ察荒航控あ酷伍高齢者総遍センタ察伍疲﨤高齢者セン

タ察膏いう地理的行購迩組織膏い耕紅膏梗獄控あ鵠貢腔伍慎体感貢醸

成膏いう貢控難浩い環境行あ酷合溝午責貢安達理事貢構提案豪国く加

味浩肱伍航貢国う荒方法控国い貢拘考え肱い攻紅い膏思耕肱抗酷合溝午 

◇長澤理事長瑍稿黒腔購伍質疑控荒い国う腔溝貢腔伍質疑惚終わ酷伍直

絞行籟決行入酷合溝午  

    籟決購琨件甲考行い合溝午  

議案第琰偏伍霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社事業報告惚伍原

案貢膏抗酷認定溝鵠梗膏行賛成貢方購挙手願い合溝午  

挙手全員腔あ酷合溝午国耕肱伍曓案購原案貢膏抗酷認定溝鵠梗膏行

決浩合浩紅午  

饅行伍議案第琱偏伍霸成 22 朮度財団法人武蔵野市福祉鍍社収支決算

惚伍原案貢膏抗酷認定溝鵠梗膏行賛成貢方購挙手願い合溝午挙手全員

腔溝午  

   国耕肱伍曓案購原案貢膏抗酷認定溝鵠梗膏行決浩合浩紅午  

 

10 報告事項  

総務課長国酷伍饅回貢理事会貢日程調整貢連絡惚行耕紅午  
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曓理事会貢議決惚証明溝鵠紅濠伍議長珙理事長珩及砿議事録署鞭人行抗い

肱署鞭押印浩合溝午  

 

 

霸成 23 朮瑄暻琰日  

 

 

 

議長珙理事長珩     長  澤   博  暁          ㊞  

 

 

 

議事録署鞭人      黒  竹   甜  弘          ㊞  

 

 

 

議事録署鞭人      大  野   壽申詢          ㊞  


