社会福祉法人行田市社会福祉協議会理事会議事録
１

会議の日時及び場所

(1)日

(2)場
２

時

所

理事現在数

(1)出席理事

平成２９年５月２９日（月）

行田市総合福祉会館

午前

９時５８分

開

会

午前１１時５８分

閉

会

第３相談室

９名
８名
工藤理事、阿久津理事、島田理事、中村理事、蛭間理事
引地理事、細谷理事、風間理事

(2)欠席理事

１名
吉田理事

３

その他の出席者

(1)監事

木村監事、大谷監事

(2)事務局

内山事務局長、松本事務局次長、磯川事務局次長、
長谷川主幹、島崎主幹、塚原主幹

４

議事の経過及び議案の結果

(1)開会宣言
事務局は、「本理事会が、行田市社会福祉協議会定款第２８ 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、 工藤 会長 を提 案し た 。 工藤会長 は、 理事 全員 から承認 を得 、
議長に就任した。
(3)議事
議長 は、 報告 第１ 号「 専決 処分 の報 告 につい て」 を議 題と し、 事務 局に 説
明を求めた。
事務局は、報告第１号について、「法人運営事業より支出する職員給料につ
い て、 いき いき サロ ンや 支え あい マッ プづくり 等の 地域 づく りに関す る事 業
や 、生 活困 窮者 を対 象と した 相談 業務 や学習支 援事 業等 の業 務におい て、 時
間 外や 休日 に各 地域 に訪 問す るこ とや 、事業を 実施 する こと が増え、 時間 外
勤 務手 当及 び休 日勤 務手 当に 不足 が生 じたこと と、 平成 ２８ 年１２月 １日 付
の 給与 改定 によ り、 給料 表の 改定 及び 勤勉手当 の支 給率 を引 き上げた こと か
ら １２ 月期 の職 員賞 与支 出に 不足 が生 じ、法定 福利 費支 出か ら予算流 用し た
こ とか ら、 ３ 月 分の 社会 保険 料に 不足 が生じた こと 、地 域福 祉活動事 業に 属
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す る「 あん しん サポ ート ねっ と」 にお いて、利 用者 が増 えた ことによ り、 県
社 協か らの 受託 金も 増額 とな った こと 、 資金貸 付事 業に おい て、福祉 資金 借
り 受け 者が 増え たこ とか ら、 県社 協か らの受託 金も 増額 とな ったこと 、介 護
予 防事 業に 属す る「 通所 型Ｃ 」に おい て、参加 者が 減と なっ たことと 、新 た
に 設定 され た報 酬単 価に 変更 があ った こと から 、経 理規 程第 ２０ 条第 ２項 に
基 づき 、会 長の 専決 によ り補 正を した ものであ り、 理事 会に 報告する もの 」
と説明をする。
議 長は 、事 務局 の説 明の 後、 報告 第 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」の声が上がったため、報告
案件を終了とした。
次 に議 長は 、 議 案第 １５ 号「 平成 ２ ８ 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」を議題とし、事務局から説明を求めた。
事務局は、議案第１５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３ ７条 第１ 項の 規定によ り、 理
事 会の 承認 を求 める もの 」と し て 、別 添の「 平 成２ ８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、 木村 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１ ５ 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 １ ５号に ついて 、 質疑等
を募った。
細谷理 事から 「地域 安 心ふれ あい事 業にお い て、利 用時間 数、活 動 延べ人
数、サポ ーター 数が ２ ７年度と 比較し て 減と なってい る が、 どうい うことな
のか説明 してほ しい。 また、同 様な事 業をＮ ＰＯ法人 や介護 保険に おいても
実施して いるが 、この 事業につ いて、 どのよ うなスタ ンスで 差別化 を図って
いるか考えを聞かせてほしい。」と質問が 出された。
事務局 は「 利 用時間 数 、サポ ーター 数の減 に ついて は、買 い物や 掃 除等の
サービス を 長時 間にわ たって利 用して いる 方 が入院等 の理由 により 利用でき
なくなっ たこと が原因 の一つに なって いる。 今後は、 様々な 事業に おいて、
ＰＲ活動 を行い 、周知 を図って いきた い。Ｎ ＰＯ法人 や介護 保険と の差別化
としては 、 基本 的に住 民との支 え合い 、助け 合いとい うとこ ろから 成り立っ
ている事 業であ り、介 護保険制 度とは 明らか に違い、 ＮＰＯ 法人で 実施して
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いる事業とは、生活支援体制整備事業で差別化、連携を検討している。」と答
弁し、細谷理事は了承した。
さらに 細谷理 事から 「 ファミ リー・ サポー ト ・セン ター事 業につ い て、会
員数は増 えてい るが、 活動件数 が約２ ，００ ０ 人減っ ている 。どう いうこと
なのか説明してほしい。」と質問が出された。
事務局 は「 学 童保育 室 への送 迎が約 ３，０ ０ ０人減 ってい る。こ れ は、２
７年度の 対象者 ４６名 が毎日の ように 利用し ていたが 、２８ 年度は 、３７名
に減ったことが原因となっている。」と答弁し、細谷理事は了承した。
続いて 、阿久 津理事 か ら「い きいき サロン に ついて 、老人 クラブ に 加入し
ていなければ行けないサロンがあると聞いているが、どうなのか。」と質問が
出された。
事務局 は「サ ロン は 自 主的な 活動で あり、 運 営につ いても 担い手 に 任せて
いるとこ ろもあ る。今 後はサロ ン代表 者会議 や連絡会 議など の際に 、より広
く受け入れてもらうように協力をもとめていく。」と答弁し、阿久津理事は了
承した。
議長は 、再度 、議案 第 １５ 号 につい て、質 疑 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
理事全員 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 １６号 「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）」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２ ０条第 １項の 規定に よ り、理 事会の 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 の支会と して配 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
をする。
議長は 、事務 局の説 明 の後、 議案第 １６ 号 に ついて 、質疑 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
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理事全員 から賛 成との 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 １７号 「社会 福祉法 人 行田市 社会福 祉協議 会 定時評
議員会の招集について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、
「社会福祉法人行田市社会福祉協議会定時評議員会の招集につい
て、定款第１３条第１項の規定により、理事会の決議を求めるもの」として、
開催日時、開催場所、議題について説明をする。
議長は、事務局の説明の後、議案第１７号について、質疑を募った。
細谷理 事から 「議題 に ある理 事の選 任につ い てと、 監事の 選任に つ いて、
資料を提 出する という ことだが 、以前 、評議 員を理事 会で採 決した ときに資
料を配布 された が、引 き上げら れてい る。今 回の評議 員会へ の資料 は、どの
ような形をとるのか説明してほしい。」 と質問が出された。
事務局 は「事 前に会 議 資料を 送付す る。な お 、以前 引き上 げた評 議 員資料
について は、６ 月２１ 日の評議 員会に おいて 理事へ配 布する 確認を とり、そ
の後の理事会において資料を配布する。」と答弁する。
細谷理 事から 「６月 ２ １日以 降の理 事会で 配 布す る という ことだ が 、現理
事に配布 はしな いのか 。前回の 理事会 におい て、評議 員の資 料を見 た上で、
適格とい うこと で現理 事が採決 してい る。そ の資料を 新しい 理事に 配布する
ことになるが、整合性がとれていないのではないか。」と質問が出された。
事務局 は「 確 かに整 合 性はと れてい ないが 、 先程説 明した 形で、 手 続きを
取りたいと考えている。」と答弁する。
細谷理 事から 「今後 は 、 理事 、監事 、評議 員 それぞ れが、 お互い の 資料を
確認できるように配布してほしい。」と意見がだされ、事務局はこれを了承し
た。
議長は 、再度 、議案 第 １７ 号 につい て、質 疑 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
理事全員 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 １８ 号 「社会 福祉法 人 行田市 社会福 祉協議 会 評議員
選任・解任委員会の選任について 」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
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事務局は、「社会福祉法人行田市社会福祉協議会評議員選任・解任委員の選
任につい て、議 員選任 ・解任委 員会運 営細則 第３ 条に より構 成され る当該委
員会の委 員の森 監事 が 平成２９ 年３月 ３１日 付けで退 任され たこと により、
現在、監事に就任いただいている木村監事を定款第７条第３項の規定により、
社会福祉 法人行 田市社 会福祉協 議会評 議員選 任・解任 委員会 委員に 選任する
ものである。」と説明をする。
議長は 、 事務 局の説 明 の後、 議案第 １８ 号 に ついて 、質疑 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
理事全員 から賛 成との 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。

以上で議事は全て終了し、午前１１時５８分に散会した。

平成２９年５月２９日
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