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一般社団法人 千葉県社会福祉士会 

第８回定時総会議事録 

 

１、開催日時 令和２年６月２１日（日）１３時３０分～１５時００分 

 

２、場  所 千葉県社会福祉センター ４階第１会議室 

 

３、出席者    会長    渋沢 茂 

         副会長   浅見 雅人 

         副会長   常陸谷 政彦 

         副会長   四ノ宮 章 

         事務局長  榑林 元樹 

         事務局次長 岡本 武志 

事務局次長 竹嶋 信洋 

会員理事  山口 利史 

      大浦 明美 

小川 晴雄 

宮本 哲男 

宮下 朱実 

市原 久夫 

服部 明 

古澤 肇 

       監事    山口 定之 

             

         出席代議員 ４名 

（内訳：出席者４名、書面表決者２９名） 

傍聴人   ３名（第３回理事会出席予定者） 

 

４、次第 

（１）開会 

（２）会長挨拶 

（３）議長選出 

（４）議事 

   第 1号議案 ２０１９年度事業報告および決算報告について 

     （２０１９年度監事監査報告書） 

第 2号議案 役員の選任について 
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【議事録】 

●開会発声 

（司会 竹嶋事務局次長）定刻となりましたので、ご着席ください 今回は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止のため、原則理事のみの出席として少人数での開催とさせていただき

ます  

これより一般社団法人千葉県社会福祉士会第８回定時総会を開催致します  

 

●会長挨拶 

（澁澤会長） 

本日は、現在体制理事最後の理事会となる どうぞ宜しくお願いいたします 

 

●議長選出 

（司会）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 

 

（澁澤会長）副会長として最後の総会は、浅見副会長に最後の議長をお願いしたい 

 

●議長就任 

（議長 浅見副会長）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 

（司会）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、４名 書面による表決

者数は２９名で総数は３３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 

（議長）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

および各委員会より説明をお願いする 

 

●審議事項 

議案第１号  ２０１９年度事業報告および決算報告について（総会資料 P１～３８） 
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（事務局長）２０１９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 

・２０１９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 

・理事候補者について、定足数を超えたため選挙が行われた 代議員候補者については、

定足数に達しなかったため選挙は行われなかった 今後は、理事や世話人に、代議員選任

報告書による推薦をお願いすることとなる 

・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  

・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、各委員会委員長より説明、総会資料の通りである 

（総務委員会-委員長） 

（総合相談委員会-委員長） 

（研修委員会-委員長） 

（権利擁護センターぱあとなあ-運営委員長） 

（司法福祉委員会-委員長） 

（災害対策委員会-委員長） 

（倫理委員会-事務局長） 

（ささえあい制度配分委員会-ぱあとなあ運営委員長） 

（松戸市居住の安定確保支援事業-担当理事） 

（事務局長） 

・２０１９年度決算報告について、総会資料の通りである 

 

（議長）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） 

・今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面にて、平成３１年４月１日から

令和２年３月３１日までの２０１９年度会計の監事監査を奥野監事と各自で行った  

・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 

・ ぱあとなあ リスクマネジメント部会ではどんなことを検討されているのか 今後、後

見に関する、後見人本人に様々な問題が生じた場合等の対応についての検討もされてい

るのか まだであれば、その部会で検討されるのはいかがか 

回答 

・ 後見について安心して活動を続けていただくことも含め、様々なことに関して検討して

いこうと考えている 

 

（議長）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、２０

１９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
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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４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で承認された 

議案第２号 役員の選任について（総会資料 P３９） 

 

～～～ 会員外理事及び監事候補について説明 

質疑：なし 

では、第２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２０２２年度の定時総会（６月総会）終

結の時までとなる 

 

更に、理事候補者の内、現代議員４名については、定款第２６条３項「議案について特別の

利害関係を有する代議員は、議決に関わる権利を有しない」により、本人の採決には含まれ

ないことを報告する 

議案第２号１番、澁澤 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４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、澁澤 茂

さんは承認された 

 

議案第２号２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４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号３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４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号４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４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号５番、四ノ宮 章候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３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 
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議案第２号６番、服部 明候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号７番、古澤 肇候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号８番、宮下 朱実候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号９番、安藤 宏之候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２８名、合計３２名で過半数と認められますので、安藤 宏

之さんは承認された 

 

議案第２号１０番、及川 哲候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、及川 哲

さんは承認された 

 

議案第２号１１番、谷口 さなえ候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成３名、書面表決賛成２９名、合計３２名で過半数と認められますので、谷口 さ

なえさんは承認された 

 

議案第２号１２番、長嶋 祐一候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、長嶋 祐

一さんは承認された 

 

議案第２号１３番、秦野 隆治候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成３名、書面表決賛成２９名、合計３２名で過半数と認められますので、秦野 隆

治さんは承認された 

 

議案第２号１４番、堀江 亜希子候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成３名、書面表決賛成２９名、合計３２名で過半数と認められますので、堀江 亜

希子さんは承認された 

 

議案第２号１５番、前田 久美子候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成３名、書面表決賛成２９名、合計３２名で過半数と認められますので、前田 久

美子さんは承認された 
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議案第２号１６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４名、書面表決賛成２８名、合計３２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２号１７番、若林 義和候補、理事重任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、若林 義

和さんは承認された 

 

議案第２号１８番、山田 亘彦候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、山田 亘

彦さんは承認された 

 

議案第２号１９番、片山 純候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、片山 純

さんは承認された 

 

議案第２号２０番、葛田 衣重候補、理事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３名で過半数と認められますので、葛田 衣

重さんは承認された 

 

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４名、書面表決賛成２９名、合計３３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２号２２番、市原 久夫候補、監事就任に賛成の方は、挙手をお願いします 

採決 賛成４名、書面表決賛成２９名、合計３３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 

 

（議長）以上で、総会の議案を終了し、次に、総会にいただいたお二人の方から３件のご意

見について、回答を含め、報告させていただく 

 

① 事業報告中、理事会出席者の次に欠席者を追記していただきたい 

・ これについては２０１９年度理事会の出欠理事を記載した回答を作成し、ホームページ

でも報告する また、２０２０年度からは、出欠理事を事業報告および議事録に掲載する 

② 基礎講座及び、他の講座の受講料を値下げして下さい 

・ 基礎研修については各都道府県で受講料が異なっており、当会より安価なところも高額

なところもあるのが現状 ２０２０年度の基礎研修は中止が決定したが、２０２１年度に

向けて会場の見直し含め検討している 
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③ 「入会しよう」と思えるような社会福祉士会にして下さい 

・ 会員のみなさまからのご意見を取り入れて活動したいと考えており、行いたいことや、

アイディアをぜひお寄せいただき、ご一緒に活動いただければ嬉しい 

 

（議長）いただいたご意見回答について、ご意見あればいただきたい 

質疑 

・ 欠席理事を掲載することで、今後の推薦に支障が出る懸念はないか 

回答 

・ お心を寄せていただけていないわけではないと思うので、懸念はないと考える 

・ ２０２０年度第１回理事会は、緊急事態宣言中でもあったので、密を避けて、ZOOM開

催とした それにより参加出来た方もいらした 今後は、そうした参加しやすい形を開催

方法も含めて検討していきたいと考える 

 

●議事終了 

（議長）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 

 

●中断 

（司会）皆様、議長お疲れ様でした  

議事は以上で終了するが、第 3回理事会として新役員で会長の互選および三役の選任をす

る 新役員は集合してください  

 

●再開 

（司会）会長互選の結果、澁澤 茂 重任を報告する 会長からご挨拶をお願いする 

 

●会長挨拶 

（澁澤会長） 

・ 会長として 3 期目を迎えることになりました 半数近く、新しい方が理事就任くださ

ることになり、新しいこともできるかなとか、今まで活動してきたことの意味を整理したり、

新しい方々と一緒に張り切って活動したいと思っている どうぞ、よろしくお願いする 

 

（司会）今期で退任する役員に、ご挨拶をお願いする 

浅見： 

 ・ ４期８年間、理事としてみなさまに支えていただきながら続けてこられた 理事は退

任するが、松戸の事業で関わっていくこととなった 理事のみなさまを支えていかれれば

と思っている 今までありがとうございました  

常陸谷： 

 ・ ２期の内、前期は副会長として活動した 今期は相談役として、関わらせていただく

こととなった どうぞよろしくお願いする 
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岡本： 

 ・ 理事は退任させていただくことになったが、新しく理事になっていただく方がたくさ 

んいらして嬉しい限りである 懸念するのは、今年度の予算についてである 事務局長、事 

務局次長の経験から、これからは相談役として、会にとって有益な貢献が出来たらと思って 

いる みなさま、よろしくお願いする 

小川： 

 ・ ３期理事を務めさせていただいた ぱあとなあ運営委員長としても、みなさまのご支

援いただきながら、貴重なご意見もいただきながら、有意義な活動をさせていただいた 今

後は、一運営委員として活動していく 今までありがとうございました 

大浦： 

 ・ ４期８年間理事を務めた 独立型委員会から司法福祉委員会へ改名、立ち上げて、み

なさまの協力もいただきながら、研修や勉強会も行ってきた どうもありがとうございま

した 

市原： 

 ・ 監事を任命いただいた 引き続き、よろしくお願いする 

竹嶋： 

 ・ 理事は退任するが、引き続き事業には関わらせていただく 楽しくさせていただいた 

ありがとうございました 

 

（司会） 

任期満了による退任理事（欠席者氏名報告）：近藤 昭子・山本 尚江・矢部 智之 

任期満了による退任監事：奥野 不二子 

みなさま本当にお疲れ様でございました ありがとうございました 

 

●閉会 

（竹嶋事務局次長） 

皆様、議長お疲れ様でした 以上で、一般社団法人千葉県社会福祉士会第８回定時総会を閉

会といたします 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

議事録記名押印 

         会長    渋沢 茂 

          

          

副会長   浅見 雅人 

          

副会長   常陸谷 政彦 

          

副会長   四ノ宮 章 

          

事務局長  榑林 元樹 

          

事務局次長 岡本 武志 

 

事務局次長 竹嶋 信洋 

 

会員理事  山口 利史 

       

大浦 明美 

 

小川 晴雄 

 

宮本 哲男 

 

宮下 朱実 

 

市原 久夫 

 

服部 明 

 

古澤 肇 

        

監事    山口 定之 

  

 

以上をもって議事全部を終了し、１５時００分閉会した 


