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３０年５月３１日（木）

行田市総合福祉会館

理事現在数

午前１０時００分

開

会

午前１１時２０分

閉

会

ボランティア団体活動支援室

９名

(1)出席理事

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

(2)欠席理事
３

なし

その他の出席者

(1)監事

木村監事、大谷監事

(2)事務局

岡田事務局長、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、「本理事会は、行田市社会福祉協議会定款第２８ 条第１項の規定
する決議に必要な過半数を超える出席数となる。」との報告をする。
(2)議長の選出
事務局は、議長の選出について、議場に諮った。
「工藤会長にお願いしたい」
と の声 が上 がり 、事 務局 は、 工藤 会長 を議長に 提案 した 。工 藤会長は 、 理 事
全員から承認を得て議長に就任した。
(3)議事
議長 は、 報告 第 ２ 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２号について、「地域福祉活動事業に属する「あんしんサ
ポ ート ねっ と」 にお いて 、主 に利 用者 の増加に 伴う 人件 費に ついて、 県社 協
か らの 受託 金が 増額 とな 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」の声が上がったため、報告
案件を終了とした。
次 に議 長は 、 議 案第 ４号 「平 成２ ９年 度社 会福 祉法 人行 田市 社会 福祉 協 議
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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４号について、「平成２９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３７ 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 ２９ 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 ４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 ４ 号につ いて、 質 疑等を
募った。
細谷理 事から 「 資料 の ２３ペ ージ事 業活動 計 算書の 事業費 につい て 、 学童
保育室が ２カ 所 増えた ことから 、 補助 員業務 を委託し たとの ことだ が、 その
内容について説明してほしい。」と質問が出された。
事務局は、「新たに受託する２カ所の学童保育室については、ハローワーク
等を通じ て補助 員募集 を行った が、応 募がな かったた め、補 助員業 務を 外部
委託したもの」と説明をする。
さらに 、 細谷 理事か ら 「もう 少し詳 しく説 明 してほ しい。 補助員 が 何名必
要で、ど こに委 託した のか、ま た、こ れによ り前年度 比で約 ５２０ 万円増額
となったのか。」と質問が出された。
事務局は、「補助員については、東第１学童、東第２学童それぞれ２名をシ
ルバー人材センターに委託したもので、増額となった５２０万円については、
当該業務 が主だ ったも のであり 、その 他は、 老人福祉 センタ ーでの バス運行
業務委託や各事業において２０万円から３０万円が増額となったもの。」と説
明をする。
さらに 、 細谷 理事か ら 「 説明 の中で 障害児 担 当の補 助員と あった が 、シル
バー人材センターからの補助員には資格要件を求めているのか。」と質問が出
された。
事務局は、「補助員には資格要件は求めておらず、保育士や幼稚園教諭等の
資格があ る支援 員が障 害児 を担 当する 際、職 員体制に 欠員 が 生じる ため、補
助員が必要となるもの」と説明し、細谷理事は了承した。
議長は、事務局の説明後、議案第４号について、質疑等を募った。
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細 谷理 事か ら「 資料 の１ ０ペ ージ 事業 報告 の フ ァミ リー ・サ ポー ト・ セ ン
タ ー事 業に つい て、 学童 保育 室へ の送 迎件数は 、昨 年度 に比 べて４， ００ ７
件 とい うこ とで 微増 して いる が、 平成 ２７年度 では ６， ００ ０件以上 の件 数
が あっ た。 そう いう 意味 では 学童 保育 室への送 迎件 数は 減っ ている。 現在 、
学 童に 入れ ない 児童 が増 えて いて 、 行 田市では 平成 ３０ 年４ 月の時点 で 待 機
学童が８７人いる 。こうした問題も学童 への 送迎をすることで解消 することが
いくらかでも増えるのではないかと考えている が、この事業の協力会員は増えて
いると言えない状況である。そのあたりはどのように把握してい るか。また、１
６５ページの資金収支計算書を見ると、受託金 収入の２６５万９，０００円に対
して、事業活動支出が５８万３，４１５円であり、２００万円ほどは繰入金支出
と して いる 。この 事業は 、受 託事 業とし て成 り 立っ てい るのか 。」 と質問が出さ

れた。
事務局 は「 学 童への 送 迎につ いては 、毎年 ３ 月 に行 田市こ ども未 来 課 と本
会で申し 込みさ れた 方 の調整を した上 で 説明 会を開き 、協力 会員と 申込者の
顔合わせ をして いる。 現在は、 ３７人 の児童 に対して １４人 の協力 会員が送
迎をしており、協力会員の約１割が対応している。決算の事業費の５８万
３，４１ ５円は 、会員 同士のマ ッチン グ や交 流会 等に かかる 費用で 、繰入金
支出の２００万円ほどは、人件費として活用しているものである。」と説明を
する。
さらに 、細谷 理事か ら 「協力 会員で 運転し て くれる 方には 市 から 直 接協力
費が支払 われて おり、 この事業 からは 出てい ない 。２ ６５万 ９，０ ００円の
うちの５ ８万円 ほど が マッチン グや交 流会の 費用 とい うこと だが 、 平成２７
年の決算 からい うと ６ ０万円ほ ど受託 金 が増 えている にもか かわら ず 事業費
は５８万円程度で変わっていない。 どういうことか。」と質問が出された。
事務局は、「以前は嘱託職員の人件費を計上していたが、人事の関係でプロ
パー職員の人件費を割り当てた ため増額となったもので あ る 。」 と説 明 す る 。
さらに 、細谷 理事か ら 「 ３月 の時点 でマッ チ ングを すると のこと だ が、送
迎をお願いしたいのにできないことはあるか。」と質問が出された。
事務局は 、「 今 のとこ ろ ない。 本会で は、出 来る限り の調整 をして いる。」
と説明する。
さらに、 細谷理 事から 「 学 童 へ の 送 迎 と あ る が 、 学 校 に 迎 え に 行 っ て 学 童 に
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連れていくだけで、終わってから学童に迎えに行ってご自宅へ送ることはするの
か。」と質問が出された。

事務局は、
「 自宅に送ることはない。学童へは、親御さんが迎えに行ってい る。」
と説明し、細谷理事は了承した。
議長は、事務局の説明後、議案第４号について、質疑等を募った。
続いて 、阿久 津理事 か ら「 資 料の１ ２ペー ジ 、生活 福 祉資 金貸付 事 業につ
いて、貸 付件数 が９件 となって おり、 昨年度 と比較す ると５ 件少な いが、貸
付金額は大幅に増えている。どういうことか。」と質問が出された。
事務局 は「 障 害児の い る世帯 へ車の 購入費 を 貸付し たこと から、 増 額とな
っている。」と説明し、阿久津理事は了承した。
議長は、事務局の説明後、議案第４号について、質疑等を募った。
続 いて 、蛭 間理 事か ら「 実習 生の 受け 入れ で謝 礼を 受け 取っ てい ると の こ
と だが 、何 人の 受け 入れ をし たの か。 また、地 元で 福祉 人材 を育成す ると い
う 大き な課 題も ある こと から 、こ うし た実績も 事業 報告 に記 載してい ただ き
たい。」と質問が出された。
事務局は、「実習生については、２人の受け入れをした。今後は事業報告に
記載していく。」と説明し、蛭間理事は了承した。
議長は、事務局の説明後、議案第４号について、質疑等を募った。
続 いて 、 中 村 理 事か ら「 フー ドド ライ ブ と いう 事業 を実 施し てい るが 、 実
際に生活困窮者に配った食料の数量はどのくらいか。」と質問が出された。
事務局は、「寄贈された１，３８５点の食品のおおよそ半分は、市内の困窮
者 に配 り、 残り は フ ード バン ク北 関 東 に渡して 有効 に活 用し ていただ いて い
る。」と説明し、中村理事は了承した。
議長は、再度、議案第４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、 議 案第 ４ 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 ５ 号「 平成３ ０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３０年度社会福祉法人行田市社会福祉協議会補正予算（第
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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 決議 を求
めるもの」として、「平成２９年度決算において市から受託している事業及び
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 と、 サービ ス区分の
法人運営 事業に おいて 、繰越金 となる 前期末 支払資金 残高が 平成３ ０年度予
算に対し て不足 が生じ るため、 資金貸 付事業 及び児童 発達支 援事業 の２事業
の前期末支払資金残高から繰り入れをするものである。」と説明をする。
議長は 、 事務 局の説 明 の 後、 議案第 ５ 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、 議 案第 ５ 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 ６ 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 ６ 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、 議 案第６ 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 ７号な いし議 案第１ ０ 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」の４議案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７号では、評議員の尾澤照男氏の退任に伴い、選出母体
となる行田市自治会連合会から推薦された 髙鳥和子氏について、理事会とし
て評議員 選任・ 解任委 員会に推 薦する 評議員 選任候補 者に決 定する ため、諮
るもので あり、 ２４ペ ージから の議案 第８号 から議案 第１０ 号では 、評議員
の佐藤茂 美 氏、 久保田 シモ子 氏 、小池 義憲 氏 の退任に 伴うも ので、 それぞれ
の選出母 体とな る行田 市自治会 連合会 から 栗 原三郎 氏 、行田 地区障 害者福祉
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団体連絡 協議会 から 佐 々木久二 氏、行 田市か ら 増田勉 氏につ いて、 理事会と
して評議 員選任 ・解任 委員会に 推薦す る評議 員選任候 補者 に 決定す るため、
候補者ごとに諮るものである。」と説明をする。
議長は 、事務 局の説 明 の後、 議案第 ７ 号な い し議案 第１０ 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、 議 案第７ 号につ いて、 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、 議 案第７ 号を原案
のとおり承認する旨を宣した。
続いて、議長は、議案第８号について、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、 議案第 ８ 号を 原案のと
おり承認する旨を宣した。
続いて、議長は、議案第９号について、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、 議案第 ９ 号を 原案のと
おり承認する旨を宣した。
続いて 、 議長 は、 議 案 第１０ 号につ いて、 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、 議 案第１ ０ 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 １１ 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、「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 内山
正一氏の 退任に 伴い、 現在、本 会事務 局長 に 着任して いる岡 田安弘 氏 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 １１ 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、 議 案第１ １ 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７号ないし議案第１０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
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第１２号として、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１２ 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７号ないし議案第１０号に関わる 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 てが承 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
を次により開催してよいか、理事会の決議を求めるもの」として、開催日時、
開催場所について説明をする。
議長は 、事務 局の説 明 の後、 議案第 １２ 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、 議 案第１ ２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２０分に散会した。

平成３０年５月３１日
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