一般社団法人教育システム情報学会
第 3 回社員総会議事録
1 開催日時：2017 年 6 月 24 日（土） 15：00～15：30
2 開催会場： 大阪府立大学 I-site なんば
大阪市浪速区敷津東 2 丁目 1 番 41 号 南海なんば第 1 ビル 2 階
3 社員出席者：出席 23 名／（全社員総数 23 名）
本人出席 15 名
岩根典之，香山瑞恵，國宗永佳，佐々木整，佐藤徹哉，平 治彦，高木正則，東本崇仁，
中平勝子，丹羽量久，野口孝文，宮崎佳典，村上正行，森本康彦，森本容介
議決権行使 8 名
梅田恭子，岡本 勝，田中一基，根本淳子，松下孝太郎，三石 大，光原弘幸，山川 修
役員出席者：18 名
（理事）仲林 清，不破 泰，柏原昭博，加藤泰久，小林建太郎，小松川 浩，鈴木 克明，
瀬田和久，中西通雄，西野和典，西端律子，長谷川忍 ，前迫孝憲，真嶋由貴惠，
松居辰則，山崎 治
（監事）戸田博人，永岡慶三
4 議案
4-1 審議事項
第1号議案
第2号議案
第3号議案
第4号議案

2016年度活動報告に関する件
2016年度決算報告に関する件
役員・支部長・副支部長選任に関する件
顧問・名誉会員承認に関する件

4-2 報告事項
Ⅰ 2017年度活動計画に関する件
Ⅱ 2017 年度予算計画に関する件
■配布資料・・・第 3 回社員総会議案書
5 議事の経過概要および議決の結果
1）真嶋副事務局長より，定款第 19 条の条件を満たしている為，第 3 回社員総会が成立することが報告され，開
会が宣言された。
2）仲林会長より挨拶があった。
3）総会開催にあたり，定款第 17 条に基づき，仲林会長が議長を務めることが告げられた。
4）仲林会長より，定款第 23 条に基づき，仲林会長・不破副会長・柏原副会長が議事録署名人を務めることが告
げられた。
5）審議
5-1）第 1 号議案 2016 年度活動報告に関する件
真嶋事務局長より，2016 年度の活動報告がなされた。審議の結果，満場一致で承認可決された。
5-2）第 2 号議案 2016 年度決算報告に関する件
財務担当加藤理事より，2016 年度の決算報告がなされた。審議の結果，満場一致で承認可決された。
5-3）役員・支部長・副支部長選任に関する件
[役員選任に関する件]
鈴木理事より，役員選任について説明があり，次の通り承認可決した。
・越智洋司氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
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・柏原昭博氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・加藤泰久氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・小尻智子氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・小西達裕氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・小林建太郎氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会にお
いて満場一致をもって承認された。
・小松川浩氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・鈴木克明氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・瀬田和久氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・鷹岡亮氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・中西通雄氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・仲林清氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・西野和典氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・西端律子氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・長谷川忍氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・平嶋宗氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・布施泉氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・不破泰氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・前迫孝憲氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・真嶋由貴惠氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会にお
いて満場一致をもって承認された。
・松居辰則氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・松浦健二氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・松原行宏氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・山崎治氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会において
満場一致をもって承認された。
・渡辺博芳氏の新理事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・戸田博人氏の新監事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
・永岡慶三氏の新監事選出について社員による投票が行われ，過半数以上の賛成票が確認され本総会におい
て満場一致をもって承認された。
[支部長・副支部長選任に関する件]
鈴木理事より，支部長・副支部長選任について説明があり，審議の結果，以下の方々が満場一致で承認可決
された。
【北海道支部】 支部長
布施
泉
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副支部長
【関東支部】
支部長
副支部長
【北信越支部】 支部長
副支部長
【東海支部】
支部長
副支部長
【関西支部】
支部長
副支部長
【中国支部】
支部長
副支部長
【九州支部】
支部長
副支部長

小松川 浩，
松居 辰則
山本
樹
長谷川 忍
篭谷 隆弘，
野崎 浩
稲垣
宏，
西端 律子
越智 洋司，
笠井 俊信
林
雄介，
岡崎 泰久
石塚 丈晴，

皆川 雅章

野瀬

裕昭

吉根

勝美

瀬田

和久

松本 慎平
久保田

真一郎

5-4）第 4 号議案 顧問・名誉会員承認に関する件
[顧問承認に関する件]
不破理事より，顧問選任について説明があり，審議の結果，以下 6 名が満場一致で承認可決された。
伊東 幸宏，岡本 敏雄， 小松 秀圀， 竹内
章， 溝口 理一郎，吉田 覚
[名誉会員承認に関する件]
不破理事より，名誉会員選任について説明があり，審議の結果，以下 10 名が満場一致で承認可決された。
石桁 正士， 磯本 征雄， 伊藤 紘二， 大槻 説乎， 小荒井 順， 対馬 勝英， 西之園晴夫，
樋川 和伸， 細井
正， 矢野 米雄
6）報告
6-1）仲林議長進行の下，以下の通り報告された。
Ⅰ 2017 年度活動計画に関する件
真嶋副事務局長より，2017 年度の活動計画が報告された。
Ⅱ 2017 年度予算計画に関する件
財務担当加藤理事より，2017 年度の予算計画が報告された。
7）議長の降壇
仲林議長より全議案が終了した旨を述べ，議長の任を降りた。
以上により，本日の議事を終了し，第 3 回社員総会の閉会が宣言された。
上記の第 3 回社員総会の議決及び報告事項を明確にするため，この議事録を作成し，議事録署名人はここに記名
押印する。
2017 年 6 月 24 日
一般社団法人教育システム情報学会
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議長

仲林 清

署名人

不破 泰

署名人

柏原 昭博

