社会福祉法人行田市社会福祉協議会定時評議員会議事録
１

会議の日時及び場所

(1)日

(2)場
２

時

所

平成２９年６月２１日（水）午前

１０時００分

開

会

午前

１１時２５分

閉

会

行田市総合福祉会館

評議員現在数

第３研修室

２１名

(1)出席評議員

１５名
尾澤評議員、佐 藤評議 員、吉田評議員 、小池 （利）評議員、
羽鳥評議員、小林評議員、井桁評議員、田熊評議員、久保田
評議員、小暮評議員、中村評議員、大谷評議員、小池（義）
評議員、夏目評議員、吉野評議員

(2)欠席評議員

６名
松下評議員、望月評議員、田島評議員、島田評議員、根本評
議員、野原評議員

３

その他の出席者

(1)監事

大谷監事

(2)事務 局

風 間常務 理事、 内山事 務 局長、 松本事 務局次 長 、磯川 事務
局次長、塚原主幹、長谷川主幹、島崎主幹

４

議事の経過及び議案の結果

(1)開会宣言
事務局は、「本定時評議員会が、行田市社会福祉協議会定款第１ ５条第１項
の規定による議決に必要な定数を満たしている。」との報告をする。
(2)議長の選出
事務局は、議長の選任方法を議場に諮った。「事務局に一任」との声が上が
り 、事 務局 は、 尾澤 評議 員を 提案 した 。尾澤評 議員 は、 評議 員全員か ら承 認
を得、議長に就任した。
(3)議事録署名人の選出
議長は、議事録署名人の選出について、選任方法を議場に諮った。「議長に
一 任」 との 声が 上が り、 議長 は 、 佐藤 評議員と 吉田 評議 員を 指名した 。評 議
員全員から承認を得、両評議員は議事録署名人に就任した。
(4)議事
議 長は 、議 案第 ９ 号 「平 成２ ８ 年 度社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 事
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業報告及び決算について」を議題とし、事務局に説明を求めた。
事務局は、議案第９号について、「平成２８年度社会福祉法人行田市社会福
祉 協議 会事 業報 告及 び決 算に つい て、 定款 第１ １条 第１ 項の 規定によ り、 評
議 員会 に決 議を 求め るも の」 とし て、 別添の「 平成 ２８ 年度 社会福祉 法人 行
田 市社 会福 祉協 議会 事業 報告 及 び 決算 」により 、そ れぞ れに ついて説 明し 、
ま た決 算に つい ては 、大 谷 監 事か ら会 計監査の 執行 によ り、 諸帳簿 、 計算 書
類 等に つい て正 確に 執行 され てい る旨 の報告が あり 、議 案第 ９ 号につ いて の
説明は終了した。
議 長は 、事 務局 及び 監事 から の説 明の 後、 議案 第９ 号に つい て、 質疑 等 を
募ったが、議場からは、意見・質問等は出されず、
「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第 ９号を 原案 の
とおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ０号 「平 成２ ９ 年 度社 会福 祉法 人行 田市 社会 福 祉
協 議会 補正 予算 （第 １回 ） に つい て 」 を議題と し、 その 説明 を事務局 に求 め
た。
事務局は、「平成２９年度社会福祉法人行田市社会福祉協議会補正予算（第
１ 回） につ いて 、経 理規 程第 ２０ 条第 １項の規 定に より 、評 議員 会の 承認 を
求めるもの」として、「平成２８年度決算において市から受託している１０事
業 及び 埼玉 県共 同募 金会 から の 配 分金 を受け実 施し てい る共 同募金配 分金 事
業に執行残が生じたことから、当該金額を返還するものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ０号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果 、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１０ 号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ １号 「 社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ １号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
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暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議 案 第１１ 号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ２号 「 社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ２号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１２号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ３号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ３号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１３号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ４号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ４号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１４号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
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次 に、 議長 は、 議案 第１ ５号 「 社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ５号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１５号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ６号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ６号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１６号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ７号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ７号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１７号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ８号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
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て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ８号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１８号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第１ ９号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会理 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している理事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第１ ９号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第１９号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第２ ０号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会監 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している監事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議 案 第２ ０号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第２０号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。
次 に、 議長 は、 議案 第２ １ 号 「社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協議 会 監 事 の
選任について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「現在就任している監事の任期が、平成２９年６月２１日を以っ
て 満了 とな るこ とか ら、 定款 第１ １条 第１項の 規定 に基 づき 、評 議員 会の 決
議を求めるものである。」と説明した。
議 長は 、事 務局 から の説 明の 後、 議案 第２ １号 につ いて 、質 疑等 を募 っ た
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が、議場からは、意見・質問等は出されず、「異議なし」の声が上がる。
暫 くの 後、 議長 は、 挙手 によ る採 決を する 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 出 席
評 議員 全員 から 挙手 があ り、 議長 は、 全会一致 を以 って 議案 第２１号 を原 案
のとおり承認する旨を宣した。

以上で議事は全て終了し、午前１１時２５分に散会した。

平成２９年６月２１日
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