
平成 27年度群馬県行政書士会前橋支部定時総会議事録

定 時 総 会 概 要

1,日  時   平成 27年 4月 25日  (土 )午 後 2時 00分～午後 3時 30分

2.会 場   前橋テルサ  8階  けやき

前橋市千代田町 2丁 目 5番 1号

3.議 事

(1)開会のことば                 高橋副支部長

(2)物故会員に対し黙祷              細野副支部長

(3)支部長挨拶                  岩村支部長

(4)会長励辞※                  福田会長

(5)定足数発表                  細野副支部長

(6)議長選出 (書記 。議事録署名人指名)      細野副支部長

(7)議案審議

議案第 1号 平成 26年度事業報告 (会員移動を含む)

議案第 2号 平成 26年度収支決算の報告及び監査報告

議案第 3号 平成 27年度事業計画 (案 )

議案第 4号 平成 27年度収支予算 (案 )

議案第 5号 役員の改選について

議案第 6号 本会代議員の選任方法

議案第 7号 その他

(8)閉会のことば 高橋副支部長
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議
司会者 細野副支部長

1.開会 の 言 葉   高橋副支部長

平成 27年度群馬県行政書士会前橋支部定時総会を開会致し

ます。

2.物故会員に対し黙祷  細野副支部長

3.支部長挨拶  岩本寸支部長

4.会長励辞   福田会長

5.定足数発表  細野副支部長

会員数

出席会員数

委任状会員数

合 計 157名

以上の通 り定足数に達したので本総会が成立したことを宣言する。

6.議長選出 (書記・議事録署名人指名)   細野副支部長

議長の選出について議場に諮る。

司会者一任の声あり。

滝沢 明男 会員を指名。

滝沢議長     議長就任の挨拶を述べる。

議長、総会の期日を本日 1日 とすること等、議事の進行方法について説明を行い、議

244名

47名

110名
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場に承認を求め、

議長

7.議案審議

議案第 5号

執行部

議長

書  記 池田

木暮

議事録署名人  岡村

/1ヽ 野

前橋支部長

本会理事候補

正晃 会員

創一 会員

親男 会員

省一 会員

古田島 俊憲 会員

田中  國夫 会員

細野  成也 会員

小林  大栄 会員

書上 茂一郎 会員

池田  正晃 会員

承認を受ける。

書記 。議事録署名人の選出について議場に諮る。

議長一任の声あり。

以下のように指名する。

役員の改選について

議事内容の関係から、第 5号議案を最初にして欲しい。

支部長の申し出について議場に諮る。

議場より拍手

異議なしと認め、先に行うことに決し、笛木昭彦選管委員長を呼び

入れ、以後の進行を依頼する。

笛木選管委員長 挨拶の後、支部長選挙、本会理事候補者のいずれについても定員と

立候補者数が同一であつたため、以下の会員を当選者と決定した旨

の発表がなされた。
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笛木選管委員長により当選者に当選証書が授与される。

引き続き、各当選者による挨拶が行われる。

議長      議場に支部長、本会理事候補の了承を求める。拍手多数により了承

される。

議案第 1号   平成 26年度事業報告 (会員移動を含む)

議案第 2号   平成 26年度収支決算報告及び監査報告

議長      議案審議の方法として、議案第 1号 と議案第 2号は関連するので一

括審議とする旨の説明を行う。

議案第 1号及び議案第 2号 について説明を求める。

執行部     議案第 1号 平成 26年度事業報告 (会員移動を含む)について、

岩村支部長及び池田業務研修委員長・岡本親睦等推進委員長が説明

する。

加えて、新設された有限責任事業組合行政書士前橋についての説明

がなされる。

議案第 2号 平成 26年度収支決算報告について古田島副支部長が

説明する。

議長      監事からの監査結果報告を求める。

書上監事、堀越監事    監査したところ、適正に処理されたことを報告する。

議長      議案第 1号及び議案第 2号について質疑を求める。

議場より異議無しの声

議長      議案第 1号及び議案第 2号について拍手で承認を求める。拍手多数

により議案第 1号及び議案第 2号の承認を議決する。

議案第 3号   平成 27年度事業計画 (案 )

議案第 4号   平成 27年度収支予算 (案 )
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議長      議案第 3号 と議案第 4号を一括審議とする旨の説明を行 い、議案第

3号及び議案第 4号について説明を求める。

執行部     議案第 3号 平成 27年度事業計画案 について、古田島副支部長が

説明する。

議案第 4号 平成 25年度収支予算案について、古田島副支部長が

説明する。

議長      質疑を求める。

議場よ り異議無 しの声

議長      議案第 3号及び議案第 4号について拍手で採決を求める。拍手多数

によ り議案第 3号及び議案第 4号を議決する。

古田島新支部長 次の議案の前に新支部長として、新執行部の人事について提案した

いとの要望がある。

副支部長に以下の会員が指名され、拍手多数により承認される。

新副支部長   細野  成也 会員

池田  正晃 会員

平塚   昭 会員

続いて支部の幹事及び監事 。顧問・相談役の選任 について、執行部

ヘー任することの承認を求める。拍手多数によ り承認される。

議案第 6号   本会代議員の選任方法

議長      執行部に説明を求める。

執行部     議案第 6号 本会代議員の選任方法について、総会出席者及び委任

状提出者を優先し、さらに支部代議員会及び本会総会に出席できる

会員の中から本会代議員を選任する旨を説明、執行部への一任を提

案する。

議長      議案第 6号 について拍手で承認を求める。拍手多数により議案第 6
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号の承認を議決する。

第 7号議案   その他

議長      議案第 7号について説明を求める。

執行部より提案事項がないことが述べられる。

議長      以上で議事を終了し、降壇の挨拶を行い退席する。

8.閉 会の言葉

高橋副支部長が閉会の言葉を述べ閉会。

上記の議決を明確にするため議事録を作成し、議長ならびに議事録署名人

において署名、捺印する。

平成27年 ∫ 月ネタ日
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額ze警
議事録署名人 ′者ト メさ 統

ア ⑩

ノ|｀ 野 右~ 9議事録署名人
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