
 

 

 

 

特定非営利活動法人 

ＡＣＴ・人とまちづくり 

第４回総会議案書 
             

    

 

   

 

 

 

 

日時：２０１７年５月２０日（土） 

第一部  １３：３０～１４：３０ 基調講演 

第二部  １４：４５～１６：３０  総会 

場所:アビリティクラブたすけあい会議室 

 

 

        

        

        

 



 

 

 

第一部 基調講演 

「ともに住まうこと – ほっと館の実践から」 

 講師：ＮＰＯ法人 ほっとコミュニティえどがわ 理事 

毛塚 香恵子さん 

  

第二部 総  会 

第４回総会 次第 

１．開会 

２．理事長挨拶・来賓挨拶 

３．資格審査 

４．議長選出、書記任命 

５．議事録署名人選出 

６．議事審議 

 第１号議案  事業報告・決算、剰余金の承認 

 第２号議案  事業方針・計画、予算の決定 

 第３号議案  借入金限度額決定について 

 第４号議案  議案決議効力発生について 

       

７. 書記、議長解任 

８. 閉会挨拶 

 



 

 

 

はじめに                    理事長 香丸眞理子 

2017 年度第 4 回目の総会を無事に開催することができます。今年も介護保険制度改定の厳しさ

をひしひしと感じながらも、全員で事業計画達成を目指して頑張りました。結果は概ね計画通りの

達成ができました。人とまちづくりの中期計画を 2016年度～2018年度 3ヵ年で作成しています。

本来事業である介護保険事業と障がい者相談支援事業がねりま支援で先行して始まり、障がい児者

の相談支援ニーズがあることがわかりました。高齢者から障がい児者を包括する「地域共生社会の

実現に向けた取り組み」が早くも検討され始めています。理念として共感するところですが、高齢

者も障がい者も、一人ひとりの「尊厳の保持」「自己決定」が必ず確保できる制度見直しになるよう

に情報収集を怠らないことが大事です。 

さて、先日 4月 22 日（土）に 22 年前にアルツハイマー病であると診断されたオーストラリアの

クリスティーン・ブライデン女史が来日し特別講演「本人の視点で認知症ケアを考える」を聞く機

会がありました。彼女と日本から若年性認知症の藤田和子さんらが対談する会話は、この人が認知

症？かしらと思うほどに活き活きと自分達の状況を語られていました。当事者たちが、絶望のふち

から生還し自分が何を求め何がやりたいのかを多くの人に知ってもらいたいと呼びかけています。

地域では認知症の人とその家族がまだ不安の中で暮らしている現実があります。私たちケアマネジ

ャーは、出会った認知症の人の人生を伴走するためにも、地域に必要な居場所や人をつなげる役割

が求められていると感じています。 法人がこれから目指す「まちづくり事業」は未だ始まったば

かりで「暮らしの相談室」や「共に住まう」構想が出ていますが、これからみんなで議論形成をす

る段階です。ケアマネジャーのやりがいは何かを侃侃諤々
かんかんがくがく

話しあってみましょう。 



 

 

 

設立趣意書 

 

  

少子高齢社会の到来を予測し、ACT は 1992 年の設立以来、地域のたすけあいワーカーズと共に「たす

け・たすけられる社会の実現」を理念として、高齢者及び障がい者、そして子育てをする人々が、安心

して暮らし続けることができる地域づくりを目指し活動を続けてきました。 

1997年介護保険法が成立し、2000年 4月に制度が施行されました。これまでのたすけあいワーカーズ

の活動を踏まえ、介護保険制度に参画すべきかの集中討議を経て制度に参入することを決定しました。

「自立と自己決定の尊重」を理念として、「社会が連帯して介護問題を解決する」ことが謳われているこ

とを確信したからです。 

この制度の重要なキーパーソンとなる新しい職種が介護支援専門員として誕生し、この資格を取得し

た１１人のたすけあいワーカーズメンバーが、ＡＣＴの介護保険事業として、2000 年 4 月 ACT 居宅介護

支援事業をスタートさせました。その後 13年余りで独立型の居宅介護支援事業所を地域に拡げ、45人の

介護支援専門員が所属するまでに成長してきました。  

2011 年度 ACT 第 3 次中長期計画答申の中で、居宅介護支援事業が地域の市民事業として発展すること

を目的に、ACTからの別法人化が提案され、この間 2年余りの討議を経て、2014年 10月に独立すること

を決定しました。ACTの理念を継承し次世代へと拡げていけるように、中立性をもった独立型の居宅介護

支援事業を継続し、8 事業所が連帯する新たな特定非営利活動法人を設立します。組織体の運営方法は、

一人ひとりが経営者であり働く人でもある、民主的な運営を原則とするワーカーズ･コレクティブとしま

す。働く一人ひとりが大切にされ、人と人、そして事業所間のたすけあいが今後も継続できるような組

織体を創ります。 

「団塊世代」の高齢者人口がピークとなる 2025 年に向けて、「地域圏域」を基盤にした地域包括ケアシ

ステムが着実に実行されてきます。地域包括支援センターを中核として介護・医療・地域の多様な社会

資源が連携をすることをめざし、さらに地域密着の居宅介護支援事業へと移行することが期待されてい

ます。市民から信頼を得られる介護支援専門員として、利用者と家族の代弁者であることを常に意識し、

ケアマネジメントの力量をつけ、保健、福祉、医療との連携を図り、「自立支援と尊厳の保持」を目的と

した居宅介護支援事業を今後も継続していきます。 

 居宅介護支援事業を通して、地域のニーズや課題を把握し、介護者家族の会や認知症の人にやさしい

まちづくりの活動等を進めていきます。また、介護保険制度等への政策提言については ACT とたすけあ

いワーカーズと連携し積極的に運動を進めていきます。独立後も、ACTとたすけあいワーカーズと相互の

力を高め合い、市民が自治する「地域包括ケアシステム」を創造することを目指します。 

 

 

 



 

 

 

第１号議案 

2016年度活動・事業報告及び決算、剰余金の承認について 

 

2015 年度介護保険改正による各サービス事業への影響は大きく、訪問介護や通所介護等の小

規模事業の経営不振による統廃合・閉鎖などが起きている。また介護保険の対象となる利用者に

とっても利用料の一部 2 割負担が発生、施設などの居住費・食費の補足給付が厳しくなるなど利

用者の負担増の声を聞いている。居宅介護支援事業の運営にとっては要支援者の地域支援事業へ

の移行が始まり、早くも要介護 1･2（軽度者）の移行も検討される中で、決まれば約 60％以上が

移行することになる。今後中重度者に絞られ在宅ケアプランサービスの減少に繋がると予想され

る中で、独立型居宅介護支援事業が選ばれる事業者となるために、各事業所の地域性等の情報を

収集し何をすべきかに着手した。今後さらに具体的な課題を分析し、地域包括支援センターや医

療機関との連携等を含め何ができるのかを検討していかなければならない。また、事業の要であ

るケアマネジャーの人材確保は重点項目としてハローワーク等の公共機関だけでなく連携団体に

人材募集をする等推進した。 

介護が必要になったとき、安心して希望をもって在宅及び地域で暮らすために「尊厳の保持」「自

己決定の尊重」が真に確保ができる「介護保険制度」であり続けるために政策提案の活動をＡＣ

Ｔ関連団体だけでなく広くネットワークを形成し推進することができた。また、6/25 フォーラム

2016／介護保険制度はどうなる？「あきらめないで介護の未来を考える」を開催し、介護現場か

らの現状を報告し広く社会に発信した。 

 

 

１ 活動事業 

 

              総 括 

（１）介護保険制度が本来理念

とする利用者の「自己決定」・「尊

厳保持」を守るために、独立型

居宅介護支援事業の意義を再確

認して継続する 

・公正中立性を活かし利用者 

家族が生きる希望を見出せる

専門性あるプラン作成をめざ

す 

・利用者と家族に向き合い、本

人・家族の力をいかす支援をす 

・管理者会議、及び、各支援事業所会議で独立型居宅介護支

援事業の意義を再確認、継続して行くことを確認した 

・アセスメントを基本に丁寧に課題を導き出し、自立を損な

わないよう、また、利用者の人間性を大切にしてその人が

有する能力に応じて自己決定ができるように支援すること

を心がけた 

・利用者と家族の将来を考え、タイムリーに情報を提供し施

設など入所することへの助言を行った 

・虐待ケースが数件発生したが、行政や包括支援センター等

と相談連携し解決を図ることができた 

 



 

 

 

る  

（２） 認知症の人や要介護者

が、住み慣れた地域で尊厳をも

って自分らしい生活を送るこ

とができるように在宅・地域で

支えることを推進する 

・認知症カフェに毎月参加して地域での交流を図ることがで

きた 

・ケアマネ交流会を定期的に開き地域の実情の把握に努めた  

・介護なんでも相談を開催 また、小規模多機能型施設、グ

ループホームなどの情報提供を必要に応じて行い、地域で

支えることを推進した 

・地域資源が不足している 地域づくりをすることまではで

きなかったが、在宅生活の維持ができるように努めた  

・認知症の研修に積極的参加することで理解に努めた 

・要介護1・2（軽度者）の認知症利用者のケアプラン作成の

依頼が増えている 本人の自覚がなく、家族が希望するサ

ービスに繋がらず、家族が苦労しているケースが少し増え

ている。家族が事務所に相談に来られ面談することも度々

あり、地域の相談窓口になりつつある 

（３） 法人全体の各事業の継

続発展のために、計画的なケア

マネジャーの人材確保とその養

成を推進する。また、法人事務

局の安定化をめざし適材適所に

人材を確保する 

・各支援事業所のケアマネジャー増員は一部を除いて計画達

成できていない 試用期間の後に短期で辞める事態も発生

している 新人育成定着プログラムの作成が必須の課題で

ある 

・法人事務局は事務局長を含め3人体制で落ち着き、安定した

事務局運営を目指し、それぞれが役割分担することができ

た 

（４）各事業所それぞれが経営

視点を持ち、全体の経営安定を

図ることを念頭に事業計画の達

成を目指す 

・各事業所の所在地の特徴・地

域性と事業所が得意とする

ケアプラン（売り又は強み）

の傾向を分析する 

・いたばし支援のケアマネジャ

ーの人員体制と経営改善を

全体で検討する 

 

・各支援事業所が自治体の特徴や地域性、包括支援センター

との関係性も作りながらケアプラン計画数を目標に努力し

たが、全体として100％の達成はできなかった また地域戦

略を立てるために各事業所の特徴など一覧作成したが、分

析及び具体案の立案に至っていない 

・にしとうきょう支援事業所では事業の拡大を図るため、事

務所移転した 

・いたばし支援事業所について、管理者会議で人材確保につ

いて討議 昨年9月に1名入職、3人体制となったが、年度末

には1名減となり、再び2人体制となる 今後も継続して人

員増員計画（4人以上の複数化）の達成が課題となっている 

・えどがわ支援事業所の経営改善、人材確保について討議し

てきたが、改善、人材確保の見込みが立たないことから、

平成28年4月30日、事業所を閉鎖した 

 



 

 

 

２．組織運営 

 

              総 括 

一人ひとりが経営者であり働く

人でもある、民主的な運営を原

則とするワーカーズ･コレクテ

ィブによる組織運営であること

を常に意識し、話し合いと合意

に基づき事業方針・事業計画の

達成をめざす 

・ワーカーズ･コレクティブ組織

運営の考え方について全体会

において共有し反映する 

・各事業所会議と全体会会議に出

席し情報を共有する 

・各支援事業所会議で日常的に全員が組織運営メンバーであ

ることを情報共有し、討議参加などを通して、各自の役割を

含めて意識することができた 

・全体会への出席は全員参加が原則だが事業所によって参加

のばらつきがあった また、全体会で十分な意見交換がで

きなかったこともあり、意義ある全体会とするためにも参

加者の会議参加意識を高めること、及び、全体会の組み立

ての見直しが課題である 

 

 

３． 事業の実施に関する事項 

 

事業名 事 業 内 容 
実 施 

時期  

日 時 

実 施 

事業所 

場 所 

事業費の 

予定額 

 
Ⅰ．指定居宅

介護支援
事業 

 

 
・介護保険の居宅サービス計画を作成し、サービス
利用や相談・助言を行う 

・認定調査を行う 

・介護保険に係る相談・助言を行う 

・地域包括支援センターより介護予防支援を受託

する 

 

 

 

 

 
通年 

 
 全事業所 

 
 

Ⅱ．まちづく

り事業 

・地域の相談を受ける  
・他団体との連携を行う 
・家族会の形成を行う 
・認知症サポートを行う  
 

   
通年 

 
全事業所 
 
 
 

 
  

Ⅲ．調査研究

事業 

・講師を派遣する 
・講演会を企画する 
・介護保険の利用者調査を実施する 
・介護保険制度への政策提言を行う 
 

  
 
通年 

  

  
  
 全事業所 

   
  



 

 

 

 
Ⅳ．障害者総
合支援法に基
づく相談支援
  事業 

・障がい者の計画相談支援、地域相談支援を行う 

・障がい児の相談支援を行う 

  
 
2016年 
1月～  

 
ねりま居宅
介護支援事
業所 

   
   

 

４．各事業の事業計画 

Ⅰ．居宅介護支援事業 

  （１）居宅介護支援事業運営基準に則り、一人ひとりが自主運営・自主管理することを意識する組

織体制を強化し、各事業所が健全な事業運営を心がけ、たすけあって安定した事業運営を図り事

業計画の達成に努める 

    介護計画数  10475件   介護実績数  10255 件 達成率   97.8％           

    予防計画数   1191件   予防実績数   1648 件 達成率  138.3%   

        認定計画数   460件   認定実績数    374 件  達成率  81.3% 

 

①各支援事業所の事業運営及

び経営を法人全体で点検し

改善する 

 

管理者会議で法人全体の収支状況と各支援事業所の事業経

営・運営について点検、改善点について話し合いをしてきた 

収支状況の改善に向けて各事業所の地域環境の違いを踏まえ

ながらも、共通するケアマネジャーの人材確保をいかにでき

るかが課題である 自分たちの強みを活かす人材確保手段と

人材育成を戦略的に活かすことを確認し、広報・宣伝等の具

体的方法今後検討する必要がある 

②特定事業所の取得について 

せたがや事業所の成果と課題

について確認する 

 

成果 

・計画的に研修を受けることができた 

・特定事業所であるための条件を満たすためのミーティング

を実施することにより、事業所内での情報の伝達が密にな

った 

 介護（計画） 介護（実績）  予防（計画） 予防（実績） 認定（計画） 認定（実績） 

せたがや 1732 1770（38） 96 254（158） 60 30（▲30） 

ねりま 1509 1422（▲87） 72 102（30） 220 171（▲49） 

きた 1030 909（▲121） 108 219（111） 0 0 

まちだ 1529 1477（▲52） 360 341（▲19） 72 40（▲30） 

たま北 1649 1667（18） 252 360（108） 0 0 

にしとうきょう 2108 2237（129） 192 155（▲37） 72 59（▲13） 

えどがわ  25 28（3） 3 3（0） 0 2（2） 

いたばし 893 745（▲148） 108 214（106） 36 72（36） 



 

 

 

・主任ケアマネジャーの会などがあり、地域包括との関係性

が密になり、地域包括からの新規依頼が増え、結果として

経営安定にも寄与した 

課題 特定事業所の要件を満たすための努力がこれからも必

要と考えられる 

 

③労働環境の整備を図り心身

ともに働きやすい職場改善を

図る 

・給与体系の見直し検討する 

 

・にしとうきょう支援事業所は事務所移転を行い、ケアマネ

ジャー一人の占有面積を広くすることができ、効率的に仕

事ができる環境を整えることができた 

・せたがや支援事業所は事務所のレイアウトをリニューアル

して、効率的に仕事ができる環境に変えることができた 

・複数支援事業所で事務所環境を整え、働きやすい環境を作

ることができたが、一方で、働く人の心の健康の把握とそ

の改善の難しさが課題として残った 

・給与体系については 12 月管理者会議で新しい給与体系を提

案することができた 

④安定と発展を考えた事業運

営が図れるように職員の人

材を確保する 

・地域のたすけあいワーカー

ズへと情報共有及び連携・ハ

ローワーク等への募集 

・ハローワークや地域協議会ニュースで募集、また地域協議

会主催の「働き方説明会」に参加してアピール、北東京生

活クラブ生協へ募集チラシを配布するなど、人材確保に努

めたが、十分に人材確保はできなかった 

・ワーカーズと懇談会を開催して、情報共有を行うことがで

きた（にしとうきょう支援事業所）（たま北支援事業所） 

・今後、70 歳定年やフレックス勤務などを戦略的にアピール

して人材募集していく必要がある 

 

（２）介護支援専門員の資質の向上に努める 

①利用者・家族の視点に立ち

自立支援型のケアプラン

作成をめざす 

・早期退院のためのケアマ

ネジメントと医療と在宅サ

ービスの連携をする 

・介護者（家族）への支援体

制に力を注ぐ 

・介護保険外のインフォー

マルな地域の社会資源情報

を探し提供する 

・早期退院に向けて医療とのケアカンファレンスに出席した 

・認知症カフェの参加を促しや地域のワーカーズが実施してい

る地域の会を利用者に紹介した 

・医療との連携を意識して行った 

・医療との連携は年々回数も情報量も増えると共にケアマネの

資質向上が求められている 利用者や家族の思いを医療に

橋渡しするなど家族への支援態勢に力を注いだ 

・利用者・家族の力やインフォーマル地域資源情報も加味しな

がら自立支援型のケアプラン作成することに努力した 

・認知症の家族の相談支援が以前よりも増えた 

・上記の成果の一方で、未だ医療との連携は受身・待ちの態勢



 

 

 

 もある。入院したらすぐに病院と連絡を取り情報を提供する

等、積極的に医療と連携をとることが課題である 

②研修の充実をはかり、ACT

主催の研修や外部の研修に

も参加する 

 ・新人研修プログラムをリ

ニューアルして法人の

理念等を含めて基礎を

学ぶ 

 ・研修チーム企画の研修に

参加する 

 

・新人研修は法人理念や設立経緯を踏まえてリニューアルする

ことができた  

また新人同期の交流懇談会を初めて開催した 

・研修チーム企画の研修に参加した 

 ・8/3 プラン研修  講師： 岸千代氏 

 ・10/26 認知症研修 講師： 長澤かほる氏 

 ・2/2  医療との連携研修 講師：服部絵美氏 

・各地域での研修にも積極的に参加した。今年度特に医療連携

研修が多かったが、夜の長時間研修は参加負担が多いという

感想もあった 

③主任ケアマネジャーは、地

域のケアマネジャーのリー

ダーとして社会貢献する他、

法人内のケアマネジャーの

資質向上をサポートする 

・主任ケアマネジャーがせたがや主任ケアマネジャー連絡会の

開催にかかわった（せたがや支援事業所） 

・主任ケアマネジャーがいたばし支援の新人研修に出向いて一

連のケアマネジャー業務研修を行うことができた 

 

④利用者アンケートの実施

とケアマネジャー自己評

価・事業所評価を実施する 

・「ケアマネ自己評価」「事業所運営自己評価」「利用者アンケ

ート」を実施することができた 

・「ケアマネ自己評価」「事業所運営自己評価」は各事業所で課

題分析を実施、全体としての課題分析も実施した 

・「利用者アンケート」は設問、回答欄を含めて新たに作成し

たもので実施 2017 年度は「利用者アンケート」の実施な

しで、課題検証を実施。特にアンケート後半の設問に未記入

が多かったことから、今後は設問等を検討し、2017 年度に

アンケート用紙の完成、2018 年度早期に「利用者アンケー

ト」の実施が望まれる 

・各種マニュアルが更新されず、また、活用が不十分 

事業所で接遇、電話対応、新人への対応に差がある。できる

だけ統一したものにするためにマニュアルの整備が必要 

 

（３）リスクマネジメント体制の推進を図り危機管理に努める 

①いたばし事業所はケアマ

ネジャー4 人以上の複数化を

めざす 

北東京生活クラブの協力支援を得て、ケアマネジャー募集チラ

シを配布することができた  

その結果新人入職に繋がった 

ただし、ケアマネジャー3 人の状態は不安定であり、リスクが

大きい状態が継続している 4 人確保は必須の課題である 



 

 

 

②苦情、事故等の分析から再

発の防止策と迅速且つ適切

に対応する体制を整備する 

 

他事業所の苦情・事故を共有することが再発防止につながる 

事故等報告書を管理者会議に提出し、課題、改善点を検討 ま

た、その報告書を基に各事業所でも同様に共有することができ

た 

苦情 7 件、事故 2 件、虐待 3 件 

③倫理、プライバシー保護、

個人情報保護、災害時対応な

ど各種危機管理のマニュア

ルを整備点検する。年度はじ

めに定期的に学習して防止

を図る 

・プライバシーと個人情報保

護の研修 7 月全体会 講

師：青葉総合法律事務所 

・マニュアルを点検した。今後は、マニュアル担当者を決めて

毎年見直し点検できる体制にすることが課題である 

 

・プライバシーと個人情報保護の研修を 7月の全体会で行った  

講師：青葉総合法律事務所 弁護士 山田勝彦氏 

 

 

④職員の悩みや相談に応じ

られる窓口支援体制を検討

する 

・事務局や理事長が各事業所からの相談を受け、対応した 

・組織的に相談できる法人としての窓口の設置を模索している 

⑤交通安全を心がけ車両等

の事故防止に努める･･･7 月

全体会 車両研修中野警察 

・中野警察交通課に依頼し車両事故防止の研修を行った 

 わかりやすく評判が良かった 

法人内車両事故発生件数  2 件（車両 1 件 自転車 1 件） 

 

（４） 支援事業の地域化の検証と今後 

小平市の地域化について自

治体及び市場動向を調査し

地域化の可能性を検討する 

中期的にケアマネ４人以上

の人材確保をめざす 

・小平担当の増員ができなかった。介護保険制度改正から今後

小規模単位の地域化は困難であると考え、小平市の地域化は

断念する 

 

Ⅱ．まちづくり事業 

私たちが目指す地域包括システムの一つとして広く地域に向けて高齢者から障がい者まで誰もが 

相談できる体制を目指すことができた。 

 

①各支援事業所に置ける常

設の「介護なんでも相談」

と他団体と連携し出前型市

民向け「介護なんでも相談」

窓口を設置する 

・毎月第２水曜日に「介護なんでも相談」を実施し、のぼり旗

を見て相談者が来られた  （せたがや支援事業所） 

・楽多舎と連携した「相談事業」を毎週金曜日に開始し、地域

でお互いが気軽に声をかけられる関係づくりを目指したが、

週 1 回の決められた時間での相談は 1 名にとどまった 楽多



 

 

 

舎と連携の相談事業には再考が必要 （ねりま支援事業所） 

・機会があれば相談は業務として行っていた ワーカーズひよ

こイベント参加し「介護なんでも相談」を担当した。地域協

議会主催｢介護保険基本講座｣（一般向け）で講師を担当した 

      （きた支援事業所） 

・常時「介護何でも相談」を受け付けている 

（まちだ支援事業所） 

・毎月第３火曜日に「大人の読み聞かせ」と企画セットして実

施。相談件数は非常に少なかった まちの縁がわ本町と連携

した              （たま北支援事業所） 

・毎月第 3 土曜日「介護相談」を開催。相談日の相談は 1 件 平

常の業務日で相談を受けることが多かった 

（にしとうきょう支援事業所） 

・毎月第１土曜日相談日を設けたが、相談日の相談は 1 件のみ

他、相談日以外の相談のほうが多かった 

（いたばし支援事業所） 

・全事業所で相談日などを設けたが、相談日当日の相談が少な

く、通常の業務日での相談件数が多かった 今後、「相談」を

どのようにすすめて行くか課題である 

②「介護者家族の会」の定

期開催の回数を増やし、介

護 者 が 元 気 に な る       

プログラムで参加し易い内

容にする 

・7月「高齢者見守り人材向け出前講座」  

・10月「身体・元気・つぼ体操」 

・2月「身体・元気・つぼ体操」 （ねりま支援事業所） 

 

・6月 「セルフケアマッサージ」  

・10月「介護保険ミニ学習会」 

・3月「食事会＆語りを聞く会」 （まちだ支援事業所） 

 

・7 月「ほっと音楽タイム＆お話タイム」 

・11 月「アロマでリフレッシュ」 

・3 月「健康寿命の話＆らくらくヨガ」 

（たま北支援事業所） 

・9 月「アロマの香りのなかでボディケア」 

・３月「セルフケアの方法を学ぶ」（にしとうきょう支援事業所） 

 

③地域の居場所・拠点とな

る「まちのほっとスペース」

を運営するワーカーズまち

・「わかぎの和」の縁がわに関わることができた 

（いたばし支援事業所） 

・まちの縁がわ本町と連携する事業で関わった 



 

 

 

の縁がわづくりに関わる （たま北支援事業所） 

 

Ⅲ．調査･研究事業 

   在宅及び地域で安心できる介護の支援体制が利用者や家族の視点に立ち考えられるように、 

地域包括ケアシステムを含めて介護保険制度への政策提案をＡＣＴグループ、他団体と連携 

して進めた。 

 

（1）次期介護保険の改定に

向けて審議検討される軽度

者（要介護 1・2）の生活援

助・福祉用具の全額自己負

担等について、今年度早期

に他団体に呼びかけるなど

広く市民に向けて問題提起

をする活動を進める。改正

の動向など地域ごとに学習

会など開催をする  

・軽度者を外さない制度の改

正に向けての政策提言をす

る 

・次期介護保険の改定に向け

て早期に政策提言をする 

・6/25 「あきらめないで介護の未来を考える」をテーマ

に介護保険制度改正について服部万里子氏を解説者に招

き、フォーラムを開催した（参加者 約 100 名） 

・介護保険制度の保険給付から「要介護 1・2」の生活援助

と福祉用具を外さないことを求める署名活動をＡＣＴと

共に実施。 10/14 院内集会で厚生労働大臣、経済財政

諮問会議経済財政担当大臣宛に 38,676 筆の署名をＡＣ

Ｔと共に提出した 

  人とまちづくり   

厚生労働大臣宛 2,266 筆 

経済財政諮問会議経済財政政策担当大臣宛 2,336 筆 

・11/11 の「介護の日フォーラム」ではファシリテーター

理事長、パネリストとして副理事長が出席。また、各事

業所から 6 名が参加した 

 

（２）「在宅で暮らす中重度の

要介護者とその家族は…」調

査のまとめを政策提案などの

活動に反映する。 

中重度者が「安心して在宅で療養生活をおくるための条件

とは…」のヒアリング調査をまとめ、機関紙 4 号に掲載し

た 

（３）ＡＣＴグループや生活

クラブ生協、他団体への講師派

遣をする 

・ACT が開催する介護職員初任者研修 3 企画の講師を 3 名

で担当した 

・生活クラブエッコロ企画「私と家族のケアプラン」の講

師を担当した 

・東大和地域協議会主催「介護保険日常生活総合事業につ

いて」 の講師を担当した 

・東久留米・東村山・町田で「介護保険ミニ学習会」を開

催した 

 

  

 



 

 

 

Ⅳ．指定特定相談支援事業（障害者総合支援法）   

   利用者の意志と人格を尊重し、常に利用者の立場に立ちながら、利用者が日常生活、または

社会生活を営むことができるように配慮するとともに、行政、医療、他サービス事業者とも

連携しながら、サービスが多様な事業者から総合的に提供されるように計画相談支援を行な

う。 

 

・ねりま支援事業所で、指定特定相談支援事業を開始。障害者支援係、及び保健相談所から計画を

上回る依頼があった。計画相談支援を実施することで、あらためて「本人の意思意向に添う」と

いうことの難しさを実感し、また、その難しさをやりがいと感じることもできた。計画相談支援

の事例は、ねりま支援事業所会議でも共有することができた。 

また、今後は危機管理上、及び、新規依頼を断らないためにも 2人以上の体制にすることが 

課題である。 

 ・せたがや支援事業所では相談支援事業研修に 1 名が参加。相談支援事業開始を目指している。 

 

Ⅴ．事務局運営 

法人全体の業務運営が円滑に進むように、各支援事業所の事務スタッフとも連携協力して 

正確・迅速な事務局体制を目指した。 

 

（1）安定した業務体制づくり 

事務局長と 32 時間常勤１名と非常勤 2 名

の常勤換算 2.3 人で以下の業務を行う 

①労務担当 経理担当 総務・広報・IT 

関係連絡担当  

②広報・ＩＴ関係については外部への業務

委託とする 

（1）安定した業務体制づくり 

事務局長と 32 時間常勤１名と非常勤 1 名の

常勤換算 2.１人で以下の業務を行った 

① 労務、経理、総務、広報・IT 関係への 

連絡  

② 広報・ＩＴ関係については外部への業務

委託を行うことができた 

 

（2）上記の体制に、ＡＣＴサポート 

（弁護士・包括保険等）提携契約の支援と

法人契約の税理士・社会保険労務士の専門

職の支援を受ける 

（2）上記の体制に、ＡＣＴサポート（弁護士・

IT・包括保険等）で支援を受け、法人契約の

對馬税理士・荒井社会保険労務士の専門職の

定期的な訪問を受け、順調に業務を行うこと

ができた 

ACTサポート支援の弁護士への相談件数は 4

件あった 

 ４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

1月 2月 3月 合計 

（件） 

計画 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

実績 0 0 1 1 4 7 5 6 6 8 7 5 50 



 

 

 

（3）広報・宣伝の業務を推進する 

・ホームページを毎月更新し法人及び各 

事業所の活動等をリアルタイムに発信する 

・機関紙「まちの木通信」を年 3 回発行 

する 

（3）広報・宣伝の業務を推進する 

・ホームページを毎月更新し法人及び各事業所

の活動等を後期はリアルタイムにほぼ発信す

ることができた 

・機関紙「まちの木通信」は年 3 回発行した 

（4）損益の収支状況を把握し的確な情報

収集をし、経営管理を行う 

（4）後期は助成金等の情報収集を行ない、予

算を含め今後の経営を検討することができた 

 特定求職者雇用開発助成金２期 

（5）法人運営自己評価を実施する （5）法人運営自己評価を 3 月管理者会議で実

施予定であったが、次年度 4 月管理者会議

で実施した 
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介護保険事業 まちづくり事業 障害支援事業 調査研究事業
【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 198,000 

    賛助会員受取会費 18,000 216,000 

  【受取寄付金】

  　受取寄付金 8,322,437 8,322,437 

  【受取助成金等】

    受取助成金 200,000 200,000 

  【事業収益】

    介護保険事業 141,788,961 

    介護保険事業（特定） 6,053,400 

    障害相談支援事業 842,619 148,684,980 

  【その他収益】

    受取　利息 222 

    雑　収　益 17,930 170,861 

      講師派遣 (62,091)

      共済情報提供 (106,250)

      その他補助 (17,930) (2,520) 189,013 

        経常収益  計 157,612,430 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 92,143,406 13,364 568,870 

      役員報酬（事業） 2,268,000 612,000 

      法定福利費(事業) 10,374,858 

      福利厚生費(事業) 2,027,196 

        非課税通勤費 (1,533,741)

        福利その他 (493,455)

        人件費計 106,813,460 625,364 568,870 108,007,694 

    （その他経費）

      まちづくり費（事業） 63,910 

      調査研究費（事業） 62,216 

      印刷広報費(事業) 1,131,402 

      会　議　費(事業) 7,587 

      旅費交通費(事業) 1,200,047 

      通信運搬費(事業) 4,241,153 

        NTT（事業） (2,325,125)

        携帯（事業） (1,022,624)

        郵送（事業） (808,192)

        通信その他（事業） (85,212)

      移転費（事業） 497,966 

      器具備品費(事業) 1,379,014 

      消耗品　費(事業) 942,407 

      保守修繕費(事業) 396,088 

      水道光熱費(事業) 935,797 

      地代　家賃(事業) 8,220,101 

      賃  借  料(事業) 1,445,364 

      保　険　料(事業) 742,230 

      諸　会　費(事業) 138,400 

      租税　公課(事業) 2,200 

      研修費（事業） 159,700 

      支払手数料(事業) 206,390 

      支払寄付金（事業） 3,000 

      雑　　　費(事業) 253,743 

        その他経費計 21,902,589 63,910 62,216 22,028,715 

      事業費  計 130,036,409 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 自 2016年 4月 1日  至 2017年 3月31日



 

 

 

 
  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当（管理） 5,307,296 

      役員　報酬（管理） 720,000 

      法定福利費（管理） 845,812 

      福利厚生費（管理） 78,719 

        福利その他 (78,719)

        人件費計 6,951,827 6,951,827 

    （その他経費）

      顧問料（管理） 438,879 

      諸謝金（管理） 112,412 

      印刷広報費（管理） 131,897 

      会議費（管理） 77,140 

      旅費交通費（管理） 65,460 

      通信運搬費（管理） 296,290 

        NTT(管理) (107,832)

        携帯（管理） (65,963)

        郵送（管理） (106,943)

        通信その他（管理） (15,552)

      器具備品費（管理） 342,900 

      消耗品費（管理） 215,292 

      保守修繕費（管理） 63,360 

      水道光熱費（管理） 67,184 

      地代家賃（管理） 900,000 

      賃借料（管理） 282,180 

      事務委託費（管理） 839,024 

      保険料（管理） 2,000 

      諸会費（管理） 27,000 

      慶　弔　費（管理） 32,400 

      租税　公課（管理） 1,855,961 

      支払手数料（管理） 740,274 

      研修費（管理） 12,260 

      支払　利息（管理） 83,330 

        その他経費計 6,585,243 6,585,243 

          管理費  計 13,537,070 

            経常費用  計 143,573,479 

              当期経常増減額 14,038,951 

【経常外収益】

    経常外収益  計 0 

【経常外費用】

    経常外費用  計 0 

        税引前当期正味財産増減額 14,038,951 

          当期正味財産増減額 14,038,951 

          前期繰越正味財産額 8,196,209 

          次期繰越正味財産額 22,235,160 



 

 

 

 

 

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 30,679 

      普通　預金 13,399,338 

        現金・預金 計 13,430,017 

    （売上債権）

      未　収　金 25,828,230 

        売上債権 計 25,828,230 

          流動資産合計 39,258,247 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      出資金（労金） 10,000 

      出資金（東京CPB） 150,000 

      差入保証金 673,000 

        投資その他の資産  計 833,000 

          固定資産合計 833,000 

            資産の部  合計 40,091,247 

  【流動負債】

    未　払　金 2,881,835 

    未払費用 9,104,325 

    預　り　金 607,113 

      流動負債  計 12,593,273 

  【固定負債】

    長期借入金 5,262,814 

      固定負債  計 5,262,814 

        負債の部  合計 17,856,087 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 8,196,209 

    当期正味財産増減額 14,038,951 

      正味財産　計 22,235,160 

        正味財産の部  合計 22,235,160 

          負債・正味財産合計 40,091,247 

《資産の部》

《負債の部》

《正味財産の部》

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり

貸　借　対　照　表
[税込]（単位：円）

2017年 3月31日 現在全事業所



 

 

 

 

  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 30,679 

      普通　預金 13,399,338 

        中央労働金庫 (4,817,913)

        中央労金職員共済会 (8,581,425)

        現金・預金 計 13,430,017 

    （売上債権）

      未　収　金 25,828,230 

        売上債権 計 25,828,230 

          流動資産合計 39,258,247 

  【固定資産】

    （投資その他の資産）

      出資金（労金） 10,000 

      出資金（東京CPB） 150,000 

      差入保証金 673,000 

        投資その他の資産  計 833,000 

          固定資産合計 833,000 

            資産の部  合計 40,091,247 

  【流動負債】

    未　払　金 2,881,835 

    未払費用 9,104,325 

    預　り　金 607,113 

      社会保険料預り金 (181,554)

      所得税預り金 (196,353)

      住民税預り金 (225,800)

      報酬源泉 (3,406)

      流動負債  計 12,593,273 

  【固定負債】

    長期借入金 5,262,814 

      固定負債  計 5,262,814 

        負債の部  合計 17,856,087 

        正味財産 22,235,160 

《資産の部》

《負債の部》

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり

財　産　目　録
[税込]（単位：円）

2017年 3月31日 現在全事業所



 

 

 

第 1 号議案【2016年度決算の説明】 

2017/5/20 

1. 受取会費（年会費）   

   正会員受取会費 106,000 円 （2,000円＊53人分）  

   賛助会員受取会費 18,000 円                   まちづくり事業に計上 

丸山さん 宮崎さん 柳本さん 木村さん 園川さん 

      山中さん（3口） 石黒さん（3口） 石毛さん（2口） 東京・生活者ネットワーク（団体 1口）  

   設立時の会員会費 92,000円を開業時正味財産額に計上していたが、正会員受取会費に訂正した。 

2. 受取寄付金   

      にしとうきょう 辻田さん 5,000円    せたがや 稲葉さん 100,000円 

      まちだ   篠原さん  10,000円     まちだ  嶋村さん  20,000円 

      ねりま   冨田さん  10,000円                         合計 145,000円 

   設立時、ＡＣＴからの独立支援準備金 8,177,437 円を開業時正味財産額に計上していたが、受取寄付金に

訂正した。 

3. 受取助成金   特定求職者雇用開発助成金第 2期（まちだ 1名） 

4. 事業収入   

介護保険事業 147,842,361 円（予算対比 100.5％）計画を 81万円上回り 

うち、認定調査 3月請求分（一部 1,2月分含む）211,896円計上 

障害支援事業  842,619円（予算対比 303.1％）計画を 56万円上回り 

5. 雑収益   共済情報提供委託費 106,250円  講師派遣 62,091円  車両共済配当金 17,300円 

6. 経常収益   157,612,430円（開業時正味財産額訂正分を除く予算対比 101.2％）  

7. 人件費（事）   

理事長役員報酬（事）は介護保険事業とまちづくり事業に按分し（管）も含めて従事割合 7：3で按分 

理事長報酬 3,240,000円のうち、役員報酬（事）介護保険事業 2,268,000円：7割 

          役員報酬（事）まちづくり事業 612,000円 + 役員報酬（管）360,000円：3割 

役員報酬（管）は、理事長手当 360,000円 副理事長手当 360,000円 合計 720,000円 

一時金（対象者）を 2,066,400 円支給  賞与（全職員）を 0.13か月分支給 傾斜配分 100万円 

人件費（事）は全事業 108,007,694円 （予算対比 101.3％） 

法定福利費(事・管)は労働保険： 2016年度 1,193,814円（2015年度清算金 83,013万円含む） 

社会保険料： 10,298,850円 （事業主負担分年額） 

8. その他経費（事） 

通信運搬費：3月分計上額 NTT20万円、携帯 7.8万円（ソフトバンク・ドコモ） 

移転費：いたばし移転費を予算計上していたが、移転しなかった為にしとうきょう分のみ 

器具備品費：PC81万円、事務所机・書庫等 46万円、事務所自転車 7.3万円、ストーブ等 3.7万円 

保守修繕費：介護ソフト「らくすけ」保守契約料 22.7万円 

地代家賃：事業所家賃と駐車場代  いたばし家賃 122,429円が 5月支払分より 90,000円に値下げ 

賃借料：富士ゼロックスリース料 11.7万円/月 



 

 

 

保険料：包括保険の契約を生活ｸﾗﾌﾞ総合ｻｰﾋﾞｽに変更した為、2017年度分の支払が 3月に発生 

新都心ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 2016年度包括保険 48.9万円   

生活ｸﾗﾌﾞ総合ｻｰﾋﾞｽ 2017年度賠償責任保険 15.1万円 

車両共済 8.7万円   火災保険 1.6万円  

支払手数料：きた事務所更新手数料 9万円、国保連電子証明書発行手数料(3居宅) 4.7万円 

雑費：書類溶解代 15万円、事務所用品廃棄 8.5万円（えどがわ閉鎖に伴う廃棄含む）  

9. 人件費（管） 

役員報酬（管）：理事長副理事長手当  6万＊12か月 

10. その他経費（管） 

顧問料：荒井社労士 32.8万円、對馬税理士（法人税業務分）11.1万円 

事務委託費：㈱のがもﾄｰﾀﾙﾌﾟﾗﾝｻﾎﾟｰﾄ（会計事務ｻﾎﾟｰﾄ分 12 ヶ月+決算）38.2万円 

ACT ｻﾎﾟｰﾄ（弁護士・IT） 24万円、広報（豊嶋佐和子さん）21.7万円 

諸謝金：研修講師 5名分 

印刷広報費：ｾﾞﾛｯｸｽｺﾋﾟｰ代 6万円、機関誌印刷 2.7万円、ACT印刷 2.2万円、他印刷代 1.7万円 

通信運搬費：利用者ｱﾝｹｰﾄ後納郵便代 3万円、携帯会社変更に伴い本体残高支払 3万円 

器具備品費：事務所給湯器、事務所電動自転車 

保守修繕費：労務・会計ソフト保守契約料 6.2万円 

賃借料：富士ゼロックスリース料 1.6万円/月、ACT他会議室使用料 10.2万円 

保険料：火災保険料 0.2万円 

租税公課：2016年度法人税 1,851,200円 

支払手数料：携帯会社変更に伴う解約手数料（ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ） 57.9万円、新規手数料(ﾄﾞｺﾓ) 13.3万円 

11. 経常費用   143,573,479 円（予算対比 100.7％） 

12. 当期経常増減額   14,038,951 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

監査報告書 
 

2017年 5月 1日 

 

特定非営利活動法人ＡＣＴ・人とまちづくり 

 

理事長    香丸 真理子 様 

 

 

監 事  和田安希代  

監 事  清水妙子 

 

 

 

 

 

定款に基づき監査しましたので報告いたします。 

１．監査基準日  2016 年 4月１日～2017 年 3月 31日 

２．監査実施日  2017 年 4月 27日 

３．場   所  特定非営利活動法人 ＡＣＴ・人とまちづくり事務所 

 

 

 

■ 監査の方法と概要 
 

（1）業務監査について 

理事会に出席し、必要と認める場合には質問等を行いました。 

（2）会計監査について 

帳簿ならびに関係書類の説明を受け、閲覧、照合、質問等必要と思われる手続きによ

り、決算書類の正当性について監査しました。 

 

 

 

■ 監査報告 
 

監査の結果、理事業務は適正に執行され、会計も適正に処理されていることを認めま

した。 

 



 

 

 

 

■ 監査意見 

 

（1） 介護保険の改正により利用者にとっても、事業者にとっても厳しい状況があります。

経営環境の厳しい中で今期も利益を確保できたことは、計画達成を目指してひとり一

人頑張ってきた結果と高く評価致します。 

 

（2） 特定事業所の指定取得、障害者総合支援法による計画相談事業への参入はそれぞれ一

定の成果をもたらしているとの説明を受けました。 

今後 新規に取得、参入に向けては話し合いを重ね、可能なところから進めてくださ

い。 

 

（3） 各事業所の事業規模、収益力、地域差、人数、活動など抱える問題は様々だと思いま

す。大きな不満、不平等、元気さをなくす等が起きないような環境作りを目指して下

さい。 

人件費の計算基準に傾斜配分などを取り入れた体系づくりは新しい試みとして評価

します。 

また働きやすい労働環境の更なる改善が、人材確保に繋がることに期待します。 

 

（4） 「まちづくり事業」については次年度の相談事業の位置づけも含めて構想を具体的に

表示していくことが望まれます。 

 

（5） ACT・人とまちづくりの立上げや介護保険改定など、目まぐるしい状況の中適格な対

応で事務局が整い、順調に機能していることで広報、宣伝、講演会開催などにも重要

な役割を担っています。ひとり一人の自己決定を尊重できる暮らしを実現するために、

これからも福祉のリーダーとして力を発揮されることを期待します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 



 

 

 

第 2号議案 

2017年度活動・事業方針及び事業計画、予算の決定について 

 事業の基本方針 
 

ＡＣＴ・人とまちづくりが新法人としてスタートし2年6ヶ月。安定した事業運営を目指してきましたが、

2016年度4月にえどがわ事業所を閉鎖するという決断もあって決して順風満帆とはいえませんでした。し

かし、その後各事業所と法人事務局が力を合わせて日々努力を重ね、その結果2016年度の事業運営及び経

営は一定の成果が得られています。 

 さて、2017年度は「介護予防・地域支援総合事業」の完全移行になり2018年度から各自治体の地域支援

事業のサービス内容格差が現れることになります。また、介護保険制度の持続可能性確保のために制度改

正が矢継ぎ早に国会に提案されています。地域包括ケアシステムの深化･推進を目的に自立支援・重度化

防止に向けた保険者機能の強化を始め、抜本的な介護保険改正に向けた「地域共生社会の実現」の取り組

みなど2025年問題に対処する大きな転換を示唆しています。2018年8月には利用者負担3割が施行されるこ

とになっているなど、被保険者である利用者と家族にとっては、保険料負担増もある中でますます複雑で

理解ができない社会保険制度になっているのが現状です。 

 独立型の居宅介護支援事業の展望を考えて見ると、ますます厳しさがあると認識しています。その上で、

介護保険制度の理念である利用者の「尊厳の保持」と「自己決定」を最も守るべき基本原則であることを

常に自覚しケアマネジメントに活かしていきます。中期計画の中で私たちは「何ができるのか、何をすべ

きなのか」を問いながら、連携ネットワークする様々な団体や民間企業も含めて、多様な人の英知と意見

を集めて検討していくことする着手していきます。 

 

1.事業活動方針 

 

これらの背景を踏まえて以下事業の基本方針とする。 

（１）介護保険制度が本来理念とする利用者の「自己決定」・「尊厳保持」を守るために、公正

中立性を基本とする独立型居宅介護支援事業の意義を再確認して継続する 

・利用者と家族の視点に立ち、本人と家族の持っている力（自立と自律）をいかす支援

をする 

（２）認知症の人や要介護者が、住み慣れた地域で尊厳をもって自分らしい生活を送ることが

できるように、医療・介護・生活支援・住まい・地域連携など在宅生活と地域の課題を

整理し、まちづくりのしくみを考えていく 

（３）法人全体の各事業の継続発展のために、計画的にケアマネジャーの人材確保とその養

成を推進する 



 

 

 

（４）各事業所それぞれが経営視点を持ち、全体の経営安定を図ることを念頭に事業計画の

達成を目指す 

   ・いたばし、きた支援のケアマネジャーの人員体制と経営改善を全体で検討する 

 

２．組織運営方針 

 

一人ひとりが経営者であり働く人でもある、民主的な運営を原則とするワーカーズ･コレクティブ

による組織運営であることを常に意識し、話し合いと合意に基づき事業方針・事業計画の達成をめ

ざす 

 ・組織運営の基盤は各事業所会議であり、最終合意形成の場は全体会議です。職員一人ひとりの提

案や意見が活かされる会議運営を目指す 

 ・管理者会議は、事業所会議・全体会議の提案を受け、事業方針に基づいて事務局と共に事業執行

する         

・理事会は、全体会議での合意形成を経て管理者会議の提案事項について専門的な立場で承認・決

定する 

・ワーカーズ･コレクティブ組織運営の考え方について、新人研修において学習する 

 

3．各事業の事業計画 

 

Ⅰ．居宅介護支援事業 

  （１）居宅介護支援事業運営基準に則り、一人ひとりが自主運営・自主管理することを意識する組

織体制を強化し、各事業所が健全な事業運営を心がけ、たすけあって安定した事業運営を図り事

業計画の達成に努める 

          介護計画数    10751件 

          予防計画数      1800件 

                    認定計画数      343件 

       

 

 介護（計画） 介護（実績）  予防（計画） 予防（実績） 認定（計画） 認定（実績） 

せたがや 1894  240  19  

ねりま 1550  144  120  

きた 1003  216  0  

まちだ 1598  348  78  

たま北 1695  360  0  

にしとうきょう 2276  264  90  

いたばし 735  228  36  



 

 

 

① 各支援事業所の事業運営及び経営を法人全体で点検し改善する 

② 安定した事業運営が図れるように職員の人材を確保すると共に人材養成を推進する 

・地域のたすけあいワーカーズとの情報共有及び連携の推進 

・効果的なハローワーク等への募集 

・新人を育成するプログラムを作り定着を目指す 

③ 労働環境の整備を図り心身ともに働きやすい職場改善を図る 

・法人内の相談専門の窓口を作る 

④ 主任ケアマネジャーの人材養成や特定事業所取得の要件である常勤体制を整備する 

⑤ 特定事業所の取得について事業所の成果と課題について検証する 

⑥ 今後の展望を考えて医療と介護の連携及び事務効率化の為に業務ソフト導入・ＩＴ活用を

検討する 

 

（２）介護支援専門員の資質の向上に努める 

① 本人・家族の視点に立ち自立支援型のケアプラン作成をめざす 

② 在宅復帰に向けて積極的に医療機関との情報共有を推進し医療・介護の連携を図る 

③ 本人・介護者（家族）へ状況に応じて介護保険および介護保険外のタイムリーな情報の提 

供をする 

④ 介護保険の動向・社会資源の情報収集・自治体の各種情報収集に努める 

⑤ ケアマネ自己評価を踏まえ、研修の充実を図る 

・各自個別研修計画をたてる。 

･管理者会議が主催する個人情報保護・プライバシー・交通安全の実施 

⑥ 主任ケアマネジャーは、地域のケアマネジャーのリーダーとして社会貢献する他、法人内

のケアマネジャーの資質向上をサポートする 

⑦ 前年の利用者アンケートの分析とケアマネジャー自己評価・事業所評価を実施し、課題を

解決する努力をする。 

 

（３）リスクマネジメント体制の推進を図り危機管理に努める 

①苦情、事故等の分析から再発の防止策と迅速且つ適切に対応する 

②倫理、プライバシー保護、個人情報保護、災害時対応など各種危機管理のマニュアル 

を整備点検する。年度はじめに定期的に学習して防止を図る 

・マニュアル点検者を決めて年度当初に点検する 

③いたばし事業所は、ケアマネジャー4人以上の複数化をめざす 

④職員は健康診断を受け健康管理に努める 

 
  

（４） 支援事業の地域化の検証と今後 

    2025年の介護保険制度の改定に向けて、各支援事業所の地域化の成果と課題を検証し今後の展望を

考える …2019年までの中期計画を作成検証しながら実行していく                

・介護保険の動向を見ながら地域化と再編を検討する 



 

 

 

・ケアマネジャーの人員規模の目標数値を検討する 

・高齢化率や世帯構造などの地域の特徴、事業者数など調査する 

Ⅱ．指定特定相談支援事業（障害者総合支援法）   

   本人の意志と人格を尊重し、常に本人の立場に立ちながら、本人が日常生活と社会生活を営

むことができるように配慮する。行政、医療、他サービス事業者とも連携しながら、サービ

スが多様な事業者から総合的に提供されるように計画相談支援を行なう 

 

                                           

 練馬地域では2016年度の実践から、計画相談支援のニーズが高いことが分かった。 

2017年度は人員を増員し体制を整え、今後【共生型サービス】の内容について情報を 

収集する。 

・ねりま事業所で2人以上の体制をつくる 

  ・せたがや事業所は今年度中に開設を目指す 

・にしとうきょう事業所・たま北事業所は参入を目差し相談支援従事者初任者研修を受講する 

  ・障害者相談支援事業のソフトの導入を検討する 

 

 

Ⅲ．まちづくり事業 

   誰もが孤立することなく、たすけあいによる「共生社会」を目指す地域包括システムの一つ

として、地域に暮らす子どもから高齢者・障がい者まで誰もが相談できる「暮らしの保健室」

構想を検討する 

    

① 各支援事業所の常時「介護なんでも相談」を継続する 

② 2017 年 11 月 11 日（土）全国「介護の日」にちなみ各事業所において「電話・介

護なんでも相談」を開設する 

③ 「介護者家族の会」の定期開催を継続する 

④ 認知症施策の啓発活動の一環である、認知症の人・家族の方への介護者支援とし

て【知っておきたい認知症】学習会を企画する 

⑤ 地域の居場所・拠点となる「生活・介護のそうだん室」（仮称）構想を検討する 

⑥ それぞれの地域で認知症カフェの準備を進める 

 

 

 

Ⅳ．調査･研究事業 

 ４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 
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月 
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月 
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月 

1 
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2 
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3 

月 

合計 

（件） 

計画 ８ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ６３ 



 

 

 

   在宅及び地域で安心できる介護の支援体制が利用者や家族の視点に立ち考えられるように、地域

包括ケアシステムを含めて介護保険制度への政策提案をＡＣＴグループ、他団体と連携して進め

る。 

 

（１）次期介護保険の改定に向けて、利用者の 2 割・3 割負担の影響・軽度者（要介

護 1・2）の生活援助のあり方・福祉用具適用範囲などについて、早期に他団体

に呼びかけるなど広く市民に向けて問題提起をする活動を進める。改正の動向

など地域ごとに学習会を開催する。 

①軽度者を外す制度の改定に向けて調査などに基づき政策提言をする 

②ケアマネジャーの責務・役割などを通してその実態について調査する 

（２）「在宅で暮らす中重度の要介護者とその家族は…」調査のまとめを政策提 

案などの活動に反映する。 

・上記フォーラムと報告書の冊子化をする…[助成金にて] 

（３）ＡＣＴグループや生活クラブ生協、他団体への講師派遣をする 

 

  

Ⅴ．事務局運営 

法人全体の業務運営が円滑に進むように、各支援事業所の事務スタッフとも連携協力して 

正確・迅速な事務局体制を目指す。 

 

（１） 安定した業務体制づくり  

事務局長と 32 時間常勤１名と非常勤１名の常勤換算 2.3 人で以下の業務を行う 

①労務・経理・広報・IT 関係連絡に加え、給付管理集計を行う。 

   給付管理集計その他の業務において各事業所の事務スタッフと連携して業務を 

行う。  

②広報・ＩＴ関係については外部への業務委託の連絡調整を行う 

（２） 上記の体制に、ＡＣＴサポート（弁護士・ＩＴ等）提携契約の支援と法人契約 

 の税理士・社会保険労務士の専門職の支援を受ける 

 

（３） 広報・宣伝の業務を推進する 

① ホームページをリニューアルし毎月更新し法人及び各事業所の活動等をリアル 

タイムに発信する 

②機関紙「まちの木通信」の編集責任を負い、年 3 回発行する 

（４）損益の収支状況を把握し的確な情報収集をし、経営管理を行う 

（５）法人運営自己評価を実施する 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり

介護保険事業 障害支援事業 まちづくり事業 調査研究事業
【経常収益】

  【受取会費】

    正会員受取会費 104,000 

    賛助会員受取会費 10,000 114,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 300,000 300,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金 0 

  【事業収益】

    介護保険事業 147,623,180 

    介護保険事業（特定） 6,477,480 

    障害相談支援事業 876,000 154,976,660 

  【その他収益】

    受取　利息 800 

    雑　収　益 10,000 23,000 33,800 

        経常収益  計 155,424,460 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 98,361,586 657,000 

      役員報酬（事業） 3,124,800 

      法定福利費(事業) 9,689,515 

      福利厚生費(事業) 2,925,506 

        人件費計 114,101,407 657,000 114,758,407 

    （その他経費）

      まちづくり費（事業） 350,000 

      印刷広報費(事業) 1,131,000 

      会　議　費(事業) 8,000 

      旅費交通費(事業) 1,200,000 

      通信運搬費(事業) 4,241,000 

      器具備品費(事業) 834,000 

      消耗品　費(事業) 942,000 

      保守修繕費(事業) 396,000 

      水道光熱費(事業) 936,000 

      地代　家賃(事業) 8,988,572 

      賃  借  料(事業) 1,445,000 

      保　険　料(事業) 254,000 

      諸　会　費(事業) 139,000 

      租税　公課(事業) 2,000 

      研修費（事業） 160,000 

      支払手数料(事業) 162,000 

      支払寄付金（事業） 3,000 

      雑　　　費(事業) 173,000 

        その他経費計 21,014,572 350,000 21,364,572 

      事業費  計 136,122,979 

活　動　予　算　書
[税込]（単位：円）

自 2017年 4月 1日  至 2018年 3月31日



 

 

 

 
  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当（管理） 5,747,600 

      役員　報酬（管理） 1,596,000 

      法定福利費（管理） 683,328 

      福利厚生費（管理） 67,000 

        人件費計 8,093,928 8,093,928 

    （その他経費）

      顧問料（管理） 500,000 

      諸謝金（管理） 160,000 70,000 

      印刷広報費（管理） 124,000 54,000 

      会議費（管理） 114,000 

      旅費交通費（管理） 65,600 

      通信運搬費（管理） 233,552 13,800 

      器具備品費（管理） 261,000 

      消耗品費（管理） 180,000 

      保守修繕費（管理） 74,800 

      水道光熱費（管理） 81,600 

      地代家賃（管理） 900,000 

      賃借料（管理） 330,560 42,800 

      事務委託費（管理） 951,200 156,000 

      保険料（管理） 2,000 

      諸会費（管理） 20,000 

      慶　弔　費（管理） 100,000 

      租税　公課（管理） 2,071,400 

      支払手数料（管理） 10,000 

      研修費（管理） 30,000 

      支払　利息（管理） 56,073 

　　　雑費（管理） 5,000 

　　　移転予備費（管理） 1,700,000 

        その他経費計 7,970,785 336,600 8,307,385 

          管理費  計 16,064,713 16,401,313 

            経常費用  計 152,524,292 

              当期経常増減額 2,900,168 

        税引前当期正味財産増減額 2,900,168 

          当期正味財産増減額 2,900,168 

          前期繰越正味財産額 22,235,160 

          次期繰越正味財産額 25,135,328 



 

 

 

 2017 年度予算の説明 

1. 年会費（まちづくり事業） 

 ①正会員受取会費 2000円＊ 52 人 

 ②賛助会費受取会費 1000円* 10人 

 

2. 介護保険事業収入 147,623,180円 加算 6,477,480円   合計 154,100,660 円 

   障害支援事業収入                                 876,000円 

 

3. まちづくり事業収入       雑収益 ＡＣＴ初任者研修の講師派遣 23,000円 

まちづくり事業費        50,000円×7居宅              35,000円 

 

4. 受取寄付金（調査研究事業）  300,000円 香丸真理子（勇美記念財団助成金分） 

 

5. 役員報酬及び人件費総額      合計 10,778,000円 

 

6. 顧問料・業務委託費 

 NPO としての活動を支援する専門家として契約を継続 

＊弁護士 浅野晋氏 （ＡＣＴサポートとして）         120,000円 

＊税理士 對馬昭次氏 決算申告料              150,000円 

＊社会保険労務士 荒井真澄氏                 350,000円 

   ＊（株）のがもトータルプランサポート（会計記帳チェック）  388,000円 

   ＊ＩＴ ＡＣＴサポート                        120,000円 

   ＊広報 豊嶋佐和子さん                      281,600円 

 

7. 法定福利費 労働保険料             

予備費（管理費） 移転に係る費用 （敷金・手数料・移転費） 

ねりま事業所 1,000,000円・きた事業所 700,000 円  

   租税公課 2016年度法人税納付額（2017年 5月）     2,071,400円 

 

8. 全体その他 

   ＣＰＢ返済額元金分                2,084,631円 

        支払利息                   56,073円 

        返済額 ＠178,392円×12か月   2,140,704円 

 



 

 

 

第３号議案 
借入金限度額決定について 

2017年度事業計画を実施するにあたり、借入金の限度額を 1,500

万円とします 

 

 

 

第 4号議案 
 議案決議効力発生について 

各号の決議の本旨に反しない範囲での字句修正を理事会に委任

してくださるよう提案します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

巻末資料 

              

     特定非営利活動法人ＡＣＴ・人とまちづくり定款 

 第１章総則  

                                  

（名 称）     

第 1条 この法人は特定非営利活動法人ＡＣＴ・人とまちづくりという。 

 

（事務所） 

第１条 この法人は主たる事務所を東京都東久留米市に置く。 

 

（目 的） 

第２条 この法人はたすけあいの理念に基づき、広く一般市民を対象として、高齢な 

っても障がいをもっても自立した個人として尊厳を守り生きていくことができる社会を実現する

ために、福祉、介護、まちづくりに関する相談などを行い、福祉の増進と市民の協働によるまち

づくりの推進に寄与することを目的とする。 

 

（特定非営利活動の種類） 

第４条 この法人は前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

（１） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

（２） 社会教育の推進を図る活動      

（３） まちづくりの推進を図る活動 

（４） 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

（事業の種類） 

第５条 この法人は第３条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を

行う。   

（１） 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 

（２） 障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業 

（３） まちづくり事業 

（４） 第４条の諸活動に関する調査・研究事業 

（５） その他目的を達成するために必要な事業 

 

第２章会員 

（種 別） 



 

 

 

第６条 この法人の会員は次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」とい

う。）上の社員とする。 

（１） 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人  

（２） 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体 

   

（入 会） 

第７条 会員の入会について、特に条件を定めない。   

 ２ 会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込むもの

とする。 

 ３ 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければなら

ない。 

 ４ 理事長は、第２項のものの入会を認めない時は、速やかに、理由を付した書面をもって本人

にその旨を通知しなければならない。 

 

（入会金及び会費） 

第８条 会員は総会において別に定める年会費を納入しなければならない。  

       

（会員の資格の喪失） 

第９条 会員が次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。 

（１） 退会届の提出をしたとき。 

（２） 本人が死亡したとき。 

（３） 継続して１年以上会費を滞納したとき。 

（４） 除名されたとき。 

 

（退 会） 

第１０条 会員は別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 

 

（除 名） 

第１１条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名す 

ることができる。 

（１） この定款または規則に違反したとき。 

（２） この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

２ 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与え

なければならない。 

第 3章 役員 

（種別及び定数） 

第１２条 この法人に、次の役員を置く。 

（１） 理事 １０人以上１８人以内   



 

 

 

（２） 監事 １人以上２人以内 

２ 理事のうち一人を理事長とし副理事長は１人以上２人以内とする。 

 

（選任等） 

第１３条 理事及び監事は総会において選任する。 

 ２ 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。 

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が１人を

超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の３分の

１を超えて含まれることになってはならない。 

 ４ 法第２０条各号のいずれかに該当するものは。この法人の役員になることができない。 

 ５ 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。 

 

（職務） 

第１４条 理事長は、この法人を代表し、その業務を統括して管理する。 

 ２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。 

３ 副理事長は、理事長を補佐し理事長が業務に支障のあるとき理事長の職務を代行 

する。  

 ４ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づきこの法人の

業務を執行する。 

 ５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

（１） 理事の業務執行の状況を監査すること。 

（２） この法人の財産の状況を監査すること。 

（３） 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為又は法令若

しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄

庁に報告すること。 

（４） 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

（５） 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べまたは理事

会の開催を請求すること。 

 

 

 

（任期等） 

第１５条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任

期の末日後の最初の社員総会が終結するまでその任期を延長することができる。  

３ 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期

の残存期間とする。 

 ４ 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけ



 

 

 

ればならない。 

 

（欠員補充） 

第１６条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けた時は、遅滞なくこれを補

充しなければならない。 

 

（解任） 

第１７条 理事が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することが

できる。 

（１） 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

（２） 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

２ 監事については、第１項の各号の規定に該当した場合は総会の議決による。 

３ 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与え

なければならない。 

 

（報酬等） 

第１８条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

 ３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

第 4章 会議 

 （種別） 

第１９条 この法人の会議は、総会及び理事会の２種とする。 

  ２ 総会は通常総会及び臨時総会とする。 

 

（総会の構成） 

第２０条 総会は正会員をもって構成する。 

 （総会の権能） 

第２１条 総会は以下の事項について議決する。 

（１） 定款の変更 

（２） 解散及び合併 

（３） 会員の除名 

（４） 事業計画及び予算 

（５） 事業報告及び決算 

（６） 役員の選任及び監事の解任 

（７） 役員の職務及び報酬 

（８） 会費の額 



 

 

 

（９） 資産の管理の方法 

（１０）借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。 

第４６条において同じ。）その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

（１１）解散における残余財産の帰属 

（１２）その他運営に関する重要事項 

 

（総会の開催） 

第２２条 通常総会は、毎年１回開催する 

 ２ 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１） 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

（２） 正会員総数の５分の１以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 

（３） 監事が第１４条第５項第４号の規定に基づいて招集するとき。 

 

 （総会の招集）      

第２３条 総会は、前条第２項第３号の場合を除いて理事長が招集する。 

  ２ 理事長は、前条第２項第１号及び第２号の規定による請求があった時は、その日から３０

日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電

磁的方法により、開催の日の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

 （総会の議長） 

第２４条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 

 

 

（総会の定足数） 

第２５条 総会は、正会員の２分の１以上の出席がなければ開会することはできない。 

 

（総会の議決） 

第２６条 総会における議決事項は、第２３条第３項の規定によりあらかじめ通知した 

事項とする。 

  ２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、

可否同数の時は議長の決するところによる。 

 

（総会での表決権等） 

第２７条 各正会員の表決権は平等なものとする 

  ２ やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項につい

て、書面もしくは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任

することができる。 



 

 

 

  ３ 前項の規定により表決した正会員は第２５条の適用については総会に出席したものとみな

す。 

 ４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることが

できない。 

 

（総会の議事録） 

第２８条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 正会員総数及び出席者数（書面もしくは電磁的方法による表決者又は表決委任者があ

る場合にあたっては、その数を付記すること） 

（３） 審議事項 

（４） 議事の経過の概要及び議決の結果 

（５） 議事録署名人の選任に関する事項 

  ２ 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人２人が、記名押印または署名

しなければならない。 

 

 （理事会の構成） 

第２９条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

 （理事会の権能） 

第３０条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

（理事会の開催） 

第３１条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

（１） 理事長が必要と認めたとき。 

（２） 理事総数の２分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請

求があったとき。 

（３） 監事から第１４条第５項第５号の規定に基づき招集の請求があったとき。 

 

（理事会の招集） 

第３２条 理事会は、理事長が招集する。 

 ２ 理事長は前条第２号、第３号の規定による請求があったときは、その日から１４日以内に理

事会を招集しなければならない。 

 ３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電磁

的方法により、開催の少なくとも５日前までに通知しなければならない。 



 

 

 

 

（理事会の議長） 

第３３条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

（理事会の議決） 

第３４条 理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。 

 ２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

 

（理事会の表決権等） 

第３５条 各理事の表決権は、平等なものとする。 

 ２ やむ得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書

面を持って表決することができる。 

 ３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、理事会に出席し

たものとみなす。 

 ４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで

きない。 

 

（理事会の議事録） 

第３６条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら 

ない。 

（１） 日時及び場所 

（２） 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあたっては、その旨を付記すること） 

（３） 審議事項 

（４） 議事の経過の概要及び議決の結果 

（５） 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人が記名押印または署名

しなければならない。 

 

 

 

第 5章 資産 

（資産の構成） 

第３７条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

 （１）設立当初の財産目録に記載された資産 

 （２）会費 

 （３）寄付金品 

 （４）事業に伴う収益 



 

 

 

 （５）資産から生じる収益 

 （６）その他の収益 

 

（資産の区分） 

第３８条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。 

 

（資産の管理） 

第３９条  この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理    

事長が別に定める。 

 

 

第 6章 会計 

（会計の原則） 

第４０条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行わなければなら 

ない。  

（会計の区分） 

第４１条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。 

 

（事業年度） 

第４２条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（事業計画及び予算） 

第４３条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成 

し、総会の議決を経なければならない。 

 

（事業計画及び予算の変更） 

第４４条 前条の規定にかかわらず、事業計画及び予算の変更は、理事会の議決を経て 

行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会は、当該事業年度終 

了後の通常総会に報告するものとする。 

 

（事業報告および決算） 

第４５条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書等の決算 

に関する書類は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会

の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の議決を経なければならない。 

２ 前項の議決を経た事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書は、前事 

業年度の役員の名簿、役員のうち前年に報酬を受けた者の名簿、会員のうち１０人以上の名簿

を添えて、当該事業年度終了後、３カ月以内に本会の所轄庁に提出しなければならない。 

 



 

 

 

（臨機の措置） 

第４６条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は

権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

（剰余金の処分） 

第４７条 この法人の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すもの 

とする。 

  

 

 

 

第 7章 定款の変更、解散及び合併 

（定款の変更） 

第４８条 この法人が、法第２５条第３項に規定する次に掲げる事項について定款を変更しようと

するときは、総会に出席した正会員の４分の３以上の多数による議決を経、且つ、所轄庁に認

証を得なければならない。 

（１） 目的 

（２） 名称 

（３） その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類 

（４） 主たる事務所及びその他の事務所の所在地（所轄庁の変更に伴うものに限る） 

（５） 会員の資格の得喪に関する事項 

（６） 役員に関する事項（役員の定数に係るものを除く） 

（７） 会議に関する事項 

（８） その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項 

（９） 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものに限る） 

（10）定款の変更に関する事項 

 ２ この法人の定款を変更（前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く）

したときは、所轄庁に届け出なければならない。 

 

（解散） 

第４９条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

（１）総会の議決 

（２）目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

（３）正会員の欠亡 

（４）合併 

（５）破産手続き開始の決定 

（６）所轄庁による設立の認証の取り消し 

２ 前項第１号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得なけ



 

 

 

ればならない。 

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

（清算人の選任） 

第５０条 この法人が解散したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除

く。 

 

 

 

（残余財産の帰属） 

第５１条 この法人が解散（合併または破産手続き開始の決定による解散を除く。）したときに残存

する財産は、類似する目的を持つ特定非営利活動法人のうちから、総会で議決した者に譲渡す

るものとする。 

  

（合併） 

第５２条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決を

経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

 

第 8章 公告の方法 

（公告の方法） 

第５３条 解散時、この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行

う。 

 

 

 

 

第 9章 事務局 

（事務局の設置） 

第５４条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

２ 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。 

 

（職員の任免） 

第５５条 事務局長および職員の任免は、理事長が行なう。 

 

（組織および運営） 

第５６条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め



 

 

 

る。 

 

 

 

第 10 章 雑則 

第５７条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 

附則 

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

２ この法人の設立当初の事務所の所在場所は東京都西東京市泉町 3丁目 12番 25号パスレル保谷 2

Ｆとする。 

３ この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

理事長   香丸眞理子 

副理事長  佐藤 英子 

副理事長  小宮 淳子 

理事    市川 裕子 

理事    坂本はるみ 

理事    鶴岡由美子 

理事    平井 静江 

理事    森  純子 

理事    池口 葉子 

理事    大西由紀子 

理事    木村喜美代 

理事    末安 民生 

理事    服部万里子 

監事    和田安希代 

監事    清水 妙子 

 

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、この法人の成立の

日から２０１６年５月３１日までとする。 

４ この法人の設立当初の事業年度は、第４２条の規定かかわらず、この法人の成立し 

た日から２０１５年３月３１日までとする。 

５ この法人の成立当初の事業計画および収支予算は、第４３の規定にかかわらず、設 

立総会の定めるところによる。 

６ この法人の設立当初の会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

      年会費 正会員（個人） 2,000円   

賛助会員（個人）1,000円 （1口以上） 

賛助会員（団体）5,000円 （1口以上） 

 



 

 

 

 



 

 

 

特定非営利活動法人ＡＣＴ・人とまちづくり 

2017 年 4 月 1 日現在 

 

会員：49 名 

せたがや居宅介護支援事業所 （7 名） 

大澤しをり・市川裕子・豊田さと子・平野惠子・小山みね子・島田晃子・稲村久美子 

 

ねりま居宅介護支援事業所 （7 名） 

大津凉子・菊地ユリ子・松澤邦栄・小宮淳子・山本美穂・高木智子・二ノ宮弘子 

 

きた居宅介護支援事業所 （6 名） 

岡崎恵美子・森純子・石塚幸子・関なおみ・照井万亀・小泉恵子 

 

まちだ居宅介護支援事業所 （7 名） 

鶴岡由美子・田原てる子・大内都子・田中孝子・清田順子・内村久恵・山下佳代子 

 

たま北居介護支援事業所 （7 名） 

香丸眞理子・中田京子・宮井倫子・大平幸子・武田恵・礒辺由佳・杉浦真子 

 

にしとうきょう居宅介護支援事業所 （8 名） 

鈴木博子・佐藤英子・寄國雅子・柴田真由美・篠原ふじ子・吉田智子・本名智・大場満枝  

  

いたばし居宅介護支援事業所 （4 名） 

平井静江・人見美智子・田澤房子・加藤奈々 

 

法人事務局 （3 名） 

愛澤かな子・澤頭千恵・樋口綾子 

 

賛助会員・その他（8 名+1 団体） 

丸山直子・宮崎倫子・柳本悦子・山中和子・木村喜代美・園川かほり・石毛鍈子 

石黒久美子・東京生活者ネットワーク 

 

 

 


