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社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

平成２８年度  第３回 理事会議事録 

 

１ 開催年月日  平成２９年２月２０日（月） 

午前１０時００分～午前１１時０７分 

２ 開催場所   精華町地域福祉センター 

かしのき苑 １階 会議室Ａ・Ｂ 

３ 理事総数   １５名 

４ 出席者氏名  (１２名) 

  理事  中川茂成 森 修美 早樫一男 田中智美 中西邦洋  

稲田裕康 山本正來 長谷川 悟 石崎照代 中畔秀昭  

村瀬由美子 福味加世子 

  監事  島中秀司 浦田善之 

５ 欠席者氏名  岩前良幸 青木勘治 青木 透 

６ 議事の経過要領及び議案議決の結果 

 

日程番号１ 議長の互選について 

 定刻に至り、定款第１１条第４項の規定により議長に中畔秀昭理事が選

任され、議長は定款第１１条第５項に定める定足数を満たしていることを

確認した。 

 

日程番号２ 議事録署名人の選任について 

定款第１１条第８項の規定により議事録署名人に田中智美・山本正來両

理事を指名し、議案の審議に入った。 

 

議  長  続きまして日程番号３。第７号議案、評議員選出等の規程の制定 

についてに入らせていただきます。事務局からご提案をよろしく 

お願いします。 

事務局長  はい、議長。第７号議案、評議員選出等の規程の制定について。

社会福祉法人精華町社会福祉協議会評議員選出等の規程（案）に

ついて、別紙のとおり提案します。提案理由といたしましては、
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社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第２１号）

に伴う定款変更について、平成２９年１月１８日付で京都府の認

可を受けたことにより、新定款第６条並びに第２６条に基づいて

本会評議員選出等の規程を制定する必要が生じたためでございま

す。平成２９年２月２０日提出。社会福祉法人精華町社会福祉協

議会会長 長谷川悟。それでは２ページ目をお開きいただきたいと

思います。まず一番上でございますが、現在の定款に基づきます、

理事・評議員選出等の規程（昭和５４年規則第１号）の全部を改

正するということでございますが、年度内、３月３１日までは現

行のものが適用されると。４月１日以降が、今回ご提案をさせて

いただきます、評議員選出等の規程が適用されるということでご

ざいますので、まず最初にその日付の確認をさせていただきたい

と思っております。それでは朗読いたします。社会福祉法人精華

町社会福祉協議会評議員選出等の規程案。まず、評議員の選出に

ついてでございます。第１条。定款第６条に規定する評議員は、

下記区分により選出した評議員候補者を、理事会の同意を得て会

長が選任・解任委員会に推薦及び解任の提案をするものとする。

１号、地域の福祉関係者。２号、社会福祉事業を経営する役職員。

３号、学識・知識経験者。４号、経済団体が推薦する者。次に第

２条、顧問の選出についてでございます。定款第２６条に規定す

る顧問は、町長、町議会議長並びに知識経験者とする。第３条、

規程の改廃です。本規程の改廃は、理事会の決議によるものとす

る。附則、平成２９年２月２０日制定。この規程は、平成２９年

４月１日から施行する。以上が規程案でございます。第１条の所

でございますが、１号から４号までそれぞれ、定款の中では１３

名以上１５名以内ということで一定、幅を持たせてご承認を賜っ

た訳でございますが、１３名以上１５名以内の内訳ということで、

第１号から第４号までのそれぞれに属する方々をご推薦いただき

まして、この後ご提案をさせていただきます選任・解任委員会の

中で正式に決定をしていただくというようなものでございますの

で、新定款に基づく評議員の選出等の規程につきまして、ご承認

を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

議  長  ただいま事務局から説明を受けましたが、質疑がございましたら

挙手にてお願いしたいと思います。 

ご意見が無いようでございますので、採決に移りたいと思います。 

第７号議案について、賛成の方は挙手をお願いします。 

理  事  （全員挙手） 

議  長  全会一致により、可決承認します。続きまして日程番号４。第８

号議案。評議員選任・解任委員会運営細則の制定についてに入ら
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せていただきます。事務局からご提案よろしくお願いします。 

事務局長  はい、議長。第８号議案。評議員選任・解任委員会運営細則の制

定について。社会福祉法人精華町社会福祉協議会評議員選任・解

任委員会運営細則（案）について、別紙のとおり提案します。提

案理由といたしましては、社会福祉法等の一部を改正する法律（平

成２８年法律第２１号）に伴う定款変更について、平成２９年１

月１８日付で京都府の認可を受けたことにより、新定款第７条に

基づいて評議員選任・解任委員会運営細則を制定する必要が生じ

たためでございます。平成２９年２月２０日提出。社会福祉法人

精華町社会福祉協議会会長 長谷川悟。同じように、２ページをご

覧いただきたいと思います。こちらが今回、法改正によりまして

評議員の選考の方法が４月以降改正されるということで、従来は

理事会において選任するということであったものが、４月以降、

理事会では選任できずに別途、評議員選任・解任委員会を設けな

ければならないということから、新たに組織を作りたいというこ

とでご提案をさせていただくものでございます。それでは、条文

のほうを朗読させていただきます。目的、第１条。この細則は、

社会福祉法人精華町社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款

第７条第７項の規定に基づき評議員選任・解任委員会（以下「委

員会」という。）の運営に関する事項について定める。委員会の設

置、第２条。委員会は、本会の評議員の選任及び解任を行うため

の機関として設置する。委員の構成、第３条。委員会は、監事１

名、事務局員１名、外部委員１名の合計３名で構成する。委員の

選任・解任及び任期、第４条。委員の選任及び解任は、理事会に

おいて行う。２項、委員の任期は、就任後４年以内に終了する会

計年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで

とする。３項、委員が次の各号に該当するときは、理事会の決議

により解任することができる。１号、心身の故障のため、職務の

執行に堪えないと認められるとき。２号、職務上の義務違反、そ

の他委員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。委

員の報酬等、第５条。委員会の委員の報酬は、これを支弁しない。

ただし、委員には費用を弁償することができる。招集、第６条。

委員会は、理事会の決議に基づき、会長が召集する。議長の選任、

第７条。委員会の議長は、委員の互選とする。評議員候補者の推

薦及び解任の提案、第８条。評議員候補者の推薦及び評議員の解

任の提案は、評議員選出等の規程に基づいて、理事会が行う。３

ページに移ります。評議員の選任、第９条。委員会は、理事会か

ら本会の評議員として推薦された候補者について、次に掲げる事

項の説明を受けた上で審議し、選任について決議を行う。１号、
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当該候補者の経歴。２号、当該候補者を候補者とした理由。３号、

当該候補者と当法人及び役員等との関係。４号、当該候補者の兼

職状況。評議員の解任、第１０条。委員会は、理事会から提案さ

れた評議員の解任について、評議員として不適任と判断した理由

の説明を受けたうえで審議し、解任の可否について決議を行う。

決議、第１１条。委員会の決議は、委員の過半数が出席し、出席

した委員の過半数をもって行う。ただし、外部委員が出席し、か

つ、外部委員が賛成することを要する。議事録、第１２条。委員

会の議事については、議事録を作成する。２項、議事録は次に掲

げる事項を内容とする。１号、委員会が開催された年月日及び場

所。２号、委員会の議事の経過の要領及びその結果。３号、委員

会に出席した委員の氏名。４号、委員会の議長の氏名。３項、出

席委員は、議事録に記名押印する。補則、第１３条。この細則に

定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が

別に定める。改廃、第１４条。この細則の改廃は、理事会の決議

を経て行う。附則、この細則は、平成２９年３月１日から施行す

る。こちら、最後に３月１日からということで日付を入れさせて

いただいておりますが、改正法に基づきまして４月１日から新評

議員が選任されるということになりますので、その１か月前の３

月１日から、こちらの選任・解任委員会につきましては施行いた

しまして、この１か月間のあいだに委員会を開いて、４月からの

評議員候補者の方を選定させていただくために、１か月早く施行

させていただくというものでございます。以上が、評議員選任・

解任委員会の運営細則案でございますので、どうか可決承認賜り

ますようよろしくお願いを申し上げます。 

議  長  ただいま事務局から説明を受けましたが、質疑がございましたら

挙手にてよろしくお願いします。 

ご意見が無いようでございますので、採決したいと思います。第

８号議案について、賛成の方は挙手をお願いします。 

理  事  （全員挙手） 

議  長  全会一致によりまして、可決承認いたします。続きまして日程番

号５。第９号議案。評議員選任・解任委員会委員の選任について

に入らせていただきます。事務局からご提案よろしくお願いしま

す。 

地域福祉課 はい、議長。第９号議案、評議員選任・解任委員会委員の選任に 

担当課長  ついて。社会福祉法人精華町社会福祉協議会評議員選任・解任委

員会委員の選任ついて、別紙のとおり提案します。提案理由とい

たしましては、社会福祉法等の一部を改正する法律（平成２８年

法律第２１号）に伴う定款変更により、法人内に評議員選任・解
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任委員会の設置が義務化された。ついては、新定款第７条並びに

評議員選任・解任委員会運営細則第３条に基づいて、各委員を選

任したいためでございます。平成２９年２月２０日提出。社会福

祉法人精華町社会福祉協議会会長 長谷川悟。２ページをご覧いた

だきたいと思います。社会福祉法人精華町社会福祉協議会評議員

選任・解任委員会委員名簿（案）でございます。順不同・敬称略

で、番号、選出区分、氏名、備考の順に朗読させていただきます。

１番、監事、島中秀司。精華町社会福祉協議会監事。社会福祉事

業に関して学識経験を有する者。２番、事務局員、杉山典寿。精

華町社会福祉協議会事務局長。３番、外部委員、和所正樹。前精

華町健康福祉環境部長。任期。こちらのほうは任期が４年という

ことで、一部訂正がございます。平成２９年３月１日から平成３

２年の訂正でございます。平成２９年３月１日から平成３２年度

定時評議員会終結の日、となります。以上が提案でございます。

どうか可決承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

議  長  ただいま事務局から説明を受けましたが、質疑がございましたら

挙手にてお願いしたいと思います。 

ご意見が無ければ採決したいと思います。第９号議案につきまし

て、賛成の方は挙手をお願いします。 

理  事  （全員挙手） 

議  長  ありがとうございます。全会一致により、可決承認いたします。

続きまして日程番号６。第１０号議案。平成２８年度社会福祉事

業拠点区分補正予算（第２号）についてに入らせていただきます。

事務局からご提案お願いします。 

事務局長  はい、議長。第１０号議案。平成２８年度社会福祉事業拠点区分

補正予算（第２号）について。定款第２９条に基づき、平成２８

年度社会福祉事業拠点区分の補正予算について、別紙のとおり提

案します。提案理由といたしましては５点ございます。１．平成

２９年２月１日付で、一般住民の方より福祉のために活用するこ

とを目的に高額寄付をいただいたため。また、精華町から「認知

症安心サポート事業」の委託を受けたこと及び京都府共同募金会

全国共通助成テーマ重要助成の申請をしたところ、助成金が交付

されたことにより、収入を上方修正する必要が生じたため。２．

日常業務で使用する印刷機が無く、大量の印刷物も複合機でコピ

ーしているところであるが、印刷機より時間とコストがかかるた

め、コスト削減を目的に印刷機１台を購入したいため。また、事

務機器が購入から１０年以上経過し、経年劣化のため使用の際に

不具合が生じている。業務に支障をきたしているため、新たに買

い替えたいため。３．精華町認知症安心サポート事業（高齢者Ｓ
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ＯＳネットワークの構築）として見守り模擬訓練を実施している

が、今年度より「精華町見守り実行委員会」を立ち上げ、各関係

団体、まちのサポート店等と連携を図り、見守り訓練の実施と見

守り体制の強化を図ることとなった。実行委員会の立ち上げと運

営、模擬訓練の実施にあたり経費が必要となったため。４．京都

府共同募金会の助成を受け、「社協ふくし相談事業」を実施するに

あたり、事業運営にかかる経費が必要となったため。５．デイサ

ービスセンターで使用する設備について定期点検を受けた際、貯

水槽の加圧給水ポンプに異常があり、加圧ポンプ２台の取り替え

が必要となったため。また、電気供給用の高圧ケーブルに亀裂が

見つかり、停電の恐れがあるため早急に取り替えが必要となり、

同じく高圧開閉器が耐用年数（１０年）を過ぎていることから取

替工事が必要となったためでございます。平成２９年２月２０日

提出。社会福祉法人精華町社会福祉協議会会長 長谷川悟。それで

は、お手元の資料１枚めくっていただきまして、横向きになりま

すけれども、平成２８年度社会福祉事業拠点区分補正予算（第２

号）の概要と書かれた事業単位のほうの資料をご覧いただきたい

と思います。今回は、収入の部と支出の部それぞれで補正予算を

提案させていただきたいものでございまして、まずは収入の部か

らご説明をいたします。１つ目、社協ふくし相談事業でございま

すが、補正前 0 円から補正額 300,000 円、補正後 300,000 円。説

明といたしましては、先ほど提案理由の中にもございましたが、

京都府共同募金会から補助金を受けることが決定したためでござ

います。２つ目、認知症安心サポート事業です。補正前 0 円。補

正額 216,000 円。補正額 216,000 円。こちらも、精華町から業務

委託を受けることになったためでございます。それから３点目で

ございますが、寄付金収入でございます。補正前 500,000 円。補

正後 10,000,000 円。補正後 10,500,000 円でございます。今月、

２月１日付で町内にお住まいの方から、ご本人の強いご希望によ

りまして匿名とさせていただいておりますが、１千万円の高額ご

寄付を賜りましたので、まずは収入といたしまして補正予算で提

案をさせていただきたいと思っております。寄付者の方のご趣旨、

ご意向を踏まえまして、このあと３月の理事会で、今回は収入の

ほうの提案でございますので支出。出口のほうを、どのように活

用させていただくかというところを、少しお時間をいただきまし

て三役並びに事務局のほうで精査をいたしまして、次回の理事会

で使い道についてはご提案をさせていただきたいと思っておりま

すが、まずもって、収入の部分について補正予算としてご提案を

させていただきたいと思っております。対しまして支出の部でご
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ざいますが、１番目、印刷機の整備。補正前 0円。補正額 2,350,000

円。補正後 2,350,000 円となります。これは１１月まで、かしの

き苑に１台、印刷機があった訳でございますが、町のリース物件

でございましてリース期間が１１月で満了いたしまして、諸般の

事情で引き上げるということになりまして、現在この、かしのき

苑ならびに隣のデイサービスセンターも含めまして、印刷機が全

く無い状況となっております。この間、複合機でコピーを取って

対応をしていたところでございますが、これから予算の編成時期、

また年度が明けますと決算の時期ということで印刷物が大量に出

て来る時期でございますので、職員の負担ならびに業務の時間短

縮を狙いまして、新たに印刷機を社協名義で保有したいというこ

とでご提案をしたいものでございます。次に２番目、事務機器等

の整備でございます。補正前 0 円。補正額 2,115,000 円。補正後

2,115,000 円。内容といたしましては４点ございます。１つ目は、

パソコンの買い替えでございます。７台といたしまして、813,000

円を計上しております。次に②でございますが、シュレッダー３

台でございます。３台分で 833,000 円を計上しております。こち

らのほうは、現在３つの課で業務を実施しておりますので、それ

ぞれ地域福祉課、在宅介護課、通所介護課の、現在使用している

業務用シュレッダーが１０年以上経過していることから新たに買

い替えとして提案をさせていただくものでございます。次に③で

ございますが、ダストボックス２台。合計の 238,000 円の計上で

ございます。こちらは、デイサービスセンターのゴミを一定期間

保管するための大型のダストボックスでございますが、現在、週

に２回、契約業者に収集を依頼しているところでございますので、

その間、収集日以外のゴミにつきましては一旦デイサービスセン

ターの外にありますダストボックスのほうに保管をする訳でござ

いますが、こちらもセンター竣工からですので１２年ほど経過い

たしまして、だいぶ傷みが出てきていることから、今回、買い替

えを提案させていただくものでございます。それから④、事務机

２台 231,000 円の計上でございますが、今年度からはファミリー

サポートセンターを実施しましてコーディネーターを設置したり、

ここ数年でも、新しい事業に取り組みながらそれぞれ担当職員を

増やして来ているところでございますが、これまでの間は引き出

しも無い簡易机で業務をしていただいているところでございます

が、なにぶん業務で保管する資料なども増えて来ておりますので、

一般的な事務机が必要であるということから買い替えを提案させ

ていただくものでございます。次に３番です。加圧給水ポンプの

修理。補正前 0 円。補正額 300,000 円。補正後 300,000 円。説明
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といたしましては、定期点検の際に異音が発生していることが判

明いたしまして、これを一旦、分解修理する必要が生じたという

ものでございます。この業務を専門業者に委託したいための修繕

費でございます。次に４番目、デイサービスセンター高圧ケーブ

ル、高圧開閉器の取替工事です。補正前 0 円。補正額 1,450,000

円。補正後 1,450,000円。説明といたしましては２点ございます。

①高圧ケーブルについては定期点検の際に小さな亀裂が見つかり

早期に取替えたいため。②高圧開閉器については耐用年数を過ぎ

ているため高圧ケーブルと同時に取替え工事を実施したいためで

ございます。こちらはデイサービスセンターのほうでございます

ので、ちょうどこの府道に沿って走っている電気高圧ケーブルか

らデイサービスセンターのほうに引き込みをしている訳でござい

ますが、その引き込みの中間にあります電柱の、引き込んでいる

高圧ケーブルに定期点検の際に小さな亀裂が見つかったというこ

とで、強風や、この辺りではあまり心配は少ないかも知れません

が、降雪などによりまして断線の恐れもあるということから、早

急に対応したいというふうに考えているものでございます。②の

高圧開閉器につきましては、当初は次年度の予算でということも

考えておりましたが、今回ケーブルの交換と一緒にすることで業

務委託費がいくらか安くなるのではないかと。そのほうが合理的

ではないかということで、計画を少し前倒しいたしまして、高圧

ケーブルと高圧開閉器を一体的に交換するという提案でございま

す。次に５番の、社協ふくし相談事業です。補正前 0 円。補正額

300,000円。補正後 300,000円。こちらは京都府共同募金会の補助

を受けて「心の悩み相談」を実施するための費用でございます。

今回この社協ふくし相談につきましては、従来は社協の職員が対

応していた訳でございますが、補助を受けた関係で臨床心理士の

先生にもお越しいただきまして、その先生が所属される団体に対

しまして委託費といたしまして 200,000 円と、この業務を住民の

皆さま方にお知らせするための費用として広報費 100,000 円を計

上するものでございます。最後になりますが６番目、認知症安心

サポート事業です。補正前 46,000 円。補正額 73,000 円。補正後

119,000円。精華町から委託を受けているものでございますが、最

初の説明をいたしましたように見守り実行委員会を組織し、見守

り訓練を実施し、事業所向け研修などを運営・実施するための費

用として計上したいものでございます。参考までに、欄外でござ

いますが、※印の所でございます。支出の中の１番及び２番の②

につきましては、金額的に固定資産として計上をさせていただく

ものでございます。次の２ページから１１ページまでにつきまし
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ては、所定の計算表に落し替えたものでございまして、内容は当

然いま、事業説明としてさせていただいたものと同じでございま

す。それぞれの勘定科目に振り分けをさせていただいたものとい

うことでございますので、こちらの説明につきましては省略をさ

せていただきたいと思います。以上が、今年度の第２号の補正予

算として理事会に提案したいものでございますので、どうか可決

承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

議  長  ありがとうございました。ただいま事務局から説明を受けました

が、質疑がございましたら挙手にてお願いしたいと思います。 

田中理事  （挙手） 

議  長  どうぞ。 

田中理事  すいません。１、２、３、４の案につきましてね。これもし可決

したら、だいたいもう、入札業者っていうのは決まってますか。 

議  長  事務局から回答お願いします。 

事務局長  はい。すいません、確認ですけれども、１、２、３というのは支

出の部の中における１、２、３ということでよろしいでしょうか。 

田中理事  はい。 

事務局長  はい、現在、業者は当然選定できておりませんので、参考見積り

だけをいただいているところでございます。今回、補正予算のご

承認を賜った後に、正式な手続きを取らせていただきたいと思っ

ておりますので、参考見積りという程度でございます。 

田中理事  わかりました。 

議  長  他にご意見ございませんでしょうか。 

      ご意見が無ければ、採決したいと思います。第１０号議案につき

まして、賛成の方は挙手をお願いします。 

理  事  （全員挙手） 

議  長  ありがとうございます。全会一致によりまして、可決承認いたし

ます。続きまして日程番号７。諸報告に入らせていただきます。

事務局から報告よろしくお願いします。 

事務局長  はい、議長。それでは、このお時間をお借りいたしまして、事務

局から３点ほど役員の皆さま方にご報告を申し上げたいと思いま

す。まず１つ目は、Ａ３サイズでご用意をさせていただきました、

平成２８年度重点事業の進捗状況（第３四半期）というものでご

ざいます。こちらは前回の理事会の中でも第２四半期としてご報

告をさせていただいておりますので、第３四半期の結果を中心に

ご報告をさせていただきたいと思っております。いずれも第３四

半期ということで、１２月末日ということでご了承をお願いした

いと思います。まず１番目、ふれあいサポート事業でございます

が、一番右端に結果を記載させていただいております。協力会員
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を増強するという目標でございましたが、３６名ということで第

２四半期からプラス５名増加という結果でございます。次に２番

目の小地域福祉委員会活動支援という所でございます。一番右端

の結果の所。前回もご報告いたしましたように、２０か所に増え

ております。今年度２か所を新たに指定しております。次に３番

目の（予防）訪問介護事業でございます。結果といたしましては、

利用回数の平均、月あたり８０１回という結果になっております。

第２四半期と比較してプラス２３回という結果になっております。

増加傾向ということでございます。次に４番目の通所介護事業で

ございますが、右端の結果。平均稼働率は第３四半期末で 72.99％

ということで、第２四半期と比較いたしますとこちらも、プラス

0.69ポイントということで、増加傾向ということになっています。

参考までに、それぞれ第１四半期、第２四半期、第３四半期の稼

働率をお示ししておりますが、第１四半期が 72.35％、第２四半期

が 72.42％、第３四半期が 74.29％ということで、増加傾向という

ことがこの結果からも見て取れるかというふうに考えております。

次のページに移りまして、５番目の事業。認知症対応型通所介護

事業。通称、ほっとぴあと呼ばれる事業でございます。こちらも

右端の結果の所をご覧いただきたいと思いますが、平均稼働率は

56.29％となっております。第２四半期と比較いたしまして、プラ

ス 0.49ポイントとなっております。こちらも第１四半期、最初の

４月、５月、６月につきましては 56.09％。第２四半期につきまし

ては 55.59％ということで、少し第１四半期から第２四半期は下が

った訳でございますが、第３四半期につきましては 57.29％という

ことで、また上昇傾向にあるということでございます。それぞれ

の取り組みにつきましては内容の所に書かせていただいておりま

すので、説明のほうは時間の関係上、省略をさせていただきたい

と思います。次に２点目でございますが、今年度の新規事業とし

て実施しております、精華町ファミリー・サポート・センターの

活動実績についてでございます。Ａ４、１枚物でお手元にご用意

をさせていただいております。まず、会員数の報告からでござい

ますが、依頼会員が２４名。援助会員が１８名。両方会員２名で、

合計４４名となっております。こちらは先月、１月末現在の実績

でございます。下段のほうですが、活動内容及び活動実績といた

しまして、活動の内容は大きく区分いたしますと２種類となって

おります。上段のほう、保育所・幼稚園終了後の迎え・預かりと

いうものと、下段のほうが保護者の用事の時の預かりということ

でございますが、それぞれ１月実績が、保育所などの迎え・預か

りにつきましては７回８時間。保護者の用事の時の預かりにつき
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ましては４回６時間ということで、一番下の合計の所を横に見て

いただきたいと思いますが、１０月に初めて実績が付いた訳でご

ざいますが、以降、月次の実績としまして５回、７回、１１回と

月を追うごとに上昇して来ているということで、口コミなども含

めまして、だんだんと広がりを見せて来ているのかなというふう

に事務局で捉えているところでございます。ここまでの実績とい

たしまして、合計で２５回４０時間という実績になっておりまし

て、恐らく今月、２月の実績も前月を上回る実績になる模様とい

うことで、併せてご報告をさせていただきたいと思っております。

また、ちょうど昨日ですけれども、初めてこのファミリー・サポ

ート・センターの依頼会員と援助会員。両方の会員の、会員交流

会というのを持たせていただきました。２０名近い出席をいただ

いた訳でございますが、いろいろとご意見、ご要望などもお出し

いただきまして、これにつきましては今後の運営のほうに反映さ

せていきたいというふうに考えているところでございます。最後

３点目でございますが、既にご報告しておりますように、次の４

月１日付で社会福祉法が改正されることから、役員体制始め財務

規律の強化など、様々な視点で改正が行われるところでございま

す。その中で、取り分け本会の中で影響の大きい部分といたしま

して、内部留保の問題がございます。本日お手元に、２種類の資

料をご用意させていただきました。１つは昨年度。平成２７年度

末時点の、財産目録でございます。こちらのほうをご覧いただき

たいと思いますが、今回、国のほうからは、その法人ごとに社会

福祉充実残額の有無を確認する作業が求められておりまして、既

に１月２４日付でその解釈通知が発出されたところでございます。

これに基づきまして現在、精査をしているところでございますが、

最終の細かい数字は出ておりませんが、その考え方と傾向につき

まして、この場をお借りしてご報告させていただきたいと思いま

す。今回、私どもも予想外であったのが、固定資産の中でも建物

に関する部分の財産の考え方が、予想しない通知が出た訳でござ

いますが、わかり易いように概数でご報告したいと思います。隣

に保有しておりますデイサービスセンターが、約３億円で取得し

た建物でございます。今から約１２年前に建てた物でございます

が、当時、約３億円という工事費で設置をしております。当然な

がら、最長で３６年の耐用年数でございましたので、その３億円

を３６年で毎年割り戻しまして、１年間に積立てなければならな

い額を算出していた訳でございますが、これに備品などの他の固

定資産を加えて、いわゆる積立金というものを持っていた訳でご

ざいます。前置きが長くなりましたが、この財産目録の中の左側。
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科目の２番の、固定資産という所の中の下にあります、デイサー

ビスセンター積立金。こちらをご覧いただきたいと思いますが、

約１２年が経過いたしましたので 128,453,967 円のデイサービス

センター積立金を保有している訳でございますが、これは通常考

えてみますと順調なペースで積立てられているというふうに考え

ていた訳でございますが、１月２４日に発出された解釈通知によ

りますと、この内の補助金に係る部分については積立てをしない

と。各法人は、積立てしないということが明記されておりまして、

これも概数で申しますと、先ほど建物の竣工に係る費用が３億円

というふうに申し上げましたが、この内、自己資金の比率が約 45％。

残り 55％は補助金で建てた訳でございます。ということは、今回

の国の解釈から考えますと、３億円の内の 45％まで。自己資金比

率である 45％までしか、法人としては積立ててはならないという

ことが示された訳でございます。おおよそ、概数で申しますと

135,000,000円となる訳でございますが、これは竣工から３６年後

に 135,000,000 円を保有して、それが満額であるという考え方で

ございますので、１２年目の今のところ 128,453,967 円ほど保有

している訳でございますが、これを、中間年度でございますので、

更にこれに 0.45を掛けた数字が保有できる上限となる訳でござい

ます。こちらも概数でございますが、その計算式に当てはめてみ

ますと、57,000,000 円程度が積立金として法人が保有できる上限

額であるということとなりまして、おおよそ 7 千万円程につきま

しては、国から言わせれば持ち過ぎであるということが判明した

訳でございます。もう１枚、理事会諸報告資料と書かせていただ

いたちょっと複雑な計算式などがある用紙でございますが、これ

は独自に取得いたしました、この社会福祉充実残額を導き出すた

めの計算シートでございます。細部につきましては非常に細かい

数字、考え方になって参りますので、説明は少し省略をさせてい

ただきたいと思いますが、一番左上、社会福祉充実残額を導き出

すための数式が示されております。社会福祉充実残額イコール、

Ａ活用可能な財産、引くことの、Ｂ控除対象財産①、引くことの、

Ｂ控除対象財産②、引くことの、Ｂ控除対象財産③という数式が

ございます。それぞれにこの財産目録から数字を当てはめて参り

ますと、一番左上、132百万円余りという数字が出る訳でございま

すが、そのすぐ下に四角で、特例により年間事業活動支出を控除

する場合というのがございまして、精華町社協におきましてはこ

の特例が適用されるということで考えている訳でございますが、

その場合はこの計算式を改めまして、社会福祉充実残額イコール、

Ａ活用可能な財産、引くことの、年間事業活動支出、引くことの、
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控除対象財産①という計算式が適用される訳でございますが、今

回はこの社会福祉充実残額を算定するために特例適用を受けると

いうことでございまして、現在のところまだ数字は確定しており

ませんが、１２月末付けで試算しましたところ 79百万円程度の社

会福祉充実残額が発生する見込みとなっております。その最たる

ものは、先ほど説明いたしましたように建物の取得費用に占める

補助金。これは法人として独自に積立てることはできないという

ことから、7千万円ほど多く積立てているということが判明した訳

でございますが、それがそっくりそのまま、この社会福祉充実残

額のほうに反映されてきているものというふうに、現在のところ

解しているところでございます。従いまして、確定するのはこの

２８年度決算を以ってということになりますので、２８年度決算

につきましては、当然、平成２９年３月３１日までは数字が動き

ますので、確定するのはおおよそ１か月後。平成２９年５月頭ぐ

らいということになる訳でございますが、そこから６月一杯まで。

期限が６月一杯まででございますので、約２か月ほどの間で、こ

こにあります 79百万円程度の数字。この予算を使って、社会福祉

充実計画を作らなければならないということになって来ることが

おおよそ判明して参りましたので、この理事会の中でご報告をさ

せていただきたいと思っております。なお、社会福祉充実計画に

つきましては原則、平成２９年度から向こう５年間で使い切り計

画を立てなければならないということになりますので、おおよそ

７、８千万を向こう５年間の間に何に充てるのか、どういったこ

とに活用するのかというようなものを作成する期間が２か月あり

ますので、その間で、その計画を立てていかなければならないと

いうことになって来る予定でございます。当然、細かいルールが

ございますので、その時にまた役員の皆さまにもお知らせをしな

がら、計画案につきましてもご説明、また提案をさせていただき

たいというふうに思っておりますが、法人規模から考えてみます

と相当な大きい金額を向こう５年間で、法人から見れば吐き出さ

なければならないというようなことになって来る予定でございま

すので、その点、役員の皆さま方にご了承といいますか、ご理解

を賜りたいというふうに考えておりますので、どうぞよろしくお

願いいたします。事務局からは以上でございます。 

議  長  ありがとうございました。本日の案件は以上のとおりでございま

すが、全般的なところで理事、監事の皆さま方から何かご意見は

ございませんでしょうか。 

島中監事  （挙手） 

議  長  どうぞ。 
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島中監事  社会福祉充実計画の部分やけども、５年間で形を作る訳ですか。

それとも、無形のものをただ企画して、計画して、実施する。５

年間で実施したらいいものか。形に乗せるのか、どういう充実の

仕方の制限があるのかとかいうのは、我々で知ることができるん

でしょうかね。 

議  長  事務局。 

事務局長  はい。ご質問ありがとうございます。今回、１月２４日付で通知

が発出されておりますので、それによりますと事業の中でも優先

順位が付けられておりますが、１つ目。最優先と言いますか第一

優先に考えられておりますのは、社会福祉事業に充当するという

のが優先事業の第１位に挙がっております。従いまして、既存の

事業ですね。訪問介護や通所介護など社会福祉事業に法律上区分

されている事業に、まず第一優先として摘要させていくというも

のでございます。一方では、これは国策ともリンクしてきますが、

介護、福祉職員の給与、処遇が低いというふうに一般的に言われ

ておりますので、職員の処遇改善に充てていくということも通知

の中には示されております。それ以外につきましては、新規事業

も実施は可能な訳でございますが、先ほど言いましたように５年

間という期限付きの予算でございますので、新規事業を始めた場

合、逆に言うと６年後、見通しが無い。財源が無いということか

ら、これは１職員としての考え方でございますが、新規事業とい

うのはこの財源の趣旨から考えると難しいのではないかなという

ふうに考えているところでございます。それから、その計画書の

最終案でございますが、比較的具体的な計画を作らなければなら

ない、提出しなければならないということになって来るかと思い

ます。何々事業で何千万というような、そういった事業計画を立

ててお示しをしないといけないということにルール上、なってお

ります。正式な手続きといたしましては、６月の評議員会に提案

をいたしまして、そちらで承認をいただいて、監督庁であります

京都府のほうに提出をいたしまして、最終そちらで承認をいただ

くという手続きが必要となりますが、当然その手前では、会計の

専門家の方にご相談をしたり、この理事会の中でご相談をしたり

というようなことが、６月までに発生して来るというふうに思い

ますので、そういったところで具体的な部分はお示しさせていた

だきたいというふうに考えております。 

島中監事  そうしますと、職員の皆さんやら社会の全員の皆さんがこういう

事業によって、ちょっとずつ貯金してきたもんやと。せっかく社

協が貯めてきた部分を吐き出すような国の施策分で、我々が貯め

てきたものを使って、せっかくしたものを国がこういうふうな制
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度で、出さなければならないようになった。京都府がそれを点検、

チェックするようになるいうことについては、もしやらなくても、

罰則的なものが有るのか無いのか。 

事務局長  法律で定められておりますので、実施しないという選択肢は無い

ということになります。 

島中監事  やることによって、地域住民の人がこの事業で良かったなという

ふうなもん。それと、施設整備なり職員さんの処遇改善。全体的

に、継続性があるというもんについては困るかも知れんけど、出

せば出すほど地域福祉になるということに関しては目的になりま

すんで、是非ともいいもんをやっていきたいなという気持ちはあ

りますが、果たしてどんなもんがいいのか。ちょっとしんどいよ

うですけど、頑張っていただきたいなと思います。 

村瀬理事  （挙手） 

議  長  どうぞ。 

村瀬理事  この件なんですけれども、デイサービスセンターの耐用年数が３

６年ということなんで、あと２０年弱ですか。その時の、もし建

物を改装したり建替えるということになった場合は、そういう補

助金の裏付けっていうかね。保障してもらえるような根拠がある

のかどうか。ちょっと教えて欲しいですけれど。 

事務局長  はい。ありがとうございます。わたくし自身も、個人的なことを

言わせていただきますと今回の国の通知というのは全く、理解は

できますけれども、納得は全くできておりません。と言いますの

も、現に、同規模で建替えるとしましても３億円程度の費用は必

ず必要になってくる訳でございますので、それが自己資金分しか

持てないということは、今回 1 億 3 千万円程度ということになり

ますけれども、建替えさせないと言っているに等しい通知ではな

いかというふうに考えております。村瀬理事がご質問いただきま

した将来の見通しでございますけれども、今回、各関係団体も含

めまして、その点はかなり質問が挙がっているようでして、国の

ほうに関係団体、上部団体などを通じて質問をしていただいてい

るところですが、回答につきましては、その時に考える、という

ことでございまして、現在の建物に注入された補助金を将来約束

するというものは一切ないということでございますので、本当に、

いま補助金を活用して建てられている、社会にあります福祉施設

というのが、本当に耐用年数後に建て替えができるのかどうかと

いうのは全く持って不透明ということから、この辺りについては

本当にこういった施策で将来ですね。これからの更なる高齢社会

を乗り切っていけるのかどうかというのは、非常に疑問が強く残

るところというふうに考えておりますが、なにぶん、法律で定め
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られた部分でございますので、納得できない部分があったとして

も従わざるを得ないというところでございますので、そういった

点も併せてご理解をいただければなというふうに思っております。 

議  長  他にご意見ございませんでしょうか。 

中西理事  （挙手） 

議  長  どうぞ。 

中西理事  すいません。中西です。ようは使い切りせんといかんと。そうい

うことですわね。残したらあかんと。制度のやり方はちょっと違

うけどね。例えば、防災会ってありますわね、町にも。精華町。

防災会でもそうなんですわ。地域でね、いろいろ防災のするため

に助成金おりてきてますわ。ところが、その助成金をね、全部使

えと。会計報告、当然出しますわね、何に使ったと。それがもし

残ってたら、次はその助成金その分減らすという制度になってる

んですわ。だから、そういうとこから見てね、これも国もね、将

来いけいわれたように施設を建てたいとか、修理とかいろいろし

たいとした場合に、やっぱりお金は貯めとくというか何というか。

貯蓄せざる得ん場合があると思うんですわ。ところが、それを使

い切ってなかったらだめよと。仮に助成金とかあった場合に、そ

れはその分減らしますよとか。これは制度の問題やさかい、いろ

いろ論議していったらええのやないかと思います。以上です。 

議  長  ありがとうございました。 

他にご意見ございませんでしょうか。 

稲田理事  （挙手） 

議  長  どうぞ。 

稲田理事  もしそれ使い切れなかった場合、国に返すんですか。 

議  長  事務局。 

事務局長  はい。国に返すということなく、あくまでも、その法人の中で社

会福祉事業や職員の処遇改善に全額充てるということが原則とな

っておりますので、基本５年というふうに申しましたが、最長で

１０年という特例もございますので、５年で使い切れない場合は

６年、７年ということも中にはあろうかというふうに思いますが、

現在出されている解釈の中では余らせるということは、計算式に

当てはめてですね。その後はじかれた数字については必ず使い切

るというのが法律の大前提になっておりますので、残したりとい

うことは、基本的には考えの中にはないということでご理解をい

ただきたいと思っております。それともう１つ、中西理事のご意

見にもありましたが、わたくし自身、補助金とかであればある程

度理解というか、できる部分もあるんですけれども、自らの事業

収入であがってきたものの中からですね。将来に備えて、建替え
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に備えて、いわゆる減価償却費用でございますので、その減価償

却費用の率を国が定めてくるという考え方に、全く持って納得が

いかないというところでございますので。ざっくり言いますと、

３億で取得した物であれば、当然、物価上昇率もございますので、

３０数年後であれば例えば１．１倍にあたる３億３千万円まで保

有していいというようなことであれば理解できるんですけれども、

それを一律に引き下げてくるというのは、全く納得できないとい

うか、建替える計画を持つことすらできないような状況ですので、

この点、何らか時間をかけてですね、策を講じていかなければな

らないのかなというふうに思っております。 

稲田理事  ありがとうございます。もしね、そのお金で銀行へ預けますね。

その利子で運用するというようなことは、全然考えられないんで

すか。そしたら、元々の金額減らずに、他の運用できる訳ですよ

ね。それもだめですか。 

事務局長  はい。まず、持ってはいけないということになりますので。どん

な形態であろうが、例えば有価証券に替えても、保有しているこ

とには違いがございませんので、法人の財産目録に挙がってこな

いように使い切らなければならないということになります。 

稲田理事  わかりました。 

議  長  他にご意見ございませんでしょうか。 

ご意見が無いようですので、それでは以上をもちまして議長を降

壇させていただきます。皆さま方のご協力、ありがとうございま

した。 

 

以上、本理事会の案件は全て終了したので、午前１１時０７分散会した。 

上記の決議を証するため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人におい

て次に記名押印する。 

 

平成２９年２月２０日 

      社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

平成２８年度第３回理事会において 

 

議 長              印 
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署名人              印 

 

 

署名人              印 


