一般社団法人能登川地区まちづくり協議会
平成 29 年度定時総会

議事録

開催日時：平成 29 年 5 月 27 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分
開催会場：能登川コミュニティセンターホール
正会員、役員の出席状況：
正会員総数 185 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）

出席監事

理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事
理事

荻野忍（副会長）
櫛田善春（会計）
村田八佐夫
田附修
桂田昌彦
吉坂勝方
塚本清弘
阿部信夫
冨田義弘
辻昭夫

理事
理事
理事
理事
理事
監事
監事

冨江清
北岡芙美子
北村鎰子
小松安希子
居原田善嗣
浅井利温
田井中弥一郎

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 29 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
滋賀県議会議員 加藤誠一様より
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田井中弥一郎様 代読）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 村林又藏様
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 戸嶋幸司様
東近江市教育委員会事務局次長 清水保様
東近江市総務部まちづくり協働課係長 片山晴紀様
東近江市教育委員会生涯学習課課長 横山義孝様
東近江市教育委員会管理監スポーツ課課長 石井義伸様
東近江市能登川支所参事員 村田洋一様
【議長】定款により、会長藤居正博が議長を務めた。
【議案審議】
１．「第 1 号議案

まちづくり計画改定の報告」に関する件

本件について、四方副委員長から説明があった。
今後、改定計画に基づき、諸事業に取り組んでいくことが確認された。
２．
「第 2 号議案 平成 28 年度事業報告」及び「第 3 号議案
監査報告」の承認に関する件

平成 28 年度決算報告、

(１)第 2 号議案及び第 3 号議案について、次のとおり各担当から説明があった。
【第 2 号議案】

【第 3 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 櫛田善春
ふるさと散歩道事業部 藤野智誠（代理：澤文一）
広報事業部 坪田幸大郎
健康福祉事業部 山本光代、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
施設運営事業部 今堀豊（代理：三木秀夫）
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
決算報告：櫛田善春 会計担当理事
監査報告：浅井利温 監事

(２) 第 2 号議案及び第 3 号議案は、出席者の過半数の賛成で承認された。
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２．「第 4 号議案 平成 29 年度事業計画(案)」及び「第 5 号議案 平成 29 年度予算
（案）
」の承認に関する件
(１)第 4 号議案及び第 5 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 4 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 5 号議案】
大橋正司
(２)第 4 号議案及び第 5 号議案について、次のとおり質問・回答があった。
・質問（田附弘子）
：
「健康福祉活動団体への支援と協働」について、能登川
地区には老人クラブ連合会、赤十字奉仕団、更女会など、
団体はもっとあるが、４つの団体だけ示しているのは
どういうことか。
・回答（山本）：健康福祉事業関連で既に連携できている団体をお示しして
いる。他の団体からも要望があれば対応していきたい。
・質問（田附弘子）：あらゆる団体と共に協働するというまち協の本来の目
的に立ち返り、今後よろしくお願いしたい。
・回答（今井）
：連携が不十分であったことを踏まえ、活動団体連絡会で「地
域で一つの団体」としてのまち協の役割を果たしていき
たい。
・回答（藤居会長）：直近でやれることだけ平成 29 年度予算に盛り込んだ。
新規事業を大きく取り込むと予算はさらに厳しくなる
ので、是非皆さんのご協力をお願いしたい。活動団体連
絡会については、今後、実質的に動かしていきたい。
(３)第 4 号議案及び第 5 号議案は、出席者の過半数の賛成で承認された。
３．「第 6 議案

役員の改選」の承認に関する件

3.１ 「第 6 号議案の 1 理事の改選」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)新理事の承認状況は以下のとおり。
藤居正博

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

四方秀亮

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

村林又藏（住所：滋賀県東近江市栗見出在家町６８７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。
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村川幸市郎（住所：滋賀県東近江市小川町１０１６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。
青木新次（住所：滋賀県東近江市林町２６番地５）
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。
小林重治（住所：滋賀県東近江市猪子町３８４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。
北村庄太郎（住所：滋賀県東近江市垣見町５８０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、承諾書をいただくこととした）
椎秀和（住所：滋賀県東近江市佐野町６７４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。
堤剛（住所：滋賀県東近江市躰光寺町７８４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。
田井中誠（住所：滋賀県東近江市大中町２６３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。
上田米治（住所：滋賀県東近江市伊庭町２５２番地５０）
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、承諾書をいただくこととした）
中川博次（住所：滋賀県東近江市佐野町５８３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。
松原𠮷藏（住所：滋賀県東近江市南須田町３３１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。
大西由治（住所：滋賀県東近江市種町１０７５番地３）
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。
沖利貢（住所：滋賀県東近江市伊庭町２００５番地）
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。
北岡芙美子

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

北村鎰子

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

小松安希子

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

北﨑富三（住所：滋賀県東近江市山路町２７２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。
里田起明（住所：滋賀県東近江市山路町７１２番地２）
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。
居原田善嗣

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

3.２ 「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。
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。
田井中弥一郎 出席者の過半数の賛成で承認された。（重任）
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、「本総会の議事は終了した」旨を述べた。
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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 29 年 5 月 27 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

【参考】
総会終了後、次のとおり、役員の役職の決定、役職紹介、新会長就任挨拶が行われ
た。
【第１回理事会の開催】
総会終了後直ちに新役員による第１回理事会が開催され、新理事の役職（会
長、副会長等）の互選が行われた。
【役職紹介】
理事会終了後、総会の参加者で残っていただいていた人に対し、第１回理事会
で決定された役職を紹介した。
【新会長就任挨拶】
代表理事に就任した藤居正博会長が就任挨拶をした。
【閉会挨拶】
四方秀亮副会長が閉会挨拶をした。
（以上）
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