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ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）設立総会 議事録 

 

 日 時 令和４年１０月１日（土）午後４時３０分から午後５時１０分まで 

 

 場 所 守谷小学校 コミュニティスペース 

 

 出席者 ・設立準備会メンバー１４名 

・市長 松丸修久 様（来賓） 

・当日参加者１５名（うち８名はお子様） 

・市職員５名 

 

 議 事 

① 第１号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案） 

  について 

② 第２号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）会則（案）につ 

いて 

③ 第３号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）運営委員等（案） 
について 

④ 第４号議案 令和４年度活動計画（案）について 
⑤ 第５号議案 令和４年度収支予算（案）について 
 

■ 議事経過概要及び結果 

１ 開  会 

星野氏（司会） 

皆様、こんにちは。ただいまより、ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）の

設立総会を開会いたします。私は、ひがし野まちづくりの会設立準備会のメンバ

ーとして参加させていただいております星野陽子と申します。本日、司会を務め

させていただきます。どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、本日、来賓として守谷市長松丸修久様にご出席いただいておりま

すので、ご挨拶をいただきたいと思います。 

 

２ 来賓祝辞 

松丸市長 

 ひがし野まちづくりの会は、市内１０番目のまちづくり協議会であり、最後の

設立となりました。私は、４＋１のもりやビジョンを掲げ、市政運営に努めてま

いりましたが、その一つを担っていただくのがまちづくり協議会だと考えており

ます。 

 ４５年前から新しい住宅地ができ始めて以来、みずき野、北守谷、松ケ丘、け



 2 / 10 
 

やき台、美園、その後、ひがし野、松並青葉と順調にまちがつくられ、人口も増

加してきました。昭和３０年の旧町村合併時は人口１２，０００人程度でしたが、

現在は７０，０００人となりました。順調にまちづくりが進む一方で、まちがつ

くられた年代、転入してきた方々の年齢が異なることから、地区の課題やニーズ

の異なり見えてきました。その地区のニーズにあったまちづくりを行政はもちろ

ん住民自らが進めることが必要であり、それが民主主義の原点であると考えてい

ます。茨県内において、TX 沿線以外の市町村は、すでに人口減少が進んでいま

す。本市も十数年後には人口が減少に転じると推計されています。人口減少は財

源確保にも大きな影響をもたらし、今後、行政運営はあれもこれも取り組むこと

は難しくなります。そのような中で、まちづくり協議会には行政では手が届かな

い部分で活動いただけるのではないかと期待しております。だからこそ、地区に

あった組織、地区に必要な組織を作っていかなければなりません。各地区では、

地区の課題やニーズに合わせ、様々な活動が展開されており、特にみずき野、北

守谷では特徴ある活動が始まっています。 

 ぜひ、このひがし野においても地区のニーズにあったまちづくりを進めてほし

いと考えています。もちろん、行政も一緒に進めさせていただきます。 

 本日は、ひがし野まちづくりの会設立、誠におめでとうございます。 

星野氏（司会） 

松丸市長、ありがとうございました。 

続いて、市職員としてひがし野地区を担当してくださっている高橋課長から、

まちづくり協議会の詳しいご紹介や、ひがし野地区での経緯についてご説明をお

願いします。 

 

３ まちづくり協議会の概要説明 

高橋課長 

 本日、初めて参加されている方もいらっしゃると思いますので、まちづくり協

議会の概要を簡単に説明させていただきます。 

 松丸市長が掲げる４＋１のもりやビジョンの一つ「地域主導・住民主導による

市民王国もりや」の実現に向けたまちづくりを担う組織が、まちづくり協議会と

なります。 

 行政主導と地域主導・住民主導のイメージですが、食べ物に例えますと、行政

主導は、市内全域に一方的に同じメニューを提供、地域主導・住民主導は、地域

にあわせたメニュー、食べたいメニューを注文、又は自ら調理するようなイメー

ジです。 

 まちづくり協議会とは一定のまとまりのある地域において、居住する住民や存

在する様々な団体、事業者等が、それぞれの目的や活動を尊重し合い、連携・協

力することで、地域を活性化させるとともに、地域のことは地域で考え、地域が

対応できる課題は協働して、その解決を図っていくことができる組織です。そし
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て、地域主導・住民主導のまちづくりを進める組織であります。 

 これまでに、地域福祉を進める組織として、各地区に地域福祉活動計画実行委

員会という組織がありました。その組織に様々な方がつながることで、発展・拡

大し、まちづくり協議会が設立されています。 

 市内ではすでに９のまちづくり協議会が設立され、活動しております。本日、

ひがし野地区のまちづくり協議会として、ひがし野まちづくりの会が設立されま

す。 

 まちづくり協議会の役割・活動は、住民や団体、事業者等をつなぐ役割、地域

の活性化、地域の課題解決につながる活動の実施となります。 

 ひがし野地区においても、地域福祉活動計画実行委員会であるハッピーひがし

野にまちづくり協議会の設立をお願いしてきましたが、負担が大きい等の理由か

ら断られ、その後、解散してしまいました。 

 そこで、市からまちづくり協議会設立に向けて検討していただける方を募り、

段階的に人数を増やし、準備会へ移行し、本日、設立に至りました。 

 各地区において、コロナ禍でもできることをできるだけ実施していただいてお

ります。後ほど、写真をご覧ください。 

星野氏（司会） 

続いて、ひがし野まちづくりの会設立準備会を代表しまして小路泰広さんから

ご挨拶申し上げます。 

 

４ ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）設立準備会代表挨拶 

小路氏 

 設立準備会を代表しまして、ご挨拶というか、経緯についてお話させていただ

きます。先ほど、高橋課長からもお話がありましたが、まちづくり協議会設立に

向けて検討する方の募集があり、それに手を挙げたのが、宮下さんと私の２名だ

けでした。私は、ハッピーひがし野をベースとしてまちづくり協議会を設立する

と思って応募したのですが、すでにハッピーひがし野が解散していると聞き、設

立まで非常に大変な取組になるなと感じました。その後、誰でも参加しやすい魅

力的な会にしようと話し合ったり、多くの方にお声掛けをするなかで仲間も増え、

何度も議論を繰り返して本日に至ることができました。 

 皆様と一緒により良いまちにするための活動を行っていきたいと思いますの

で、本日はよろしくお願いします。 

 

５ 議長選出 

星野氏（司会） 

それでは議事に入ります前に、議長を選出したいと思います。 

ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）会則（案）において、議長は、総会の

出席者から互選により選出となっておりますが、本日が設立総会でございますの
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で、これまで設立に向け協議をしてまいりました準備会メンバーの中から、議長

を選出したいと思いますがよろしいでしょうか。 

【拍手により賛成】 

ありがとうございます。それでは、議長を福田峰史さんにお願いします。 

【拍手により賛成】 

よろしくお願いします。 

 

６ 議  事 

福田氏（議長） 

不慣れではございますが、皆様のご協力をいただきスムーズな議事進行に努め

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

 本日の出席者は、本人出席が１４名、会員となる方１５名の内１４名出席、そ

のほか、会員以外に７名、お子様８名に出席いただいております。 

 各議案において、説明後にご質問、ご意見等をお伺いいたします。ご質問、ご

意見等があります場合には、お名前を申し出いただいた上でお願いします。 

 

① 第１号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案）について 

福田氏（議長） 

それでは、第１号議案「ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案）

について」を議題とします。準備会の小路泰広さん、説明をお願いします。 

小路氏 

ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）の組織体制（案）について、ご説明さ

せていただきます。 

ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）は、ひがし野地区のまちづくりに関心

がある方や活動したい方なら誰でも参加できる組織です。参加の仕方は、活動の

企画や実施、活動当日だけのお手伝い、人それぞれで良いですし、退会も自由で

す。活動にあたっては、自治会・町内会がすでにまちづくりの活動をされている

ので、役割分担したり、協力して取り組むなど、連携しながら活動を進めること

にしています。 

組織の体制や、活動の基本的な方針は総会の場で決めますが、具体的な活動の

企画や調整は、運営委員会で何でも話し合いながら決めていきます。人数は１０

名から２０名程度と考えています。運営委員会の中に役員も置き、自治会・町内

会と密に連携を図るため、代表の方には、役員に加わっていただきます。 

これまで準備会で、どんな活動をしたいか意見交換する中で、まずは、二つの

チームを立ち上げることにしました。一つは、防災・防犯・交通安全に関する活

動を行う「安全・安心チーム」、もう一つは、子育て・多世代交流に関する活動

を行う「子育て・交流チーム」です。活動しながら必要に応じて、チームを分け

たり増やすことも可能です。 
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以上、簡単ですが、ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案）の

説明となります。 

福田氏（議長） 

ただいまの「ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案）について」

の説明につきまして、ご質問、ご意見等はございますか。 

【質疑等なし】 

それでは、質疑を終了し、議案の採決に移らせていただきます。第１号議案「ひ

がし野まちづくりの会（守谷 D地区）組織体制（案）について」の承認を採決い

たします。本議案について承認いただける方は、挙手をお願いします。 

【挙手多数】 

挙手多数でありますので、本議案は原案のとおり承認可決されました。資料の

（案）の文字を二重線で削除ください。 

【採決結果：挙手多数により原案のとおり可決・承認】 

 

② 第２号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）会則（案）について 

福田氏（議長） 

続きまして、第２号議案「ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）会則（案）

について」を議題とします。準備会の宮下嘉代子さん、説明をお願いします。 

宮下氏 

ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）の会則（案）についてご説明させてい

ただきます。 

ひがし野まちづくりの会として、「まちづくり」を進めていくための決め事と

して、会則を策定させていただきます。 

第１章は、総則として、ひがし野まちづくりの会の目的や活動といった大枠を

記載しています。目的は、守谷市のまちづくり協議会の施策と連動し、範域内の

自治会・町内会や市民団体等と連携・協力し合いながら、住みよいまちづくりの

ための活動を行うことを目的とします。 

第２章は、組織です。会員や運営委員会、役員等、任期、任務等について記載

しています。さらにチームについても記載しています。どなたでも気軽に会員と

なることができます。本日、参加されている皆様も、どのようなかかわり方でも

構いませんので、ぜひ、会員となっていただければと思います。役員及び監事の

任期は１年とし、連続で３期までとしています。誰かに負担が偏らないよう、誰

でも会長をはじめ役員を務められるようにしていきます。 

第３章は、各会議について記載しており、会議は、定期総会、臨時総会、運営

委員会、チーム会議としております。各会議の招集や定足数、採決も記載してお

ります。 

第４章は、会計です。基本的には、市から交付金をいただいて活動することに

なります。市からいただく公金ですので、しっかり監査もするため、その旨を記
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載しています。 

以上、簡単ですが、ひがし野まちづくりの会（守谷Ｄ地区）会則（案）の説明

となります。 

福田氏（議長） 

ただいまの「ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）会則（案）について」の

説明につきまして、ご質問、ご意見等はございますか。 

高橋氏（参加者） 

会則の施行日を入れた上で採決するべきではないでしょうか。 

福田氏（議長） 

施行日を１０月１日として採決させていただきます。 

それでは、質疑を終了し、議案の採決に移らせていただきます。第２号議案「ひ

がし野まちづくりの会（守谷 D地区）会則（案）について」の承認を採決いたし

ます。本議案について承認いただける方は、挙手をお願いします。 

【挙手多数】 

挙手多数でありますので、本議案は原案のとおり承認可決されました。資料の

（案）の文字を二重線で削除ください。 

【採決結果：挙手多数により原案のとおり可決・承認】 

 

③ 第３号議案 ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）運営委員等（案）につい

て 

福田氏（議長） 

続きまして、第３号議案「ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）運営委員等

（案）について」を議題とします。準備会の武田健志さん、お願いします。 

武田氏 

ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）の運営委員等を提案させていただきま

す。運営委員の中でも役員を担っていただく方には、役職も申し上げます。 

会長に小路泰広さん、副会長に宮下嘉代子さん、会計に小山雅子さん、理事に

福田峰史さん、理事に大山輝芳さん、萱津拓也さん、星野陽子さん、安全・安心

チーム代表に大山輝芳さん、子育て・交流チーム代表に水野みかさん、石﨑由季

さん、直井一浩さん、田中貴子さん、高埜智聖さん、高埜星子さん、私、武田健

志が運営委員、監事には渡辺大士さん、以上、ひがし野まちづくりの会（守谷 D

地区）の運営委員等の案となります。 

福田氏（議長） 

ただいまの「ひがし野まちづくりの会（守谷 D地区）運営委員等（案）につい

て」の説明につきまして、ご質問、ご意見等はございますか。 

【質疑等なし】 

それでは、質疑を終了し、議案の採決に移らせていただきます。第３号議案「ひ

がし野まちづくりの会（守谷 D地区）運営委員等（案）について」の承認を採決



 7 / 10 
 

いたします。本議案について承認いただける方は、挙手をお願いします。 

【挙手多数】 

挙手多数でありますので、本議案は原案のとおり承認可決されました。資料の

案の文字を二重線で削除ください。 

【採決結果：挙手多数により原案のとおり可決・承認】 

 

④ 第４号議案 令和４年度活動計画（案）について 

福田氏（議長） 

続きまして、第４号議案「令和４年度活動計画（案）について」を議題としま

す。準備会の大山輝芳さん、水野みかさん説明をお願いします。 

水野氏 

令和４年度の活動ですが、どこまでできるか分かりませんが、できることをで

きるだけ取り組んでいきたいと思います。 

私からは、子育て・交流チームの活動を提案させていただきます。子育て・教

育区分では、ひがし野地区に多くいらっしゃる子育て世代について、それぞれが

つながることができるネットワーク構築、子育て・教育に関するニーズ調査の実

施、子育て世代の交流機会の創出に取り組みたいと思います。 

交流区分では、子どもたちから高齢者まで、多世代が交流できるような場の創

出、イベント等を開催したいと思います。 

大山氏 

私からは、安全・安心チームの活動を提案させていただきます。防災・防犯区

分では、防災訓練や防災に関する勉強会の実施、防犯に関する啓発等を実施した

いと思います。特に、防災においては、戸建て住宅とマンションの連携、かかわ

り方が重要であると考えており、そのような点も活動に取り入れていきたいと思

います。 

交通安全区分では、地区内の危険個所を把握し、改善できるよう努めます。 

また、ひがし野まちづくりの会の活動等について情報を発信するとともに、一

緒に活動いただける会員を増やすためにも、広報誌を発行したいと思います。  

水野さんからもありましたが、ここに掲げたことをどこまでできるか分かりま

せんが、一歩でも前進したいと思います。 

以上、簡単ですが、令和４年度の活動（案）の説明となります。 

福田氏（議長） 

ただいまの「令和４年度活動計画（案）」につきまして、ご質問、ご意見等は

ございますか。 

【質疑等なし】 

それでは、質疑を終了し、議案の採決に移らせていただきます。第４号議案「令

和４年度活動計画（案）について」の承認を採決いたします。本議案について承

認いただける方は、挙手をお願いします。 



 8 / 10 
 

【挙手多数】 

挙手多数でありますので、本議案は原案のとおり承認可決されました。資料の

（案）の文字を二重線で削除ください。 

【採決結果：挙手多数により原案のとおり可決・承認】 

 

⑤ 第５号議案 令和４年度収支予算（案）について 

福田氏（議長） 

続きまして、第５号議案「令和４年度予算（案）について」を議題とします。

準備会の小山雅子さん説明をお願いします。 

小山氏 

まず、収入ですが、市から活動支援交付金として、１，６８３，０００円とな

ります。交付金の額は、市の基準で決まっているとのことですので、高橋課長、

この１，６８３，０００円の算定根拠をご説明ください。 

高橋課長 

それでは、私からこの活動支援交付金１，６８３，０００円の算定根拠につい

てご説明させていただきます。まず、均等割として、１，０００，０００円、 こ

れは他地区も同額です。次に人口割として、１人１００円×ひがし野地区の人口

４，９６９人で、４９６，９００円、人口は、市の予算作成の関係で、令和３年

４月１日現在 の人口となります。さらに、ひがし野地区で敬老行事を開催した

場合に、支出できる予算として８５０円×ひがし野地区で今年度に７５歳以上に

なられる人口２１９人で、１８６，１５０円となります。敬老行事を開催しない

場合は、返還することになります。千円未満が切り捨てとなり、合計１，６８３，

０００円ですが、これは上限額であり、残額は市へ返還となります。以上です。 

小山氏 

高橋課長、ありがとうございます。 

次に、支出です。支出の内訳につきましては、今後、皆様としっかり話し合い

ながら、各活動にかかる予算を決めていきたいと考えておりますので、今の時点

では、すべての活動で１，６８３，０００円と提案させていただきます。  

なお、市からの活動支援交付金は、私たちが納めた貴重な税金の中からまちづ

くりに必要な予算として交付されるものですので、しっかり協議した上で、効果

的な活用となるよう努め、しっかりと会計を管理していきたいと考えております

ので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。 

以上、簡単ですが、令和 4年度の収支予算(案)の説明となります。 

福田氏（議長） 

ただいまの「令和４年度予算（案）」につきまして、ご質問、ご意見等はござ

いますか。 

【質疑等なし】 

それでは、質疑を終了し、議案の採決に移らせていただきます。第５号議案「令
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和４年度予算（案）について」の承認を採決いたします。本議案について承認い

ただける方は、挙手をお願いします。 

【挙手多数】 

挙手多数でありますので、本議案は原案のとおり承認可決されました。資料の

（案）の文字を二重線で削除ください。 

【採決結果：挙手多数により原案のとおり可決・承認】 

 

７ 議長退任 

福田氏（議長） 

 すべての議案が承認されました。皆様のご協力に感謝申し上げます。議長の務

めは、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。 

星野氏（司会） 

福田峰史さん、ありがとうございました。 

 ここで、市職員の紹介をお願いしたいと思います。高橋課長お願いします。 

 

８ 職員紹介 

高橋課長 

 ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）の支援担当職員を紹介します。 

中村課長補佐 

 ほかの地区のまちづくり協議会の活動等を皆様に紹介しながら、ひがし野地区

において、一緒により良い活動を展開していきたいと思います。 

飯島係長 

 会員皆様が若く、他地区とは異なる活動が期待できると思っています。 

森係長 

 ひがし野地区は、私個人としても生活圏の一部です。このひがし野地区がより

良いまちとなるよう、新たな活動が展開できたらと思います。 

鈴木主事 

 健幸長寿課の鈴木です。課での主な業務は介護予防事業、認知症支援となりま

すが、皆様の活動をしっかり支援したいと思います。 

高橋課長 

 市職員も、皆様と一緒に汗をかき、ひがし野地区のまちづくりを進めてまいり

ますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

 

９ 閉  会 

星野氏（司会） 

 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

本日、すべての議案を承認いただき、ここに「ひがし野まちづくりの会（守谷 D

地区）」の設立となりました。 
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 本日がゴールではなく、本日がスタートとなります。ひがし野地区一丸となり、

着実に「ひがし野地区のまちづくり」を進めていきたいと思いますので、ご協力

をお願いいたします。 

 また、本日、お忙しい中、ご出席をいただきました松丸市長様には、お礼を申

し上げるとともに、ひがし野まちづくりの会（守谷 D 地区）への支援をお願いい

たします。 

これで、ひがし野まちづくりの会設立総会を終了させていただきます。皆様、

これから、ひがし野地区のまちづくりを一緒に進めていきましょう！ 

 


