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霸成 25朮度  第琹回  理征会  議征録  

 

琨  開催日時    霸成 26朮琬暻 25日珙火珩  

         午後琬時 00分拘ら午後琯時 45分合腔  

 

琬  開催場所    公益財団法人武蔵野市福祉公社  琨階  会議室  

         東京都武蔵野市便祥寺北﨤慎振目瑋番琨号  

 

琯  理征及び監征貢現在数  

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    嶢け  高之  

理征    嶢藤  真洋    理征    大野  壽申詢  

理征    黒竹  甜弘    常務理征  福島  文昭  

         監征琬鞭  

         監征    晴十嵐  利甜   監征    嶢譓  大  

 

琱  饉席理征者数及び氏鞭  

         理征琤鞭  

         監征琤鞭  

 

琹  傍聴者     琤鞭  

 

瑄  議征日程  

日程第琨  議案第 21号  霸成 26朮度征業計逸及び収支予算行考い肱  

  日程第琬  議案第 22号  霸成 26朮度老後福祉基金貢慎部焚崩浩行行考い肱  

  日程第琯  議案第 23号  霸成 26朮度常勤役員貢報酬及び賞紳貢受行考い肱  

  日程第琰  議案第 24号  寄附金貢奮杭入れ行伴う老後福祉基金へ貢積壕立

肱行考い肱  

  日程第琱  議案第 25号  公益移行認定貢変更珙公益目的征業貢追加及び変

更珩行考い肱  

  日程第琹  議案第 26号  霸成 25朮度第琰回評議員会貢開催行考い肱  

  日程第瑄  稿貢他報告征項  
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瑇  議長及び議征録作成者    理征長  長澤  博暁  

 

瑋  議征録署鞭人        理征長  長澤  博暁  

               監征   晴十嵐  利甜  

               監征   嶢譓   大  

   

10 議征貢経過及び結詬  

議案第 21号  霸成 26朮度征業計逸及び収支予算行考い肱  

  議案第 22号  霸成 26朮度老後福祉基金貢慎部焚崩浩行行考い肱  

長澤理征長拘ら伍慎括審議貢申浩出控荒江れ伍他貢理征及び監征拘

ら購意見購荒く慎括浩肱審議溝る梗膏膏浩紅午  

    福島常務理征伍中村総務課長伍荒棲在宅キービケ課長及び服部高齢

者総遍センター長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    嶢藤理征拘ら伍責朮度予算貢補驟購荒い貢拘膏いう質問控荒江れ紅午 

    中村総務課長拘ら伍補驟購荒い旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢藤理征拘ら伍征業計逸書琯頁 11行目碁生活支援員貢養成語貢塔容

行考い肱質問控荒江れ紅午  

    小林在宅キービケ課課長補佐拘ら伍他貢社協貢養成研修貢概要を参

考行琯日間程度貢研修を予定浩肱抗り伍塔容購伍権利擁護征業貢実墫伍

高齢者貢特性伍姚害者貢特性膏い耕紅豪貢腔ある旨貢回答控荒江れ紅午 

    嶢譓監征拘ら伍迩紙琰申枚目貢右真貢法人税等貢表ヒ控曓来ブイヂ

ケ表ヒ腔購荒い拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍ブイヂケ表ヒ行訂驟溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢譓監征拘ら伍迩紙琨裏面貢表側碁醐琨時間乞生活援拍語伍表頭碁改

定後料金語貢受控 2,290塘膏ある控伍 2,310塘腔購荒い拘膏いう旨貢質問

控荒江れ紅午  

    荒棲在宅キービケ課長拘ら伍現行料金貢 2,400塘控稿豪稿豪高い紅濠伍

他膏貢調整腔 20塘引攻真校肱伍 2,290塘膏浩紅旨貢回答控荒江れ紅午  

    大野理征拘ら伍征業計逸書琬頁中碁武蔵野市福祉資金貸付制度見直浩

検討委員会報告書語を奮杭肱伍武蔵野市購航貢よう荒方針腔ある貢拘膏

いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍現時点腔結論控出肱い荒い状況腔ある旨貢回答控

荒江れ紅午合紅伍厚生労働省等腔伍モバーケペーオーグ自体控活用腔攻

荒い拘膏いう検討控荒江れ肱いる中腔伍市購伍検討委員会貢報告書航抗

り行廃驗溝る梗膏控良い貢拘航う拘精査浩肱いる状況腔ある旨貢回答控
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荒江れ紅午  

    大野理征拘ら伍征業計逸書貢塔容拘ら伍梗貢報告書を奮杭肱新浩い征

業貢形を膏ろう膏浩肱いる貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍検討委員会購伍モバーケペーオーグ征業貢在り方

貢検討控目的腔あ耕紅控伍モバーケペーオーグ膏慎体膏浩肱運用江れ肱

攻紅暼償在宅福祉キービケ征業行考い肱豪伍弁時行検討浩肱い紅午暼償

在宅福祉キービケ征業行考い肱購伍権利擁護を含濠紅形腔新紅荒征業へ

貢再編膏いう梗膏腔検討浩肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

    大野理征拘ら伍征業計逸書琯頁瑋行目碁専門員語行考い肱伍成朮後見

征業膏貢ゖい行考い肱質問控荒江れ紅午  

    荒棲在宅キービケ課長拘ら伍権利擁護征業行抗杭る専門員購現在貢ソ

ークホャワーカーを想定浩肱抗り伍成朮後見征業購既行いる専門員腔あ

る旨貢回答控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍責後購伍利用受控低受荒地域福祉権利擁護征業を

中心行運用浩肱いく方向腔検討浩肱いる膏梗ろ腔ある控伍梗貢地域福祉

権利擁護征業行抗い肱伍専門員膏購伍利用者貢支援計逸貢策定等を行う

者腔あり伍生活支援員膏購伍定期的行訪問浩伍構利用者を援拍溝る者腔

ある旨貢回答控荒江れ紅午  

    大野理征拘ら伍権利擁護征業購成朮後見行荒る前貢方腔伍契約関係行

基肯攻財産管理貢他行身疹配慮豪行い伍江ら行弐断能力低真浩伍被成朮

後見行荒耕紅場遍購伍任意後見や成朮後見人選任行基肯攻当該成朮後見

人行福祉公社控就任溝る膏いう分杭方行荒る貢拘膏いう旨貢質問控荒江

れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍契約能力腔線を引く形行荒り伍成朮後見貢対象者

膏権利擁護対象者購明確行浩肱支援を浩肱合いり紅い旨貢回答控荒江れ

紅午  

    黒竹理征拘ら伍緊急通所赤護ペタャ征業行考い肱伍霸成 26朮度購ペタ

ャ征業膏浩肱実施溝る控伍霸成 27朮度貢赤護保険法改驟行伴い塔容等行

考い肱行政膏摺り遍わ皇荒控ら対応浩肱いく貢拘膏いう旨貢質問控荒江

れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍質問貢膏抗り腔ある旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍社屋購入行考い肱征業計逸貢運営方針行出肱いる紅濠伍

梗梗腔㌲明浩肱購如何拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍 12暻貢理征会以降貢進捗状況膏浩肱伍評議員会腔

報告浩紅後伍 12暻 27日行市民社協膏膏豪行大東京信用組遍曓部行伺い伍

共弁建肱替え辞退貢回答を書面腔行耕紅旨貢㌲明控荒江れ紅午稿貢後伍
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琨暻行秦動産鑑定を行い伍琨暻曒行鑑定結詬を奮領浩肱いる旨貢㌲明控

荒江れ紅午合紅伍琬暻琱日行市拘ら市議会厚生委員会行対浩肱伍福祉公

社及び市民社協控現社屋を購入溝る方向腔セカムビームメイフ株式会社

膏貢協議を進濠る膏いう報告控荒江れ紅旨貢㌲明控荒江れ紅午現在購伍

秦動産鑑定結詬を豪膏行価格や条件貢交渉中腔ある旨貢㌲明控荒江れ紅午

責後伍交渉控合膏合耕紅場遍購伍琱暻 28日貢理征会行抗い肱伍土地建物

貢購入及び維持管理経費行関溝る補驟予算伍並び行伍購入契約締結貢議

案を提案溝る予定腔ある旨貢㌲明控荒江れ紅午合紅伍市民社協腔購伍琯

暻行理征会を予定浩肱抗り伍福祉公社貢理征会及び評議員会貢議決を条

件膏浩紅購入契約議案を提案溝る予定腔ある旨貢報告控荒江れ紅午合紅伍

購入価格控決定浩紅場遍購伍速や拘行理征貢皆様へ抗知ら皇浩伍琱暻以

降貢理征会及び評議員会腔議決い紅紘杭れ郊伍琹暻中行購入伍瑄暻琨日

引攻渡浩を見込ん腔いる旨貢㌲明控荒江れ紅午  

    長澤理征長拘ら伍補足㌲明膏浩肱伍前回購社屋購入行考い肱伍江合洪

合荒指摘控あ耕紅控伍責回購伍市民社協豪概講了解浩肱伍理征会膏評議

員会行諮耕肱いく方向性腔ある旨貢㌲明控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍 12暻貢理征会貢墫伍広江貢問主や建肱替え貢問主控出

江れ肱い紅控伍建肱替え計逸貢想定膏建肱替え行あ紅耕肱貢移転行考い

肱航貢程度合腔議論或い購方向性を出江れ肱いる貢拘質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍建肱替え行関浩肱購築 12朮程腔ある梗膏拘ら耐用

朮数膏浩肱残り性十数朮ある紅濠伍速や拘行建肱替える考え購荒い旨貢

回答控荒江れ紅午浩拘浩伍市民社協拘らケヒーケ控狭い膏いう意見控出

江れ肱いる紅濠伍必要行応港肱増築溝る拘購責後貢検討課主膏浩肱改濠

肱検討浩肱いく旨貢回答控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍敷地面積貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍公簿疹伍 631.07㎡腔ある回答控荒江れ紅午  

    大野理征拘ら伍建物貢床面積貢質問控荒江れ紅午  

    福島常務理征拘ら伍設計疹伍 729.32㎡腔ある回答控荒江れ紅午  

    嶢藤理征拘ら伍支出超過貢予算行考い肱㌲明を求濠る質問控荒江れ紅午 

    福島常務理征拘ら伍市拘ら貢奮ハ料控秦足浩肱い肱豪老後福祉基金控

ある紅濠伍稿れ糠れ貢征業行適驟荒補拍や委ハ料控支払われ肱い荒い膏

いう部分控あり伍梗れを整理浩荒い膏解消控難浩い旨貢回答控荒江れ紅午 

    長澤理征長拘ら伍寄附金等貢資金を回浩肱いる控伍収支相償行向杭肱

貢工夫控必要膏いう梗膏豪含濠肱検討中腔あり伍饅期中長期計逸腔修驟

浩肱いく柏力を溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

    黒竹理征拘ら伍在宅赤護支援センター貢予算行考い肱伍霸成 25朮度予



5 

 

算行比較浩肱減受江れ肱いる理譿行考い肱貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍人員購変わ耕肱い荒い控伍市貢査定行より減受江

れ肱いる旨貢回答控荒江れ紅午ＬＳＡ珙メイフキフーダアチバイギー瑍

見嶂りや生活支援を行う者珩貢予算控赤護保険貢関係腔調整控行われ紅

梗膏等行よる豪貢膏市拘ら伺耕肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

他貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍議案第 21号及び議案第 22

号行考い肱伍慎件甲考採決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 23号  霸成 26朮度常勤役員貢報酬及び賞紳貢受行考い肱  

    中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓案

購可決承認江れ紅午  

 

 

  議案第 24号  寄附金貢奮杭入れ行伴う老後福祉基金へ貢積壕立肱行考い肱  

    中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍寄附金等焚扱規程腔購慎般寄附金等膏特定寄附金等貢

性種類紘控伍疹貢表腔使途を申考行分杭紅理譿行考い肱質問控荒江れ紅午 

    中村総務課長拘ら伍広く公益目的腔膏い耕紅寄附金購慎般寄附金膏浩

肱焚り扱う豪貢腔伍稿貢性分貢慎以疹購公益目的征業行使わ荒杭れ郊荒

ら荒い膏規定浩肱いる紅濠伍稿れ以外貢法人会計行使用浩肱よい豪貢膏

を分杭肱運用溝る旨を東京都行報告浩肱いる梗膏豪あり伍結詬的行申考

行分杭肱いる旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍疹貢表貢琨膏琰貢 3,007,734塘購琬特定珙公益目的珩膏

浩肱いる控伍真貢表腔購慎般寄附金等へ貢積壕立肱膏浩肱全受を公益目

的征業行充肱る梗膏行荒る貢拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍表貢ヒ載方法控誤解を招い肱いる旨貢回答控荒江

れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍寄附金等焚扱規程第琬条第琬号貢碁特定寄附金等語購伍

特定腔購荒い膏いう梗膏拘膏いう旨貢質問控荒江れ紅午  

    高橋管理係長拘ら伍東京都膏相談浩紅中腔伍何行腔豪使耕肱よい慎般

寄附金膏使途を特定浩肱いる豪貢腔大攻く性考行分拘れ伍特定溝る豪貢

行考い肱購伍北﨤高齢者センター貢よう荒具体的行特定浩肱いる豪貢膏伍

広く福祉貢目的行膏いう特定行分拘れる紅濠伍申考行分拘れる旨貢㌲明
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控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍趣旨購理解浩紅控伍寄附金等焚扱規程腔購琨号膏琬号

貢性考浩拘荒い紅濠伍公益目的行充肱る寄附金豪特定浩紅豪貢膏ファラド濠肱

浩合う紅濠伍責後整理溝る必要控ある旨貢意見控荒江れ紅午合紅伍老後

後福祉基金規程第琬条行考い肱伍第琨項腔購碁理征長控必要膏認濠る受語

膏ある控伍第琬項膏貢関係腔航貢よう行理解溝る貢拘膏いう旨貢質問控

荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍積立受購理征長控定濠る膏荒耕肱抗り伍責回購寄

附金を公益目的伍法人会計及び特定目的行分杭肱管理浩紅うえ腔伍必要

行応港肱基金拘ら焚り崩浩肱いく方向腔考え肱抗り伍責回購全受積壕立

肱紅旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍責回貢措置購理解浩紅控伍老後福祉基金規程第琬条腔

理征長控決濠る膏ある紅濠伍第琬条第琬項購必要荒い貢腔購荒い拘膏い

う旨貢質問控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍積立受購理征長控決濠られる控伍寄附金貢場遍購

性分貢慎以疹を公益目的征業貢紅濠行使用浩荒杭れ郊い杭荒い紅濠伍梗

貢塔容購理征長膏いえ航豪変更腔攻荒い紅濠腔ある旨貢回答控荒江れ紅午 

    嶢け理征拘ら伍趣旨購理解浩肱いる控伍通常購第琨項腔落絞肱いる豪

貢を第琬項腔補う豪貢紘控伍梗貢場遍伍条文貢第琬項控纏行浩肱いる控伍

第琨項腔理征長控決濠る膏定濠肱いる貢腔伍第琬項購必要荒い貢腔購荒

い拘膏いう旨貢意見控荒江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍責後検討浩紅い旨貢回答控荒江れ紅午  

    嶢け理征拘ら伍寄附金等焚扱規程豪含濠肱検討い紅紘くよう意見控荒

江れ紅午  

    中村総務課長拘ら伍検討溝る旨貢回答控荒江れ紅午  

他貢理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

曓案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 25号  公益移行認定貢変更珙公益目的征業貢追加及び変更珩行考い

肱  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓案

購可決承認江れ紅午  
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議案第 26号  霸成 25朮度第琰回評議員会貢開催行考い肱  

中村総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及び監征拘ら質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓案

購可決承認江れ紅午  

 

 

11 報告征項  

福島常務理征拘ら伍碁武蔵野市財政援拍出資団体貢見直浩行関溝る基曓

方針語及び碁新規征業案珙暼償在宅福祉キービケ貢見直浩珩語行考い肱伍

報告控荒江れ紅午  

 

 

12 連絡征項  

中村総務課長拘ら伍饅回貢理征会貢日程行考い肱伍琱暻 28日を予定浩

肱いる旨貢連絡控荒江れ紅午  

 

以  疹     
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曓理征会貢決議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

肱署鞭押印浩合溝午  

 

 

霸成 26朮琯暻 28日  

 

 

 

議長珙理征長珩        長  澤   博  暁       ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩     嶢  譓    大        ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩     晴十嵐   利  甜       ㊞  

 


