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平成 25年度（2013年度） 

もくせい福祉会後援会 第９回総会議事録 
 

◆◆  日日  時時  平成 25年5月 19日（日）15：00～15：45 

◆◆  場場  所所  浦和ふれあい館 ２Ｆ 大会議室 

◆◆  出出席席者者  正会員出席者合計 55名（出席者 27名、委任状 28通、正会員総数 70名） 

◆◆  会会長長のの挨挨拶拶  
大森好友後援会会長は挨拶のあと、議長（宇都宮寿武）と議事録署名人（福地明生、松浦 久）案と総会資

料の修正報告を行い、出席者の承認を受けた。 

総会資料の修正は次の通り。 

① 資料１の 1.3項(3)の誤記修正 

（誤）福祉会が後援という形で 

（正）後援会が後援という形で 

② 資料２における報告書名称の修正 

（誤）平成 23年度 もくせい福祉会後援会決算報告書 

（正）平成 24年度 もくせい福祉会後援会決算報告書 

③ 資料４における平成 25年度役員について 

平成25年度役員の顧問について、小辻孝徳氏を予定していたが５月11日に他界されたため空席とする。 

◆◆  総総会会のの成成立立ににつついいてて（（宇宇都都宮宮寿寿武武  議議長長よよりり））  
正会員出席者合計は総会出席者 27名に加えて委任状が 28通あることから 55名となり、正会員数 70名の

３分の１以上であることから総会成立が議長より宣言された。 
 

◆◆  総総会会議議案案のの審審議議  
  

【【第第１１号号議議案案】】平平成成 2244年年度度活活動動報報告告  

齋藤正男副会長より提出資料１に基づき報告を行った。 

１．活動報告 

１．１ もくせい福祉会への寄付 

「もくせい福祉会」へ予算通りに 20万円の寄付を行うことが出来た。また、二つの施設（ふぁくと

りーもくせい、ほっとラウンジ）にて必要があれば弾力的に資金援助する件は、手づくり厨のリクリ

エーション行事支援として３万円の寄付を行った（行事費予算から引当てた）。 

１．２ 会則第３条（目的）と第４条（事業）に則った活動 

後援会会則の目的と事業に沿う活動（研修会、講演会、事業化研究、障害者雇用に関する調査）

について取り組んで行く件、取り組むことができず課題を残した。 

１．３ 行事について  

（１）施設近隣の自治会との交流 

 「ふぁくとりーもくせい」が所在するさいたま市中央区大戸一丁目の行事「お楽しみ会」に継

続して参加し、交流と親睦に努める件、会報でも報告したが、11月 25日（日）に「お楽しみ会」

が開催され、これに「ふぁくとりーもくせい」が通所者と共に出店。後援会有志がご近所のボラ

ンティアさんと一緒にサポートに入った。 

（２）もくせい会祭り（バーベキュー大会） 

悪天候により中止となった。 

（３）リクリエーション  

福祉会(手づくり厨)主催、後援会が後援という形で 2013 年３月 15 日（金）に「バスツアーに

よるイチゴ狩り」を実施。後援会から行事費の３万円を寄付した。 

２．役員（あいうえお順、敬称略） 

平成 24年度役員は次の通り。（★印は一般市民の役員） 

会 長 … 大森 好友★ 

副会長  …  齋藤 正男 

理 事 … 宇都宮 寿武★、小笠原 明、金沢 甫、古坂 秀之★、福地 明生★、松浦 久★ 

会 計 … 鴨田 久美子 

監 事 … 油井 良雄、越塚 寿人 

顧 問 … 小辻 孝徳★ 

 

◆ 以上の第１号議案について、異議なし。出席者一同これを承認した。 
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【【第第２２号号議議案案】】平平成成 2244年年度度決決算算報報告告ににつついいてて    
齋藤正男副会長より提出資料２に基づき報告を行った。 
 

平成２４年度 もくせい福祉会後援会決算報告書 
自 平成 24 年４月１日 

至 平成 25 年３月 31 日 

■収入の部     

科目 予算額 決算額 比較増減 備考 

正会員費  180,000 222,000 42,000 74名（うち、H25年度分3名） 

賛助会員費 800,000 702,000 △ 98,000 218名（法人会員を含む、うちH25年度以降分19名） 

購読会員費 25,000 0 △ 25,000 （後援会に購読会員は存在しない）  

チャリティ収益 30,000 0 △ 30,000   

雑収入 50,000 27,182 △ 22,818 寄附金、利息等 

繰越金 918,361 918,361 0 前年度繰越金 

     計 2,003,361 1,869,543 △ 133,818   
 

■支出の部      

科目 予算額 決算額 比較増減 備考 

機関誌購読料 200,000 175,000 △ 25,000 350名分（ほっとラウンジに委託）1名年間500円 

会議費 30,000 9,000 △ 21,000 役員会お茶菓子 

通信費 60,000 46,350 △ 13,650 切手、はがき、郵送料等 

事務費 10,000 7,046 △ 2,954 領収証、プリンタ・インク代等 

正会員活動費 30,000 0 △ 30,000   

行事費 30,000 30,000 0 もくせい福祉会へいちご狩り補助金 

雑費 40,000 19,290 △ 20,710 振込手数料等 

寄附金支出（１） 200,000 200,000 0 もくせい福祉会へ 

寄附金支出（２） 0 0 0   

積立用寄附金 500,000 500,730 730 後援会内部積立金 

予備費 0 80,000 80,000 施設職員餅代 

繰越金 903,361 802,127 △ 101,234 次年度繰越金等 

     計 2,003,361 1,869,543 △ 133,818   
 

■繰越金内訳（計 802,127 円） 

現金 44,492 円    郵便口座 97,280円    銀行口座 660,355円 
 

■武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金（7 口 計  3,516,233 円） 
① 504,301円、② 502,566円、③ 503,977円、④ 500,361円、⑤ 504,907円、⑥ 500,121円、⑦ 500,000円 

 

＜監査報告＞ 

越塚寿人監事より、平成 25 年４月 13日の監査結果、申告内容と相違ないことを確認したとの報告がさ

れた。 
 

なお、寄付金の使途については、もくせい福祉会・河面英則理事長より、いちご狩りの費用として使わせていただい

たとの報告がされた。 
 

◆ 以上の第２号議案について、異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

【【第第３３号号議議案案】】平平成成 2255年年度度  活活動動計計画画ににつついいてて  
大森好友会長より、提出資料３に基づき説明。 

１．活動方針と計画 
１．１ もくせい福祉会への寄付 

「ふぁくとりーもくせい」の発展的移転を目的とした寄付要請が「もくせい福祉会」からあり、

200万円の寄附を行う。その他、二つの施設（ふぁくとりーもくせい、ほっとラウンジ）にて必要が

あれば弾力的に資金援助して行く。 
 

１．２ 会則第３条（目的）と第４条（事業）に則った活動 
後援会会則の目的と事業に沿う活動について検討して行く。 
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１．３ 行事について  
 

（１）施設近隣の自治会との交流 

 日程は未定ですが、「ふぁくとりーもくせい」が所在するさいたま市中央区大戸一丁目の行事

「お楽しみ会」に継続して参加し、交流と親睦に努める。 

（２）バーベキュー大会 

６月１日（日）、さぎ山記念公園キャンプ場にてバーベキュー大会を行う。 

（３）リクリエーション  

もくせい福祉会施設利用者と職員が無理なく参加できる行事を企画して行く。 
 

※ もくせい福祉会・河面英則理事長より、「ふぁくとりーもくせい」の移転の必要性と移転計画と

費用についての説明が行われた。 
 

◆ 以上、第３号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 
  

【【第第４４号号議議案案】】平平成成 2255年年度度  役役員員ににつついいてて  
齋藤正男副会長より提出資料４に基づき、役員案が提示された。（★印は一般市民の役員） 

会 長 … 大森 好友★ 

副会長  … 齋藤 正男 

理 事 … 宇都宮 寿武★、小笠原 明、金沢 甫、福地 明生★、松浦 久★ 

会 計 … 鴨田 久美子★ 

監 事 … 油井 良雄、越塚 寿人 

顧 問 … （空席） 
 

尚、古坂 秀之氏★はもくせい福祉会の評議員に就任するため、理事を退任となった。 
 

◆ 以上、第４号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

【【第第５５号号議議案案】】平平成成 2255年年度度予予算算ににつついいてて    
齋藤正男副会長より、提出資料５に基づき説明した。 

■ 平成２５年度 もくせい福祉会後援会予算書（案）          自 平成25年4月１日 
    至  平成26年3月31日 

■収入の部      (単位 円） 

科目 
前年度 

予算額 

今年度 

予算額 
比較増減 備考 

正会員費  180,000 222,000 42,000 74名 

賛助会員費 800,000 800,000 0 218名（法人会員を含む） 

購読会員費 25,000 0 △ 25,000 （購読会員は存在しない） 

チャリティ収益 30,000 0 △ 30,000   

雑収入 50,000 50,000 0 寄附金、利息等 

定期預金繰入 0 1,500,482 1,500,482 定期預金３口を繰り入れる 

繰越金 918,361 802,127 △ 116,234 前年度繰越金 

     計 2,003,361 3,374,609 1,371,248   
      

＜もくせい福祉会後援会会則より抜粋＞ 

第３条（目的） 

 この会は、社会福祉法人もくせい福祉会を後援し、精神保健福祉に関する様々な問題について、共に考え、その解

決に努力することを柱とし、障害をもつ人も持たない人も誰もが安心して暮らせる社会、そして一人一人がいきいき

と個性を発揮しあえる社会をつくることを目的とする。 
 

第４条（事業） 

  この会は前条の目的を達成するため次のことを行う。 

（１） 社会福祉法人もくせい福祉会の後援 

（２） 精神保健福祉に関する諸問題についての啓発 

（３） 精神保健福祉に関する諸問題についての調査、研究 

（４） 当事者の自立支援および地域福祉の推進 

（５） その他目的達成に必要な事業 
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■支出の部      

科目 
前年度 

予算額 

今年度 

予算額 
比較増減 備考 

機関誌購読料 200,000 175,000 △ 25,000 350名分（ほっとラウンジに委託）1名年間500円 

会議費 30,000 20,000 △ 10,000 役員会お茶菓子 

通信費 60,000 50,000 △ 10,000 切手、はがき、郵送料等 

事務費 10,000 10,000 0 領収証、プリンタ・インク代等 

正会員活動費 30,000 0 △ 30,000   

行事費 30,000 50,000 20,000 バーベキューなど 

雑費 40,000 20,000 △ 20,000 振込手数料等 

寄附金支出（１） 200,000 2,000,000 1,800,000 ふぁくとりーもくせいへ 

寄附金支出（２） 0 0 0   

積立用寄附金 500,000 500,000 0 後援会内部積立金 

予備費 903,361 549,609 △353,752 次年度繰越金等 

     計 2,003,361 3,374,609 1,371,248   
       

■収入の部の繰越金について（内訳） 

繰越金内訳（円） 
現金 郵便口座 銀行口座 合計   

44,492 97,280 660,355 802,127   
       

■収入の部の定期預金につて 

定期預金（円） 

継続 504,301 502,566 503,977 504,907 2,015,751 

予算繰入 500,361 500,121 500,000  1,500,482 

合計 武蔵野銀行武蔵浦和支店定期預金 （7口） 3,516,233 

※ 定期預金３口（\1,500,482）を予算（収入の部）へ繰り入れる。 
 

◆ 以上、第５号議案について異議なし。出席者一同これを承認した。 

 

 

【その他】 
 齋藤正男副会長より、故・小辻孝徳顧問の功績について補足説明がなされた。 

 「ふぁくとりーもくせい」の当初設立及び移転に際して大戸一丁目の町会長だった小辻氏が地主に働き

かけてくださるなど対応してくださり、何の問題も無く地域に受け入れられて来た。小辻顧問の存在は非

常に大きいものだった。心から感謝しているとの内容であった。 

 

 

 

◆ 以上をもって、宇都宮議長は議事終了を宣言し、大森会長は総会の閉会を宣言した。 

以上、この議事録は正確であることを証します。 

 

   平成 25年   ６月 ２日 

議  長      宇都宮 寿武           印 

 
 

議事録署名人    福地 明生           印 

 
 

議事録署名人    松浦  久            印 

 

 

＜以下、余白＞ 


