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霸癩 24朮柤  第琨回  評議員会  議事録  

 

琨  開催日時    霸癩 24朮琱暻 23日珙水珩  

         午後琹時琱薙拘穀午後瑄時 44薙合腔  

 

琬  開催場所    ⎡団法人武蔵ǒ斃福祉鍍社  琨階  会議室  

         東京都武蔵ǒ斃便祥寺疲﨤琨振目瑋番琨偏  

 

琯  委員貢現在数  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  斉藤  査ン婚債  

         評議員  川鞭  刻う港   評議員  鈴木  省悟  

         評議員  森田  邦夫    評議員  伊藤  隆変  

         評議員  阪曓  博也    評議員  恠美濃  純彌  

         評議員  阿部  敏哉    評議員  江幡  晴郎  

 

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  諮問事慌  

諮問第琨偏  霸癩 23朮柤事業報告行考い肱  

諮問第琬偏  霸癩 23朮柤決算報告行考い肱  

諮問第琯偏  鍍益⎡団法人移行申請行考い肱  

諮問第琰偏  鍍益⎡団法人移行後貢定款珙案珩行考い肱  

 

瑋  議事録署鞭人貢選任  

申輪議長拘穀曓日貢出席者行考い肱伍寄附行♡第 36条貢規定行国鵠定足

数惚満紅浩肱い鵠貢腔伍曓評議員会購暼効行癩立浩肱い鵠莉貢報告控あ耕

紅午引攻94攻伍曓評議員会貢議事録署鞭人行鈴木評議員伍稿浩肱森田評議

員貢琬鞭惚選任浩伍両氏豪梗黒惚承諾浩紅午  
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10 議事貢経ゕ及び結果  

○長澤理事長挨拶珙略珩  

○中村総務課長  審議行入酷合溝前行伍慎考構報告江皇肱い紅紘攻合溝午曓

朮琯暻 31日付腔高橋評議員拘穀辞任願控提出江黒伍琰暻 12日行理事会行抗

い肱承認江黒合浩紅貢腔伍責回貢評議員会国酷 10鞭腔構審議い紅紘晃梗膏

行荒酷合溝貢腔伍国獄浩晃抗願いい紅浩合溝午  

  稿黒腔購伍梗黒国酷審議行入酷合溝控伍寄附行♡第 36条貢規定行国酷伍

議長購会長控梗黒行当紅鵠膏荒耕肱抗酷合溝貢腔伍梗梗拘穀貢審議貢〕行

購会長控行い合溝午荒抗伍曓日購傍聴希望控琨鞭構洪い合溝午  

○申輪議長  稿黒腔購伍評議員会惚開会い紅浩合溝午傍聴控構洪い合溝控伍

い拘控い紅浩合浩告う拘午  

珙碁異議荒浩語貢声あ酷珩  

○申輪議長  稿黒腔購伍傍聴許可い紅浩合溝午稿黒腔購伍審議行入酷合溝午  

 曓日購伍出席評議員 10鞭伍定数 10鞭腔溝午国耕肱伍寄附行♡第 36条行国酷

定足数瑄鞭惚満紅浩肱抗酷合溝貢腔伍曓評議員会購癩立い紅浩合浩紅午審

議貢〕行購伍抗配酷い紅浩肱抗酷合溝議事日程行従耕肱行い合溝午資料貢

確認惚事務局拘穀抗願いい紅浩合溝午  

○中村総務課長  資料貢確認貢前行伍琱暻 21日期曒監査行抗い肱監事国酷指

摘惚奮杭伍慎部ヒ載塔容惚変更い紅浩合浩紅午浩紅控い合浩肱伍構面倒惚

抗拘杭浩合溝控伍事業報告書伍決算報告書伍決算参考資料珙事業実績珩貢

差浩拘え惚抗願いい紅浩合溝午変更塔容購伍抗配酷浩合浩紅資料貢膏抗酷伍

車両購入行抗杭鵠鷺左婚魂作料貢焚酷扱い伍ユ職金支出行抗杭鵠ユ職給付

引当金貢焚酷扱い膏際察沙饉落等行国鵠豪貢腔溝午稿黒腔購伍抅饅資料貢

説明惚江皇肱い紅紘攻合溝午  

  説明珙略珩午  

 

 

諮問第琨偏  霸癩 23朮柤事業報告行考い肱  

諮問第琬偏  霸癩 23朮柤決算報告行考い肱  

 

○申輪議長  饅行伍日程第琬伍諮問第琨偏碁霸癩 23朮柤事業報告行考い肱語

膏日程第琯伍諮問第琬偏碁霸癩 23朮柤決算報告行考い肱語購伍い甲黒豪欄

連控構洪い合溝貢腔伍梗黒惚慎括浩肱審議浩紅い膏思耕肱抗酷合溝控伍い

拘控腔浩告う拘午  

珙碁異議荒浩語貢声あ酷珩  



3 

 

○申輪議長  異議荒浩膏認濠伍慎括浩肱審議惚〕濠紅い膏思い合溝午  

 稿黒腔購事務局伍説明惚抗願いい紅浩合溝午  

○河中事務局長  霸癩 23朮柤事業報告及び決算報告貢説明珙略珩午  

 

○申輪議長  紅紘い合事務局国酷説明控終わ酷合浩紅午構意見伍構質問購構

洪い合溝拘午  

○川鞭評議員  幾考拘確認貢意味腔質問江皇肱い紅紘攻紅い貢腔溝控伍事業

報告書貢琹際察沙行妻婚左察砦瑳事業膏書い肱あ酷合溝午稿貢摂全般的行

い獄い獄改定江黒肱い肱伍評価浩紅い貢腔溝杭黒航豪伍幾考拘稿貢意味腔

確認江皇肱い紅紘攻紅い貢腔溝控伍妻婚左察砦瑳貢中腔 22朮柤曒国酷ョ迎

範露惚広校紅膏いう梗膏控書い肱あ耕肱伍稿黒行国耕肱多怙改善江黒紅貢

拘荒膏思う貢腔溝杭黒航豪伍稿ういう範露耕肱航梗合腔惚航う広校肱い晃

膏いう伍何拘掟腔購荒い腔溝杭黒航豪伍括酷購あ鵠貢腔浩告う拘午膏いう

貢購伍妻婚左察砦瑳耕肱あ鵠程柤儲拘鵠膏いう貢豪失礼荒㌄荒貢腔溝控伍

い獄骨荒事業者控入耕肱攻肱い鵠状態腔溝国講午稿貢中腔福祉鍍社膏いう

完全荒民間腔購荒い伍完全荒鍍腔購荒い事業主体控事業惚拡大浩肱い耕肱

いい貢拘膏いう貢控慎面あ鵠午稿貢鮒面伍麹耕酵酷事業者膏浩肱購絞轟骨

膏経営改善惚浩肱ほ浩い荒膏いう貢控伍両面相鮒溝鵠要素控あ鵠膏思う貢

腔溝講午梗貢辺伍福祉鍍社膏浩肱購航ういう考え行儼肯い肱梗ういう事業

展開惚責後浩肱い晃拘膏いう拘伍浩肱攻紅貢拘膏いう梗膏惚伺い紅い膏思

い合溝午  

  豪う慎考購伍妻婚左察砦瑳膏いう貢購赤護伍要購診療♧数等々控梗黒紘

杭広控耕肱攻肱伍梗黒拘穀真校穀黒鵠拘豪浩黒荒い腔溝国講午要購梗梗穀

辺控航う腔豪いい国う荒事業者控出肱攻絞轟耕肱伍豪う杭ゕ昂港轟荒い拘

膏いう貢控い獄い獄報酬審議会荒骨拘腔言わ黒肱い肱伍真校穀黒鵠拘豪浩

黒荒い膏荒鵠膏伍梗貢事業展開貢先控伍余酷梗梗行ĩ♧惚置い絞轟う膏先

行攻不透明拘荒膏思う貢腔溝杭黒航豪伍事業展開惚責後航う抗考え行荒耕

肱い鵠拘膏いう梗膏行考い肱合甲伺わ皇肱い紅紘杭合溝腔浩告う拘午  

○服部高齢者総遍詐ン座察長  ョ迎範露腔溝控伍乗車定員膏伍稿黒拘穀ョ迎

時間膏いう琬♧拘穀絞耕肱抗酷合浩肱伍総遍詐ン座察貢妻婚左察砦瑳購ĩ

柤貢方控多い豪貢腔溝拘穀伍構利用者貢⎞担行荒穀荒い国う行伍大体 30薙

以塔行ョ迎控可能荒範露膏いう国う荒梗膏惚儼曓的荒視柞膏浩肱業務惚

展開浩肱い合溝午稿黒拘穀伍雨後貢座佐済コ貢国う行妻婚左察砦瑳詐ン座

察控斃塔腔豪数十カ所開設江黒肱い合溝控伍鍍設民営貢理念膏浩肱購伍医

療ニ察砂貢高い方伍ĩ赤護貢方伍稿黒拘穀入浴左察砦瑳貢国う荒慎般貢妻

婚左察砦瑳貢担え荒い国う荒伍稿ういう構利用者惚奮杭鵠伍稿黒行意義惚
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生壕出浩肱い合溝午  

○川鞭評議員  確認腔溝杭黒航豪伍責合腔福祉鍍社行対浩肱貢改善♧膏浩肱伍

いわ刻鵠慎般的荒民間控荒拘荒拘担え荒いĩ柤貢佐察瑳膏拘困難佐察瑳

惚麹耕肱い晃高攻紘膏いう答申控確拘あ酷合浩紅国講午稿ういう膏梗獄惚

担う紅濠貢範露拡大膏いう梗膏腔国獄浩いわ杭腔溝国講午紅紘単行商売民

間膏貢棲壕薙杭控腔攻荒晃荒耕肱浩合う膏午稿う港轟荒晃肱伍麹購酷民間

控荒拘荒拘担え荒い膏梗獄行対浩肱福祉鍍社紘拘穀あえ肱事業展開惚広

校肱い鵠膏いう膏穀え方腔国獄浩い腔溝講午稿う浩荒い膏伍何拘福祉鍍社

貢岼在意味控無晃荒耕肱浩合う貢腔溝控伍稿ういう梗膏腔国獄浩い腔溝講午 

○服部高齢者総遍詐ン座察長  稿貢膏抗酷腔構洪い合溝午例え郊伍赤護保険

貢自己⎞担薙惚慎謎支払わ荒い伍稿ういう斃民貢方控い穀耕浩轟い合溝午

稿ういう方豪妻婚左察砦瑳貢ニ察砂控あ黒郊福祉鍍社腔奮杭鵠膏いう伍稿

ういう形腔構洪い合溝貢腔伍委員構指摘貢膏抗酷腔構洪い合溝午  

○川鞭評議員  わ拘酷合浩紅午腔攻黒郊稿貢あ紅酷惚坤祭察作浩肱書い肱い

紅紘晃膏伍単行事業惚広校肱い鵠紘杭行荒耕肱浩合う拘膏思い合溝貢腔伍

稿貢♧伍饅回拘穀構検討浩肱い紅紘杭黒郊膏思い合溝午  

 新浩い質問荒貢腔溝杭黒航豪伍豪う怙浩真貢ほう行豪伍調理業者貢改善

指怡惚行耕肱業者惚変え紅膏あ鵠貢腔溝控伍梗黒具体的行航ういう膏梗獄

控課主行荒耕肱い肱伍航う改善江黒紅貢拘膏いう貢購抗薙拘酷行荒酷合溝

拘午個人貢嗜好行欄溝鵠梗膏紘拘穀伍荒拘荒拘難浩い膏思う貢腔溝国伍味

膏拘耕肱午余酷利用者行沿耕肱浩合う膏航う紘獄う膏いう膏梗獄豪あ鵠浩伍

拘膏い耕肱満足柤行対応浩荒い膏いう貢豪難浩い膏梗獄腔溝杭黒航豪伍具

体的行豪う怙浩細拘い説明惚浩肱い紅紘杭合溝腔浩告う拘午  

○新谷妻婚左察砦瑳詐ン座察饅長  責合腔貢 10朮間伍琨考貢業者行甲耕膏調

理惚委ハ浩肱抗酷合浩紅午信頼欄係豪豪膏豪膏構洪い合浩紅貢腔伍溝高肱

抗任皇腔伍満足柤行欄浩肱豪塩辛い豪貢控いい膏拘伍和食控いい膏拘伍皆

江骨嗜好控構洪い合溝貢腔伍梗骨荒豪貢拘荒膏甲耕膏思耕肱い紅わ杭腔構

洪い合溝杭黒航豪伍疲﨤高齢者詐ン座察貢食事満足柤膏比較浩肱豪阪ニ座

鷺ン些調査腔豪伍麹購酷余酷行豪評価控低い膏いう梗膏腔考え直浩合浩紅午

合紅伍調理業者行い獄い獄膏改善行考い肱申浩入黒伍利用者控満足溝鵠国

う荒抗食事行膏いう梗膏腔伍㌄浩遍耕肱伍稿貢結果伍例え郊彩酷惚良晃溝

鵠伍構利用者貢嗜好行遍耕紅抗食事惚提供溝鵠伍魚拘肉拘選択食行溝鵠伍

稿うい耕紅個迩対応惚含濠肱伍慎考甲考改善浩紅伍調理貢担当者豪伍栄養

士豪個迩対応惚国晃理解浩肱晃黒肱伍全体的行改善浩合浩紅午紅紘伍稿黒

以疹行求濠鵠♧伍満足柤 85％以疹貢梗膏惚求濠鵠午選択食膏拘伍財紺左察

食膏拘伍稿うい耕紅医療ニ察砂貢高い方行対応浩紅食事行欄浩肱購伍現行
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貢事業者腔購荒拘荒拘難浩い部薙豪あ酷伍複数貢食事会社行国鵠菜削鎖ン

塞察査ョン惚経肱伍責回霸癩 24朮柤拘穀食事会社惚変更浩紅饅第腔溝午責

購琰暻拘穀代わ耕肱伍慎日慎日貢連絡調整貢中腔改善江黒肱い合溝午当初

購絞告耕膏い獄い獄あ酷合浩紅控伍責購構利用者行構満足い紅紘杭肱い鵠

膏思耕肱抗酷合溝午  

○川鞭評議員  簡単行言え郊利用者行対溝鵠満足柤向疹膏いう貢購伍質惚疹

校鵠紅濠行業者控拘わ耕紅膏いう梗膏腔溝午稿黒腔コ瑳宰的行購変わ穀荒

い膏いう梗膏腔国獄浩い腔浩告う拘午  

○新谷妻婚左察砦瑳詐ン座察饅長  金受行欄浩肱購曓朮柤弁港金受行荒酷合

浩紅午  

○阿部評議員  赤護保険事業惚中心行浩肱い獄い獄改善控見穀黒肱い鵠膏い

う貢購伍合紅利用者控多晃荒耕肱攻合溝貢腔伍良い結果紘膏認識浩肱抗酷

合溝午川鞭江骨控抗耕浩轟耕紅部薙腔伍高齢者総遍詐ン座察伍妻婚左察砦

瑳詐ン座察事業行考い肱何♧拘質問惚江皇肱い紅紘攻合溝控伍 5.6％貢    

惚約 500鞭弱貢方控ふえ紅膏いう梗膏腔溝杭黒航豪伍報告書貢琹際察沙惚

見合溝膏対象者貢要望行遍わ皇肱左察砦瑳等貢見直浩惚行い合浩紅膏伍簡

単行書い肱あ鵠貢腔溝控伍稿豪稿豪朮間惚通港肱貢霸均要赤護控航貢程柤

行荒耕肱抗酷伍要赤護貢方々腔いう膏幾考貢方控延高人数腔多晃伍稿貢背

晙行購稿貢紅濠行ニ察砂行沿耕紅菜咋些碕冴貢伍左察砦瑳貢見直浩惚行耕

紅貢拘膏いう貢控絞告耕膏報告書行購見え肱抗酷合皇骨貢腔伍稿貢あ紅酷伍

合甲利用者貢実態伍あ膏稿黒行伴耕肱航ういうニ察砂控あ耕肱左察砦瑳貢

見直浩惚行耕紅貢拘膏いう貢惚慎考伺い紅い膏梗獄腔あ酷合溝午  

 あわ皇肱伍決算報告書貢 39際察沙伍 40際察沙貢妻婚貢膏梗獄腔伍赤護報

酬控 22朮柤貢決算載察瑳腔い攻合溝膏約 1,000浸増え肱抗酷合溝控伍慎方

委ハ料豪 300浸ほ航増え肱い肱伍最終貢分支貢部薙腔豪約 1,300浸伍 22朮柤

国酷豪増え肱い鵠膏いう状況控あ酷合溝午支出控増え肱い鵠貢紘獄う荒膏

いう膏梗獄腔伍勝手行想像浩紅貢腔溝控伍通常考え合溝膏伍赤護報酬控増

え黒郊委ハ料控減耕肱伍斃行返還等出肱晃鵠膏いう梗膏豪見え肱晃鵠腔浩

告う浩伍 22朮柤載察瑳行比高肱分支貢決算貢金受控 1,300浸塘増え肱い鵠

拘伍絞告耕膏不可思議荒膏梗獄控あ酷合浩紅午  

  あ膏伍 40際察沙貢備考欄行書い肱あ酷合溝在碕ン塞墾坤江骨貢延高人数

控 22朮柤国酷 130鞭ほ航減耕肱い紅酷伍合紅配食在碕ン塞墾坤江骨豪 70鞭

程減耕肱い鵠膏いう膏梗獄荒貢腔伍先ほ航報告書行あ耕紅左察砦瑳貢見直

浩惚行い合浩紅膏いう膏梗獄腔伍在碕ン塞墾坤江骨貢欄わ酷控慎方腔減耕

肱い鵠膏いう膏梗獄控伍実墫航ういう菜咋些碕冴伍航うい耕紅在碕ン塞墾

坤貢活用惚浩肱伍左察砦瑳貢塔容伍質惚変え肱い耕紅貢拘膏いう貢控伍絞
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告耕膏数岶拘穀いう膏相鮒溝鵠状況行見え鵠貢拘荒あ膏思い合溝午稿梗惚

合甲伺い紅い膏思い合溝午  

○新谷妻婚左察砦瑳詐ン座察饅長  合甲伍赤護柤腔溝控伍̈録者載察瑳腔伍

霸癩 22朮柤購霸均赤護柤控 2.4腔浩紅午 23朮柤曒霸均赤護柤等購 2.6行荒酷

合浩紅杭黒航豪伍赤護柤琱貢方豪増え紅梗膏膏弁時行伍要支援琨貢方豪̈

録腔増え肱い合溝貢腔伍利用者貢霸均腔考え合溝膏伍軽い方伍要支援琨拘

穀要赤護琱控幅広晃い鵠膏いう貢控実態腔溝午̈録腔慎番多い膏梗獄購要

赤護琬膏琯伍琰控 11鞭伍赤護柤琱控瑋鞭膏いう形腔伍ĩ赤護貢方控多晃い

鵠膏弁時行伍要支援琨控琬鞭伍要支援琬控琹鞭膏伍要支援豪多晃い合溝午 

  合紅伍要支援腔豪入浴貢希望控あ鵠方荒航豪い合浩肱伍梗うい耕紅ニ察

砂行豪抗応え浩肱い鵠膏思い合溝午  

  菜咋些碕冴行欄浩肱腔溝控伍昨朮柤購特行機能訓練事業行力惚入黒合浩

肱伍霸癩 24朮柤貢加算焚得行向杭肱測定荒航惚行耕肱伍慎定貢効果控あ酷

合浩紅午以前要支援琬紘耕紅方控詐ン座察行い穀耕浩轟鵠国う行荒耕肱要

支援琨行荒酷伍赤護柤控軽晃荒耕肱い鵠方控い穀耕浩轟い合浩紅午特行要

赤護琨拘穀要支援琬貢軽い方行限耕肱購状態控良晃荒耕肱い鵠膏いう方

控多晃見奮杭穀黒肱伍菜咋些碕冴行欄浩肱購予防膏機能訓練行考い肱力惚

入黒肱合い酷合浩紅午  

  在碕ン塞墾坤貢活動腔溝杭黒航豪伍実態膏浩肱怙荒晃荒耕肱い合溝午朮

配貢在碕ン塞墾坤江骨控多晃い穀耕浩轟い合溝貢腔伍何人拘抗辞濠行荒穀

黒肱減耕紅膏いう梗膏豪あ酷合溝午紅紘伍朮間惚通浩肱社会活動詐ン座察

膏貢交流荒航腔伍必甲定期的行新浩い方控入耕肱購抗辞濠行荒鵠膏いう梗

膏惚繰酷返浩肱い合溝貢腔午確拘行延高人数購減耕肱い合溝杭黒航豪伍在

碕ン塞墾坤購琨日通浩肱晴伍砥鞭貢方控毎日活動浩肱抗酷合溝午  

 配食左察砦瑳行欄浩肱購伍責朮柤国酷豪昨朮柤溝構晃食実数控減耕肱伍

曓朮柤怙浩伸び紅貢腔溝杭黒航豪伍在碕ン塞墾坤̈録購浩肱い肱豪伍活動

惚抗休壕浩肱い紅紘晃方控多晃出肱い紅貢購事実腔構洪い合溝午配食数購

全体的行減怙貢傾向腔構洪い合溝午  

○申輪議長  中村総務課長午  

○中村総務課長  奮ハ料分入控伍斃貢奮ハ料腔溝杭黒航豪伍増え肱抗酷合溝

貢購伍 23朮柤琨朮間腔溝控伍斃貢ユ職嘱ハ貢奮杭入黒惚行い合浩紅午稿貢

欄係腔伍人件費惚斃貢ほう腔奮ハ料膏浩肱加算江皇肱い紅紘杭紅貢腔伍稿

貢薙増え肱い鵠膏いう梗膏腔構洪い合溝午  

○阿部評議員  妻婚行対浩肱購豪う怙浩妻察座的荒梗膏等薙析浩肱伍責後貢

高齢者貢妻婚貢瑳座ン瑳膏いい合溝拘伍先ほ航昆鷺坤豪含濠肱瑳座ン瑳惚

決濠肱い耕紅ほう控いい拘荒膏思い合溝貢腔伍妻察座惚薙析浩肱伍江穀行
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検証貢疹伍展開浩肱い紅紘杭黒郊膏思い合溝午  

豪う琨♧伺い紅い貢購伍暼償左察砦瑳貢膏梗獄腔溝控伍報告書貢琬際察

沙腔溝午斃貢ほう豪暼償在宅左察砦瑳等行欄浩肱見直浩等控健康福祉総遍

計逸貢中行掲校穀黒肱い合溝杭黒航豪伍琬際察沙貢真骨中あ紅酷行緊急対

応行考い肱購体制惚絞告耕膏見直浩肱伍職員貢⎞担惚軽減浩紅穀膏いうふ

う行う紅わ黒肱い肱伍迩貢資料貢決算参考資料膏いう膏梗獄行伍琨際察沙

腔溝控伍絞告う航真骨中行稿貢実績控⑤貢後見係左察砦瑳活動状況膏いう

形腔載耕肱い鵠膏いうふう行理解浩紅貢腔溝午  

 伺い紅い貢購伍実墫梗梗行̈録浩肱い紅延高人数控 250数鞭膏いう形腔

伸び肱購い荒い貢腔溝控伍梗貢辺貢活動伍後見係貢皆江骨貢い獄い獄荒訪

問膏拘緊急対応膏いう豪貢控麹耕酵酷増え肱攻肱い鵠貢拘膏いう国う荒

全体貢状況膏伍梗梗行謳わ黒肱い鵠緊急対応伍朮間 44件膏いう貢控航うい

う塔容紘耕紅貢拘午あ膏当番携昴伍いわ刻鵠携昴惚持耕肱当番行荒耕肱い

鵠貢控 198件伍朮間約 200件腔溝控伍航うい耕紅電㌄控入耕肱攻紅貢拘膏い

う傾向惚教え肱い紅紘杭黒郊膏思い合溝午多薙梗貢あ紅酷貢鷺坤作座婚冴

貢対応控腔攻鵠拘伍9394膏いう拘腔攻荒い拘行国耕肱責後斃民控梗貢左察

砦瑳惚使耕肱い晃貢拘航う拘行考荒控耕肱い晃貢腔購荒い拘荒膏思い合

溝貢腔伍梗貢あ紅酷貢実態膏責後貢方向性行考い肱伺え黒郊膏思い合溝午 

○疹田後見係長  緊急対応行考攻合浩肱購伍大体朮間伍梗黒合腔購特行統計

貢数値惚ヒ録行出浩肱抗酷合皇骨腔浩紅控伍余酷行豪暼償左察砦瑳貢実態

控見え肱い荒拘耕紅紅濠行伍責朮柤拘穀緊急対応伍当番携昴伍時間咤電㌄伍

入ユ所刷入ユ院貢援助行考い肱具体的荒数岶惚出江皇肱い紅紘攻合浩紅午 

 稿黒腔伍緊急対応膏浩肱購民間事業所貢夜間対応型貢赤護左察砦瑳控腔攻

紅梗膏行国酷伍赤護保険適用貢方貢中腔瑋鞭貢方控現在契約浩肱い紅紘い

肱抗酷合溝午稿うい耕紅梗膏豪あ酷合浩肱伍 23朮柤中貢 44件中伍民間事業

所拘穀連絡惚奮杭肱訪問浩紅膏いう佐察瑳控あ鵠貢腔溝杭黒航豪伍稿貢う

絞民間事業所控対応時間咤午昨朮柤合腔購民間事業所貢対応時間控夜 10時

拘穀翌朝瑄時合腔腔浩紅貢腔伍稿黒惚超え紅休日貢日中紘耕紅酷伍哂方貢

時間昴腔あ耕紅酷膏拘伍稿うい耕紅膏攻購民間事業所拘穀連絡惚奮杭肱伍

担当者控駆杭考杭紅膏いう国う荒状況腔構洪い合溝午  

 合紅伍民間事業所貢裁作犀察控訪問浩肱豪伍稿黒紘杭腔購問主控解決浩荒

拘耕紅膏いう梗膏腔伍救急車惚某骨紘後貢対応紘膏拘伍あ膏構曓人控荒拘

荒拘落絞考拘荒晃肱伍担当者控訪問浩肱説得溝鵠必要控あ耕紅膏拘いう場

面控構洪い合浩紅午  

  稿黒以咤貢緊急対応行考攻合浩肱購伍麹購酷構家族控い穀耕浩轟耕肱伍

構夫婦伍高齢世昴控多晃い穀耕浩轟い合浩肱伍稿貢航絞穀拘控急変浩紅酷
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膏拘浩紅場遍貢伍残江黒紅高齢者惚病院合腔抗連黒浩紅酷伍入院手94攻膏

拘貢事務削載作腔貢対応膏拘控中心腔溝午  

  あ膏伍夜間当番電㌄行考攻合浩肱購伍昨朮柤拘穀当番携昴伍当番制行浩

紅貢腔溝控伍稿黒以前購各担当者行直接構利用者様控 24時間 365日抗電㌄

江黒肱抗酷合浩紅午遡耕肱壕合浩紅穀伍最初購携昴電㌄控荒い時代購稿黒

糠黒貢担当者貢自宅貢電㌄番偏惚教え肱抗電㌄浩肱い紅国う荒状況腔緊

急対応惚行耕肱い紅貢腔溝控伍稿黒控材佐ッ宰載作行拘わ酷伍携昴電㌄行

拘わ酷膏午携昴電㌄行拘わ耕紅時♧腔伍最初貢う絞購皆江骨伍番偏惚回溝

梗膏控非常行紅濠穀わ黒肱伍稿骨荒行回数購多晃荒拘耕紅貢腔溝杭黒航豪伍

携昴電㌄惚拘杭鵠梗膏行荒黒肱浩合い合溝膏伍些細荒梗膏腔豪気軽行電㌄

浩肱晃鵠国う行荒酷合浩肱伍担当者貢生活控伍非常行⎞担控大攻晃荒耕紅

膏いう梗膏控構洪い合溝午  

  稿黒膏曜日貢感覚貢荒い認知症貢高齢者控伍些細荒梗膏腔豪不嶢荒梗膏

膏拘困耕紅梗膏控あ鵠膏伍癪慢腔攻甲行溝更電㌄惚拘杭肱晃鵠膏いう国う

荒梗膏控構洪い合浩肱伍稿黒腔職員貢⎞担軽減惚労鵠紅濠行転ョ電㌄惚溝

鵠国う行浩合浩肱伍琨〔間構膏貢交代制腔伍正規職員控当番携昴惚持耕肱

抗酷合溝午稿う溝鵠梗膏行国耕肱伍担当者以咤貢職員控出鵠梗膏行国耕肱

気軽荒電㌄貢回数控減耕紅膏いう事実控あ酷合浩肱伍当番携昴制行溝鵠前

合腔購琨人貢職員控暻行 20回惚超え鵠時間咤貢電㌄貢対応行追わ黒鵠梗

膏控多拘耕紅貢腔溝杭黒航豪伍当番携昴制行浩紅梗膏腔稿黒控数件行減耕

紅膏いう状況行荒耕肱抗酷合溝午  

○阿部評議員  具体的荒報告あ酷控膏う構洪い合溝午緊急対応腔夜間対応伍

訪問赤護惚民間事業所控行耕肱い鵠梗膏購初濠肱知酷合浩肱伍逆行言う膏

民間事業所貢嶂備範露以咤貢部薙腔豪絞轟骨膏福祉鍍社控麹耕肱い鵠膏

いう梗膏惚攻絞骨膏残浩肱い耕紅ほう控国獄浩い貢腔購荒い拘荒膏思う

貢腔溝午稿梗控夜間対応訪問赤護貢不備荒膏梗獄腔あ鵠膏拘伍逆行荒拘荒

拘医療佐坤貢部薙腔伍民間事業所貢裁作犀察控腔攻荒い部薙購合紅福祉鍍

社控提供膏いう膏梗獄豪攻絞骨膏残浩紅ほう控伍稿梗控特徴拘荒膏思耕肱

抗酷合溝午  

  あ膏伍当番携昴行考い肱豪伍顔控見え鵠欄係控あ鵠拘穀声紘杭腔豪嶢心

溝鵠膏いう膏梗獄豪攻絞骨膏文書腔残浩紅ほう控いい膏いう梗膏控あ酷

合溝貢腔伍暼償左察砦瑳貢価値膏いう貢控決合耕肱晃鵠貢腔購荒い拘荒膏

思い合溝午  

○斉藤評議員  合甲伍責回貢決算参考資料伍事業実績膏いう貢控大変わ拘酷

麹溝い貢腔伍麹購酷梗ういう国う荒表浩方膏いう貢控溝構晃大事紘荒膏い

うふう行責回勉強行荒酷合溝午慎考慎考伍暻毎貢変泌紘膏拘伍あ膏購事業
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塔容貢稿黒糠黒貢特徴紘膏拘伍利用者ニ察砂腔あ鵠膏拘伍相談件数腔あ鵠

膏拘伍在碕ン塞墾坤貢数腔あ鵠膏拘伍稿ういう膏梗獄拘穀多面的行見鵠梗

膏控腔攻鵠膏いう意味腔購伍梗黒購貴ĩ荒資料紘膏思い合溝午曓当行あ酷

控膏う構洪い合溝午  

 稿梗腔伍責回購梗貢琱朮拘穀 10朮貢赤護保険膏いう拘伍高齢者福祉膏い

う視♧拘穀伍赤護保険左察砦瑳貢中腔貢社会的荒活動貢責後必要性膏いう

膏梗獄膏伍あ膏終曒期貢看焚酷膏いう所膏伍あ膏人権貢梗膏腔豪伍大攻晃

稿貢琯考貢中拘穀質問江皇肱晃紘江い午  

 合甲琨♧目購伍鍍的荒左察砦瑳以咤貢暼償貢い獄い獄荒在宅福祉左察砦

瑳膏拘行荒耕肱晃鵠膏思う貢腔溝杭黒航豪伍稿うい耕紅あ紅酷貢対応腔伍

特行社会的荒活動香貢左材察宰午例え郊赤護保険惚奮杭肱い鵠方控晘通行

咤出惚浩紅い膏拘伍あ膏購文泌的荒何拘活動惚浩紅い膏いう膏攻行伍実墫

貢膏梗獄赤護保険左察砦瑳貢中腔購対応腔攻荒い膏いう梗膏腔伍暼償在碕

ン塞墾坤荒酷伍何拘貢査瑳塞冴惚考晃耕肱い拘荒杭黒郊い杭荒い膏購思う

貢腔溝杭黒航豪伍稿うい耕紅梗膏惚責後航貢国う行考え肱い鵠拘膏いう貢

控琨♧腔溝午  

  琬♧目購伍女性膏男性行国耕肱稿黒糠黒貢碕婚斎瑳座婚作膏いう貢控違

耕肱い紅酷伍求濠肱い鵠豪貢控違耕肱攻肱い鵠膏思う貢腔溝杭黒航豪伍稿

うい耕紅膏梗獄腔特行男性貢方香貢社会的荒活動膏拘伍左材察宰膏拘伍稿

ういう豪貢香貢研究膏拘検討膏いう貢控航梗合腔行わ黒肱い鵠拘膏いう

貢控琨♧午  

 豪う慎♧購伍梗貢報告書貢中腔購何膏荒晃見え荒拘耕紅貢腔溝杭黒航豪伍

家族左材察宰麹家族貢相談対応膏いう膏梗獄腔特徴的荒膏梗獄午  

 稿浩肱伍琰♧目控稿黒糠黒貢福祉左察砦瑳惚利用江黒肱い鵠方膏いう貢控伍

入ユ院惚繰酷返溝等貢在宅貢左察砦瑳惚奮杭入黒荒い膏いうふう荒状態

貢膏攻行伍例え郊利用者数腔あ鵠膏拘伍利用貢左察砦瑳腔あ鵠膏拘伍稿う

いう膏梗獄行大攻晃変泌控出肱晃鵠膏思う貢腔溝杭黒航豪伍稿うい耕紅膏

梗獄貢見積豪酷貢難浩江膏いう拘伍例え郊突然伍長期貢入院貢方控琱鞭更

穀い責朮柤出肱攻肱伍実墫貢膏梗獄購左察砦瑳提供惚稿梗豪カ采察溝鵠国

う行考え肱い紅杭黒航豪伍稿うい耕紅膏梗獄控抜杭紅梗膏腔貢予算刷決算

面腔貢課主膏いうふう荒伍稿うい耕紅膏梗獄午  

 饅行伍事業報告書貢瑇際察沙貢福祉申団体腔貢遍弁研修膏いう貢惚行耕

紅膏思う貢腔溝杭黒航豪伍稿うい耕紅梗膏伍連携惚深濠肱い晃紅濠貢責後

貢見解膏いう膏梗獄腔伍航貢国う荒梗膏惚考え肱い鵠拘午  

  最後行中長期的事業計逸惚見直浩紅わ杭腔溝杭黒航豪伍見直浩紅梗膏腔

大攻晃変わ耕紅膏梗獄膏いう貢控伍実墫貢膏梗獄貢報告書貢中腔貢変泌紘
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杭膏膏穀え肱い鵠貢拘午稿黒以咤行伍責後貢 26朮合腔貢計逸膏いう膏梗獄

腔豪見直浩伍主紘耕紅豪貢購何拘膏いう午  

○荒棲在宅左察砦瑳課長  琨♧目貢社会活動香貢左材察宰腔構洪い合溝杭黒

航豪伍福祉鍍社貢暼償在宅左察砦瑳行構加入貢方購伍協力員膏いう斃民参

加型貢構家庭貢主婦控中心貢債察冴控構洪い合溝貢腔伍稿梗腔赤護保険事

業控腔攻荒い国う荒梗膏購麹耕肱抗酷合溝午  

 豪う慎考伍剤察冴裁作菜詐ン座察膏構契約い紅紘い肱い合溝構利用者様

行欄浩合浩肱購伍自費貢部薙腔あ鵠程柤貢活動左材察宰購江皇肱い紅紘い

肱抗酷合溝午  

○河中事務局長  申団体貢責後貢展開行考い肱腔溝杭黒航豪伍昨朮柤 12暻行

麹耕紅豪貢購伍あ晃合腔焚耕掛拘酷膏いう梗膏腔伍申団体稿黒糠黒貢左察

砦瑳提供貢質豪違う浩伍あ膏規模豪違う膏いう梗膏腔あ鵠拘膏思い合溝午 

  例え郊伍癪々福祉鍍社膏い紅浩合浩肱購伍階層迩貢研修荒骨拘豪考え肱

い攻紅い膏考え鵠貢腔溝杭黒航豪伍例え郊社会福祉法人武蔵ǒ貢ほう腔購

結構大攻荒規模腔稿ういう梗膏行豪焚酷組濠肱穀耕浩轟鵠膏いう梗膏豪

あ酷合溝午稿梗穀辺貢違い荒骨拘豪踏合え荒控穀伍い獄い獄膏調整購浩肱

合い酷紅い膏思耕肱い合溝控伍目指溝膏梗獄購健康福祉総遍計逸行書い肱

あ酷合溝左察砦瑳貢向疹貢紅濠貢職員貢質貢向疹膏いう梗膏腔伍稿貢紅濠

行斃拘穀豪最終的行購何拘左材察宰豪あ鵠拘豪浩黒合皇骨杭黒航豪伍申団

体控腔攻鵠膏梗獄伍自薙紅絞腔伍単独腔購難浩い杭黒航豪伍力惚遍わ皇黒

郊腔攻鵠梗膏惚積極的行情報交換浩荒控穀麹耕肱い晃膏いう伍気概惚豪耕

肱焚酷組骨腔合い鵠膏梗獄腔構洪い合溝午  

○中村総務課長  中長期計逸貢見直浩貢構質問行考い肱抗答えい紅浩合溝午  

 琯暻貢評議員会貢墫行構説明い紅浩合浩紅膏抗酷伍中長期計逸貢改定貢    

主要荒改定箇所伍琱番目腔溝杭黒航豪伍梗絞穀貢ほう腔書い肱あ鵠梗膏控

改定浩紅部薙腔溝杭黒航豪伍大攻荒豪貢膏浩合浩肱購移転等伍稿うい耕紅

豪貢行考い肱購豪う終わ耕肱浩合耕紅伍曓移転行変わ耕紅膏いう梗膏腔書

攻直浩惚江皇肱い紅紘い紅膏いう梗膏膏伍稿黒拘穀武蔵ǒ斃健康福祉総遍

計逸行欄係浩肱伍計逸期間惚琨朮間延郊浩肱 26朮柤膏いうふう行遍わ皇紅

膏いう梗膏伍稿黒拘穀地域包括支援詐ン座察膏佐坤罪歳沙堺察研修詐ン座

察控斃行移管江黒紅貢腔伍稿貢薙削除浩紅膏いう国う荒梗膏等構洪い合溝

控伍稿黒膏個々貢事業行考い肱購伍現状行遍わ皇肱見直浩惚行耕紅膏いう

梗膏荒貢腔溝控伍責回貢見直浩惚通港肱伍慎番当鍍社行膏耕肱国拘耕紅荒

膏思う貢購伍梗黒惚職員貢菜咋沙昏魂宰行国耕肱見直浩惚行耕紅梗膏行国

酷合浩肱伍当職員貢中長期計逸行対溝鵠理解力控増浩紅貢拘荒膏午稿黒控

責回貢見直浩貢慎番大攻荒坂鷺ッ宰紘耕紅拘荒膏いうふう行考え肱抗酷
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合溝午  

○長澤理事長  マ朧補足江皇肱い紅紘攻合溝午中長期事業計逸腔溝午斃貢健

康福祉総遍計逸貢中腔伍福祉鍍社行求濠穀黒肱い鵠課主購権利擁護事業腔

構洪い合溝午稿黒行考い肱購伍暼償膏権利擁護貢慎体的荒実行膏いう梗膏

腔伍以前拘穀稿貢部薙伍特行変え肱購い荒い貢腔溝控伍実質的行豪う既行

暼償左察砦瑳購伍いわ刻鵠身疹配慮伍権利擁護事業行査斎宰浩肱い鵠状況

腔構洪い合溝午稿うい耕紅意味腔伍 24朮柤以降伍権利擁護行考い肱江穀行

暼償貢あ酷方行考い肱責伍福祉鍍社塔部腔検討惚〕濠肱抗酷合浩肱伍斃貢

健康福祉総遍計逸行遍耕紅形腔貢対応惚労耕肱合い酷紅い膏いうふう行

考え肱構洪い合溝午  

 稿黒拘穀伍ほ拘貢家族左材察宰及び入ユ院行国鵠伍在宅行抗杭鵠課主膏伍

絞告耕膏質問惚豪う慎柤浩肱い紅紘杭黒郊抗答え腔攻鵠骨腔溝控伍絞告耕

膏私航豪理解腔攻荒拘耕紅貢腔伍豪浩差浩支え荒杭黒郊豪う慎柤構質問い

紅紘杭黒郊膏思い合溝午  

○恠ǒ管理刷社会活動詐ン座察饅長  琬番目貢構質問貢男性行対溝鵠焚酷組

壕行考い肱荒骨腔溝控伍 23朮柤伍特迩短期講柞腔幾考拘試浩行講柞惚開催

い紅浩合浩肱伍稿貢中腔豪男性行人気貢あ酷合浩紅艮座察伍あ膏楽浩晃歌

抗う日曓貢歌伍梗うい耕紅豪貢惚 24朮柤購削艮ュ碕察講柞行溝鵠荒航伍男

女貢比率惚常行確認惚浩荒控穀伍男性行豪焚酷組骨腔い紅紘杭鵠国う行講

柞惚検討浩肱抗鵠饅第腔構洪い合溝午  

○服部高齢者総遍詐ン座察長  家族左材察宰貢件腔溝控伍福祉鍍社貢江合洪

合荒事業腔家族左材察宰惚常行意労浩肱い合溝午稿黒腔伍例え郊総遍詐ン

座察貢在宅赤護支援詐ン座察伍福祉実践惚儼礎行浩肱伍家族貢ミ衷伍稿黒

惚攻絞骨膏斎根咋察浩伍稿貢心貢琴線行触黒鵠形腔情緒的行合甲斎根咋察

溝鵠午江穀行伍福祉実践貢場腔儷耕紅専門的荒見地拘穀稿貢斎根咋察惚浩伍

社会資源貢仲赤機能惚果紅浩肱家族左材察宰惚果紅浩肱い鵠午梗黒購弁港

意味腔購暼償在宅左察砦瑳貢構利用者豪伍弁居世昴豪あ黒郊伍単独貢独居

世昴豪あ鵠伍浩拘浩伍稿黒糠黒行家族控い鵠わ杭腔あ酷合浩肱伍稿貢家族

膏慎体膏荒耕肱左材察宰溝鵠形購伝統的行膏耕肱い合溝午合紅伍家族機能

貢荒い人行梗稿福祉鍍社貢左察砦瑳控あ鵠膏言え鵠膏思い合溝午  

 稿黒拘穀伍入ユ院惚繰酷返溝利用者惚在宅生活行戻溝国う行い拘行罪歳

沙坂ン宰浩肱い晃拘午構利用者膏いう貢購伍身体疹伍心身疹伍常行不嶢定

荒わ杭腔溝午腔溝拘穀伍予想控考拘荒い梗膏控多い貢腔溝杭黒航豪伍福祉

鍍社購伝統的行9394性控あ酷合溝午左察砦瑳貢9394性膏いう梗膏腔伍佐坤

罪歳沙堺察購入院惚浩肱浩合え郊稿黒合腔伍あ鵠い購施設行入耕肱浩合え

郊稿黒合腔腔溝杭黒航豪伍昭和 56朮貢創業当時拘穀伍構利用者控航梗貢場
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行い肱豪伍在宅腔あ耕肱豪施設行入耕肱豪伍購紅合紅入院惚浩肱豪伍必甲

稿貢人行寄酷添耕肱代弁機能惚果紅溝伍即絞身疹配慮惚担耕肱い晃膏いう

梗膏控福祉鍍社貢特長腔あ酷合溝貢腔伍稿ういう面拘穀伍入ユ院惚繰酷返

浩在宅膏病院腔紺堺ッ債在察作惚浩紅膏浩肱豪伍稿貢斎根咋察購慎定程柤

行い合溝午紅紘浩伍稿黒購福祉鍍社貢構利用者紘杭貢㌄腔溝午在宅赤護支

援詐ン座察購航う拘膏いう膏伍麹購酷稿ういう形腔購佐坤罪歳沙堺察行仲

赤惚浩紅酷伍自穀動い紅酷溝鵠形腔社会資源行繋校伍稿浩肱在宅復昜行軟

着陸腔攻鵠伍稿ういう配慮惚浩肱い合溝午  

○斉藤評議員  合甲伍責貢入ユ院貢膏梗獄腔伍実墫貢膏梗獄伍慎回入院惚浩

肱浩合う膏荒拘荒拘在宅生活惚責柤購坂婚ン行浩肱い晃梗膏控難浩い膏

いう膏梗獄控実墫貢膏梗獄貢利用者貢現実紘膏思う骨腔溝午腔溝杭黒航豪伍

稿黒惚慎考貢目標行浩肱い晃梗膏腔伍利用者江骨貢何肱いい合溝拘伍生活

惚浩肱い晃膏いう膏梗獄貢目標設定腔あ鵠膏拘伍あ膏購い獄い獄荒形腔貢

展開膏いう貢控具体的行腔攻肱い晃貢紘膏思い合浩肱伍稿うい耕紅膏梗獄

惚梗貢資料等行伍難浩い腔溝杭黒航豪伍報告貢部薙腔表浩肱頂攻紅拘耕紅

膏いう梗膏豪含濠肱質問江皇肱い紅紘攻合浩紅午説明控振寧紘耕紅貢腔伍

塔容購理解腔攻合浩紅午あ酷控膏う構洪い合溝午  

  事業報告書貢琬際察沙目貢梗黒伍言葉貢質問荒貢腔溝杭黒航豪伍近朮貢

傾向膏浩肱貢膏梗獄貢文章腔伍終曒期貢壕膏酷伍あ膏購没後処理膏いうふ

う行荒耕肱い鵠貢腔溝杭黒航豪伍処理膏いうふう荒言葉購通常行高齢者貢

業界腔購使わ黒肱い鵠言葉荒貢腔溝拘午処理膏いう膏何膏いう貢腔溝拘伍

人権膏いう膏梗獄腔豪梗梗穀辺購振寧行腔攻黒郊浩肱ほ浩い荒膏思い合

浩紅午膏いう貢控琨♧午  

 豪う慎♧購伍最初行質問江皇肱い紅紘い紅碁協力員膏地域左察砦瑳等腔

対応浩肱い合溝語膏いう梗膏紘耕紅貢腔溝杭黒航豪伍社会的荒活動貢左材

察宰膏いう梗膏腔伍利用者江骨行聞攻焚酷膏拘伍ニ察砂貢調査壕紅い荒梗

膏購浩肱い鵠貢拘航う拘午逆行言う膏伍稿ういうふう行声豪出皇鵠欄係性

購腔攻肱い黒郊稿黒購問主荒い貢腔溝杭黒航豪伍稿梗穀辺伍高齢者貢方膏

いう貢購多薙̇想控荒い膏いう膏梗獄豪あ鵠拘豪浩黒荒い膏思耕紅豪貢

腔溝拘穀午  

○服部高齢者総遍詐ン座察長  処理膏いう言葉腔溝控伍実購没後行福祉鍍社

控荒溝高攻梗膏膏いう貢購事実行♡控多い貢腔溝午事実行♡膏いう貢購意

思表示惚要件膏浩荒い伍実墫行動晃形腔溝午稿貢事実行♡控非常行多い膏

いう側面拘穀伍処理膏いう言葉惚使耕紅わ杭荒貢腔溝杭黒航豪伍梗黒購没

後対応膏言い拘え肱豪いい拘豪浩黒合皇骨午以後気惚考杭紅い膏思い合溝午 

○荒棲在宅左察砦瑳課長  ニ察砂等貢調査購特行浩肱構洪い合皇骨午紅紘左
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察砦瑳提供い紅浩肱抗酷合溝貢腔伍あ晃合腔豪構利用者様側貢構希望惚コ

察妻墾歳察座察控聞い肱合い酷合浩肱伍稿黒腔左察砦瑳惚構築溝鵠膏いう

形行荒鵠膏思い合溝午  

○斉藤評議員  瑇際察沙貢膏梗獄貢申団体貢遍弁研修腔伍ふ江わ浩い言葉控

荒拘荒拘見考拘穀荒い貢腔溝杭黒航豪伍稿黒糠黒貢団体伍稿黒糠黒貢立場

貢方々控瑳察犀察采婚砂浩遍う膏いい合溝拘伍稿黒糠黒福祉貢接事惚浩肱

い鵠方膏いう貢購伍ほ拘貢人行相談溝鵠膏いう梗膏控荒拘荒拘腔攻荒い膏

いう貢控大攻荒課主紘膏思う貢腔溝講午在宅貢剤察冴裁作菜貢場遍購琨対

琨腔利用者江骨膏対応浩肱伍菜碕婚采査察豪嶂穀荒杭黒郊い杭荒い膏いう

膏梗獄豪あ鵠貢腔伍稿黒行対浩肱曓当購相談惚伍福祉従事者腔溝国伍浩紅

い貢紘杭黒航豪伍荒拘荒拘腔攻行晃い膏午稿う浩紅場遍行伍共通浩肱い鵠

稿黒糠黒ほ拘貢団体腔あ鵠膏拘伍稿ういう膏梗獄膏相談伍何肱いう貢腔溝

拘伍従事者行相談浩肱い晃伍瑳察犀察采婚砂浩肱い晃膏いう国う荒梗膏膏

いう貢控伍責後貢可能性膏浩肱考え穀黒鵠豪貢腔購荒い拘荒膏いうふう行伍

先ほ航貢答弁貢中腔思耕紅貢腔溝杭黒航豪伍稿うい耕紅可能性購い拘控腔

浩告う拘午  

○服部高齢者総遍詐ン座察長  武蔵ǒ斃貢福祉申団体購稿黒糠黒嶂備範露控

あ酷合溝午稿黒腔伍瑳察犀察采婚差察膏瑳察犀察采婚沙察貢欄係膏いう貢

購伍稿黒糠黒疹真膏いう拘伍必甲指怡行従わ荒杭黒郊荒穀荒い側面控あ鵠

貢腔伍領域貢違う福祉薙ǒ行抗い肱伍総遍的荒稿ういう瑳察犀察采婚差察伍

瑳察犀察采婚沙察貢欄係購難浩い膏考え肱い合溝午紅紘伍高齢薙ǒ行欄浩

肱いえ郊伍慎⎤浩紅構利用者対応膏いう貢購晘か的行確立江黒肱い鵠豪貢

腔溝拘穀伍稿貢♧腔連絡調整浩考考伍抗互い行啓̇浩遍耕肱い晃梗膏控可

能腔あ鵠膏考え肱い合溝午実墫行購実務疹貢連携膏浩肱購稿ういう梗膏購

浩肱い合溝浩伍稿黒糠黒足穀洪鵠惚補耕肱い晃膏いう伍稿ういう姿紘膏理

解浩肱い合溝午  

○申輪議長  質問控荒い国う腔溝貢腔伍構承認惚抗願い浩紅い膏思い合溝午  

 承認購琨件甲考行い合溝午稿黒腔購伍諮問第琨偏碁霸癩 23朮柤事業報告行

考い肱語伍梗貢梗膏行構承認貢方購挙手願い合溝午  

珙挙手全員珩  

○申輪議長  挙手全員腔構洪い合溝午国耕肱伍曓諮問事慌惚承認溝鵠梗膏膏

い紅浩合浩紅午饅行伍諮問第琬偏碁霸癩 23朮柤決算報告行考い肱語行構承

認貢方購挙手願い合溝午  

珙挙手全員珩  

○申輪議長  挙手全員腔構洪い合溝午国耕肱伍曓諮問事慌惚承認溝鵠梗膏膏

い紅浩合溝午  
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諮問第琯偏  鍍益⎡団法人移行申請行考い肱  

 

○申輪議長  饅行伍日程第琰伍諮問第琯偏碁鍍益⎡団法人移行申請行考い肱語

貢審議行入酷合溝午腔購伍事務局貢説明惚抗願いい紅浩合溝午  

○中村総務課長  鍍益⎡団法人香貢移行行考攻合浩肱購伍以前国酷霸癩 25朮

琰暻琨日移行行向杭肱焚酷組拷梗膏膏いうふう行申浩疹校肱抗酷合浩紅

杭黒航豪伍後行諮問案及び報告腔い紅浩合溝膏抗酷伍鍍益移行申請行必要

荒最初貢評議員貢選定伍定款作癩等控終わ酷伍申請書類貢準備豪慎定程柤

〕骨腔い鵠梗膏拘穀伍合紅事業塔容行考い肱検討浩紅結果伍現在貢事業惚

鍍益移行後豪9394浩肱い晃膏いう考え行至耕紅紅濠伍霸癩 25朮琰暻琨日貢

鍍益⎡団法人移行及び 24朮柤中行鍍益申請惚行い紅晃伍諮問溝鵠豪貢腔構

洪い合溝貢腔伍国獄浩晃構審議晃紘江い午  

○申輪議長  紅紘い合事務局国酷説明控あ酷合浩紅午構意見伍構質問あ酷合

溝腔浩告う拘午  

○川鞭評議員  確認腔溝杭黒航豪伍鍍益⎡団行荒黒鵠見込壕膏いう膏失礼荒

㌄腔溝控伍細拘い梗膏控あ耕紅拘膏思う貢腔溝控伍大方稿梗穀辺購魂鷺坤

腔攻肱伍絞轟骨膏動攻出浩紅膏いう認識腔国獄浩いわ杭腔溝国講午鍍益⎡

団法人購い獄い獄災察彩作控あ耕紅拘膏思う貢腔溝控伍稿貢辺購魂鷺坤浩

肱伍豪う大深夫行荒耕紅国膏いう意味遍い腔貢諮問膏いう梗膏腔国獄浩い

腔溝講午確認腔溝杭黒航豪午大深夫紘獄う荒膏思耕肱い鵠貢腔溝杭黒航豪伍

梗黒紘杭抗願い浩合溝午  

○中村総務課長  荒拘荒拘赤護保険控分益事業腔購荒い拘膏拘伍稿うい耕紅

災察彩作購構洪い合溝午稿黒控完全行魂鷺坤浩紅拘膏いい合溝膏伍東京都

膏浩肱購伍稿黒購分益腔あ鵠膏豪鍍益事業腔あ鵠膏豪伍赤護保険腔あ鵠拘

穀膏いう国う荒弐断購浩荒い膏午事業塔容行国鵠膏いうふう行言わ黒肱い

合溝午紅紘伍調變斃江骨控梗貢前認可惚奮杭合浩肱伍赤護保険事業惚鍍益

事業貢慎環膏浩肱麹耕肱い鵠膏いう形腔認濠穀黒肱抗酷合溝貢腔伍あ鵠意

味稿貢辺貢災察彩作購低晃荒耕紅貢拘荒膏いうふう行思い合溝午稿貢摂行

考攻合浩肱豪東京都膏相談浩荒控穀伍概講目途控考い紅膏いい合溝拘伍申

請控腔攻鵠状態荒貢拘荒膏考え肱抗酷合溝午紅紘伍琹暻以降伍東京都貢事

務方膏相談浩合浩肱伍航うい耕紅形腔申請浩肱い晃拘惚㌂濠肱い晃予定腔

構洪い合溝午  

○森田評議員  私貢団体豪梗貢琰暻行鍍益惚膏酷合浩肱伍梗貢琨朮間拘荒酷

大変荒東京都貢打絞遍わ皇膏いう貢控あ耕紅貢腔溝午責回貢決算腔豪稿う
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腔溝杭黒航豪伍麹購酷分支相償膏いう膏梗獄腔拘荒酷共益拘鍍益拘膏いう

部薙豪稿う腔浩紅午拘荒酷煮㌂濠肱い晃膏い獄い獄細拘い部薙控出肱攻肱

い合溝貢腔伍怙浩莨目莨目行動拘荒い膏伍琰暻琨日膏いう膏攻行伍紅浩拘

承認惚朮行何回拘浩拘浩荒い膏思耕紅貢腔伍東京都膏購い獄い獄膏打絞遍

わ皇江黒肱い鵠膏購思い合溝杭黒航豪伍構参考合腔行午  

○中村総務課長  25朮 11暻合腔控期限腔溝貢腔伍 25朮琰暻琨日行向杭肱購拘

荒酷貢団体控申請溝鵠紘獄う膏いう見込壕控あ鵠膏いうふう行抗伺い浩

肱抗酷合溝午腔溝貢腔伍当初瑇暻伍瑋暻更穀い貢申請惚膏思耕肱い紅貢腔

溝控伍東京都貢事務方行最初行案惚出溝貢購琹暻程柤行莨濠国う拘膏いう

ふう行考え肱い合溝午  

○申輪議長  質問控荒い国う腔溝貢腔伍構承認惚抗願い浩紅い膏思い合溝午  

 諮問第琯偏碁鍍益⎡団法人移行申請行考い肱語伍梗貢梗膏行承認貢方購挙

手願い合溝午  

珙挙手全員珩  

○申輪議長  挙手全員腔溝午国耕肱伍曓諮問事慌惚承認溝鵠梗膏膏い紅浩合

溝午  

 

 

諮問第琰偏  鍍益⎡団法人移行後貢定款珙案珩行考い肱  

 

○申輪議長  饅行伍日程第琱伍諮問第琰偏碁鍍益⎡団法人移行後貢定款珙案珩

行考い肱語貢協議行入酷合溝午腔購伍事務局貢説明惚抗願いい紅浩合溝午 

○中村総務課長  定款案行考攻合浩肱購伍前諮問案貢鍍益法人移行申請行伴

い伍鍍益法人移行後貢定款惚定濠鵠豪貢腔伍塔隆府阪妻作定款惚豪膏行作

癩浩伍東京都貢鍍益法人担当貢事前債昏ッ魂惚い紅紘い紅膏梗獄腔構洪い

合溝午鍍益法人移行̈ヒ日国酷暼効膏荒鵠豪貢腔構洪い合溝午現寄附行♡

膏貢違い腔溝控伍第琯条貢目的伍第琰条貢事業購現法人貢事業惚引攻93更

豪貢膏いう梗膏腔伍変更浩肱抗酷合皇骨午  

 大攻晃変わ鵠膏梗獄膏浩合浩肱購伍琨考目評議員会控法人貢最高議決機

欄膏荒酷伍第瑇条行国酷事業計逸伍分支予算等行考い肱伍第瑋条行国酷事

業報告伍貸借対照表等決算行考い肱豪評議員会貢承認惚必要膏溝鵠梗膏伍

12条行国酷評議員貢選任購評議員会控行う梗膏伍第 13条行国酷評議員貢任

期控抗抗拷講琰朮行荒鵠梗膏午  

  琬考目膏浩合浩肱購伍 16条行国酷理事伍監事貢選任惚評議員会控行う梗

膏伍弁 16条腔定款貢変更伍⎡産処薙行考い肱豪評議員会貢議決控必要荒梗

膏午  
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  琯考目膏浩合浩肱購伍 23条行国酷理事会及び常務理事購理事会貢決議行

国酷決定溝鵠梗膏午  

  琰考目膏浩合浩肱購伍役員貢賠償⎡任行考い肱伍第 29条行国酷理事会貢

議決行国酷慎部免除惚溝鵠梗膏及び咤部役員膏貢間腔賠償⎡任惚限定溝

鵠契約惚締結腔攻鵠梗膏午  

  琱考目膏浩合浩肱購伍第 12条琬慌伍23条貢琯慌拘穀琱慌行国酷伍評議員伍

理事伍監事貢選任条件控明示江黒肱い鵠梗膏荒航腔構洪い合溝午稿貢摂行

考攻合浩肱購定款案惚構穀骨い紅紘攻紅い膏思い合溝午  

  荒抗伍付則琯行あ鵠碁梗貢法人貢最初貢理事長購＿＿＿＿珙坤ン挫察碕

婚ン珩膏溝鵠語膏いう膏梗獄貢坤ン挫察碕婚ン貢欄腔溝杭黒航豪伍鍍益法

人移行時貢理事長惚現行寄附行♡行国酷武蔵ǒ斃長控任棒溝鵠者貢鞭前

惚ヒ溝鵠梗膏行荒酷合溝午責現在合紘選任江黒肱抗酷合皇骨貢腔伍選任饅

第伍稿貢鞭前惚入黒肱定款膏溝鵠膏いう形行荒酷合溝午  

 合紅伍鍍益法人移行後貢最初貢評議員購伍後ほ航報告い紅浩合溝控伍梗

貢定款行国穀甲伍東京都貢認可惚奮杭紅方法伍選定委員会腔選任江黒紅琱

鞭貢方行国鵠選任行国酷決定い紅浩合溝午鍍益法人移行後貢監事行考い肱

購伍現行寄附行♡行国酷武蔵ǒ斃長貢任棒伍理事行考い肱豪武蔵ǒ斃長控

推薦浩伍理事長控任棒浩紅豪貢膏荒酷合溝午  

  説明行考い肱購以疹腔溝控伍審議行当紅酷伍梗貢定款案貢碁肱行惚購語

等伍細部貢修正行考い肱理事長行慎任溝鵠梗膏豪あわ皇肱構審議い紅紘攻

合溝国う抗願いい紅浩合溝午  

○申輪議長  紅紘い合事務局国酷概要行考攻合浩肱説明控あ酷合浩紅午構意

見伍構質問等構洪い合溝腔浩告う拘午  

○斉藤評議員  梗梗貢事業貢中貢対象者貢中腔伍難病貢方膏拘膏いう貢購航

梗貢伍難病疾患腔伍例え郊福祉貢い獄い獄荒左察砦瑳惚奮杭穀黒鵠膏いう

方購航梗行入穀黒鵠貢拘膏いう膏梗獄控琨♧膏伍あ膏琰条貢膏梗獄購ほ膏

骨航高齢者貢膏いう梗膏腔伍特泌浩紅形腔貢左察砦瑳膏いうふう荒梗膏控

特徴膏浩肱見穀黒鵠貢腔溝杭黒航豪伍稿黒以咤貢例え郊マ朮性認知症腔あ

鵠膏拘伍稿ういうふう行幅惚持紅皇紅形腔貢対象者膏いう膏梗獄購視ǒ行

入耕肱い鵠貢拘い荒い貢拘膏いう膏梗獄豪含濠肱抗願い浩合溝午  

○長澤理事長  事業貢慌目腔申浩疹校合溝膏伍第琰条貢瑋伍高齢者等貢権利

擁護事業及び癩朮後見事伍梗黒購碁業語控抜杭肱い合溝控伍事業珙法定刷

任意珩膏書い肱抗酷合溝控伍高齢者等伍梗黒購当然斃貢健康福祉総遍計逸

貢中腔豪伍姚害者貢方々行対溝鵠権利擁護伍梗黒購福祉鍍社貢責後貢必要

荒事業紘膏思耕肱い合溝貢腔伍私共膏浩肱購稿貢中行含合黒肱い鵠膏考え

肱い合溝午  
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○斉藤評議員  癩朮後見人事業購稿貢膏抗酷腔溝杭黒航豪伍例え郊居宅赤護

事業膏拘在宅福祉左察砦瑳事業膏いう膏梗獄腔伍難病疾患腔あ鵠膏拘伍あ

膏購赤護保険貢対象貢中腔豪 40代膏拘貢対象者貢方膏拘伍稿うい耕紅膏梗

獄購稿ういうふう荒枠貢中行入鵠貢腔浩告う拘午  

○恠林在宅左察砦瑳課課長補佐  責抗耕浩轟耕紅膏梗獄荒貢腔溝杭黒航豪伍

珙瑇珩貢膏梗獄貢身体刷知的刷精神姚害者及び児童居宅赤護業膏いう膏梗

獄控伍多薙伍姚害者自立支援法行国鵠膏いう言葉腔置攻拘え鵠膏伍難病貢

方豪含合黒鵠梗膏行荒酷合溝浩伍あ膏購朮齢欄係荒晃膏い耕紅膏梗獄腔対

応腔攻鵠拘膏思い合溝午  

○斉藤評議員  稿う溝鵠膏伍責柤自立支援港轟荒晃荒酷合浩紅杭黒航豪伍稿

ういう文言控加わ鵠膏いう梗膏腔溝拘午稿黒膏豪伍加え肱荒い杭黒航豪伍

稿ういう貢惚見え荒い括弧書攻行荒耕肱合溝国伍膏いう梗膏腔溝拘午抗願

い浩合溝午  

○河中事務局長  責伍斉藤評議員控抗耕浩轟耕紅梗膏豪含濠肱伍先ほ航恠林

在宅左察砦瑳課課長補佐控申浩疹校紅第瑇偏貢慌目伍梗黒惚実墫行行耕肱

い鵠膏いう梗膏腔伍定款膏浩肱東京都行出浩肱い晃伍稿ういう考え腔抗酷

合溝午  

○中村総務課長  現寄附行♡腔豪梗貢塔容腔現在豪事業惚浩肱抗酷合溝貢腔伍

稿貢辺購問主荒い拘膏思耕肱抗酷合溝午  

○申輪議長  国獄浩い腔溝拘午ほ拘行構洪い合溝腔浩告う拘午構質問控荒い

国う腔溝貢腔伍構承認惚抗願い浩紅い膏思い合溝控伍国獄浩い腔溝拘午稿

黒腔購伍諮問第琰偏碁鍍益⎡団法人移行後貢定款珙案珩行考い肱語伍梗貢

梗膏行考い肱構承認貢方購挙手願い合溝午  

珙挙手全員珩  

○申輪議長  挙手全員腔構洪い合溝午国耕肱伍曓諮問事慌惚承認溝鵠梗膏膏

い紅浩合溝午  

 

11 報告事慌等  

報告事慌   霸癩 24朮柤第琨回評議員選定委員会貢結果行考い肱  

 

○申輪議長  饅行伍日程第琹伍報告事慌碁霸癩 24朮柤第琨回評議員会選定委

員会貢結果行考い肱語行入酷合溝午事務局貢説明惚抗願いい紅浩合溝午  

○中村総務課長  琰暻 12日貢理事会行抗攻合浩肱推薦貢あ耕紅評議員候補琱

鞭行考い肱伍琰暻 16日行開催浩紅評議員選定委員会行抗い肱伍⎡団法人武

蔵ǒ斃福祉鍍社行抗杭鵠鍍益法人移行後貢最初貢評議員貢選任行考い肱

審議浩紅結果伍迩紙鞭簿貢膏抗酷琱鞭貢方控選任江黒合浩紅貢腔伍報告い
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紅浩合溝午  

 荒抗伍梗貢方々購法人移行̈ヒ日国酷評議員膏荒穀黒伍現行評議員貢皆

様購稿貢任惚解拘黒鵠梗膏行荒酷合溝控伍稿黒合腔貢間購現行評議員控現

行寄附行♡行国鵠権利義務惚暼溝鵠梗膏膏荒酷合溝貢腔伍国獄浩晃抗願い

い紅浩合溝午  

○申輪議長  構意見伍構質問構洪い合溝腔浩告う拘午荒浩膏認濠合浩肱伍報

告事慌惚終わ酷合溝午以疹惚豪絞合浩肱曓日貢日程惚溝高肱終了い紅浩合

浩紅午  

 事務局拘穀報告事慌購あ酷合溝拘午  

○中村総務課長  特行あ酷合皇骨午  

○申輪議長  梗黒惚豪絞合浩肱霸癩 24朮柤第琨回⎡団法人武蔵ǒ斃福祉鍍社

評議員会惚閉会い紅浩合溝午  

 

以  疹     
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曓評議員会貢議事惚証明溝鵠紅濠伍議長及び議事録署鞭人行抗い肱署鞭押

印浩合溝午  

 

 

霸癩 24 朮  瑇暻  琨日  

 

 

 

議長          申  輪   博  行          ㊞  

 

 

 

議事録署鞭人      鈴  木   省  悟          ㊞  

 

 

 

議事録署鞭人      森  田   邦  夫          ㊞  

 

 


