第３回

理事会

平成２１年１０月２１日

○中山理事長

皆さん、本日はお忙しいところをご出席頂きまして、ありがとうございま

す。 また 、日 頃か ら本 財団 の運 営に 貴重 なご 意 見を 頂戴 致し まし て、 誠に あり がとう
ございます。
それでは、第３回の理事会についての定足数の確認を行います。事務局から、報告を
お願いします。
○小林経営課長

理事現在数15名、定足数10名でございますが、現在10名の方々のご出席

を頂 いて おり ます 。残 りの ３名 から は、 署名 表 決を 頂い てお りま すの で、 計13名の方
の出 席が ある とい うこ とで 定足 数に 達し てお り ます 。従 いま して 、本 理事 会は 有効に
成立 して いる こと をご 報告 致し ます 。な お、 ご 出席 の小 栁理 事か らは 、所 用の ため中
途退 席と なる 旨の お申 し出 を受 けて おり ます が 、あ わせ て署 名表 決を 頂い てお ります
ので、議決数につきましての影響はございません。以上ご報告させて頂きます。
○中山理事長

それでは事務局の報告どおり、理事会は有効に成立しております。

既にご通知を申し上げましたように、これから議決頂きますのは会議次第にあります
議案 第12号か ら第33号 につ いて です 。大 変ボ リ ュー ムの ある 議題 の数 とな って おりま
すけれども、皆さん本日はどうぞよろしくお願い致します。
ただ今から平成21年度第３回財団法人新宿区生涯学習財団理事会を開催致します。
まず初めに、議事録署名人の選出を致します。本日は、平田理事と小野寺理事にお願
いしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。それでは、両理事にお願いを致します。

議事に入る前に、事務局から報告がございます。事務局、報告をお願い致します。
○小野寺事務局長

それでは、事務局から３点ほどご報告をさせて頂きます。

まず、本日机上配付させて頂きました最初の評議員の就任予定者でございます。最初
の評 議員 につ きま して は、 ５月 の理 事会 並び に ８月 の理 事会 等で もお 話を して きたと
ころ です が、 それ ぞれ 理事 会、 評議 員会 の皆 様 から 推薦 を頂 いた もの につ きま して、
９月18日 に選 定委 員会 を開 催し たと ころ です 。 また 、お 配り して おり ます 議事 録にあ
りま すよ うに これ らの 審議 の経 緯を 経て 、就 任 予定 者の 名簿 を作 成し たと ころ でござ
います。
なお、評議員の推薦につきましては、21名の方の推薦がありましたが、この検討委員
会の 中で 検討 しま した とこ ろ、21名 の中 から お 一人 はそ の就 任に つい て固 辞を されて
いる とい う方 がお られ まし たこ と、 もう お一 方 は、 地域 活動 団体 の方 でし たが 、その
団体 の方 の意 見等 をき ちん と発 言で きる 他の 評 議員 候補 者の 方が いら っし ゃる という
こと 、そ れか らこ れか らこ の財 団が 新し い領 域 で事 業を して いく 際に 、評 議に 加わっ
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てい る方 の枠 を少 しは 残し た方 がい いと いう 、 それ らの 議論 がな され たと ころ 、19名
の方が就任を予定したということで、選定されたということでございます。
次に、理事の選任、監事の選任についてですが、一昨日の評議員会におきまして、現
行寄 附行 為に 基づ いて 評議 員会 から 推薦 、選 任 をさ れた 方々 でご ざい ます 。理 事の就
任予 定者 名簿 もお 手元 に配 られ てい ると 思い ま すが 、こ れは 新し くこ れか らご 審議頂
きま す新 しい 団体 の定 款の 定め と、 現在 の寄 附 行為 の両 面の 条件 を満 たす 必要 がある
とい うこ とで この 選任 がさ れて いる もの です 。 理事 につ きま して は、 定款 のと ころで
ご審 議頂 きま すが 、定 数12名以 上、15名 以内 と いう こと で、 今回 選任 され たの は12名
ということでございます。
それから監事の選任についてです。現在、監事は寄附行為上、２名ということで、い
らっ しゃ る訳 です が、 ここ でも 新し い定 款の 中 では 、２ 名か ら３ 名と いう こと になっ
てお り、 監事 の役 割も 大き く変 わる とい うこ と から 、監 事の 体制 を強 化す る必 要があ
ると いう 考え 方に 基づ いて 、新 しい 定款 の定 数 であ る３ 名に つい て選 任を して 頂いた
ということでございます。
事務局からの報告は以上のとおりでございます。
○中山理事長

それでは、これより議事に入ります。

まず初めに、議案第12号の１−３の、理事長・副理事長・常務理事の選定（案）につ
いて それ ぞれ 議決 を致 しま すが 、説 明は 一括 し て行 いま す。 まず 、事 務局 から 説明を
受けます。
事務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは皆様、今の説明について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○中山理事長

よろしいですか。それではご発言がないということで質疑を終了致します。

議案第12号−１について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第12号−１の理事長の選定（案）は原案どおり決定致します。
次に議案第12号−２について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第12号−２の副理事長の選定（案）は原案どおり決
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定致します。
次に議案第12号−３について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第12号−３の常務理事の選定（案）は原案どおり決

定致します。
次に議案第13号の会計監査人の選任（案）について、事務局の説明を受けます。事務
局お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

今の説明について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○中山理事長

ご発言がなければ質疑を終了致します。

議案第13号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第13号の会計監査人の選任（案）は原案どおり決定

致します。
議案第12号、議案第13号の議決を受けましたので、議案第15号定款（案）の第12章補
則に 、そ れぞ れの 名称 が入 るこ とに なり ます 。 今か ら事 務局 より 名称 の入 った 紙をお
配り 致し ます ので 、今 お持 ちの 議案 第15号定 款 （案 ）の11ペ ージ 、第12章 補則 のペー
ジを差替えて頂きますようよろしくお願い致します。よろしいでしょうか。
それでは次に、議案第14号の顧問の選任（案）について事務局の説明を受けます。事
務局、説明をお願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明を終わりました。ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第14号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第14号の顧問の選任（案）は、原案どおり決定致し

ます。
次に、議案第15号の定款（案）について、事務局の説明を受けます。事務局、説明を
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お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明が終わりました。ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。
これから議決を行いますが、定款、各種規程及び公益認定申請書類等につきましては、
現在 も東 京都 との 調整 を行 って いる 状況 です 。 従い まし て、 今後 軽微 な表 現等 の修正
が生 じる 可能 性も ござ いま す。 修正 が生 じた 場 合に は、 その 修正 につ きま して は私に
一任して頂けますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第15号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

この議案についてはこの定款（案）について、原案どおり決定と致します。これは理
事現 在数 の３ 分の ２以 上の 賛成 によ りと いう こ とで 、こ のよ うに 本日 そう なっ ており
ます ので 、理 事現 在数 の３ 分の ２以 上の 賛成 に より 、議 案第15号 の定 款（ 案） は原案
どおり決定を致します。
それでは次に、議案第16号の倫理規程（案）について、事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第16号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正につきまして私
に一任して頂けますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第16号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第16号の倫理規程（案）は原案どおり決定致します。

次に、議案第17号の評議員会運営規程（案）について、事務局の説明を受けます。事
務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉
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○中山理事長

説明を終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第17号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正を理事長に一任
することをご了承頂きたく思います。
それでは議案第17号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第17号の評議員会運営規程（案）について、原案どおり決定致
します。
次に、議案第18号の理事会運営規程（案）について、事務局の説明を受けます。事務
局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは説明終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はど

うぞ。よろしゅうございましょうか。
それでは、ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第18号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正につきましては
私に一任して頂きますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第18号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第18号の理事会運営規程（案）について、原案どおり決定致し
ます。
次に、議案第19号の役員等の報酬及び費用に関する規程（案）について、事務局の説
明を受けます。事務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

小澤理事。
○小澤理事

先般、お送り頂いた議題集があるんですが、それと今日配付されました第19

号の議案集と少し文案が違っているのですが、前のものは廃棄するんですか。
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○中山理事長

では事務局お願いします。

○諏訪事務局次長

説明が漏れまして大変申し訳ございません。本日、差替えさせて頂き

まし たの は、 先程 申し 上げ まし た定 款の 何号 何 項と いう とこ ろの 説明 が入 って おりま
して 、こ ちら は先 程来 申し 上げ てお りま すよ う に、 東京 都と の調 整を 既に 始め ている
とこ ろで 、こ の引 用文 はな くし た方 がす っき り する とい うと ころ 、定 款第11条 の第４
項が 評議 員の 選定 委員 の定 めで すが 、報 酬の こ とは 述べ てい ない とい うこ とで 、大変
わか りに くく なっ てお りま す。 それ で、 こち ら は取 った 方が いい とい うこ とで 、この
数字につきまして取らせて頂きました。
さらに５−４ページに非常勤役員の報酬、評議員の報酬、評議員選定委員の報酬につ
きま して 表示 して おり まし たが 、文 章に なっ て いた のを 表に 直す よう 指摘 があ りまし
たので、このように直させて頂いたところでございます。
○中山理事長

よろしいでしょうか。そういうことで差替えをさせて頂きたい。その差替

えを した 根拠 とし ては わか りや すく とい うこ と で、 今、 協議 を既 に進 めて いる 東京都
との 調整 の中 での ご意 見を 頂い て、 この よう な 形に させ て頂 いた とい うこ とで よろし
いでしょうか。
○小澤理事
○中山理事長
○小澤理事
○中山理事長

そうすると、その文書は差替えになる訳ですね。
そうです。
わかりました。
差替えをして頂きたいと思います。

他に何かございますか。よろしいでしょうか。
それではご発言がなければ質疑を終了致します。議案第19号につきましても、今申し
上げ まし たよ うな 、そ うい う今 後も 協議 を行 っ てい きま すの で、 軽微 な修 正が 生じた
場合 には 、そ の修 正に つき まし ては 私に 一任 を して 頂け ます こと をご 了承 頂き たく思
います。
それでは議案第19号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第19号の役員等の報酬及び費用に関する規程（案）について、
原案どおり決定致します。
次に、議案第20号の評議員選定委員会運営規程（案）について、事務局の説明を受け
ます。事務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉
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○中山理事長

それでは本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。議案第20号につきまし
ても 、軽 微な 修正 が生 じた 場合 には その 修正 に つき まし ては 、私 に一 任し て頂 けます
ことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第20号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第20号の評議員選定委員会運営規程（案）について、原案どお
り決定致します。
次に、議案第21号の組織規程（案）について、事務局の説明を受けます。お願いしま
す。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

ご発言がなければ質疑を終了致します。議案第21号につきましても、軽微な修正が生
じた 場合 には その 修正 につ きま して は、 私に 一 任を して 頂け ます こと をご 了承 頂きた
く思います。
それでは議案第21号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第21号の組織規程（案）について、原案どおり決定

致します。
次に、議案第22号の監事監査規程（案）について、事務局の説明を受けます。お願い
します。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。議案第22号につきまし
ても 、軽 微な 修正 が生 じた 場合 には その 修正 に つき まし ては 私に 一任 をし て頂 けます
ことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第22号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第22号の監事監査規程（案）について原案どおり決定致します。
次に、議案第23号の資金運用規程（案）について、事務局の説明を受けます。お願い
します。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。議案第23号につきまし
ても 、軽 微な 修正 が生 じた 場合 には 、そ の修 正 につ きま して は私 に一 任し て頂 けます
ことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第23号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第23号の資金運用規程（案）について原案どおり決定致します。
次に、議案第24号のリスク管理規程（案）について、事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

ご発言がなければ質疑を終了致します。議案第24号につきましても、軽微な修正が生
じた 場合 には 、そ の修 正に つき まし ては 私に 一 任し て頂 けま すこ とを ご了 承頂 きたく
思います。
それでは議案第24号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第24号のリスク管理規程（案）について、原案どおり決定致し
ます。
次に、議案第25号の経理規程（案）について、事務局の説明を受けます。事務局、お
願いします。

〈資料内容についての説明省略〉
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○中山理事長

それでは本件につきまして、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ、質疑を終了致します。議案第25号につきま
して も、 軽微 な修 正が 生じ た場 合に は、 その 修 正に つき まし ては 私に 一任 して 頂けま
すことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第25号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。異議なしと認め、議案第25号の経理規程（案）に

ついて、原案どおり決定致します。
次に、議案第26号の情報公開規程（案）について、事務局の説明を受けます。事務局、
お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

それではご発言がなければ質疑を終了致します。議案第26号につきましても、軽微な
修正 が生 じた 場合 には 、そ の修 正に つき まし て は私 に一 任し て頂 けま すこ とを ご了承
頂きたく思います。
それでは議案第26号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第26号の情報公開規程（案）について、原案どおり決定致しま
す。
次に議案第27号の個人情報保護規程（案）について、事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。

よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。この議案第27号につき
まし ても 、軽 微な 修正 が生 じた 場合 には その 修 正に つき まし ては 、私 に一 任し て頂け
ますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第27号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。
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異議なしと認め、議案第27号の個人情報保護規程（案）について、原案どおり決定致
します。
次に議案第28号の特定費用準備資金等取扱規程（案）について、事務局の説明を受け
ます。事務局、お願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

本件についてのご意見、ご質問のある方はどうぞ。

ご発言がなければ、質疑を終了致します。議案第28号につきましても、軽微な修正が
生じ た場 合に は、 その 修正 につ きま して は私 に 一任 して 頂け ます こと をご 了承 頂きた
く思います。
それでは議案第28号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第28号の特定費用準備資金等取扱規程（案）につい

て、原案どおり決定致します。
次に議案第29号の基本財産（案）について、事務局の説明を受けます。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは本件につきまして、ご意見、ご質問のある方はどうぞ。よろしい

でしょうか。
ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第29号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第29号の基本財産（案）について、原案どおり決定

致します。
次に、議案第30号の経営計画（案）について、事務局の説明を受けます。事務局、お
願いします。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、議案第30号の説明終わりました。ご意見、ご質問のある方はど

うぞ。
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よろしいでしょうか。ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第30号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正につきましては
私に一任して頂きますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第30号について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第30号の経営計画（案）について、原案どおり決定

致します。
次の議案第31号の事業計画（案）と議案第32号の収支予算書（案）については、一括
して説明を行います。まず、事務局の説明を受けます。事務局、お願い致します。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、大変ボリュームの多い説明で、皆さんお疲れでもあったかと思

いま すが 、説 明が 終わ りま した 。本 件に つい て 、ご 意見 、ご 質問 のあ る方 はど うぞお
願い致します。
○小澤理事

２つあります。初めに今説明をされました事業計画書の中にいろいろ数字が

出てい るん です が、 これ の単 価が 出て いませ ん 。千か 円か 、ど ちら か決 めて くだ さい 。
もう 一つ はこ の裏 に総 合体 育館 があ るん です が 、総 合体 育館 はこ の財 団の 仕事 の中に
入っていないとすれば、他にまたあると思うのですが、その点２つ教えてください。
○中山理事長

それでは事務局、お願いします。

○諏訪事務局次長

事業計画書の方は千円と入っていますが、収支予算書の方は減価償却

費が 入る ため に円 表示 にな って おり ます 。今 ま で予 算書 が千 円単 価に なっ てい たので
すが、経常費用の方で減価償却費にどうしても613円とかそういうものが出てくるもの
ですから、円表示ということでございます。
○小澤理事

そうするとこの７ページの例えば郷土資料の調査収集の中で、区の補助金が

書いてある訳です。ただ今おっしゃるとおり円にしますと、２万252円となるんですが、
人件費の補助金というのはそんなに少ないんでしょうか。
○諏訪事務局次長

事業計画書の方は右上に単位を書かせて頂いておりますが、千円でご

ざいます。
○中山理事長

単位表示が先程事業計画書の方は千円単位で、それで収支予算書の方は減

価償 却費 が出 てく るた めに 円単 位と いう こと で 、申 し訳 ない ので すが 、表 示を 変えて
いるということで。
○小澤理事

ここに千円と出ているんですね。括弧に。上の方に単位が千円と出ています。

11

○小野寺事務局長

今、会長が言われた点を具体的に言いますと、２万ではなくて、千円

単位になるので、2,025万2,000円でございます。
○小澤理事

そのぐらいならいいでしょう。円単位だと少なくなってしまうから。

○小野寺事務局長

これは千円単位ですね。こちらの最後に説明した損益ベースの収支予

算書は円単位ということになっています。
○中山理事長

少しそういう意味では、いわゆる単位が事業計画書とそれから収支予算書

の方 では 単位 が異 なっ てい て、 分か り難 いと こ ろが ある かと 思い ます が、 なる べく分
かり 易く する ため に、 事業 計画 書の 方を ゼロ が たく さん つく と、 とい うこ とで 千円単
位に して いま す。 それ でこ ちら はい わゆ る減 価 償却 で、 円単 位で 出て くる もの がある
ので、円単位にしているということでご了解いただけますでしょうか。
○小澤理事

わかりました。

○小野寺事務局長

総合体育館の件がございましたけれども、あそこはいわゆる民間３社

のコ ンソ ーシ アム で経 営し てい まし て、 私ど も の管 理の 対象 には 現在 のと ころ なって
おりませんので、ここでは載せていないということでございます。
○中山理事長

区として指定管理者として他の団体、民間の共同体に指定管理をしており

ます ので 、こ の財 団の いわ ゆる 事業 の範 囲に は 入っ てお りま せん 。よ ろし いで しょう
か。
他に何かございますか。どうぞ、武井理事。
○武井理事

この事業計画書、大変詳細にやって頂いて大変だったと思いますけれども、

この 計画 書と は別 に実 際に 事業 をな さい ます と きに 、こ の区 民健 康マ ラソ ンで すが、
61年からやっていますよね。頭に第何回とつけていらっしゃいましたかしら。
○小野寺事務局長
○武井理事

ことし何回。

○小野寺事務局長
○武井理事

はい、つけています。

ことしは第８回になります。

８回。

○小野寺事務局長

ハーフマラソンの方はですね。健康マラソンの方はそれよりもずっと

前に始めておりますので、この事業ですと２種類が合わさった形になっています。
○武井理事
○中山理事長

一緒になっていますよね。
区民健康マラソンの方は、もう昭和61年からですか。

○小野寺事務局長
○中山理事長

昭和61年から健康マラソンの方は始まっております。

もう二十数回にわたっていますけれども、現在はハーフマラソンと一体的

に事 業運 営を して 、ハ ーフ マラ ソン の方 が第 ８ 回を 迎え てい ると いう 、そ うい うもの
ですので。
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○武井理事

こういう大会に参加なさる方ですけれども、第１回から出ていますとか、第

何回 のと きは こう いう 成績 だっ たと よく おっ し ゃる もの です から 、何 か、 バン と出す
方が 事業 計画 にも いい のか なか と少 し思 った ん です 。事 業名 とし て。 でも それ が少し
難しいですね。健康マラソンと両方は。違いますものね。
○中山理事長

ハーフマラソンが後から事業としてできるようになりましたので、その中

に一 体化 して 行っ てい ると いう こと で、 それ を どう 表示 する かと いう のは 、事 業を実
施していく中での考え方ということでよろしいですかね。
○小野寺事務局長

内訳の中でそれぞれ事業の歴史といいますか、そういうものについて

はで きる だけ 分か り易 く表 示は して いき たい と 思い ます が、 一体 的に 行っ てい る事業
でございますので、事業につきましてはこのままで行かせて頂きます。
○武井理事

そうですね。それはわかりました。

○中山理事長
○武井理事

よろしいでしょうか。
結構です。

○中山理事長

他に何かございますか。よろしいですか。

それでは、ご発言がなければ質疑を終了致します。
議案第31号、32号につきましても、軽微な修正が生じた場合には、その修正につきま
しては私に一任して頂きますことをご了承頂きたく思います。
議案第31号事業計画（案）について原案どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

ありがとうございます。

異議なしと認め、議案第31号の事業計画（案）について、原案どおり決定致します。
続いて議案第32号収支予算書（案）について、原案どおり決定することにご異議ござ
いませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第32号の収支予算書（案）について、原案どおり決

定致します。
それでは、次に議案第33号の公益法人認定書類（案）について、事務局の説明を受け
ます。事務局、お願い致します。

〈資料内容についての説明省略〉

○中山理事長

それでは、説明は終わりました。本件について、ご意見、ご質問のある方

はどうぞお願い致します。
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いかがでしょうか。それではご発言がなければ、質疑を終了致します。この議案第33
号に つき まし ても 、軽 微な 修正 が生 じた 場合 に は、 その 修正 につ きま して は私 に一任
して頂けますことをご了承頂きたく思います。
それでは議案第33号について、今事務局から内容の修正があったという内容で、原案
どおり決定することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○中山理事長

異議なしと認め、議案第33号の公益法人認定書類（案）について、原案ど

おり決定を致します。
それでは、本日予定されていた議題については以上ですけれども、最後に事務局から
何かございますか。どうぞ。
○小野寺事務局長

今日はご審議、大変ありがとうございました。実は大変解りづらい説

明も せざ るを 得な い状 況に あっ たの は、 前段 若 干触 れま した が、 現在 の定 款に 定めら
れて いる 理事 会の 権限 と、 新た に予 定さ れて い る定 款で 定め てい る権 限、 権利 、義務
の関 係が 大幅 に違 って いる とい うこ とで す。 新 たな 評議 員に つき まし ては 、国 の内閣
府の 方が 丁寧 に、 例え ば最 初の 評議 員と かは や って いる んで すが 、そ の他 の機 関の決
議の 仕方 等に つい て、 移行 に当 たっ ての 具体 的 な方 針が 示さ れな いま ま、 既に 法律が
施行 され てし まっ た。 しか し、 現場 では それ を クリ アし ない とこ の先 進ま ない という
こと から 、性 格が 違う 現在 の寄 附行 為と 、こ れ から 施行 され る定 款の 両方 を何 とかう
まく クリ アす るよ うな 形で 議決 をす る必 要が あ った もの です から 、大 変分 かり づらい
説明をせざるを得なかったということがございます。
それともう一つ、先程から、議長の方から軽微な修正等について、理事長の一任とい
うこと で皆 さん の賛 同を 頂い た訳 でご ざいま す が、実 は定 款等 の部 分に つき まし ても 、
現在 の動 きの とこ ろ、 東京 都並 びに 東京 都が 設 けて いる 審査 会等 につ きま して は、大
変法 律に 厳格 な形 です べて の書 類を 審査 する と こと も言 われ てお り、 例え ば定 款４条
では 、９ 号事 業ま でく くり をさ せて 頂き まし た 。国 の方 で表 現し 切れ ない 、い わゆる
ガイ ドラ イン 等が あり まし て、 国が 示し たガ イ ドラ イン の表 現で は、 私ど もの 事業が
そこ に束 ねる のが 大変 難し いと いう こと があ り まし て、 実態 に合 った 形で の表 現等で
組み 立て てい るん です 。と ころ が、 国の 方の 基 準の 、あ るい はガ イド ライ ンの 中に何
が何 でも 収め なけ れば いけ ない とい う形 で対 応 され ます と、 そう いう 表現 等も 含めま
して 、事 業の 所属 の区 分も 大幅 に変 えざ るを 得 ない 状況 が場 合に よっ ては あり 得ると
いうことを私どもは想定している状況にあります。
従いまして、そこまで大きく変わらなければ、今日皆さんに決めて頂いた内容で進め
てい きま すが 、余 りに も大 きく 変わ って くる 場 合に は、 大変 申し 訳ご ざい ませ んが、
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もう 一度 場を 設け て決 定を する とい う手 続が 必 要に なる 場合 もあ りま すの で、 その際
は大 変ご 迷惑 かと 思い ます が、 再度 その 議決 の ため に皆 さん にお 集ま りを 頂く という
こと にな るか もし れま せん が、 是非 その 辺に つ いて は重 ねて お願 いを させ て頂 きたい
と思います。
以上でございます。
○中山理事長

それでは、理事の皆様からも何かご意見等ございましたらお願いを致しま

す。
○武井理事
○中山理事長

大変な作業ですね。
ありがとうございます。事務方も非常に日程的に厳しい中で作業をしてお

りま す。 そう いう 中で 今回 の議 決に 際し ては 、 いわ ゆる 本当 に小 さな 修正 、軽 微な修
正に つい ては 私に 一任 して 頂き たい とお 話し 申 し上 げた のも 、そ うい うと ころ でござ
います し、 今申 し上 げま した よう に、 大きく 協 議の中 で変 わっ てい くも のに つい ては 、
また 理事 の皆 さん にも う一 度議 決を して 頂く と いう こと で、 大変 ご面 倒を おか けする
こと があ るか と思 いま すが 、力 一杯 移行 に向 け て努 力を して おり ます ので 、ど うぞご
理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。
○谷頭理事

少し感想です。やはり今まであちらの財団、こちらの財団でしていたもの、

同じ よう なも のも 、中 には 今説 明を 伺っ て、 あ ると いう こと なの で、 それ を統 合して
一つ のも のを 区と して もっ と前 へ進 めた いい 形 でと いう よう に、 ずっ と説 明を 伺って
いて 聞け たも ので すか ら、 大変 期待 を持 って 見 てい ない とい けな いか と。 職員 の方は
大変だと思うのですが、よりよい形で。
あっちでもこっちでもよく言われますが、同じようなことがあっちでもこっちでもし
てい るん だか ら、 横の 連絡 をと って もう 少し こ うし た方 が、 住民 とし ては 同じ 日に同
じよ うな もの があ った りす ると 出ら れな いと か ある もの です から 、そ うい う意 味では
よい方向に行くのかなと思いました。
○中山理事長

どうもありがとうございます。是非、総合化を図って、そして効果的に、

かつ 質の 高い もの にと いう こと で努 めて まい り たい と思 いま すの で、 どう ぞよ ろしく
お願い致します。
それでは、他にはよろしいでしょうか。
それでは、皆様本当に長時間お忙しい中、ありがとうございました。
本日の理事会はこれをもちまして閉会と致します。ご協力ありがとうございました。
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