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社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

令和３年度  第１回 理事会議事録 

 

１ 開催年月日  令和３年５月２６日（水） 

午後４時００分～午後６時１０分 

 

２ 開 催 場 所  地域福祉センターかしのき苑  

２階 ふれあい大ホール 

 

３ 出 席 者  理 事 総 数 １２名 

出席理事数 １１名 

会長 長谷川 悟 

理事 清水泰律 加藤 博 早樫一男 岩前良幸  

石崎照代 中畔秀昭 福味加世子 山本正來  

岡田敦子 古海りえ子 

         監 事 総 数 ２名 

         出 席 監 事 ２名 

            監事 島中秀司 浦田善之 

 

４ 欠 席 者  田中智美 

 

５ 決議に特別の利害関係を有する理事  該当者なし 

 

６ 議 題 

（１）決議事項 

   第１号議案 令和２年度事業報告（案）について 

   第２号議案 令和２年度収支決算（案）について 

   第３号議案 任期満了に伴う顧問の選任について 

   第４号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第６号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第７号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第８号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第９号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１０号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１１号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１２号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１３号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

      第１４号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

   第１６号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 
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   第１７号議案 令和３年度第１回評議員選任・解任委員会の招集につ

いて 

   第１８号議案 令和３年度定時評議員会の開催について 

（２）諸報告 

 

７ 議事の経過要領及び議案議決の結果 

定刻に至り、定款第３０条の規定により議長に山本正來理事が選任され、議

長は定款第３１条第１項に定める定足数を満たしていることを確認し、議事に

入った。 

 

第１号議案 令和２年度事業報告（案）について 

事務局長より、令和２年度事業報告について、報告書案を基に概況を説明 

後、重点事業並びに主な事業の取り組みを中心に説明があった。 

続いて議長から、次の第２号議案についても事業報告と関連する部分が多

いため、先に第２号議案の説明をした後、一括で質疑の時間を取り、採決に

ついては案件ごとに諮らせてもらう旨を説明し、理事全員の了承を得た。 

 

第２号議案 令和２年度収支決算（案）について 

   事務局長より、令和２年度収支決算書案を用い、計算関係書類並びに財 

産目録について説明があった。 

   続いて、監事監査報告書に基づき、監事監査の結果について、浦田監事 

から報告があった。 

以上の説明を受け、第１号議案、令和２年度事業報告（案）について質疑

をおこなったところ、質問がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全

会一致により可決承認された。 

 続いて、第２号議案、令和２年度収支決算（案）について質疑をおこなっ

たところ、質問がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致によ

り可決承認された。 

 

第３号議案 任期満了に伴う顧問の選任について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会顧問の任期

が満了することに伴い、議案資料に基づき、精華町長を顧問として選任する

ことについて説明があった。 

第３号議案について質疑をおこなったところ、質問がなかったため、議長

が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第４号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任
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期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町民生児童委員協議

会から推薦を受けた５名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことについ

て、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補

者井上 好氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第４号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町民生児童委員協議

会から推薦を受けた５名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことについ

て、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補

者松岡 忍氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第５号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第６号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町民生児童委員協議

会から推薦を受けた５名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことについ

て、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補

者小西明一氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第６号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第７号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町民生児童委員協議

会から推薦を受けた５名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことについ

て、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補

者田中幸代氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第７号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第８号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町民生児童委員協議

会から推薦を受けた５名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことについ
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て、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補

者横井貴恵子氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第８号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第９号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町ボランティアセン

ター運営委員会から推薦を受けた２名を評議員選任・解任委員会に推薦した

いことについて、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、

評議員候補者大冨利子氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第９号議案について質疑をおこなったところ、質問が

なかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認された。 

 

第１０号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町ボランティアセン

ター運営委員会から推薦を受けた２名を評議員選任・解任委員会に推薦した

いことについて、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、

評議員候補者片上智嗣氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第１０号議案について質疑をおこなったところ、質問

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１１号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として精華町災害ボランティア

センターから推薦を受けた１名を評議員選任・解任委員会に推薦したいこと

について、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議

員候補者新田清治氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第１１号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１２号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として特定非営利活動法人プラ

ッツから推薦を受けた１名を評議員選任・解任委員会に推薦したいことにつ
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いて、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候

補者霜田 徹氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第１２号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１３号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者として社会福祉法人カリタス会

（神の園）から推薦を受けた１名を評議員選任・解任委員会に推薦したいこ

とについて、議案資料「評議員候補者の被推薦者名簿（案）」に基づき、評

議員候補者齊藤裕三氏の経歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第１３号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１４号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者における知識経験者として評議

員選任・解任委員会に推薦したいことについて、議案資料「評議員候補者の

被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補者片岡哲也氏の経歴について説

明があった。 

以上の説明を受け、第１４号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１５号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任

期が満了することに伴い、次期評議員候補者における知識経験者として評議

員選任・解任委員会に推薦したいことについて、議案資料「評議員候補者の

被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補者村岡大輔氏の経歴について説

明があった。 

以上の説明を受け、第１５号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１６号議案 任期満了に伴う評議員候補者の推薦について 

事務局長より、令和３年度定時評議員会終結の日をもって本会評議員の任



 - 6 - 

期が満了することに伴い、次期評議員候補者における知識経験者として評議

員選任・解任委員会に推薦したいことについて、議案資料「評議員候補者の

被推薦者名簿（案）」に基づき、評議員候補者原田 学氏の経歴について説明

があった。 

以上の説明を受け、第１６号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１７号議案 令和３年度第１回評議員選任・解任委員会の招集について 

 事務局長より、議案資料「令和３年度第１回評議員選任・解任委員会の招

集について（案）」に基づき、評議員選任・解任委員会を下記のとおり開催

したい旨の説明があった。 

目的 評議員の任期満了に伴い、次期評議員を選任することを目的とする。 

日時 令和３年６月２日（水曜日）午後２時から午後３時まで（予定） 

場所 精華町地域福祉センターかしのき苑 会議室 

招集する委員 島中秀司（本会監事） 杉山典寿（本会事務局長）  

和所正樹（外部委員） 

根拠規則 本会評議員選任・解任委員会運営細則 

以上の説明を受け、第１７号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

第１８号議案 令和３年度定時評議員会の開催について 

事務局長より、議案資料「令和３年度定時（第１回）評議員会の開催につ

いて（案）」に基づき、評議員会を下記のとおり開催したい旨の説明があっ

た。 

 日時 令和３年６月１５日（火曜日） 

午前１０時から午前１１時３０分まで（予定） 

   場所 精華町地域福祉センターかしのき苑 大ホール 

   案件 （１）理事・監事の選任について 

      （２）令和２年度収支決算の承認について 他 

以上の説明を受け、第１８号議案について質疑をおこなったところ、質問 

がなかったため、議長が承認を諮ったところ、全会一致により可決承認され

た。 

 

諸報告 

以下の事項について、事務局から報告をおこなった。 

事務局長より、地域福祉課として下記の３点について報告した。 
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（１）福祉事業係の活動実績について 

（２）地域支援係の活動実績について 

（３）南部地域包括支援センターの活動実績について 

通所介護課長より、在宅介護課として下記の３点について報告した。 

（１）居宅介護支援係の事業実績について 

（２）訪問介護係の事業実績について 

（３）苦情対応結果報告について 

通所介護課長より、通所介護課として下記の３点について報告した。 

（１）通所介護課の事業実績について 

（２）認知症カフェ「ＤＯＮＣａｆé」の休止報告について 

（３）苦情対応結果報告について 

事務局長より、法人運営室として下記の３点について報告した。 

  （１）令和３年度事務局体制 

   （２）次期役員候補者について 

      評議員会に諮る議案として、資料「（福）精華町社会福祉協議会役 

員候補者名簿（案）」に基づき、理事１１名と監事２名を重任とし、

理事１名、自治会連合会の選出区分については現在推薦団体において

調整中のため候補者が未定であることについて説明があった。 

６月開催予定の定時評議員会に、次期役員候補者として提案するこ

とについて、理事及び監事２名から同意を得た。 

   （３）令和２年度決算後の社会福祉充実残額の使途について 

 

諸報告の後、議長から全般的なところで意見等を聞いたところ、以下の意

見等があった。 

   長谷川会長 精華町におけるコロナワクチンの予約状況や、先日行われ 

た接種の状況等を岩前理事に聞きたい。また、オリンピッ  

クの聖火リレーについて、どこで開催されたのか。自治体

において展示等を考えているのか。 

   岩前理事  ワクチン接種について、精華町の対象者は施設入所者を含 

め 9700人と見込んでいる。ワクチンについては全対象者分 

を確保しており、希望する全高齢者の接種実施のため、精 

華町でも日程を増やしている。１回目のＡ日程の予約は全

て完了し、当日のキャンセルも出たが、Ｂ日程者を繰り上

げる等の対応を行った。次のＢ日程の予約も即日埋まった

が、本日受付を開始したＣ日程についてはまだ空きがある

状況である。明日から追加したＤ日程とＥ日程の予約が開

始されるため、枠の空きが出ないよう対応していく。また、

１回目の接種については大きな混乱もなく順調に進み、予
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定どおり終了している。先日、急遽大規模接種会場として

京都府が亀岡市のサンガスタジアムと精華町のけいはんな

ホールをセッティングしたが、町も知事発表の数時間前に

知ったところであり、予約方法等の詳細はまだ情報が入っ

ていない。ワクチンについては、大規模接種会場がモデル

ナ製、市町村はファイザー製となっている。 

オリンピックについては所管が違うため詳細は承知してい

ないが、京都府内の聖火リレーは公道が全て中止となり、

亀岡のサンガスタジアムでの開催となっている。パラリン

ピックの聖火についてはまだ具体的な話は進んでいない。 

 

以上をもって案件の全てを終了したので議長が閉会を宣し、午後６時１０分

散会した。 

上記の決議を証するため議事録署名人において次に記名押印する。 

 

令和３年６月３日作成 

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

令和３年度第１回理事会 

 

会 長                  印 

監 事                  印 

監 事                  印 

 


