
令 和 4年 8月 30日

野 田市 自治会連合会役員 各位

野 田市 自治会連合会

会長 五味 良仁

令和 4年度第 3回常任理事会 (書面表決)結果について

時下、ますます ご健勝のこととお慶び 申し上げます。

さて、令和 4年度第 3回常任理事会の書面表決につきま して、下記の とお り集計結果が

出ま したので、ご報告 させていただきます。

なお、表決対象者 20名 (正副会長お よび常任理事)に対 し、 20名 全員か ら期限内に

提 出があ りま したので、常任理事会成立条件である 3分の 2以上の出席 (書面表決者 を出

席者 とみなす)を満たす結果 とな りま した。

記

議案第 1号 連合会だ より第 39号の発行について 可決 (賛成 20 反対 0 他 0)

議案第 2号  自治会活動発表会 について 可決 (賛成 18 反対 2 他 0)

議案第 3号 理事視察研修について

(1)研修 の準備状況について  可決 (賛成 18 反対 2 他 0)

(2)研修の対象者 について

議案第 4号 各種委員の推薦 について

※意見は別紙の とお り

可決 (賛成 20 反対 0 他 0)

【結果】 議案は全て可決されました。

※今回の結果について、常任理事の方は同地区の理事の方にも周知をお願いします。

※その他のご意見については、別紙のとお り

事務局

野田市役所市民生活課 山田

電話 0471231083(直 通 )



【ご意見 】

◆議 案第 1号 (連合会だより)関係

・社協は市内全 自治会員に発行 しているようだが、その発行情報など聞いているのか ?

・常任理事の横顔はい らないのではないか。

◆議案第 2号 (自 治会 活動発表会 )関係

。中央東地区でも令和 2年か ら集会が中止。 自治会長 25名 との意見交換 もできていないた

め、議案 2号の周知不足が懸念材料です。

。この 3年、コロナの終息の目途が一向に立たず、 自治会での全体の活動ができていないか

ら反対。

・ コロナの状況、対策等が ,心 配です。また、コロナで自治会活動が行われている自治会があ

るのか。

・令和 3年度はコロナ ウイルス感染に関 し、制限 されていた為、各地区自治会においては分

か りませんが、自分の地区では何 もしてお りません。また、今現在 コロナが増えつつある

為、先送 りした方が良いのでは。担当なのにすみません。

・地区自治会連合会 として防災に取組んでいるので、その発表にしたい。

・ コロナウイルスの感染状況次第。

◆議 案第 3号 理事視察研修 について (2)研 修 の対象者 についての ご意見

・理事まで枠を広げた ら !

・常任理事のみを対象 とした方が現実的

・理事会を 1回 でもよいか ら開いて理事を対象者 として実施す るのがよい と思 う。かける費   ゃ

用を考えると 41名 の理事対象で行 くべき。

・視察研修に限 らず、理事会を基本に考えて欲 しい。そ うでない と、理事の人の地区に話が

伝わらないので。

・基本は理事全員を対象 とすべき。意見にもあ りま した、理事会開催がなく、研修会に参加

しづ らい気持ちも理解できます。宿泊でなく日帰 り研修等検討 しても良い と思います。

・コロナ禍の現状では常任理事研修で賛成です。



・令和 2年以降、中央東地区での役員会を中止 してお り、本来の 目的 (自 治会等の意見交換、

意思疎通が)で きていないのが現状です。別紙のように、これまで理事会での意見交換も

ない現状での理事視察研修は時期尚早 と思います。別途常任理事研修 として実施を模索す

るか と思います。

・野田市 自治会連合会に理事 として登録 されているので、研修イベ ン トについても、理事ま

で参加できるよう希望 します。 コロナ制約で不可能なのであれば常任理事のみでの実施に

ついても、中止 もやむを得ないことか と考えます。

。研修については良い と思 うが、毎年一年交代で自治会長が変わる自治会が多い中、長 く常

任理事を務めているメンバーのみの参加が多 くな り不公平感がある。会長任期の最低 3年

を各 自治会で協議 し、それか らでも新 しい研修 として行つてい くべきだ と思 う。 (コ ロナ

も心配。誰が責任をとるのか。 )

。今後においても、コロナ禍の現状であれば、 (2)の 考え (常任理事研修)でまとめるこ

とがベス トと考えます。

・会場の入場制限、バスの人員の制限等があ り、中止が良い と思います。

・賛成ですが、コロナが増えてし_ヽ る為、早めの決断をお願い致 します。

・令和 4年度は 「理事視察研修」で実施す る。次年度か らは 「常任理事研修」で計画する。

※理事視察研修で参加 を募っても参加するのは常任理事が大半で理事の参加は少ない と思

う。

・参加人数が少ないのであれば、従来通 り、理事視察研修のままで良いと思 う。

◆その他 のご意 見 (裏面記載 分)

。今 の野田市 自治会連合会は、正・副会長 も含め、長 くたず さわっている方々が多 く、我々

新規に常任理事になつた会員の意見や要望を吸い上げてま とめてい く、また、解決に前向

きなメンバーがほとん どいないのも問題だ と思 う。 もつと年代別に幅広い意見を聞き入れ   ,

て欲 しい。

・常任理事会等の会議の開催を休 日や夜に実施する。

理 由・連合会の事業を常任理事中心で実施することにより会議の回数の増加が予想 される。

仕事を持つていても、参加 しやすい時間帯に開催 したい。

・専任の事務局員 も配置 された。

・市民生活課職員の職務専念義務 との関わ りも考慮 して


