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一般社団法人兵庫県サッカー協会 2020 年度第 1 回臨時総会 議事録 

 

 

１ 開催日時：令和 2 年 6 月 28 日（日）13 時～16 時 45 分 

２ 開催場所：こうべ市民福祉交流センター（神戸市中央区） 

３ 出 席 者：社員総数１６名 うち出席者数１６名  

出席社員：中谷春夫（尼崎）高原 渉（北摂）岩本忠司（西宮）西田俊一（芦屋） 

清見昌功（神戸）溝口 薫（明石）水野 修（東播）岸上誠司（北播磨） 

津田隆雄（姫路）森川智司（西播磨）山口修作（丹有）松井隆典（但馬） 

西中英伸（淡路）前田晋吾（社会人連盟）新開英幸（クラブユース連盟） 

榎原徹夫（フットサル連盟） 

 出席理事：中桐俊男 皆川広一 高濱 滋 三木谷研一 小林 進 矢崎 勉 岸田直美 澤山 武 

笠原弘樹 中山 剛 嶋 克己 杉山幹雄  倉 直樹 上永吉英文 

出席監事：黄瀬 晃 

オブザーバー：半田 篤（芦屋）小林茂幸（神戸）安達健（JFA47FA 担当部長） 

   

４ 議事の進行の経過 

   本日の司会者 矢崎事務局長より、開会宣言と社員総会の成立（定款第 19 条 1/2 以上の出席）が

認められた旨、報告された。 

 

開会にあたり、中桐会長が挨拶を行った。 

    第 1 回定時総会の議案の一部が本日の継続審議なったことをお詫びしたい。たくさん議題はある

が、慎重審議をしていただき、時間をかけて良い結論を導き出していただきたい。 

 

   議事に入る前に、矢崎事務局長より本会の進め方について説明された。 

・第 3 号議案のうち、定款第 15 条および第 36 条に関するものは、事前に各関係組織からいただ

いた御意見に基づき審議上程を取り下げ、当初提案に至った経緯のみ説明する。 

    ・第 4 号議案の役員選考について、社員席に着席している個人が新理事として推薦された場合 

でも、一個人では無く、社員の代表として出席しており、議決権を有するものとする。 

 

（芦屋 FA：西田氏） 

第 3 号議案・第 4 号議案・第 5 号議案は理事会でオーソライズされたものが上程されている 

か。第 3 号議案の役員定数変更について、承認されることを前提に第 4 号議案の役員選任案 

を提案されるのか、または否決された場合の案も持ち合わせているのか、それは理事会で十 

分に議論されたのか確認したい。 

 

（矢崎事務局長） 

第 3 号議案については、5/31 開催の理事会にて承認済み。第 4 議案の名簿については、調査委 

員会の件もあり、理事会までに名簿作成が間に会わなかった旨、役員選考委員会から報告さ 

れた。総会への上程については、必ずしも理事会を経なければならないという規定がなく、 

定款・法令等に抵触するものではないため、今回は事情をご理解いただき審議をお願いした 

い。提案側としては、議案は承認していただくことを前提に提案しており、今回の推薦者名簿   

もそのつもりで準備している。 
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（芦屋 FA：西田氏） 

理事会で議論して付議されるものと、役員選考委員会の中だけで作られたものを提案さ 

れるのとでは重みが違う。理事の方々には事前に十分に説明をしてもらいたかった。 

 

 （皆川役員選考委員長） 

6/14 開催の定時総会時での調査委員会報告を受けて、改めて 6/23 に役員候補選考委員会を 

開催し、議論したものを上程案として付議させていただきたい。 

 

５ 議長の選任 

   矢崎事務局長が、定款第 17 条の規定により議長の選任を諮ったところ司会者一任の声があり、矢

崎事務局長より NPO 但馬サッカー協会の松井隆典氏を指名し、満場一致をもって松井氏が議長に

選任された。 

 

６ 議事録署名人の選任 

   本会の議事録署名人の選任について、定款第 20 条に基づき、議長と会長が選任された。 

 

７ 審議事項及び報告事項について 

   

第１号議案 2020 年度年度事業計画について 

 小林専務理事より、資料に基づき 2020 年度重点事業について説明があった。 

（資料第 1 号議案Ｐ2～Ｐ4 参照） 

  新型コロナウイルスの影響により、当初計画していた事業の一部が実施出来ていないこと、また今後

も計画変更が想定されることが述べられた。 

 

第 2 号議案  2020 年度事業予算について 

 矢崎事務局長より資料に基づき、説明があった。（資料第 2 号議案Ｐ5～Ｐ13 参照） 

  新型コロナウイスルの影響もあるが、影響を考慮した予算の再編成が現状困難であるため、当初 

計画した通りの予算で承認を得たい旨が述べられた。 

  特筆する事項は次の通り。 

 事業規模は収支共に約 5億 6,000万円。 

 都市協会助成金の計算方法を変更し、都市協会間の助成比率の格差是正を試みる。 

 都市協会助成金の報告も領収書の写し等と共に提出いただければありがたい。 

 今回のコロナのような危機が起こった場合、JFA からの助成金が減額されることがあっても、自

己財源で対応できるよう、県協会独自で収益を上げられるような組織にしていきたい。 

 

【質疑応答】 

（Q フットサル連盟：榎原氏） 

過去に競技環境整備に携わった者として、非現実的な提案を持ってくる業者なども多々あった 

ことから、積極的に、かつ正確に見極めて進めていただきたいと考えている。 

① 県協会として、神戸地区での競技環境整備の取り組み状況を確認したい。 

② 昨年度決算と比べて 9,000 万円程度、事業予算規模が増加していることに違和感がある。 

③ 事業番号 1401 の収入予算額が前年度決算額と大きく違いがある理由は？ 

④ 事業番号 1731 の収支差額が前年度決算額と大きく違いがある理由は？ 

⑤ 事業番号 2121 の収入予算が約 1,500 万円あって、支出予算がゼロである理由は？ 

⑥ 天皇杯や国際試合の主管による収益を多く見込んで、各種事業へ支出予算を配分していると
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思われるが、昨年決算との差異を見ながらではあるが、うまくやらなければ破綻しかねない

予算建てではないか。 

 

  （A.矢崎事務局長） 

① 神戸市北区・大原地域の競技環境整備について、協会側の体制が整い資金繰りが付くようで

あれば素地を提供しても良い、という民間会社からの提案がある。正規規格のサッカー場、フ

ットサル場、駐車場などの整備には多額の資金が必要となり、協会として体制が整えば建設に

向かって進めて行けるというお話はいただいている。同地域でテニスコート・グランピング施

設・温泉施設など複合的レジャー施設を建設し、地域に還元したいという構想をお持ちの会社

で、数年単位で事業を進められている。現在は神戸市に開発許認可の手続き等が行われている

段階で、サッカー場等の件がすぐに決まらなくても、迷惑をかける段階ではない。 

② 事業番号 1401 の収入予算は 2020 年度 JFA 一括補助金額、支出予算は都市協会助成金の  

総額を計上している。 

③ 選手登録費については、前年度実績額を計上している。事業番号 1731 は講習会受講年度と

資格有効年度（翌期 4 月～）が違う部分があるため、収入の一部を前受処理したものである。

昨年度との比較は、数字の捉えどころの関係上、合っていない部分がある可能性はある。 

④ 事業番号 2121 の収入予算は JFA 施設整備事業補助金 1 億円のうちの残額を記載している。

計画が無ければ収入にはならず、ご指摘のとおり、約 1,500 万円という額が総額を膨らませ

ている要素になっていると考えられる。 

⑤ コロナ前に各種大会主管受託事業が開催される想定で建てた予算であり、この数字も予算規

模を大きくしている要素であると考えられる。 

 

（A.補足 高濱副会長） 

  Q.②について、今年度は JFA 一括補助金を全額、事業番号 1401 の収入で計上しているが、前 

年度は一部を各事業に振っていたため、金額が大きく違うように見えていると思われる。 

JFA からは確実に約 7,000 万円のお金が入ってくることが確認できている。 

    Q.⑤についてはコロナ前に想定した予算額であるため、収入実績に応じて支出も減らしていな 

かければならないと考えている。 

  

（Q.フットサル連盟：榎原氏） 

    Q.③の事業番号 1731 の収入は昨年度と考え方が変わったという理解で良いか？実績を基にと 

いうことであれば約 4,450 万円が昨年度決算で計上されており、その金額が入ると思われる。 

 

（A.高濱副会長） 

差額はあるが、決算報告書に記載の審判登録料の前受金が今年度予算と前年度実績の差に近い 

金額となっているので、予算計上方法の違いであると思われる。 

 

（フットサル連盟：榎原氏） 

全体的に支出抑制を図り、フットボールセンター助成金などを当てにしない執行が出来るよう 

な決算に持って行っていただきたい。 

 

（Q.芦屋 FA：西田氏） 

① 事業番号 2121 で支出をゼロにしていると約 1,500 万円は、全くのプラス収入ということに

なり、支出があると全額県協会負担という形になってしまうので、建設計画をして補助金収

入があると想定しているのであれば支出も入れるべきではないか。 
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② 大原地区の件は、神戸市協会も知らないところで県協会が話を進めていたと聞いた。地元説

明会では、神戸市協会と県協会でこの事業を受けると聞いているようだが、理事会等で検討

されて進めているのか。 

 

（A.高濱副会長） 

① 施設整備事業に手を挙げるところがあれば、構築物等にかかる費用を支出に計上するもの 

であり、無ければ支出ゼロとなるが、建設計画が立たずに約 1,500 万円を他の事業に使っ 

てしまうと、御指摘のとおり赤字になるため、執行時に十分注意してもらうこととしたい。 

 

（A①.補足 小林専務理事） 

13 都市協会に照会をかけ、洲本市からフットボールセンター建設構想があるとのことで手 

が挙がっている。洲本市が整備費として予算計上するうちの一部として約 1,500 万円を補 

助するということを考えているが、まだ計画段階であり、具体的には決まっていない。 

 

  （A.矢崎事務局長） 

    ② 県協会理事会で諮ったり、神戸市協会に正式に話をして意思決定を待っているというステ 

ータスにあるものではなく、非公式に相談させていただいている状況である。興味を持た 

れている方には、手持ち資料のコピーをお渡ししたりもしている。 

 

（芦屋 FA：西田氏） 

 大原地区の地元説明会で、サッカー場建設の話が県協会と神戸市協会でオーソライズされて

いると発表があったのは､業者さんの先走りであったと理解しておきたい。 

 頓挫しているものもあるが、尼崎・西宮・芦屋等の阪神地区でも施設整備をお願いしたい。 

 

（Q.神戸市 FA：清見） 

 サッカーファミリーの拡大を目指し、キッズや小学校低学年の少女の活動が 2020 年度重点

事業としてあがっているが、今までの事業を評価したうえで、今年度はこういうところに力

点を入れて進めて行きたいというような中身の説明が欲しい。 

 

  （A.小林専務理事） 

 これまでに行ってきた活動等は、事業報告書で確認していただきたい。 

 イベント開催や訪問指導活動を、新たに地域拡大・回数増加等はあり得るが、従来の事業を

踏襲しながら確実にサッカーファミリーを増やしていく取り組みを継続していきたい。 

 

  （Q.オブザーバー 芦屋 FA：半田氏） 

     都市協会助成金について、事務局から提案された神戸市 FA への大幅増額案に反対の声を上 

げさせていただき、西宮 FA 杉山専務理事の対案が上がってきた。コロナもあり、途中から 

メールのやり取りだけで十分な議論が出来なかったが、13 都市協会の方々は、しっかりと経緯 

を把握されているか。芦屋 FA としては、今回のみの措置だと理解している。 

 

 

（A.矢崎事務局長） 

   当初提案させていただいた神戸市 FA への 147 万円増額案は、個人 1 人当たりの登録費還元 

金があまりにも低いことから上げさせていただいた。西宮 FA 杉山専務理事からの対案も 13 

都市協会の皆様とメールで共有し、ご意見も求めながら皆様に理解・納得いただいたうえで、 
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今回の提案をさせていただいたと考えている。 

登録人数に基づいた還元金、登録人数に基づかない基礎額、法人化の有無による差などは、 

今後 1 年間かけて、社員の皆様との十分な議論の場を設けさせていただきたい。 

 

  （Q.芦屋 FA：西田氏） 

     広報のホームページリニューアルにかかる費用は、どこに計上されているか。 

 

 （A.矢崎事務局長） 

    契約金は未払金で処理されており、今年度予算では計上されていない。今期から発生するラン

ニングコストについては、事業番号 1802 に計上されている。 

 

  （Q.芦屋 FA：西田氏） 

     広報委員会でも理事会でも未払金 300 万円があるというのは、業者選定時に初めて知った。 

     手順としては、こういうお金があるのでホームページリニューアルに使いませんかと理事会 

にかけて、承認されてから進められるものであると考える。 

 

（A.矢崎事務局長） 

    予算の組み方や使い方は、全て理事会で決議いただいてから進めるべきであることは理解し 

ており、今後、注意して執行を進めるということでご容赦いただきたい。 

 

  （神戸市 FA：小林氏） 

都市協会助成金について、今回の案でも神戸市 FA では一人当たり約 1,200 円を支払い 347円

の還元、芦屋 FA は 958 円の支払いで 1,612 円の還元である。神戸市の登録チームには、県協

会からの還元額だけ共有し、他協会との比較や配分率は、とてもじゃないが説明できない。配

分率は過去 10 年近く我慢してきたが、消費税増税や今後の人口減少を考えると、このままで

は厳しくなる。ほぼ公平に、寛容に納得出来る範囲の数字に是正していってもらいたい、とい

うのが神戸市 FA の思いである。 

 

  （Q.北摂 FA：高原氏） 

     事業番号 1401 の JFA 一括補助金と都市協会助成金の関係性を説明していただきたい。 

 

 （A.矢崎事務局長） 

     JFA 一括補助金は、登録費が財源となっており、過去は JFA が指定した事業にのみ充当でき 

るものであったが、現在はそうではなく、それらの一部を都市協会の活動費として使っても 

らっている部分もある。作表段階で違和感はあったが、都市協会助成金は人口比割合等、過去 

からの計算方法に基づき割り出した金額で約 2,400 万円となっており、JFA から約 7,000 万円 

の補助金があるから、内 2,400 万円を分配しているという関係性のものでは無い。 

（Q.北摂 FA：高原氏） 

   JFA から約 7,000 万円は補助金や助成金の中で大きな項目としてあがっているが、全体会 

計約 5 億円の中であまり意味のある数字ではないという理解でよいか？ 

 

（A.矢崎事務局長） 

    定款に基づいて作表上の枠を区切っている中で、ここにしか入れられない数字であると考 

えて入れているが、直接、JFA 補助金と都市協会助成金は全体として直接紐づいているも 

のではないので、あまり気にしていただく必要はないものと考えている。 
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   （フットサル連盟：榎原氏） 

審判登録事業費について決算書と確認したが、やはり入り繰りがあるようなので、事務局でも

確認して訂正していただきたい。 

 

第１号議案および第 2 号議案について議長が諮ったところ、全会一致で原案のとおり承認された。 

 

第 3 号議案  定款改定について 

  矢崎事務局長より、第 15 条・第 36 条の提案取り下げ理由について、時間の関係上、今回は割愛させ 

  ていただき、メールで文書を展開したいという旨の申し出があった。 

 

  皆川副会長より、第 21 条の理事定数変更の提案について説明された。 

   役員選考委員会を 8 回開催して討議を重ね、昨今の情勢を鑑みると、現在の役員数では少ないと   

いう結論に至った。県協会の更なる発展をみんなで考えていくため、より多くの前向きな意見を持 

った専門的な方々や幅広い視野を持った有識者の方々を理事に就任していただき、協会運営をして

いこうということからの提案である。 

 

【質疑応答】 

（Q.芦屋 FA：西田氏） 

   神戸市 FA の小林専務理事をリーダーとする定款組織等改革プロジェクトでの十分に議論できてい 

ないところはあるが、理事定数の増加は組織をより強靭にしていこうという考えだと受取った。 

委員長が理事ではない現状で現場の声が届かないという話があったので、その部分を改革しよう 

とすることは賛成するが、現行 13 委員会の全ての委員長か、委員長にかわる方を理事に入れて 

いただき、形骸化している執行役会議のような形ではなく、理事会を充実させてもらいたい。 

 

  （A.皆川役員選考委員長） 

   選考基準の大きな柱は、現場を熟知する専門委員会、登録者を有する種別委員会、年 6 回の理事会 

に出席し建設的な意見を述べられる方、また、新規事業のU-15 女子リーグや招致は出来なかった 

が女子 W 杯開催のこともあったので女性の登用とした。 

 

（Q.芦屋 FA：西田氏） 

   広報・医科学・規律委員会は選考対象に入っていない理由はなにか？ 

 

  （A.皆川役員選考委員長） 

   役員選考委員会の方向性は、先ほど申した通りである。コロナ禍もあり医科学委員会を入れるこ 

とも議論したが、通常の医科学委員会の業務活動を勘案し、適宜、新しい生活様式の中での対応 

を JFA にも相談しながら進めて行ければいいのではないかと考えた。 

 

  （西播磨 FA：森川氏） 

    議論が第 3 号議案と第 4 号議案が混ざっている。どの委員会が入っているなど、ほとんどの方が 

知らない情報で議論をされても困る。定款や定款細則で委員会から選ぶとなっているわけでもな 

く、役員選考委員会で十分に議論を重ねて出して来られる案であり、一人ずつを総会で審議する 

必要がある。組織を強靭化するために 5 名の増員が執行部から上程されていると考えており、ま 

ずは、そこを審議してはどうか。そうでなければ、第 4 号議案も含めて議論するしかない。 
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  （皆川役員選考委員長） 

    役員選考員会の見解では、今回の選考には外部の方を多めにして、協会ガバナンスやコンプライ 

アンスをきっちりしていこうという中で選考させていただいたことをお伝えしておきたい。 

 

（定款組織等改革プロジェクトリーダー 神戸市 FA：小林氏） 

    プロジェクトでは、県協会の定款と JFA 定款や規則との齟齬を修正していくことを検討している。 

言葉の定義づけや、他の規則との整合性などを正していく作業に取り組んでいるところである。 

今回の提案は、プロジェクトで検討していることに直接関りは無いが、役員選考委員会のメンバ   

ーから相談を受け、プロジェクトでの検討に影響を与えない、また県協会が良い方向に向かって   

いくためのものであると判断したので、提案を了解したことを報告しておきたい。 

 

 （Q.芦屋 FA：西田氏） 

    全ての 13 委員会から選考されない場合は、執行役会議は継続される予定であるか。 

 

（A.皆川役員選考委員長） 

  役員選考委員会には、候補者案の作成のみを委ねられたものであり、執行役会議の開催などについ   

  ては、事務局に確認してもらいたい。 

 

 （西播磨 FA：森川氏）    

第 3 号議案の 25 名については、特命事項を受けている役員選考員会と執行部の間で、ある程度、

協議した中で出されていると受け止めており、賛成の立場である西播磨 FA としては、原案で採決

を進めてていただきたい。 

 

（芦屋 FA：西田氏） 

今回の提案は、説明不足だったと考えている。名前が出た個人を否定することは、なかなか言えな 

いので、理事会等で事前にしっかりと吟味したものを上げて来てもらいたい。 

 

第 3 号議案 定款第 21 条の改定案について議長が諮ったところ、全会一致で可決承認された。 

 

※ここで 10 分間の休憩に入った。 

 

【15 時 25 分 議事再開】 

第 4 号議案  役員選任について 

  議事に入る前に中桐会長から挨拶があった。 

私自身は 20 代の頃から 40 年ほどかけて協会活動をさせていただいた。前回の総会で色々あった 

中でも会長をさせていただいたが、今期を以て退任させていただき、新しい組織に今後の協会運営 

を委ねたいと考えている。今後のことについては、色々と思いはあるが、やはり透明化を図り、議 

論の出来る協会になっていただきたい。また、意思決定は個人では無く、組織全体でしていっても 

らいたいということを踏まえて、新しい組織で皆さんに頑張っていただきたいし、何かあればサポ  

ートさせていただきたいと思っている。長い間、ありがとうございました。 

 

 ここで芦屋 FA の西田氏より確認事項があった。 

知人である神戸市の在日本朝鮮人蹴球協会の方から、兵庫協会理事会に対して抗議文を出したと聞 

いた。電話もしたが返事が無く、メールを送ったとのことであった。理事から在日の方に対する誹 

謗があったとのことであるが、理事会にはその連絡が行っているのか。行っているのであれば、理 
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事としての責任など、どのように考えているのか確認したい。内容が事実かどうか、お互いのこと 

なので確認できていないが、事実であれば理事選考に影響を与えるものと考えており、説明してい 

ただきたい。 

  

 （小林専務理事） 

   御指摘の事項については、今朝メールが届いているのを確認した。公式には初めて抗議文が届き、 

謝罪せよとの内容であった。昨日まで電話や抗議文が届いたことは無かったことから、理事会には

かけていない。一部の方からは、このような事があったということは聞いているが、専務理事宛に

も電話は無く、対応したことも無いため、理事の方々にも共有していない。 

 

 （矢崎事務局長） 

   自分が新長田でお酒を飲んでいる席で、いきなり動画を撮らた。その場にインテルナシオナルの若  

   原さんが居り、問題チームであったので、酔っていたこともあり文句を言うと、朝鮮人の方が動画  

   を撮ってきたので、揉めたということがある。翌日に電話があり、「お前の上司は誰だ」と聞かれた

ため、「小林専務理事です」と答え、「また連絡する」と言われたが、その後は連絡が無い。その抗

議文は見ていないが、サッカー協会の立場として発言したわけではなく、拉致国家・反日国家であ

る朝鮮が嫌いであるという個人的なことで、その場の感情に基づいて話をしたものであり、それ以

上でも、それ以下でもない。 

 

（芦屋 FA：西田氏） 

   そのようなものが来ているのであれば、兵庫県サッカー協会として、きっちり収めてもらいたい。  

そのままになっていて、尾を引いているということがあるので、出来る限り、そのようなことが無  

いようにしてもらいたい。 

 

 松井議長より、事務局として適正な処理をしてほしいという旨が述べられた。 

 

 ここで改めて、議事に入った。 

 

本臨時総会の終結と同時に、2018 年度・2019 年度の理事及び監事が任期満了となり退任し、その改選

が必要であり、2020 年度・2021 年度の理事及び監事の選任が必要となる。その選任方法については、

役員候補選考委員会の指名に基づき審議のうえ決定することがすでに承認されている。新しい役員の任

期は 2020 年 6 月 29 日から 2021 年度事業のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。 

皆川役員候補選考委員長が、役員候補選考委員会の審議の経過を説明した後、役員候補選考委員会の総  

意として別紙の者を指名した。 

 

【質疑応答】 

（Q.フットサル連盟：榎原氏） 

① 理事候補者が、本日の社員席に座っておられる。改めて議決権の扱い方を確認してもらいたい。 

理事は、総会の決議で不適格であると言うことが出来る。理事候補者についても同等の扱いをす

べきではないかと考えるので、皆さんの同意を得たうえで採決を進めてもらいたい。 

② 理事候補者である和田剛直さんが推薦されている理由はなにか？企業の方の目で見てもらいた

いという意図は理解できるが、兵庫県には長年、協会に携わって下さっている「ユーハイム」、「ア

シックス」、「関西スーパー」等がある中で、なぜ「和田興産」の方を推薦されているのか。 
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（A.三木谷副会長） 

 ②の和田剛直さんは兵庫県の子ども達のサッカー環境が良くなるようにと常に考えて下さってお

り、4 種のワコーレ杯チビリンピックにもスポンサーとなっても支援して下さっている。和田興産

株式会社の副社長で経営的センスもお持ちの方である。上場企業の役員の 1/3 は外部の方を選んで

いるなど、同じぐらいにとは言わないが、サッカー協会も外部の方に期待して進めて行きたいと考

えたことから、候補者に推薦したものである。 

 

（西宮 FA：岩本氏） 

  時代の変化や環境により、先ほどの選考理由もあるかと思うが、理事定数も増やすということであ 

れば、特別なことが無ければ留任していただきたかった方がおられたことは申し上げておきたい。 

 

  榎原氏の質問①について、松井議長が対象となる「清見昌功氏」「松井隆典氏」が社員席に座っている 

が、社員の代表として出席しており、議決権は有するとして賛否に加わることを了承いただけるか諮 

ったところ、特に異議はなく、このまま進めて行くこととなった。 

 

役員候補選考委員会の指名者につき、議長が各々その可否を諮ったところ、下記のとおり可決した。 

 

理事 大西 弘幸（就任） 賛成１６ 

理事 岡部 信雄（就任） 賛成１６ 

理事 尾崎 行雄（就任） 賛成１６ 

理事 柿川 文 （就任） 賛成１６ 

理事 笠原 弘樹（重任） 賛成１６ 

理事 岸田 直美（重任） 賛成１６ 

理事 清見 昌功（就任） 賛成１４ 反対２ 

理事 倉 直樹 （重任） 賛成１６ 

理事 小菊 貞雄（就任） 賛成１６ 

理事 小林 進 （重任） 賛成１６ 

理事 佐々木達也（就任） 賛成１６ 

理事 昌子 力 （就任） 賛成１５ 反対１ 

理事 高濱 滋 （重任） 賛成１６ 

理事 田渕 径二（就任） 賛成１６ 

理事 仲 義之 （就任） 賛成１６ 

理事 永濱 和紀（就任） 賛成１６ 

理事 中山 剛 （重任） 賛成１６ 

理事 松井 隆典（就任） 賛成１６ 

理事 松永 正利（就任） 賛成１６ 

理事 的崎 睦子（就任） 賛成１６ 

理事 三木谷研一（重任） 賛成１５ 反対１  

理事 皆川 広一（重任） 賛成１６ 

理事 矢崎 勉 （重任） 賛成１４ 反対２ 

理事 和田 剛直（就任） 賛成１５ 反対１ 

監事 黄瀬 晃 （重任） 賛成１６ 

監事 榎崎 洋 （就任） 賛成１６ 
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※ここでしばらくの間、休憩に入った。 

 

【16 時 45 分 議事再開】 

  高濱副会長より、別室にて行われた臨時理事会で会長を決めるに至らず、会長を決めたうえで、その 

他の役職を決めていくべきだという意見があり、決議に至らなかったため、第 5 号議案については、

後日審議としていただきたい旨の申し出があった。 

 

松井議長より、第 5 号議案を残し、議事を終了することについて諮ったところ、異議無く、本日の 2020 

年度第 1 回臨時総会の終了が宣言された。 

 

2020 年 6 月 28 日 

 


