
令 和 4年度 第 5回 野 田 市 自治 会 連 合 会 常 任 理 事 会 の 結 果

同 時 :令和 5年 2月 15日 (水) 午後 2時 00分～ 3時 30分

場 所 :市役所 8階 旧レス トラン会議室

出席者 :連合会 17名  五味会長、矢野副会長、鷲尾副会長、望月副会長

常任理事 13名 (常任理事 3名 欠席、委任状提出有 )

事務局 4名  田中課長、大野木課長補佐、荒木係長、山田主任主事

市職員 5名  市政推進室 (内海主幹、蓮沼副主幹 )

市民生活部 (宮澤部長、森下次長兼防災安全課長、須賀防災

安全課長補佐 )

内 容

1 開会

2 会長あいさつ

3 部長あいさつ

4 議題

(議題 1)自 治会の事務事業見直 しについて

森下次長兼防災安全課長か ら、防災活動に関す る事務事業見直 し素案 に関

す るパブ リックコメン トについて別紙 1に より説明があつた。

募集期間中に合計 36件 の意見等が寄せ られ、 うち 15件 について市の考

え方 をま とめ させていただいた。 うち 2件 についてはご意見 を反映 して以下
の とお り素案 の内容 を修正 した との事。

① 減災について補助の対象 となることを明記 した。

→別紙 1の 2頁 N04お よび、同 【修正案】の 4～ 5頁網掛け箇所を参照

② 自主防災組織を組織せず防災訓練を行 う自治会等は「準自主防災組織」と
して位置づけ、自主防災組織化に向けた足掛かりとすることとした。

→別紙 1の 8頁 N08お よび、同 【修正案】の 2,4,5頁網掛け箇所を参照

(質 問/意見 )

・避難所の運営委員会はいつ頃から開始されるのか。

市→現在、福田地区において実験的に実施をしてお り、その避難所において運
営委員会を立ち上げるべく手続きを進めている。その状況を見て、令和 5

年度以降、順次広げていきたいと考えている。
また、これに合わせて避難所の調整も必要になると考えてお り、避難所間



でなるべ く避難者 の偏 りが生 じないよ う、地区連合会単位でご相談 させ

ていただければ と考 えている。

(協議結果 )

防災活動に関す る事務事業見直 し (パ ブ リックコメン トを受けて一部内

容 を修正 した後の案)については原案 どお り了承 された。

※事務局以外 の市職員 についてはここで退席。

(議題 2)連合会だよ り第 40号 の発行について

事業 リーダーの鷲尾副会長か ら別紙 2に よ り説明があ り、 1月 27日 の担

当者会議で協議 した結果、ページ数 を縮小 した上で連合会だ より第 40号 を

3月 中旬に発行す ることになった との報告があつた。また、掲載内容 について

以下の説明があった。

・ 1頁 目…掲載す る写真 については今の所未定。

・ 2頁 目…五味会長のあい さつの他、事業の実施報告、自治会活動発表会が動

画配信 されたことに関す る記事 を掲載予定。

・ 3頁 目…「コロナに負 けず頑張つています」の記事 については、福 田地区の

市原常任理事 に福 田地区の防災や防犯、歩 け歩 け大会の復活などの記事 をお

願い してい るほか、上花輪・太子堂地区には 2年ぶ りに運動会やお楽 しみ会 を

復活 させた ことに関す る記事 を、南部第 2地 区には 10月 に小学校で開催 し

た運動会 (オー タムフェスタ)に 関す る記事 を作成いただき、自治会の元気 な

活動 として掲載す る予定。

・ 4頁 目…機材 (DVDな ど)の貸出や コラムの掲載 を検討 しているが、3頁
のボ リューム次第では変更す る可能性 もあ り。

。その他第 40号 関連

① 今年度か ら資料作成費が予算化 されたが、関宿地区の古澤氏が 2年前 に

作成 した地 区連合会の紹介の原稿 に関す る資料作成費については、今年

度書かれた ものではない ことか ら対象外 としたい。

② 地区連合会の活動紹介の記事については、別紙 2裏面の表の とお り予定

しているが、コロナの状況次第では記事が書けないこともあ りうるので、

対象地区には事前に掲載が可能か どうかご相談 させていただいた上で、

可能であればご協力いただきたい。

③ 連合会の徽章について、以前、清水常任理事か ら、従来の手書 きの徽章

に色 を付 けるな どしたものを制作 したので、自分たちの地区内で使用 し

たい との申し出があ り、それについては構わない とい う話で終わったま

ま となっていた件がある。今回の 40号 に掲載す る徽章をどちらにす る

か、両方の徽章を見比べて決めたい。



常任理事か らは、事前にデザインコンペ を行 つた方が良いのではないか。

また、従来のデザイ ンが決まつた背景には意味や こだわ りがあると思わ

れ るので、そこを確認 した上で決めた方が良いのではないか とのご意見

や、今回は 40号 限定で使用す るものだけ決めれば良いのではないか と

のご意見があり、最終的に、40号は清水常任理事のデザインを使用す
ることとなり、来年度以降については別途協議することとなった。

(協議結果 )

連合会だよ り第 40号 の発行 については、原案 どお り了承 された。

(議題 3)自 治会活動発表会のアンケー ト集計結果について

事業 リーダーの矢野副会長か ら別紙 3に よ り説明があつた。今回、特に返信

用封筒等は渡 していなかったにも関わ らず、 50も の 自治会か らアンケー ト

が提 出 され るほど反響があつた。

集計結果 としては、参考になった。今後 も年 1回開催で事業 を続 けた方が良
い。との意見が多数 となった。なお、発表 ジャンルについては意見が割れたた

め、後 日ヒア リングの うえ決 めさせていただ く予定 とのこと。

また、事務局か ら動画のDVD化 ができた との話があったため、希望があれ

ば各地区にそのDVDを お渡 しできるよ うに し、地 区で集 まる機会 に是非 ご

覧いただきたい とのこと。

なお、アンケー ト結果 については 3月 中旬頃には連合会加入の 自治会長宛

に郵送 したい と考 えてい る。また、その送付の際、資料 2枚 目のQRコ ー ドに

よる連合会ホームページの閲覧方法についても同封 したい。

(質問/意見 )

・常任理事 より、WiFiで 動画を見る際には設定を確認いただき、パケ ッ ト

代の大幅な増加 に伴 う携帯電話使用料金の急増 には十分 ご注意いただ くよ う
に との注意喚起があった。

(協議結果 )

自治会活動発表会のアンケー ト集計結果の報告については、原案 どお り

了承 された。

(議題 4)連 合会関連事業の進め方及び弁償費の取扱 いについて (継続協議 )

提案者の矢野副会長か ら別紙 4に よ り説明があった。前回の常任理事会で

も説明 してお り、基本的には了承 をいただいた所だが、念のため、一旦地区に

持 ち帰っていただき、何か質問があれば本 国出 していただ くこととしていた



もの。

今回の配布資料では、前回の説明資料か ら以下の 2点 (ア ンダー ライン部分 )

を追記 した との説明があった。

① 男J紙 4 1頁 の (3)事業担 当者 の役割の④
→下表の額 は 目安であるため、下表の額か ら大きく異な らず、かつ事業の

資料作成 に係 る弁償費予算の範囲内であれば、 リーダーは任意 に金額 を設

定す ることができる (、 の とす る。

② 男J紙 4 3頁 の (6)そ の他
→上記内容 は、事業が開催 された場合であるが、作業を行 ったが、何等か

の理 由によ り、開催 中止 となった場合 に 1、 滴用す る^

(協議結果 )

連合会関連事業の進め方及び弁償費の取扱いについては、原案 どお り

了承 された。

(議題 4関連)令和 4年度連合会予算の執行状況及び精算処理について

事務局 よ り別紙 5に よ り説明があつた。今年度か ら初の事業別予算 となっ

た為、その途 中経過 の報告及び、今後、事業別の精算表 を作成 していただ くに

あたって、事務局が事業毎に何 にい くら支出 しているかの資料が必要 と思わ

れ るため、今回資料 を配布 させていただいた とのこと。

全体的な執行額の他、各事業別 の予算執行額や事業別担 当者会議 のお茶代

の取扱いについて説明があった。

(協議結果 )

令和 4年度連合会予算の執行状況及び精算処理に関 して、各事業の リー

ダーは 2月 末までに精算表 を事務局に提 出いただ くことで了承 された。

(議題 5)各種委員の推薦について

事務局 より別紙 5に よ り説明があった。現在 は地区毎に委員 を推薦いただ

いているため、年度内は基本的に現委員 に留任 をお願 いす ることとな り、今回

は 5委員会 9名 の推薦 について、引き続 き現委員 を推薦 したい とのこと。

(協議結果 )

各種委員 の推薦 については、原案 どお り了承 された。



(議題 6)そ の他 (市か らの連絡事項等 )

・事務局 よ り、次回の常任理事会は 5月 上旬に開催の予定。日程や会場が決ま

り次第 ご通知す るとの説明があった。

(質問/意見 )

0常任理事か ら事務局に、今回の常任理事会 と委嘱 されている委員会の 日程が

重なっていたため、今後注意す るようご指摘 をいただいた。

・今後、常任理事の交替があるが、5月 の常任理事会開催通知の送付先は どう

なるかについて質問があった。事務局 よ りこれについては、今後「理事変更届」

を各地区会長 に送付す る予定であ り、 5月 の開催通知発送までに事務局にお

届 けいただいていれば、交替後の新常任理事宛 に通知 を送付 し、未提 出の場合

にはこれまでの常任理事宛に通知 を送付す るとのこと。

なお、開催通知の受け取 り後、会議開催 までに交替す る場合 には、地 区内で

出席者 を調整いただきたい とのこと。


