
第74回 ～ 7人 1人

報告 無し
議案第１号 社会福祉法人志和大樹会定款の一部改正について
議案第２号 認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の

各運営規程の一部改正について
（全議案　：　原案のとおり議決）

その他 ・有料老人ホームとデイサービスの新築についての（情報提供）

第75回 ～ 6人 2人

報告 ・平成29年度第4四半期事業活動、出納調査等の結果について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会平成29年度事業報告並びに収支決算の承認について
議案第２号 太陽熱給湯設備の修繕工事について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会平成30年度補正予算（第1号）について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 無し

第76回 ～ 8人 0人

報告 ・平成30年度第1四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 LEDライトの交換工事について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 平成30年度補正予算（第2号）について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 ・社会福祉法人志和大樹会　組織改正（案）について

・社会福祉法人中期計画（素案）について

第77回 ～ 8人 0人

報告 ・平成30年度第２四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 組織規程の創設について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 職務権限規程の創設について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会 職員給与規程の一部改正について
議案第４号 社会福祉法人志和大樹会 中長期計画の策定について
議案第５号 平成30年度岩手県指導監査の結果について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 ・経営会議の結果について

第78回 ～ 7人 1人

報告 ・平成30年度第２四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 理事の解任について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 顧問の選任について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 無し

第79回 ～ 5人 3人

報告 ・平成30年度第3四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 平成30年度補正予算（第3号）について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 平成31年度事業計画、収支予算（案）について

平成31年3月22日(金) 1:30 PM 3:20 PM 出席： 欠席：

平成31年2月7日(木) 1:30 PM 2:00 PM 出席： 欠席：

平成30年12月21日(金) 1:30 PM 2:30 PM 出席： 欠席：

平成30年8月31日(金) 1:30 PM 2:30 PM 出席： 欠席：

平成30年6月22日(金) 1:30 PM 3:00 PM 出席： 欠席：

平成30年4月27日(金) 4:30 PM 5:00 PM 出席： 欠席：

3-1 評 議 員 会 の 開 催

3 評議員会・理事会・監事会



議案第３号 社会福祉法人志和大樹会 経理規程の一部改正について
議案第４号 介護保険ソフト及びパソコン機器の更新について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 介護保険各事業収支状況について

6人
1人

報告 無し
議案第１号 社会福祉法人志和大樹会定款の一部改正について
議案第２号 認知症対応型共同生活介護事業所及び介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の

各運営規程の一部改正について
議案第3号 社会福祉法人志和大樹会評議員会の招集等について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 無し

6人
1人

報告 ・平成29年度第4四半期事業活動、出納調査等の結果について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会平成29年度事業報告並びに収支決算の承認について
議案第２号 太陽熱給湯設備の修繕工事について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会平成30年度補正予算（第1号）について
議案第４号 社会福祉法人志和大樹会評議員会の招集等について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 無し

6人
2人

報告 ・平成30年度第１四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 LEDライトの交換工事について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 平成30年度補正予算（第２号）について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集等について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 ・社会福祉法人志和大樹会組改正（案）について

・社会福祉法人中期計画（素案）について

6人
2人

報告 ・平成30年度第２四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 組織規程の創設について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 職務権限規程の創設について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会 職員給与規程の一部改正について
議案第４号 社会福祉法人志和大樹会 中長期計画の策定について
議案第５号 平成30年度岩手県指導監査の結果について
議案第６号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集等について

（全議案　：　原案のとおり議決）
その他 ・経営会議の結果について

5人
2人

報告 無し
議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 理事の解任について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会 評議員会の招集等について
発議第１号 社会福祉法人志和大樹会 顧問の選任について

（全議案　：　原案のとおり議決）

10:00 AM 理事 … 出席： 欠席： 2人
監事 … 出席： 欠席： 0人第109回 平成31年1月25日(金) 9:30 AM ～

12:10 PM 理事 … 出席： 欠席： 1人
監事 … 出席： 欠席： 0人第108回 平成30年12月7日(金) 10:00 AM ～

3:00 PM 理事 … 出席： 欠席： 1人
監事 … 出席： 欠席： 0人第107回 平成30年8月20日(月) 1:30 PM ～

5:00 PM 理事 … 出席： 欠席： 1人
監事 … 出席： 欠席： 1人第106回 平成30年6月8日(金) 3:30 PM ～

出席： 欠席： 1人
監事 … 出席： 欠席： 1人第105回 平成30年4月20日(金) 10:10 AM ～ 10:30 AM 理事 …

3-2 理 事 会 の 開 催

3 評議員会・理事会・監事会



その他 無し

5人
2人

報告 ・第78回評議員会の結果について
議案第１号 社会福祉法人志和大樹会 理事長の選任について

（議案　：　原案のとおり議決）
その他 無し

6人
1人

報告 ・平成30年度第３四半期の事業活動、出納調査等の状況について
・理事長業務報告について

議案第１号 社会福祉法人志和大樹会平成30年度補正予算（第3号）について
議案第２号 社会福祉法人志和大樹会平成31年度事業計画、収支予算（案）について
議案第３号 社会福祉法人志和大樹会 経理規程の一部改正について
議案第４号 介護保険ソフト及びパソコン機器の更新について
議案第５号 社会福祉法人志和大樹会評議員会の招集等について

（議案　：　原案のとおり議決）
その他 介護保険各事業収支状況について

労働者派遣のトラブルについて

（1）平成30年度　監事会
第1回 ～ 監事２人

・平成29年度第４四半期事業活動及び出納監査 ・平成29年度事業等活動及び収支決算監査
　　（指示・指摘事項　：　特になし）

第2回 ～ 監事２人
・平成30年度第１四半期事業活動及び出納監査

　　（指示・指摘事項　：　特になし）

第3回 ～ 監事１人
・平成30年度第２四半期事業活動及び出納監査

　　（指示・指摘事項　：　特になし）

第4回 ～ 監事２人
・平成30年度第３四半期事業活動及び出納監査

　　（指示・指摘事項　：　特になし）

（2）外部監査指導　（依頼先：佐藤税理士法人）
H29年度第４四半期事業活動、出納状況指導及びH29年度決算等
H30年度第１四半期事業活動、出納状況指導
H30年度第２四半期事業活動、出納状況指導
H30年度第３四半期事業活動、出納状況指導

平成30年7月24日(火)
平成30年8月24日(金)
平成31年1月23日(水)

平成31年1月25日(金) 10:00 AM 12:00 PM

平成30年4月25日(水)

平成30年7月27日(金) 1:30 PM 5:00 PM

平成30年10月26日(金) 1:30 PM 5:00 PM

平成30年5月28日(月) 1:30 PM 5:00 PM

3:30 PM 理事 … 出席： 欠席： 0人
監事 … 出席： 欠席： 1人第111回 平成31年3月8日(金) 1:40 PM ～

3:00 PM 理事 … 出席： 欠席： 2人
監事 … 出席： 欠席： 0人第110回 平成31年2月7日(木) 2:30 PM ～

３-3 監 事 会 等 の 開 催

3 評議員会・理事会・監事会


	3 評議員会・理事会・監事会

