一般社団法人 千葉県社会福祉士会
第６回定時総会議事録
１、開催日時 平成３０年６月２４日（日）１３時３０分～１４時３０分
２、場

所 ホテルリブマックス千葉美浜 大会議室

３、出席者

会長

渋沢 茂

副会長

相澤 雅則

副会長

奥野 不二子

副会長

大浦 明美

事務局長

岡本 武志

会員理事

榑林 元樹
山口 利史
竹嶋 信洋
浅見 雅人
宮本 哲男
小川 晴雄
常陸谷 政彦

監事

山口 定之
岡本 崇広

出席代議員 ４０名
（内訳：出席者１４名、書面表決者２６名）
４、次第
（１）開会
（２）会長挨拶
（３）議長選出
（４）議事
第 1 号議案 ２０１７年度事業報告および決算報告について
（２０１７年度監事監査報告書）
第 2 号議案 定款の変更について
第 3 号議案 役員の選任について

【議事録】
●開会発声
（奥野副会長）定刻となりましたので、ご着席ください 理事席、代議員席と傍聴者の席は
分かれております

代議員でない方は、会場廊下側の傍聴席へおかけください

これより

一般社団法人千葉県社会福祉士会第６回定時総会を開催致します 尚、総会終了後は、「総
会 The アフター」を開催予定です ぜひご参加ください
●会長挨拶
（渋沢会長）
代議員のみなさまも理事も、この顔ぶれでの最後の総会になります 2 年前は右も左も分
からぬまま、代議員のみなさまにもいろいろな場でご意見いただきながら、2 年が経ちまし
た これからも、ぜひこの会でご一緒いただけたら嬉しいです 本日は、宜しくお願いいた
します
●議長選出
（奥野副会長）係の方は、議場閉鎖を願います

議事に移るに当たり、議長の選出を行う

定款２４条に基づき、渋沢会長に議長の選任をお願いする
（渋沢会長）3 月臨時総会で最後の議長をお願いすると申し上げたが、実は副会長として最
後の総会は今日、本当に最後のお勤め、相澤副会長に最後の議長をお願いしたい
●議長就任
（相澤副会長）只今、議長に選任されました 円滑な議事進行にご協力のほど
●定足数の確認
（相澤副会長）この総会の定足数と出席者数の確認を行います

事務局から報告をお願い

します
（榑林事務局次長）代議員の定数は４９名 定足数は、
「一般社団法人千葉県社会福祉士会定
款第２５条の規定により、代議員総数の２分の１以上 従って、定足数は２５人以上となる
次に、出席者数の報告 本日会場にご出席いただいている代議員は、１４名 書面による表
決者数は２６名で総数は４０名

出席者数が定足数を満たしているので、この総会は有効

に成立することを報告する
●開会
（相澤副会長）定足数を満たしており、この総会は成立する 総会の開会を宣言します
議事録は、事務局が記録作成する
それでは、議事に入る
具体的な議事については「総会資料」をご覧ください

説明者は、ポイントとなる点につい

て、説明をしてください 目次の順番に従って議事を進行します 第１号議案から、事務局
より説明をお願いする

●審議事項
議案第１号

２０１７年度事業報告および決算報告について（総会資料 P１～３４）

（岡本事務局長）２０１７年度事業報告および決算報告について、総会の承認を求める
・２０１７年度事業報告について、様々な活動を行う中で、引続き他団体とも連携して活
動を行っている
・総会２回の内、第 1 回臨時総会では事業予算の総会承認から理事会承認への定款変更に
ついて、代議員のみなさまにご意見いただきご承認いただいた また、理事候補者、代議
員候補者について定足数に達しなかったため選挙は行われなかった
・理事会を７回開催 理事会開催時間は２時間位、平均１６名の理事が出席した 代議員
の成り手が少なく、また、代議員制度継続そのものについても議論しているところである
議事録は会のホームページに公開している
・その他活動について説明、総会資料の通りである
・各委員会事業報告について説明、総会資料の通りである
・倫理委員会について、本会独自の苦情対応取り組みのため、会長以下 5 名が参加する
「倫理規則策定作業部会」を立ち上げ、規則を確定整備し、次年度運用を目指している
・２０１７年度決算報告について訂正報告申し上げる
「収支計算書」収入の部、4 カ所について差異を空欄としてしまった 本日、修正版を配
布させていただいた お詫び申し上げる 尚、決算報告に変更はない その他は総会資料
の通りである
（相澤副会長）決算報告について、監事より監査報告をお願いする
（山口監事）先ほど事務局長から差異のところに空欄があった報告について、監事からも
お詫び申し上げる
・５月１０日（木）１９時より２１時まで事務局長、事務局員、会計担当理事立会いの
下、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの平成３０年度会計の監事監査を
岡本監事と共に事務局で行った
・決算報告見ていただいた通り、大変多岐にわたる活動・事業について会計処理を行って
いるが、必要事項を監査報告書の通り確認し総会添付資料に報告書出させていただいた
ご確認いただきたい
質疑
なし
（相澤副会長）では、第１号議案について、採決に移ります 定款第２６条の規定によ
り、２０１７年度事業報告および決算報告に関する事項の採決は総会出席者の過半数の賛
成が必要となります 第１号議案に賛成の方は、挙手をお願いします
質疑応答後、採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で承認された

議案第２号

定款変更について（総会資料 P３５）

（岡本事務局長）定款の変更について、総会の承認を求める
第１３条において、条番号の誤りがあった 前回総会での変更訂正漏れである 不手際を
お詫びし変更の承認をお願いする
質疑
なし
（相澤副会長）では、第２号議案について、採決に移ります 定款第２６条の規定によ
り、定款変更についての採決は総会出席者の過半数の賛成が必要となります

第２号議

案に賛成の方は、挙手をお願いします
質疑応答後、採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で承認された
議案第３号

役員の選任について（総会資料 P３６）

前回総会において役員候補者選出の選挙を実施したが、定数未達のため理事会で検討の結
果会員理事候補を２名追加

会員外理事及び監事候補について説明

質疑：なし
では、第 3 号議案について採決に移る 本議案についても、採決は総会出席者、過半数の
賛成が必要となる
尚、総会終了後の登記変更では『変更登記申請書』に「再任」を「重任」、
「新任」を「就任」
と表記し申請するため、同じ文言を使用し議事進行する
また、議案資料に記載されたとおり、役員の選任決議については、関係法令に適合するため
候補者一名ずつ議決する必要がある 役員の任期は２０２０年度の定時総会(6 月総会)終結
の時までとなる
議案第３号 1 番、浅見 雅人候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、浅見
雅人さんは承認された
議案第３号 2 番、大浦 明美候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、大浦
明美さんは承認された
議案第３号 3 番、小川 晴雄候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、小川
晴雄さんは承認された

議案第３号 4 番、渋沢 茂候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、渋沢
茂さんは承認された
議案第３号 5 番、榑林 元樹候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、榑林
元樹さんは承認された
議案第３号 6 番、竹嶋 信洋候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、竹嶋
信洋さんは承認された
議案第３号 7 番、宮本 哲男候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、宮本
哲男さんは承認された
議案第３号 8 番、山口 利史候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、山口
利史さんは承認された
議案第３号 9 番、市原 久夫候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、市原
久夫さんは承認された
議案第３号 10 番、四ノ宮 章候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、四ノ
宮 章さんは承認された
議案第３号 11 番、服部 明候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、服部
明さんは承認された
議案第３号 12 番、古澤 肇候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、古澤
肇さんは承認された
議案第３号 13 番、宮下 朱実候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、宮下
朱実さんは承認された

議案第３号 14 番、岡本 武志候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、岡本
武志さんは承認された
議案第３号 15 番、常陸谷 政彦候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、常陸
谷 政彦さんは承認された
議案第３号 16 番、矢部 智之候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、矢部
智之さんは承認された
議案第３号 17 番、田中 知華候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、田中
知華さんは承認された
議案第３号 18 番、近藤 昭子候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、近藤
昭子さんは承認された
議案第３号 19 番、山本 尚江候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、山本
尚江さんは承認された
議案第３号 20 番、山下 興一郎候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、山下
興一郎さんは承認された
議案第３号 21 番、山口 定之候補、監事重任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、山口
定之さんは承認された
議案第３号 22 番、奥野 不二子候補、監事就任に賛成の方は、挙手をお願いします
採決 賛成１４名、書面表決賛成２６名、合計４０名で過半数と認められますので、奥野
不二子さんは承認された

●議事終了
（相澤副会長）以上で、総会の議案及び報告事項は終了しました 円滑な議事進行にご協力
頂き有難うございました

●閉会
（奥野副会長）
議事は以上で終了するが、５分間の休憩中に新役員で会長の互選および三役の選任をする
新役員は一旦ロビーへ集合

代議員は５分後に再開するので着席して下さい

●新旧役員挨拶
休憩を終了し再開
新役員は前に並び、新会長以下挨拶
新役員の互選により会長には渋沢

茂が代表に重任したことが報告された

陸谷 政彦就任、四ノ宮 章就任、浅見 雅人就任、事務局長に榑林 元樹就任
わかりやすい組織、皆様共に話し合う機会を持ちたい

副会長には常
会長が挨拶

詳細な自己紹介は次号の点と線に

掲載する
今期で退任する役員および監事挨拶（欠席者については会長より報告）
任期満了による退任理事：相澤 雅則・神田 一彦・鈴木 勝英・川上 鉄夫・池亀 由紀江、
任期満了による退任監事：岡本 崇広
●閉会
（奥野副会長）
皆様、議長お疲れ様でした
会とします

以上で、一般社団法人千葉県社会福祉士会第６回定時総会を閉
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●事務連絡
（岡本事務局長）続きまして、代議員のみなさまと交流会、
「総会 The アフター」を開催予
定です ぜひご参加ください

以上をもって議事全部を終了し、１４時３０分閉会した

