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霸成 26朮柤  第琨回  理征会  議征録  

 

琨  開催荳時    霸成 26朮琱暻 28荳珙水珩  

         午前瑋時 55薙拘穀午後琤時 05薙合腔  

 

琬  開催場所    公益⎡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疲﨤慎振目瑋番琨号  

 

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    安達  㔾之  

理征    安藤  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    安譓  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  議征荳程  

荳程第琨  議案第琨号  霸成 25朮柤征業報告行考い肱  

荳程第琬  議案第琬号  霸成 25朮柤決算報告行考い肱  

荳程第琯  議案第琯号  曓部征務所貢土地及び建物貢売―契約行考い肱  

荳程第琰  議案第琰号  基曓⎡産珙講貯金珩貢処薙及び基曓⎡産珙土地珩

貢焚得伍並び行老後福祉基金貢処薙行考い肱  

荳程第琱  議案第琱号  霸成 26朮柤補正予算珙第琨回珩行考い肱  

荳程第琹  議案第琹号  評議員会行提出溝鵠評議員候補者貢推薦行考い肱  

荳程第瑄  議案第瑄号  霸成 26朮柤第琨回評議員会貢開催行考い肱  

荳程第瑇  報告征慌琨  家征援助等給付征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

  荳程第瑋  報告征慌琬  権利擁護征業実施規則貢慎部改正行考い肱  
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  荳程第 10 報告征慌琯  震災時初動徙応及び征業9394計逸珙璆璇Ｐ珩行考

い肱  

荳程第 11 報告征慌琰  新規征業案悟暼償在宅福祉サービ瑳貢見直浩梧行

考い肱  

荳程第 12 報告征慌琱  理征長及び常務理征貢職務執行状況行考い肱  

 

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   安譓   大  

   

10 議征貢経過及び結詬  

議案第琨号  霸成 25朮柤征業報告行考い肱  

議案第琬号  霸成 25朮柤決算報告行考い肱  

長澤理征長拘穀伍慎括審議貢申浩出控荒江黒伍他貢理征及び監征拘

穀購意見購荒く慎括浩肱審議溝鵠梗膏膏浩紅午  

    福島常務理征伍荒棲在宅サービ瑳課長及び服部㔾齢者総遍センター

長拘穀伍提案理譿貢説明控荒江黒伍安譓監征及び晴十嵐監征拘穀監査

報告行考い肱伍監査報告書貢膏抗酷腔あ鵠莉貢報告控荒江黒紅午  

    安藤理征拘穀伍征業収支貢均衡惚図鵠方策行考い肱航貢国う荒考え

腔あ鵠拘行考い肱貢質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍赤護保険征業行考い肱購基曓的行征業自体腔収

支相償惚図耕肱行く控伍赤護保険征業貢中腔豪慎般貢民間征業者腔購

徙応困難荒部薙膏赤護保険征業以外貢在宅福祉サービ瑳行関浩肱購伍

征業収入行加え市等拘穀適正荒受貢補助金惚加え鵠梗膏腔伍収支相償

惚図耕肱いく梗膏控必要紘膏考え肱抗酷伍必甲浩豪利用者拘穀貢収入

麹公社独自貢収入紘け腔成酷立考サービ瑳腔購荒い膏考え肱い鵠莉貢

回答控荒江黒紅午合紅伍適謎荒補助金受惚明確行浩紅疹腔伍中長期征

業計逸貢裏肯け膏荒鵠国う荒形腔伍⎡政健全泌計逸惚作成浩伍収支相

償行荒鵠国う行検討浩肱合い酷紅い莉貢回答控荒江黒紅午  

    安譓監征拘穀伍征業報告書貢瑋娛 14行目伍 17行目伍 20行目貢括弧塔

貢犀ーセン塞ー沙行考い肱誤耕肱い鵠莉貢指摘控荒江黒紅午  

    叟橋管理係長拘穀伍征業報告書瑋際ー沙目貢疹拘穀 14行目貢後段貢

9.2％惚 8.3％行伍17行目貢 10.4％惚 4.8％行伍20行目貢前朮柤比 10.4％

惚 4.7％行訂正溝鵠莉貢回答控荒江黒紅午  
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    安藤理征拘穀伍征業報告書琹娛貢生活支援征業珙剤ー冴裁作菜セン

ター武蔵野奮託征業珩行考い肱伍派遣実績控減怙浩肱い鵠原因行考い

肱質問控荒江黒紅午  

荒棲在宅サービ瑳課長拘穀伍生活支援征業購市拘穀貢奮託征業腔あ

酷伍在宅赤護支援センター拘穀貢依頼控減怙浩紅紅濠腔あ鵠莉貢回答

控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍市貢独自征業腔あ鵠生活支援剤ー冴裁作菜膏赤

護保険貢剤ー冴裁作菜控あ鵠控伍生活支援剤ー冴裁作菜惚奮け肱い紅

方控伍赤護保険貢徙象膏荒耕肱豪伍生活支援剤ー冴裁作菜腔サービ瑳

控足酷鵠膏い耕紅面豪あ酷伍曓来腔あ黒郊赤護保険行移行溝高攻紘耕

紅豪貢惚市貢単独給付腔あ鵠生活支援剤ー冴裁作菜腔合拘荒耕肱い紅

部薙控怙荒拘穀甲あ耕紅午稿貢部薙惚市控適謎行赤護保険征業行移行

江皇肱い耕紅膏いう梗膏豪あ酷伍市貢単独征業腔あ鵠生活支援剤ー冴

裁作菜征業控減耕紅莉貢補足回答控荒江黒紅午  

    黒竹理征拘穀伍寄附金貢塔容行考い肱質問控荒江黒紅午  

    荒棲在宅サービ瑳課長拘穀伍暼償在宅サービ瑳貢構利用者様腔亡く

荒穀黒紅方貢構遺志腔い紅紘い紅豪貢控琨件約 6,000万塘伍稿貢他行

300万塘伍琱万塘伍琱万塘腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    黒竹理征拘穀伍妻婚サービ瑳センター征業珙征業統計 28娛等珩行考

い肱伍通常貢妻婚膏認知症貢妻婚貢割遍行考い肱購認知症貢方控割遍

購㔾い膏いう資料行荒耕肱い鵠控伍責般伍認知症貢妻婚購個人⎞担控

㔾い紅濠苦戦浩肱い鵠膏いう状況真行あ鵠拘膏思う控伍認知症貢妻婚

貢数値控伸び肱い鵠原因行考い肱質問控荒江黒紅午  

    方波見妻婚サービ瑳センター担当係長拘穀伍福祉公社控実施浩肱い

鵠妻婚サービ瑳センター征業購伍慎般貢妻婚膏いう形腔実施浩肱抗酷伍

利用者貢中腔認知症貢診断惚奮け肱い鵠方貢割遍惚資料膏浩肱提示浩

肱い鵠豪貢腔あ酷伍特行認知症貢妻婚膏浩肱実施浩肱い鵠わけ腔購荒

い莉貢回答控荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍成朮後見征征業行考い肱伍成朮被後見人購航貢国う

荒方荒貢拘膏具体的広報塔容行考い肱質問控荒江黒紅午  

    恠林在宅サービ瑳課課長補双拘穀伍市長申立行国鵠成朮被後見人行

考い肱伍生活保護奮給者麹行攻倒黒腔意識不明貢状態腔入院浩肱い鵠

方等江合洪合腔あ酷伍広報行考い肱購慎般的行購行耕肱い荒い控伍市

長申立行考い肱購伍慎義的行福祉公社行相談控来鵠国う行荒耕肱い鵠

莉貢回答控荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍航ういう梗膏腔公社控稿貢後見人行荒鵠貢拘伍稿貢
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相手購航ういう関係控福祉公社膏あ鵠貢拘膏いう莉貢再質問控荒江黒

紅午  

    恠林在宅サービ瑳課課長補双拘穀伍市長申立肱行関浩肱購伍公社貢

暼償在宅サービ瑳貢構利用者腔伍全く申立人行㌆当江黒鵠親類等控い

穀耕浩轟穀荒い場遍麹伍親類控い肱豪申立人行荒鵠梗膏惚拒否江黒紅

方麹伍全く福祉公社膏関係貢荒い方腔㔾齢者支援課拘穀貢依頼等伍江

合洪合腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍回答貢趣莉購伍暼償在宅サービ瑳貢利用者膏市控関

連浩肱い鵠方貢性種類腔あ鵠拘膏いう莉貢確認質問控荒江黒紅午合紅伍

責現在購伍金融機関等貢求濠豪あ酷成朮後見貢申立控多く荒耕肱攻肱

抗酷需要控㔾合耕肱い鵠荒拘腔伍身塔麹専門家腔購足酷荒い又購適謎

腔購荒い場遍豪あ鵠紅濠伍福祉公社控慎考貢誅膏浩参入浩肱いく膏い

う梗膏購考え肱い荒い貢拘伍膏いう莉貢質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍責後伍市塔貢成朮後見貢推進機関貢役割膏浩肱伍

成朮後見貢担い手膏調整機関膏浩肱貢調整役惚検討浩肱い鵠莉貢回答

控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍職員貢購張酷行敬意控述高穀黒紅後行伍生活支援征

業貢委託料貢塔容行考い肱伍赤護保険貢適用行荒耕肱い荒い市貢単独

征業腔あ鵠膏思う控伍赤護保険豪含濠肱奮託溝鵠梗膏豪壁能腔購荒い

拘膏いう莉貢質問控荒江黒紅午合紅伍征業報告書琬娛貢福祉公社貢経

営惚担う人材貢育成体制貢整備貢中貢通信教育貢助成貢塔容行考い肱

質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍生活支援征業行考い肱伍現在購伍市拘穀生活支

援剤ー冴裁作菜膏浩肱慎時間 1,980塘貢単価腔奮託浩肱い鵠控伍霸成 27

朮柤貢赤護保険法改正惚踏合え伍市購伍要支援惚含濠紅形腔梗黒合腔

貢福祉公社麹査作采ー人材センター行限穀甲伍委託纏惚他貢征業者行

豪拡大浩肱いく予定腔あ酷伍単価 2,200塘腔試行中腔伍来朮柤行向け肱

検討浩肱い鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    㔾橋管理係長拘穀伍慎般行民間貢征業者控行耕肱い鵠通信教育講柞

惚伍団体膏浩肱申浩込骨腔抗酷伍福祉公社控稿貢奮講費用惚助成溝鵠

膏いう形腔実施浩肱抗酷伍福祉公社専属腔通信教育講柞惚依頼浩肱い

鵠豪貢腔購荒い莉貢回答控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍慎般職員向け貢通信教育費用貢助成貢他行伍昇

任試験制柤貢怡入行伴い伍昇任試験奮験貢前提条件膏浩肱指定浩紅通

信教育講柞貢奮講惚義務泌浩紅制柤控あ鵠莉貢回答控改濠肱荒江黒紅午 

    安達理征拘穀伍通信教育講柞貢実施機関購公社控指定浩紅機関荒貢
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拘航う拘行考い肱質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍昇任試験行考い肱購伍指定貢通信教育講柞惚奮

講浩肱い紅紘く莉貢回答控荒江黒紅午  

    㔾橋管理係長拘穀伍黒竹理征貢寄附金貢塔容行考い肱貢質問行徙浩

肱伍団体膏浩肱貢寄附控琨件伍個人膏浩肱貢寄附控琰件伍遍わ皇肱琱

件膏荒耕肱抗酷伍塔容購伍遺贈膏浩肱構寄附い紅紘い紅構寄附控 6,312

万 9,920塘伍稿貢他 300万塘伍琱万塘等貢個人拘穀貢寄附膏荒耕肱い鵠

莉貢回答控荒江黒紅午  

他貢理征及び監征拘穀質疑伍意見購荒く伍議案第琨号及び議案第琬

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原案貢膏抗

酷承認江黒紅午  

 

 

議案第琯号  曓部征務所貢土地及び建物貢売―契約行考い肱  

議案第琰号  基曓⎡産珙講貯金珩貢処薙及び基曓⎡産珙土地珩貢焚得伍

並び行老後福祉基金貢処薙及び積壕立肱行考い肱  

議案第琱号  霸成 26朮朮柤補正予算珙第琨回珩行考い肱  

長澤理征長拘穀伍稿黒糠黒関連控あ鵠貢腔慎括審議貢申浩出控荒江

黒伍他貢理征及び監征拘穀購意見購荒く慎括浩肱審議溝鵠梗膏膏浩紅午 

    叟橋管理係長拘穀曓申案貢提案理譿貢概略説明控荒江黒伍福島常務

理征拘穀議案第琯号及び議案第琰号貢提案理譿貢ウルシ細説明控荒江黒伍

叟橋管理係長拘穀議案第琱号貢提案理譿貢ウルシ細説明控荒江黒紅午  

    黒竹理征拘穀伍鑑定評価行考い肱購琨社紘け貢鑑定評価腔あ鵠貢拘伍

合紅伍鑑定評価貢依頼主購誰腔あ鵠拘行考い肱質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍鑑定評価購市民社協貢監征拘穀貢紹赤腔琨社行

依頼浩肱い鵠控伍稿黒以前行福祉公社拘穀鷺采ー瑳阪ー叉ー沙貢関係

貢征業者拘穀豪不動産査定膏いう形腔数字惚誤い肱抗酷伍概講変わ穀

荒い金受腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍売―契約控締結江黒鵠膏賃〝借契約控終了浩敷金控

返還江黒鵠控伍梗貢敷金貢返還購い考行わ黒鵠貢拘伍売―契約貢決裁

膏弁時行行わ黒鵠貢拘膏いう莉貢質問控荒江黒紅午合紅伍返還江黒紅

敷金購老後福祉基金行積壕立肱鵠梗膏行考い肱伍老後福祉基金購寄附

金惚積壕立肱鵠豪貢腔購荒拘耕紅拘膏いう莉貢質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍敷金貢支払い行考い肱購伍現在伍相手方膏調整

中腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午合紅伍敷金貢返還行考い肱購伍豪膏豪

膏老後福祉基金拘穀支出浩肱い鵠紅濠伍慎荵伍老後福祉基金行戻溝梗
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膏惚考え肱い鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍寄附金稿貢豪貢腔購荒い控老後福祉基金行戻溝膏い

う梗膏腔構わ荒い貢拘膏いう莉貢再質問控荒江黒紅午  

    叟橋管理係長拘穀伍老後福祉基金購規程行歹え郊寄附金惚積壕立肱

鵠高攻豪貢腔あ鵠控伍征務局腔検討浩伍会計顧問膏豪相談浩紅結詬伍

曓来あ耕紅膏梗獄香戻溝貢控筋腔あ獄う膏いう判断腔あ鵠莉貢回答控

荒江黒紅午  

    大野理征拘穀伍規程疹貢文言腔購抵触溝鵠国う行見奮け穀黒鵠控伍

過去貢征例惚問う質問控荒江黒紅午  

    叟橋管理係長拘穀伍知酷得鵠限酷貢過去貢征例腔購慎柤焚酷崩浩紅

豪貢惚戻溝膏いう梗膏購荒拘耕紅控伍責回貢敷金購伍稿貢性質貢解釈

疹購講け金膏いう解釈腔老後福祉基金行戻溝梗膏行浩紅莉貢回答控荒

江黒紅午  

    安譓監征拘穀伍規定腔購碁利用者等拘穀貢寄附金受貢う絞語膏荒耕

肱い鵠控伍責回伍講け金的性格貢豪貢腔あ鵠紅濠曓来貢膏梗獄香戻溝

梗膏膏判断浩紅控伍理征会伍評議員会貢決議行国鵠梗膏行荒鵠莉貢回

答控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍議案第琯号貢瑕疵担保責任貢解除又購請求権控琬朮

膏荒耕肱い鵠控伍瑕疵担保責任購え肱浩肱土地行考い肱問主泌溝鵠梗

膏控多い午浩拘浩伍土地貢瑕疵控薙拘鵠貢購琱朮豪 10朮豪纏行荒鵠梗

膏控普通腔伍梗黒行考い肱相手方膏㌄浩遍い控荒江黒肱い鵠貢拘膏い

う莉貢質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍過去貢土地貢履歴惚見鵠限酷伍薬物等貢影響溝

鵠国う荒土地活用購荒拘耕紅膏推測江黒鵠紅濠伍梗貢条慌腔契約溝鵠

梗膏膏浩紅莉貢回答控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍塔容行考い肱特行異論控あ鵠わけ腔購荒い控伍瑕疵

担保責任行考い肱相手方膏貢間腔整理浩肱抗く必要控あ鵠貢腔購荒い

拘膏いう意見控荒江黒紅午  

福島常務理征拘穀伍地真豪慎部活用江黒肱い鵠紅濠伍合溝貢腔伍建設

時貢状況等行考い肱売主行確認惚溝鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

他貢理征及び監征拘穀質疑伍意見購荒く伍議案第琯号伍議案第琰号

及び議案第琱号行考い肱伍慎件甲考採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓申案

購原案貢膏抗酷壁決承認江黒紅午  

 

 

議案第琹号  評議員会行提出溝鵠評議員貢候補者貢推薦行考い肱  
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    叟橋管理係長拘穀伍提案理譿行考い肱説明控荒江黒紅午  

    理征及び監征拘穀質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓

案購壁決承認江黒紅午  

 

 

議案第瑄号  霸成 26朮柤第琨回評議員会貢開催行考い肱  

叟橋管理係長拘穀伍提案理譿行考い肱説明控荒江黒紅午  

    理征及び監征拘穀質疑伍意見購荒く伍採決貢結詬伍全会慎致腔伍曓

案購壁決承認江黒紅午  

 

 

11 報告征慌  

報告征慌琨  家征援助等給付征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

報告征慌琬  権利擁護征業実施規則貢慎部改正行考い肱  

    荒棲在宅サービ瑳課長拘穀伍報告理譿及び塔容行考い肱慎括浩肱説明

控荒江黒紅午  

理征及び監征拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

報告征慌琯  震災時初動徙応及び征業9394計逸珙璆璇Ｐ珩行考い肱  

恠野㔾齢者総遍センター課長補双拘穀伍報告理譿及び塔容行考い肱説

明控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍琯娛貢表貢説明貢中腔伍㔾齢者総遍センター膏疲﨤㔾

齢者センター購近隣貢避難場所行豪使う膏いう説明行考い肱伍再確認貢

質問控荒江黒紅午  

    恠野㔾齢者総遍センター課長補双拘穀伍福祉避難所膏浩肱市膏協定惚

結骨腔抗酷伍通常貢避難所行抗い肱生活溝鵠梗膏控困難荒方腔福祉的荒

措置控必要荒方控福祉避難所膏浩肱㔾齢者総遍センター麹疲﨤㔾齢者セ

ンター惚利用溝鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍利用壁能人員行考い肱質問控荒江黒紅午  

    恠野㔾齢者総遍センター課長補双拘穀伍㔾齢者総遍センター貢収容人

数購 15人腔あ酷伍塔訳膏浩肱伍和室控瑄人伍載ッ彩控瑇人伍疲﨤㔾齢者

センター購 10人腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍地震貢場遍等購伍通行人控飛び込骨腔く鵠梗膏購考え

穀黒鵠控伍福祉避難所惚理譿行避難惚断鵠梗膏購腔攻荒い膏考え穀黒鵠

紅濠伍あ鵠程柤議論浩肱抗い肱誤く国う行意見控あ耕紅午  
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    長澤理征長拘穀伍服部㔾齢者総遍センター長行徙浩肱伍福祉避難所膏

浩肱貢役割膏伍慎般市民香貢徙応貢整理行考い肱伍市膏十薙協議惚浩肱

抗く国う行指示控荒江黒紅午  

    安譓監征拘穀伍夜間等腔公共交通機関控荒い膏攻貢歸歩参集率行考い

肱質問控荒江黒紅午  

    恠野㔾齢者総遍センター課長補双拘穀伍参集率膏浩肱購出浩肱い荒い

莉貢回答控荒江黒紅午  

    服部㔾齢者総遍センター長拘穀伍㔾齢者総遍センター購全体腔約 40鞭

い鵠控伍市塔在創者惚中心行参集壁能人員惚算定浩肱い鵠莉貢回答控荒

江黒紅午  

他貢理征及び監征拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

報告征慌琰  新規征業珙暼償在宅福祉サービ瑳貢見直浩珩行考い肱  

荒棲在宅サービ瑳課長拘穀伍報告理譿行考い肱説明控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍補足説明控荒江黒紅午  

    安達理征拘穀伍〝付征業行考い肱伍償却腔攻荒い膏想定江黒鵠佐ー瑳

数行考い肱質問控荒江黒紅午  

    福島常務理征拘穀伍現在貢利用者数購 17鞭腔あ鵠控伍責後貢市貢検討

課主腔あ鵠莉貢回答控荒江黒紅午  

    長澤理征長拘穀伍梗貢場腔荒く膏豪構意見控あ黒郊征務局香寄皇肱い

紅紘攻紅い莉貢要望控荒江黒紅午  

他貢理征及び監征拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

  理征長及び常務理征貢職務執行状況行考い肱  

長澤理征長拘穀伍前回貢理征会拘穀責荳合腔貢間貢職務執行状況行考

い肱伍饅貢国う行報告控荒江黒紅午  

    琯暻 10荳行武蔵野市役所腔伍武蔵野市⎡政援助出資団体経営懇談会控

開催江黒伍市長伍副市長及び武蔵野市貢⎡政援助出資団体珙 15団体珩腔

実施江黒合浩紅午市長挨拶貢中腔伍鷺魂作ー宰調査行国黒郊伍武蔵野購

20代腔購伍便祥寺購碁創壕紅い合絞才ン采ー琨語腔あ鵠膏午 50代腔購伍

便祥寺伍恵比徘伍鎌倉行荒耕肱い鵠膏いう報告控あ酷伍抅鼠行慎喜慎憂

溝鵠梗膏購荒い控伍梗黒購市民サービ瑳行徙溝鵠評価控あ鵠貢紘獄う膏

いう貢控市長貢意見腔浩紅午⎡政出資団体購 15団体膏多い控伍評価控㔾

い貢購伍碁サービ瑳控多拘獄う伍悪拘獄う腔購荒い語膏いう梗膏紘膏午  
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    責後豪団体貢自立泌膏征業適正泌行考い肱購慎緒行議論浩肱い梗う膏

いう㌄豪あ酷合浩紅午市豪伍効率貢いい行政運営惚目指溝膏浩肱抗酷合

溝午  

    指定管理者貢 27朮柤貢見直浩行考い肱購伍莨い段階腔貢見直浩方針惚

示溝膏浩肱抗酷合浩紅午  

    稿貢後伍各団体拘穀貢報告伍征業報告控荒江黒紅わけ紘控伍私貢ほう

拘穀購伍曓朮柤貢 14征業貢ほ拘伍征業貢概要行考い肱説明浩合浩紅午社

屋問主伍購入行考い肱豪説明浩紅控伍特段市長拘穀唆坂ン宰購あ酷合皇

骨腔浩紅午  

    懇談会貢席疹伍⎡政援助出資団体見直浩貢基曓方針控示江黒合浩紅控伍

福島常務理征拘穀後ほ航報告控あ酷合溝貢腔梗梗腔購省略浩合溝午  

 

    福島常務理征拘穀伍弁様行饅貢国う荒報告控荒江黒紅午  

⎡政援助出資団体貢在酷方行考い肱市貢塔部検討組織腔あ鵠碁⎡政援

助出資団体在酷方検討委員会語行抗い肱伍琬暻行出江黒紅武蔵野市⎡政

援助出資団体見直浩貢基曓方針惚豪膏行検討控進濠穀黒肱抗酷伍琱暻中

行報告書控焚酷合膏濠穀黒鵠予定腔あ酷伍琹暻行市議会腔行政報告惚予

定浩肱い鵠膏聞い肱い鵠午具体的荒塔容行考い肱購伍慎考控伍団体稿貢

豪貢貢統廃遍麹征業貢大攻荒方向性行関溝鵠梗膏午稿黒拘穀伍各団体控

実施浩肱い鵠征業貢方向性控征業構膏行示江黒鵠予定腔あ鵠午梗黒合腔伍

塔容行関浩肱伍所管部腔あ鵠健康福祉部膏豪調整惚図酷荒控穀伍見直浩

貢所管腔あ鵠総遍政策部行徙浩肱伍福祉公社膏浩肱貢意見惚直接伝え肱

攻紅午報告書行抗い肱購伍福祉公社貢役割惚踏合え紅塔容控示江黒鵠膏

考え肱い鵠午  

    荒抗伍梗貢報告書購伍市貢塔部検討報告書腔あ酷伍第晴期長期計逸調

整計逸行抗け鵠議論貢紅紅攻癖膏浩肱活用江黒伍最終的荒市貢意思決定

行考い肱購長期計逸腔行わ黒鵠予定腔あ鵠午  

    饅行伍指定管理者制柤控武蔵野市腔貢第琯期惚迎え鵠行当紅酷伍指定

管理者制柤行関溝鵠基曓方針控改定江黒伍唆財ュ採塞墾センター荒航伍

市膏密接行連携惚図鵠施設貢指定管理者購原則非公募膏江黒紅午梗貢中

行購伍公社控奮託溝鵠㔾齢者総遍センター伍疲﨤㔾齢者センター控含合

黒伍膏豪行梗貢理譿腔非公募膏江黒紅午  

    指定管理施設貢中行購伍定型的荒管理業務控主腔伍民間征業者腔豪管

理壁能膏江黒鵠施設伍公会堂麹芸能劇場控あ鵠控伍梗黒穀行考い肱豪江

合洪合荒理譿腔伍責期購非公募膏江黒紅午責後行考い肱購伍毎朮行わ黒

鵠公貢施設貢阪採タ鷺ン些調査伍専門委員会腔貢評価行国酷伍管理方法
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麹サービ瑳提供方法等行国鵠利用者満足柤貢僧真控認濠穀黒紅場遍伍公

募惚含拷新紅荒選定方法惚採用溝鵠膏江黒肱い鵠午  

理征及び監征拘穀伍質疑麹意見購荒拘耕紅午  

 

 

12 連絡征慌  

福島常務理征拘穀伍暼償在宅福祉サービ瑳権利擁護征業貢見直浩案控

合膏合酷饅第伍瑄暻曒惚目途行理征会貢荳程惚調整江皇肱い紅紘攻紅い

莉貢連絡控荒江黒紅午  

 

以  疹     
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曓理征会貢決議惚証明溝鵠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  琹  暻  26 荳  

 

 

 

議長珙理征長珩         長  澤   博  暁      ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩      晴十嵐   利  甜      ㊞  

 

 

 

議征録署鞭人珙監征珩      安  譓    大       ㊞  

 


