
第１８６回（臨時）代議員会議事録 

 

 

第１８６回（臨時）代議員会が、令和２年５月１６日（土）１４時３０分より、愛知県名古屋市

中区栄四丁目１４番２８号、愛知県医師会館９階大講堂及び８階８０１～８０４会議室において

開催され、１６時１９分に閉会した。 

 

代議員総数  １８８名    出席代議員の数 １８６名 

議決権の総数 １８８個    出席した代議員の議決権の数 １８６個 

 

 

   仮 議 長  岡田 和嘉 

議   長  纐纈 雅明 

   副 議 長  服部 達哉、市川 朝洋 

 

議事録作成者  柏田 樹 

  

 開  会  

定刻に至り、現時点では議長、副議長が空席のため、古田正典事務局長より、開会に先立ち、

公益社団法人愛知県医師会定款施行細則第１１条に則り、代議員の年長者の中から仮議長の

選定を行う旨説明があり、出席代議員の中で最年長者である議席番号 12番岡田和嘉代議員

を仮議長に選定することについて議場に諮ったところ、出席代議員全員の賛成を得て、岡田

和嘉代議員が仮議長として登壇した。 

公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則(以下、「代議員会議事規則」という。)第１条

第２項に則り、総代議員の半数を超える代議員の出席を確認し、岡田和嘉仮議長は、代議員

会議事規則第７条第１項に則り開議を宣言した。 

 

 【 議事録署名人の指名 】 

議事録署名人については、代議員会議事規則第６６条により、岡田和嘉仮議長が以下の２名

を指名した。 

   議席番号   ８６番  小森 義之（豊川市） 

   議席番号  １１４番  小林 邦生（名古屋市－北区） 

 

 選  挙  

選挙を行うにあたり、岡田和嘉仮議長より、候補者氏名記載順序について、公益社団法人愛

知県医師会選挙規則（以下、「選挙規則」という。）第２７条２項の規定により、５月７日（木）

に開催した公益社団法人愛知県医師会選挙管理委員会（以下、「選挙管理委員会」という。）

において、中川正美選挙管理委員会委員長のくじに依り決定したことが説明された。 

次に、選挙の進行は、選挙管理委員会が行うことを説明され、中川正美選挙管理委員会委員

長による選挙が行われた。 

 

（１）議長、副議長 

議長、副議長それぞれの選挙について、中川正美選挙管理委員会委員長より当日立候補を

表明できる旨を説明し、立候補者を募ったが申し出る者はなく、立候補者はないものと確

認し、選挙規則第４１条により、投票に依らずに届出候補者を当選人とすることを決定し、

岡田和嘉仮議長に報告した。岡田和嘉仮議長は議長、副議長それぞれの選定決議を行い、



出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、次に掲げる議長、副議長の選

定が決議された。 

議 長  纐纈 雅明（一宮市） 

         副議長  服部 達哉（名古屋市）、市川 朝洋（豊橋市） 

 

議事進行を仮議長から議長に交代し、纐纈雅明代議員会議長は、代議員会議事規則第９条

に則り、議事運営委員会の開催を宣言し、１５時００分まで会を中断すると宣告した。 

 

纐纈雅明代議員会議長は代議員会議事規則第１条第２項に則り、総代議員の半数を超える

代議員の出席を確認し、代議員会議事規則第７条第１項により、１５時００分、会の再開

を宣言した。 

（２）の選挙については副会長候補者を除き定数内の届出候補者数であり、中川正美選挙

管理委員会委員長は選挙規則第４１条に則り、投票に依らず届出候補者を当選人とするこ

とを決定し、纐纈雅明代議員会議長に報告した。纐纈雅明代議員会議長は職毎に議場に諮

り、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、次に掲げる届出候補者を

当選人とすることを決議した。 

副会長候補者は名古屋地区において、定数１に対し、２名の届出候補者があり、中川正美

選挙管理委員会委員長は選挙規則第３４条第１項及び第２項に則り、投票に依る選挙を行

った。９階大講堂と８階８０１～８０４会議室を議場閉鎖し、選挙管理委員会立ち会いの

下、会場にいる代議員は投票を行った。開票は９階にて行い、開票の結果、投票数１８６

票、白票２票、有効投票数１８４票、羽田野徹夫候補７８票、杉田洋一候補１０６票、よ

って杉田洋一候補を当選人とすることを決定した。また、尾張地区、三河地区においては、

定数１に対し、同数の届出候補者数のため、投票に依らず届出候補者を当選人とすること

を決定し、３名を当選人として、纐纈雅明代議員会議長に報告した。纐纈雅明代議員会議

長は議場に諮り、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、杉田洋一候

補、野田正治候補、浅井清和候補を当選人とすることを決議した。 

 

（２）理事（会長候補者、副会長候補者、理事候補者） 

会長候補者  柵木 充明 

副会長候補者（名古屋地区） 杉田 洋一 

（尾張地区） 野田 正治 

（三河地区） 浅井 清和 

理事候補者 （名古屋地区） 西山  朗、樫尾 富二、渡邊 源市、大輪 芳裕 

加藤 雅通、細川 秀一 

（尾張地区） 西脇  毅、松浦 誠司、河村 英徳 

        （三河地区） 田那村 收、渡辺 嘉郎、大石 明宣 

        （大学医師会） 小寺 泰弘 

        （愛知県病院協会）浦田 士郎 

        （日本女医会愛知県支部） 小出 詠子 

 

（３）～（５）の選挙については、いずれも定数内の届出候補者数であり、中川正美選挙

管理委員会委員長は選挙規則第４１条に則り、投票に依らず届出候補者を当選人とするこ

とを決定した。纐纈雅明代議員会議長はそれぞれを議場に諮ったところ、出席代議員の半

数を超える賛成の挙手を得たことを確認し、次に掲げる届出候補者全員の当選を決議した。 

 

（３）監事 

      （名古屋地区）横井  隆、（尾張地区）岡本  晃、（三河地区）伊藤 宣夫 

 

 



（４）裁定委員 

    （名古屋地区） 高橋 英城、伊佐治 文朗、福田  巖、荒川 敏之 

    （尾張地区） 山本 武司、城  義政 

    （三河地区） 三矢 哲英、星野 順一郎 

    （大学医師会） 佐々木 ひと美 

 

（５）日本医師会代議員、同予備代議員 

・日本医師会代議員 

（名古屋地区）  

柵木 充明、樫尾 富二、加藤 雅通、大輪 芳裕、服部 達哉 

細川 秀一、加藤 政隆、山根 則夫、杉田 洋一 

    （尾張地区）  

野村 直孝、野口 良樹、纐纈 雅明、松浦 誠司、野田 正治 

福井 雅子 

  （三河地区）  

大石 明宣、伊藤 宣夫、渡辺 嘉郎、浅井 清和、田那村 收 

（ 各 団 体 ） 

浦田 士郎 

   ・同予備代議員  

（名古屋地区）  

太田 隆之、鵜飼 泰光、佐藤 弘男、牧  篤彦、足立 昌由 

西村 賢司、真野 寿雄、渡邊 源市、西山  朗 

    （尾張地区）  

櫻井 義也、越野 保一、松本 高典、金山 和広、安井  直 

野村  敦 

    （三河地区）  

清水 誠司、権田 隆実、丸山 純夫、生田  譲、野村 英雄 

（ 各 団 体 ） 

小出 詠子 

 

全ての選挙を終え、纐纈雅明代議員会議長は中川正美選挙管理委員会委員長を始め、選挙

管理委員会委員への謝辞を述べられ、選挙管理委員会委員は役割を終え退場した。引き続

き議事に移り、２つの議案について決議を行った。 

 

 議  事  

第１号議案 次期役員（会長、副会長、理事、監事）及び裁定委員の就任日に関する件 

次期役員の就任日については、令和２年６月１３日（土）開催の第１８７回（定例）代議

員会での選任、選定決議を経て、選挙規則第４６条により６月１４日（日）の就任となる

ことを纐纈雅明代議員会議長より議場に諮ったところ、出席代議員の半数を超える賛成の

挙手を得て決議した。 

 

第２号議案 日本医師会代議員、同予備代議員選出及び就任日に関する件 

選出後、最初の日本医師会定例代議員会開催日〔令和２年６月２７日（土）〕より、２年

後の日本医師会定例代議員会開催日の前日までとすることを纐纈雅明代議員会議長より

議場に諮ったところ、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得て決議した。 

     

全ての日程を終了し、纐纈雅明代議員会議長は協力を謝して１６時１９分閉会を宣言した。 

 



(4)裁定委員

(名 古屋地区)

(尾 張地 区 )

(三河地 区 )

(大学医師会)

高橋 英城、伊佐治 文朗、福田

山本 武司、城  義政

三矢 哲英、星野 )贋一郎

佐々木 ひと美

巌、荒川 敏之

旧

(5)日本医師会代議員、同予備代議員
。日本医師会代議員

(名 古屋地区)

柵木 充明、樫尾 富二、加藤

細川 秀一、加藤 政隆、山根

(尾 張地 区 )

野村 直孝、野口 良樹、綴綴

福井 雅子

(三 河地 区 )

大石 明宣、伊藤 宣夫、渡辺

(各 団 体 )

浦田 士郎
。同予備代議員

(名 古屋地区)

太田 隆之、鵜飼 泰光、佐藤

西村 賢司、真野 寿雄、渡邊

(尾 張地 区 )

櫻井 義也、越野 保一、松本

野村  敦

(三 河地 区 )

清水 誠司、権田 隆実、丸山

(各 団 体 )

小出 詠子

雅通、大輪

則夫、杉田

服部 達哉

野田 正治

田那村 耳女

足立 昌由

安井  直

野村 英雄

絡
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全ての選挙を終え、綴細雅明代議員会議長は中川正美選挙管理委員会委員長を始め、選挙

管理委員会委員への謝辞を述べられ、選挙管理委員会委員は役割を終え退場した。引き続

き議事に移り、 2つの議案について決議を行つた。

議  事

第 1号議案 次期役員 (会長、副会長、理事、監事)及び裁定委員の就任 日に関する件

次期役員の就任 日については、令和 2年 6月 13日 (土)開催の第 187回 (定例)代議

員会での選任、選定決議を経て、選挙規則第46条により6月 14日 (日 )の就任となる

ことを練績雅明代議員会議長より議場に諮ったところ、出席代議員の半数を超える賛成の

挙手を得て決議した。

第 2号議案 日本医師会代議員、同予備代議員選出及び就任 日に関する件

選出後、最初の日本医目下会定例代議員会開催 日 〔令和 2年 6月 27日 (上 )〕 より、 2年

後の日本医師会定例代議員会開催 日の前日までとすることを練練雅明代議員会議長より

議場に諮つたところ、出席代議員の半数を超える賛成の挙手を得て決議した。

全ての日程を終了し、綴綴雅明代議員会議長は協力を謝して 16時■9分閉会を宣言した。


