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丸子まちづくり会議規約改正議案 第１号

　コロナ禍に限らずこれに類することで総会開催が困難となる場合を想定し、規約第15条(総会の開催)
に第3号、第4号を加えました。

・第3号「総会を開催することが困難と会長が認める場合は書面採決を以て総会に替えることができる。」
・第4号「前号の規定によるほか、不測の事態により総会の開催が困難と認められる時、役員会の決

　　　  議を以て総会の議決に替えることができる。」
※今回は、書面採決の規定が無いなかでありましたが、議案第１号として他の議案と同時に採決を行い

ました。

2019年度丸子まちづくり会議事業報告（要旨）議案 第２号

１　丸子まちづくり計画の推進
　2019年度は台風19号被害やコロナ禍の影響で予定した事業のいくつかが中止・延期を
余儀なくされましたが、令和2年度に実施できる事業は着実に実施してつなげていきたい
と考えます。
　定例役員会のほか、交通部会は「地域の生活の足」確保のため豊殿地区循環バス運営の
視察研修、福祉部会は「丸子地域福祉サービス一覧表」の作成などを行いました。教育部
会ではアメリカ発の教育啓発映画の上映会、「こどもの明日を考える会」を開催しました。
教育部会の「わくわく通学合宿」は台風19号により中止、交通部会では「丸子の地域交
通を考える集い」はコロナ禍により延期しました。
　また、丸子地域自治センターからの提案受けて取り組んだ行政との協働事業は、双方か
ら提案し検討しましたが、実現には至りませんでしたので来年度の課題と捉えています。

昨年の総会の様子
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第10号

丸子

　丸子まちづくり会議は、コロナ禍のなか５月26日
に通常総会を予定していましたが、代議員皆様一堂に
会しての総会は不可能と判断し、書面採決により総会
決議事項を決定しました。
　書面採決の結果は以下のとおりです。
　議案第１号から議案第６号まで全て同じ結果でした。
　代議員総数68人中、賛成65人、無効３人で原案どお
り可決成立しましたので、議案の概要をお知らせします。

令和２年度通常総会は規約改正し書面採決に
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2019年度　丸子まちづくり会議決算報告議案 第３号

２　地区会議の活動状況
　長瀬地区会議、塩川地区会議、丸子中央地区会議も書面採決により総会を終えていますの
で概要を報告します。

（1）長瀬地区会議の活動状況
　防災先進地視察研修（糸魚川市での火災対応）、防災啓発ドキュメンタリー映画
上映会、長瀬音頭復活事業などを行いました。
　また、地区会議だより８、９号を発行し、地区内に活動状況をお知らせしました。
長瀬地区会議への地区会議交付金は1,000,000円でした。
　令和2年度の長瀬地区会議の会長は丸山登志一さんに決定しました。

（2）塩川地区会議の活動状況
　塩川地域の史跡看板設置事業、台風19号災害の自治会での対応学習会、地域づ
くりセミナーを開催しました。
　地区会議だより６、７、８、9号を発行し、地区内に活動状況をお知らせしました。
　地区会議活動費交付金は542,613円でした。

（3）丸子中央地区会議の活動状況
　防災対策でチェンソー講習会、出前ときめき講座で中央地区の現状把握と意見交
換、こども見守り隊の支援でベストを作成しました。
　地区会議だより２、３号を発行し活動状況をお知らせしました。
　地区会議活動費交付金は498,386円でした。

３　住民への啓発
　信州上田丸子夏期大学の1講座で、「地元を創り直す時代」と題する講演会を主催運
営しました。
　まちづくりだより第７、８、９号を発行し活動内容をお知らせしました。

地区会議総会もコロナ禍により書面採決に

 【収支総額・差引残高】

収入総額 5,493,840 円

支出総額 5,493,758 円

差引金額 82円

　　　　　　　　　　　　　　　差引金額 82円は翌年度へ繰越

【収入の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 対　　比 摘　　要

１	交		付		金 6,000,000 5,493,758 △ 506,242 住民自治組織交付金

２	雑		収		入 20 22 2 預金利子

３	繰		越		金 60 60 0 前年度繰越金

収入合計 6,000,080 5,493,840 △ 506,240



3

丸子まちづくり会議役員一覧議案 第４号

令和２年度  丸子まちづくり会議事業計画議案 第５号

１　まちづくり事業計画の推進
「丸子まちづくり計画」に基づき、まちづくり事業を推進します。

【交通部会】
　　　・「丸子地域交通を考える会」の開催。住民の身近な交通手段の構築。

【教育部会】
　　　 ・ワクワク通学合宿、「子どもの明日を考える会」の開催検討。

 【福祉部会】
　　　 ・高齢者のゴミ出し支援の仕組みづくりの検討と実践。

任期：令和 2年 5月～令和 4年通常総会の日まで

番号 役職名 氏　名 推薦団体 番号 役職名 氏　名 備　考推薦団体

1 会　長 丸山かず子 まちづくり会議 11 理　事 小林　家寿 内村自治連

2 副会長 金子　健一 〃 12 理　事 田中　千春 中央地区会議

3 副会長 髙野　英雄 中央自治連 13 理　事 久保山　修 依田自治連

4 理　事 内田　弘子 まちづくり会議 14 理　事 矢嶋　政雄 〃

5 理　事 工藤　裕子 〃 15 理　事 池内　典和 長瀬自治連

6 理　事 斎藤　繁子 〃 16 理　事 渡辺　　恵 長瀬地区会議

7 理　事 　斎藤由紀子 〃 17 理　事 笹沢　正義 塩川地区会議

8 理　事 　斎藤ゆり子 〃 18 理　事 大久保善司 塩川自治連

9 理　事 割田　栄二 〃 19 監　事 下村　晴一 前年度理事

10 理　事 滝沢　清茂 内村自自連 20 監　事 久保田和英 〃

※正副会長は、6月 25日に役員会で互選により選出しました。

【支出の部】	 単位：円

科　　目 予算額 決算額 対　　比 摘　　要

１	組織運営事業 2,680,080 2,796,685 116,605 コピー、郵送代、人件費

２	情報発信事業 510,000 419,446 △ 90,554 まちづくりだより7、8、9号

３	本会活動事業 824,000 517,240 △ 306,760 福祉サービス一覧表、夏期大学

４	地区会議
　	活動事業

1,967,000 1,760,387 △ 206,613

長瀬地区	 870,000
塩川地区	 451,613
丸子中央	 436,386
事務費ほか		 2,388

５	予		備		費 19,000 0 △ 19,000

支出合計 6,000,080 5,493,758 △ 506,322
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２　地区会議設立支援・活動支援
　設立済みの地区会議活動に対して、事務的支援、財政的支援
を通じてより身近な、顔の見えるまちづくりの推進を目指します。

３　住民への啓発
　本会議の活動状況や、丸子まちづくり計画を、まちづくり
だよりの発行、夏期大学での講演啓発活動を通じて、広く住
民に周知するとともに、理解と協力を求めていきます。

　新型コロナウィルスの影響で役員会、イベント
などの活動が中止、延期に至ることが増え、通
常総会も書面採決という異例の形となりました。
　ウイズコロナの「新しい日常」のなかでいつ
平穏な日々が戻ってくるのか、第2波、第3波
も懸念されるなか、令和2年度事業にどういっ
た影響が出るのか危惧されるところです。
　こうした状況で新しい役員さんを迎えて令和
2年度の活動が始まりますが、精一杯取り組ん
で行きたいと考えていますので、よろしくお願
いいたします。

ご意見・ご要望など
どしどしお寄せください

TEL・FAX 0268-75-1061

info@maruko-mkueda.jp
【メールアドレス】

●●●●●●●

編集後記
●●●●●●●

令和２年度  丸子まちづくり会議予算議案 第６号

映画上映会後の意見交換の様子

【収入の部】	 単位：円

科　　目 令和２年度 2019年度 比　　較 摘　　要

１	交		付		金 8,427,000 6,000,000 2,427,000 住民自治組織交付金

２	雑		収		入 22 20 2 預金利子

３	繰		越		金 82 60 22 前年度繰越金

合　　計 8,427,104 6,000,080 2,427,024

【支出の部】	 単位：円

科　　目 令和２年度 2019年度 比　　較 摘　　要

１	組織運営事業 3,516,350 2,680,080 237,350 コピー使用料、人件費

２	情報発信事業 666,000 510,000 156,000 たより発行、HP更新

３	本会活動事業 1,108,000 824,000 284,000 部会活動費、夏期大学

４	地区会議活動 3,086,000 1,967,000 1,119,000

地区会議交付金
　　　長瀬　937,000
　　　塩川　909,000
　　　中央　938,000
　　　予備　300,000
　　事務費　				2,000

５	予		備		費 50,754 19,000 31,754

合　　計 8,427,104 6,000,080 2,427,024


