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２ 諸会議 

（１）総 会 

 

 （２）役員会 

決議の省略による 

令和２年度定時総会 

書面議決 

年月日 

令和２年７月３１日   

会員総数 同意書提出 同意書未提出 同意数 

６２ ６２ ０ ６２ 

◯提案する議案 

  第１号議案       令和元年度業務報告及び一般会計収支決算の承認について 

  第２号議案       令２元年度における会費の額、納入の時期及び納入の方法について 

  第３号議案    役員の選任について 

◯通知する報告事項  令和２年度事業計画及び一般会計収支予算について 

○意見集約事項 

  第１号議案～第３号議案は、いずれも原案どおり決定された。 

決議の省略による 

令和２年度臨時総会 

書面議決 

年月日 

令和２年１２月１８日   

会員総数 同意書提出 同意書未提出 同意数 

    ６２     ６２       ０     ６２ 

◯提案する議案 

  第１号議案  役員の選任について 

○意見集約事項 

  第１号議案は原案のとおり決定された。 

第１回通常理事会  

開催年月日 

令和２年７月６日 

出席理事 

本人     １２名 

監事      ２名 

 

◯提出議案 

第１号議案 令和２年度業務報告及び一般会計収支決算の承認について 

第２号議案 役員改選に伴う役員候補者の選出について 

第３号議案 令和２年度定時総会を書面議決で行うことについて 

第４号議案 令和２年度定時総会提出議案の承認について 

◯報告事項 

第１号 理事の執務状況について（法人法第91条第2項関係） 

◯決議事項 

第１号議案～第４号議案は、いずれも原案通り決定された。 

みなし決議に関する 

第１回臨時理事会 

決議された日 

令和２年８月１７日 

書面提出 

  理事 １４名 

○提案事項 

第１号議案 会長、副会長、専務理事の選定について 

  第１号議案の１  会長の選定 

  第１号議案の２  副会長の選定 

  第１号議案の３  専務理事の選定 

第２号議案  副会長の職務執行順序の決定 
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（３）監査会 

実施年月日 監査の範囲 監査講評 

 令和２年６月１７日 令和元年度事業内容及び 一般会計収支会

計処理 

 特に指摘事項なし 

 

(４)本協会から出席した主な会議及び行事 

月・日 行事名 場所 

R2 年    6 月 17 日 （公社）岐阜県山林協会 監査会 岐阜市 

6月 19日 令和 2 年度岐阜県治山林道工事ｺﾝｸｰﾙ審査会 岐阜市 

7月 1日 令和 2 年度山の日フェスタぎふ企画委員会 岐阜市 

7月 6日 （公社）岐阜県山林協会令和 2年度第 1 回通常理事会 岐阜市 

7月 20日 
令和 3 年度予算確保にかかる 県選出国会議員及び林野庁

への提案・要望活動（要望書郵送） 
東京都 

7月 31日 （公社）岐阜県山林協会 令和 2年度定時総会（書面） 岐阜市 

8 月 2日～12日 ぎふ木育 WEEK2020 岐阜市 

8月 17日 （公社）岐阜県山林協会令和2年度第1回臨時理事会(書面） 岐阜市 

監事  ３名 

 

◯決議事項 

第１号議案～第２号議案は、いずれも原案通り決定された。 

みなし決議に関する 

第２回臨時理事会 

決議された日 

令和２年１２月３日 

書面提出 

  理事 １４名 

監事  ３名 

◯提案事項 

第１号議案 役員選任に伴う役員候補者の選出について 

第２号議案 役員選任に伴う臨時総会の開催について 

◯決議事項 

第１号議案～第２号議案は、いずれも原案通り決定された。 

 

 

第２回通常理事会  

開催年月日 

令和３年５月７日 

出席理事 

本人     １２名 

監事      １名 

 

◯提出議案 

第１号議案 令和 3年度事業計画並びに予算の承認について 

第２号議案 令和 3年度会費総額及び会費内訳(案)の承認について 

第３号議案 令和 3年度役員報酬額について 

第４号議案 令和 3年度定時総会の開催日時、場所について 

◯報告事項 

第１号 理事の執務の状況について（法人法第 91 条第 2項関係） 

第２号 中部地区治山林道連絡協議会の当番県について 

◯決議事項 

第１号議案～第４号議案は、いずれも原案通り決定された。 
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8月 24日 森林・山村多面的機能発揮対策事業実務研修会 美濃市 

9月 16日 
（一社）日本治山治水協会令和 2年度理事会・通常総会(Web

参加） 
岐阜市 

10月 8日 林業団体と県議会議員との懇話会 岐阜市 

11月 5日 自由民主党岐阜県連 友好団体提案・要望ヒアリング 岐阜市 

11月 17 日 令和 2 年度第 1 回林業構造改善事業推進会議 岐阜市 

11月 18 日 2020治山林道のつどい（Web参加） 岐阜市 

11月 19 日 
日本林道協会令和 2年度理事会・通常総会、治山・林道コ

ンクール表彰式 
東京都 

12月 3日 （公社）岐阜県山林協会令和2年度第2回臨時理事会(書面） 岐阜市 

12月 17 日 （公社）岐阜県山林協会令和 2年度臨時総会（書面） 岐阜市 

12月 18 日 
森林・林業・木材産業に関する令和 2年度岐阜県予算等に

ついて知事へ提案・要望 
岐阜市 

R3年    1月 16日 
（一社）日本治山治水協会令和 2 年度理事会、治山林道全

国協会長会議（Web参加） 
岐阜市 

2月 1日 
令和 3 年度予算確保にかかる 県選出国会議員及び林野庁

への提案・要望活動（要望書郵送） 
東京都 

2月 19日 （公社）岐阜県緑化推進委員会第 2 回理事会 岐阜市 

4月 5日 岐阜県森林・山村多面的機能発揮対策事業 監査 本巣市・富加町 

4月 8日 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 幹事会 岐阜市 

4月 13日 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会 総会・審査会 岐阜市 

5月 7日 （公社）岐阜県山林協会令和 2年度第 2 回通常理事会 岐阜市 

5月 7日 （公社）岐阜県緑化推進委員会令和 3年度第１回理事会 岐阜市 

 

 


