
一般社団法人ｇｉｄ．ｊｐ日本性同一性障害と共に生きる人々の会 

定時会員総会 議案書 

 

 

開催日時：平成３１年３月２日（土）１３時００分～ 

開催会場：一般社団法人 gid.jp 日本性同一性障害と共に生きる人々の会 事務所 

東京都日野市高幡１００４番地の３ ラ・ヴィ・エゼー３０３ 

 

 

報告１：平成３０年期事業報告 

平成３０年期に実施した事業について、以下のように報告します。 

 

《当事者交流会・フォーラム》 

 

北東北支部 実施回数１回 述べ参加人数７名  

平成 30年 9月 23日 『性別適合手術保険適用に関する情報交換と当事者交流』 ７名参加 

 

南東北支部 休止中   

 

東京支部 実施回数６回 述べ参加人数１１６名  

平成 30年 1月 27日 『お食事とイベントで盛り上がろう！』 １５名参加 

平成 30年 4月 21日 『パス度の向上を目指そう』 ２６名参加 

平成 30年 6月 09日 『性別適合手術への保険適用とホルモン治療の今後』 ２３名参加 

平成 30年 8月 25日 『トイレ・お風呂・更衣室などの公共施設利用について』 １６名参加 

平成 30年 10月 08日 『ICD-11への改訂について』 ２１名参加 

平成 30年 12月 01日 『忘年会 2018 in 東京』 １５名参加 

 

甲信支部 休止中   

  



 

北陸支部 実施回数１回 述べ参加人数７名  

平成 30年 10月 28日 『北陸 2018秋の座談会』 ７名参加 

 

東海支部 実施回数４回 述べ参加人数４０名  

平成 30年 4月 07日 『お話会＆情報共有会』 ８名参加 

平成 30年 6月 23日 『ホルモン療法などの身体的治療に関わる情報共有』 １２名参加 

平成 30年 9月 29日 『バーベキューを囲んで語り合う会』 １２名参加 

平成 30年 12月 22日 『2018年末近況報告会 in 名古屋』 ８名参加 

 

関西支部 実施回数６回 述べ参加人数７９名  

平成 30年 2月 24日 『「語ろう！」 これまでの自分、これからの自分』 １５名参加 

平成 30年 4月 15日 『これぞ、関西の春！BBQ でお腹も心も満足させよう!!』 １３名参加 

平成 30年 6月 02日 『今、GID学会は？〜第 20 回研究大会の報告を中心に～』 １７名参加 

平成 30年 8月 04日 『関西 2018夏の語り場』 １３名参加 

平成 30年 10月 13日 『バザーの開催です～売ったり、買ったり、おしゃべりしたり～』 １２名参加 

平成 30年 12月 08日 『関西支部発足 10周年＋1年記念交流会』 ９名参加 

 

中国支部 実施回数３回 述べ参加人数２５名  

平成 30年 2月 24日 『わたしたち当事者にとって、理想の社会とは？』 ９名参加 

平成 30年 4月 28日 『励ましの力 自己肯定のために』 ７名参加 

平成 30年 10月 28日 『みんな元気だよ！』 ９名参加 

 

九州支部 実施回数３回 述べ参加人数４７名  

平成 30年 4月 29日 『戸籍上の性別変更要件について Part２』 １６名参加 

平成 30年 7月 08日 『皆でワイワイ楽しい時間を過ごしましょう』 １２名参加 

平成 30年 12月 09日 『2018年末近況報告会 in 九州』 １９名参加 

 

沖縄支部 実施回数１回 述べ参加人数１０名  

平成 30年 3月 10日 『パス度アップを目指して』 １０名参加 



 

《講師派遣事業》 

 

実施日： 平成 30年 11月 19日 

依頼元： 埼玉大学大学院 

演 題： 「性別違和を有する児童生徒への合理的配慮と対応例」 

講 師： 西野 明樹（代表） 

 

《調査研究事業》 

該当事業なし 

 

 

《提言要望活動》 

 

実施日： 平成 30年 

要望先： 福岡市 

内 容： 各種手続き等における不要な性別欄の削除 

 

《その他》 

一、九州レインボープライド 2018 への出店 

一、性同一性障害当事者保険加入機会拡充事業の継続 

一、東京社会保険労務士会 会報への寄稿（代表 西野明樹） 

「LGBT が抱える働く上で抱える諸問題」特集１ 

（具体的困難に直面するのは性同一性障害当事者であることを指摘し、性同一性障害 

当事者からカミングアウトを受けた会社に求められる対応について記述） 

一、取材対応（弊法人が取材対象となったものが３件） 

  



 

報告２：小林理跳理事・北東北支部長の引退 

平成３０年中に小林さんが交通事故に遭い、活動を継続することができなくなりました。

ご本人からごあいさつの言葉が寄せられております。理事そして北東北支部を立ち上げた

支部長としてのこれまでの功績と尽力を称えるとともに、心より感謝申し上げます。 

――― 小林さんからのお言葉 ――― 

私事ですが、大きな交通事故に巻き込まれ、下肢に後遺症が残る体となってしまいました。

入退院や自宅療養の時間も長く必要となり、外出ができなかったことから、北東北支部の活

動もままならなくなってしまっていました。支部のスタッフなどに多大なご迷惑かけたこ

と、そして交流会開催を楽しみにしてくださっていた方々に当事者同士の交流の場をお届

けできなかったことを申し訳なく、また悔しく思っています。 

現在はリハビリを続けつつ徐々に社会復帰を試みていますが、まだ完治の目処も立たず自

立歩行にも装具等を要する心身の状態では、責任をもって支部長の役割を担うことは困難

であると感じています。そこで理事会との相談の上、理事の任期満了を迎える平成３０年期

を区切りに、北東北支部の支部長を辞任し、活動を引退させていただくこととなりました。 

北東北支部を設立したのは、2013年（平成２５年）のことでした。 

今でこそインターネットを通して情報を得られますし、当事者同士の繋がりの機会も増え

てきましたが、当時の北東北に医療機関や支援団体は乏しく、治療や当事者同士の交流を求

めている人達にとって住みにくい環境でした。身近に相談できる当事者もいない。十分な情

報もない。私自身も心細さや先の見えない不安を抱えていたなか、この団体の存在を知り、

同じような思いをしている当事者の支援に繋がればと思いで設立に至りました。 

みなさまのおかげで、レクリエーションや講演会など様々な内容の交流会を開催すること

が叶い、参加した方々からもご好評をいただくことができました。「来て良かった」「こうい

う場があって良かった」の声が何よりも嬉しく感じられたものです。 

北東北支部は、新たな支部長が見つかるまで、理事会に運営を預けることとなりました。

北東北で交流会が開催される際には、体調をみながらではありますが、一会員として参加で

きることを楽しみにしています。支部長として至らない点が多々ありましたが、みなさまの

支えのおかげでなんとかやってこられました。改めてこれまでご協力いただいた方々に感

謝を申し上げ、北東北支部長辞任の挨拶とさせていただきたいと思います。本当に今まであ

りがとうございました。  



 

報告３：平成３１年期支部体制 

平成３０年期１２月理事会、平成３１年期２月理事会にて、平成３１年期から平成３１年

期の定時会員総会終結のときまでの支部運営管理者（支部長・副支部長）は以下となること

が承認可決されています。支部運営管理者が不在となっている支部については、新たに支部

運営管理者が選任され任命されるまで、理事会が運営管理を担うこととします。 

 

北東北支部 支部長 不在 副支部長 不在 

南東北支部 支部長 不在 副支部長 不在 

東京支部 支部長 永沼 利一（再） 副支部長 不在 

甲信支部 支部長 不在 副支部長 不在 

北陸支部 支部長 不在 副支部長 不在 

東海支部 支部長 上田 直志（再） 副支部長 不在 

関西支部 支部長 倉嶋 麻理奈（再） 副支部長 北浜 瞬（再） 

中国支部 支部長 米田 未那（再） 副支部長 不在 

九州支部 支部長 黒部 美咲（再） 副支部長 菅原 美凪（再） 

沖縄支部 支部長 不在 副支部長 不在 

 

  



議案１ 平成３０年期決算報告 

詳細は、添付の「平成３０年期 決算報告書」をご参照ください。 

 

議案２ 平成３１年期事業計画 

詳細は、添付の「平成３１年期 事業計画」をご参照ください。 

 

議案３ 平成３１年期収支予算 

詳細は、添付の「平成３１年期 収支予算」をご参照ください。 

 

議案４ 理事の定数変更およびそれに伴う定款の変更 

定款２２条（１）により、本法人の理事の定数は３名以上５名以内となっている。現理事

会は、地域支部の運営において中核を担っている支部長等の意見を効果的・効率的に法人運

営に活かすため、また法人本部と地域支部が一体的に活動を展開していくため、支部長等が

議決権を持って理事会に参画することが望ましいと考えられる。 

そこで理事の定数が少なくとも地域支部の数を上回るよう、以下のような理事定数の変

更を提案します。 

 

（変更前） ３名以上５名以内 

（変更後） ３名以上１０名以内 

  



 

議案５の１ 理事の選任 

理事改選にともない、以下の者が理事に立候補しています。本会員総会で選任する理事の

任期は、本会員総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時会員総会の終結のときまでとなります。 

 

立候補者氏名と役職歴（５０音順、敬称略）※氏名は会員登録名を記載 

 上田 直志 現・理事／現・東海支部長 

 倉嶋 麻理奈 現・副代表／現・関西支部長 

 米田 未那 現・理事／現・中国支部長 

 永沼 利一 現・東京支部長 

 西野 明樹 現・代表 

 

議案５の２ 監事の選任 

監事改選にともない、以下の者が監事に立候補しています。本会員総会で選任する監事の

任期は、本会員総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時会員総会の終結のときまでとなります。 

 

立候補者氏名と役職歴（５０音順、敬称略）※氏名は会員登録名を記載 

 白柳 一美 現・東京支部副支部長 

 

以下余白 

 


