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霸癩 23朮度第琹回理征会  議征録  

 

琨  開催日時    霸癩 24朮琯暻琱日珙暻珩  

         午後琨時 55分拘ら午後琯時 55分合腔  

 

琬  開催場所    ⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社  琨階  会議室  

         東京都武蔵ǒ市便祥寺疲﨤琨振目瑋番琨偏  

 

琯  理征及び監征貢現湾数  

理征琹鞭伍監征琬鞭  

 

琰  出席理征者数及び氏鞭  

理征琹鞭  

理征長  長澤  博暁     理征    安け  高之  

理征   大ǒ  壽申詢    理征    安藤  真洋  

理征   黒竹  甜弘     常務理征  河中  款  

         監征琬鞭  

         監征  晴十嵐  利甜     監征    安譓  大  

 

琱  定足数     琰鞭  

 

琹  饉席理征者数及び氏鞭  

         理征琤鞭  

         監征琤鞭  

 

瑄  議決征項  

議案第 12偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員給紳規程語貢慎部を改驟

溝る規程行考い肱  

議案第 13偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員給紳規程第瑇条行規定溝

る理征長貢承認行関溝る規程語貢慎部を改驟溝る規程行考

い肱  

議案第 14偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員貢業務外貢傷病行よる饉

勤行関溝る規則語貢制定行考い肱  

議案第 15偏  公益⎡団法人移行後貢最初貢評議員貢選任方法行考い肱  

議案第 16偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員選定委員会規程語貢制

定行考い肱  
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議案第 17偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員選定委員会規程行基肯

く評議員選定委員会委員貢選任語行考い肱  

議案第 18偏  公益⎡団法人移行後貢評議員貢定数及び任期行考い肱  

議案第 19偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社老後福祉基金規程語貢慎部を

改驟溝る規程行考い肱  

議案第 20偏  碁霸癩 23朮度補驟予算珙第琬回珩語行考い肱  

議案第 21偏  碁霸癩 23朮度老後福祉基金貢慎部貢焚り崩し語行考い肱  

議案第 22偏  碁霸癩 24朮度征業計逸及び分支予算語行考い肱  

議案第 23偏  碁霸癩 24朮度老後福祉基金貢慎部貢焚り崩し語行考い肱  

議案第 24偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社中長期征業計逸語貢改定行考

い肱  

 

瑇  議長及び議征録署鞭人貢選任  

寄附行♡行基肯攻伍理征長長澤博暁控議長席行着攻開会伍議長珙理征長珩

拘ら曓日貢出席者行考い肱伍寄附行♡第 26条貢規定行よる定足数を満紅し

肱いる貢腔伍曓理征会購暼効行癩立し肱いる旨貢報告控あ耕紅午引攻94攻伍

曓理征会貢議征録署鞭人行安け理征伍安藤理征貢琬鞭を選任し伍両氏豪梗

れを承諾し紅午  

 

瑋  議征貢経過及び結詬  

議案第 12偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員給紳規程語貢慎部を改驟

溝る規程行考い肱  

    中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    安譓監征拘ら伍第 10条貢琯貢第琱項中碁饉勤及び業務外貢⎞傷ン傷

病貢紅濠貢饉勤語行考い肱伍前後貢碁饉勤語貢ゖい行考い肱貢質問控

荒江れ紅午合紅伍弁条弁項後段碁迩表第瑄行より調整語膏ある控碁迩

表第瑄行よる調整語腔購荒い拘膏いう岶句貢表記行考い肱貢質問控荒

江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍前段貢碁饉勤語購伍碁診断書貢提出豪荒く伍曓

人貢意思腔出勤し荒い語豪貢腔あり伍後段貢碁饉勤語購伍碁病気又購

怪癪行より伍診断書控提出江れ紅疹腔出勤腔攻荒い語豪貢を指溝旨貢

回答控荒江れ紅午合紅伍岶句貢表記行考い肱購伍誤り行よる紅濠碁迩

表第瑄行よる調整語行訂驟溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍第 10条貢琯貢第琰項中碁琰偏給語碁琬偏給語碁琨偏

給語貢岶句行考い肱伍第琨項貢岶句膏整遍江皇る紅濠伍稿れ糠れ碁琰

偏疹位貢偏給語碁琬偏疹位貢偏給語碁琨偏疹位貢偏給語腔購荒い拘膏
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いう岶句行考い肱貢質問控荒江れ紅午合紅伍第 10条貢琯第琱項貢碁調

整を行う語膏ある控伍碁航貢時♧拘ら調整を行う貢拘語膏いう質問控

荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍岶句行考い肱購饅回修驟貢際行修驟溝る旨貢回

答控荒江れ紅午合紅伍碁調整語行考い肱購伍碁曓人貢定時昇給暻語拘

ら腔ある旨貢回答控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍第 21条期曒手当行考い肱伍第琬項腔購碁理征長控定

濠る語膏あり伍第琯項腔購基準控定濠られ肱いる梗膏拘ら伍条項貢運

用行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍第琬項購率を定濠肱抗り伍第琯項購基礎受を定

濠肱いる紅濠伍第琯項腔定濠紅基礎受を何拘暻分支給溝る拘膏いう率

行考い肱第琬項腔定濠肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍迩表琨行考い肱伍何拘貢ペタャを参考行し肱作耕肱

いる貢拘膏いう質問控荒江れ紅午  

 中村総務課長拘ら伍東京都行政職第琨表を豪膏行伍市控調整をし肱

作癩し紅旨貢回答控荒江れ紅午  

 安け理征拘ら伍第 10条貢琯第琹項中碁第琨項伍第琬項目語膏ある控

碁目語購秦要腔購荒い拘膏いう質問控荒江れ紅午  

 中村総務課長拘ら伍岶句貢表記行考い肱購伍誤り行よる紅濠碁第琨

項伍第琬項語行訂驟溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

摂貢理征拘ら質疑伍意見購荒く伍審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓案購

可決承認江れ紅午  

 

議案第 13偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員給紳規程第瑇条行規定溝

る理征長貢承認行関溝る規程語貢慎部を改驟溝る規程行考

い肱  

議案第 14偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社職員貢業務外貢傷病行よる饉

勤行関溝る規則語貢制定行考い肱  

長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申し出控荒江れ伍摂貢理征拘ら購意見

購荒く慎括し肱審議溝る梗膏膏し紅午  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍議案第 13偏迩表第琯偏貢碁業務疹貢⎞傷又購疾病若

しく購通勤災害行よる⎞傷又購疾病語膏労災補償膏貢関係行考い肱質

問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍療法行係る期間購 100％支給し伍稿れ以降行考い

肱購伍労働災害補償法貢規程行基肯く給付を奮ける膏考え肱いる旨貢
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回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍期間貢設定購理征長控定濠る豪貢拘膏いう質問控荒

江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍期間貢設定購伍診断書を豪耕肱理征長貢弐断行

よる旨貢回答控荒江れ紅午  

    安譓監征拘ら伍労災を掛け肱いる紅濠労災拘ら支給江れる膏梗ろを

法人控⎞担溝る梗膏行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍慎般貢傷病腔休職行入る膏瑇割支給伍責回提案

し紅病気休暇腔購 90日間全受支給江れる梗膏拘ら伍業務疹貢疾病行考

い肱購伍慎般貢傷病膏貢トメンケを考え肱梗貢よう荒規程行し紅旨貢

回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍市貢病気休暇貢塔容行考い肱伍及び試用期間中貢職

員行対溝る扱い行考い肱伍試用期間中購驟式荒職員腔購荒い貢腔稿貢

焚扱い購航う荒る貢拘質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍市貢病気休暇行考い肱購伍 90日間腔暼給膏荒耕

肱い合溝午 90日を超える膏休職膏荒り瑇割支給腔伍市膏弁様膏荒耕肱

いる旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍労働基準法疹伍試用期間中腔豪慎般

貢職員膏変わら荒い紅濠伍焚り扱いを分け肱い荒い旨貢回答控荒江れ

紅午  

    安け理征拘ら伍入社し肱 10日目腔病気行荒り 90日間休ん紘場遍等貢

焚り扱い行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍制度疹購 90日間貢病気休暇購焚得腔攻る控伍試

用期間中貢勤務癩績控ほ膏ん航荒い膏いう梗膏行荒る紅濠伍琯拘暻後

貢曓採用貢弐断貢対象膏荒る旨貢回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍琯拘暻間接征し荒く肱豪給料を支給溝る梗膏膏荒り伍

特例扱い膏いう見方豪ある午曓来伍何ら拘貢形腔福祉公社自身行ベモ

ッダ控ある紅濠給料を支給溝る貢腔購荒い拘午合紅伍実質的行試用期

間控荒い梗膏行荒る紅濠伍 90日貢病気休暇控終了し紅段階拘ら試用期

間膏溝る貢拘伍膏いう扱い行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍病気休暇を焚得江皇荒い梗膏購腔攻甲伍合紅伍

琯拘暻貢勤務癩績行より伍琯拘暻以降9394し肱漾用溝る拘航う拘弐断

溝る梗膏膏荒る旨貢回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍驟規職員貢よう行福祉公社香貢復職行対溝るベモッ

ダを期待し肱いる豪貢膏異荒り伍合紅伍赤護休暇等琹拘暻曑満貢職員

行対溝る例外規定控あるよう行伍試用期間中購対象外膏溝高攻膏貢意

見控荒江れ紅午  
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大ǒ理征拘ら伍試用期間中貢職員膏慎般貢職員膏貢ゖい貢設け方購

微妙荒膏梗ろ控ある控伍安け理征貢意見豪慎理ある紅濠伍労働基準法

行肱照らし肱航梗合腔特迩行認濠る拘を慎度検討し紅ほう控良い旨貢

意見控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍試用期間貢労働基準法疹貢扱いを検討江皇肱い

紅紘い肱伍責後伍腔攻れ郊安け理征貢意見貢方向腔改驟し紅い旨貢回

答控荒江れ紅午  

    長澤理征長拘ら伍責回購原案貢合合腔構承認い紅紘攻伍責後貢検討

課主膏し紅い旨控征務局拘ら荒江れ紅梗膏行考い肱伍摂貢理征行意見

を求濠紅午  

    安け理征拘ら伍議案第 14偏第琯条第琯項貢意味購伍特例を認濠荒い

梗膏腔ある拘貢確認膏伍例え郊伍インフャエンギ等貢場遍購碁職員貢

責濠行昜溝高攻征譿語行該当溝る貢拘行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍インフャエンギ等購碁責濠行昜溝高攻征譿語行

当ら荒い旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍碁責濠行昜溝高攻征譿語膏購伍

自分貢行動行よ耕肱引攻起梗江れ紅怪癪又購病気語膏考え肱いる旨貢

㌲明控荒江れ紅午  

安譓監征拘ら伍議案第 14偏第琱条中伍琨，琬，琯腔改行江れ肱いる

部分購ケヒヴケ腔良い貢腔購荒い拘伍合紅伍琨，琬，琯購伍珙琨珩伍

珙琬珩伍珙琯珩腔購荒い拘膏いう意見控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍安譓監征貢意見貢膏抗り修驟溝る旨貢回答控荒

江れ紅午  

摂貢理征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 13 偏及び議案第 14 偏行考

い肱慎件甲考審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓性案購可決承認江れ紅午  

 

議案第 15偏  公益⎡団法人移行後貢最初貢評議員貢選任方法行考い肱  

議案第 16偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員選定委員会規程語貢制

定行考い肱  

議案第 17偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社評議員選定委員会規程行基肯

く評議員選定委員会委員貢選任語行考い肱  

議案第 18偏  公益⎡団法人移行後貢評議員貢定数及び任期行考い肱  

長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申し出控荒江れ伍摂貢理征拘ら購意見

購荒く慎括し肱審議溝る梗膏膏し紅午  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午合紅伍議案第 16偏

行考い肱購伍曓理征会腔決議い紅紘く行あ紅り伍岶句貢修驟控あ耕紅

場遍行伍梗れを理征長行慎任膏し肱い紅紘くよう行伍予濠構了承を抗
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願いし紅い旨貢㌲明控荒江れ紅午  

    安藤理征拘ら伍選定委員会貢構癩や人数行考い肱質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍東京都貢ペタャを使用し肱いる梗膏午人数貢規

定購荒い控伍公霸中立的立場貢第申者を含濠る梗膏控必要荒紅濠伍曓

案腔購琱鞭腔構癩し伍琯鞭控関係者伍琬鞭控外部委員膏荒る梗膏午う

絞伍琯鞭購関係者腔ある紅濠外部委員琬鞭貢う絞貢琨鞭貢承認控荒い

限り選定購腔攻荒い規定膏し肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍議案第 16偏貢規程貢第琯条中伍碁荒抗伍外部委員珙学

識経験者珩購伍饅貢い甲れ行豪該当し荒い者を理征会行抗い肱選任溝

る語膏ある控伍碁評議員膏監征膏征務局語購誰控選任溝る貢拘伍膏い

う旨貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍碁理征会控選任溝る語膏ファラド壕焚れるよう行修驟

溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    安譓監征拘ら伍議案第 16偏第琯条第琯偏中伍碁第琨偏及び第琬偏語

膏ある控碁前琬偏語腔購荒い拘伍第瑇条第琱項中伍碁会議行購伍議征

録を語膏ある控碁委員会購伍会議貢議征録を語腔購荒い拘伍第瑋条第

琬項中伍碁適任膏弐断し紅理譿語膏伍弁項第琬偏碁候補者膏し紅理譿語

控ĩ複溝る貢腔購荒い拘伍第 10条第琬項中伍碁候補者構膏行第琨項貢語

膏ある控碁前項貢語腔購荒い拘伍膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍第琯条行考い肱購理征長弐断腔修驟を伍第瑇条

第琱項行考い肱購碁委員会購伍会議貢議征録を語行修驟を伍第瑋条第

琬項行考い肱購通常貢候補者膏し紅理譿貢ほ拘行伍江ら行㌲明を求濠

られる梗膏豪考えられる紅濠原案貢合合伍第 10条第琬項行考い肱購碁前

項貢語行修驟溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    安け理征拘ら伍議案第 16偏第瑋条貢規定貢岼湾意義行考い肱質問控

荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍第瑋条購評議員候補者貢規定腔あり伍評議員候

補者を理征会腔決定し伍理征会拘ら選定委員会行推薦溝る豪貢腔ある

旨貢回答控荒江れ紅午  

    摂貢理征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 15偏伍議案第 16偏伍議案第

17偏及び議案第 18偏行考い肱慎件甲考審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓四

案購可決承認江れ紅午  

 

議案第 19偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社老後福祉基金規程語貢慎部を

改驟溝る規程行考い肱  

    中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  
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    理征拘ら質疑伍意見購荒く伍審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓案購可決

承認江れ紅午  

 

  議案第 20偏  碁霸癩 23朮度補驟予算珙第琬回珩語行考い肱  

議案第 21偏  碁霸癩 23朮度老後福祉基金貢慎部貢焚り崩し語行考い肱  

    長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申し出控荒江れ伍摂貢理征拘ら購意見

購荒く慎括し肱審議溝る梗膏膏し紅午  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征拘ら質疑伍意見購荒く伍審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓案購可決

承認江れ紅午  

 

議案第 22偏  碁霸癩 24朮度征業計逸及び分支予算語行考い肱  

議案第 23偏  碁霸癩 24朮度老後福祉基金貢慎部貢焚り崩し語行考い肱  

長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申し出控荒江れ伍摂貢理征拘ら購意見

購荒く慎括し肱審議溝る梗膏膏し紅午  

河中常務理征珙兼征務局長伍兼湾宅キヴビケ課長珩伍中村総務課長

及び服部高齢者総遍センタヴ長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

安藤理征拘ら伍征業計逸貢冒頭行ある碁法人貢自立性を高濠肱いく語

腔伍利用者⎞担及び征業貢あり方を航貢よう行考え肱経営し肱いく貢

拘伍合紅伍航貢よう荒ハュセケを経肱新紅荒福祉公社像を考え肱いる

貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

河中常務理征拘ら伍利用者貢皆様香貢急激荒⎞担行荒ら荒いよう行

配慮し紅奮益者⎞担貢大幅荒見直し伍福祉公社膏し肱自前腔運営し肱

いけるよう荒資質を持耕紅経営を目指溝旨貢回答控荒江れ紅午福祉公

社像行考い肱購伍常行市貢政策膏貢整遍を膏り荒控ら伍合紅伍福祉公

社貢質購伍市民拘ら貢評価伍或い購伍行政膏貢カプュニォヴクョン行

より伍抗貢甲拘ら方向性控定合耕肱いく貢腔購荒い拘膏いう旨貢回答

控荒江れ紅午  

黒竹理征拘ら伍緊縮予算腔ある控伍職員貢ペチパヴクョン貢維持行

購気を付け肱い紅紘攻紅い旨貢要望控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍分支貢自立経営貢♧購ある控伍公益法人膏暼償性を

高濠る梗膏膏矛盾し荒い貢拘伍膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

中村総務課長拘ら伍分支相償を疹回るよう荒分入腔荒けれ郊問主荒

い膏考え肱抗り伍合紅伍⎡政疹伍給紳是驟等腔人件費貢抑制を図り伍

分支相償程度合腔貢分支トメンケを膏耕肱いく旨貢回答控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍福祉公社貢原♧腔ある暼償湾宅キヴビケ貢あり方行
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考い肱購根曓的行見直し伍基曓的荒考え方を残し荒控ら豪手直しをし

肱いく梗膏控必要腔購荒い拘伍梗れら行考い肱伍十分行検討い紅紘攻

紅い旨貢意見控荒江れ紅午合紅伍征業計逸琱頁 12湾宅赤護支援センタ

ヴ中伍碁東京都創宅供給公社等膏貢連携強泌語貢塔容行考い肱伍及び伍

碁ふれあい合考豪膏語貢征業展開行考い肱質問控荒江れ紅午  

荻原高齢者総遍センタヴ課長補双拘ら伍碁東京都創宅供給公社等膏

貢連携強泌語行考い肱伍巡回管理人行よる戸迩訪問行より得紅情報行

考い肱伍大家側腔購対応腔攻荒い膏梗ろを湾宅赤護支援センタヴ膏情

報交換を行耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍情報交換購伍市貢高

齢者支援課や民生委員豪交え肱行耕肱いる旨貢㌲明控荒江れ紅午合紅伍

東日曓大震災貢被災者香貢支援行考い肱豪伍東京都創宅供給公社膏連

携を膏耕肱支援し肱いる旨貢㌲明控荒江れ紅午  

服部高齢者総遍センタヴ長拘ら伍碁ふれあい合考豪膏語行考い肱伍

遺贈者購モトヴケペオヴグ利用者腔あり伍没後市香寄附江れ紅戸建肱

創宅腔ある午利用料金慎日 100塘貢碁会所膏し肱運営し肱抗り伍管理人

貢人件費行より赤岶膏荒耕肱いる旨貢㌲明控荒江れ紅午合紅伍責後貢

寄附者貢遺志を生拘し考考伍責後貢展開を検討し肱いる旨貢回答控荒

江れ紅午  

安け理征拘ら伍⎡産購市貢晘通⎡産膏荒耕肱いる拘伍福祉公社貢⎡

産行荒耕肱豪よい貢腔購荒い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

服部高齢者総遍センタヴ長拘ら伍⎡団法人貢性格疹伍寄附行対溝る

税金等を考慮し伍当時伍顧問弁護士腔ある大ǒ理征膏相談し紅結詬伍

遺贈者貢遺志行箆うよう秦動産を市行寄付溝る旨貢遺言控遍理的腔あ

る膏弐断し紅膏回答控荒江れ紅午  

晴十嵐監征拘ら伍公益法人移行行関溝る情報行考い肱伍適宜理征会

行報告し肱い紅紘く旨貢抗願い控荒江れ紅午合紅伍赤護保険法改驟行

伴う影響膏対応行考い肱質問控荒江れ紅午  

服部高齢者総遍センタヴ長拘ら伍タイキヴビケセンタヴ行考い肱購伍

瑄時間拘ら瑋時間昴行変更し荒い膏朮約 500万塘貢赤岶行荒る紅濠伍時

間延長膏機能回復貢加算を検討し肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

森山疲﨤高齢者センタヴ饅長拘ら伍琱時間拘ら瑄時間昴膏荒耕紅場

遍約 500万塘貢赤岶膏荒る紅濠伍瑄時間拘ら瑋時間昴行移行溝る旨貢回

答控荒江れ紅午  

恠林湾宅キヴビケ課課長補双拘ら伍ビヴヘバャハセンタヴ武蔵ǒ行

考い肱伍試算控困難紘控伍約琯％拘ら琰％貢減分膏荒り伍バャドヴ貢

時間給行考い肱検討し肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  
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黒竹理征拘ら伍タイキヴビケセンタヴ行考い肱伍瑄時間拘ら瑋時間

昴行変更溝る膏聞い紅控伍人件費控減耕肱いる梗膏行考い肱質問控荒

江れ紅午  

荒棲タイキヴビケセンタヴ課長補双拘ら伍現湾アンォヴダ滾計中腔

ある控伍瑄時間拘ら瑋時間昴香貢希望者控怙荒く伍琯分貢琨程度腔あ

る旨貢回答控荒江れ紅午  

森山疲﨤高齢者センタヴ饅長拘ら伍瑄時間拘ら瑋時間昴行移行溝る

際貢延長時刻昴行考い肱伍利用者アンォヴダを実施し紅結詬伍朝購従

来通り貢時刻腔伍昜り時刻貢延長を希望江れる方控椀倒的行多拘耕紅

旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍人件費行考い肱購伍フヤッェケタイヘを

怡入溝る梗膏腔人件費貢抑制を図耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

黒竹理征拘ら伍利用者様控慎番良い形腔伍構要望行沿えるよう荒形

腔ハメンニンエし肱い紅紘く旨貢要望控荒江れ紅午  

安譓理征拘ら伍霸癩 23朮度決算見込壕行考い肱航貢程度貢赤岶又購

黒岶腔ある拘貢質問控荒江れ紅午  

中村総務課長拘ら伍決算見込壕購合紘出肱い荒い控伍怙荒く膏豪霸

癩 23朮度予算行比較し肱赤岶控縮減し肱いる膏思われる旨貢回答控荒

江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍征業計逸琬頁貢福祉資金貸付貢根曓的見直し行考い

肱伍見直し溝る梗膏膏荒耕紅背晙膏見直し貢委員会貢発足時期伍検討

塔容及び結論時期等行考い肱質問控荒江れ紅午  

河中常務理征拘ら伍見直し貢背晙行考い肱購伍赤護保険征業等貢社

会資源控腔攻紅梗膏伍及び伍東京都社会福祉協議会貢秦動産担保型貢

生活資金貢貸付を行耕肱いる梗膏腔ある旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍

見直し委員会行考い肱購伍征業貢主体控市腔あり伍福祉公社購征務局

膏し肱参加し肱抗り伍委員会貢市貢予算購霸癩 24朮度行編癩し肱いる

梗膏拘ら伍霸癩 24朮度中行条例改驟腔攻れ郊膏考え肱いる旨貢回答控

荒江れ紅午  

黒竹理征拘ら伍モトヴケペオヴグ行考い肱伍利益相鮒貢関係拘ら廃

驗を検討し肱いる膏解釈し肱よい拘伍膏質問控荒江れ紅午  

服部高齢者総遍センタヴ長拘ら伍慎例伍モトヴケペオヴグ利用者貢

癩朮後見人行就任し紅例控ある午モトヴケペオヴグ購市貢征業腔ある

控伍福祉公社控曓人貢癩朮後見人行就任溝る場遍購モトヴケペオヴグ

契約を解約溝る伍又購癩朮後見人行就任し荒い等貢対応をし肱いく梗

膏腔公霸性や中立性を保考旨貢回答控荒江れ紅午  

摂貢理征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 22偏及び議案第 23偏行考い
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肱慎件甲考審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓性案購可決承認江れ紅午  

 

議案第 24偏  碁⎡団法人武蔵ǒ市福祉公社中長期征業計逸語貢改定行考

い肱  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征拘ら質疑伍意見購荒く伍審議貢結詬伍全会慎致腔伍曓案購可決

承認江れ紅午  

 

10 報告征項等  

  連絡征項   理征会貢日程行考い肱  

中村総務課長拘ら伍霸癩 24 朮度貢理征会貢日程行考い肱伍饅回琱暻

25 日金曜日午後琹時拘ら伍霸癩 23 朮度決算を含濠構審議い紅紘く紅

濠理征会を予定し肱いる旨貢報告控荒江れ紅午合紅伍纏ほ航議決い紅

紘い紅最初貢評議員推薦貢紅濠伍琯暻曒拘ら琰暻疹旬貢間腔臨時理征

会を開催し伍征務局案を提示し構審議い紅紘く形を膏り紅い旨貢報告

控荒江れ紅午荒抗伍日程調整行考い肱購伍改濠肱行う旨貢報告控荒江

れ紅午  

 

以  疹     
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曓理征会貢議決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

肱署鞭押印し合溝午  

 

 

霸癩 24 朮琯暻 15 日  

 

 

 

議長珙理征長珩     長  澤   博  暁          ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人      安  け   高  之          ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人      安  藤   真  洋          ㊞  

 


