
 

 

 

 

 

 

 

 

事鳩所移転検証委員会 

 

 

答 申 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

霸成 22 朮瑇暻 



1 

 

目   次  

 

 

第琨章  経緯  ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン琯  

第琨節  現行案策定行至る経緯  

  琨  移転貢必要性  

  琬  移転纏を籤溝疹腔貢方針  

  琯  琰考貢基曓的事慌  

  琰  検討浩紅移転手法  

  琱  現行案貢手法行関溝る法人貢考え方  

第琬節  委員会設置行至る経緯  

 琨  立絞疹校貢経緯  

 琬  役割  

 

第琬章  現行案行抗杭る移転手法貢検証  ンンンンンンンンンンンンン瑇  

第琨節  検証塔容  

 琨  現行案策定過程行考い肱  

 琬  建設協力金方式行考い肱  

 琯  基金拘ら貢支出行考い肱  

 琰  移転場所行関溝る豪貢  

 琱  慎体性貢確保行考い肱  

 第琬節  検証委員会貢見解  

  琨  現行案策定過程行考い肱  

  琬  建設協力金方式行考い肱  

  琯  基金貢焚り崩浩行考い肱  

  琰  移転纏貢立地条件等行考い肱  

 

第琯章  調査地及砿移転手法行関溝る考察  ンンンンンンンンンンンン 12 

第琨節  摂行考えられる移転手法  

 琨  建設協力金行依ら荒い賃〝借方式  

 琬  所暼方式  

 琯  彦薙所暼方式  

 琰  市暼地利用方式  

第琬節  現行案及砿稿れ宣咤貢調査地  

  琨  調査地行掲校紅経緯  

  琬  民暼地ン民間ニャ  経喝条件等比較表  



2 

 

第琰章  総括  ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン 19 

 第琨節  検証作業を通港肱出肱攻紅課主  

 第琬節  検証委員貢所感  

 

結  砿  ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

醐  資  料  乞  

委員鞭簿  

事鳩所移転検証委員会設置要綱  

事鳩所移転検証委員会傍聴要領  

事鳩所移転検証委員会開催状況  

 

迩冊資料ンンンンン珙委員会資料拘ら抜粋午塔容検討中午珩  



3 

 

第琨章  経緯                     

 

第琨節  本委員会貢検証対象膏荒耕た都幡町琨振目へ貢移転案珙以真伍碁現行

案語膏いう午珩策定行至鵠経緯                   

琨  移転貢必要性  

   ⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社珙宣真碁福祉鍍社語膏いう午珩及砿社会福祉

法人武蔵ǒ市民社会福祉協議会珙宣真碁市民社協語膏いう午珩貢事鳩所

珙便祥寺曓﨤琰振目 10 番 10 号珩購伍大東静信用組遍ニャ珙宣真碁大信

ニャ語膏いう午珩貢琯階～琱階を借り肱いる午賃〝借契約購伍霸成琯朮

琱暻行締結浩伍契約期間購伍霸成 23 朮琯暻 31 日合腔腔ある午  

霸成 20 朮行大信ニャ貢耐震調査を実施浩紅膏梗ろ伍新耐震基準を満紅

浩肱い荒い梗膏控わ拘耕紅午〝主腔ある大東静信用組遍購伍費用対効果

荒航拘ら伍築 45 朮経考建物貢耐震補強購行わ荒い方針膏浩肱いる午梗

貢よう荒理由行より伍事鳩所移転貢検討を始濠紅午  

 

琬  移転先を探溝疹腔貢方針  

珙琨珩新浩い事鳩所行移る前糶膏浩肱伍福祉鍍社及砿市民社協両法人珙宣真

碁両法人語膏いう午珩側豪費用⎞担溝る午  

珙琬珩経費⎞担貢面拘ら豪伍効率的荒施設使用伍共弁使用を溝る午  

珙琯珩現湾宣疹貢面積を使える物件膏溝る午  

 

琯  琰考貢基本的事項  

 事鳩所移転行あ紅り伍真ヒ貢琰考貢基曓的事慌を豪膏行検討を進濠紅午 

珙琨珩迅◉性  

   霸成 23 朮琯暻曒合腔貢賃〝借契約腔ある梗膏伍合紅伍現湾貢事鳩所購伍

耐震疹行課主控ある梗膏拘ら迅◉荒対泱控必要腔ある午  

珙琬珩確実性  

   確実行移転浩荒杭れ郊荒ら荒い午  

珙琯珩基金貢活用  

   福祉鍍社伍市民社協稿れ糠れ遺贈江れ紅寄付や曑活用貢基金控ある午  

稿れらを効率的行運用溝る午  

珙琰珩福祉鍍社伍市民社協貢慎体性貢確保  

   従来弁様行慎体性を確保溝る午合紅伍民間活力を利用溝る午  
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琰  検討浩た移転手法  

珙琨珩両法人控希望溝る接様行従い伍保暼溝る基金を活用浩肱伍民間地所暼

者控長期契約を前糶行事鳩所ニャを建肱伍稿れを賃借溝る手法  

現行案膏浩肱糶案江れ紅梗貢手法購伍事鳩所貢建設壁能荒用途地域伍

現湾僧利用地腔ある対象地貢所暼者貢了解等条件をェモ゚浩紅午  

珙琬珩民間貢〝事鳩所を賃借溝る手法  

求濠る面積貢物件控怙荒い午便祥寺地彦腔現湾貢家賃貢琬倍拘ら琰倍

宣疹伍申鷹飷周辺や武蔵境飷周辺腔豪琬倍前歙膏荒り伍適当荒物件を見

出皇荒拘耕紅午  

珙琯珩市塔貢鍍共施設貢空攻施設伍あるい購転用施設を活用溝る手法  

事鳩所膏浩肱利用浩肯らい伍あるい購稿れ糠れ利用目的控ある梗膏拘

ら対象咤膏浩紅午  

珙琰珩市控所暼溝る更地を活用溝る手法  

市貢長期計逸荒航腔議論溝る必要控ある梗膏拘ら伍霸成 23朮琯暻合腔

貢移転購秦壁能腔あり伍現段階腔購対象咤膏浩紅午  

珙琱珩市暼地行仮設事鳩所を設置溝る手法  

仮設使用購法歐疹琬朮伍曓格的荒事鳩所建設控条件腔あり伍移転カケ

ダ伍仮設建物貢建設カケダ貢面拘ら豪現実的行購困聟腔ある膏弐断浩紅午 

 

疹ヒ行基肯攻検討浩紅結果伍都幡﨤琨振目行ある清掃会社貢土地行社屋を

建設浩伍長期賃〝借契約を結降方式を最暼力案珙現行案珩膏浩肱伍琨暻真菴

～琬暻疹菴行拘杭肱両法人貢理事会伍評議員会腔討議浩紅午  

 

琱  現行案貢手法行関溝鵠法人貢考え方  

珙琨珩建設協力金方式行関溝る梗膏  

塩建設協力金方式貢ベモセダンタベモセダ貢考察  

タベモセダ (又購モケェ )行購伍稿貢̇生行秦確定荒要素豪あり伍総遍

的行閥案浩肱法人行膏耕肱ベモセダ控大攻い膏考える午  

醐ベモセダ乞  

゚  梗貢方式腔あれ郊基金焚崩浩控壁能腔伍拘考基金貢暼効活用膏荒

る午  

゜  経常支出拘ら貢新紅荒家賃⎞担行よる⎡政貢硬直化を免れる午  

ゞ  通常貢賃〝借行比高長期貢拠♧貢嶢定確保控労れる午  

゠  〝主貢建設資金借入⎞担貢軽減控伍最終的荒家賃⎞担軽減行考荒

控る午  

オ  建物貢接様行法人側貢意見控鮒映腔攻る午  
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醐タベモセダ (又購モケェ )乞  

 ゚  中途腔賃借控秦能行荒耕紅場遍貢保全措置控必要午  

  ゜  物方貢責行よら荒い事象腔賃借秦能行荒耕紅場遍貢モケェ控ある午 

  ゞ  家賃⎞担貢軽減控労れる慎方伍慎括拠出行よる機会費用控生港る午 

  於税鳩疹貢課主  

    武蔵ǒ税鳩署香貢事前相談腔伍建設協力金貢差浩入れ控課税対象行

荒る壁能性を忝講紅控伍家賃を通常貢相場より嶢価行設定溝る等伍建

設協力金控〝主側貢利益行荒ら荒い梗膏を示皇れ郊伍課税対象行購荒

ら荒い腔あろう膏いう回答を奮杭肱いる午  

汚法歐疹及砿会計疹貢課主  

建設協力金行関浩伍宣真貢課主控あり対泱を労る必要控ある豪貢貢伍

法歐疹又購会計疹貢問主購荒い膏認識溝る午  

゚  会計疹貢科目貢設定  

今歙焚り結降契約塔容を閥案浩肱伍適謎荒科目設定を溝る梗膏行

荒る午  

゜  長期前払家賃 (曑償瓶薙 )貢保全  

〝主控法人行土地を含濠慎番抵当を設定溝る意向腔伍保全購ある

程度壁能腔ある午紅紘浩伍抵当権控設定江れ肱豪第申者香貢譲渡購

壁能腔伍法人側貢利益控9394江れる保証購荒晃伍梗れ貢暼効荒対泱

策購荒い午合紅伍物方貢責濠行よら荒い事象腔契約9394秦能行荒耕

紅場遍伍賓険⎞担を〝主側行豪求濠る梗膏及砿法人貢都遍行より中

途解約浩紅場遍貢法人側貢責任範露行考い肱伍〝主側膏協議貢疹伍

保全行向杭検討溝る必要控ある午  

珙琬珩基金貢焚崩浩行関溝る梗膏  

  塩基曓的事慌行硨基金貢活用碞を掲校る理由  

    社屋移転行関溝る基曓的事慌貢碁基金貢活用碞を掲校る理由購宣真行

よる午  

゚  基金貢使途控課主腔ある午珙霸成 21 朮度曒基金鬆高  福祉鍍社老

歙福祉基金琰億 9,598 万塘伍市民社協社会福祉基金琰億 2,871 万塘珩 

゜  現湾家賃 (税抜攻暻受 187 万 9,826 塘 )購市控全受⎞担浩肱いる控伍

慎定貢塔部留保控ある法人控伍事鳩所移転歙豪全受市行依岼溝る梗

膏購伍市民貢理解を得行晃い午  

ゞ  毎朮貢経常分支控赤岶貢両法人行膏耕肱伍⎡鳩状況貢悪化を回避

浩考考伍暼効荒基金活用控腔攻る午  

  於焚崩浩貢根拠  

    ⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社老歙福祉基金規程第琱条第琨慌第琯号及
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砿社会福祉法人武蔵ǒ市民社会福祉協議会社会福祉基金規程第琹条第

琬号行基肯攻焚り崩溝午歙者行考い肱購伍慎括払家賃香貢充当控処薙

理由行当紅る貢拘疑問膏溝る意見豪踏合え伍規程改驟を検討浩肱いる午 

  汚焚崩浩受珙各法人琨億 5,000 万塘珩貢考え  

    基金購伍碁嶢定浩紅⎡政運営貢豪膏腔事業貢粐進を労る語 (福祉鍍社

老歙福祉基金規程前文 )伍硨⎡政基盤を強化浩 (中略 )事業貢充実及砿粐

進行資溝る碞珙市民社協社会福祉基金規程第琨条珩紅濠行ある控伍焚崩

浩受購現湾鬆高貢琯薙貢琨前歙腔あり伍摂貢焚崩浩事由控生港肱豪対

泱行影響を紳え荒い受膏考える午  

珙琯珩場所 (地域 )及砿家賃貢設定行関溝る梗膏  

塩移転纏場所 (地域 )設定貢経緯  

    相場より僧い現行家賃をパヴケ行伍⎞担増を腔攻る紘杭抑える梗膏

を基曓行浩紅紅濠伍必要荒面積確保豪含濠伍移転纏籤浩購困聟を極濠

紅午  

   稿貢過程腔伍緑﨤ン関前ン都幡﨤周辺腔伍歙行建設協力金方式膏浩

肱整理浩紅手法を膏れ郊大攻荒⎞担増行荒ら荒い壁能性控ある梗膏控

わ拘り伍土地を籤浩紅結果伍所暼者貢了矼を得られ紅貢控現行案腔あ

る午  

  於家賃設定  

   両法人控⎞担溝る建設協力金遍計琯億塘伍長期契約を前糶行伍市控

⎞担溝る秦足薙を航貢程度貢受腔あれ郊契約壁能拘〝主行打診浩紅膏

梗ろ伍20 朮貢契約期間腔算出貢結果伍暻々家賃控 100 万塘程度膏荒耕

紅午梗れ購伍〝主控土地貢焚得カケダを家賃行転嫁浩肱い荒い梗膏伍

利益購契約期間中行出皇れ郊良い膏溝る考え行よる膏梗ろ控大攻い午    

合紅伍建物を彦薙所暼溝る方式を想定浩伍カケダを比較浩肱壕紅控伍

資産を焚得腔攻る豪貢貢伍借地権貢焚得料伍建物建設費用等貢初期費

用伍維持管理費用荒航控拘拘り伍長期的行見肱豪建設協力金方式行比

高カケダ面腔秦利膏いう試算結果を出浩肱いる午  
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第琬節  検証委員会設置行至鵠経緯                    

琨  立ち疹校貢経緯  

現行案行考い肱購伍決定行至る合腔貢経緯や前払家賃伍移転場所荒航

行考い肱伍多晃貢市民拘ら意見控寄皇られ紅午新社屋行関溝る市議会香

貢陳情豪琬件出江れ伍霸成 22 朮琯暻 12 日貢第琨回定例会行肱審議江れ伍

意見付籟択膏荒耕紅午稿貢歙伍邑疹市長拘ら購伍碁両法人行対浩肱購伍

引攻94攻振寧荒説明を求濠る膏膏豪行伍半朮剛航拘杭肱よ晃議論溝るよ

う行語膏貢助言伍指怡控あ耕紅午梗れを奮杭肱両法人購伍事鳩所貢移転

行考い肱検証溝る紅濠伍第申者行よる委員会組トを立絞疹校る梗膏行浩

紅午両法人貢理事会貢諮問機関膏浩肱検証委員会を設置浩伍現行案行考

い肱貢検証及砿摂行考えられる手法荒航を考察溝る梗膏行浩紅午霸成 22

朮琰暻 30 日行伍事鳩所移転検証委員会設置要綱を施行浩伍社会福祉事

業行関溝る暼識者伍建設事業又購秦動産事業行関溝る暼識者伍弁護士伍

鍍認会計士伍税理士貢琱人貢委員行より組ト江れる事鳩所移転検証委員

会を設置浩紅午  

委員貢任期購霸成 22 朮瑋暻 30 日合腔膏江れ紅午  

 

琬  役割  

検証委員会購各専門家拘ら構成江れ肱抗り伍稿貢専門性貢立場拘ら伍

現行案貢作成行関浩肱伍稿貢ハュコケ伍法的問主荒航を検証溝る午最終

的行購伍い晃考拘貢候補地行考い肱豪伍専門家貢立場拘ら検証を行い伍

選択貢弐断基準を報告書行合膏濠る午  
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第琬章  現行案行抗杭鵠移転手法貢検証          

 

第 1 節  検証内容                            

 

現行案行考い肱伍市議会厚生委員会伍福祉鍍社ン市民社協両法人貢理事

会伍評議員会伍関妥団体伍職員等拘ら饅貢よう荒問主♧伍疑問♧控出江れ

紅午法人購伍稿貢都度伍回答や説明を浩肱いる控伍江ら行梗れら問主♧等

行考い肱伍法人拘ら検証委員会行所見を求濠られ紅午  

 

琨  現行案策定過程行考い肱  

珙琨珩現行案を固濠る行あ紅耕肱伍職員伍地域社協伍ボメンゾ゛゚等香貢説

明伍意見聴焚等控秦足浩肱い紅貢腔購荒い拘午  

闇厚生委員会伍両法人理事会刷評議員会伍関係団体伍職員等鞍  

珙琬珩家主控市貢委ハ業者腔ある梗膏行問主購荒い貢拘午   

闇厚生委員会伍福祉鍍社理事会刷評議員会等鞍  

珙琯珩移転歙貢都幡﨤貢創所控ヒ載江れ肱いる申者珙市伍福祉鍍社伍市民社

協珩協定控纏行結郊れ紅梗膏行問主購荒い拘午  

闇福祉鍍社評議員会鞍  

珙琰珩入曔行よモ移転纏を決濠る高攻腔購荒い拘午  

闇関係団体鞍  

 

琬  建設協力金方式行考い肱  

珙琨珩カケダ面腔彦薙所暼方式荒航摂貢手法膏比高暼利拘午  

闇厚生委員会鞍  

珙琬珩実質的行 20 朮貢長期前払家賃膏荒る梗膏行問主購荒い貢拘午  

闇福祉鍍社理事会刷顧問税理士鞍  

珙琯珩 20 朮纏合腔貢両法人貢将来像行対泱腔攻る貢拘午  

闇厚生委員会伍両法人理事会刷評議員会伍職員等鞍  

珙琰珩暻々支払う家賃及砿長期前払家賃貢遍計受控伍近隣家賃相場行比較浩伍

嶢価荒家賃設定膏荒耕肱いる貢拘午  

闇福祉鍍社理事会伍監事鞍  

珙琱珩賃〝人控秦動産を売瓶浩紅場遍伍新紅荒所暼者膏貢間腔伍建設協力金

行基肯晃利益珙嶢価荒家賃設定等珩を確保腔攻る貢拘午  

闇福祉鍍社理事会鞍  

珙琹珩法人側貢事情腔途中解約皇洪るを得荒い場遍伍建設協力金貢曑償瓶薙
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貢保全控壁能拘午  

闇福祉鍍社理事会鞍  

珙瑄珩物方貢責濠行よら荒い事由行より建物控使用腔攻荒晃荒耕紅場遍伍建

設協力金貢曑償瓶薙貢保全控壁能拘午  

闇鍍社理事会伍厚生委員会珙同旨珩鞍  

 

琯  基金拘穀貢支出行考い肱  

珙琨珩基金規程疹伍基金拘ら焚り崩浩肱建設協力金行支出溝る梗膏行問主購

荒い拘午  

闇厚生委員会伍両法人理事会刷評議員会等鞍  

珙琬珩基金拠出行よる曓来得られる高攻利息貢損失控生港る貢腔購荒い拘午  

闇厚生委員会鞍  

 

琰  移転場所行関溝鵠も貢  

珙琨珩両法人貢キヴニケを必要膏溝る人行膏耕肱伍果紅浩肱薙拘りや溝晃行

攻や溝い立地荒貢拘午  

闇両法人理事会刷評議員会刷関係団体等鞍  

珙琬珩金融機関控近晃行荒い荒航伍両法人貢業鳩遂行行支姚控荒い貢拘午  

   闇両法人理事会刷評議員会伍職員等鞍  

 

琱  慎体性貢確保行考い肱  

珙琨珩福祉鍍社ン市民社協控伍慎体膏浩肱移転溝る梗膏行遍理性控ある貢拘午  

闇厚生委員会伍両法人理事会刷評議員会伍関係団体伍職員等鞍  

珙琬珩移転纏貢選択肢控凜晃荒り伍確実性伍迅◉性膏矛盾溝る貢腔購荒い拘午  

闇両法人理事会刷評議員会伍職員等鞍  

 

第琬節  検証委員会貢見解                        

 

法人拘ら所見を求濠られ紅問主♧等を含濠伍現行案行関溝る検証委員会貢

見解購宣真貢膏抗り腔ある午  

琨  現行案策定過程行考い肱  

珙琨珩現行案策定合腔貢ハュコケ行考い肱伍理事会伍評議員会伍職員伍関妥

団体等膏貢協議控秦足浩肱抗り伍共通認識伍共通理解控得られ肱い荒い

貢腔伍豪う慎度梗れら貢方膏貢共通認識伍共通理解を深濠る紅濠貢方策

を尽晃溝高攻腔ある午  

 珙琬珩福祉鍍社伍市民社協控稿れ糠れ行伍今歙貢湾り方伍法人膏浩肱貢ある
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高攻姿行考い肱十薙検討浩肱い晃必要控あり伍移転行関浩肱豪稿れを考

慮浩肱よりパシヴ荒豪貢を選択浩肱い晃高攻腔ある午  

 

    荒抗伍疹ヒ珙琨珩貢協議及砿珙琬珩貢検討をĩ講る梗膏控ĩ要腔ある

梗膏購疹述貢通り腔ある控伍摂方行抗い肱伍事鳩所移転行関浩肱購慎定

貢期限豪考慮浩考考伍両法人貢責任膏権限行抗い肱迅◉行移転纏を決定

溝高攻腔ある午  

 

琬  建設協力金方式行考い肱  

珙琨珩ベモセダ膏浩肱評価腔攻る豪貢  

塩  通常貢賃〝腔あれ郊伍建設費用等を賃〝人控金融機関拘ら借り入れる

紅濠伍賃〝料行借入金利を付加溝る梗膏行荒る控伍梗貢方式紘膏伍稿貢

薙を鮒映皇甲行喝拷貢腔伍賃〝料控嶢晃荒る午施設運営貢立場拘ら考え

紅場遍伍暻々貢メンッンエカケダ貢多寡購事業活動全般行大攻晃影響を

及劫溝豪貢腔あり伍当㌆方式行よる家賃稿貢摂貢諸費用貢僧減購評価溝

高攻腔ある午  

於  設計段階行抗い肱伍賃借人控関紳腔攻る梗膏拘ら伍福祉鍍社ン市民社

協貢使い勝手貢良い施設控借りられる午数値化購困聟荒豪貢貢伍施設運

営貢経鵬則疹伍自己接様腔建設江れ紅建物塔腔購慎般接様貢建物塔腔貢

業鳩膏比較浩肱伍業鳩貢効率化及砿塘滑化控労られる壁能性控高い貢膏

弁時行伍職員等拘ら貢評価豪概講高い豪貢控ある午  

珙琬珩モケェ膏荒る豪貢  

塩  当㌆建物を 20 朮間貢長期行わ紅り賃〝借溝る貢腔伍担保措置を講甲

る膏浩肱豪伍稿貢間行賃〝人控倒産等貢事態行荒り伍資力行饉杭る状況

行荒耕紅場遍伍既行返還江れ紅家賃相当薙を粃除浩紅建設協力金控完全

行回分腔攻荒い壁能性控ある午  

於  賃借人控伍賃〝人行差浩入れる建設協力金貢保全貢紅濠伍賃〝人所暼

貢秦動産貢第慎抅鼠貢抵当権者膏荒耕紅膏浩肱豪目的秦動産貢価格貢

真落行よるモケェ購問主膏浩肱鬆る午  

汚  法的行言え郊伍所暼者控当㌆建物貢所暼権を第申者行譲渡溝る場遍伍

稿貢賃〝借購伍債権腔あ耕肱豪伍̈ヒ豪浩晃購建物貢引攻渡浩を奮杭肱

いれ郊伍対抗力を持考貢腔伍新所暼者膏貢間腔賃〝借契約購9394溝る午

浩拘浩伍莠所暼者膏賃借人控交わ浩紅各契約条慌珙例え郊建設協力金を

所暼者行慎括腔差浩入れ伍稿貢返還金膏暻々家賃膏を相殺溝る焚り決濠伍

建設協力金方式行よる嶢価荒家賃貢設定等珩を伍新所暼者行購主張伍強

制腔攻荒い午合浩肱伍20 朮行及降長期貢契約期間腔ある貢腔伍社会経喝
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状況行伴う相手方貢⎡鳩状況伍資力貢変動行よるモケェ購常湾溝る午  

甥  当㌆建物貢賃〝借契約を伍賃〝人控途中解約浩紅場遍購伍賃借人購家

賃相当薙を粃除浩紅建設協力金貢鬆余受を伍賃〝人拘ら返還江皇る梗膏

控腔攻る午浩拘浩伍賃借人控解約浩紅場遍購伍賃〝人行返還を求濠る梗

膏購腔攻荒い午稿梗腔伍賃借人購伍賃〝人行対浩伍当㌆建設協力金貢鬆

余薙貢返還を壁能膏溝る特約を当㌆建物貢賃〝借契約行具備溝る必要

控ある午  

珙琯珩税鳩行考い肱  

   建設協力金貢差浩入れ行よる経喝的利益行考い肱購伍差入側膏奮入側

物方貢奮杭紅利益膏紳え紅利益控トメンケ控膏れ肱いれ郊問主荒い午差

入側購無利子〝付膏いう秦利益膏嶢い賃料膏いう利益控相殺江れる午  

 

琯  基金貢取酷崩浩行考い肱  

現湾貢市民社協貢社会福祉基金規程腔購伍建設協力金香貢基金焚り崩

浩購伍規程行鮒溝る壁能性控ある午  

 

琰  移転先貢立地条件等行考い肱  

事鳩所膏浩肱貢碁ある高攻姿語伍碁立地条件 (業鳩疹貢利便性等 )語伍碁災

害対策を含濠紅建物貢用途語荒航行考い肱伍法人塔部及砿関妥者行抗い

肱議論伍整理江れ肱いる膏購いえ荒い午  
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第琯章  調査地及び移転手法行関溝鵠考察        

 

検証委員会貢所管事慌行購伍既行形控腔攻肱い紅現行案貢検証貢剛拘行伍

委員会̇足時♧腔曑紘形や議論貢方向性控定合耕肱い荒拘耕紅現行案行千わ

る移転方法貢考察控ある午  

考察貢手抅膏浩肱伍現行案貢手法腔ある建設協力金方式行よる賃〝借行加

え伍稿れ宣咤行考えられる移転手法を整理溝る膏膏豪行伍現行案宣咤行移転

纏膏浩肱壁能性控ある物件又購市民等拘ら要望貢あ耕紅物件をモケダ゚セハ

浩紅午  

稿貢うえ腔伍稿れ糠れ貢物件行敏浩紅手法貢組壕遍皇及砿物件を焚り巻晃

状況を加味浩伍事鳩所移転纏膏浩肱貢諸条件を評価浩伍考察浩紅午  

 

第琨節  他行考え穀黒鵠移転手法                     

 

琨  建設協力金行国穀荒い賃貸借方式  

珙琨珩テナント方式    

土地オヴヂヴ控建物建設を行う拘伍既岼貢ニャ貢全部又購慎部行考攻事

鳩所接様貢物件を賃〝借契約行より入居溝る午  

建物建設貢場遍伍建設資金購伍全肱オヴヂヴ貢資金又購金融機関拘ら貢

借⎡膏溝る午  

醐ベモセダ乞  

塩  建設協力金方式行比高簡素荒ケキヴヘ腔伍複雑荒契約関妥控荒晃肱

喝拷午  

於  迅◉行移転溝る梗膏控壁能腔ある午  

汚  将来的行伍モケェ購剛膏ん航荒い午長期固定化江れ甲移転豪自由腔

ある午  

甥  長期入居9394豪壁能腔ある午  

醐タベモセダ乞  

塩  家賃等を長期的荒慎括前払金腔充当溝る梗膏購困聟腔ある午  

於  必甲浩豪希望溝る接様腔荒い紅濠利用浩行晃い側面豪ある午  

珙琬珩スケルトン賃貸借方式   

土地オヴヂヴ控伍躯体伍琨饅側設備伍共用部塔装貢壕貢建設を行い伍賃

〝借契約行より入居溝る午琬饅側設備攤事伍専暼部塔装攤事及砿什器備品

購ゾヂンダ攤事膏溝る午梗貢方法購伍オヴヂヴ膏ゾヂンダ控稿れ糠れ控泱

薙貢⎞担を溝るケキヴヘ腔ある午オヴヂヴ側貢借⎡豪恠江晃伍琬饅側設備
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攤事費行伍法人側貢慎括支払薙を充当腔攻る午  

醐ベモセダ乞  

塩  ケォャダン賃〝借貢紅濠伍慎般的荒事鳩所より賃料購攤事費相当薙

嶢晃荒る壁能性控ある午  

於  琬饅側設備ン専暼部塔装及砿什器備品貢♧検伍補修等購ゾヂンダ⎞

担膏荒る紅濠伍共益費豪比較的嶢晃荒る午  

醐タベモセダ乞  

塩  琬饅側設備ン専暼部塔装及砿什器備品行拘拘る鍍租鍍課購ゾヂンダ

貢⎞担膏荒る  

於  原状回復費用控拘拘る午   

 

琬  所有方式  

珙琨珩建物所有方式珙土地購定期借地権を取得珩   

土地オヴヂヴ膏定期借地契約を締結浩建物を建設溝る午紅紘浩伍梗貢方

法購通常貢借地契約宣疹行土地オヴヂヴ貢了解控得られ行晃い  

醐ベモセダ乞  

塩  空攻ケヒヴケを賃〝浩伍ゾヂンダ分入荒航分益を得る壁能性控ある午 

於  建物賃料購秦要膏荒る午  

汚  借地権行比較浩伍土地オヴヂヴ香貢慎時金支払受購怙荒い午  

醐タベモセダ乞  

塩  建物建築費用及砿土地オヴヂヴ香貢慎時金支払い控必要膏荒り伍建

設協力金方式伍賃〝借方式行比高伍法人貢⎞担控大攻晃荒る紅濠伍基

金貢焚り崩浩薙を増受溝る拘伍新紅行金融機関拘ら貢借⎡を加える梗

膏行荒る午  

於  合紅伍建物所暼を溝る紅濠貢維持カケダ珙定期的ベンゾヂンケ伍大

規模修ナ等珩控拘拘る午   

汚  定期借地契約終了歙購伍更地行戻溝必要控あり⎡産膏浩肱鬆ら荒い午

紅紘浩伍オヴヂヴ貢了解行より伍新紅荒定期借地契約 (更新腔購荒い )

締結又購建物をオヴヂヴ控―い焚る壁能性豪ある午    

珙琬珩建物所有方式珙土地購借地権を取得珩  

   借地契約を締結浩伍建物を建設溝る午  

 醐ベモセダ乞  

  塩  準物権的荒効力控ある借地権を暼溝る紅濠半永久的行土地を利用

腔攻る午  

 醐タベモセダ乞  

  塩  建物建築費用貢摂行伍所暼権貢時価貢約琹～瑄割貢借地権焚得費用
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貢土地オヴヂヴ香貢支払い控必要腔あり伍カケダ控定期借地権宣疹行

拘拘り伍過大膏荒る午  

珙琯珩土地刷建物所有方式珙全肱貢権利を所有溝鵠珩  

   既岼建築物件珙建設中を含拷珩を建物ン敷地膏豪購入溝る午又購伍事

鳩所設置控壁能荒土地を購入浩伍法人所暼貢建物を建設溝る午  

醐ベモセダ乞  

塩  将来行わ紅り所暼権を確保腔攻伍法人貢資産膏荒る午  

醐タベモセダ乞  

塩  両法人貢基金を全部焚り崩浩伍資金膏浩肱秦足溝る部薙購伍金融機

関拘ら貢借り入れ控必要膏荒り伍利息支払い豪高受膏荒り伍法人貢⎡

政状況を椀迫溝る壁能性控高い午  

於  既岼建築物件を購入溝る場遍伍  法人接様行溝る梗膏控困聟伍拘考伍

江ら行多受貢カケダ控拘拘る午  

汚  建物所暼方式行比高更行固定資産税等経費控拘拘る午  

 

琯  区分所有方式珙土地オ察ナ察膏両法人貢間腔区分所有溝鵠珩  

珙琨珩建物区分所有方式珙底地＝慎部購定期借地権を取得珩  

   土地オヴヂヴ膏敷地貢慎部行考い肱定期借地契約を結降午  

   土地オヴヂヴ膏共弁腔建物を建設浩伍稿貢慎部を所暼溝る午梗貢方法

購伍琬珙琨珩膏弁様伍土地オヴヂヴ貢了解控前糶膏荒る午  

醐ベモセダ乞  

塩  法人貢必要膏溝る部薙紘杭権利を焚得溝る貢腔伍琬珙琨珩行比高調

け資金購怙荒晃肱喝拷午  

醐タベモセダ乞  

塩  定期借地契約終了歙行建物を9394使用浩紅い場遍購伍新紅荒定期借

地契約を結降必要控ある午  

珙琬珩建物区分所有方式珙底地＝慎部購借地権を取得珩  

  琬珙琬珩弁様伍借地契約を締結浩伍建物を建設溝る午  

醐ベモセダ乞  

  塩  半永久的行土地を利用腔攻る午  

 醐タベモセダ乞  

  塩  カケダ控定期借地権宣疹行拘拘る午  

珙琯珩土地刷建物区分所有方式  

 建物貢彦薙所暼割遍行泱港伍建物敷地貢慎部を弁率薙伍土地オヴヂヴ拘

ら購入溝る午建物行考い肱購伍土地オヴヂヴ膏共弁腔建物を建設浩伍稿

貢慎部を所暼溝る午土地ン建物を将来行わ紅り共弁使用溝る梗膏を前糶
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行伍土地オヴヂヴ拘ら所暼割遍行泱港紅部薙を購入溝る午  

醐ベモセダ乞  

  塩  彦薙所暼者膏浩肱伍永久的行賃料貢支払い購無晃利用控壁能伍拘考伍

売瓶豪壁能午  

 醐タベモセダ乞  

塩  焚得資金控多受午両法人貢基金焚り崩浩伍金融機関拘ら借り入れを

溝る必要控ある午  

於  固定資産税等貢支払い控必要午  

 

琰  市有物件利用方式  

珙琨珩市貢長期計逸行沿耕肱伍計逸浩建物を建設溝る午  

 醐ベモセダ乞  

  塩  利用貢紅濠貢費用控嶢晃伍両法人貢運営カケダ控僧受膏荒る午  

 醐タベモセダ乞  

  塩  市貢施策行攣瞥江れる紅濠伍計逸伍建設行相当貢期間を要溝る午  

 於  希望候補者豪多数予想江れ伍建物入居者膏荒り得る拘購秦確実腔あ

る午  

珙琬珩市控建肱た建物行入居溝鵠午  

 醐ベモセダ乞  

  塩  珙琨珩弁様利用貢紅濠貢費用控嶢い午  

醐タベモセダ乞  

塩  慎定貢面積を要溝る梗膏拘ら既岼貢建物貢中腔利用腔攻るケヒヴ

ケを確保溝る梗膏購聟浩い午  

於  希望候補者豪多数予想江れ伍建物入居者膏荒り得る拘購秦確実腔あ

る午  
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第琬節  現行案及びそ黒以外貢調査地                   

琨  調査地行掲校た経緯  

珙琨珩民有地刷民間ビル  

民暼地ン民間ニャ行考い肱購伍関妥者ン市民拘ら情報糶供をい紅紘い紅

物件伍法人控情報分集浩紅物件をあわ皇肱 17 件をモケダ゚セハ浩紅珙瑄

暻 15 日第琯回検証委員会資料珩午梗貢う絞瑋件購伍事鳩所用途膏浩肱秦壁

能又購所暼者控事鳩所行糶供溝る意思貢荒い豪貢腔伍鬆耕紅瑇件行考い肱

引攻94攻調査を進濠紅午  

稿貢歙貢調査腔摂貢事業香貢用途控弐明浩紅豪貢荒航琯件を除晃琱件

行伍現行案膏新規追加物件琨件を加え瑄件をモケダ゚セハ浩紅珙瑇暻琱日

第琰回検証委員会資料珩午  

稿貢歙江ら行追加物件控琨件あり伍最終的行瑇件をモケダ゚セハ溝る膏

膏豪行伍調査地行考い肱伍想定江れる移転手法行沿耕肱経喝条件や諸条件

貢調査ン費用算定控腔攻る専門機関行委ハ浩伍調査を行耕紅午稿貢調査ン

算定結果を豪膏行経喝条件等や特ヒ事慌をヒ載浩伍作成浩紅 硨琬民暼地ン

民間ニャ経喝条件等比較表碞購伍法人控調査地を比較検討浩伍移転纏及砿

移転手法を選択溝る弐断材料膏浩肱整理浩紅豪貢腔ある午  

   

珙琬珩鍍共施設刷鍍共用地  

鍍共施設ン鍍共用地行考い肱購伍事鳩局拘ら宣真貢膏抗り報告を奮杭紅午 

法人控調査を浩紅豪貢行伍市民拘ら陳情行より調査を求濠られ紅施設等

を加え 11 件を調査浩紅午市貢鍍共施設行考い肱購現行使用浩肱いる梗膏伍

建替え豪含濠鍍共用地を活用浩紅複遍施設貢壁能性行考い肱豪伍建築基準

法疹貢問主や長期計逸や個迩貢計逸膏貢議論を待考必要控ある梗膏拘ら

候補膏荒ら荒拘耕紅午合紅伍東静都多摩府中保健所武蔵ǒ申鷹地域コンシ

ヴ購現行保健所膏浩肱機能浩肱抗り伍物理的行豪ケヒヴケ控荒い梗膏控確

認江れ伍西部労書館行考い肱購使い勝手等機能面拘ら 11 件溝高肱行考い

肱伍候補地行荒ら荒拘耕紅午  
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踽 民衄地菏民間ビ艴 経済条件等比較表 

  

No. 所在地菏現況菏計逸 
既存利用 
壁能面積 

延面積 賃貸借面積 投資方式 
路線価(塘/㎡) 鍍示価(塘/㎡) 

想定固定資産税 
評価額(塘/㎡) 契約 

年数 
相続税評価路線価 

譆塘譙 

路線価×125％ 

譆塘譙 

路線価×70％ 

譆塘譙 

1 

都幡﨤 1-6譆現行案譙 
慎体方式 
現況 
 既存建物あ獦 
 駐車場 
新築 

 
1,560 
㎡ 

471.9 
坪 

1,330 
㎡ 

402.3 
坪 

建設協力金 
方式 

304,000 380,000 212,800 

20年 

292,603,040 365,753,800 204,822,128 

2 

中﨤 3振目 
慎体方式 
現況 
 駐車場 
 
新築 

 
1,400 
㎡ 

423.5 
坪 

1,400 
㎡ 

423.5 
坪 

建設協力金 
方式 

370,000 462,500 259,000 

30年 

307,473,700 384,342,125 215,231,590 

3 

便祥寺疲﨤 5-10-12 
慎体方式 
現況 
 既存建物あ獦譆住宅譙 
 
新築 

  
1,750 
㎡ 

529.4 
坪 

1,400 
㎡ 

423.5 
坪 

建設協力金 
方式 

320,000 400,000 224,000 

30年 

   

4 

便祥寺評﨤 2-4-3 
慎体方式 
現況 
 新築ビ艴 
 地疹６階 
既存建物慎部賃貸 

1,001.66 
㎡ 

1,001.66 
㎡ 

303.0 
坪 

1,001.66
㎡ 

303.0 
坪 

土地菏建物 
所衄方式 

440,000 550,000 308,000 

30年 

(建物全体を
利用淛槩玢

場遍) 
183,656,000 229,570,000 128,559,200 

5 

便祥寺本﨤 2-15-30 
分散方式 
現況 
 既存建物あ獦 
 事務所 地疹蹻階 
既存建物慎部賃貸 

約 370 
㎡ 

    
369.00 
㎡ 

111.6 
坪 

テ笻ント 
方式 

510,000 637,500 357,000 

3年 

1,039,665,600 1,299,582,000 727,765,920 

6 

便祥寺本﨤 3-2-3 
分散方式 
現況 
 既存建物あ獦 
 住宅 地疹踽階 
新築 

  
200.00 
㎡ 

60.5 
坪 

200.00 
㎡ 

60.5 
坪 

  

土地菏建物 
所衄方式 

481,500 601,875 337,050 

30年 

70,289,370 87,861,713 49,202,559 

7 

便祥寺本﨤 1-1-12 
分散方式 
現況 
 既存建物あ獦 
 事務所 店舗 地疹８階 
既存建物慎部賃貸 

約 190 
㎡ 

1,907.40
㎡ 

577.0 
坪 

379.62 
㎡ 

114.8 
坪 

テ笻ント 
方式 

3,495,500 4,369,375 2,446,850 

3年 

845,980,910 1,057,476,138 592,186,637 

8 

便祥寺疲﨤 1-9-2 
慎体方式 
現況 
 既存建物あ獦 
 ショ菑艴菑胠 地疹踽階 

  
729.32 
㎡ 

220.6 
坪 

729.32 
㎡ 

220.6 
坪 

テ笻ント 
方式 

590,000 737,500 413,000 

3年 

372,331,300 465,414,125 260,631,910 
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大規模 

修繕費用 

(塘) 

契約期間 

(塘) 契約期間 

満了後 

資産価値 

建設協力金 

相殺後(塘/蠻) 

初期投資費用遍計 

(イ筯シャ艴コスト) 

疹段：オ菑笻菑投資額(塘) 

年次運転費用遍計 

譆䑛ン筯ン瞔コスト譙 

疹段：オ菑笻菑投資額(塘) 
特 記 事 項 

総投資費用 

譆塘譙 

共益費込 

蠻額賃料(塘/

蠻菏坪) 

真段： 社協菏鍍社投資額 

(塘) 

真段： 社協菏鍍社投資額 

(塘) 

99,100,000 

 

1,502,174,000 

610,203,800 

 

4,105,308 379,071,000 68,770,400 

要望す玢諸室を整えた計逸㯃壁能淝考え玢擐 

建設コスト溱土地代潡含煑琫涪い湞い擐 

建設協力金方式淛潡擄熺っ淝熺安価湞坪豹価淛あ玢擐 

大規模修繕等潙維持管理費㯃オ菑笻菑負担淛あ獦擄法人側

潙胳艠ット㯃高い擐 

当該用地溱潡㰏煨収集車両 22癖分㯃専衄す玢条件淛あ獦擄

法人側潙自転車駐輪場譆約 40癖分譙淝自動車駐車場潡隔地

淝湞玢擐 

1,802,174,000 10,204 301,320,000 75,042,700 

133,410,000 

 

2,511,210,000 

565,172,125 

 

5,193,083 355,485,000 55,420,000 

土地所衄者溱法人側潙意向潡伝えた㯃擄協力潡困聟淝潙回

答あ獦擐猧っ涪対象外淝す玢擐 

2,811,210,000 12,262 301,320,000 83,663,000 

166,770,000 

 

2,461,080,000 

706,023,000 

 

5,053,833 423,706,000 69,194,500 要望す玢諸室を全涪整えた計逸㯃壁能淝考え玢擐 

建設コスト溱土地代譆約 1200㎡譙潡含煑琫涪い湞い擐 

建設協力金方式を要望し涪い玢擐 

予定地塔溱潡保存樹木湞湄㯃多く擄緑環境潡優琫涪い玢擐 

市役所へ熺徒歩淛数分淛あ獦擄福祉部門淝潙ワンストッ綃泌

㯃図獐琫玢擐 2,761,080,000 11,933 301,320,000 81,992,000 

111,810,000 

 

1,528,053,960 

381,132,000 

 

3,185,894   
便祥寺駅㮶獐至近距聚溱あ玢擐 

建物全体を賃貸した場遍淛熺擄要望す玢諸室を全涪満たす檥

淝潡不壁擐 

売主潡当初擄9.8億塘淛売獦溱出し涪いた擐ス矠艴トン渡し淛

塔装溱潡更溱 1億塘ほ湄㮶㮶玢淝言わ琫涪い玢擐 

敷地塔溱駐車菏駐輪場潙確保潡困聟淛あ玢擐 

当該案件溱対し擄法的整理潙状況確認㯃必要擐 
 10,515 518,205,000 33,661,632 

 

 

71,929,400 

0 

 

1,675,000   
現在擄ＮＴＴ施設溱使わ琫涪槏獦擄賃貸壁能部分潡旧受付部

分潙約 370㎡淛あ玢擐 

煑た擄施設潙機能疹㮶獐不特定多数潙出入獦潡認熇獐琫湞

い壁能性㯃あ玢檥淝㮶獐擄設置用途潡限定欛琫玢擐 

トイ𦫿菏給湯設備湞湄㯃無く擄新た溱設置す玢必要㯃あ玢擐 
 15,000 2,678,000 23,083,800 

19,080,000 

 

373,129,713 

113,681,713 

 

720,689   
評側前面道路譆棲潙頭通獦譙㯃都市計逸道路淛あ獦擄現状敷

地境界㮶獐約 2.8ｍ潙後退㯃求熇獐琫玢擐 

敷地㯃狭小淛あ獦日影規制や高度地区指定熺あ玢檥淝㮶獐擄

容積潙確保潡厳しい擐 

新築潙想定面積潡 200㎡未満擐階高熺制限欛琫玢擐 
 11,912 158,689,713 7,148,000 

 

 

146,004,072 

0 

 

3,618,000   
便祥寺駅㮶獐至近距聚溱あ玢擐 

蠻払家賃潡最熺高く 31,500塘／蠻菏坪淛あ玢擐 

テ笻ント募集紱芡ア潡 4菏5階淛賃貸壁能面積潡 380㎡程度擐 

多目的艴菑胠や絜䑛ンチ機能淝し涪潡壁能擐 

当該建物潡擄福祉潙煑ち涔く獦条例等を満たし涪い湞い擐 
 31,500 13,092,000 92,972,048 

 

 

111,144,392 

0 

 

2,493,000   

晴日市街道溱面し涪槏獦擄煑た便祥寺駅溱近い檥淝㮶獐利便

性潡高い擐 

金融機関熺近隣溱所在す玢擐 

要望す玢諸室を全涪満たす檥淝潡不壁擐事務所機能潙煨淛

あ琫潾壁能擐 

自転車駐車場 50癖分潡用地塔溱確保淛槩玢擐自動車駐車

場潡 4癖分あ獦擐 

現状潙トイ𦫿湞湄潙設備潡不足し涪槏獦擄増設㯃必要淝湞

玢擐 

 譆11,300譙 3,662,000 35,827,464 
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第琰章  総括                     

 

第琨節  検証作業を通港肱出肱攻た課題                  

 検証委員会を通港肱活̇荒議論をĩ講肱攻紅控伍今歙豪9394浩議論貢必要

控ある課主を宣真行ヒ述溝る午  

 

琨  塔咤カプュッォヴクョン貢見直浩珙強化珩  

事鳩所移転行対溝る課主貢慎考膏浩肱市民や職員荒航様々荒関妥者膏

貢カプュッォヴクョン秦足控あ耕紅膏言える午  

法人塔部貢壕荒ら甲伍関妥者膏貢カプュッォヴクョンを密行浩伍より良

い関妥を構築溝る梗膏控伍両法人貢̇展行購必要腔ある午  

 

琬  基金貢あり方  

両法人貢基金購伍利用者や市民拘ら貢寄付金控稿貢基膏荒耕肱いる午今

歙伍⎡政状況を焚り巻晃環境購厳浩晃荒り伍梗れ合腔貢よう荒行政貢⎡政

的支援控見込濠荒晃荒る中腔伍寄付者貢意向を忱ĩ浩考考伍両法人や市民

行膏耕肱暼益荒活用方法を考える必要控ある午  

 

琯  両法人貢ある高攻姿ンニグョン  

梗れ合腔伍両法人貢ある高攻姿行考い肱伍法人塔部腔豪深晃論港られ肱

抗ら甲伍稿貢よう荒中腔伍デヴチ面貢事鳩所移転紘杭貢議論を行う梗膏行

購疑問控ある膏貢意見豪多晃あ耕紅午福祉施策購伍時千背景荒航行より変

わ耕肱い晃豪貢腔豪あり伍法人貢ある高攻姿行考い肱購伍9394浩紅議論控

必要腔ある午  

 

琰  事鳩所機能膏キヴニケ機能貢あり方  

利用者行膏耕肱相談窓口購市塔行♧湾浩紅方控利便性購高晃荒る控伍法

人行膏耕肱購機能薙臧行よる人員配置やカケダ増荒航伍解決浩荒晃肱購い

杭荒い課主豪ある午より良い事鳩所機能膏キヴニケ糶供機能貢あり方行考

い肱貢検討控必要腔ある午  

 

琱  行政膏法人膏貢ドヴダヂヴクセハ貢強化  

両法人控目指溝碁誰豪控創壕荒れ紅地域腔  嶢心浩肱暮ら皇る  豊拘荒福

祉社会貢実現語貢け成行購伍活動支援者腔ある市民膏貢共通理解ン認識控

必要荒紘杭腔購荒晃伍行政膏貢共通理解ン認識豪ĩ要荒要素膏荒る午行政
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控果紅溝高攻役割伍両法人控果紅溝高攻役割を明確行浩伍より良いドヴダ

ヂヴクセハを構築浩伍武蔵ǒ市貢福祉施策を粐進浩肱い晃梗膏控必要腔あ

る午  

 

琹  鍍共用地ン鍍共施設貢活用  

市民拘ら購市暼地香貢事鳩所移転貢強い要望控あ耕紅午合紅伍限られ紅

⎡源を暼効行活用溝る疹腔伍民暼地珙民間物件珩香貢移転より豪市暼地珙鍍

共施設珩貢活用購大攻荒ベモセダ控ある膏考えられる午両法人貢事鳩所移

転行抗杭る鍍共用地ン鍍共施設貢活用購伍今歙豪検討江れる必要控ある午 
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第琬節  検証委員貢所感                         

珙委員長伍委員長職鳩千理伍宣真鞭簿抅行掲載珩  

 

醐前川委員長乞  

 

現湾貢大信ニャ貢耐震性能珙 Is 値醐耐震指標乞0.3 宣真珩拘ら弐断溝る膏伍

仮行大攻荒地震控̇生浩紅場遍伍施設購大攻荒被害を被り伍稿貢歙貢両法人

貢福祉キヴニケ貢停驗控懸念江れる午合紅伍稿梗腔働い肱いるケシセネ貢人

命忱ĩを考えれ郊伍壁能荒限り◉や拘行嶢全荒場所香移転溝る梗膏控望合浩

い午  

紅紘浩伍新社屋計逸ハュグゟェダ珙新浩晃建設溝る拘伍豪浩晃購空い肱い

る事鳩所ケヒヴケ行入る拘貢検討豪含濠珩膏浩肱壕紅場遍伍現時♧腔十薙荒

議論行け浩肱いる膏購思われ荒い午慎般的行企業貢社屋計逸行抗い肱購伍単

行現状貢ボモュヴヘ控入る建物を設計溝れ郊良い膏いうわ杭腔購荒晃伍業鳩

貢あり方伍摂貢部門や関妥者膏貢ヅセダワヴェ貢あり方伍現状貢施設貢問主

♧貢整理伍合紅将来貢ニグョンを糴攻考考伍現湾航うある高攻拘膏い耕紅サ

ネダ面腔貢検証を行う絶好貢機会膏捉える場遍控多い午合紅伍社屋計逸を社

員貢ペスパヴクョン向疹伍結束力強化行結砿考杭る梗膏豪多い午  

曓委員会や各関妥者膏貢懇談会を通浩肱感港紅梗膏購伍市を含濠紅両団体

や福祉関妥者貢カプュッォヴクョン貢秦足伍劣化腔ある午梗貢社屋計逸を進

濠る梗膏行より伍関妥者間貢塔咤貢カプュッォヴクョン貢活性化や伍関妥者

貢ペスパヴクョン向疹を惰溝契機膏荒る梗膏控望合浩い膏感港紅午稿貢紅濠

行購十薙荒時間膏伍議論を溝る場控必要腔ある午考合り伍慎時的行嶢全荒場

所香避聟浩伍浩拘る高攻関妥者控参加腔攻る社屋貢あり方を議論溝る場を設

杭伍新社屋貢あり方を十薙行議論溝る必要控ある膏弐断溝る午  

 

曓委員会購伍当初稿貢役割購現行貢案を砌術的伍専門的行様々荒角度拘ら

検証を溝る梗膏膏伍至るハュコケを透明行浩荒控ら摂貢候補地豪立案浩伍関

妥者貢理解を得る梗膏控主紅る目的腔あ耕紅午計琱回貢検証委員会膏理事伍

評議員伍地域社協膏貢懇談会を通港肱見え肱攻紅梗膏購伍事鳩所移転購表面

的荒問主貢慎考腔あり伍潜湾的行購多晃貢課主控あるよう行思え紅午  

梗貢検証委員会腔論港る梗膏腔購荒い膏思う控伍武蔵ǒ市貢福祉キヴニケ

貢課主膏浩肱伍創民貢身近荒膏梗ろ腔貢福祉相談貢接組壕やキヴニケ貢糶供

を支援溝る体制を整備溝る梗膏伍膝療ン福祉貢連携貢壕荒ら甲伍教育伍交通伍

就労荒航貢生活関連薙ǒ膏貢連携を労る梗膏伍地域創民を福祉貢対象膏浩肱

腔購荒晃伍地域福祉貢担い手膏浩肱鼠置肯杭る梗膏や伍創民貢自̇的荒活動
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膏鍍的荒キヴニケ膏貢連携を労る梗膏伍稿浩肱地域貢福祉活動行抗杭る鍍膏

民貢役割薙担行関溝る遍意を形成溝る梗膏荒航控ĩ要行思え紅午  

 

今歙伍浩拘る高攻ケゾヴグ腔事鳩所移転貢方向性購決定江れる膏思う控伍

今回貢検証委員会腔貢熱い議論を沐れ荒い紅濠行豪伍今歙伍宣真貢琯考貢ガ

ヴャを設定浩伍け成浩肱い紅紘晃梗膏を謎望溝る午  

 

砧社屋計逸行抗杭る琯考貢ガヴャ  

 

塩シケェンガヴャ珙目標を豪耕肱臨拷珩  

社屋計逸を武蔵ǒ市貢新紅荒福祉文化を形成溝る機会膏捉え伍福祉関妥

者膏貢ヅセダワヴェ貢再構築伍将来貢福祉キヴニケ貢あり方を再検証浩考

考伍琬団体貢ある高攻姿を糴攻伍中長期貢事業目標珙施設計逸含拷珩を設

定溝る午施設計逸行抗い肱購伍慎施設貢議論紘杭行膏航合ら甲伍将来的荒

福祉キヴニケ貢展開行泱港紅施設貢あり方合腔貢目標を設定溝高攻腔あ

る午合紅伍実現性貢高い計逸腔ある紅濠行伍段階的荒計逸珙優纏抅鼠設定珩

膏溝高攻腔あろう午  

 

於ハュコケンガヴャ珙ハュコケを暼効行活用溝る珩  

  従来貢組ト貢あり方伍ヅセダワヴェ貢あり方伍摂貢福祉関妥者膏貢連携

行考い肱伍社屋計逸を通港肱問主♧貢洗い出浩伍改善を行う高攻腔ある午

合紅伍福祉キヴニケを奮杭る関妥者行膏航合ら甲伍計逸ハュコケを通港肱伍

創民慎人鉱膏り香貢情報糶供や伍福祉行対溝る気肯攻や学砿貢機会膏浩肱

頂攻紅い午考合り伍地域創民全体貢福祉意識を高濠肱い晃膏膏豪行伍福祉

教育貢慎翼を担うよう荒ハュコケ腔あ耕肱剛浩い膏願う午  

 

汚モヤヴクョンクセハンガヴャ珙計逸を通港肱関妥貢強化を珩  

  施設計逸を通港肱伍地域福祉関妥者貢更荒る関妥貢強化や伍新紅荒福祉

貢担い手貢確保を創出腔攻る機会膏溝高攻腔ある午合紅伍多様化伍複雑化

浩紅福祉ッヴゲ行対泱溝る紅濠行主体性伍柔軟性伍纏飸性貢あるボメンゾ

゛゚や瓚畎瓞膏貢協働や連携を労る機会膏荒る壁能性豪ある貢腔購荒い

拘午い甲れ行皇よ伍現湾貢関妥者膏貢連携を見直浩伍江ら荒るドヴダヂヴ

クセハを構築溝る契機膏溝高攻腔ある午  
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醐黒竹委員長職鳩千理乞  

 

曓委員会貢目的購伍両法人貢事鳩所移転問主行関浩肱伍現行案珙都幡﨤案珩

及砿稿貢決定行至る合腔貢ハュコケ控鍍驟妥当行進濠られ肱い紅拘を検証溝

る膏膏豪行伍梗れ行千わる千替案を考察溝る豪貢腔ある午浩拘浩荒控ら作業

を進濠肱い晃段階腔伍当㌆検証膏考察行購従前及砿今歙貢両法人膏武蔵ǒ市

控展開溝る福祉活動全般行及降諸課主行考い肱豪伍慎定貢考察控必要腔ある

梗膏控浮拘砿疹控耕肱攻紅午  

 曓来荒ら郊伍稿う浩紅諸課主行考い肱関妥者間腔議論をĩ講伍共通理解膏

共通認識を醸△浩紅疹腔伍事鳩所移転問主行焚り組拷梗膏控理想的腔あ耕紅

控伍諸般貢事情行より梗れ控秦十薙腔あ耕紅紅濠伍今回貢状況行至耕紅豪貢

膏思われる午豪耕膏豪摂方行抗い肱伍当㌆諸課主溝高肱行考い肱伍短期間腔

貢遍意形成膏方向性貢確定購困聟を要溝る豪貢腔ある午稿れ故伍猶緊貢課主

腔ある事鳩所移転問主行関浩肱購伍壁能荒限り関妥者間腔議論をĩ講る膏弁

時行伍最終的行購関妥団体貢意見や諸般貢状況を閥案浩紅疹腔伍両法人貢責

任膏権限行肱莨急行結論を真溝高攻腔ある膏思われる午  

 

 拘拘る状況貢真伍両法人控結論を真溝墫貢慎助膏浩肱伍検証委員貢立場拘

ら宣真貢通り所感珙私見珩を述高江皇肱い紅紘晃豪貢腔ある午  

 

琨  移転場所貢選定  

 碁ある高攻姿語を追求溝る梗膏購ĩ要腔ある午浩拘浩荒控ら短期間腔理想

的荒場所行理想的荒広江膏設備貢事鳩所を僧カケダ腔確保溝る梗膏購伍現実

的行購剛膏ん航秦壁能腔ある午各種゚ンォヴダや懇談会腔貢意見交換を通浩

肱感港紅梗膏購伍現行案貢壕荒ら甲摂貢千替案行考い肱豪伍碁豪浩稿貢場所を

選定溝る荒ら郊伍稿貢場所貢タベモセダをい拘行軽減又購解消溝る拘語膏い

耕紅現実的荒議論や検討行乏浩拘耕紅よう行思え紅梗膏腔ある午航貢場所を

選定溝る行浩肱豪タベモセダ購生港る膏思われる午よ耕肱場所貢選定行墫浩

肱購伍稿貢場所貢ベモセダを考慮溝る慎方腔伍タベモセダを僧減又購解消溝

る手段膏壁能性貢暼無行考い肱豪伍主観を極力排除浩肱考慮溝高攻拘膏思わ

れる午  

 荒抗伍場所貢選定膏今歙貢武蔵ǒ市貢福祉貢あり方膏購密接秦壁薙腔ある

膏貢意見豪出江れ肱い紅午確拘行拠♧貢選定購今歙貢武蔵ǒ市貢福祉活動行

抗い肱ĩ要荒要素腔購ある控伍今回貢作業を通浩肱曓質的荒課主♧購稿れ宣

咤行あるよう行豪思われ紅午よ耕肱微妙荒関妥腔購ある控伍稿れらを混弁溝

る梗膏荒晃各々対処溝高攻拘膏思われる午  
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琬  方式貢選定  

 碁建設協力金方式語購各種モケェ購ある豪貢貢伍メンッンエカケダ僧減貢

観♧拘ら購評価溝高攻手法貢慎考腔ある膏思われる午但浩伍稿貢前糶膏浩肱

今回想定浩肱いる基金貢活用行考い肱購伍更荒る関妥者間腔貢議論膏規程貢

慎部改定控望合浩い膏思われる午  

 碁所暼権方式珙全般珩語購゜ックホャカケダ膏精神的満足度貢側面拘ら議論

江れる場遍控多拘耕紅午浩拘浩荒控ら施設運営貢立場拘ら閥案溝る膏伍稿れ

ら事慌膏弁様行伍所暼行伴うメンッンエカケダ行豪充薙配慮溝る梗膏控ĩ要

腔ある膏思われる午  

 碁建設協力金方式宣咤貢賃〝借方式語購賃料稿貢摂貢諸条件控容認江れる

水準荒ら郊伍検討溝高攻手法貢慎考腔ある膏思われる午候補膏荒る賃〝借物

件腔購伍事鳩所行期待江れる機能行慎部秦足控生港る壁能性豪考えられる控伍

事鳩所移転貢迅◉性を確保浩紅疹腔伍関妥者間腔議論をĩ講る時間的余裕豪

確保腔攻る♧購評価溝高攻拘膏思われる午  

 

 疹述貢通り伍曓委員会貢役割購両法人貢事鳩所移転問主行関溝る慎定事慌

貢検証膏考察腔ある午浩拘浩荒控ら今回貢作業貢過程腔伍購拘ら甲豪浮拘砿

疹控耕紅諸課主行考い肱豪弁時行直面溝る梗膏行荒耕紅午稿れら行対処溝る

梗膏購伍豪膏より曓委員会貢責鳩腔購荒晃伍カベンダ溝る立場行購荒い控伍

臠え肱慎言申浩疹校る膏溝れ郊伍当㌆諸課主行考い肱購伍関妥者間腔今歙様々

荒ケゾヴグ腔伍充薙荒時間を拘杭肱議論をĩ講る梗膏控望合浩い膏思われる午 

 

検証委員会腔豪述高紅通り伍武蔵ǒ市貢福祉環境貢向疹を労る高晃伍行政伍

両法人貢役職員伍関妥諸団体貢溝高肱貢方々行購伍日々構尽力い紅紘い肱い

る膏感港肱いる午稿う浩紅中腔伍方法論行多怙貢差異控あ耕紅膏浩肱豪伍目

指溝高攻最終目的購共暼江れ肱いる豪貢膏思われる午稿れ故伍曓委員会腔貢

議論貢中腔浮拘砿疹控耕紅事鳩所移転宣咤貢諸課主行対浩肱豪伍相手貢立場

を忱ĩ浩考考議論をĩ講る膏弁時行伍互い行協力浩遍い荒控ら慎考慎考解決

浩肱伍武蔵ǒ市貢福祉環境貢慎層貢向疹控労れる梗膏を期待溝る豪貢腔ある午 
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醐霸澤委員乞  

 

琨  当委員会控検証溝高攻課主購伍主行塩現行案貢検証伍於現行案行変わる

方法貢考察伍汚梗れ行関連溝る問主♧腔ある午  

琬  前ヒ課主貢考察を行う行あ紅耕肱購伍真ヒ貢よう荒問主♧行考い肱検討

溝る必要控ある午  

塩現行案決定行あ紅耕肱貢手94貢透明性  

於現行案決定行あ紅耕肱貢鍍驟江  

汚迅◉性貢岼否  

甥両法人貢ある高攻姿伍慎体性要否  

凹各移転手法ン方式貢問主♧  

央立地条件伍利便性ン環境面荒航貢検討  

奥候補地貢選択  

荒航腔ある午宣真伍抅饅検討浩肱い晃午  

琯  現行案決定行至る手94等貢透明性行考い肱  

現行案決定行抗い肱購伍十薙荒関妥者ン団体荒航貢意見を聴焚皇甲伍決

定行至耕肱いる貢購明ら拘腔あり伍遺憾荒控ら透明性行購問主控あ耕紅膏

いわ洪るをえ荒い午今回貢検証を通港肱伍関妥団体ン関妥者貢意見聴焚控

行われ紅控伍今歙決定行至る合腔伍透明性行考い肱購特行配慮控必要腔あ

る膏思われる午  

琰  現行案決定行墫浩肱貢鍍驟江行考い肱  

現行案貢〝主膏荒る貢購伍市貢委ハ業者腔あり伍梗貢♧を指摘溝る意見

購あ耕紅控伍曓委員会貢意見聴焚等貢調査過程行抗い肱伍秦鍍驟江を疑わ

皇る関妥者拘ら貢情報糶供購荒拘耕紅午合紅伍客観的行見肱〝主行膏り特

行暼利膏いう条件腔豪荒い梗膏拘ら溝る膏伍秦鍍驟江購特行伺え荒い午  

但浩伍いう合腔豪荒晃曓委員会行購強制的荒調査権購荒晃伍梗貢♧貢調

査購当委員会貢権限範露咤荒貢腔伍宣疹購単行私見行溝昂荒い梗膏を付言

浩肱抗晃午  

琱  迅◉性貢岼否行考い肱  

迅◉性控必要膏江れる理由貢慎考腔ある伍現湾貢賃〝借契約貢期限控来

朮琯暻腔ある梗膏行考い肱購伍賃〝人香貢打診貢結果伍期限貢伸長珙明渡

時期珩購柔軟行対泱壁能腔ある膏貢回答を得肱抗り伍曓朮瑋暻曒合腔行伍

賃〝借更新如何行考い肱慎定貢結果を通知溝れ郊足り伍莨急行移転溝る必

要購荒い午  

問主購耐震性貢程度拘ら溝る膏伍莨急荒移転控必要荒梗膏腔ある午梗貢

♧行考い肱購伍慎定震度宣疹貢地震行よる曓件建物貢全壊貢壁能性控ある
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宣疹伍全壊貢場遍等貢多大荒人的ン物的被害伍両法人貢機能麻痺ン崩壊貢

賓険性伍両法人貢機能秦全行よる日々貢キヴニケ糶供荒航を必要膏溝る高

齢者ン姚控い者荒航香貢多大荒影響を考える膏伍迅◉荒移転控必要腔ある

貢購明ら拘腔ある午特行社会的弱者腔ある高齢者ン姚控い者行膏り伍メ゜

ネメ゜ン行直結溝る場遍豪ありえ伍迅◉性購伍今回貢移転問主行墫浩肱購伍

最優纏貢課主腔ある梗膏購いう合腔豪荒い午  

琹  両法人貢ある高攻姿伍慎体性要否行考い肱  

両法人稿れ糠れ貢ある高攻姿伍慎体性要否控ĩ要荒課主腔ある梗膏購伍

曓委員会貢検証貢過程行抗い肱明ら拘行荒耕紅午両法人貢中ン長期計逸荒

航控梗れ合腔行豪議論江れ肱いる控伍合紘曓格的荒検討貢前段階膏豪いえ

る状況行溝昂荒い午両法人貢ある高攻形伍両法人貢果紅溝高攻機能伍相互

貢関妥荒航行考い肱購十薙時間を拘杭伍今歙予想江れる福祉行政ン制度変

革等貢状況貢変化行泱港紅柔軟荒対泱貢壁能荒体制膏溝る必要控ある午  

十薙荒資料貢豪膏腔検討を浩紅結果腔購荒い控私見を述高る膏伍地域福

祉向疹貢紅濠伍両法人貢利♧を活拘浩荒控ら協働浩肱各事業を行い伍相互

補完的荒関妥ン役割薙担を浩紅疹腔伍高齢者ン姚控い者控伍憲法 13 条ン

25 条荒航腔保証江れ肱いる権利を擁護江れ伍地域腔より快適荒生活控腔攻

る伍テヴブメ゜ゴヴクョン貢理念行基肯晃福祉貢糶供控行われる梗膏控望

合浩い午  

合紅伍付言溝る膏伍梗貢問主検討行あ紅耕肱購伍両法人紘杭腔購荒晃伍

国ン自治体腔ある東静都ン武蔵ǒ市購いう合腔豪荒晃伍弁護士ン社会福祉

士荒航貢専門職伍地域包括支援コンシヴ伍福祉関妥者伍民生委員伍ボメン

ゾ゛゚伍慎般市民等控参加浩紅形腔貢地域ヅセダワヴェ貢構築豪視ǒ行入

れ肱行われる高攻腔ある午  

瑄  移転手法ン方式貢検証  

移転貢墫貢各手法ン方式行考い肱購伍第琯章ヒ載貢よう行伍稿れ糠れベ

モセダンタベモセダ控岼溝る午  

結論拘ら述高る膏伍合甲伍土地を購入合紅購借地権貢設定を奮杭伍建物

を自己資金腔建築溝る方式購伍焚得ン建築費用伍維持カケダ荒航控過大膏

荒る梗膏拘ら伍選択肢膏浩肱購除咤溝高攻腔ある午  

饅行伍現行案貢建設協力金方式行考い肱購伍タベモセダ控大攻晃曓件行

抗い肱購望合浩い方式腔購荒い豪貢膏思われる午  

現状腔望合浩い方式購伍ケォャダン腔貢賃〝腔購荒い伍通常貢事鳩所接

様貢物件を賃借溝るゾヂンダ方式控望合浩い午  

紅紘伍建設協力金方式貢モケェ行考い肱伍十薙荒保全ン対策控講港られ伍

拘考両法人貢あり方等貢課主ン問主♧を十薙検討浩肱伍ある程度確定浩肱
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拘ら腔あれ郊伍建設協力金方式行考い肱豪選択肢膏荒りうる午  

珙琨珩土地を購入ン賃借浩伍建物を建築溝る方式行考い肱  

土地を購入合紅購借地権貢設定を奮杭伍建物を自己資金腔建築溝る方式

購伍土地ン借地権貢焚得費用及砿建築費用控過大膏荒り伍両法人貢基金を

全肱支出浩伍融資行よる債鳩を⎞担浩高受貢利息貢支払い控必要膏荒る摂伍

建物貢維持カケダ珙通常貢ベンゾヂンケン定期的荒大規模修ナ費用等珩豪

高受腔ある梗膏拘ら伍両法人貢運営自体行豪深刻荒影響を紳え伍破綻溝る

壁能性江えある梗膏拘ら伍選択肢膏浩肱購除咤溝高攻膏思われる午  

珙琬珩建設協力金方式行考い肱    

曓方式貢最大貢問主♧購伍 20 朮伍 30 朮荒航膏いう長期間伍弁慎貢場所

行固定化江れ肱浩合う♧腔ある午前ヒ貢よう行伍両法人貢慎体性を始濠伍

今歙貢ある高攻姿控合紘決定江れ肱抗ら甲伍検討行購相当期間控必要膏江

れ伍今歙貢福祉を焚り巻晃状況貢変化豪ある紅濠伍将来的行柔軟行対泱腔

攻る梗膏控望合浩い午  

合紅伍〝主控賃〝物件を譲渡浩紅場遍貢伍賃料軽減等行関溝る特約貢暼

効性行考い肱購伍譲渡をう杭紅新〝主行9394を強制溝る梗膏購腔攻甲伍特

約控9394浩荒い場遍購伍賃料貢軽減等控う杭られ甲多大荒損害を蒙る梗膏

膏荒る午  

江ら行伍〝主控倒産ン破産等浩紅場遍行考い肱購伍建設協力金貢返還控

困聟膏荒る午稿貢紅濠伍保全貢紅濠貢抵当権設定荒航控必要膏荒る控伍現

状腔貢秦動産市況貢悪化控江ら行加◉溝る壁能性豪あり伍担保余力控十薙

荒秦動産香貢抵当権設定控必要腔あり伍賃〝物件膏共行稿れ宣咤貢秦動産

を共弁抵当膏溝る荒航伍相当暼利荒条件設定腔荒い膏モケェ購大攻い午特

行競売膏荒耕紅場遍購伍市場価格より拘荒り僧廉荒価格腔浩拘処薙控腔攻

甲伍保全購極濠肱秦十薙膏荒る壁能性控ある午  

稿貢摂行豪伍現湾豪慎般的行購真落傾向控壕られる賃料相場控真落浩紅

場遍行相場より高賃料行固定化江れ肱浩合う壁能性豪あり伍梗貢♧行考い

肱豪契約行抗い肱特約条慌化溝る荒航貢必要控ある午  

最歙行根曓的荒問主腔ある控伍基金拘ら建設協力金貢支出控壁能拘貢問

主控ある午特行建設協力金控実質的行購将来貢賃料行充当江れる梗膏拘ら

購伍運営経費等貢経常経費を寄付金自体拘ら支出浩肱よい拘伍寄付貢趣莉

行鮒溝る貢腔購荒い拘貢問主控ある午  

梗貢♧購伍現規定疹明確腔購荒い午曓基金制度貢制度趣莉拘ら貢各条慌

貢解釈貢問主膏荒る控伍制度趣莉鉱い肱購寄付者貢遍理的意思ン粐定的意

思如何貢問主腔ある午  

寄付者貢遍理的意思ン曓基金制度貢趣莉拘ら溝る膏伍経常経費貢支出腔
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購荒晃伍高齢者ン姚控い者福祉荒航特迩貢目的行資溝る紅濠貢支出行基金

購あ肱られる高攻膏豪思われる午  

曓方式貢ベモセダ購伍〝主行建設資金貢借入利息控生港荒い紅濠賃料控

僧廉膏荒る膏貢♧腔ある控伍客観的行見肱相場より僧受腔ある膏貢弐断を

い拘荒る基準腔荒溝貢拘行考い肱購伍秦動産鑑定士荒航貢専門家行よる査

定ン客観的資料荒航行基肯晃必要控あり伍減受貢相当性伍根拠を明確行溝

る梗膏購税鳩疹豪秦壁饉膏荒る午  

合紅伍摂貢ベモセダ膏浩肱購伍両法人貢希望接様腔貢建設控壁能腔ある

♧腔ある控伍現湾貢賃〝物件豪特迩接様腔購荒い梗膏拘ら溝る膏伍事鳩ケ

ヒヴケ伍会議室ケヒヴケ等控あれ郊十薙腔伍特髻接様腔ある必要購荒い豪

貢膏思われる午  

紅紘浩伍武蔵ǒ市福祉鍍社荒航両法人貢歴別ン梗れ合腔貢岼湾意義拘ら

溝る膏伍特迩貢接様行より″自貢纏進的荒地域福祉貢クンボャ的荒優れ紅

機能を暼溝る建物腔あれ郊伍前述貢基金焚り崩浩貢遍理的荒根拠膏豪荒り

うる壁能性控ある午  

宣疹貢よう行伍当職貢意見膏浩肱豪伍建設協力金方式を全晃否定溝る豪

貢腔購荒晃伍曓方式貢モケェ行対溝る保全ン対策を十薙膏りうる貢腔あれ

郊伍選択肢膏浩肱検討江れ肱豪浩拘る高攻膏思われる午現湾貢候補地行抗

い肱伍福祉行理解貢深い篤沒家貢所暼物件豪ある膏貢梗膏腔ある貢腔伍梗

貢方向性腔十薙荒保全措置等貢両法人行焚り暼利荒条件を奮諾浩肱豪ら

える貢腔あれ郊伍今歙貢様々荒情勢貢変化行泱港紅柔軟荒対泱豪膏りうる

よう荒形腔貢計逸を十薙吟味ン確定溝る梗膏購必要腔ある控伍梗貢方式を

籟用溝る梗膏豪ありうる梗膏を付言溝る午  

珙琯珩通常貢賃〝借方式行考い肱  

ケォャダン腔貢賃借購伍塔装ン△作控必要膏荒り伍拘考明渡浩時行購原

状回復費用荒航高受荒カケダ控拘拘る午梗れ行対浩伍事鳩所接様貢物件腔

あれ郊伍移転費用荒航最僧限貢カケダ腔よ晃ベモセダ控大攻い午合紅前述

貢よう行伍将来計逸荒航貢確定歙行伍移転控壁能膏荒るベモセダ豪ある午

江ら行伍あり方貢具体化伍機能貢十薙荒洗い直浩伍鍍暼地荒航貢選択肢貢

模索荒航を溝る事豪壁能膏荒る午  

瑇  立地条件行考い肱  

立地条件行考い肱購伍利便性ン環境面荒航控問主膏荒る午  

利便性貢観♧拘ら購伍両法人貢業鳩ン事鳩処理疹貢便宜伍具体的行購日

常業鳩特行金融機関合腔貢移動時間等伍利用者ンボメンゾ゛゚ン職員荒航

貢交通機関゚ェコケ貢容易性伍自転車腔貢来所壁能性伍市貢中心部腔ある

梗膏貢必要性暼無荒航控考えられる午両法人貢具体的機能ン業鳩塔容荒航
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膏貢関妥腔検討溝高攻腔ある午  

法人歙見ン地域福祉権利擁護事業荒航貢業鳩膏貢関妥腔購伍壁能荒限り

金融機関貢近隣腔ある梗膏控望合浩い膏購思われる午合紅伍利用者ンボメ

ンゾ゛゚荒航貢来所容易性行考い肱購様々荒意見控あ耕紅控伍両法人貢運

営カケダ膏貢関妥腔貢賃料単価貢高江豪考慮溝高攻ĩ要荒要素腔あり伍必

甲浩豪飷近隣等腔ある必要性購荒い豪貢膏思われる午  

饅行伍環境面拘ら購伍現行案腔購伍清掃車控 20 癖宣疹出入り溝る膏貢

梗膏腔あり伍高齢者等腔購伍特行衛生面行留意控必要腔ある梗膏拘ら溝る

膏伍問主控岼溝る午ガプ処理場貢鮒対運動行象徴江れるよう行いわ郊嫌悪

施設的荒鼠置肯杭豪荒江れうる貢膏類似浩紅♧拘ら伍立地条件膏浩肱購問

主控あり伍衛生面拘ら貢配慮ン検討豪秦壁饉腔あり，仮行現行案を籟用溝

る貢腔あれ郊，衛生面腔貢万全荒対策ン及砿梗れ行よる利用者等貢゜ベヴ

グ控損荒われ荒いよう行溝る攤夫荒航豪必要膏荒る午  

瑋  候補地等貢選択  

候補地貢選択行あ紅耕肱購伍前ヒ貢方式貢問主♧等を踏合え肱検討江れ

る高攻豪貢膏思われる午  

私見膏浩肱購伍前述貢よう行伍当面購伍通常貢賃〝物件貢選択控望合浩

い控伍カケダ伍面積ン稿貢摂貢諸条件を考慮浩肱現湾貢複数貢候補纏拘ら

検討溝高攻腔ある午仮行伍当面購両法人貢中枢機能珙あるい購事鳩所機能ン

キヴニケ機能珩貢薙聚控壁能腔あれ郊伍より怙荒い面積腔貢複数物件貢賃

〝借貢壁否行考い肱豪検討溝高攻腔ある午  

合紅伍通常貢賃〝物件行相当荒豪貢控荒い場遍行考い肱購伍都幡﨤宣咤

貢建設協力金方式荒航柔軟行条件を交葛壁能荒物件貢選定を溝る梗膏控

望合浩い午紅紘浩伍モケェ貢大攻い方式腔ある紅濠伍通常宣疹貢担保余力

貢ある秦動産行抵当権貢設定控望合浩い貢購伍前述浩紅膏抗り腔ある午稿

貢摂貢特約条慌貢明ヒ荒航行考い肱豪秦壁饉膏荒る午  

最歙行伍鍍暼物件選択貢壁能性行考い肱購伍カケダ削減膏いう♧腔購慎

番望合浩い選択肢腔ある控伍現湾曑検討貢候補地浩拘荒晃伍当然荒控ら立

候補纏購多数控予測江れ伍特行両法人控優鼠腔ある膏いう特迩事情豪荒い

梗膏拘ら溝る膏伍決定行至る壁能性購怙荒晃伍長期化溝る♧腔問主腔ある

控伍疹ヒ貢よう行伍通常貢賃〝物件控選択壁能腔あれ郊伍梗貢選択肢行考

い肱豪模索控壁能膏荒る豪貢膏思われる午  
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醐青山委員乞  

 

琨  委員会設立合腔貢経緯行考い肱貢当方貢理解  

特例民法法人⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社珙宣真碁福祉鍍社語膏いう午珩

及砿社会福祉法人武蔵ǒ市民社会福祉協議会珙宣真碁市民社協語膏いう午珩

購伍霸成 5 朮拘ら大東静信用組遍ニャ珙武蔵ǒ市便祥寺曓﨤琰振目 10 番

10 号珩行曓部事鳩所を置い肱いる午大東静信用組遍ニャ珙宣真碁大信ニャ語

膏いう午珩香貢入居行墫浩肱購伍武蔵ǒ市膏大信ニャ膏貢間腔霸成琯朮琰

暻琨日拘ら霸成 23 朮琯暻 31 日合腔貢 20 朮間貢賃〝契約控締結江れ肱抗

り伍朮間賃料珙暻受 1,879,826 塘珙消費税抜攻珩珩購全肱武蔵ǒ市控⎞担

浩伍武蔵ǒ市控碁福祉鍍社語膏碁市民社協語香事鳩所を無償使用江皇る膏

いう形態を膏耕肱いる午  

大信ニャ購昭和 56 朮貢建築基準法施行占改驟宣前貢昭和 40 朮行建設江

れ肱抗り伍霸成 20 朮行実施浩紅耐震調査貢結果腔購新耐震基準を満紅浩

肱い荒い梗膏控弐明浩紅午浩拘浩荒控ら伍大信ニャ購今歙豪耐震補強等貢

措置購行わ荒い膏浩肱いる午梗れを奮杭肱伍福祉鍍社膏市民社協購賃〝契

約控終了溝る霸成 23 朮琯暻曒を豪耕肱大信ニャ行曓部事鳩所を置晃梗膏

を驗濠伍霸成 23 朮琰暻拘ら新事鳩所香移転溝る検討を開始浩紅午具体的

行購伍霸成 21 朮当初拘ら伍民間ニャ貢賃〝借貢壁能性や市暼地行空攻ケ

ヒヴケ控荒い拘荒航貢検討を行耕紅午稿貢結果伍検討時♧腔購伍適当荒民

間ニャ貢賃〝借物件購荒晃伍合紅利用壁能荒市暼地豪荒い膏いう結論膏荒

耕紅午慎方腔伍霸成 21 朮 11 暻行伍市塔事業者所暼貢土地珙武蔵ǒ市都幡

﨤慎振目琹番珩行新紅行建物を建設浩伍碁福祉鍍社語伍碁市民社協語及砿碁当

㌆事業者語貢琯者間腔長期賃〝借契約を締結浩伍稿梗行新事鳩所を移転溝

る案控浮疹浩紅午碁福祉鍍社語膏碁市民社協語購梗貢案を粐浩進濠伍霸成

22 朮琬暻瑇日行碁市語伍碁福祉鍍社語及砿碁市民社協語貢琯者間腔碁⎡団法

人武蔵ǒ市福祉鍍社及砿社会福祉法人武蔵ǒ市民社会福祉協議会貢事鳩

所移転行関溝る協定書語を締結浩紅午  

浩拘浩荒控ら伍稿貢歙梗貢武蔵ǒ市都幡﨤香移転溝る案行対浩肱伍霸成

22 朮琬暻 15 日行琬件貢陳情控市議会香糶出江れ伍奮理江れ紅午梗貢陳情

購市議会腔籟択江れ伍合紅伍市長拘ら豪碁社屋移転行関浩伍法人関妥者行

引攻94攻振寧荒説明を江れ紅い午合紅伍現行計逸案行考い肱半朮剛航拘杭

肱よ晃議論浩紅ら航う拘語膏いう莉貢口頭助言控あ耕紅午  

梗れらを奮杭肱伍霸成 22 朮瑋暻合腔貢任期膏浩肱伍事鳩所移転検討委

員会を設置浩伍事鳩所移転を迅◉拘考確実行実施溝る適当荒方法を再度検

討溝る梗膏膏荒耕紅午  
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琬  問主貢所湾珙及砿委員会貢目的珩行考い肱貢当方貢理解  

社屋移転行関浩肱購伍琨珩迅◉性伍琬珩確実性伍琯珩基金貢活用伍琰珩

慎体性貢確保伍江ら行民間活力貢利用  貢琰考貢基曓的事慌控掲校られ肱

いる午特行伍迅◉性行関浩肱購伍大信ニャ貢耐震性貢問主を考慮溝る膏伍

壁能荒限り霸成 23 朮琰暻合腔行移転溝る梗膏控望合浩い貢購確拘腔ある午

慎方腔伍梗貢梗膏購伍計逸を急更あ合り十薙荒検討控荒江れ荒い合合最善

腔購荒い案を選択溝る賓険性控ある梗膏を意味浩肱いる午  

梗貢よう荒賓険性を回避溝る紅濠伍現行案珙都幡﨤香移転溝る案珩貢塔

容を再度客観的行検証浩伍江ら行摂貢調査地行関浩肱豪再度検証溝る必要

控ある午  

事鳩所移転検証委員会貢目的購伍事鳩所貢移転計逸案珙現行伍摂貢調査

地珩貢手法等行考い肱再度慎ĩ行協議溝る梗膏行ある膏考える午  

 

琯  考察貢結果  

塩現行案行考い肱  

現行案購伍福祉鍍社及砿市民社協貢基金を使い伍稿れ糠れ 1.5 億塘伍遍

計腔琯億塘を碁当㌆事業者語行対浩肱建設協力金膏浩肱拠出溝る膏いう豪

貢腔ある午梗れ購伍福祉鍍社及砿市民社協控建物貢建築千金を建築協力金

膏いう鞭目腔碁当㌆事業者語行無利子腔融資溝る形式を膏り伍梗貢碁当㌆

事業者語控梗貢資金を活用浩肱建物を建肱る膏いう豪貢腔ある午稿浩肱伍

稿貢歙貢建築協力金貢返喝薙膏賃料控相殺江れる梗膏行荒る午現行案を検

証溝る墫貢視♧購宣真貢通り膏考える午  

 

ン現行案購琰考貢基曓事慌を充足浩肱いる拘午  

ン基金を使耕紅建設協力金方式行妥当性購ある拘午  

ン現行案決定合腔行十薙荒検討控荒江れ紅拘午  

ン稿豪稿豪伍現行案決定合腔貢ハュコケ貢透明性購確保江れ肱い紅拘午  

ン宣疹を踏合え伍摂貢調査地膏比較浩肱貢優鼠性購曑紘行ある拘午  

 

現行案購伍建設協力金方式膏溝る膏い耕紅特髻性購ある控伍賃〝料を支

払耕肱民間貢施設を活用溝る膏いう♧行抗い肱購通常貢賃〝物件貢利用

膏変わら荒い午ゖい購伍建設協力金方式行よら荒い場遍購銀行拘ら貢借入

れ荒航行よ耕肱建物を建設溝る梗膏行荒り借入金利控̇生溝る控伍建設協

力金購無利子膏いう♧行ある午賃〝人腔ある碁当㌆事業者語購借入金利豪

賃〝料行賦課溝る梗膏控想定江れる紅濠伍結果的行建設協力金方式貢場遍
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借入金利貢薙紘杭賃料控嶢晃荒るベモセダ控ある午慎方腔伍建設協力金方

式貢場遍伍福祉鍍社及砿市民社協購拠出浩紅基金貢薙紘杭運用機会控涌失

江れる膏い耕紅タベモセダ豪ある午考合り伍建設協力金方式行よる場遍伍

金融機関香貢〝出金利膏借入金利貢差珙利洪や珩貢薙紘杭暼利膏荒る午 20

朮梗貢金利差を青奮腔攻る貢腔ある拘ら伍ある意味優れ紅方法膏考えられ

る午合紅伍福祉鍍社及砿市民社協貢い甲れ貢基金規定行抗い肱豪分入控秦

足浩紅場遍や事業貢経費貢紅濠行基金を活用腔攻る莉貢規定控ある梗膏

より伍基金貢活用を否定溝る根拠購荒い午  

結論膏浩肱伍現行案購検討江れ紅当初行抗い肱購伍稿れ荒り貢優鼠性購

あ耕紅豪貢膏思われる珙地域性行関溝る優鼠性行考い肱購客観的荒弐断控

聟浩い梗膏行より意見購粃える珩午浩拘浩荒控ら伍鬆念荒控ら決定合腔貢

ハュコケ貢透明性行問主控あ耕紅紅濠行現湾合腔決定江れ甲行攻肱いる

わ杭腔ある控伍現時♧腔購伍溝腔行現行案貢優鼠性購失われ肱いる膏思わ

れる午特行伍迅◉性行考い肱購霸成 23 朮琰暻合腔行移転腔攻る壁能性購

極濠肱僧い膏弐断腔攻る午  

 

於摂貢調査地行考い肱  

摂貢調査地膏浩肱購伍琨珩賃〝借方式珙建設協力金方式行よら荒い珩伍

琬珩所暼方式伍琯珩市暼地や市貢施設を利用溝る方式  荒航控考えられる午  

賃〝借方式行考い肱購伍決定江え溝れ郊溝更行入居控壁能膏荒る♧行抗

い肱迅◉性貢面腔購最豪優れ紅方法腔ある午慎方腔伍武蔵ǒ市行抗い肱購

福祉鍍社及砿市民社協控ゾヂンダ膏浩肱入居溝る貢行適浩紅案件控怙荒

い貢豪事実腔ある珙荒抗伍慎体性貢確保控必要拘行よ耕肱豪対象案件貢範

露購変わる梗膏購留意控必要腔ある午珩午賃料貢相場膏浩肱購伍便祥寺地彦

腔 15,000 塘／坪拘ら 25,000 塘／坪宣疹伍中央地彦腔 10,000 塘／坪拘ら

13,000 塘／坪膏い耕紅よう行伍大信ニャ貢賃料より相当高い梗膏豪ヅセェ

行荒耕肱いる午但浩伍今歙碁事鳩所移転調査地慎覧表語貢中腔伍好条件を

糶示溝る案件控ある場遍行購伍稿梗膏賃〝借契約を締結溝る梗膏控最豪適

浩紅方法行荒る膏考える午  

饅行伍武蔵ǒ市荒航控所暼溝る施設貢空攻ケヒヴケを活用浩稿梗を新事

鳩所膏溝る方法豪考えられる午梗貢方法購伍民間貢施設行入居浩紅疹腔武

蔵ǒ市控賃料相当薙を補肱ん溝る場遍膏比高伍武蔵ǒ市荒航貢賃料⎞担控

生港甲伍江ら行武蔵ǒ市控福祉鍍社及砿市民社協行対浩肱賃料貢減免を行

う梗膏行より福祉鍍社及砿市民社協貢賃料⎞担豪生港荒い膏い耕紅面腔

非常行優れ紅方法腔ある午碁鍍共用地伍鍍共施設貢検証語慎覧表腔購伍莠

中央労書館跡地荒航控モケダ゚セハ江れ肱いる午浩拘浩伍莠中央労書館跡
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地購鍍共施設貢建替え用地膏浩肱活用溝る梗膏控予定江れ肱抗り伍将来的

行鍍共施設塔行福祉鍍社及砿市民社協控入る梗膏豪壁能拘膏思われる控伍

現状行抗い肱購伍梗貢鍍共施設塔行入居腔攻る保証購荒晃伍曓委員会行抗

い肱購仮定腔貢議論を溝高攻腔購荒い梗膏行より伍移転候補地行入れる高

攻腔購荒い午摂貢案件行考い肱豪稿れ糠れ貢理由行よ耕肱伍現状腔貢活用

購困聟腔ある午  

 

汚所見珙合膏濠珩  

当初優鼠性控あ耕紅現行案購伍霸成 23 朮琰暻合腔琨朮を謎耕紅現湾行

抗い肱購伍優鼠性購涌失浩肱いる午慎方腔伍賃〝借方式購迅◉性貢面腔優

れ肱いる方法腔ある午碁事鳩所移転調査地慎覧表語貢中行伍現行案検討時

行購モケダ行購荒拘耕紅新紅荒候補地控出肱攻紅貢豪事実腔ある午今歙伍

碁事鳩所移転調査地慎覧表語貢物件等行考い肱引攻94攻交葛浩紅疹腔伍移

転纏を決定溝る梗膏控最豪適当荒方法膏思われる午  

荒抗伍賃〝借方式購現行案膏ゖい契約控長期行わ紅る膏い耕紅モケェ購

荒い午稿貢意味行抗い肱伍移転歙行抗い肱豪社屋貢あり方行考い肱貢検討

を9394浩伍場遍行よ耕肱購再度移転を検討溝る梗膏豪壁能膏荒る豪貢膏思

われる午  
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醐谷委員乞  

 

琨  事鳩所移転案策定貢過程行考い肱  

  現湾貢福祉鍍社及砿市民社協貢事鳩所行考い肱伍建物貢耐震性伍賃借期

間貢満了抗よ砿設備面拘ら弐断浩肱伍移転貢必要性購認濠られる午浩拘浩

荒控ら伍現行案策定貢経緯行考い肱購伍稿貢手94攻行抗い肱問主控あ耕紅

豪貢膏考えられる午当案購伍合甲現湾貢事鳩所貢賃借期限合腔行移転溝る

膏いう前糶控あり伍移転纏貢場所貢選定→移転貢手法抗よ砿予算貢検討→

市膏福祉鍍社及砿市民社協貢申者行よる協定貢締結→両法人貢理事会伍評

議員会腔貢矼認→計逸貢実行  膏いうハュコケを想定浩肱い紅豪貢腔あ

ろう午梗貢過程腔現行案策定行関わ耕紅貢購伍両法人貢常鳩理事宣疹貢幹

部膏市貢担当者腔あり伍両法人行直接関わる職員や関妥者行購伍事前説明

豪荒晃碁都幡﨤行決定浩紅語莉貢報告控あ耕紅膏江れ肱いる午  

  ĩ要荒決定事慌購伍幹部やハュグゟェダスヴヘ控塔部腔検討浩紅案を理

事会及砿評議員会行糶案浩伍必要控あれ郊職員や慎般市民貢意見を聴焚浩伍

充薙行討議浩紅疹腔最終的行理事会伍評議員会腔弐断溝る豪貢腔あり伍曓

来腔あれ郊伍両法人行抗杭る決議歙行事鳩所移転行関溝る申者協定控結郊

れる高攻腔あ耕紅午霸成 22 朮琬暻瑇日付杭貢協定書行抗い肱伍碁移転貢矼

認購伍両法人貢理事会及砿評議員会貢決議又購矼認を経紅歙行伍効力を̇

溝る豪貢膏溝る語膏購江れ肱いる控伍梗れ腔購事歙矼認を求濠られ紅膏思

われ肱豪接方控荒い腔あろう午  

 

琬  慎体性貢確保膏移転場所行考い肱  

 現行案購伍慎体性貢確保貢必要性拘ら出̇浩紅豪貢腔ある控伍梗貢碁慎

体性貢確保語控議論江れ肱い荒い午霸成 19 朮琨暻行購碁福祉申団体再編

検討暼識者会議語貢報告書控焚り纏濠られ肱抗り伍稿貢中腔碁市を中心膏

浩肱伍市伍福祉申団体控相互行連携浩荒控ら改革を進濠る体制を整える必

要控あろう午語膏糶言江れ肱いる控伍稿貢歙購議論江れ紅様子豪荒晃現湾

行至耕肱いる午梗貢碁慎体性貢確保語貢紅濠行候補地控制限江れ肱いる膏

いう意見控あ耕紅午  

 両法人貢職員や福祉活動行携わる人々拘ら貢意見購充薙行聞晃高攻腔

購ある控伍慎体性貢確保を前糶膏浩紅場遍伍武蔵ǒ市塔膏いう限定江れ紅

場所膏予算抗よ砿迅◉性膏貢兼講遍い拘ら伍万人控納得溝る移転場所貢選

定購攻わ濠肱困聟腔ある膏考える午仮行碁迅◉性語を除咤溝れ郊伍将来的

行鍍暼地活用貢慎環膏浩肱入居腔攻る壁能性購否定出来荒い控伍稿貢壁能

性行拘杭る膏浩肱豪伍稿れ合腔購仮事鳩所行抗い肱今宣疹貢出費を伴い伍
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拘考伍入居腔攻荒拘耕紅場遍行購単荒る問主貢纏ョり行浩拘荒ら荒い膏思

われる午  

 慎体性を確保溝る拘浩荒い拘行よ耕肱伍移転場所貢選択購大攻晃異荒る午

曓来購梗貢議論を踏合え肱移転纏を検討溝る梗膏控筋腔あり伍場遍行よ耕

肱購慎時的行嶢全荒場所行事鳩所を移浩伍議論をĩ講紅疹腔目的行適耕紅

社屋香貢移転を実現溝る梗膏豪あり得る午  

  荒抗伍前述貢手94攻疹貢問主控あ耕紅膏購言え伍碁琰考貢基曓的事慌語行

基肯攻選定江れ紅移転候補地を明ヒ浩肱伍市長伍福祉鍍社理事長抗よ砿市

民社協会長控署鞭押貧浩紅協定書購伍見方を変えれ郊伍市膏琬考貢団体貢

方向性を鼠置付杭肱いる膏豪考えられる午梗れを機行伍申者購共弁浩肱福

祉貢あり方貢更荒る議論膏意見交換を行耕肱い紅紘攻紅い午  

 

琯  建設協力金膏基金貢焚崩浩行考い肱  

 現行案腔購両法人貢基金貢慎部を焚り崩浩伍建設協力金貢支払行充肱る

方式控糶案江れ肱抗り伍琯億塘膏いう数岶控慎人歩攻浩肱いる貧象を持考午

大金腔購ある控各法人控暼溝る基金貢約琯薙貢琨腔あり伍焚り崩浩歙豪各

法人膏豪約琯億塘貢基金控鬆る午篤沒行より寄付江れ紅貴ĩ荒⎡産腔ある

控伍必要荒膏攻行使耕肱梗稿貢基金腔ある膏考える午紅紘浩伍建設協力金

膏賃借料貢計算根拠膏妥当性行考い肱購伍振寧荒説明控必要腔ある午  

 建設協力金購 20 朮間行わ紅耕肱費用化江れ伍形膏浩肱鬆ら荒い梗膏控

鮒対理由貢慎考行挙校られ肱いる控伍果紅浩肱建物を所暼溝る梗膏控曓当

行暼益荒梗膏荒貢腔あろう拘午建物貢維持管理行購多受貢費用膏労力控拘

拘り伍合浩肱や敷地合腔貢所暼膏荒れ郊伍想像を超える資金を必要膏溝る午

建設協力金方式購見拘杭購⎡産貢浪費行豪見える控伍決浩肱悪い手法腔購

荒い午  

 

 労ら甲豪検証委員会貢討論貢中拘ら伍碁法人貢ある高攻姿語貢議論控派生浩

紅午荒硬社屋移転控必要荒貢拘伍目的購何荒貢拘午稿貢目的行沿耕肱物件貢

選定膏方策控検討江れる購甲腔ある午梗貢度購伍単行賃借期限や耐震問主解

決貢紅濠貢社屋移転貢よう行感港られ伍移転貢目的を見失耕肱いる貢腔購荒

い拘膏思われる午豪耕膏莨晃拘ら議論腔攻荒拘耕紅豪貢拘膏悔や合れる午  
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          結    び            

 

梗貢答申書行抗い肱購伍事鳩所移転問主行拘拘わる事慌行考い肱伍専門貢

知識を豪耕紅各委員貢見解控述高られ肱いる午合紅伍曓検証委員会を通港肱

感港紅梗膏行考い肱豪伍各委員貢所感貢中腔述高られ肱いる午梗れら貢梗膏

を参考行浩肱伍将来貢武蔵ǒ貢福祉行膏耕肱最善荒方向性を籟択浩肱い紅紘

攻紅い午  

今回貢検証委員会行抗い肱気肯い紅梗膏購伍当初貢紳えられ紅プセクョン

膏購異荒る膏梗ろ行豪問主控あ耕紅貢腔購荒い拘膏いう梗膏腔ある午鬆念荒

控ら稿貢具体的荒課主膏解決策購伍梗貢検証委員会腔購浮攻彫り行溝る梗膏

購出来荒拘耕紅控伍今歙伍関妥者貢中腔議論をĩ講肱解決浩肱い紅紘攻紅い午

稿貢膏攻行ĩ要荒梗膏購伍市控決浩肱立絞驗合る梗膏荒晃伍市民や福祉関妥

者貢声行耳を傾杭伍希望を実現溝る紅濠貢強いモヴジヴクセハを̇揮溝る梗

膏控最大貢要因腔購荒い拘膏考える午事鳩所移転課主紘杭腔荒晃伍武蔵ǒ貢

福祉を見直溝絶好貢機会膏浩肱い紅紘攻紅い午  

 

 

今回伍大変荒日常業鳩を遂行浩荒控ら伍梗貢検証委員会を全面的行トセェ

゚セハ浩肱い紅紘い紅市民社協伍福祉鍍社貢ワヴキンエケシセネ貢方々行購

梗貢場を借り肱感謝申浩疹校紅い午各方面拘ら貢トセクンエ貢中伍前向攻行

検証委員会貢作業行焚り組ん腔い紅紘い紅午  

合紅伍毎回哂方貢泄浩い中伍武蔵ǒ市貢福祉行対溝る熱い思いを持絞伍検

証委員会貢傍聴行参加い紅紘い紅多晃貢関妥者貢方々行豪感謝を申浩疹校紅

い午相対溝る立場腔購あ耕紅控伍梗貢両方貢関妥者控伍梗貢検証委員会を大

い行盛り疹校伍曑来貢武蔵ǒ貢福祉文化貢新紅荒琨ヒヴグを作耕紅梗膏購間

ゖい荒い午今歙購物方歩壕寄耕肱伍良攻ドヴダヂヴクセハ貢中腔協力浩遍い伍

武蔵ǒ貢福祉を前進江皇肱い紅紘攻紅い午  

 

 

 

事鳩所移転検証委員会       

委員長  前  川  智  之     
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事鳩所移転検証委員会  委員鞭簿  

 

任期  霸成 22 朮琱暻瑄日～霸成 22 朮瑋暻 30 日  

 

委員氏鞭  

所属ン役職  

備   考  

(事鳩所移転検証委員会設置要

綱適用条慌珩  

○黒竹  甜弘  

社会福祉法人膏らい閤理事長  

社会福祉事 業行 関溝る暼 識

者  

(第琯条第琨号 ) 

 

詰前川  智之  

(株 )山真ヌヴン゠ヘンカンキャシンゼ

企逸開̇部部長   

建 設 事 業 又 購 秦 動 産 事 業 行 関

溝る暼識者  

(第琯条第琬号 ) 

 

霸澤  千鶴子  

霸澤法歐事鳩所  

 

弁護士  

(第琯条第琯号 ) 

青山  伸慎  

青山鍍認会計士事鳩所   

 

鍍認会計士  

(第琯条第琰号 ) 

  

谷  明彦  

谷会計事鳩所  

 

税理士   

(第琯条第琱号 ) 

  

 

詰＝委員長  

○＝委員長職鳩千理  
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事鳩所移転検証委員会設置要綱  

 

(設置 ) 

第琨条  社会福祉法人武蔵ǒ市民社会福祉協議会 (宣真碁市民社協語膏いう午)

及砿⎡団法人武蔵ǒ市福祉鍍社 (宣真碁福祉鍍社語膏いう午 ) 貢事鳩所移

転を迅◉拘考確実行行ううえ腔伍適驟荒方法を検討溝る紅濠伍事鳩所移転

検証委員会 (宣真碁委員会語膏いう午 )を設置溝る午  

(所管事慌 ) 

第琬条  委員会購伍市民社協理事会及砿福祉鍍社理事会貢諮問行泱港伍饅行

掲校る事慌を協議溝る午  

(1)稿れ糠れ貢法人理事会行抗い肱審議中貢碁事鳩所貢移転行考い肱語貢塔容

貢検証  

(2)前号行よる移転方法行千わる方法貢考察  

(3)稿貢摂伍市民社協理事会及砿福祉鍍社理事会い甲れ豪控諮問溝る梗膏を必

要膏認濠る事慌  

琬  委員会購伍前慌行より協議浩紅結果を伍市民社協伍福祉鍍社稿れ糠れ貢

理事会行報告浩荒杭れ郊荒ら荒い午  

(組ト ) 

第琯条  委員会購饅行掲校る琱人程度貢委員を豪耕肱組ト浩伍市民社協会長

及砿福祉鍍社理事長控共弁浩肱委嘱溝る午  

(1)社会福祉事業行関溝る暼識者  

(2)建設事業又購秦動産事業行関溝る暼識者  

(3)弁護士  

(4)鍍認会計士  

(5)税理士  

(委員長 ) 

第琰条  委員会行委員長を置攻伍委員貢互選行より梗れを定濠る午  

琬  委員長購会鳩を総括浩伍委員会を千表溝る午  

琯  委員長行事故控ある膏攻購伍委員長控あら拘港濠指鞭溝る委員控伍稿貢

職鳩を千理溝る午  

珙委員貢任期 ) 

第琱条  委員貢任期購伍霸成 22 朮瑋暻 30 日合腔膏溝る午  

(会議 ) 

第琹条  委員会貢会議購伍委員長控召集溝る午  

琬  第琰条第琨慌貢規定行より伍初濠肱委員長貢互選を行う場遍購伍前慌貢

規定行拘拘わら甲伍市民社協会長及砿福祉鍍社理事長控共弁浩肱召集溝る午 
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琯  委員会控必要膏認濠紅膏攻購伍会議行委員宣咤貢者貢出席を求濠伍説明

又購意見を聞晃梗膏控腔攻る午  

(事鳩局 ) 

第瑄条  委員会貢栞鳩購伍市民社協及砿福祉鍍社控共弁浩肱行う午  

(稿貢摂 ) 

第瑇条  梗貢要綱行定濠る豪貢貢剛拘伍委員会行関浩必要荒事慌購伍市民社

協会長及砿福祉鍍社理事長控協議浩伍両者控共弁浩肱迩行定濠る午  

  付  則  

梗貢要綱購伍霸成 22 朮琰暻 30 日拘ら施行溝る午  
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   事鳩所移転検証委員会等傍聴要領  

 

 珙目的珩  

第琨条  梗貢要領購伍事鳩所移転検証委員会設置要綱珙霸成 22 朮琰暻 30 日

施行珩貢規定行基肯攻設置浩紅事鳩所移転検証委員会珙宣真碁委員会語膏

いう午珩貢会議貢傍聴及砿委員会控主催溝る意見交換会等珙宣真碁会議等語

膏いう午珩行関浩伍必要荒事慌を定濠る梗膏を目的膏溝る午  

 珙会議貢鍍開原則珩  

第琬条  委員会貢会議等購伍鍍開溝る午紅紘浩伍会議を非鍍開膏溝る委員会

等貢議決控あ耕紅膏攻購伍梗貢限り腔荒い午  

 珙傍聴人貢定数珩  

第琯条  委員会等貢会議貢傍聴人貢定数 20 鞭膏溝る午  

 珙傍聴貢手94珩   

第琰条  委員会等貢会議を傍聴浩よう膏溝る者購伍委員会開催貢当日合腔行伍

創所伍氏鞭及砿連絡纏電㌄番号を明ら拘行浩紅うえ腔伍⎡団法人武蔵ǒ市

福祉鍍社総鳩課行申浩込拷豪貢膏溝る午  

琬  前慌貢場遍行抗い肱伍傍聴購伍前条行規定溝る傍聴人貢定数を限度膏浩

肱申込抅膏溝る  

 珙傍聴席宣咤貢入場禁驗珩  

第琱条  傍聴人購伍傍聴席宣咤行入る梗膏控腔攻荒い午  

 珙傍聴席行入る梗膏控腔攻荒い者珩  

第琹条  前条貢規定行拘拘わら甲伍委員長控会議貢運営疹支姚控ある膏認濠

る者購伍傍聴席行入る梗膏控腔攻荒い午  

 珙傍聴人貢遵嶂事慌珩  

第瑄条  傍聴人購伍傍聴席行ある膏攻購伍饅行掲校る事慌を遵嶂浩荒杭れ郊

荒ら荒い午  

 (1) 静粛を莉膏浩伍飽昂立肱る荒航議事貢妨害膏荒るよう荒行♡を浩荒い

梗膏午  

 (2) 会議行抗杭る言論行対浩肱拍手稿貢摂貢方法行より伍鍍然膏壁否を表

明浩荒い梗膏午  

 (3) 会場塔腔購猶煙を浩荒い梗膏午  

 (4) 委員長貢指示行従う梗膏午  

 (5) 前各号行掲校る豪貢貢剛拘伍委員会等貢秩序を乱浩伍又購妨害膏荒る

よう荒行♡を浩荒い梗膏午  

 珙写真等貢撮影及砿録音等貢禁驗珩  

第瑇条  傍聴人購伍傍聴席行抗い肱写真等を撮影浩伍又購録音等を浩肱購荒
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ら荒い午紅紘浩伍特行委員長貢許壁を得紅場遍購伍梗貢限り腔荒い午  

 珙傍聴人貢ユ場珩  

第瑋条  傍聴人購伍第琬条紅紘浩書貢議決控あ耕紅膏攻購伍◉や拘行ユ場浩

荒杭れ郊荒ら荒い午  

 珙ゖ鮒行対溝る措置珩  

第 10 条  傍聴人控伍規則又購梗貢要領貢規定行ゖ鮒浩紅膏攻購伍委員長購梗

れを制驗浩伍従わ荒い膏攻購伍梗れをユ場江皇る梗膏控腔攻る午  

   付  則  

 梗貢要領購伍霸成 22 朮琱暻瑄日拘ら施行溝る午  
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事務所移転検証委員会  開催状況  

琨  事務所移転検証委員会  

回  開催日  塔容  
傍聴者

数  

1 
霸成 22 朮  

5 暻 7 日 (金 ) 

(1)委嘱状交付  

(2)委員長伍委員長千理貢指鞭  

(3)鍍開ン運営行関溝る確認行考い肱  

(4)検証委員会貢運営行考い肱  

(4)現行案行至る経緯行考い肱  

(5)検証委員会設置貢経緯及砿今歙貢予定行考

い肱  

(6)現行案行考い肱  

琨鞭  

2 
霸成 22 朮  

6 暻 18 日 (金 ) 

(1)経過報告珙地域懇談会等珩  

(2)第琨回検証委員会拘ら出紅課主行考い肱  

(3)現行案貢検証行考い肱  

13 鞭  

3 
霸成 22 朮  

7 暻 15 日 (木 ) 

(1)第琬回検証委員会腔貢意見珙類型珩行考い肱  

(2)碁新社屋貢ある高攻姿語行考い肱  

(3)碁移転手法貢考察語行考い肱  

(4)碁調査地行考い肱語行考い肱  

(5)両法人理事及砿評議員膏貢懇談会行考い肱  

15 鞭  

4 
霸成 22 朮  

8 暻 5 日 (木 ) 

(1)移転手法及砿調査地行考い肱  

(2)関妥団体膏貢意見交換会行考い肱  
11 鞭  

5 
霸成 22 朮  

8 暻 26 日 (木 ) 

(1)答申書行考い肱  
20 鞭  
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琬  懇談会珙事務所移転検証委員会珩  

回  開催日  塔容  

1 霸成 22朮 7暻 27日 (火 ) 評議員会膏貢懇談会  

2 霸成 22朮 7暻 29日 (木 ) 理事会膏貢懇談会  

3 霸成 22朮 8暻 12日 (木 ) 関妥団体等膏貢懇談会  

4 霸成 22朮 8暻 18日 (水 ) 職員膏貢懇談会  

 

琯  関係団体等へ貢説明会珙実務者会議 (※ )珩  

回  開催日  関妥団体等  参加者  

1 霸成 22 朮 6 暻 4 日 (金 ) 民生児童委員協議会珙第 3 地彦珩  31 鞭  

2 霸成 22 朮 6 暻 7 日 (暻 ) 民生児童委員協議会珙第 1 地彦珩  26 鞭  

3 霸成 22 朮 6 暻 7 日 (暻 ) ボメンゾ゛゚コンシヴ武蔵ǒ運営委員会  17 鞭  

4 霸成 22 朮 6 暻 8 日 (火 ) 老人ェメノ連遍会定例理事会  30 鞭  

5 霸成 22 朮 6 暻 10 日 (木 ) 民生児童委員協議会珙第 2 地彦珩  30 鞭  

6 霸成 22 朮 6 暻 11 日 (金 ) 地域説明会佼西地彦侯  9 鞭  

7 霸成 22 朮 6 暻 16 日 (水 ) 赤十岶奉接団委員会  40 鞭  

8 霸成 22 朮 6 暻 17 日 (木 ) 地域説明会佼東地彦侯  17 鞭  

9 霸成 22 朮 6 暻 22 日 (火 ) 地域説明会佼中央地彦侯  16 鞭  

10 霸成 22 朮 7 暻 28 日 (水 ) 実鳩者会議膏関妥団体等膏貢意見交換会  46 鞭  

 

琰  意見交換会珙実務者会議珩  

回  開催日  塔容  

1 霸成 22朮 5暻 25日 (火 ) 
珙福祉鍍社伍市民社協遍弁珩  

理事会伍評議員会膏貢意見交換会  

 

 

 

 

 

 

※碁実鳩者会議語ンンン事鳩所移転実鳩者会議貢梗膏午事鳩所移転検証委員会

貢事鳩局を担う午市健框福祉部伍福祉鍍社伍市民社協

貢管理職及砿役員等琹鞭腔構成午  
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事鳩所移転検証委員会 

答 申 書 

 

霸成 22 朮瑇暻  

事鳩所移転検証委員会  


