
１．評議員会
開催年月日
２8．　５．３０ 議　　　　　　長　　　稲　村　長　英

〈第１回〉 議事録署名人　　　佐　藤　鉄　男　、　藤　原　利　洋

議案第１号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業報告並びに
　　　　　　　　居宅介護支援事業所事業報告の承認について
議案第２号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会
　　　　　　　　計決算報告並びに居宅介護支援事業会計決算報告の承認について
議案第３号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会貸借対照表等並
　　　　　　　　びに居宅介護支援事業貸借対照表の承認について
議案第４号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」事業
　　　　　　　　報告並びに指定特定相談支援事業所事業報告の承認について
議案第５号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」就労
　　　　　　　　支援事業会計決算報告並びに貸借対照表の承認について
議案第６号　平成２７年度指定特定相談支援事業会計決算報告並びに貸借対照
                 表の承認について
議案第７号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査報告
議案第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（福祉基金）の取崩
　　　　　　　　しについて
議案第９号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会
　　　　　　　　計補正予算（第１号）について
議案第10号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会理事の選任について

２９．　１．２６ 議　　　　　　長　　　油　谷　勝 　義
〈第２回〉 議事録署名人　　　大　島　賜都夫　、　渋　谷　六　男

議案第１号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会定款の全部改正について
議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（福祉基金）及び指
　　　　　　　　定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」運用財産（積立金）
　　　　　　　　の取崩しについて
議案第3号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会
              　 計補正予算（第２号）について
議案第４号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」就労
　　　　　　　　支援事業会計補正予算（第１号）について
議案第５号　平成２８年度居宅介護支援事業会計補正予算（第１号）について
議案第６号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会理事の選任について

２９．　３．２９ 議　　　　　　長　　　加　藤　友　三
〈第３回〉 議事録署名人　　　原　田　喜　弘　、　北　原　千津子

議案第１号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業計画（案）に
　　　　　　　　ついて
議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（積立金）の取崩しに
　　　　　　　　ついて
議案第３号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計
　　　　　　　　収支予算（案）について
議案第４号　平成２９年度居宅介護支援事業会計収支予算（案）について
議案第５号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」事
　　　　　　　　業計画（案）について
議案第６号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」就
　　　　　　　　労支援事業会計収支予算（案）について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

平成２８年度評議員会、理事会、専門部会等開催状況



２．理事会
開催年月日
２８．４．１ 議　　　　長　　佐々木　　　健

〈第１回〉 議事録署名人　　筧　　　　　隆　、鈴　木　一　幸

協議第１号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会会長の選任について

協議第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会副会長の選任について

協議第３号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会会長職務代理（副会長）

　　　　　　順位について

協議第４号　標茶町社会福祉協議会専門部会員の構成について
２８．５．２５ 議　　　　長　　伊　藤　淳　一

〈第２回〉 議事録署名人　　梅　田　久　夫　、江　口　サチ子

報告第１号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

報告第２号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２７年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２７年度指定特定相談支援事業所業務報告

報告第５号　職員の退職について

報告第６号　平成２８年度標茶町社会福祉協議会事務局等職員体制並びに事務

　　　　　　分掌について

議案第１号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業報告並びに

　　　　　　居宅介護支援事業所事業報告の承認について

議案第２号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会
　　　　　　計決算報告並びに居宅介護支援事業会計決算報告の承認について

議案第３号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会貸借対照表等並

　　　　　　びに居宅介護支援事業所貸借対照表の承認について

議案第４号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　事業報告並びに指定特定相談支援事業所事業報告の承認について
議案第５号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計決算報告並びに貸借対照表の承認について

議案第６号　平成２７年度指定特定相談支援事業会計決算報告並びに貸借対照

　　　　　　表の承認について

議案第７号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査報告

議案第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（福祉基金）の取崩

　　　　　　しについて

議案第９号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計補正予算（第１号）について

議案第10号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会標茶町安心サポートセンター

            設置規程の一部を改正する規程等の制定について

議案第11号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会評議員の委嘱について

協議第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会特別会員の増強

　　　　　　・勧誘活動について

協議第２号　平成２８年度第１回評議員会の開催について
２８．８．２５ 議　　　　長　　及　川　洋　介

〈第３回〉 議事録署名人　　菊　地　信　行　、工　藤　重　太

報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



開催年月日
２８．８．２５ 報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告
〈第３回〉 報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告
報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

報告第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会標茶町福祉金庫貸付報告につ

　　　　　　いて

議案第１号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会職員事務引継規程の制定につ

　　　　　　いて

議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事務局職員就業規程の一部を

　　　　　　改正する規程の制定について

議案第３号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会職員懲戒審査委員会規程の制

　　　　　　定について
その他　　　小地域ネットワーク活動事業普及研修会の開催について

２８．１１．１０ 議　　　　長　　梅　田　久　夫

〈第４回〉 議事録署名人　　及　川　洋　介　、佐々木　　　健

報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告

報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」
　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

議案第１号　平成２８年度標茶町社会福祉協議会顕彰規程に基づく被表彰者の

　　　　　　決定について

議案第２号　平成２８年度小地域ネットワーク活動助成金の交付について
協議第１号　標茶町青少年会館の跡地利用について

その他　　　平成２８年度第４８回標茶町社会福祉研究大会の開催について

　　　　　　平成２９年度新規採用職員の募集について
２９．１．２６ 議　　　　長　　工　藤　重　太

〈第５回〉 議事録署名人　　鈴　木　一　幸　、妹　尾　茂　樹

報告第１号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会理事の辞職について

議案第１号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会定款の全部改正について
議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（福祉基金）及び指定

　　　　　　就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」運用財産（積立金）
　　　　　　の取崩しについて

議案第３号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計

　　　　　　補正予算（第２号）について
議案第４号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」就

　　　　　　労支援事業会計補正予算（第１号）について

議案第５号　平成２８年度居宅介護支援事業会計補正予算（第１号）について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



開催年月日
２９．１．２６ 議案第６号　事務局長の選任について
〈第５回〉 その他　　　事故報告等について

２９．２．２３ 議　　　　長　　鈴　木　一　幸

〈第６回〉 議事録署名人　　高　橋　政　寿　、吉　田　　　武

報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告
報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告

報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」
　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

議案第１号　標茶町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定に

　　　　　　ついて

その他　　　評議員選任・解任委員会の招集について
２９．３．２３ 議　　　　長　　林　　　　　博

〈第７回〉 議事録署名人　　鈴　木　一　幸　、神　　　義　光

報告第１号　工事請負契約の締結について

報告第２号　職員懲戒審査委員会の答申について

議案第１号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業計画（案）に

　　　　　　ついて

議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（積立金）の取崩しに

　　　　　　ついて
議案第３号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会計

　　　　　　収支予算（案）について

議案第４号　平成２９年度居宅介護支援事業会計収支予算（案）について

議案第５号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」事

　　　　　　業計画（案）について

議案第６号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」就

　　　　　　労支援事業会計収支予算（案）について

議案第７号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会現業に従事する者の勤務時間に

　　　　　　関する細則を廃止する細則の制定について

議案第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会役員選出規則の一部を改正する

　　　　　　規則等の制定について

議案第９号　標茶町社会福祉協議会評議員候補者推薦提案について

協議第１号　平成２８年度第３回評議員会の開催について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



３．正副会長会議

開催年月日
２８．　５．１２ 報告第１号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

〈第１回〉 報告第２号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２７年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２７年度指定特定相談支援事業所業務報告

報告第５号　職員の退職及び採用について

報告第６号　平成２８年度標茶町社会福祉協議会事務局等職員体制並びに事務

　　　　　　分掌について

議案第１号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業報告並びに

　　　　　　居宅介護支援事業所事業報告の承認について

議案第２号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計決算報告並びに居宅介護支援事業会計決算報告の承認について

議案第３号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会貸借対照表等並

　　　　　　びに居宅介護支援事業所貸借対照表の承認について

議案第４号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　事業報告の承認について並びに指定特定相談支援事業所事業報告

　　　　　　の承認について

議案第５号　平成２７年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計決算報告並びに貸借対照表の承認について

議案第６号　平成２７年度指定特定相談支援事業会計決算報告の承認について

議案第７号　平成２７年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査報告

議案第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（福祉基金）の取崩

            しについて

議案第９号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

            計補正予算（第１号）について

議案第10号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会標茶町安心サポートセンター

　　　　　　設置規程の一部を改正する規程等の制定について

議案第11号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会評議員の委嘱について

協議第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会特別会員の増強

            ・勧誘活動について

協議第２号　評議員会の開催について

その他      ホームページの開設
２８．　８．　３ 報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

〈第２回〉 報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告

報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

報告第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会標茶町福祉金庫貸付報告につ

　　　　　　いて

議案第１号　標茶町社会福祉協議会職員及び指定就労継続支援Ｂ型事業所職員

　　　　　　事務引継規程の制定について

その他　　　市民後見人養成研修会の開催について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



開催年月日

２８．１０．１７ 報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

〈第３回〉 報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告

報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

議案第１号　平成２８年度標茶町社会福祉協議会顕彰規程に基づく被表彰者

　　　　　　の決定について

議案第２号　平成２８年度小地域ネットワーク活動助成金の交付について

協議第１号　青少年会館の跡地利用について

その他　　　平成２８年度社会福祉研究大会の開催について

　　　　　　平成２９年度採用職員の募集について

２８．１２．２１ １　経過報告について

〈第４回〉 ２　求人に係る応募状況について

３　平成２８年度社会福祉活動者研修交流会の開催について

４　平成２９年度予算要求の主な項目について

５　平成２８年度各会計予算補正について

６　社会福祉法人制度改革関係について

７　新年三役挨拶回りについて

８　当面の日程及び担当確認について

２８．１２．２６ １　経過報告について

（第５回） ２　社会福祉法人制度改革関係について

３　事務局長の再雇用条件について

４　職員の月額本俸の是正について

２９．　２．　９ 報告第１号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会業務報告

〈第６回〉 報告第２号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　業務報告

報告第３号　平成２８年度居宅介護支援事業所業務報告

報告第４号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計月次報告

報告第５号　平成２８年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計月次報告

報告第６号　平成２８年度居宅介護支援事業会計月次報告

報告第７号　平成２８年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会監査実施報告

議案第１号　標茶町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会運営細則の制定に

　　　　　　ついて

議案第２号　標茶町社会福祉協議会評議員選任・解任委員会外部委員の選任に

　　　　　　ついて

その他　　　評議員選任・解任委員会の招集について

２９．　３．１６ 報告第１号　工事請負契約の締結について

〈第７回〉 報告第２号　職員懲戒審査委員会の答申について

議案第１号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会事業計画（案）

　　　　　　について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



開催年月日

２９．　３．１６ 議案第２号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会運用財産（積立金）の取崩し

〈第７回〉 　　　　　　について

議案第３号　平成２９年度社会福祉法人標茶町社会福祉協議会法人運営事業会

　　　　　　計収支予算（案）について

議案第４号　平成２９年度居宅介護支援事業会計収支予算（案）について

議案第５号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　事業計画（案）について

議案第６号　平成２９年度指定就労継続支援Ｂ型事業所「しべちゃコスモス」

　　　　　　就労支援事業会計収支予算（案）について

議案第７号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会現業に従事する者の勤務時間

　　　　　　に関する細則を廃止する細則の制定について

議案第８号　社会福祉法人標茶町社会福祉協議会役員選出規則の一部を改正す

　　　　　　る規則等の制定について

議案第９号　標茶町社会福祉協議会評議員候補者推薦提案について

協議第１号　平成２８年度第３回評議員会の開催について

２９．　３．２３ １　しべちゃコスモスの運営について

〈第８回〉 ２　育成牧場の洋飼養管理業務受託事業について

２９．　３．２９ １　経過報告について

〈第９回〉 ２　しべちゃコスモスの運営について

３　当面の日程について

４．専門部会

【総務部会】
開催年月日

２８．　７．２１ 議題１．正副会長の互選について
〈第１回〉 議題２．平成２８年度総務部会事業について

議題３．平成２８年度第４８回標茶町社会福祉研究大会について
議題４．平成２８年度社会福祉活動者研修交流会について
議題５．小地域ネットワーク活動普及研修会（仮称）について
議題６．事務引継規程について
議題７．懲戒規程について

２９．　１．１２ 議題１．社会福祉法人改革の概要及び定款の全部改正について
〈第２回〉 議題２．指定就労継続支援Ｂ型事業所しべちゃコスモス積立金の取崩し及び法

　　　　人運営事業会計等補正予算について
議題３．理事会及び評議員会の開催について
議題４．平成２８年度社会福祉活動者研修交流会の開催について
議題５．事務局職員採用面接考査試験の実施について
議題６．職員・社協車両の交通事故及びパワハラ行為の主張について
議題７．平成２９年度以降の事務局長の配置について

２９．　３．１６ 議題１．工事請負契約の締結について

〈第３回〉 議題２．標茶町社会福祉協議会規程等の一部改正等について

議題３．平成２９年度標茶町社会福祉協議会及び指定就労継続支援Ｂ型事業所

　　　　しべちゃコスモス事業計画（案）について

議題４．標茶町社会福祉協議会運用財産（積立金）の取崩し及び平成２９年度

　　　　各会計収支予算（案）について

議題５．標茶町社会福祉協議会評議員候補者推薦提案について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



【厚生部会】

開催年月日
２８．　７．２１ 議題１．正副会長の互選について
〈第１回〉 議題２．平成２８年度厚生部会事業について

議題３．安心サポートセンター事業について
議題４．子育てサポートセンター事業について
議題５．福祉金庫資金及び助け合い資金の貸し付け状況について
議題６．第４７回福祉運動会打ち合わせ会議の開催について

２９．　３．１６ 議題１．平成２９年度標茶町社会福祉協議会（厚生部会）及び指定就労継続支
〈第２回〉 　　　　Ｂ型事業所しべちゃコスモス事業計画（案）について

議題２．平成２９年度厚生部会関係・指定就労継続支援Ｂ型事業所しべちゃコ
　　　　スモス就労支援事業会計・居宅介護支援事業会計収支予算（案）につ
　　　　いて

【地域改善ボランティア部会】

開催年月日
２８．　７．２１ 議題１．正副会長の互選について
〈第１回〉 議題２．平成２８年度地域改善ボランティア部会事業について

議題３．ボランティア愛ランド北海道２０１６inむろらんについて
議題４．釧路地区ボランティア研修会について
議題５．ボランティア研修事業について

２９．　３．１６ 議題１．平成２９年度標茶町社会福祉協議会（地域改善ボランティア部会）事
〈第２回〉 　　　　業計画（案）及び関係収支予算（案）について

議題２．平成２９年度の主な事業内容について

【評議員選任・解任委員会】

開催年月日

２９．　３．３０ １．議長の互選について
〈第１回〉 ２．評議員の選任について

【職員懲戒審査委員会】

開催年月日

２９．　２．１６ １．審査
〈第１回〉

２９．　２．２２ １．審査（職員からの聴取）
〈第２回〉

２９．　２．２３ １．審査（職員からの聴取）
〈第３回〉

２９．　２．２７ １．審査
〈第４回〉 ２．答申内容について

５．監査の実施
開催年月日

２８．　７．２９ 平成２８年　４月～平成２８年　６月　法人運営事業会計並びに居宅介
〈第１回〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　護支援事業会計執行状況

平成２８年　４月～平成２８年　６月　就労支援事業会計執行状況
平成２８年　４月～平成２８年　６月　業務全般執行状

２８．１０．２１ 平成２８年　７月～平成２８年　９月　法人運営事業会計並びに居宅介
〈第２回〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　護支援事業会計執行状況

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容



開催年月日
２８．１０．２１ 平成２８年　７月～平成２８年　９月　就労支援事業会計並びに指定特
〈第２回〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　定相談支援事業会計執行状況

平成２８年　７月～平成２８年　９月　業務全般執行状況
２９．　２．　３ 平成２８年１０月～平成２８年１２月　法人運営事業会計並びに居宅介
〈第３回〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　護支援事業会計執行状況

平成２８年１０月～平成２８年１２月　就労支援事業会計並びに指定特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　定相談支援事業会計執行状況
平成２８年１０月～平成２８年１２月　業務全般執行状況

２９．　５．２９ 平成２９年　１月～平成２９年　３月　法人運営事業会計並びに居宅介
〈第４回〉 　　　　　　　　　　　　　　　　　　護支援事業会計執行状況

平成２９年　１月～平成２９年　３月　就労支援事業会計並びに指定特
　　　　　　　　　　　　　　　　　　定相談支援事業会計執行状況
平成２９年　１月～平成２９年　３月　業務全般執行状況

６．その他
（１）戦争犠牲者追悼式実行委員会
開催年月日

２８．　６．１７ 議題１．標茶町戦争犠牲者追悼式実行委員会の結成について
議題２．標茶町戦争犠牲者追悼式開催要綱について
議題３．実行委員会役員の選出について
議題４．当日の役割分担について
議題５．標茶町戦争犠牲者追悼式次第について
議題６．標茶町戦争犠牲者追悼式会場レイアウトについて
議題７．標茶町戦争犠牲者追悼式予算について

（２）標茶町福祉運動会打合せ及び運営委員会
開催年月日

２８．　７．２６ 議題１．標茶町福祉運動会の開催について
（打合せ会議） 議題２．運営委員の選出について

議題３．プログラムについて
２８．　８．　３ 議題１．標茶町福祉運動会の運営体制について
（運営委員会） 議題２．運動会運役員について

議題３．運動会の運営担当について
議題４．開会式・閉会式の担当について

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容

協　　　　　　　　　議　　　　　　　　内　　　　　　　　容


