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日時：２０１９年６月１日（土） 

第一部  １３：３０～１４：３０ 基調講演 

第二部  １４：４５～１６：３０  総会 

場所：生活クラブ館スペース 1・2 

                    

                 

    

 

 

 

        

        

        

 



第一部 基調講演 

「自分が望む人生の終わり方」 

 講師 ： 水道橋東口クリニック院長  辻
つじ

彼
か

南雄
な お

 氏 

  

第二部 総  会 

 

第 6 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  役員選出について  

第５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 

 2014 年度ＡＣＴ・人とまちづくりの法人設立から 5 年が経ちます。法人の一人

ひとりの会員が共同し、たすけあいの精神を持って介護保険事業・障害相談事業・ま

ちづくり事業などの各事業を推進して参りました。区部・市部や自治体の基盤など違

いがある中で、7 ヶ所の居宅介護支援事業所が揃って 2019 年度第 6 回定期総会を迎

えられたことは、何より相互の助け合いがあったからと確信しています。 

また、設立時に東京コミュニティパワーバンク（東京ＣＰＢ）の「ともだち融資団」

から、繋ぎ資金として 1000 万円の融資を受け介護保険事業をスタートさせました。

今年 9 月をもって融資額を完済することになります。私たちに対して、励ましと経済

的融資をいただいたことを次世代にも伝えていきます。安心して暮らせるまちづくり

を『くらしの相談室』として実験し、実現へと発展させていくことを計画しています。 

さて、この 5月 1 日から平成から令和元年に移り代わりましたが、日本の社会構造

は何も変わっていません。効率・経済優先という国の政策や大企業の戦略に不安をも

ちながら、対抗する意見が通らないことに苛立ちを感じます。日本の介護保険制度は、

公的制度とは名ばかり、自由競争になってしまった社会保障は経済的弱者を切り捨て

る状況が想定されます。20 年後の東京都の 1 人暮らし高齢者が 44％になると予測さ

れていますが、目の前にいる当事者に対して何ができるかを考えてみましょう。自分

たちに必要な物や場所など小さな単位でつくり使いこなす仕組みがあると『安心』に

つながります。 



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

2018 年度活動・事業報告及び決算、剰余金承認について

介護保険制度の改定が行われた 2018 年度、居宅介護支援費が僅かですが報酬アップとなりまし

た。居宅介護支援事業における 7 事業所はそれぞれの事業計画に基づき事業経営に努め、最終剰

余が大きく計画を上回る結果となりました。2 箇所の特定事業所の加算が大きく貢献したことと、

その他 5 箇所の支援事業所も経営改善に努力した成果です。今年度は指定保険者が各自治体に変

わったこともあり、全国一律の制度でありながら自治体毎に違いが出始めています。認定調査が

厳しくなっている状況があり、要介護から要支援等に移行するケースが目立ち、おのずと予防プ

ランが増えていますが、戦略的に予防をひき受けていくことも重要であると捉えています。

2018 年度制度の大きな改正点が、居宅支援の管理者要件に主任介護支援専門員であることが 3

年の経過措置で決まったことです。また、訪問介護の「生活援助」が一定の回数を超える場合、保

険者に届け出することが求められました。2項目はいずれも居宅介護支援事業にとって受け入れ難

く、厚生労働省への質問状をＡＣＴ関連団体と連携し提出し改善を求めました。

まちづくり事業の活動は、7 事業所全て「介護なんでも相談」を常時開催するほか、「介護者家

族の会」「認知症カフェ」「かいごカフェ」等、各事業所が企画し実施しました。まちづくり中期計

画では市民版の包括的な相談機能をめざして「くらしの相談室」準備会を法人事務所がある東久

留米から試行させました。

法人事業運営の全体を通して、各 7 事業所単位の事業所運営、管理者会議、全体会議のあり方

など見直し検証することが必要と考えます。公正・中立な独立型居宅介護支援事業の継続・発展を

目指す時、介護支援専門員の人材募集から新人研修、中堅研修、管理者研修など人材育成プログラ

ム構築が課題です。

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、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

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事業所会

議等で必要に応じて再確認した

（２）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

利用者ができること、家族ができることに着目しながら自立型のプ

ラン作成に努めた
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２．組織運営

（３）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

各事業所のケアマネジャーが目安件数を意識して計画を達成するよ

うに努めた

（４）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

事業所間のばらつきはあるがケアマネジャーの人材確保に努力した

応募者及び採用面接をすることが多かったが断られるケースも多か

った

（５）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

地域協議会、地域包括支援センター、各サービス事業所、医療機関と

連携することができたが、地域課題の整理、まちづくりのしくみを考

えることはできなかった

総 括

（1）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・事業計画の達成を目指

す

ワーカーズ・コレクティブの組織運営について理解を深めて、事業

方針・計画の達成を意識し合意に基づき達成に努めた

入職者の多様化により、働く側と経営側の両面を持つというワーカ

ーズ・コレクティブの組織運営を理解するには日々の事業所会議な

どを通して伝える努力が必要である

・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

会議である。

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

各事業所会議の議論形成にばらつきがある

また、10月の全体会の討議事項での意見がうまく生かされなかった

ことで、不信感を残してしまったことが大きな反省点としてあげら

れた。このことについては、12月、1月の管理者会議で全体会の議

事進行の事前整理が不十分だったこと、また、全体会で意見が分か

れた時の会議運営側の対応に課題があったと検証した

・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

管理者会議議題が多く、事業執行に関して、進行管理が十分できな

い等課題が残った
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3．事業の実施に関する事項

・理事会は、専門的な立場で承認・

決定する

法人の事業計画について、管理者会議からの討議案件について各理

事の専門的な立場で意見をいただき、承認及び決定をした

理事会頻度が少ないので承認案件になってしまうことが課題である

（2）ワーカーズ･コレクティブ組織

運営の考え方について、新人研修で

学習する

7/23、3/12 新人研修実施

7/23   6名 参加

3/12   8名 参加

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
通年 ねりま居宅

介護支援
事業所
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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た

介護計画数  11,923 件    介護実績数  11,953 件   達成率  100.3％

      予防計画数 1,922 件    予防実績数  2,682 件   達成率  139.5％

      認定計画数    396 件    認定実績数  244 件   達成率  61.6％

介護

(計画)

介護

(実績)

介護

(達成率)

予防

(計画)

予防

(実績)

予防

(達成率)

認定

(計画)

認定

(実績)

認定

(達成率)

せたがや 2,217 2,411 109％ 335 396 118％ 12 13 108％

ねりま 1,511 1,531 101％ 120 254 212％ 96 61 64％

きた 1,188 1,118 94％ 240 358 149％ 0 0 －

まちだ 1,509 1,355 90％ 300 324 108％ 72 41 57％

たま北 1,892 1,837 97％ 420 560 133％ 0 0 －

にしとうきょう 2,652 2,799 106％ 282 641 227％ 96 78 81％

いたばし 954 902 95％ 225 149 66％ 120 51 43％

総 括

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

管理者会議で討議し、改善を目指した

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

【人材の確保】

今年度は応募 18 人。そのうち入職者は 10 人、採用決定後お断りが 4 人

入職者内訳は、ハローワークより 8 人（せたがや、ねりま、まちだ 2 人、

たま北、にしとうきょう 2 人、きた再雇用 1 人、）

ワーカーズより 2人（ねりま、にしとうきょう）

退職者は 8人（ねりま、きた、まちだ 2人、たま北、にしとうきょう 2 人、

いたばし）

【人材養成】

新人研修（2回開催）

・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

せたがや…地域のたすけあいワーカーズと連携できた

ねりま…ねりま 3 ワーカーズ（ふろしき・エプロン・むすび）の合同理事会

に出席、情報共有をした。ふろしきと情報共有の会を開催した

きた…ひよことの連絡会を継続
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まちだ…年 2 回情報交換会を持った

たま北…年 2 回、たすけあいワーカーズ 3 団体と情報共有と連携すること

ができた

にしとうきょう…ワーカーズとの懇談会実施、情報共有、及び連携の推進を

行った

いたばし…連携することができた

・効果的なハローワーク

等への募集

働き方の特徴をアピールする募集内容を工夫した

・ケアマネジャー業務内容の説明

他の事業所施設を併設していない［独立型］ケアマネジャー事業所

利用者を主役にしてサービス選択ができるケアプランの作成

住み慣れた家、まちで暮らし続けられるように支援する

施設や地域サービス等の情報を提供する

・32H でも常勤として、社会保険加入、中退共加入ができる

・フレックスタイム制で、働き方を選択し、70歳まで働くことができる

・新人を育成するプログ

ラムを作り定着を目指す

7/23、3/12 の 2 回新人研修を実施

新人研修内容を一部見直した

新人からはケアマネジャー業務を具体的に研修で教えてもらいたいという

希望もある

新人がなかなか定着しないという現状も踏まえて、プログラムの内容の精

査が必要である

・入職 3 年～5 年の

研修プログラムを作り、

実施する

中堅研修プログラム作成中。実施はできなかった

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

・メンバー全員が気持ちよく働ける環境をつくることに努力をしてきた

・通勤・訪問時の自転車事故（きた 1件、にしとうきょう 1 件）

④各事業所で主任ケアマネジ

ャーを 2021 年 3 月末までに

配置できるように準備する

主任ケアマネジャー資格の取得を目指し、各事業所で準備している

2018 年度主任ケアマネジャー取得 3名

（ねりま・たま北・いたばし）
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（２）介護支援専門員の資質の向上に努めた

総 括

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

自己点検だけでなく、事例検討・ミーティング等に於いて他者の視点や意

見をもとに検証した

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

入院時に利用者に係る必要な情報提供を行った

退院時カンファレンスに積極的に参加し、病院職員などの面談及び情報収

集など連携を図った

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

介護保険外のインフォーマルサービスの情報を状況に応じ提供することが

できた

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

・東京都介護支援専門協議会（CMAT）が主催する大規模研修等に参加した

・「介護の日フォーラム」等に参加しＮＰＯ他団体の介護保険事業の情報

収集に努めた

・にしとうきょう支援からシルバー新報の情報配信で最新の情報を得るこ

とができた

⑤ケアマネジャーの資質向上

のため、法人・自治体・東京都

介護支援専門員研究協議会な

どの研修に参加する

ケアマネジャーの資質向上のため、法人・自治体・東京都介護支援専門員

研究協議会などの研修に参加した

・各自個別研修計画をたて、

目標の達成に努める

個別研修計画をたて、目標の達成に努めた

・同じ視点を持った講師を

選任し、法人研修を組み立て

る

・10/25 認知症研修

講師：町田克信氏＆前田隆行氏

テーマ：認知症研修 「1.当事者の声 2.支援者の声」

参加人数：40 名

・2/1 接遇研修

講師：河野敦子氏（練馬区介護人材育成・研修センター所長）

テーマ：対人援助ケアマネの今さら聞けない「基本のき」再確認

参加人数：40 名

・法人が主催する個人情報保

護・プライバシー・交通安全

等研修の実施

・7/25 個人情報保護・プライバシー情報保護

講師：山田勝彦氏 （青葉総合法律事務所弁護士）

参加人数：34 名

・交通安全研修未実施
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（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た

⑥主任ケアマネジャーは、法

人内のケアマネジャーの資質

向上をサポートし地域のケア

マネジャーのリーダーとして

社会貢献する

事業所内でのケアマネジャーのサポートはできたが、法人全体のサポート

はできなかった

⑦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

毎年行っているケアマネジャー自己評価・事業所評価に加え今年は隔年実

施の利用者アンケート行い、424 名の方から回答があった

チーム内でそれぞれまとめの作業を行い今後の在宅支援に繋げた

総 括

①苦情、事故等の分析から再

発の防止策を迅速且つ適切に

対応する

各事業所からの苦情・事故報告を共有し、対応策が適切にされたか毎回確認

できた。報告を事業所に持ち帰り苦情・事故の再発予防に役立てている

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

倫理・プライバシー保護・個人情報保護のマニュアル整備点検

→今後実施

倫理・プライバシー保護・個人情報保護を年度始めに学習した

③職員は健康診断を受け健康

管理に努める

全員、健康診断を受け検診結果は管理者が把握することに努力した

④感染症予防と感染症罹患お

よび罹患の恐れがある場合の

対応マニュアルを作成する

感染症予防と感染症罹患および罹患の恐れがある場合の対応マニュアルを

内規に記述した

⑤ＩＴの危機管理体制を周知

し、強化する

ACT サポートで IT 危機管理体制の説明を管理者会議で受け、各事業所で強

化した

⑥車両使用のルールについて

再検討する

・法人車両や保険などについて検討したが、現時点では抜本的見直しにな

らず、これまでのルールを再確認することに留まった
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（４）支援事業の地域戦略について検討した

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した。

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実施した

総 括

2025 年の介護保険制度の改

定に向けて、2020 年までの中

期計画を検証しながら実行し

ていく

今年度検証した

①ケアマネジャーの人員規模

を検討し、それに向けて人材

計画を立てる

各事業所の人員規模に応じて計画作成をした

②予防・総合事業を継続して

受ける

予防・総合事業を継続した

③共生社会を目指し、障がい

支援事業を進めて行く

ねりま支援のみ相談支援事業を実施。その他は人材研修受講

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 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

実績 26 18 13 32 19 22 17 15 15 18 20 27 242

総 括

（1）ねりま事業所で2人の体

制で継続する

2名体制で継続

（2）障害者相談支援事業の

ソフト導入する

ソフトについては事業所内で検討したが、料金、使い勝手の面で課題や費用

対効果の問題もあり、一事務所での導入が難しい

（3）きた、まちだ、たま北、

にしとうきょうは相談支援従

事者初任者研修を受講する

きた…相談支援従事者初任者研修を２名受講した

まちだ…町田市の説明会は2名参加したが、研修受講はできていない

たま北…相談支援従事者初任研修を1名受講した
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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「くらしの相談室」構想を検討した

（4）にしとうきょうは計画相

談支援事業に参入する

にしとうきょうは関われる人材の不足により進められなかった

総 括

（1）各支援事業所で常時「介

護なんでも相談」を継続する

せたがや…ＡＣＴカフェの中で「介護なんでも相談」を実施している

ねりま・きた・まちだ…入口に「介護なんでも相談」の旗を出し、常時相談

を受け付けていることをアピールしている

たま北…毎月第 2 木曜日「かいごカフェ」実施。テーマを企画毎回地域の

医療・福祉の専門職など講師をお願いした

にしとうきょう…第三土曜日の 14:00～「介護なんでも相談」を実施した

いたばし…月１回、土曜日に開催した

（2）「介護の日フォーラム」

に参加する

介護の日フォーラム実行委員会のメンバーとして参加した

10／20（土）の「介護の日フォーラム」にパネラー参加した

（3）「介護者家族の会」の定

期開催を継続する

まちだ…年 3回開催した

にしとうきょう…今年は 1回開催した

（4）「くらしの相談室」のモ

デルケースとして東久留米を

拠点として立ち上げ準備をす

る

9月より「くらしの相談室」のモデルケースとして東久留米で月 1回開催し

拠点として立ち上げ準備をした

（5）それぞれの地域で認知症

カフェやサロン等のコミュニ

ケーションの場の継続、及び

準備をする

せたがや…ＡＣＴカフェを月１回開催している

きた …第 1土曜日 13:00～「カフェ花」開催（7月～）

「カフェだんだん」（東十条・神谷包括、北区社協主催）に参加

たま北…第 2木曜日「かいごカフェ」開催

（毎回地域の専門職など講師を招いている）

にしとうきょう…準備中（場所確保検討中）

いたばし…認知症カフェ月２回開催

（6）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

以下の講師派遣を行った

・ＡＣＴの初任者研修(香丸、清田、大内)
・生活クラブ共済連、埼玉コミュニティクラブ等講座

・ＡＣＴコーディネーター養成研修

・まちの相談パートナー養成講座
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Ⅳ．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

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

総 括

（1）2018 年改正による利用者及

び事業所における問題点等 情報

収集し、課題を抽出し、検討する

さらに政策提言につなげる

2018年10月改正の頻回な「生活援助」届出について該当事例の調査を

実施した

10/20「介護の日フォーラム」11/8 衆議院院内集会に参加。「介護保

険制度に係る質問状」を提出し厚生労働省・財務省担当者とヒアリン

グした。質問項目：『ケアマネジメントの有料化』

・地域ごとに介護保険学習会

を開催する

せたがや…世田谷地域協議会に服部万里子さんを講師として迎え、

“ちゃんと知りたい「介護保険と認知症」”の講演会を開催した

きた…3/12に介護学習会を開催した

・調査研究にあたって連携

できる研究者他団体の情報

収集に努める

・ＡＣＴ主催の「居住支援法人」の学習会に参加した

・安心して暮らせる住まいについて、第2期ＡＣＴグループ「だれで

も共同の家」検討プロジェクトに参加した

総 括

（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

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人で各々役割

を分担の中で概ね、滞りなく業務を行うことができた

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

労務・経理・広報・IT 関係連絡に加え、給付管理集計を行った。特に、

給付管理集計・IT 関係（複合機入替・パソコンの変更）については、

各事業所の事務スタッフと連携して業務を行った

中小企業経営強化法に基づく経営力向上計画を提出・認定されたが

複合機の取得時には一括減価償却の条件がそろわず見送った
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② 広報は外部への業務委託の

連絡調整を行う。また、ＩＴにつ

いては ACT の支援を受けなが

ら各居宅の状況把握に努め、調

整を行なう

広報機関誌は、たま北事務スタッフの協力を得ながら、外部への業務委

託を行い実施した。機関紙 9 号よりＡＣＴへ組み込みを依頼しＡＣＴ

会員へ配布するようになった

I IT については、ACTの支援を受けながら各居宅の状況把握に努めパソ

コンの買い替えやネットワークの環境整備等を行った

（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

ＡＣＴサポート支援の弁護士に相談を３件行った

社会保険労務士のサポートを受け、キャリアアップなど各種助成金を

4 件申請取得した

税理士の定期的な訪問を受け、順調に業務を行うことができた

（3）広報・宣伝の業務を推進する 広報、宣伝の業務を推進した

① ホームページをリニューア

ルし毎月更新業務を行う。

法人及び各事業所の活動等を

リアルタイムに発信する

ホームページ更新は、事務局で毎月更新できるようになった

法人冊子を作成した

② 機関紙「まちの木通信」を

年 3回発行する

今年度は新しいシリーズやコラムを設けるなど紙面作りを工夫した。

発行は年 2回となった。

（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

税理士に相談し予算を含め今後の経営を検討することができた

（5）法人運営自己評価を実施す

る

法人自己評価を 3 月管理者会議で実施した
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東京都東久留米市前沢４－９－６
小寺ビル２０３

決　算　報　告　書

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり

第  ５　期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日



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 120,000 

    賛助会員受取会費 35,000 155,000 

  【受取寄付金】

    受取寄付金 10,000 10,000 

  【受取助成金等】

    受取助成金 1,520,000 1,520,000 

  【事業収益】

    介護保険事業 169,543,938 

    介護保険事業（特定） 23,211,996 

    障害相談支援事業 3,800,070 196,556,004 

  【その他収益】

    受取　利息 154 

    雑　収　益 213,966 57,326 

      講師派遣 (55,826)

      その他補助 (213,966) (1,500) 271,446 

        経常収益  計 198,512,450 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 117,171,966 2,636,227 14,700 

      役員報酬（事業） 2,439,360 685,440 

      退職給付費用(事業) 2,292,390 

      法定福利費(事業) 13,127,962 

      福利厚生費(事業) 2,227,360 

        非課税通勤費 (1,455,252)

        福利その他 (772,108)

        人件費計 137,259,038 2,636,227 700,140 140,595,405 

    （その他経費）

      まちづくり費（事業） 61,600 

      印刷広報費(事業) 1,027,543 

      会　議　費(事業) 10,800 12,795 

      旅費交通費(事業) 1,192,527 

      通信運搬費(事業) 4,378,525 

        NTT（事業） (2,757,202)

        携帯（事業） (1,172,879)

        郵送（事業） (343,468)

        通信その他（事業） (104,976)

      器具備品費(事業) 4,357,782 

      消耗品　費(事業) 1,365,555 51,249 

      保守修繕費(事業) 1,321,151 

      水道光熱費(事業) 1,360,992 

      地代　家賃(事業) 9,460,572 

      賃  借  料(事業) 636,030 12,600 

      減価償却費(事業) 1,079,496 

      保　険　料(事業) 318,850 

      繰延資産償却費（事業） 306,000 

      諸　会　費(事業) 146,100 

      租税　公課(事業) 800 

      研修費（事業） 489,600 

      支払手数料(事業) 333,435 

      支払寄付金（事業） 5,000 

      雑　　　費(事業) 161,977 

        その他経費計 27,952,735 138,244 28,090,979 

      事業費  計 168,686,384 

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 　　自 2018年 4月 1日  至 2019年 3月31日
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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

活　動　計　算　書
[税込]（単位：円）

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 　　自 2018年 4月 1日  至 2019年 3月31日

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当（管理） 6,321,552 

      役員　報酬（管理） 701,700 

      退職給付費用 172,680 

      法定福利費（管理） 1,025,043 

      福利厚生費（管理） 64,984 

        福利その他 (64,984)

        人件費計 8,285,959 8,285,959 

    （その他経費）

      顧問料（管理） 747,887 

      諸謝金（管理） 115,824 

      印刷広報費（管理） 374,905 

      会議費（管理） 295,242 

      旅費交通費（管理） 62,544 

      通信運搬費（管理） 269,744 

        NTT(管理) (114,403)

        携帯（管理） (33,907)

        郵送（管理） (103,290)

        通信その他（管理） (18,144)

      器具備品費（管理） 554,040 

      消耗品費（管理） 109,046 

      保守修繕費（管理） 152,960 

      水道光熱費（管理） 95,065 

      地代家賃（管理） 952,800 

      賃借料（管理） 191,160 

      事務委託費（管理） 762,817 

      減価償却費（管理） 134,460 

      保険料（管理） 152,890 

      諸会費（管理） 27,000 

      慶　弔　費（管理） 83,740 

      租税　公課（管理） 3,892,517 

      支払手数料（管理） 93,210 

      研修費（管理） 15,640 

      支払　利息（管理） 28,805 

      予備費（管理） 178,200 

      雑　　　費（管理） 2,941 

        その他経費計 9,293,437 9,293,437 

          管理費  計 17,579,396 

            経常費用  計 186,265,780 

              当期経常増減額 12,246,670 

【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 12,246,670 

          当期正味財産増減額 12,246,670 

          前期繰越正味財産額 33,269,217 

          次期繰越正味財産額 45,515,887 

【活動計算書の注記】
※今年度はその他の事業を実施していません
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 27,641 

      普通　預金 31,221,933 

        中央労働金庫 (11,598,061)

        中央労金職員共済会 (19,623,872)

        現金・預金 計 31,249,574 

    （売上債権）

      未　収　金 33,376,532 

        売上債権 計 33,376,532 

          流動資産合計 64,626,106 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品 2,455,884 

        有形固定資産  計 2,455,884 

    （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 1,533,000 

        投資その他の資産  計 1,693,000 

          固定資産合計 4,148,884 

  【繰延資産】

    礼金等 140,000 

      繰延資産  計 140,000 

        資産の部  合計 68,914,990 

  【流動負債】

    未　払　金 8,441,568 

    未払費用 11,107,328 

    預　り　金 2,783,923 

      社会保険料預り金 (2,347,401)

      所得税預り金 (173,780)

      住民税預り金 (260,700)

      報酬源泉 (2,042)

      流動負債  計 22,332,819 

  【固定負債】

    長期借入金 1,066,284 

      固定負債  計 1,066,284 

        負債の部  合計 23,399,103 

  【正味財産】

    前期繰越正味財産額 33,269,217 

    当期正味財産増減額 12,246,670 

      正味財産　計 45,515,887 

        正味財産の部  合計 45,515,887 

          負債・正味財産合計 68,914,990 

《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）

2019年 3月31日 現在全事業所
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  【流動資産】

    （現金・預金）

      現　　　金 27,641 

      普通　預金 31,221,933 

        中央労働金庫 (11,598,061)

        中央労金職員共済会 (19,623,872)

        現金・預金 計 31,249,574 

    （売上債権）

      未　収　金 33,376,532 

        売上債権 計 33,376,532 

          流動資産合計 64,626,106 

  【固定資産】

    （有形固定資産）

      什器　備品 2,455,884 

        有形固定資産  計 2,455,884 

    （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 1,533,000 

        投資その他の資産  計 1,693,000 

          固定資産合計 4,148,884 

  【繰延資産】

    礼金等 140,000 

      繰延資産  計 140,000 

        資産の部  合計 68,914,990 

  【流動負債】

    未　払　金 8,441,568 

    未払費用 11,107,328 

    預　り　金 2,783,923 

      社会保険料預り金 (2,347,401)

      所得税預り金 (173,780)

      住民税預り金 (260,700)

      報酬源泉 (2,042)

      流動負債  計 22,332,819 

  【固定負債】

    長期借入金 1,066,284 

      固定負債  計 1,066,284 

        負債の部  合計 23,399,103 

        正味財産 45,515,887 

《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）

2019年 3月31日 現在全事業所
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【重要な会計方針】
　財務諸表の作成は、ＮＰＯ法人会計基準（2010年７月20日　2017年12月12日最終改正　ＮＰＯ法人
会計基準協議会）によっています。

（１）固定資産の減価償却の方法
　　　有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

【事業費の内訳】
　事業費の区分は以下の通りです。
　部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

（有形固定資産）

　什器　備品 550,800 3,137,400 0 3,688,200 △ 1,232,316 2,455,884 

【繰延資産】

　礼金等 612,000 0 0 612,000 △ 472,000 140,000 

　    合計 1,162,800 3,137,400 0 4,300,200 △ 1,704,316 2,595,884 

【借入金の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高

長期借入金 3,178,183 0 2,111,899 1,066,284 

合計 1,066,284 

財務諸表の注記
2019年 3月31日 現在NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり
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(1/2) [税込]（単位：円）

科目 せたがや居宅 ねりま居宅 きた居宅 まちだ居宅 たま北居宅

（人件費）

  給料　手当(事業) 25,136,735 14,938,621 11,017,743 14,100,249 13,775,399 

  役員報酬（事業） 2,439,360 

  退職給付費用(事業) 431,780 331,760 292,720 319,810 267,220 

  法定福利費(事業) 3,423,317 1,881,369 841,178 1,194,457 1,283,223 

  福利厚生費(事業) 776,951 74,194 156,148 427,580 255,927 

    人件費計 29,768,783 17,225,944 12,307,789 16,042,096 18,021,129 

（その他経費）

  まちづくり費（事業）

  印刷広報費(事業) 172,677 153,931 131,001 129,943 154,932 

  会　議　費(事業) 9,900 

  旅費交通費(事業) 359,432 66,601 35,479 314,975 259,326 

  通信運搬費(事業) 721,266 587,282 609,292 604,781 596,156 

  器具備品費(事業) 978,464 553,864 445,046 694,710 734,240 

  消耗品　費(事業) 336,085 268,744 115,559 121,993 137,023 

  保守修繕費(事業) 305,256 190,800 165,214 140,400 159,192 

  水道光熱費(事業) 204,661 194,469 148,189 122,406 182,699 

  地代　家賃(事業) 1,572,000 1,800,000 1,224,000 1,564,572 1,020,000 

  賃  借  料(事業) 115,290 107,730 106,470 133,884 100,836 

  減価償却費(事業) 149,400 149,400 149,400 149,400 134,460 

  保　険　料(事業) 62,322 40,546 19,929 56,686 51,899 

  繰延資産償却費（事業） 156,000 150,000 

  諸　会　費(事業) 20,000 23,000 31,600 32,500 21,000 

  租税　公課(事業) 200 600 

  研修費（事業） 102,900 76,400 34,500 56,500 116,900 

  支払手数料(事業) 102,960 8,195 6,932 5,002 86,398 

  支払寄付金（事業） 1,000 1,000 

  雑　　　費(事業) 41,555 14,093 7,970 17,486 25,543 

    その他経費計 5,244,468 4,402,555 3,381,581 4,145,238 3,780,604 

      合計 35,013,251 21,628,499 15,689,370 20,187,334 21,801,733 

(2/2) [税込]（単位：円）

科目 にしとうきょう居宅 いたばし居宅 まちづくり事業 障がい事業 合計

（人件費）

  給料　手当(事業) 29,677,103 8,526,116 14,700 2,636,227 119,822,893 

  役員報酬（事業） 685,440 3,124,800 

  退職給付費用(事業) 481,760 167,340 2,292,390 

  法定福利費(事業) 3,570,339 934,079 13,127,962 

  福利厚生費(事業) 489,136 47,424 2,227,360 

    人件費計 34,218,338 9,674,959 700,140 2,636,227 140,595,405 

（その他経費）

  まちづくり費（事業） 61,600 61,600 

  印刷広報費(事業) 184,655 100,404 1,027,543 

  会　議　費(事業) 900 12,795 23,595 

  旅費交通費(事業) 135,335 21,379 1,192,527 

  通信運搬費(事業) 883,820 375,928 4,378,525 

  器具備品費(事業) 660,614 290,844 4,357,782 

  消耗品　費(事業) 280,664 105,487 51,249 1,416,804 

  保守修繕費(事業) 271,689 88,600 1,321,151 

  水道光熱費(事業) 329,394 179,174 1,360,992 

  地代　家賃(事業) 1,200,000 1,080,000 9,460,572 

  賃  借  料(事業) 71,820 12,600 648,630 

  減価償却費(事業) 212,976 134,460 1,079,496 

  保　険　料(事業) 70,434 17,034 318,850 

  繰延資産償却費（事業） 306,000 

  諸　会　費(事業) 18,000 146,100 

  租税　公課(事業) 800 

  研修費（事業） 77,600 24,800 489,600 

  支払手数料(事業) 120,190 3,758 333,435 

  支払寄付金（事業） 3,000 5,000 

  雑　　　費(事業) 16,423 38,907 161,977 

    その他経費計 4,465,694 2,532,595 138,244 0 28,090,979 

      合計 38,684,032 12,207,554 838,384 2,636,227 168,686,384 

事業費の内訳（別紙）
NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 2019年 3月31日 現在
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第 1 号議案【2018 年度決算の説明】

2019/6/1

1. 受取会費（年会費）

  正会員受取会費 120,000 円 （2,000 円×60 人分）

  賛助会員受取会費 35,000 円                   まちづくり事業に計上

大津さん 清水さん 豊嶋さん（1 口） 相原さん 丸山さん（2 口） 山中さん（3 口） 人見さん（5 口）

浅香さん 松村さん（10 口）

2. 受取寄付金

  にしとうきょう 黒澤さん 5,000 円  いたばし 山田さん 5,000 円

3. 受取助成金   

キャリアアップ助成金 （都） 3 人分 870,000 円

特定求職者雇用開発助成金 （都） 2 人分 650,000 円

4. 事業収入

介護保険事業 192,755,934 円（予算対比 103％）計画を 599 万円上回り

うち、認定調査 2,3 月請求分 134,136 円計上

障害支援事業 3,800,070 円（予算対比 108.4％）計画を 29 万円上回り

5. 雑収益  

せたがや相談室使用料 130,000 円 講師派遣 55,826 円 賠償責任保険精算金 32,767 円

ACT 理事実費弁償費 22,500 円 車両共済配当金 16,400 円

6. 経常収益   198,512,450 円（予算対比 104.2％）

7. 人件費（事）

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

理事長報酬 3,484,800 円のうち、役員報酬（事）介護保険事業 2,439,360 円 ：7 割

          役員報酬（事）まちづくり事業 685,440 円 + 役員報酬（管）360,000 円 ：3 割

賞与 10,880,000 円 全職員基本給 0.35 か月分支給 累計剰余按分 0.65 か月分

人件費（事）  全事業 140,595,405 円 （予算対比 111.6％）

法定福利費(事・管) 労働保険： 2018 年度 1,141,514 円（2017 年度不足額 107,121 円含む）

社会保険料： 13,258,389 円 （事業主負担分年額）

8. その他経費（事）

器具備品費：PC 他 369 万円 事務所机・書庫等 29 万円 自転車 14 万円、エアコン等 24 万円

保守修繕費：ネットワーク環境整備他 84.5 万円 介護ソフト「らくすけ」保守契約料 22.7 万円

賃借料：富士ゼロックスリース料  6 居宅分 10 万円/月 （7 月まで使用、8.9 月解約精算）

減価償却費：6 居宅・事務局複合機購入  200％定率法・5 年償却

保険料：生活ｸﾗﾌﾞ総合ｻｰﾋﾞｽ 2019 年度賠償責任保険 21.6 万円 施設賠償 0.2 万円

車両共済 8.2 万円   火災保険 1.9 万円

繰延資産償却費：ねりま礼金、きた礼金 61.2 万円を 2 年均等償却

支払手数料：事務所更新手数料 にしとうきょう・たま北・せたがや 25.5 万円
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9. 人件費（管）

役員報酬（管）：理事長手当 360,000 円 理事長特別手当 260,400 円

前年分 副理事長手当 40,000 円 副理事長特別手当 41,300 円   

10. その他経費（管）

顧問料：荒井社労士 50.7 万円 對馬税理士（法人税業務分）24 万円

印刷広報費：法人冊子制作・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ制作・ｻﾎﾟｰﾄ費 22 万円 ACT 印刷 2.6 万円

機関紙他印刷・組込 5.1 万円 ｾﾞﾛｯｸｽｺﾋﾟｰ代 7.2 万円 ﾄﾞﾒｲﾝ使用料 0.5 万円

器具備品費：PC 他 IT 機器 54.4 万円 事務所机 1 万円

保守修繕費：ネットワーク環境整備他 8.3 万円 労務・会計ソフト保守契約料 6.5 万円

賃借料：富士ゼロックスリース料 1.6 万円/月 （7 月まで使用、8.9 月解約精算）

ACT 他会議室使用料 9.2 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 万円

ACT ｻﾎﾟｰﾄ（弁護士・IT） 27 万円 広報（豊嶋氏）7.1 万円

保険料：理事長用代表者定期保険（年払）15 万円  火災保険 0.2 万円

租税公課：2018 年度法人税 3,887,400 円

支払手数料：NPO ｾﾝﾀｰ Win10 ｱｯﾌﾟｸﾞﾚｰﾄﾞ寄贈手数料 5.1 万円

予備費：NTT あずけーる（5TB）初回契約分 17.8 万円（1 か月のみ）

11. 経常費用   186,265,780 円（予算対比 110.8％）

12. 当期経常増減額   12,246,670 円
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第 2号議案

2019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・人とまちづくりの事業の柱である居宅介護支援事業の中期展望は、決して安定した事業運営が

今後も続くような楽観的な見通しはありません。2025 年以降の要介護者の増大から、保険料の負担増、

サービス費用の負担割合が 1割～3割になり、これから本格審議になるケアプランの有料化問題など、ま

ず財源ありきの改正が行われることが想定されます。介護が必要になった時、自立と尊厳をもって最期ま

で生きられる社会保障である介護保険制度が、お金がなければ相談支援までも使えないのでは困ります。

私たち団体は、「安心して地域で尊厳をもって自分らしく暮らすことができる地域社会を創くる」こと

を目指して居宅介護支援事業・障害相談事業、そしてまちづくり事業を、これからも展開していきます。

また、地域の要介護者やその家族、そして地域の人々が誰でも気軽に相談できる窓口でもあります。様々

な相談から地域に必要な支援や仕組みを一緒に考える「地域包括ケアシステム」の推進役を担っていきま

す。

制度の厳しさが増す中で、福祉事業の大規模化・統合などの流れがあります。また、保険者の動きから

認定調査が一段と厳しく要介護 1・2から予防への移行が顕著で介護プラン減少が予測されますが、入院

から在宅復帰の医療機関との連携を丁寧に進めていくことが信頼を得られることに繋がります。

また、事業推進の要である人材確保と人材定着が図れる研修・給与体系の検討に取り組みます。更に現

役を退いても相談等の専門職として人材の循環システムのあり方を検討します。

利用する当事者や家族の視点に立ち「自己決定・選択」ができる独立型の居宅介護支援事業が将来にわ

たり事業継続することができるように、みんなで心と力をあわせて事業を推進しましょう。

＜各事業計画について＞

Ⅰ．法人全体の事業運営を円滑に進めるために、各事業所と法人事務局が連携・協同する

Ⅱ．本来事業である「居宅介護支援事業」について、介護保険制度改正の将来展望を見据えて、独立型居

宅介護支援事業の推進及び安定した経営維持に努める

Ⅲ．「指定特定相談支援事業」について、介護保険制度と障害者総合支援制度を包括する「共生型社会」

が示されている中で、障がい者相談支援事業を推進する

Ⅳ．「まちづくり事業」について、高齢者・障がい者・認知症の人・介護する家族など、誰もが孤立する

ことなく「地域で安心して暮らし続ける」ことを目指す「地域包括ケアシステム」を実現するために

各事業所が地域特性に応じて取り組む

Ⅴ．調査・研究事業について、改正毎に介護保険サービスの制限など厳しさを増す中で、「安心して住み

慣れた地域で暮らす」ことを実現するために、現場の課題を分析し介護保険制度への政策提案を、連

携団体と共に推進する
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Ⅰ．法人全体の事業運営について

Ⅰ－（１）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

① 組織運営の基盤は各事業所会議・全体会議である。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

② 管理者会議は、事業所会議・全体会議の合意形成を受け、事業方針・予算案に基づいて事務局と共

に事業執行する

③ 理事会は、事業方針・予算案に基づき執行できているか専門的な立場で承認・決定する

Ⅰ－（２）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 法人事務局の人員体制を常勤換算 2.5人とする

② 広報・宣伝の業務を推進する

③ 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

Ⅰ－（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を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

③ 職員は健康診断を受け、その結果を報告し健康管理に努める

④ ＩＴの危機管理体制を周知し強化する

Ⅱ．本来事業である「居宅介護支援事業」について  

Ⅱ－（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 12,199 件   予防計画数 2,758 件   認定計画数  295 件

介護（計画） 予防（計画） 認定（計画）

せたがや 2,636 360 43

ねりま 1,573 334 60

きた 1,008 360 0

まちだ 1,567 366 72

たま北 1,913 642 0

にしとうきょう 2,638 576 84

いたばし 864 120 36

21



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

・ハローワーク等への効果的な募集

・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

④ 各事業所で主任ケアマネジャーを 2021 年 3 月末までに配置する準備をする

⑤ 法人車両の導入について検討する

Ⅱ－（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 積極的に医療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を提供

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 ケアマネジャーの資質向上のため、法人・自治体・東京都介護支援専門員研究協議会などの

研修に参加する

   ・各自個別研修計画をたて、目標の達成に努める

   ・研修チームが企画した研修に参加する

   ・法人が主催する個人情報保護・プライバシー・交通安全等の研修に参加する

⑥ 主任ケアマネジャーは、法人内のケアマネジャーの資質向上をサポートし地域のケアマネ

ジャーのリーダーとして社会貢献する

・法人内の主任ケアマネジャーで話し合う

⑦ ケアマネジャー自己評価・事業所評価を実施する

Ⅱ－（３）支援事業の地域戦略を進める

① 各事業所のケアマネジャーの適正な人員計画を立てる

② 予防・総合事業を継続して受ける

③ いたばし支援ときた支援の今後の在り方について検討する

Ⅲ．指定特定相談支援事業（障害者総合支援法）について

  本人の意思と人格を尊重し、本人が望む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、多様なサービス事業者から総合的

に提供されるように計画相談支援を行なう

      障がい計画数  240 件 （ねりま事業所）

① ねりま事業所は継続する

② きた事業所は事業参入を検討する

③ 事業参入を検討する事業所は、相談支援従事者初任者研修を受講し人材育成する
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Ⅳ．まちづくり事業について

  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「くらしの相談室」

モデル構想の実現に向けて連携団体と協議する

① 各支援事業所で常時「介護なんでも相談」を継続する

② 「介護の日フォーラム」に参加する

③ それぞれの事業所で開催する「介護者家族の会」「認知症カフェ」「介護カフェ」やサロン等の

コミュニケーションの場を継続する

④ 東久留米前沢の空きスペースを活用し「くらしの相談室」準備会を定期的に開催する

Ⅴ．調査・研究事業について

   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 今年度、介護保険改正の論議に挙がるケアプランの有料化など、利用者や家族にとって不利益

な問題と将来への不安を感じている現場の声を届ける政策提言などの活動を進める

② 法人機関紙の連続テーマである「介護保険制度改定から見えること」を通して

周知・広報する

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
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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 110,000 

    賛助会員受取会費 10,000 120,000 

  【事業収益】

    介護保険事業 171,329,677 

    介護保険事業（特定） 23,680,120 

    障害相談支援事業 3,504,000 198,513,797 

  【その他収益】

    受取　利息 800 

    雑　収　益 130,000 30,000 160,800 

        経常収益  計 198,794,597 

【経常費用】

  【事業費】

    （人件費）

      給料　手当(事業) 110,345,543 2,221,079 

      役員報酬（事業） 2,264,696 970,584 

      退職給付費用(事業) 2,504,000 

      法定福利費(事業) 14,063,613 

      福利厚生費(事業) 2,890,820 

        人件費計 132,068,672 2,221,079 970,584 135,260,335 

    （その他経費）

      まちづくり費（事業） 500,000 

      印刷広報費(事業) 980,000 

      会　議　費(事業) 44,000 

      旅費交通費(事業) 1,140,000 

      通信運搬費(事業) 3,830,000 

      器具備品費(事業) 885,000 

      消耗品　費(事業) 1,136,000 

      保守修繕費(事業) 446,300 

      水道光熱費(事業) 1,120,000 

      地代　家賃(事業) 9,412,572 

      賃  借  料(事業) 25,920 

      減価償却費(事業) 856,858 

      保　険　料(事業) 254,143 

      繰延資産償却費（事業） 140,000 

      諸　会　費(事業) 149,500 
      租税　公課(事業) 3,000 
      研修費（事業） 447,500 

      支払手数料(事業) 347,602 

      支払寄付金（事業） 4,000 

      雑　　　費(事業) 99,000 

      諸　謝　金(事業) 20,000 

        その他経費計 21,341,395 500,000 21,841,395 

      事業費  計 157,101,730 

  【管理費】

    （人件費）

      給料　手当（管理） 6,138,240 50,000 

      役員　報酬（管理） 625,440 

      退職給付費用 183,000 

      法定福利費（管理） 871,522 

      福利厚生費（管理） 96,000 

        人件費計 7,914,202 50,000 7,964,202 

活　動　予　算　書
[税込]（単位：円）

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 　　自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日
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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

活　動　予　算　書
[税込]（単位：円）

NPO法人ＡＣＴ・人とまちづくり 　　自 2019年 4月 1日  至 2020年 3月31日

    （その他経費）

      顧問料（管理） 600,000 

      諸謝金（管理） 140,000 

      印刷広報費（管理） 117,000 

      会議費（管理） 304,000 

      旅費交通費（管理） 79,400 

      通信運搬費（管理） 234,144 

      器具備品費（管理） 200,000 

      消耗品費（管理） 180,000 

      保守修繕費（管理） 84,800 

      水道光熱費（管理） 88,260 

      地代家賃（管理） 1,000,800 

      賃借料（管理） 120,000 

      事務委託費（管理） 803,000 

      減価償却費（管理） 125,496 

      保険料（管理） 152,890 

      諸会費（管理） 42,000 

      慶　弔　費（管理） 100,000 

      租税　公課（管理） 4,774,500 

      支払手数料（管理） 60,500 

      研修費（管理） 240,000 

      支払　利息（管理） 4,057 

      予備費（管理） 400,000 

      雑　　　費（管理） 5,000 

        その他経費計 9,855,847 9,855,847 

          管理費  計 17,820,049 

            経常費用  計 174,921,779 

              当期経常増減額 23,872,818 

        税引前当期正味財産増減額 23,872,818 

          当期正味財産増減額 23,872,818 

          前期繰越正味財産額 45,515,887 

          次期繰越正味財産額 69,388,705 
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第 2 号議案【2019 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 × 55 人

② 賛助会費受取会費 1000 円 × 10 人

2. 事業収益

（1）介護保険事業  171,329,677 円 特定加算 23,680,120 円 195,009,797 円

（2）障害支援事業                                 3,504,000 円

   （3）まちづくり事業    雑収益（ＡＣＴ初任者研修の講師派遣等）    30,000 円

経常収益                                    198,794,597 円

3. 経常費用

（1）事業費・管理費

・役員 報酬及び人件費総額                    合計 3,860,720 円

・法定福利費 労働保険料 2019 年度概算             1,237,744 円

（2018 年度不足額 101,571 円含む）

     ・減価償却費  複合機購入分 せたがや・ねりま・きた・まちだ 119,520 円

にしとうきょう 127,786 円 たま北・いたばし 125,496 円    856,858 円

・繰延資産償却費  ねりま居宅 65,000 円 きた居宅 75,000 円    140,000 円

・まちづくり事業費 100,000 円×2 居宅 50,000 円×5 居宅+事務局 500,000 円

（2）管理費

・顧問料  NPO としての活動を支援する専門家として契約を継続

＊税理士 對馬昭次氏 決算申告料            250,000 円

＊社会保険労務士 荒井真澄氏              350,000 円

・事務委託費

＊弁護士 浅野晋氏 （ＡＣＴサポートとして）         130,000 円

＊ＩＴ      ＡＣＴサポート                  120,000 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

＊広報 豊嶋佐和子氏 , 企画編集のもの 他       165,000 円

   ・租税公課 2018 年度法人税納付額（2019 年 5 月納付）     4,769,500 円

・支払利息                                   4,057 円

（ＣＰＢ返済元金 1,066,284 円 返済額＠178,392 円×6 か月-11 円 1,070,341 円）

・予備費   全居宅 PC 購入費等                    400,000 円

経常費用                                 174,921,779 円

4. 当期経常増減額（剰余金）                       23,872,818 円

5. 管理費按分％

    人件費 ・その他経費 … 2017 年度各居宅事業高按分（特定を除いた介護+障害）
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