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一般社団法人能登川地区まちづくり協議会 

平成 28年度定時総会 議事録 
 

開催日時：平成 28年 5月 28日（土）9時 00 分～11時 10分 

開催会場：やわらぎホール 1階ホール 

正会員、役員の出席状況： 

正会員総数 173名 

出席会員数（委任状を含む）148名 

出席理事 代表理事 藤居正博（会長） 

 理事   四方秀亮（副会長） 

 理事   櫛田善春（副会長） 

 理事   西村二郎 

 理事   志村俊雄 

 理事   善住愼一 

 理事   武田潮 

 理事   上林英男 

 理事   清水良昭 

 理事   加藤義男 

 理事   居原田善嗣 

 理事   大辻彦 

 理事   杉本善一 

出席監事 監事   浅井利温 

 監事   清水宗彦 

配布資料：一般社団法人能登川地区まちづくり協議会平成 28年度定時総会 議案書 

 

【総会成立の確認】本日の総会は、正会員の過半数の出席があり、成立している。 

【開会挨拶】一般社団法人能登川地区まちづくり協議会会長 藤居正博 より 

【来賓祝辞】東近江市長 小椋正清様（能登川支所長 田井中弥一郎様 代読）より 

滋賀県議会議員 加藤誠一様より 

【来賓紹介】東近江市能登川支所長 田井中弥一郎様 

滋賀県議会議員 加藤誠一様 

東近江市能登川地区自治会連合会会長 荻野忍様 

東近江市議会議員 杉田米男様 

東近江市議会議員 北浦義一様 

東近江市議会議員 西﨑彰様 
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東近江市議会議員 戸嶋幸司様 

東近江市教育委員会管理監生涯学習担当 清水保様 

東近江市教育委員会管理監スポーツ課課長 石井義伸様 

東近江市総務部まちづくり協働課主幹 池戸洋臣様 

東近江市監査委員事務局局長（理事） 清水宗彦様（監事） 

【議長】定款により、代表理事藤居正博が議長を務めた。 

【議案審議】 

１．「第 1号議案 平成 27年度事業報告」及び「第 2号議案 平成 27 年度決算報告、

監査報告」の承認に関する件 

(１)第 1号議案及び第 2号議案について、次のとおり各担当から説明があった。 

【第 1号議案】 事業概要：四方秀亮 副会長 

 まちづくり部門： 

 プロジェクト事業部 四方秀亮 

 まちづくり事業部 西村二郎 

 ふるさと散歩道事業部 藤野智誠（代理：今井陸之助） 

 広報事業部 坪田幸大郎（代理：菊川弘） 

 健康福祉事業部 山本光代 

 （代理：今井陸之助、菊川弘） 

 環境事業部 藤居正博（代理：今井陸之助） 

 安全・安心事業部 今井陸之助 

 歴史・文化事業部 杉浦隆支（代理：今井陸之助） 

 施設運営事業部 今堀豊 

 共通 三木秀夫 

 指定管理部門 ：居原田善嗣 

 活動団体連絡会：染谷克己 

【第 2号議案】 決算報告：西村二郎 会計担当理事 

 監査報告：浅井利温 監事 

(２) 第 1号議案及び第２号議案は、出席者の過半数の賛成で承認された。 

２．「第 3 号議案 平成 28 年度事業計画(案)」及び「第 4 号議案 平成 28 年度予算

（案）」の承認に関する件 

(１)第３号議案及び第４号議案について、次のとおり各担当者から説明があった。 

【第３号議案】 基本方針    四方秀亮 副会長 

 まちづくり部門 四方秀亮 副会長 

 指定管理部門  居原田善嗣  

【第 4号議案】         大橋正司  

 (２)第３号議案及び第４号議案について、下記のとおり質問・回答があった。 
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・平成 28年 2～3月実施した「全世帯アンケート」結果の自治会へのフィー

ドバックの方法等に関しては、当該自治会の望むレベルで柔軟に対応す

る。 

・27 年度分の消費税は、28 年度に収めることとしており、予算に計上され

ている。 

・28年度予算で経常利益が赤字となっているが、この理由は、「全世帯アン

ケート」の集計やまちづくり計画の全戸配布等、28 年度には特別の費用

が発生すためである。なお、前年度繰越金を含めた収支では黒字になっ

ている。 

(３)第３号議案及び第４号議案は、出席者の過半数の賛成で承認された。 

３．「第５号議案 定款の変更」の承認に関する件 

(１)第５号議案について、三木秀夫事務局長から説明があった。 

(２)第 5号議案は、賛成 134名（正会員総数の 2/3以上の賛成）で、承認された。 

４．「第 6議案 役員の改選」の承認に関する件 

４.１ 「第 6 号議案の 1 理事の改選」及び「第 6 号議案の 2 理事の新任」の承認

に関する件 

(１)本件について、三木秀夫事務局長から説明があった。 

(２)新理事の承認状況は以下のとおり。 

 荻野忍（住所：滋賀県東近江市川南町 741番地 1） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 田附修（住所：滋賀県東近江市垣見町 729番地 1） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 村田八佐夫（住所：滋賀県東近江市伊庭町 1951番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 （被選任者は欠席のため、承諾書を頂くこととした） 

 桂田昌彦（住所：滋賀県東近江市垣見町 590番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 吉坂勝方（住所：滋賀県東近江市きぬがさ町 571番地 1） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 （被選任者は欠席のため、承諾書を頂くこととした） 
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 塚本清弘（住所：滋賀県東近江市栗見新田町 472番地 1） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 （被選任者は欠席のため、承諾書を頂くこととした） 

 小嶋宏（住所：滋賀県東近江市躰光寺町 973番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 阿部信夫（住所：滋賀県東近江市能登川町 211番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 冨田義弘（住所：滋賀県東近江市佐野町 763番地 4） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 鈴木英夫（住所：滋賀県東近江市林町 325番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 尾原道隆（住所：滋賀県東近江市佐野町 336番地 15） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 辻昭夫（住所：滋賀県東近江市種町 914番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 冨江清（住所：滋賀県東近江市福堂町 3469番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 櫛田善春（住所：滋賀県東近江市山路町 432番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 北岡芙美子（住所：滋賀県東近江市佐野町 350番地 7） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 北村鎰子（住所：滋賀県東近江市新宮町 1851番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

 小松安希子（住所：滋賀県東近江市佐野町 583番地 10） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 
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 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

４.２ 「第 6号議案の 3 監事の改選」の承認に関する件 

(１)本件について、三木秀夫事務局長から説明があった。 

(２)新監事の承認状況は以下のとおり。 

 田井中弥一郎（住所：滋賀県東近江市福堂町 3406番地） 

 出席者の過半数の賛成で承認された。 

 また、被選任者は、席上その就任を承諾した。 

【議事終了】議長は、「本総会は終了した」旨を述べた。 

 

 

 

 

 

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び出席副会長がこれに

記名押印する。 

 

平成 28年 5月 28日 

 

一般社団法人能登川地区まちづくり協議会 

 

議 長      

 

副会長      

 

副会長      

 

 


