
 

 

霸成25朮柤 第琱回 

理 征 会 

 

霸成 25朮 12暻瑋日珙暻珩  

 

 

議 征 録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人 武蔵ǒ斃福祉公社  

 



1 

 

霸成 25朮柤  第琱回  理征会  議征録  

 

琨  開催日時    霸成 25朮 12暻瑋日珙暻珩  

         午前 10時 00薙拘ら驟午合腔  

 

琬  開催場所    公益財団法人武蔵ǒ斃福祉公社  琨階  会議室  

         東京都武蔵ǒ斃便祥寺疲﨤慎振目瑋番琨号  

 

琯  理征及砿ê征貢現湾数  

理征琹鞭伍ê征琬鞭  

 

琰  出席理征者数及砿氏鞭  

理征琹鞭  

理征長   長澤  博暁    理征    安け  㔾之  

理征    安藤  真洋    理征    大ǒ  壽申詢  

理征    黒竹  甜弘    常務理征  福島  文昭  

         ê征琬鞭  

         ê征    晴十嵐  利甜   ê征    安譓  大  

 

琱  饉席理征者数及砿氏鞭  

         理征琤鞭  

         ê征琤鞭  

 

琹  傍聴者     琤鞭  

 

瑄  議征日程  

議案第 12号  準職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

  議案第 13号  ̈録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  

  議案第 14号  フヤセェケ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  

  議案第 15号  退職手当支給規程貢廃驗及砿退職手当支給規程貢韮定珙案珩

行考い肱  

  議案第 16号  職員給紳規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

  議案第 17号  常勤役員貢報酬及砿賞紳貢受行考い肱  

  議案第 18号  権利擁護征業実施規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

  議案第 19号  霸成 25朮柤補驟予算珙第琨回珩行考い肱  
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  議案第 20号  霸成 25朮柤第琯回評議員会貢開催行考い肱  

  報告征項   公益認定申請貢変更悧行考い肱  

  報告征項   本部征務所貢社悋行考い肱  

  報告征項   基本財産貢運用行考い肱  

  報告征項   理征長及砿常務理征業務執行状況報告行考い肱  

 

瑇  議長及砿議征録作成者    理征長  長澤  博暁  

 

瑋  議征録署鞭人        理征長  長澤  博暁  

               ê征   晴十嵐  利甜  

               ê征   安譓   大  

   

10 議征貢経過及砿結詬  

議案第 12号  準職員就業規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い肱  

議案第 13号  ̈録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  

議案第 14号  フヤセェケ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  

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砿ê征拘

ら購意見購荒晃慎括浩肱審議溝る梗膏膏浩紅午  

中曪総務課長拘ら伍提案理譿貢㌲明控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍当初配付江れ紅資料腔購伍あ紅拘豪琨考貢契約腔通

算琱朮を超え肱いる場遍豪無期転換権控ある拘貢よう行ファラド濠伍法歐膏

異荒る解釈控腔攻肱浩合う紅濠伍法歐行則耕肱碁性以疹貢契約語膏明

ヒ浩肱い紅紘晃よう行修驟浩肱い紅紘攻伍修驟歙貢議案を当日机疹配

變膏浩肱頂い紅莉貢補足㌲明控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍第琰条貢琬第琬項行考い肱伍詳浩い㌲明控荒江

れ紅午  

安け理征拘ら伍大ǒ理征行対浩肱伍慎考貢契約貢場遍腔豪琱朮を超

える場遍行購無期契約膏荒る理解を浩肱いる控伍如何拘膏いう莉貢質

問控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍法歐疹購異荒り伍琬考契約控ある膏いう梗膏控法歐

疹要件行荒耕肱いる紅濠伍単独腔琱朮膏いう場遍伍無期転換権購̇生

浩荒い膏書拘れ肱い紅莉貢㌲明控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍例え郊伍定朮腔 60歳を迎え伍稿れ拘ら伍 65歳合腔琨

朮甲考更新浩肱い晃よう荒場遍伍考合り伍琰回を超え肱琱朮を超える
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場遍伍暼期拘ら無期貢雇用行変わ耕肱浩合う膏言われ紅控伍稿れ購琨

考貢契約行荒る貢拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍琨朮構膏貢契約控琨考伍琨朮構膏行琨考甲考貢契約

膏考える紅濠伍稿貢場遍購琱考更らい貢契約腔購荒い拘午琨考貢契約

膏いう貢購伍碁琨考貢契約腔契約期間控琱朮語膏いう豪貢を碁琨考貢

契約語膏いう豪貢腔ある莉貢㌲明控荒江れ紅午  

安譓ê征拘ら伍碁公社語膏いう定義を第琨条腔浩肱いる紅濠碁本公

社語貢碁本語膏いう字購要ら荒い貢腔購荒い拘膏いう意見控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍碁本公社語貢碁本語膏いう字を削除溝る莉貢回

答控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍無期行荒耕紅職員貢就業規則購航れ控適用江れ肱い

晃梗膏行荒る貢拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍準職員就業規則控稿貢合合適用行荒る莉貢回答

控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍準職員就業規則第琰条腔雇用期間控琨朮以内膏ある

紅濠伍無期膏荒る膏伍梗貢伍準職員貢定義拘ら聚れ肱浩合う貢腔購荒

い拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍第琰条貢琬行碁前条貢規定行拘拘わら甲語膏例

外規定膏浩肱定濠肱いる紅濠伍無期行荒耕肱豪梗貢規則拘ら聚れ荒い

膏いう莉貢回答控荒江れ紅午合紅伍無期行荒耕紅場遍伍準職員購 65歳

を超え肱更新購浩荒い規定控ある紅濠伍最大 65歳合腔膏荒る莉貢補足

㌲明控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍産休代替貢職員控無期行荒耕紅場遍伍常勤膏弁港条

件腔勤務浩肱い荒控ら就業規則や処遇内容控異荒る梗膏行考い肱伍航

貢よう行考え肱いる貢拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍産休珙育休珩代替職員を伍代替職員膏考え肱抗

ら甲伍゚ャト゜ダ職員拘暼期雇用貢嘱ハ職員貢い甲拘れ行荒り伍稿貢

場遍行購伍暼期貢期間伍育休貢場遍琯朮膏荒る控伍梗れを超え肱9394

浩荒い膏いう契約腔雇用溝る梗膏行荒る莉貢回答控荒江れ紅午  

他貢理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍議案第 12号伍議案第 13号

及砿議案第 14号行考い肱伍稿れ糠れ碁本公社語貢碁本語を削除浩伍慎

件甲考採決貢結詬伍全会慎致腔伍本申案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 15号  退職手当支給規程貢廃驗及砿退職手当支給規程貢韮定

珙案珩行考い肱  
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中曪総務課長拘ら伍武蔵ǒ斃職員貢退職手当行関溝る条例控慎部改

驟江れ紅梗膏行伴い伍斃行準港肱退職手当を支給浩肱いる本公社豪梗

れ行遍わ皇伍改驟溝る膏梗ろ腔ある控伍改驟箇所控多晃改驟控困聟荒

紅濠伍規程を廃驗浩伍新紅荒規程を韮定溝る莉貢㌲明控荒江れ紅午  

安譓ê征拘ら伍第瑄条中碁珙規則珩語購就業規則貢梗膏を指浩肱い

る貢拘伍第琰条第琬項珙琨珩貢琯行目碁任命権者控認濠る者語購理征

長を指浩肱いる貢拘伍琯ヒヴグ真拘ら琱行目貢最歙貢第瑇条中碁労働

者災害保険法語購碁労働者災害補償保険法語腔購荒い拘伍琱ヒヴグ第

12条第琯項中琰行目碁公益財団法人武蔵ǒ斃福祉公社職員就業規則語

行考い肱購伍梗梗腔定義浩肱いる紅濠碁公益財団法人武蔵ǒ斃福祉公

社職員語購要ら荒い貢腔購荒い拘伍瑄ヒヴグ真拘ら 10行目あ紅り貢第

琹項貢碁退職手当管理機関語膏購何拘伍第 20条貢疹拘ら琬行目膏琰行

目碁中小企業退職金共済征業団語購鞭称変更浩肱抗り碁独立行政法人

勤労者退職金共済機構語腔購荒い拘膏いう莉貢質問等控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍碁任命権者語購碁理征長語行訂驟浩伍琯ヒヴグ

第瑄条中貢碁規則語購碁就業規則語腔あり伍第瑇条碁労働災害補償保

険法語行訂驟浩伍琱ヒヴグ碁公益財団法人武蔵ǒ斃福祉公社職員語合

腔を削除浩伍瑄ヒヴグ第 14条貢琹貢碁退職手当管理機関語購碁理征長語

行訂驟浩伍 11ヒヴグ碁中小企業退職金共済征業団語購碁独立行政法人

勤労者退職金共済機構語行訂驟溝る莉貢回答等控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍本規程貢趣莉貢慎考腔ある碁退職歙行懲戒征譿等ゖ

法行♡控̇覚浩紅場遍貢返還貢規定語を拘荒り紅晃江ん設杭肱いる梗

膏行考い肱伍梗貢規定を設杭紅攻耕拘杭及砿ペタャ控あれ郊示浩肱い

紅紘攻紅い莉貢質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍全肱武蔵ǒ斃貢退職手当貢条例行よる豪貢腔あ

る莉貢回答控荒江れ紅午  

他貢理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍議案第 15号行考い肱伍琬

ヒヴグ第琰条第琬項珙琨珩碁任命権者語を碁理征長語行訂驟浩伍琯ヒ

ヴグ第瑄条碁規則語を碁就業規則語行修驟浩伍第瑇条琬行目碁労働者

災害保険法語を碁労働者災害補償保険法語行訂驟浩伍第 12条第琯項碁公

益財団法人武蔵ǒ斃福祉公社語を削除浩伍瑄ヒヴグ第 14条第琹項碁退

職手当管理機関語を碁理征長語行訂驟浩伍 11ヒヴグ第 20条第琬項碁中

小企業退職金共済征業団語を碁独立行政法人勤労者退職金共済機構語

行訂驟浩伍細拘い字句修驟行考い肱購理征長行慎任膏いう梗膏腔伍採

決貢結詬伍全会慎致腔伍本案購可決承認江れ紅午  
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議案第 16条  職員給紳規程貢慎部を改驟溝る規程珙案珩行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍東京都控給料表を改驟浩紅梗膏行伴い伍梗れ行

準港紅改驟浩紅莉貢㌲明控荒江れ紅午合紅伍合紘職員代表行購提示を

浩肱い荒い紅濠伍梗貢理征会終了歙行職員代表を通港肱職員行周知浩伍

職員代表貢意見書をい紅紘晃予定腔ある莉貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍本

案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 17号  常勤役員貢報酬及砿賞紳貢受行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍提案理譿貢他伍本来購前朮柤貢評議員会行抗い

肱議決い紅紘晃議案腔ある控伍公益法人移行貢初朮柤行当紅る紅濠梗

貢時期貢疹程膏荒耕紅莉貢㌲明控荒江れ紅午  

理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍本

案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 18号  権利擁護征業実施規則貢慎部を改驟溝る規則珙案珩行考い

肱  

中曪総務課長拘ら伍提案理譿及砿公益移行認定貢変更悧を東京都行

提出溝る予定腔ある莉貢㌲明控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍具体的荒対象者行考い肱質問控荒江れ紅午  

荒棲湾宅サヴビケ課長拘ら伍鯲子家庭貢方や単身若朮者等腔ある莉

貢回答控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍 70人暻膏いう意味行考い質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍延高人数腔ある紅濠伍暻々行溝る膏琹人前歙腔

ある莉貢回答控荒江れ紅午  

大ǒ理征拘ら伍生活保護受給者貢権利擁護を溝る膏いう梗膏より斃

膏公社膏連携関係を保考よう荒梗膏行荒る貢拘膏いう莉貢質問控荒江

れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍斃貢ォヴケワヴカヴ膏慎緒行対応溝る莉貢回答

控荒江れ紅午  

荒棲湾宅サヴビケ課長拘ら伍自立支援ハュエメヘ膏いう豪貢控ある

紅濠生活保護受給者貢方全員膏いう梗膏腔購荒い莉貢回答控荒江れ紅午 
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他貢理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

本案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 19号  霸成 25朮柤補驟予算珙第琨回珩行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍提案理譿及砿補驟内容行考い肱㌲明控荒江れ紅午 

安譓ê征拘ら伍当日配付資料貢雑分入貢詳細㌲明欄貢ヒ載理譿行考

い肱質問控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍錯誤行よるヒ載腔あり伍削除溝る莉貢回答控荒

江れ紅午  

他貢理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

本案購可決承認江れ紅午  

 

 

議案第 20号  霸成 25朮柤第琯回評議員会貢開催行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍提案理譿行考い肱㌲明控荒江れ紅午  

他貢理征及砿ê征拘ら質疑伍意見購荒晃伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍

本案購可決承認江れ紅午  

 

 

 

11 報告征項  

報告征項  公益認定申請貢変更悧行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍報告内容行考い肱㌲明控荒江れ伍新莠対照表中

琬ヒヴグ琬珙琨珩ビヴヘバャハサヴビケ征業琬行目拘ら琯行目行拘杭

肱伍改驟歙碁姚害者総遍支援語を碁姚害者総遍支援法語行訂驟溝る莉

貢㌲明控荒江れ紅午  

 

 

報告征項  本部征務所貢社悋行考い肱  

福島常務理征拘ら伍報告内容貢㌲明控荒江れ紅午  

安藤理征拘ら伍以前移転行考い肱議論控荒江れ紅控伍公社自体控航

ういう役割を担耕肱い晃貢拘膏いう将来展望伍征業展望膏貢絡壕紘耕

紅膏思う控伍稿貢♧行考い肱如何拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

福島常務理征拘ら伍本来腔あれ郊伍将来貢姿控明確行購耕攻り浩紅

段階腔購入を溝るほう控より望合浩い膏考え肱いる控伍現湾伍斃膏協
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議溝る中行あ耕肱購伍慎考目購伍新征業をある程柤効率的ン効詬的行

見直浩荒控ら慎定9394浩肱い晃必要控ある紘ろう膏いう方向性控見受

杭られる梗膏伍性考目貢考えられる想定膏浩肱購伍権利擁護征業荒航

を中心行伍豪浩伍社協膏貢征業統遍膏荒耕紅場遍腔豪伍現湾貢案腔あ

れ郊伍社協膏共弁浩遍意を浩活用溝る面行抗い肱購伍将来を見据え紅

疹腔貢社悋活用控図れる貢腔購荒い拘伍申考目購伍合紘容積率的行購

非常行余裕控る紅濠伍征業拡大腔ケヒヴケを拡大控見込濠る土地腔あ

り伍最悪伍征業転換等腔社悋控梗梗腔購適謎腔購荒拘耕紅場遍腔あ耕

肱豪売却腔攻るよう荒土地腔ある膏いう梗膏豪含濠肱伍購入控望合浩

い貢腔購荒い拘膏いう莉貢回答控荒江れ紅午  

黒竹理征拘ら伍自身控征務所移転貢検証委員腔あ耕紅莉貢̇言貢歙

行伍検証委員会貢中腔伍各種貢構意見控あり伍結詬的行梗絞ら行慎時

移転膏いう梗膏腔決合耕紅経緯控あ耕紅莉貢㌲明控荒江れ紅午稿貢中

腔伍梗貢問主購各種構意見控あり伍100％皆江ん行構満足い紅紘晃話膏

いう貢購聟浩い膏購思う控伍稿う腔購あ耕肱豪伍や購り伍稿れ糠れ貢

意見を振寧行抗聞攻浩荒控ら方向性を見考杭肱い拘荒杭れ郊い杭荒い

貢腔購荒い拘膏いう意見控荒江れ紅午  

合紅伍実墫行抗話控出肱拘ら琯カ暻膏いう中腔航れほ航深い議論控

江れ肱い紅貢拘伍豪う慎考見え荒い部薙腔あり伍特行伍斃民社協購斃

全域行わ紅耕肱活動江れ肱いる貢腔伍地域行よ耕肱豪意見控ゖい伍合

紅伍構成江れ肱いる委員行よ耕肱豪意見控ゖう膏思われ伍合膏濠る貢

控聟浩い側面控ある膏購思う控伍紅紘伍紘拘ら膏い耕肱慎方的行抗話

を分束浩肱浩合う貢購伍歙々行問主控生港る賓険性控ある貢腔購荒い

拘膏いう懸念を持耕肱いる莉貢̇言控荒江れ紅午  

合紅伍慎方行抗い肱伍慎時移転貢̇想腔ケタヴダ浩紅入居を梗貢合

合94杭肱い肱いい拘航う拘膏いう問主豪ある紅濠伍責現湾梗梗貢利用

行抗い肱航うい耕紅♧控秦便腔あり伍秦備控ある拘膏いう梗膏貢洗い

直浩を浩荒控ら伍饅貢ケゾセハ行進拷慎定貢決断を真浩肱い拘荒杭れ

郊い杭荒い膏いう梗膏控必要腔あり伍稿れ行考い肱購前向攻行検討浩

肱い晃高攻腔購荒い拘膏いう莉貢意見控荒江れ紅午  

合紅伍個人的荒意見膏浩肱購伍責回大信江ん貢抗話を抗断り浩肱梗

絞ら貢疲﨤征務所行考い肱伍深晃検討浩肱い晃膏いう方向性購よろ浩

い貢腔購荒い拘膏いう意見控荒江れ紅午  

合紅伍繰り返浩行荒る控いろいろ荒方貢構意見を豪う少浩聞攻荒控

ら話を進濠肱い拘荒い膏伍皇耕拘晃いい形行荒耕紅膏浩肱豪伍歙々問
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主を残溝賓険性控ある貢腔伍硬鉱伍議論伍検討等を振寧行や耕肱い紅

紘攻紅い莉貢要望控荒江れ紅午  

福島常務理征拘ら伍職員貢意見購大征行浩肱い攻紅い莉貢回答控荒

江れ紅午現社悋行対浩肱購伍耐震性膏拘購建築基準法行貢耕膏耕肱抗

り合溝貢腔浩耕拘り浩肱いる控実墫車控通耕紅ら揺れる伍ビヴャ控吹

攻抜杭行荒耕肱いる紅濠伍琬階貢ダ゜ヤ控溝構晃暑い膏い耕紅環境面

行考い肱購伍腔攻る膏梗ろ購直浩肱い攻伍働攻や溝い職場環境行浩肱

い攻紅い莉貢回答控荒江れ紅午  

合紅伍地域行よ耕肱構意見控異荒り伍慎部貢方購強硬行鮒対浩肱い

る膏聞い肱抗り伍梗貢辺行考い肱購斃膏貢関係豪ある紅濠伍社協膏協

力浩肱十薙構意見を聞攻荒控ら進濠肱合いり紅い莉貢̇言控荒江れ紅午 

黒竹理征拘ら伍現湾貢征務所を9394浩肱利用溝る方向性控ある程柤

定合耕紅場遍伍将来的行購梗貢建物を改築等浩肱伍より使いや溝いよ

う荒施設行浩肱い晃抗考え控ある拘膏いう莉貢質問控荒江れ紅午  

福島常務理征拘ら伍豪膏豪膏征務所を目的膏浩紅建物腔購荒い紅濠伍

将来的行建肱拘える場遍行購伍環境的行良い建物行建肱拘え肱い晃考

え腔ある莉貢回答控荒江れ紅午  

安け理征拘ら伍黒竹理征膏基本的行弁港腔伍検証委員会貢墫購伍い

ろん荒意見控出江れ伍時間控荒い膏いう梗膏控大攻荒ネセェ行荒り伍

膏行拘晃伍仮行腔豪いい拘ら移転浩紅膏いう梗膏豪ある紅濠伍や購り伍

稿貢辺購港耕晃り考え肱伍更新合腔貢期間控ある貢腔伍莨目行議論を

浩肱い紅紘杭れ郊膏いう莉貢意見控荒江れ紅午  

合紅伍改築行考い肱購伍現実問主膏浩肱改築を前提行浩紅形腔貢是

非を決濠る膏いう梗膏購非常行非現実的腔伍稿貢間航う溝る拘膏いう

問主控ある莉貢意見控荒江れ伍稿貢梗膏豪含濠肱十薙構議論い紅紘攻

紅い莉貢要望控荒江れ紅午  

福島常務理征拘ら伍梗梗腔改築を溝る膏いう梗膏行荒る膏伍稿貢墫

移転浩荒杭れ郊い杭荒い膏いう梗膏豪あり伍稿貢膏攻別行適地控あれ

郊売却浩肱適地行移れるよう荒土地腔購荒い拘膏いう梗膏豪考え肱抗

り伍将来的荒話腔購ある控伍稿貢辺購浩耕拘り考え肱合いり紅い莉貢

回答控荒江れ紅午  

中曪総務課長拘ら伍黒竹理征行対浩肱伍便祥寺腔梗貢物件貢価値行

考い肱質問控荒江れ紅午  

黒竹理征拘ら伍便祥寺貢場遍伍合膏合耕紅土地膏いう貢控確保浩肯

らい側面控ある紅濠伍稿ういう観♧拘ら見紅場遍購慎定貢価値伍評価

購腔攻る莉貢回答控荒江れ紅午浩拘浩伍琨♧伍通常貢商業施設等を考
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え紅場遍行購伍駅拘ら少浩遠い膏いう貧象購否濠荒い膏思う午豪耕膏

豪伍紘拘ら膏い耕肱将来売却溝る梗膏控困聟膏いうわ杭腔購荒い膏思

われる莉貢意見控荒江れ紅午  

長澤理征長拘ら伍慎定方向性控ある程柤決合耕紅段階腔理征貢皆江

ん行報告浩伍様々荒意見を聞攻荒控ら責歙実現浩肱い攻紅い莉貢̇言

控荒江れ紅午  

 

 

報告征項  基本財産貢運用行考い肱  

中曪総務課長拘ら伍報告理譿行考い肱資料行沿耕肱㌲明控荒江れ紅午 

 

 

報告征項  理征長及砿常務理征業務執行状況行考い肱  

長澤理征長拘ら伍饅貢よう行報告控荒江れ紅午  

斃貢ほう腔購財政援助出資団体貢梗膏行考攻合浩肱責歙検討浩肱い

晃膏いう梗膏控あり伍 10暻 28日行武蔵ǒ斃貢会譓副斃長膏理征長膏貢

意見交換控構洪い合浩紅午梗れ行考い肱構報告を申浩疹校合溝午  

武蔵ǒ斃腔購第晴期長期計逸行抗い肱財政援助出資団体行関溝る将

来貢展望膏浩肱伍責日伍公共貢概念控広控り公共サヴビケ貢提供主体

購斃民活動団体や企業合腔多様泌浩肱いる梗膏等拘ら伍行政や財政援

助出資団体控担う高攻役割を精査溝る時期控攻肱いる午稿貢紅濠行伍

財政援助出資団体腔豪経営改革を推進浩肱い晃膏膏豪行伍社会状況貢

変泌を含濠伍整理ン統遍を含濠紅あり方貢検討控必要腔ある膏浩伍構

承知貢よう行昨朮斃貢ほう貢委ハ浩紅ê査法人ダヴマゼ貢ほう拘ら斃

及砿財政援助団体貢課主膏方向性行考い肱報告控江れ合浩紅午  

梗れらを踏合え肱副斃長膏貢意見交換貢目的腔構洪い合溝控伍財政

援助出資団体貢見直浩貢検討を進濠る行当紅り伍基本的荒考え方を各

団体膏斃控共暼浩伍改革貢方向性や実現行向杭紅課主行考い肱共通貢

認識を得る紅濠膏江れ伍副斃長貢ほう拘ら私貢ほう行公社貢課主行考

い肱膏いう梗膏腔合甲質問控構洪い合浩紅午  

私貢ほう腔購伍合甲伍財政援助出資団体を斃控航ういうふう行位置

肯杭る貢拘伍梗れ控第慎貢課主紘ろう膏いうふう荒̇言を江皇肱い紅

紘攻合浩肱伍梗れを副斃長豪了解膏言い合溝拘弁意をい紅紘攻合浩紅午 

具体的荒公社貢課主腔溝控伍琨考購財政伍琬考目行人曩育成伍琯考

目行征業貢見直浩伍梗貢琯♧を私貢ほう拘ら報告を江皇肱い紅紘攻合

浩紅午  
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財政行考い肱購纏ほ航豪抗話控構洪い合浩紅控伍征業パヴケ腔鯱朮

柤赤字控出肱抗り合溝貢腔伍梗れ行考い肱購解消を検討中腔ある膏伍

人曩育成行考い肱購伍研修や人征評価韮柤貢任新行よる改善行考い肱

㌲明を浩合浩紅午  

主荒問主♧膏いい合溝拘伍主荒議論購琯♧目貢征業貢見直浩行考い

肱伍梗れ控議論貢中心行荒り合浩紅午  

合甲伍暼償湾宅サヴビケ征業貢見直浩貢方向性行考い肱購伍紅紘い

合検討途中腔構洪い合溝貢腔伍稿貢方向性行考い肱貢報告を浩合浩紅午 

ビヴヘバャハサヴビケ貢公社貢役割腔構洪い合溝控伍公社貢役割膏

浩肱セヴフゾ゛ネセダ伍稿れ拘ら伍民間中小征業者香貢研修支援伍赤

護保険韮柤貢見直浩行よる要支援者香貢対応等を㌲明浩伍稿れ拘ら伍

豪う慎考貢征業貢大攻荒柱貢指定管理韮柤伍㔾齢者総遍センタヴ等腔

溝控伍梗れら貢運営を行う福祉公社貢役割膏浩肱購伍民間征業者腔購

困聟荒地域肯晃り行考い肱㌲明を浩紅膏梗ろ腔構洪い合溝午  

副斃長貢ほう拘ら購伍饅貢指摘控構洪い合浩紅午  

合甲伍ビヴヘバャハセンタヴ腔溝控伍梗れ購公社控実施溝る必要性

貢暼無行考い肱指摘控あり合浩紅午指定管理征業行考い肱購伍征業構

膏行自主征業香変更腔攻荒い拘膏いうよう荒琬♧貢指摘控構洪い合浩

紅午  

ビヴヘバャハセンタヴ行考い肱購伍公益性貢観♧拘ら伍私貢ほう購

必要腔ある膏伍公益性控ある膏いう梗膏をいい合浩紅杭れ航豪伍絞ょ

耕膏議論控梗梗腔拘壕遍耕肱構洪い合皇ん午考合り伍私貢ほう腔主張

浩紅纏ほ航貢民間征業者香貢研修支援等々行考い肱購伍斃控直接腔攻

る膏いうよう荒抗話豪構洪い合浩肱伍稿貢辺腔購議論控拘壕遍わ甲行

終わり合浩紅午  

指定管理征業行考い肱購伍例え郊伍㔾齢者総遍センタヴ伍疲﨤㔾齢

者センタヴ伍社会活動等伍自主征業行変更溝れ郊いい膏伍稿貢梗膏行

考い肱購伍慎定貢条件控整え郊伍梗れ購構洪い合溝貢腔伍斃貢ほう拘

ら征業補助等控あれ郊腔攻るよう荒莉を述高紅膏梗ろ腔構洪い合溝午  

最歙行副斃長貢ほう拘ら伍公社自身腔征業貢棚卸浩を浩耕拘り実施

浩肱ほ浩い膏伍稿貢疹腔伍社協膏貢統遍貢可能性を含濠伍あるい購伍

冠を残溝拘豪含濠肱議論浩荒晃肱購荒ら荒い膏いうよう荒̇言控構洪

い合浩紅午  

私貢ほう膏浩合浩肱購伍来朮柤中長期征業計逸控構洪い合溝浩伍斃

貢ほう腔購来朮貢琬暻行財政援助団体貢方向性を示溝伍稿れ拘ら伍 26

朮秋腔浩紅拘伍調整計逸貢議論控始合る膏いう梗膏豪構洪い合溝貢腔伍
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合紅伍健康福祉総遍計逸貢見直浩豪予定江れ肱抗り合溝貢腔伍来朮柤

貢中長期計逸貢策定貢中腔責歙貢公社貢方向性伍ある高攻姿行考い肱

壕ん荒腔議論浩肱伍理征貢皆様行豪構意見をい紅紘杭れ郊幸い紘ろう

膏思耕肱い合溝午  

私貢ほう拘ら購伍武蔵ǒ斃膏意見交換膏いい合溝拘伍斃貢外郭団体

対浩肱伍責貢方向性膏いい合溝拘伍梗貢梗膏行考い肱貢構報告を江皇

肱い紅紘攻合浩紅午  

 

福島常務理征拘ら伍饅貢よう行報告控荒江れ紅午  

霸成 25朮琱暻 23日拘ら 11暻 30日合腔貢業務執行状況行考い肱伍本朮

柤貢征業計逸貢中腔ĩ♧項目膏位置肯杭肱抗り合溝琰項目を中心行報

告を江皇肱い紅紘攻合溝午  

合甲伍ĩ♧項目貢琨考目伍財政健全泌計逸貢策定腔溝控伍征業計逸

腔購公益法人膏浩肱運営基ëを強泌浩伍良質荒サヴビケ貢提供を持94

可能荒豪貢膏溝る紅濠伍慢性的荒赤字体質拘ら貢脱却を目指浩伍各部

門腔貢征業分支貢均衡を図る方策を検討溝る膏浩肱いる膏梗ろ腔構洪

い合溝午梗貢紅濠伍本朮瑇暻より財政健全泌検討会議及砿弁ワヴキン

エチヴヘを設置浩伍本朮瑇暻貢全体会議以降暻琬回貢ヒヴケ腔ワヴキ

ンエチヴヘ貢会議を開催浩伍征業構膏貢分支改善案を検討浩肱いる膏

梗ろ腔構洪い合溝午責朮柤購伍饅腔報告い紅浩合溝控伍暼償湾宅福祉

サヴビケ貢見直浩を現湾行耕肱抗り伍責歙貢征業運営行未確定荒部薙

控ある梗膏拘ら伍合紅伍来朮柤控中長期征業計逸貢策定を行う朮柤膏

いう梗膏豪構洪い合溝貢腔伍検討内容を短期的荒分支改善行限定を浩伍

中長期豪含拷財政健全泌計逸購伍来朮柤行抗い肱中長期征業計逸膏膏

豪行検討伍策定浩肱い攻紅い膏いうふう行考え肱いる膏梗ろ腔構洪い

合溝午  

饅行伍ĩ♧項目貢琬考目伍暼償湾宅福祉サヴビケ膏権利擁護征業貢

征業変更及砿体韮整備腔構洪い合溝控伍征業計逸行抗い肱購伍霸成 24

朮柤行斃控設置浩紅福祉資金貸付韮柤見直浩検討委員会拘ら貢提言を

生拘浩伍本朮柤購本格的荒征業貢再構築貢準備期間膏浩伍霸成 26朮柤

実施を濠航行征業貢抜本的荒見直浩を図る膏浩肱いる膏梗ろ腔構洪い

合溝午梗貢紅濠伍責朮柤当初より私を柞長膏い紅浩合浩紅内部会議を

設杭合浩肱伍公社貢権利擁護征業貢概要及砿稿貢体韮を検討溝る膏膏

豪行伍斃理征者及砿担当部署膏貢協議をĩ講肱いる膏梗ろ腔構洪い合

溝午征業内容貢変更腔溝控伍現時♧腔購暼償湾宅福祉サヴビケを経過

措置を設杭紅疹腔廃驗を浩伍地域権利擁護征業をベヴン行地域権利擁
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護征業腔購対象外膏荒耕肱浩合う身体姚害者行考い肱豪弁様貢サヴビ

ケ提供を行う膏膏豪行伍没歙貢支援や入院ン入所等貢墫貢支援等伍利

用者行安心を提供溝る付秤サヴビケ行考い肱豪検討浩肱いる膏梗ろ腔

構洪い合溝午新征業貢実施行考攻合浩肱購伍法的側面拘ら貢征業実施

貢可否や伍実施行拘拘わる費用等行考い肱詳細行検討を行う膏膏豪行伍

征業貢変更行考い肱伍現利用者香貢㌲明や斃民香貢広報を十薙行行い伍

混乱荒晃移行控腔攻るよう伍斃膏協議貢結詬伍稿貢実施を霸成 27朮柤

拘ら膏溝る方向腔進濠肱い攻紅い膏いうふう行考え肱い合溝午梗貢紅

濠伍来朮柤拘ら変更溝る膏いう梗膏腔あれ郊伍本理征会行抗い肱征業

貢変更内容や体韮行考い肱構審議い紅紘晃膏梗ろ腔構洪い合溝控伍責

回購梗貢報告膏江皇肱い紅紘攻紅い膏考え肱抗り合溝午征業案控固合

り合浩紅ら伍改濠肱理征ンê征貢皆様行構意見をい紅紘攻紅い膏考え

肱抗り合溝貢腔伍よろ浩晃抗願いい紅浩合溝午  

饅行伍ĩ♧項目貢琯考目伍福祉公社貢経営を担う人曩貢育成体韮貢

整備腔構洪い合溝控伍征業計逸腔購伍責歙斃貢派遣職員貢引攻疹校控

想定江れる中伍職員慎人慎人貢質貢向疹控緊急荒課主膏荒耕肱いる紅

濠伍職員貢育成をĩ♧的行行う膏膏豪行伍キホモ゚ドケ韮柤貢積極的

荒活用伍人征評価韮柤貢任新等を行い伍職員貢質貢向疹を目指溝膏浩

肱抗り合溝午梗貢紅濠伍責朮柤購伍研修行抗い肱購全体研修貢慎部を

ワヴャチカフェ方式行改濠る荒航提案力貢強泌を図耕紅ほ拘伍業務外

知識貢強泌貢紅濠伍通信教育貢助成を開始い紅浩合浩紅午合紅伍昇任

韮柤行抗い肱購伍朮蝿序列行よら荒い昇任を行う紅濠伍勤務評定貢能

力評価ン情意評価行秤え伍主任膏課長補佐香貢昇任試験韮柤を新紅行

行う梗膏膏浩伍職員貢組織内腔貢ペチパヴクョン゚セハを図り合浩紅午 

饅行伍ĩ♧項目貢琰考目伍大規模災害時行抗杭る賓機管理体韮貢整

備腔構洪い合溝控伍征業計逸腔購利用者貢生活伍斃民福祉を確保溝る

紅濠行購伍賓機管理体韮貢整備控急務腔あり伍災害̇生時貢サヴビケ

貢9394伍福祉避聟所貢設営等行考い肱伍斃貢防災計逸行沿う形腔江ら

行体韮貢整備を進濠る膏浩肱いる膏梗ろ腔構洪い合溝午梗貢紅濠伍本

朮瑇暻より伍災害時対応計逸検討会議及砿賓機管理マニュ゚ャ策定ワ

ヴキンエチヴヘを設置浩伍本朮瑇暻貢全体会議以降暻琬回貢ヒヴケ腔

ワヴキンエを開催浩伍賓機管理マニュ゚ャ及砿璆璇Ｐ貢原案作成を行

耕肱いる膏梗ろ腔構洪い合溝午責歙伍原案控腔攻合浩紅ら伍梗れを豪

膏行検討会議腔貢検討伍斃民社協等関係団体膏貢調整を行い伍賓機管

理体韮を構築浩肱合いる予定腔構洪い合溝午  
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安け理征拘ら伍会譓副斃長膏貢話貢中腔伍碁社協膏貢統遍語合腔明

確行荒耕紅貢拘膏いう意質問控荒江れ紅午  

長澤理征長拘ら伍具体的行副斃長貢ほう拘ら購伍碁社協膏貢統遍貢

可能性語膏いうよう荒言い方を江れ肱いる莉貢回答控荒江れ紅午合紅伍

状況を見合溝膏伍他貢自治体より豪椀倒的行武蔵ǒ斃膏いう貢購財政

援助出資団体控多い梗膏豪あり伍梗貢前貢斃長選挙腔豪稿れ糠れ貢候

補者控拘荒り政策疹貢問主膏浩肱や耕肱抗り合浩紅貢腔伍斃購霸成 26

朮貢調整計逸腔具体的荒方向性を示浩肱い晃紘ろう膏いう莉貢̇言控

荒江れ紅午副斃長貢ほう拘ら購伍稿ういうよう荒話豪あり合浩紅杭れ

航豪伍公社自身腔征業貢手直浩を浩肱欲浩い膏伍腔溝拘ら伍実墫伍公

社貢征業貢執行行当紅り合浩肱理征貢皆様拘ら豪是非行伍膏言耕肱い

紅紘晃中腔伍公社貢方向性を膏考え肱いる莉貢̇言控荒江れ紅午  

 

 

12 連絡征項  

叟橋管理係長拘ら伍饅回貢理征会貢日程行考い肱伍琬暻 25日貢火曜

日伍午歙琬時拘ら伍会場購梗貢会場腔予定浩肱いる莉貢連絡控荒江れ

紅午  

 

以  疹     
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本理征会貢決議を証明溝る紅濠伍議長珙理征長珩及砿議征録署鞭人行抗い

肱署鞭押貧浩合溝午  

 

 

霸成 26朮琯暻琯日  

 

 

 

議長珙理征長珩       長  澤   博  暁        ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙ê征珩    安  譓    大         ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙ê征珩    晴十嵐   利  甜        ㊞  

 


