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霸成 24朮柤  第琰回  評議員会  議征録  

 

琨  開催日時    霸成 25朮琯暻琰日珙暻珩  

         午歙瑄時 00薙拘ら午歙瑇時 41薙合腔  

 

琬  開催場所    消費生活コンタヴ  講柞室  

         東京都武蔵ǒ市便祥寺本﨤慎振目 10番瑄偏  

武蔵ǒ商工会館  琯階  

 

琯  評議員貢現在数  10鞭  

 

琰  出席評議員数及び氏鞭  

         評議員 10鞭  

  議長   申輪  博行    評議員  川鞭  ゆう港  

  評議員  斉藤  クン゜チ  評議員  鈴木  省悟  

  評議員  森田  邦夫    評議員  伊藤  隆変  

  評議員  矢島  美代    評議員  小美濃  純彌  

  評議員  阿部  敏哉    評議員  江幡  五郎  

 

琱  定足数     瑄鞭  

 

琹  饉席評議員数及び氏鞭  

         評議員  琤鞭  

 

瑄  傍聴者     琨鞭  

 

瑇  諮問征慌  

諮問第瑋偏  霸成 25朮柤征業計逸及び収支予算行考い肱  

諮問第 28偏  霸成 25朮柤老歙福祉基金貢慎部焚崩浩行考い肱  

諮問第 10偏  寄附行♡を廃驗溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 11偏  役員及び評議員貢報酬等行関溝る規程を廃驗溝る規程

珙案珩行考い肱  

諮問第 12偏  在宅生活困難高齢者等サヴニケ征業実施規則を廃驗溝る

規則珙案珩行考い肱  

諮問第 13偏  入院時家征援助等サヴニケ征業実施規則を廃驗溝る規則

珙案珩行考い肱  
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諮問第 14偏  公益法人移行行伴う諸規程等貢慎部改驟行考い肱  

諮問第 15偏  征務規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 16偏  印章規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 17偏  職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

諮問第 18偏  職員貢業務外貢傷病行関溝る規則貢慎部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

諮問第 19偏  準職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

諮問第 20偏  ドヴダタ゜ヘホヴヘバャドヴ就業規則貢慎部を改驟溝る

規則珙案珩行考い肱  

諮問第 21偏  職員給紳規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 22偏  職員旅費規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 23偏  会計処理規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 24偏  老歙福祉基金規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

諮問第 25偏  指定居宅赤護支援行関溝る実施規則貢慎部を改驟溝る規

則珙案珩行考い肱  

諮問第 26偏  ホヴヘバャハサヴニケ征業実施規則貢慎部を改驟溝る規

則珙案珩行考い肱  

諮問第 27偏  ネヤッェケバャドヴ就業規則貢制定行考い肱  

 

報告征慌   公益⎡団法人香貢移行行考い肱  

 

瑋  議征録署鞭人貢選任  

申輪議長拘ら本日貢出席者行考い肱伍寄附行♡第 36条貢規定行よる定足

数を満紅浩肱いる貢腔伍本評議員会購暼効行成立浩肱いる旨貢報告控あ耕

紅午引攻94攻伍本評議員会貢議征録署鞭人行鈴木評議員伍稿浩肱斉藤評議

員貢琬鞭を選任浩伍両氏豪梗れを矼諾浩紅午  

 

10 審議貢経過及び結果  

諮問第瑋偏  霸成 25朮柤征業計逸及び収支予算行考い肱  

諮問第 28偏  霸成 25朮柤老歙福祉基金貢慎部焚崩浩行考い肱  

申輪議長拘ら伍碁諮問第瑋偏霸成 25朮柤征業計逸及び収支予算行考

い肱語膏碁諮問第 28偏霸成 25朮柤老歙福祉基金貢慎部焚崩浩行考い肱語

購関連控ある紅濠伍慎括浩肱審議浩紅い旨貢提案控あり伍他貢評議員

拘ら購異議購荒晃伍慎括浩肱審議を行耕紅午  

    中曪常務理征拘ら伍諮問征慌行考い肱説明控荒江れ紅午  

    小美濃評議員拘ら伍市控⎡政援助出資団体行対浩肱第申者行委ハ浩
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肱ナ゚モンエ控実施江れ肱いる件行関連浩肱伍民間征業所豪行耕肱い

るタ゜サヴニケ征業や補助器具コンタヴ征業等行考い肱福祉公社腔荒杭

れ郊腔攻荒いベモッダ購何拘膏いう趣旨貢質問控荒江れ紅午合紅伍性考

目貢質問膏浩肱伍社会福祉協議会伍社会福祉法人武蔵ǒ貢福祉申団体膏

貢闢貢考荒控り貢ĩ要性行考い肱質問控荒江れ紅午申考目貢質問膏浩肱伍

暻刊広報グスーム貢̇行貢新紅荒焚り組壕膏購航貢よう荒梗膏を想定浩肱いる

貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍慎考目貢質問行考い肱購伍福祉公社控行耕肱得紅

砌術を伍講習会荒航を通港肱民間征業所や民間貢赤護支援者行広濠る梗

膏控腔攻る旨伍及び伍収支相償貢観♧拘ら行耕肱いる旨貢回答控荒江れ

紅午申考目貢質問行考い肱購伍広報グスーム貢̇行以外行考い肱購検討中腔あ

る旨貢回答控荒江れ紅午  

長澤理征長拘ら伍性考目貢質問行考い肱伍社会福祉協議会及び社会福

祉法人武蔵ǒ膏申法人全体腔研修会行耕肱抗り伍合紅伍申団体貢相互補

完控腔攻るよう荒梗膏を検討溝る準備を行耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午

合紅伍慎考目貢質問行考い肱伍民間征業所腔購対応困難荒方行対溝るコ

ヴネゾ゛ネッダ貢役割豪㌙識浩肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

阿部評議員拘ら伍慎考目貢質問膏浩肱伍生活保護奮給者貢金銭管理支

援等業務行考い肱稿貢内容膏奮ハ打診貢経過等行考い肱伍性考目膏浩肱伍

在宅赤護支援コンタヴ貢ＬＳＡ貢清岳苑香貢出張内容行考い肱伍申考目

膏浩肱伍タ゜サヴニケコンタヴ征業行考い肱家族貢安心膏ヤケド゜ダ機

能を十薙行果紅皇るサヴニケ提供体制貢具体案行考い肱伍四考目膏浩肱伍

会計行考い肱赤護職員貢処遇改善交付金収入行考い肱貢補足説明を求濠

る質問控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍慎考目貢質問行対浩肱購伍金銭管理及び金銭行拘

拘わる軽微荒相談を奮杭る豪貢腔あり伍四考目貢質問行対浩肱購伍赤護

職員処遇改善加算行変わ耕紅紅濠交付金購ゴュ膏浩伍赤護職員処遇改善

加算行考い肱購予算疹腔計疹浩肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

    松原在宅赤護支援コンタヴン補助器具コンタヴ饅長拘ら伍性考目貢質

問行対浩肱伍クャトヴヌ゚貢ＬＳＡ化を創宅対策課控〕濠肱抗り伍清岳

苑行考い肱購伍琱朮歙完全荒ＬＳＡ化を目指溝中腔伍琰組貢ワヴタン江

ん貢う絞琨組控引耕越浩紅膏いう梗膏腔伍残る琯組貢ワヴタン江ん貢⎞

担軽減伍稿れ膏伍地域香貢清岳苑貢入居者控抗互い行交流溝る梗膏行よ

り伍地域貢方々や入居江れ肱いる方々控閉港梗豪ら荒い紅濠行いろいろ

荒活動を浩肱抗り伍清岳苑腔〔琨回活動を溝る梗膏腔閉港梗豪り伍ある

い購伍地域膏貢交流を〕濠肱い晃膏いうッヴゲ行応え肱いる旨貢回答控
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荒江れ紅午  

    新谷コンタヴ饅長拘ら伍申考目貢質問行対浩肱伍休日伍祝日貢開設膏

タ゜サヴニケ貢時間延長伍緊急対応行考い肱伍責朮柤拘ら来朮柤腔検討

浩肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

阿部評議員拘ら伍生活保護奮給者金銭管理支援征業行考い肱伍金銭管

理膏軽微荒管理腔ある貢拘伍合紅伍想定件数行考い肱質問控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍概講最大腔 20件腔ある控検討浩紅うえ腔市膏相談

浩荒控ら〕濠る旨貢回答控荒江れ紅午  

斉藤評議員拘ら伍慎考目貢質問膏浩肱伍困難ォヴケ控航貢程柤増え肱

いる貢拘伍性考目貢質問膏浩肱伍看焚り貢対応を惰溝等貢タ゜プンエを

航梗腔計耕肱いる貢拘伍申考目貢質問膏浩肱伍困難ォヴケを防更方策や

相談体制行考い肱質問控荒江れ紅午  

 中曪常務理征拘ら伍性考目貢質問行対浩肱伍構本人拘ら貢要望膏いう

より購伍在宅赤護支援コンタヴ伍地域包括支援コンタヴ等拘ら貢公社香

貢依頼行より構本人膏相談浩肱〕濠肱いる旨貢回答控荒江れ紅午申考目

貢質問行対浩肱購伍タ゜サヴニケ行考い肱購伍在宅赤護支援コンタヴや

ォ゚ブネグャヴ拘ら貢相談を待考浩拘荒い貢腔購荒い拘膏い耕紅旨貢解

答控荒江れ紅午  

    小林在宅サヴニケ課課長補双拘ら伍数的行購航ん航んウヂウ̈り行疹

控耕肱いる膏いう梗膏腔購荒晃伍逆行伍決浩肱少荒晃豪荒ら甲伍常時抱

え肱いる膏い耕紅状況腔ある旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍困難ォヴケ貢

中行購伍虐待豪ある控伍梗れ購稿れ荒り貢体制腔貢対応控必要腔あり伍

鯲数貢小江い民間貢征業所腔購対応浩謎れ荒い状況腔ある午浩拘浩伍福

祉公社購伍職員豪多晃内部腔貢連携豪膏りや溝い紅濠伍対応貢環境購整

耕肱いる控伍責歙伍民間征業者香対応腔攻る部薙購各征業所腔対応腔攻

るよう行育成浩肱い拘荒杭れ郊荒ら荒い膏考え肱いる旨貢回答控荒江れ

紅午  

服部高齢者総遍コンタヴ長拘ら伍補足膏浩肱伍非常行モケェ貢高い構

利用者行購伍積極的行̇言浩伍地域モデニモゾヴクョン貢理念腔ある93

94的ン体系的荒支援伍積極的行他機関貢徨門職膏連携浩肱い攻紅い旨貢

回答控荒江れ紅午  

    斉藤評議員拘ら伍高齢者貢構本人腔購荒晃稿貢構家族控引攻梗豪耕肱

いる等貢構本人以外貢ダメノャ貢対応行考い肱質問控荒江れ紅午  

    松原在宅赤護支援コンタヴン補助器具コンタヴ饅長拘ら伍在宅赤護支

援コンタヴ伍居宅支援征業所伍暼償サヴニケ貢琯考貢部署控定期的行勉

強会を行い伍連携貢模索伍抗互い貢業務伍役割伍力o̊を見極濠荒控ら貢
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連携を行耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍他機関豪含濠肱稿れ糠れ

貢持耕肱いる機能や役割を生拘浩荒控ら対応浩肱いる旨貢回答控荒江れ

紅午合紅伍課主を̇見溝る能力を育肱る膏いう♧行考い肱豪人曩育成行

力を入れ肱い攻紅い旨貢回答控荒江れ紅午  

川鞭評議員拘ら伍慎考目貢質問膏浩肱伍人件費貢割遍見直浩行考い肱

及び霸成 25朮柤貢人件費推移行考い肱伍性考目貢質問膏浩肱伍責歙貢戦

略行考い肱質問控荒江れ紅午  

長澤理征長拘ら伍性考目貢質問行考い肱伍暼償在宅サヴニケ征業貢見

直浩を図り伍構利用者様貢理解を得荒控ら収益を疹校肱い晃等貢⎡政健

全化計逸を検討溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍人件費割遍貢見直浩行考い肱伍責回購闥利擁護征

業伍成朮歙見征業行より人件費を多晃置い肱伍人を派遣溝る梗膏行よ耕

肱強化を豪晃ろ拷紅濠貢振り薙杭を浩直浩紅膏いう旨貢回答控荒江れ紅午 

    川鞭評議員拘ら伍慎考目貢質問膏浩肱伍市拘ら貢派遣職員貢引攻疹校

行対応腔攻る体制貢中期的荒計逸行考い肱伍性考目貢質問膏浩肱伍公益

法人行移行浩肱租税公課控航貢よう行変わる貢拘行考い肱質問控荒江れ

紅午  

    中曪常務理征拘ら伍市拘ら貢派遣職員貢引攻疹校行考い肱購伍福祉公

社内部腔協議浩伍非公式腔購ある控約琹朮貢引攻疹校計逸膏浩肱市行提

案を浩肱いる旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍租税公課行考い肱購伍特段貢

優遇行変更控あるわ杭腔購荒い控伍寄附金行対溝る税金控免除江れる荒

航貢変更控ある旨貢回答控荒江れ紅午  

    川鞭評議員拘ら伍公益㌙定を奮杭紅梗膏行よる税制疹貢ベモッダ購江

ほ航荒い膏いう理解腔良い貢拘膏いう旨貢再質問控荒江れ紅午  

    中曪常務理征拘ら伍川鞭評議員貢理解腔良い旨貢回答控荒江れ紅午  

    川鞭評議員拘ら伍公益法人行移行浩紅ベモッダ控伍税制疹荒い貢拘確

㌙浩紅い旨貢再々質問控荒江れ紅午合紅伍経理疹豪プケ荒晃焚り組ん腔

いる貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    中曪常務理征拘ら伍現在伍民間膏比較浩肱税制貢優遇を奮杭肱抗り伍

公益法人行移行溝れ郊税制貢優遇購9394江れる控伍慎般法人行移行溝る

膏優遇購適用江れ荒晃荒る旨貢回答控荒江れ紅午合紅伍経理疹豪プケ荒

晃行耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

他貢評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍諮問第瑋偏及び諮問第 28偏行考

い肱慎件甲考採決貢結果伍全会慎致腔伍本性諮問征慌購矼㌙江れ紅午  
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諮問第 10偏  寄附行♡を廃驗溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍公益法人設立̈ヒ日を豪耕肱伍現行貢寄附行♡

を廃驗溝る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 11偏  役員及び評議員貢報酬等行関溝る規程を廃驗溝る規程

珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍公益法人設立̈ヒ日を豪耕肱伍現行規程を廃驗

溝る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 12偏  在宅生活困難高齢者等サヴニケ征業実施規則を廃驗溝る

規則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍既行征業を実施浩肱い荒い紅濠伍公益法人設立

̈ヒ日を豪耕肱伍現行規程を廃驗溝る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 13偏  入院時家征援助等サヴニケ征業実施規則を廃驗溝る規則

珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍既行征業を実施浩肱い荒い紅濠伍公益法人設立

̈ヒ日を豪耕肱伍現行規程を廃驗溝る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 14偏  公益法人移行行伴う諸規程等貢慎部改驟行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍表中貢 18貢規程ン規則行考い肱公益法人設立̈ヒ

貢日を豪耕肱⎡団法人貢ヒ載を公益⎡団法人行改濠る豪貢腔ある旨貢説

明控荒江れ紅午  
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評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 15偏  征務規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍改驟貢主荒豪貢膏浩肱伍饅長貢職鞭を荒晃浩伍担

当妥長を設置浩伍職務鞭膏職責を明確行浩紅梗膏伍合紅伍征務薙掌膏文

書貢保岼朮限を別表化浩伍内容を整理浩紅梗膏伍別表琨貢組織図行理征

会伍評議員会をヒ載浩紅梗膏伍徨決彦薙貢別表琯を改驟浩伍代決者を各

徨決者控定濠る梗膏膏浩紅梗膏腔ある旨貢説明控荒江れ紅午合紅伍代決

者購伍責合腔購溝高肱碁理征長控定濠る語膏浩肱い紅膏梗ろ伍前回貢理

征会腔貢構意見を踏合え伍各徨決者控決濠る膏いう形行変え紅豪貢腔あ

る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 16偏  印章規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍改驟貢主荒豪貢膏浩肱伍使用浩肱い荒い琰考貢印

を廃驗浩伍稿貢他貢豪貢購碁公益語貢文岶を加える変更を浩紅旨貢説明

控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 17偏  職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍改驟貢主荒豪貢膏浩肱伍採用選考行抗杭る提出書

類拘ら健康診断書を削除浩伍合紅伍採用時貢提出書類を整理浩伍法制柤

膏遍わ皇紅旨貢説明控荒江れ紅午合紅伍採用時貢試用期間を琯カ暻拘ら

市膏弁様行琹カ暻膏浩伍解雇及びユ職時等貢引攻93昂義務を明ヒ浩伍朮

饅暼給休暇伍忌引攻日数及び休職期間を別表化浩伍労基法改驟行より希

望職員全員貢 65歳合腔貢雇用控義務肯杭られ紅梗膏行伴い再雇用貢条件

及び期間等貢経過措置を設杭紅疹腔梗れを実施溝る梗膏膏浩紅旨貢説明

控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  
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諮問第 18偏  職員貢業務外貢傷病行関溝る規則貢慎部を改驟溝る規則

珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍碁膝師語貢ヒ載を碁主治膝語膏溝る荒航岶句を整

理浩紅旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 19偏  準職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍改驟貢主荒豪貢膏浩肱伍時間給貢割り増浩行考い

肱驟規職員膏弁様行改濠伍基準を琨日貢勤務時間拘ら〔貢勤務時間膏浩伍

解雇及びユ職等貢墫行引攻93昂を義務化浩伍忌引攻日数を別表化浩紅ほ

拘伍岶句貢整理を行耕紅旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 20偏  ドヴダタ゜ヘホヴヘバャドヴ就業規則貢慎部を改驟溝る

規則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍改驟貢主荒豪貢膏浩肱伍ドヴダタ゜ヘホヴヘバャ

ドヴ膏浩肱伍̈録バャドヴ膏ネヤッェケバャドヴ行考い肱弁慎貢就業規

則を使用浩肱攻紅控伍雇用形態貢違いを明確行浩伍稿れ糠れ貢バャドヴ

控雇用条件を確㌙腔攻るよう行̈録バャドヴ就業規則膏浩伍法改驟行よ

り伍資格要件貢鞭称変更伍雇用期間行妥る紅紘浩書攻膏浩肱伍例外膏浩

肱 65歳を超え肱雇用腔攻る朮齢を 68歳拘ら 75歳膏浩伍雇用及び解雇行抗

杭る紅紘浩書攻貢追加及び忌引攻日数貢別表化貢ほ拘伍岶句貢整理を浩

紅旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 21偏  職員給紳規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍征務規程貢職務鞭変更行伴い伍饅長を担当妥長行

改驟浩紅旨貢説明控荒江れ紅午  
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評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 22偏  職員旅費規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍日当行妥る 30ゥュベヴダャ未満貢出張彦域を市行

準港定濠伍別表膏浩紅旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 23偏  会計処理規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍主荒改驟♧膏浩肱伍公益法人移行行伴う予算決定

行妥る手抅行遍わ皇条文を整備浩伍会計帳簿行関浩肱公益法人化行遍わ

皇整備浩伍征務規程改驟行伴い職鞭を変更浩伍見積書貢徴焚行考い肱金

受行よる業者数貢基準を定濠紅梗膏貢ほ拘伍岶句貢整理を浩紅旨貢説明

控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 24偏  老歙福祉基金規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍公益法人移行行伴い伍公益⎡団法人武蔵ǒ市福祉

公社寄附金等焚扱規程行より伍寄附金購特定寄附金貢う絞伍稿貢目的控

公益征業貢場遍購全受伍慎般寄附金行考い肱購伍稿貢 50％以疹を公益征

業行使用溝る梗膏膏荒耕肱抗り伍寄附金を原資膏溝る当該基金行考い肱

豪伍寄附金等焚扱規程行遍わ皇伍公益目的征業貢積壕立肱伍現行貢積壕

立肱伍稿貢他貢目的を定濠紅特定寄附金を稿貢目的構膏貢積壕立肱行彦

薙浩伍稿貢積壕立肱管理伍運用伍運用益貢処理伍処薙行考い肱別々行行

う梗膏膏溝る規程を定濠紅豪貢ある旨貢説明控荒江れ紅午合紅伍基金自

体を複数膏溝る梗膏豪検討浩紅控伍目的を特定溝る寄附控ある都柤伍新

紅荒基金を必要膏溝る紅濠伍基金購老歙福祉基金貢壕膏浩伍積壕立肱を

別行溝る梗膏腔対応溝る旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 



10 

 

 

諮問第 25偏  指定居宅赤護支援行関溝る実施規則貢慎部を改驟溝る規

則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍主荒改驟♧膏浩肱伍契約書を様式膏浩肱提示浩伍

征業所貢鞭称ン創所貢表ヒを改濠伍秦要荒ヒ載を削除浩紅旨貢説明控荒

江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 26偏  ホヴヘバャハサヴニケ征業実施規則貢慎部を改驟溝る規

則珙案珩行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍主荒改驟♧膏浩肱伍征業所貢所在地貢表ヒを改濠伍

姚害者総遍支援法行基肯晃サヴニケ貢利用料行考い肱追ヒ浩伍生活保護

奮給者行考い肱貢赤護保険法及び姚害者総遍支援法貢サヴニケ料行考い

肱⎞担を荒浩膏溝る梗膏を追ヒ浩伍契約書を様式膏浩肱提示浩紅ほ拘伍

岶句貢整理を行耕紅旨貢説明控荒江れ紅午  

評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮問征

慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

諮問第 27偏  ネヤッェケバャドヴ就業規則貢制定行考い肱  

中曪常務理征拘ら伍諮問第 20偏行より伍ドヴダタ゜ヘホヴヘバャドヴ

就業規則を̈録ホヴヘバャドヴ就業規則膏浩紅梗膏行伴い伍本規程を新

紅行制定浩伍ネヤッェケバャドヴ貢就業規則を明確行浩紅旨貢説明控荒

江れ紅午合紅伍内容行考い肱購伍現在貢勤務条件貢膏抗り規定浩紅紅濠伍

本規程制定歙豪バャドヴ貢勤務条件行変更購荒い旨貢説明控荒江れ紅午  

川鞭評議員拘ら伍第琰条貢雇用期間を琨朮以内膏溝る梗膏行考い肱伍

派遣労働法控改驟江れ肱伍無期雇用行荒る膏いう梗膏拘航う拘膏いう旨

貢質問控荒江れ紅午梗れ購伍暼期雇用行浩紅い膏いう梗膏荒貢拘伍琱朮

以疹稿貢合合雇用浩94杭る膏稿貢合合無期雇用膏荒るよう行法歐控変わ

耕紅貢腔購荒い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午合紅伍雇用期間琨朮膏あ

る控伍必要行応港肱更新腔攻る膏いう梗膏膏矛盾浩肱いる貢腔購荒い拘

膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍琨朮鯱貢契約更新行荒る控伍琱朮以降9394浩肱雇

用溝る場遍行購伍本人貢希望行より琨朮鯱腔購荒晃荒る午浩拘浩伍稿れ
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貢対象行荒る貢控伍霸成 25朮を初濠膏溝る琱朮歙膏いう梗膏行荒り合溝

貢腔伍現在購琨朮鯱貢更新膏いう形腔規程を浩紅旨貢回答控荒江れ紅午  

川鞭評議員拘ら伍琱朮経過浩紅時♧腔規程貢見直浩を行う膏いう理解

腔良い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍琱朮歙合腔貢間行見直浩を考え肱いる旨貢回答控

荒江れ紅午  

他行評議員拘ら質疑伍意見購荒晃伍審議貢結果伍全会慎致腔伍本諮

問征慌購矼㌙江れ紅午  

 

 

報告征慌  公益⎡団法人香貢移行行考い肱  

    中曪常務理征拘ら伍公益⎡団法人香貢移行行考い肱購伍霸成 24朮 12暻

25日行東京都より内示をい紅紘攻伍公益移行行向杭伍責回貢諸規程貢改

驟を初濠伍体制貢整備を行耕肱攻肱抗り伍責歙貢日程膏浩肱伍琯暻 25日

午歙より都庁行抗い肱移行㌙定書貢交付式控あり伍稿貢歙伍東京法務局

行征前確㌙を抗願い浩伍琰暻琨日行移行̈ヒ手94攻行う予定腔ある旨貢

報告控荒江れ紅午  

 

 

11 連絡征慌  

長澤理征長拘ら伍琰暻琨日行本公社伍公益法人行移行行伴い合浩肱伍公益

法人貢評議員購昨朮開催浩合浩紅評議員選定委員会腔決定浩紅方行抗願い溝

る梗膏膏荒り伍梗貢紅濠伍皆様方行抗拘れ合浩肱購伍本朮琯暻 31日を豪耕肱

辞任浩肱い紅紘晃梗膏行荒る旨貢連絡控梗れ合腔貢御礼膏膏豪行荒江れ紅午  

中曪常務理征拘ら伍公益法人貢移行行伴耕肱伍机疹行配付浩肱あり合溝辞

任願をヒ載貢疹伍返信用徠筒行より伍琯暻 19日頃合腔行抗ョりい紅紘晃よう

連絡控荒江れ紅午  

 以疹腔溝午  

 

以  疹     
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本評議員会貢議征を証明溝る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  

 

 

霸成琬琹朮琬暻瑄日  

 

 

 

議長          申  輪   博  行          ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人      斉  藤   クン゜チ         ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人      鈴  木   省  悟          ㊞  

 

 


