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

平成２９年６月２１日（水）午後１時３０分

開

会

午後１時５０分

閉

会

行田市総合福祉会館

理事現在数

第３相談室

９名

(1)出席理事

８名
工藤正司 、阿久津彰男、島田ユミ子、中村晴雄、吉田

晳、

細谷美恵子、蛭間順子、風間祥一
(2)欠席理事

１名
引地みち子

３

その他の出席者

(1)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、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、
「本理事会については、本日午前中に開催した評議員会において、
理事、監事が選任されたことから招集させていただいている。」との報告をす
る。また、「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、工藤理事を提案した。理事全員から承認を得て、工藤理事が議長に
就任した。
(3)議事
議長は、「議案第１９号社会福祉法人行田市社会福祉協議会会長、副会長及
び常務理事の選定について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「議案第１９号社会福祉法人行田市社会福祉協議会会長、副会長
及び常務理事の選定について」 理事、監事の任期が、平成２９年６月２１日
を もっ て満 了と なる こと から 、 行 田市 社会福祉 協議 会役 員 等 及び評議 員選 任
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規 程第 ２条 の規 定に 基づ き、 関係 機関 団体に推 薦を 依頼 した ところ、 理事 職
に 工藤 正司 氏以 下９ 名、 監事 につ いて は、 大谷 春美 氏以 下２ 名が推薦 され 、
本 日午 前中 に開 催さ れた 評議 員会 で選 任された とこ ろで あり 、 ついて は、 定
款 第１ ８条 第２ 項の 規定 に基 づき 、会 長１名、 副会 長２ 名 、 常務理事 １名 を
理事の中から選定するものと説明した。
議長は、はじめに会長について如何したらよいかを議場に諮った。「前回も
お願いしている工藤理事に引き続きお願いしたい」との声が上がり、議長は、
議 場に 質疑 や意 見を 求め たが 「異 議な し」との 声が 上が り、 採決を行 う旨 を
宣した。採決の結果、全会一致により会長に工藤理事が就任した。
次に議長は、副会長２名について如何したらよいかを議場に諮った。「前回
も お願 いし てい る阿 久津 理事 と島 田理 事に引き 続き お願 いし たい」と の声 が
上がり、議長は、議場に質疑や意見を求めたが「異議なし」との声が上がり、
採 決を 行う 旨を 宣し た。 採決 の結 果、 全会一致 によ り副 会長 に阿久津 理事 と
島田理事の２名が就任した。
次に議長は、常務理事について如何したらよいかを議場に諮った。「前回も
お願いしている風間理事に引き続きお願いしたい」との声が上がり、議長は、
議 場に 質疑 や意 見を 求め たが 「異 議な し」との 声 が 上が り、 採決を行 う旨 を
宣した。採決の結果、全会一致により常務理事に風間理事が就任した。
次に、議長は、「議案第２０号社会福祉法人行田市社会福祉協議会評議員 選
任候補者の決定について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事務局は、「議案第２０号社会福祉法人行田市社会福祉協議会評議員選任候
補 者の 決定 につ いて 」 本 会評 議員 の 選 出母体で ある 行田 地区 保護司会 にお い
て 、役 員の 変更 があ った こと から 、 当 該団体よ り新 たに 本会 の評議員 とし て
推 薦さ れた 小川 哲男 氏を 、評 議員 選任 ・解任委 員会 に推 薦す る候補者 とし て
理事会において決定するものと説明した。
議長は、事務局から説明の後、議場に意見、質疑等を求めた。暫くの後、
「異議なし」との声が上がり、他に意見もないため、採決を行う旨を宣した。
採決の結果、全会一致により原案のとおり承認された。
次に、議長は、議案第２０号が承認されたことにより、「社会福祉法人行田
市社会福祉協議会選任・解任委員会の開催について」を議案第２１号として、
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本日の日程に追加してよいか議場に諮ったところ、「異議なし」との声が上が
っ たこ とか ら、 議案 第２ １号 「社 会福 祉法人行 田市 社会 福祉 協議会選 任・ 解
任委員会の開催について」を議題とし、その説明を事務局に求めた。
事 務局 は、 先程 の議 案第 ２０ 号社 会福 祉法 人行 田市 社 会 福祉 協議 会評 議 員
選 任候 補者 の決 定に つい て 承 認さ れた ことから 、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 運営 細則第６ 条の 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 会を 開催 して よいか理 事会 の
決議を求めるものと説明した。
議長は、事務局から説明の後、議場に意見、質疑等を求めた。暫くの後、
「異議なし」との声が上がり、他に意見もないため、採決を行う旨を宣した。
採決の結果、全会一致により原案のとおり承認された。

以上で会議は終了し、午後１時５０分に散会した。

平成２９年６月２１日

３

