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

日 時 :令和 4年 11月 16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 :連合会役員 13名  五味会長、矢野副会長、望月副会長 ほか

常任理事 10名 (常任理事 7名 欠席、6名 委任状提出有 )

事務局 4名  田中市民生活課長、大野木課長補佐 、荒木係長、山田主任主事

市職員 6名  市政推進室 (牛 島室長、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 )

容

開会

会長あいさつ

市民生活部長あいさつ

議題

(議題 1)自 治会の事務事業見直 しについて

事務局 より別紙 1に よ り説明があつた。

現在 3項 目について検討 を進 めているが、①市民の参加負担の軽減、②防災活

動見直 しの進捗 を遅 らせ ない、③新型 コロナの影響で説明会が開催できな くな

る可能性がある等の理 由か ら、今後は地区ごとの説明会の開催 に代 え、パブ リッ

クコメン トを実施す る形で見直 し協議 を進めたい と考 えてい るとのこと。

質問等⇒● (委員 )パブ リックコメン トが どうい うものか分か らない人 も多い と

思われ るので、簡単に説明 して欲 しい。

→ (事務局)別紙 1の 3枚 目の資料 「パブ リックコメン トQ&A」 によ

り手続 きの概要について説明を行 つた。

→ (市 )防災活動の事務事業見直 しについては、基本的にはこれまで常

任理事会でお伝 え し、 ご了承 をいただいた内容 と同 じ内容でパブ リ

ックコメン トにかける予定であ り、日程 については現在調整 中だが、

年末位 にパブ リックコメン トを実施できれば と考 えてお り、来年 4
月か ら見直 した制度が実施できるよう準備 を進 めてい る。

→ (市)パブ リックコメン ト手続で一番多いのは計画の関係であ り、計

画全体のほか、概要版 を載せた りもしている。なお、今回の防災につ

いては さほ ど分量はないため、基本的には皆様 にお示 しした資料 を
ベースに市報等で意見 を募集す る予定 (募集期間は 1か月 )。 なお、

寄せ られたご意見については市で回答す るほか、 これ を受 けて内容

を修正す ることもある。いずれ に して も改めて常任理事会 において

ご協議 をさせていただいた上で最終決定 とさせていただきたい。



(委員)意見募集方法について、基本、市報や市のホームページに掲

載す るとあるが、各 自治会長 にはお知 らせは行 くのか。お知 らせが

無い と見逃すのではないか と思われ るので、できれ ば通知 して欲

しい。

(市 )常任理事 さんにはお知 らせの通知 をさせていただきます。その

際は、別紙 1の 3枚 目のQ&Aも 添付 させていただきます。

(委員 )防災の前回のパブ リックコメン トを見ると、意見が複数件出

てい るが、同 じ人物がい くつ も意見を出 してい るよ うな状況であ

る。パブ リックコメン トの制度 自体に異議は無いのだが、認知度は

低 く、殆 どの 自治会長は見て もいない。

そのため、もつ とこれ を普及、啓蒙 してい くべ きなのではないか。

少数意見だけで行政 の指針 を決 めていいのか とい う疑 問 も残 るし、

十分審議 されたかについて も危惧が残 るため、 この制度 の意義 を

もつ と市民に分かるよ うに して欲 しい。例 えば、事前に制度 の紹介

文な どを市報に載せた上で実施 して欲 しい。また、リー フレッ トみ

たいなものを各 自治会 に何部か配布 して貰いたい。 これ を 自治会

内で何度 も回覧す るな どして周知 を図 りたい。

(市)以前の地区の説明会でも大勢の方に来ていただきたいが、来 る

方は限 られた方であ り、来 ることが大変だ とい うこともあつて、そ

の解決手段の 1つ としてパブ リックコメン トが考案 された。現在、

市報 に載せているのは、紙面の都合か ら、項 目と実施期間程度だが、

今後 は意義について も触れ なが ら実施できれば と考 えてい る。市

も 1度載せ るだけで周知ができるとは思っていないが、 自治会の

負担軽減 との兼合いか ら行政文書の配布物 を最小 限に とい うこと

もあるため リー フレッ ト等 の配布 については今後検討 させ ていた

だきたい。今回は常任理事 さんにお知 らせ を発送 させていただ く。

● (委員)伝達方法についての要望 として、野 田市は高齢者が多 く、ス

マホや タブ レッ トを持 っていない方 も多いが、一方で今 の小学生

は PCで の授業があるため、みんながスマホや タブ レッ トを持つ

てい る。その為、これ を利用 し、小学生の持つデジタル端末 に情報

を配信 し、情報 を家庭内で伝達 して貰えると良いのではないか。

● (委員 )ノくブコメの説明書 を送 るとき、QRコ ー ドを付 けることにつ

いても検討 をお願い したい。

(協議結果 )

今後の 自治会 の事務事業見直 しにおいては、従来の住民説 明会の開催 に代 え

てパブ リックコメン トを実施す ることについて了承 された。

また、市が 自治会事務事業見直 しに関す るパブ リックコメン トを行 う際は、常

任理事全員 に通知す ることとなった。

●

●



(議題 2)理事視察研修について (報告事項 )

望月副会長 (事業 リーダー)よ り事業 中止の経緯 について説明があつた。

※参加者が 1桁代 に落ち込んでいることを受 け、常任理事の皆様 にこの事業

についてのご意見を伺 う機会を持 ちたい との話があつた。

(協議結果 )

今年度の理事視察研修 については前回の常任理事会の意見を踏まえ、担 当者

で協議 を行 つた結果、中止 とさせていただ く旨、報告があった。

(議題 3)自 治会長一 日研修 について

五味会長 (事業 リーダー)よ り今年度の研修 中止 について説明があつた。

また、齋藤常任理事 よ り中止の一因である新型 コロナの現在 の感染拡大状況

について資料の提供及び概要説明があつた。

(協議結果 )

今年度の 自治会長一 日研修 については担 当者 で協議 を行 つた結果、中止 とさ

せていただきたい との説 明があ り、全会一致で了承 された。

(議題 4)連合会開催事業の進め方及び弁償費の取扱 いについて

矢野副会長 よ り別紙 2に より説明があった。

別紙 2は、連合会が推進す る 5つ の事業の進 め方 と弁償費の考 え方 について

ま とめたものであ り、弁償費については、事業間の単価の整合性 を図るため素案

を作成 したが、正副会長会議で協議 を受けて、一部内容 を修正 した結果、別紙の

内容 となった とのこと。

質 問等⇒ ● (委員)本案は、既 に実施済みの事業 (新任 自治会長研修や、 自治

会活動発表会など)に対 しても支払 うのか。それ とも過去には遡 ら

ず、今後行 う事業に対 してのみ適用 して支払 うのか。

(委員)今年度か ら適用 させ、新任 自治会長研修 についても遡 つて

弁償費をお支払い しようと考えている。

(委員 )当 初予算で想定 していない費用の支出とな らないよ うに注

意が必要である。例 えば今年実施 してみて こ うい う反省点があっ

たか ら来年度か らはこ うしてい こ うとい うのな ら分か るが、今季

か らや る理 由は無いのではないか。また、中止 された事業の費用は

出さない とい うが、実費は出るはずなので、その点はある程度救済

措置が必要だ と思われ る。事業が中止 になったか ら一切 の費用 は

出 しません とい うのはおか しい と思 う。
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→ (委員)や らなかった事業は弁償費を払わないとい うことに関して

は、皆さんの意見で払 うべきとの意見多ければそれを反映したい。

(協議結果)

本件については、本 日初めて説明されたものであるため、一旦、各地区に持ち

帰っていただきご協議をいただいた上で、次回常任理事会で改めて協議を行 う

こととなった。

(議題 5)各種委員の推薦 について (報告事項 )

(協議結果)

今回の 3件の推薦については、推薦期限の関係から正副会長の専決処分によ

り対応 したとの報告があった。

(議題 6)その他 (市からの連絡事項等)

・次回の常任理事会は2月 上旬頃に開催予定との連絡があった。なお、日程や会場は

決まっていないため、今後、決まり次第連絡するとの事。


