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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 定時（第１回）評議員会議事録 

 

１ 開催年月日  令和３年６月１５日（火） 

午前１０時００分～午前１１時４０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  評議員総数１４名 

出席評議員数１１名 

           評議員 井上 好 松岡 忍 田中幸代 横井貴恵子 

               大冨利子 片上智嗣 新田清治 鬼塚章子 

               齊藤裕三 片岡哲也 村岡大輔 

         出席理事数３名  

           会長 長谷川 悟  

副会長 中畔秀昭  副会長 福味加世子 

         出席監事数２名 

           監事 島中秀司  監事 浦田善之 

 

４ 欠 席 者  評議員３名 小西明一 錦 光榮 田尻儀久 

 

５ 決議に特別の利害関係を有する評議員  該当者なし 

 

６ 議 題 

第１号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第２号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第３号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第４号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第５号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第６号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第７号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第８号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第９号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第１０号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第１１号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

第１２号議案 任期満了に伴う監事の選任について 
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第１３号議案 任期満了に伴う監事の選任について 

第１号報告 令和２年度事業報告について 

第１４号議案 令和２年度収支決算の承認について 

 

７ 議 長  片岡哲也 

 

８ 議事録作成者 滝本美樹（法人運営室） 

 

９ 議事の経過要領及び議案議決の結果 

定刻に至り、定款第１５条の規定により議長選出について出席評議員に諮っ

たところ、片岡哲也評議員が議長に選出された。議長は定款第１６条第１項に

定める定足数を満たしていることを確認した後、定款第１７条第２項の規定に

より議事録署名人を指名したい旨を述べたところ、全員異議なく賛成したので、

議事録署名人に大冨利子評議員、片上智嗣評議員の両名を指名し、議案の審議

に入った。 

 

第１号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者加藤 博氏の略歴について説明があった。 

以上の説明を受け、第１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２号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者早樫 一男氏の略歴について説明があっ

た。 

以上の説明を受け、第２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３号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者岩前 良幸氏の略歴について説明があっ

た。 

以上の説明を受け、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。 
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第４号議案 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者田中 智美氏の略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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者長谷川 悟氏の略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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者石崎 照代氏の略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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者中畔 秀昭氏の略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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期満

了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理事被

推薦者名簿案」により、理事候補者福味 加世子氏の略歴について説明があ

った。 
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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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期

満了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理

事被推薦者名簿案」により、理事候補者山本 正來氏の略歴について説明

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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期

満了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理

事被推薦者名簿案」により、理事候補者岡田 敦子氏の略歴について説明

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 任期満了に伴う理事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期

満了となることに伴い、次期理事を選任することについて、議案資料「理

事被推薦者名簿案」により、理事候補者古海 りえ子氏の略歴について説

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 任期満了に伴う監事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期

満了となることに伴い、次期監事を選任することについて、議案資料「監

事被推薦者名簿案」により、監事候補者浦田 善之氏の略歴について説明

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
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された。 

 

第１３号議案 任期満了に伴う監事の選任について 

事務局長より、本定時評議員会の終結をもって理事及び監事全員が任期

満了となることに伴い、次期監事を選任することについて、議案資料「監

事被推薦者名簿案」により、監事候補者島中 秀司氏の略歴について説明

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１号報告 令和２年度事業報告について 

事務局長より、令和２年度事業報告書に基づき、重点事業並びに主な事

業の取り組みを中心に説明がおこなわれた。 

以上の説明を受け、第１号報告について質疑をおこなったところ、以下

の質疑応答があった。 

田中評議員 高齢者虐待に関する相談について、関係機関との連携を密 

にとりながらとあるが、関係機関を具体的に教えて欲しい。

事務局長  担当部署は南部地域包括支援センターとなり、相談を受け    

て事実確認後、虐待が確認されれば必要に応じて警察機関 

に繋げる場合もある。また、ケースによっては民生委員や 

町行政に相談し、生活保護世帯であれば山城南保健所と連 

携を図る場合もある。ケースによって異なるが、被害拡大 

防止のため、まずは行政機関を中心に相談をおこなってい 

る。 

    新田評議員 ふれあいサポート事業のチケットを現金方式にした理由 

は何か。 

    事務局長  事業開始から１０年以上が経過し、利用者も高齢化してい

るため、チケットの購入に窓口まで来ることが難しくなっ

ている利用者もいる。内部で他の方法を協議したうえで、

現金方式に改めた。現金方式にしたことで利用者からのク

レーム等は出ていない。 

新田評議員 精華町のコロナワクチン接種が始まっているが、社協の職 

員が利用者の接種予約等をおこなうことがあったのか。 

事務局長  基本的に職員が利用者本人に代わり接種申込はおこなっ

ていない。昨日から、町の配慮によりデイサービスでの接

種が実施されている。自分で予約することや接種会場へ行
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くことが困難な利用者は、デイサービスで接種できるため

喜ばれている。 

新田評議員 ハンデのある方については、町行政において事前に意向を 

聞いて予約を取る配慮があってもよかったのではないか。

社協にも、町から事前に話があったと思う。今後、ハン

デのある方への配慮が必要と考える。 

事務局長  本件に関して、町行政から社協への事前相談は無かった。  

理事の中には町行政から選出されている理事もいるため、

理事会等において、評議員会でのご意見を伝えていきたい。 

片上評議員 新型コロナウイルス特例貸付の部分で、のべ相談者数と 

実数の違いが大きいのはなぜか。      

事務局長  貸付制度のため、申込書や借用書に併せて収入証明や住民

票等、所定の書類が必要となる。書類の記入や添付忘れな

どにより１人の方が何度も窓口に来られることがあるた

め、のべ相談者数が多くなっている。また、窓口で相談を

受けても貸付対象とならない場合もあるため、のべ相談者

数と実績数とは差が出てくる。 

大冨評議員 デイサービスで利用者が入浴をしているが、入浴後に散髪

等の理容をおこなうことはできないのか。 

事務局長  通所介護は介護保険法に基づき事業をおこなっており、事

業の実施には一定の制約がある。理髪等の行為を通常のサ

ービスの中でおこなうと支障が出る部分もあるため、制度

上実施が可能かどうか等を調べ、利用者の希望があれば実

現に向けて努めていきたい。 

 

第１４号議案 令和２年度収支決算の承認について 

    事務局長より、令和２年度収支決算書案に基づき、令和２年度計算関 

係書類並びに財産目録について説明があった。 

    続いて、島中監事から、監事監査報告に基づき監事監査の結果につい 

て報告があった。 

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。 

 

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、午前１１時４０

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。 
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令和３年６月１８日作成 

社会福祉法人精華町社会福祉協議会 

令和３年度定時（第１回）評議員会 

 

議 長                 印  

評議員                 印  

評議員                 印  

 


