
５	 会議の開催状況	 

	 

（1）	 総会	 

開催年月日	 会議名称	 議	 	 	 	 	 題	 

平成２６年	 

５月２９日	 
定期総会	 

議案	 
１	 平成２５年度事業実績について	 
２	 平成２５年度収支決算について	 
３	 役員の選任について	 
４	 理事長への権限委任について	 
報告	 
１	 第５次中期計画について	 
２	 平成２６年度事業計画について	 
３	 平成２６年度収支予算について	 

	 

（2）	 理事会	 

開催年月日	 会議名称	 議	 	 	 	 	 題	 

平成２６年	 

５月１３日	 

第１回	 

理事会	 

Ⅰ	 審議事項	 
１	 平成２５年度事業実績について	 
２	 平成２５年度収支決算について	 
３	 役員の選任について	 
４	 平成２５年度会費未納者について	 
５	 平成２６年度収支補正予算（案）について	 
６	 平成２６年度定期総会の開催及び議題について	 
７	 入会の承認について	 
Ⅱ	 その他	 

５月２９日	 
第２回	 
理事会	 

Ⅰ	 報告事項	 
定期総会について	 

Ⅱ	 その他 

７月１８日	 
第３回	 
理事会	 

Ⅰ	 報告事項 
１	 定期総会の総括について 
２	 理事長及び専務理事の職務の執行状況について 
３	 会員動向調査の結果報告について 
Ⅱ	 審議事項 
入会の承認について 

Ⅲ	 その他	 

１２月１１日	 
第４回	 

理事会	 

Ⅰ	 報告事項 
１	 理事長及び専務理事の職務の執行状況について 
２	 京都市自転車等駐車場指定管理者の選定結果について 
３	 京都市への要請行動について 
４	 二条城事務所について 
Ⅱ	 審議事項 
１	 配分金の改定について 
２	 理事及び監事候補者選考委員会について 
３	 入会の承認について 
Ⅲ	 その他	 



平成２７年	 

３月１９日	 

第５回	 

	 	 理事会	 

Ⅰ	 報告事項 
１	 理事長及び専務理事の職務の執行状況について 
２	 未収金の欠損処理について 
３	 二条城事務所について 
Ⅱ	 審議事項 
１	 平成２６年度収支補正予算（案）について 
２	 平成２７年度事業計画（案）について 
３	 平成２７年度収支予算（案）について 
４	 入会の承認について 
Ⅲ	 その他	 

	 

（3）	 シルバーだより編集委員会	 

開催年月日	 議	 	 	 	 	 題	 

平成２６年	 
４月	 ８日	 

平成２６年５月１日号原稿の確認等及び表紙写真の決定	 

７月	 ８日	 平成２６年９月１日号掲載内容の検討等 
	 ７月２９日	 平成２６年９月１日号原稿の確認等及び表紙写真の決定 
１１月	 ４日	 平成２７年１月１日号掲載内容の検討等 
１１月２５日	 平成２７年１月１日号原稿の確認等及び表紙写真の決定 
平成２７年	 
３月	 ３日	 

平成２７年５月１日号掲載内容の検討等 

３月２４日	 平成２７年５月１日号原稿の確認等及び表紙写真の決定 

	 

（4）	 安全・適正就業委員会	 

開催年月日	 会議名称	 議	 	 	 	 	 題	 

平成２６年	 
７月２３日	 

第１回	 
安全・適正就
業委員及び地

区安全対策員
合同会議	 

１	 年間計画について	 
２	 適正就業について	 
３	 平成２６年度事故発生状況について	 
４	 平成２６年度安全・適正就業推進大会について	 
５	 その他	 

１２月１７日	 
安全・適正就
業委員会	 

１	 京都市自転車等駐車場について	 
２	 安全パトロールの報告について	 
３	 適正就業について	 
４	 平成２６年度事故発生状況について	 
５	 自転車安全講習の報告について	 
６	 その他 

平成２７年	 

１月２８日	 
地区安全対策
員会議	 

２月２５日	 

第２回	 
安全・適正就
業委員及び地

区安全対策員
合同会議	 

１	 企業訪問の報告について	 
２	 安全パトロールの報告について	 
３	 適正就業について	 
４	 平成２６年度事故発生状況について	 
５	 安全・適正就業委員及び地区安全対策員の改選について	 

６	 その他	 



（5）	 就業開拓委員会	 

開催年月日	 会議名称	 議	 	 	 	 	 題	 

平成２６年	 

４月	 ３日	 

第１回	 

就業開拓委員会	 

１	 就業開拓委員について	 
２	 平成２６年度普及啓発活動及び就業開拓活動
について	 
３	 平成２６年度就業開拓員について	 
４	 就業開拓員の活動報告	 
５	 平成２６年度「区民ふれあいまつり」等につ
いて	 
６	 その他	 

６月	 ５日	 
第２回	 

就業開拓委員会	 

１	 普及啓発活動の推進について	 
２	 平成２６年度就業開拓員の活動報告１	 
３	 平成２６年度就業開拓員の活動報告２	 
４	 平成２６年度就業開拓員の活動報告３	 
５	 その他	 

８月	 ７日	 
第３回	 
就業開拓委員会	 

１	 就業開拓員について	 
２	 普及啓発活動の推進について	 
３	 平成２６年度就業開拓員の活動報告１	 
４	 平成２６年度就業開拓員の活動報告２	 
５	 平成２６年度就業開拓員の活動報告３	 
６	 その他	 

１０月	 ２日	 
第４回	 
就業開拓委員会	 

１	 就業開拓員について	 
２	 平成２６年度下半期の就業開拓活動について
及び普及啓発活動について	 
３	 平成２６年度就業開拓員の活動報告１	 
４	 平成２６年度就業開拓員の活動報告２	 
５	 平成２６年度就業開拓員の活動報告３	 
６	 平成２６年度就業開拓員の活動報告４	 
７	 その他	 

１２月	 ４日	 
第５回	 
就業開拓委員会	 

１	 平成２６年度区民まつり等での活動について	 
２	 平成２６年度就業開拓員の活動報告１	 
３	 平成２６年度就業開拓員の活動報告２	 
４	 平成２６年度就業開拓員の活動報告３	 
５	 平成２６年度就業開拓員の活動報告４	 
６	 その他	 

平成２６年	 

２月	 ５日	 

第６回	 

就業開拓委員会	 

１	 平成２７年度就業開拓活動及び普及啓発活動
について	 
２	 就業開拓及び普及啓発用チラシについて	 
３	 平成２６年度就業開拓員の活動報告１	 
４	 平成２６年度就業開拓員の活動報告２	 
５	 平成２６年度就業開拓員の活動報告３	 
６	 平成２６年度就業開拓員の活動報告４	 
７	 平成２７年度就業開拓委員について	 
８	 平成２７年度就業開拓員について	 
９	 その他	 



	 


