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整理

番号 
委員氏名 議案番号 質  問 意  見 回  答 

1 白鳥徳子 報告第１号 ・各部会の構成員は？   専門部等については、本会規約第 12 条によります

が、各部の構成員は別紙「組織図」のとおり会長が委嘱

しているところです。 

2 白鳥徳子 報告第１号 ・各部会と協議会要員との関

係は？ 

  上記のとおりですが、各部の事業実施にあたっては、

専門部等の部長が本会委員及び地域住民の協力をいただ

きながら取り組んでいるところです。 

3 白鳥徳子 報告第２号   小中学校が統合になったが、千厩

地区の子供に限定した、地域独自の

事業があってもいいのではないか？ 

(表決書を提出にいらした際に口頭

でお話ししていました(5/15)) 

千厩小学校の統合前は、学校と連携して千厩地区とし

ての事業も実施した経過がありますが、統合後は千厩地

区に限定した形で学校と連携した事業の取組は難しい状

況です。このため、千厩地区の各自治会や子供会育成会

を中心とした事業実施に向け、調整してまいります。 

4 白鳥徳子 認定第２号 ・市民センターの事業で法人

税が課されるものがあるの

か？ 

  市民センター事業は収益事業のため、法人税等を確定

申告納付しているところです。 

平成 30 年度決算にかかる納付税額は、法人税等(国

税)158,500 円、法人事業税等(県税)76,000 円、法人住

民税等(市税)68,200 円です。 

なお、令和 2年度決算においては、法人税等に加え消

費税も申告納付する見込みです。 

5 小山喜己 議案第 6号 収入の部の欄が何段も同じ事

が記されているようですが、

もっと簡単にしても良いので

はないでしょうか？ 

  市民センターの運営は市から業務委託であることか

ら、決算統計等も考慮し、予算科目の設定は市に準じて

いるところです。 
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番号 
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6 村上忠吾 その他 千厩地区民祭が中止になった

が、決算書によると中止して

も 25万ほどしか繰越金ない

が、商品等は何も残らないの

か？ 

  レクリェーションの「ちびちゃんレース」及び販売の

「縁日駄菓子屋」に係る景品を購入準備していました

が、菓子類については、各子供会育成会に提供し活用し

ていただきました。 

なお、菓子類以外は、次回に使用する予定です。 

7 昆野洋子 その他 役員はどなたですか？名簿ほ

しかった 

  １のとおりです。 

8 昆野洋子 その他 専門部の部長等構成員を知り

たい。また、部会は開かれて

いるのか？ 

  １のとおりです。専門部の会議の開催状況は報告第１

号(２ページ)のとおりです。 

9 昆野洋子 その他   協議会委員の見直しが必要だと思

う。 

区長は必要か？自治会長が全てを網

羅してると思う 

行政区長さんは本会委員として活躍していただいてい

るところです。本年３月までは市の特別職でしたが、４

月からは私人への業務委託となったところですが、その

業務はこれまでと同様と伺っています。 

このことから、地域住民の声を行政に届けるという一

つの役割に変更はなく、そのことを本会でも共有し、内

容によっては本会の活動として取り組んでいくことも必

要になると考えます。また、様々な役職の方々が情報を

共有し、知恵を出し合ってまちづくりを進めていくこと

が大切なことから、行政区長さんには引き続きご協力を

いただきたいと考えています。 

なお、本会委員の構成については、今後、役員会で意

見交換を行ってまいります。 
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10 昆野洋子 その他   生涯学習推進員の活用を願う 生涯学習推進員については、報告第２号(７ページ)の

とおり、会議を開催し取組について研修及び意見交換を

実施しているところです。推進員の任期は２年で、本年

は委嘱替えとなりますが、本年度の会議の時期を調整

し、推進員が活躍できる体制を示していきたいと考えて

います。 

11 昆野新哉 報告第１号   資源回収ステーション置き場は何ヶ

所か増やしたらどうか。現在場所は

不便。 

資源物回収ステーションは各自治会でも設置している

ところです。本会では市民センターの指定管理業務の開

始にあたって、資源循環型社会の形成に向けた取り組み

として千厩市民センターにステーションを設置し、併せ

て自主財源の確保に向けた取り組みとしているところで

す。 

増設については、各自治会でもステーションがあるこ

と、日常管理が必要なことから、現時点では計画してお

りません。 

なお、市民センターのステーションは概ね２ヶ月程度

で満杯になりますが、利用者から場所が不便等の話は今

のところありません。 
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12 昆野新哉 報告第１号   「アンパンマン」キャンセル残念。

別の利用はなかったのか。 

例)交通安全・おれおれ詐欺防止パ

レードなど・・ 

３月１日の地区民祭でのアンパンマンショーは中止と

し、キャンセル料が発生したことは残念でした。マネー

ジメント会社の「協同宣伝」からは、６月までに延期し

て開催できる場合は、キャンセル料とは別に 30万円程

度で公演は可能との提案がありましたが、新型コロナの

終息時期が見込めない状況では、この提案は受入できな

いと判断しました。 

また、これ以外のアンパンマンの利用についても、多

くの人が集まることを回避しなければならい状況では、

難しいと考えています。 

13 加藤博幸 その他   団体名を「千厩小学校ＰＴＡ」にし

てください 

これまでは「千厩小学校父母と先生の会」となってお

りましたが、統合後は「千厩小学校ＰＴＡ」となりまし

たので、ご意見のようにいたします。 

14 加藤博幸 その他   ＰＴＡ会長は持ち回りであり、貴団

体の活動を見ると適切でない年もあ

ります。今後は千厩地区選出の会

長・副会長に案内してください。 

本会委員は、これまで慣例により原則として構成団体

の代表の方となっておりましたが、構成団体の事情等に

より代表の方以外の方が委員になっていただくことは問

題がありません。よって、各構成団体で適任の方を選出

していただくようお願いします。 

15 藤原雅人 その他   千厩地区まちづくり協議会委員名簿

にある、生涯学習推進員に関して

は、現在委嘱期間が令和３月３１日

までとなっていることと、新たに委

員を推薦する書面も届いていないこ

とから、いつ現在の名簿か注記する

べき。 

ご指摘の件、不備がありましたことお詫びします。 

なお、生涯学習推進委員については本年３月末で任期

満了となっていますが、諸般の事情で委嘱替えに向けた

会議が予定できない状況です。よって、今回は委嘱替え

までの残任期間として書面表決をお願いしたところで

す。 
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16 柴田律夫 その他 総会議案の書面表決にあたっ

ては、提出の各議案毎に議決

を求めるべきではないか？

（議決行使権は各議案毎が原

則では？） 

  ご指摘の件については、本来あるべき形であると考え

ますが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、規約で

定められた本来の形での総会が実施できない状況では、

簡略化した表決でも仕方がないと判断したところです。 

なお、今回の議案については、人事案件等はないこ

と、事業報告、決算認定等、事業計画、予算と相互に関

連が認められることから、一括して表決をお願いするこ

ととしたところです。 

17 柴田律夫 その他 Ｈ28.5.31 策定の「千厩地区

まちづくり計画」(H28 年度

から H32 年度)に対する

H31(R1)年度の進捗状況をお

示し願いたい。また、ポスト

コロナの新しい生活様式を踏

まえた５年間(R3～R7)なり

10 年間の中長期的な地域づ

くり計画を策定して具体的に

取り組むことも必要では無い

かと考えるがいかがか？ 

  千厩地区地域づくり計画は、平成 28 年度から平成 32

年度までの「千厩地区」が目指す地域づくりの方向性を

定めたもので、本年度が計画の最終年度となります。 

このことから、現計画の進捗状況を把握し、次期計画

の策定を進める必要があることから、今後、進捗状況を

取りまとめする予定であり、現時点において、その説明

資料を提示できませんので、ご了承をお願いします。 

なお、本会は、千厩市民センターの指定管理を受託す

る際に事務局体制を整え２年を経過したところでもあ

り、この段階で地域づくり計画の進捗状況を把握するこ

とが、適当であろうと考えているところであります。 

また、新型コロナウイルスへの対応となる新しい生活

様式への取組は、一関市での対応方針を踏まえ、次期、

千厩地区まちづくり計画への反映が望まれるものと考え

ております。 
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18 柴田律夫 その他   H29/4～千厩地区まちづくり協議会

の「お願い助けてカード」につい

て、千厩市民センター・一関市社会

福祉協会千厩支部・一関市千厩支所

保健福祉課窓口での在庫が不足して

いるようなので追加作成・配布して

ほしい。 

また、市民課窓口で転入者にも配

布するよう提案してはいかがか。 

ご意見の件については、各所の状況を把握したうえで

対応してまいります。 

19 柴田律夫 その他   地区民祭決算書を見て、アンパン

マンショーのキャンセル料金 51 万

円余にビックリ。不可抗力ともいう

べき新型コロナウイルスに起因する

ものだから減額交渉すべきとも思う

が、多大な損害を諦めなければなら

ないのは残念。 

第１回の実行委員会でも意見を述

べたが、千葉祐佳さんのエレクトー

ン演奏など地元出身で活躍している

一達のコンサートを行ってほしい 

アンパンマンショーについては、12 のとおりです。 

なお、キャンセル料は減額交渉を行った結果の額とな

りますが、開催日が差し迫った状況では、その金額はや

むを得なかったと考えています。 

また、提案いただきましたコンサートについは、今

後、検討してまいります。 
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【別紙】 


