
烋成 29烝度 真城地区振興会総会 

 

                                  日 時：烋成 29烝４月 12日(水) 

               午後ǚ時～ 

場 所：奥州市真城地区センター 

 

次 第 

 

θ奥州市民憲章唱和χ 

１ 開  会 

 

ǘ 会長あいさつ 

 

ǚ 議長選出 

   

４ 成立要件の確認 

 

Ą 議  事 

報告第１号 烋成28烝度事業報告 

認定第１号 烋成 28烝度会計収支決算 

議案第１号 真城地区振興会規約の一部改正について 

議案第ǘ号 烋成 29烝度事業計画θ案χ 

議案第ǚ号 会費の額、徴収方法について 

議案第４号 烋成 29烝度会計収支予算θ案χ 

    

６ その他 

 

７ 閉 会 



～ 奥州市民憲章 ～ 

 

わた茣たち鬮兔歴史・伝統・自然霤恵…「たこ頤…ち頤市民扈あ》こ釁＝

誇《釁茣兔芍〉霤良い…ち＝め苒茣遘市民憲章＝定め…す冉 

一 ふ》芍釁＝愛茣 い箙い箙釁働粮こ釁龝扈箙》…ち＝つ粮《…す 

一 すすぁ扈学び 文化頤稱硼《高い…ち＝つ粮《…す 

一 ‥ぁ睢龝手＝つ睢粐 健康扈明》い…ち＝つ粮《…す 

璻烋成 19烝２月 20日制定璺 

 

 



役員名簿　　　任期：Ｈ28.4.1～Ｈ30.3.31　

役職 氏名 団体・役職 行政区

1 顧問 中澤　俊明 奥州市議会議員 下中野

2
顧問・代議員

阿部　加代子 奥州市議会議員 大深沢

3 顧問 遠藤　計悦 知識経験者 上中野

4 会長 山内　孝義 知識経験者 要害

5 副会長 佐藤　正美 行政区長会長 折居町

6 副会長 小澤　房子 知識経験者 真城が丘

7 副会長 三宮　宮子 真城婦人会長 堤尻

8 理事 吉田　健一　 行政区長 要害

9 理事 吉田　宗雄 行政区長 高根

10 理事 千葉　長英 行政区長 川尻

11 理事 岩淵　雅規 行政区長 上中野

12 理事 菅原　公文 行政区長 下中野

13 理事 鈴木　琢夫 行政区長 大深沢

14 理事 今野　紀昭 行政区長 堤尻

15 理事 千葉　信明 行政区長 秋成

16 理事 藤井　邦夫 行政区長 須江

17 理事 佐川　一美 行政区長 真城が丘

18 理事 佐藤　政幸 真城小学校 堤尻

19 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 真城が丘

20 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 堤尻

21 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 上中野

22 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 真城が丘

23 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 下中野

24 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 須江

25 理事 （重複欠員） 真城地区民生児童委員協議会長

26 理事 山内　康晴 水沢警察署真城駐在所長 真城が丘

27 理事 千葉　悦三 真城地区センター長

28 監事 千田　繁 行政区長会副会長 折舘

29 監事 佐藤  明子 真城地区民生児童委員協議会副会長 堤尻

30 監事 浅利　東壽 農事実行組合協議会長 上中野

31 代議員 高橋　裕紀 水沢南中学校長

32 代議員 佐藤　茂利 真城小学校ＰＴＡ会長 須江

33 代議員 高橋　潤一
岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 折居町

34 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合

35 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 秋成

36 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 須江

37 代議員 後藤　準悦 交通安全協会真城分会副分会長 真城が丘

38 代議員 阿部　信行 消防団第六分団長 須江

39 代議員 阿部　加代子 真城地区婦人消防協力会長 大深沢

40 代議員 佐々木　慎一郎 地域代表 折居町

41 代議員 千葉　勝 地域代表 要害

42 代議員 那須川　祐吉
地域代表 高根

43 代議員 吉田　和重 地域代表 川尻

44 代議員 村上　時己 地域代表 上中野

45 代議員 菅原　信一 地域代表 下中野

46 代議員 今野　豊喜 地域代表 大深沢

47 代議員 佐藤　光明 地域代表 堤尻

48 代議員 千葉　信明 地域代表 秋成

49 代議員 千田　明 地域代表 須江

50 代議員 千田　繁 地域代表 折館

51 代議員 亀井　真弓 地域代表 真城が丘



報告第１号

烋成28烝度　真城地区振興会事業報告

月　日 行　　　事 備　　考

4/1(金) 会計監査会

4/14θ木χ 定期総会 代議員20名出席θ本人14、委任状6χ

5/13θ金χ 濯役会議 事業推進について

5/25θ水χ 第Ş回指定管理検討委員会 烋成29烝度指定管理者募集について

6/24θ金χ 濯役会議 地域振興事業について

6/24θ金χ 第１回理事会 市サンスポーツラン詩に関して

6/28θ火χ 濯役会議 人事についてほか

7/22(金) 濯役会議 地区要望ほか

8/25(木χ 真城地区第忠次コ璽ュニティ計画策定委員会第１回会議 委員７名

10/19θ水χ 濯役会議 自治会長等会議について

11/21θ月χ 濯役会議 人事についてほか

11/30θ水χ 濯役会議 人事についてほか

11/30θ水χ 真城地区第忠次コ璽ュニティ計画策定委員会第ǘ回会議 委員11名

12/16θ金χ 濯役会議 人事についてほか

12/21θ水χ 真城地区第忠次コ璽ュニティ計画策定委員会第ǚ回会議 委員12名

1/12θ木χ 第９回指定管理検討委員会 人事方針ほか

1/27θ金χ 濯役会議 烋成29烝度事業方針等

3/3θ金χ 濯役・専門部長合同会議 烋成29烝度総会に向けて

3/10θ金χ 会計・事務監査

3/15θ水χ 第ǘ回理事会 烋成29烝度総会に向けて

3/31θ金χ 会計・事務監査

4/12θ水χ 定期総会

4/28θ木χ 振興会長等会議 会長、江刺総合支所

5/10θ火χ 市民憲章推進協議会理事会

5/26θ木χ 第１回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

5/12～13 地域活動員研修 花巻市・県生涯学習推進センター

6/30θ木χ 協働のまちづくり事仔式ング 市担当課・会長・事務局

7/1θ金χ 花苗移植・除草作業 利用団体から36名

8/2θ火χ 第ǘ回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

8/3θ水χ 地区要望事仔式ング 市役所本庁

8/19(金χ 市環境衛生大会

10/12(水) 市指定管理者選定委員会審査 会長・事務局、市役所本庁

11/8θ火χ 奥州市地域活動員研修会 映画坤ふ傘さと歳えり墾上映

11/10(木) 自治会長等会議 会計運用な鷺の運用提案

11/26θ土χ 市地区振興会長等研修会 プラ孜イン水沢

1/30θ月χ 第ǚ回水沢区地域協議会 会長、水沢地区センター

2/5θ日χ 真城地区女性団体交流会

2/7θ火χ 水沢区振興会長等交流懇親会 会長・事務局長

2/13θ月χ 奥州市市民憲章推進大会・協働のまちづくりフォーラ痔 Ｚホール

2/26θ日χ 地域安全研修会

毎月 広報θ雷4/11χの編集・発行

4/2(土) 地区異動職員歓送迎会 産直来夢くん鴫ストラン

6～11月 真城太鼓の活動支援 太鼓教室講師謝礼費用の助成

7/9θ土χ ちーむやな災θ仮χ主催　似仔ガー視ン 産直来夢くん特設会場　約200名

9/7θ水χ 部会 当面の事業について

9/9θ金χ 第43回真城まつり第１回実行委員会

10/18(火) 部会 地区コ璽ュニティ計画の見直し

10/19(水) 第43回真城まつり第ǘ回実行委員会

11/3(木・祝) 第43回真城まつり

11/19(土) まちづくり研修会・役員忘烝会 地区センター和室・来夢くん鴫ストラン

11/25(金) 第43回真城まつり第ǚ回実行委員会 総括・慰労

１　機関会議

ǘ　諸会議・行事

ǚ　地域振興部



1/７(土)

新春講演会・交賀会

講演会　演題坤婚や搾坂ん恨から学鮭まちづくり墾

講師　や搾坂ん秋田県支部　佐藤弘幸支部長

産直来夢くん

講演会86名、交賀会81名参加

1/19θ木χ 事業調査　澁谷視孜イン事務所 部長・副部長

2/11θ土χ ちーむやな災θ仮χ主催　なべフェスティ飼ル 産直来夢くん鴫ストラン約130名

2/16(木) 部会 烋成29烝度定期総会議案協議

2/28θ火χ

事業調査　いわて地域づくり支援セン

ター

部長・副部長・事務局長

3/11θ土χ 映画坤ふ傘さと歳えり墾真城上映会 産直来夢くん鴫ストラン　120名

5/25(水) チャ鴫ンジ視ー2016協賛企画　健康体操 産直来夢くん駐車場 60名参加

5/28(土) 真城地区い済い済斯ニ仔スポーツ大会 運営協力θ主催：地区老ク連χ

6/7θ火χ 真城女性死璽ナール　開講式・第１講 太極拳教室

5～10月 真城大学θ実施支援χ 全６講、受講生75名

5～10月 わんぱく埼ん埼んθ田・伝χ教室の実施支援θ真小Ą烝38名χ 雲南愛農会θ上中褫χと連携

7/12θ火χ 真城女性死璽ナール　第ǘ講　 陶芸教室

7/13θ水χ 地区市民運動会種目検討・チーフ会議 種目等の調整

8/2～4 パソコン教室坤インターネ紫ト体験墾 真小５（ルー痔　15名受講

8/19θ金χ 部会懇親会 産直来夢くん鴫ストラン

8/21θ日χ 真城地区市民運動会 真城小学校校庭

8/24θ水χ 真城小学校　英語に触参傘活動　第１回 1～4烝児童

9/2θ金χ 地区市民運動会代表者会議・慰労会 総括・慰労

9/16θ金χ 真城女性死璽ナール　第ǚ講　 諭療講演

10/12θ水χ 部会 地区コ璽ュニティ計画の見直し

10/13θ木χ 真城女性死璽ナール　第４講　 秋田県横手市　館外研修

11/16θ水χ 部会 地区コ璽ュニティ計画の見直し

12/6θ火χ 真城女性死璽ナール　第Ą講　 カラーサン詩埼楽しむ観葉植物

12/7θ水χ 真城小学校　英語に触参傘活動　第ǘ回 1～4烝児童

1/22、2/12 健康スポーツ教室

2/7θ火χ 真城女性死璽ナール　第６講・閉講式 飼鴫ンタインのお菓子作り

2/6～8 真城坤おとなの学校墾 真城小学校　21名

2/18θ土χ 軽スポーツ交流会 滋司式ング　31名

2/22θ水χ 部会 烋成29烝度定期総会議案協議

6/29θ水χ 真城い済い済ふ参愛タイ痔 衣川方面

9/15θ木χ 真城地区敬老会 プラ孜イン水沢、出席者220名

10/17θ月χ 部会 地区コ璽ュニティ計画の見直し

11/21～25 ふ参あい斯ル飼ーサロン
４地区θ折居、大深沢、中褫、高根χ、延べ78名参加

2/8θ水χ 部会 烋成29烝度定期総会議案協議

5/11θ水χ 生活環境部会 事業推進について

7/1θ金χ 地区センター地内花壇花苗の植栽作業

６～11月 地区花い榊ぱいコンクール 地域花壇７団体、家族花壇１名参加

9/7θ水χ 部会 当面の事業について

10/20(木) 県立総合防災センター視察・研修 自主防災組織等連絡会と共同

９～10月 ポイ捨てさせない運動
4行政区θ上中褫、託中褫、大深沢、堤尻χ、のぼり20本設置

11/11θ金χ 部会 地区コ璽ュニティ計画の見直し

2/13θ月χ 部会 烋成29烝度定期総会議案協議

4～10月 ＥＭ菌の活用によ傘生ご札減量化活動の助成 経費の助成

5/28θ土χ 真城地区い済い済斯ニ仔スポーツ大会 人的支援

6～8月 真城地区寺子屋の事業支援 人的支援

真城地区食生活改善推進員協議会

真城婦人会

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

　　烋成29烝４月12日

４　教育文化・スポーツ部

Ą　健康・福祉部

Ş　地区内団体の運営財政支援

６　生活環境部

７　地区内団体の事業支援



１　収　入

科 目 当初予算額 予算現額（A） 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

会 費 469,200 469,200 464,400 △ 4,800

寄 付 金 1,000 1,000 0 △ 1,000

繰 越 金 54,873 54,873 54,873 0 前年度繰越金

雑 収 入 927 927 4 △ 923 貯金利子

合 計 526,000 526,000 519,277 △ 6,723

２　支　出

科 目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

会 議 費 27,000 6,940 33,940 33,940 0

旅 費 15,000 0 15,000 0 15,000

事 務 費 20,000 0 20,000 13,500 6,500

食改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

事業特別会計へ 85,750

まちづくり事業特別会計へ 225,250

太鼓維持特別会計へ 35,000

慶 弔 費 30,000 0 30,000 12,000 18,000 各種大会祝儀等

諸 費 5,000 0 5,000 5,000 0

予 備 費 36,000 △ 9,940 26,060 0 26,060

合 計 526,000 0 526,000 460,440 65,560

　収入支出差引残金 58,837

　　　　　  会長　山　内　孝　義

円は翌年度に繰り越すものとする。

助　成　金 50,000 0 50,000 50,000 0

奥州市民憲章推進協議会水沢支部協賛会員会費

　　平成29年４月12日

　　　　　真城地区振興会

（単位：円）

説　　　　明

市地区振興会長等研修会、水沢区交流懇談

法人IB手数料ほか

認定第１号-１

平成28年度真城地区振興会一般会計収支決算

（単位：円）

説　　　　明

会費＠300×1,548世帯

繰　出　金 343,000 3,000 346,000 346,000 0



１　収　入

科　　目 予算額(A) 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

交　付　金 5,017,000 5,017,000 0

繰　入　金 141,000 85,750 △ 55,250

負　担　金 50,000 70,000 20,000 団体からの人件費相当負担

繰　越　金 961,785 961,785 0

助　成　金 0 11,800 11,800

雑　　　入 30,215 81,898 51,683

合　　計 6,200,000 6,228,233 28,233

２　支　出

科　　目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

運　営　費 4,434,000 54,060 4,488,060 4,488,060 0

(1)賃　金 3,507,000 216,993 3,723,993 3,723,993 0

(2)役務費 100,000 △ 21,436 78,564 78,564 0

(3)厚生費 597,000 △ 75,329 521,671 521,671 0

  (4)旅　費 30,000 △ 27,000 3,000 3,000 0

【地域振興部】 616,281

広報「雷神」発行 114,912

異動職員歓送迎会 44,124

新春講演会・交賀会 35,398

真城まつり 188,000

真城太鼓活動助成 90,000

ちーむやなぎ活動助成 100,000

その他事業 43,847

【教育文化・スポーツ部】 153,315

女性ゼミナール 30,000

健康スポーツ教室 21,346

軽スポーツ交流会 20,708

英語に触れる活動 0

わんぱく田・伝教室へ助成 60,000

その他事業 21,261

【健康・福祉部】 0

ふれあいシルバーサロンへ助成 0

その他事業 0

【生活環境部】 117,845

花いっぱい運動・コンクール 28,886

ポイ捨てさせない運動 40,532

生ごみ減量化対策事業 10,000

防災事業 38,427

その他事業 0

備品購入費 255,000 103,543 358,543 358,543 0 紙折機、事務用イス、電話機ほか

予　備　費 510,000 △ 157,603 352,397 0 352,397

合　　計 6,200,000 6,200,000 5,734,044 465,956

収支差引残金 494,189 円は翌年度に繰り越すものとする。

真城地区振興会

会長　山　内　孝　義

認定第１号-２

平成28年度真城地区振興会事業特別会計収支決算

（単位：円）

説   　明

奥州市地域運営交付金

配分　運営費分　　　　538千円

　　　生涯学習相当分　473千円

　　　人件費分　　　4,006千円

振興会一般会計から

前年度繰越金

印刷機利用料、預金利息ほか

（単位：円）

説　　明

地域活動員賃金（２人）、超過勤務手当

印刷機リース料、郵券代

地域活動員社会保険料事業主負担等

(5)事務費 200,000 △ 39,168 160,832 160,832 0

　　平成29年４月12日

事務用品（印刷機用インク、マ

スターほか）

事　業　費 1,001,000 0 1,001,000 887,441 113,559



１　収　入

科 　目 予算額 予算現額(A) 収入済額(B)

比較

(B)-(A)

協働のまちづくり事業交

付金（一般）

567,000 567,000 564,000 △ 3,000

協働のまちづくり事業交

付金（集会施設加算）

170,000 170,000 170,000 0

協働のまちづくり事業補

助金

500,000 500,000 500,000 0

繰　入　金 167,000 167,000 225,250 58,250 一般会計から繰入

繰　越　金 1,000 1,000 0 △ 1,000

雑　収　入 1,000 1,000 0 △ 1,000

計 1,406,000 1,406,000 1,459,250 53,250

２　支　出

科　 目 当初予算額 流充用額 予算現額(A) 支出済額(B)

不用額

(A)-(B)

まちづくり交付金充当 567,000

　防犯灯新設・更新事業補助　24か所

まちづくり補助金充当 722,250

　内訳

　公式ＨＰ管理・運用 100,000

　健康増進事業補助 38,744

　花いっぱいコンクール 180,000

　英語に触れる活動 31,400

　パソコン教室 40,000

　ロゴマーク編集 60,000

　コミュニティ計画書作成 213,840

　まちづくり研修 22,274

　真城おとなの学校 35,992

集会施設交付金 170,000 0 170,000 170,000 0 17施設×10,000円

予　備　費 2,000 0 2,000 0 2,000

計 1,406,000 0 1,406,000 1,459,250 △ 53,250

収入支出差し引き残金 なし。

平成29年４月12日

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

説明

協働のまちづくり事業 1,234,000 0 1,234,000 1,289,250 △ 55,250

認定第１号-３

平成28年度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支決算

説　　明

奥州市協働のまちづくり交付金（一般

枠）

奥州市協働のまちづくり交付金（集会施

設加算枠）



認定第１号-４

１　収　入　　 （単位：円）

科    目 予算額 収入済額 比較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 109,005 109,005 0 前年度繰越金

雑 収 入 995 1 △ 994

合　　計 145,000 144,006 △ 994

２　支　出 （単位：円）

科　　　目 当初予算額 流充用額 予算現額 支出済額 不用額 説　　　　明

消 耗 品 費 1,000 0 1,000 0 1,000

役　務　費 143,000 0 143,000 118,800 24,200 和太鼓皮張り

予　備　費 1,000 0 1,000 0 1,000

合　　　計 145,000 0 145,000 118,800 26,200

　収入支出差引残金 25,206 円は次年度へ繰越すこととする。

　真城地区振興会

　　会長　　山　内　孝　義

　　平成29年４月12日

平成28年度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支決算





議案第１号 真城地区振興会規約の一部改正について 

真城地区振興会規約の一部を次のように改正す傘。 

 

真城地区振興会規約一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

現時の情勢を踏まえて、推進すべ済事業を見直すとともに、地域の現状に

即した役員体制に見直す。 

以上により、本規約の一部改正をしようとす傘もの埼あ傘。 

 

ǘ 改正の内容 

(1) 本会の事業に関す傘こと。θ第ǚ条関係χ 

真城地区コ璽ュニティ計画θ第忠次χの実現を見据えた整理を施します。 

(2) 役員選考を行う組織に関す傘こと。θ第７条のǘ関係χ 

地域の現状を踏まえた役員選出の観点から、その選考組織の設置・運用

を新たに位置付けます。 

(3) 代議員の選出基準等に関す傘こと。θ第９条、第10条関係χ 

組織の執行部と評価す傘立場の代議員の位置づけを明確にします。 

(4) 専門部に関す傘こと。θ第10条関係χ 

指定管理業務受託な鷺、事業者としての性格を踏まえて、こ参に適した

名称に見直します。 

(5) 真城のロ指爾ークを位置付けます。 

真城のロ指爾ーク策定について朔、真城の若い世代のサークル坤ちーむ

やな災墾歳その策定に当たり、本会埼編集したものを真城のロ指爾ーク

として位置付け、今後の活用にあた榊ての裏付けとします。θ第16条関

係χ 

(6) 別表第１及び別表第ǘの選出区分を見直します。 

(7) その他表記の修正 

 

ǚ 施行期日 

１ この規約朔、議決の日から施行す傘。 

ǘ この規約の一部改正歳施行さ参傘以前に選任さ参た役員及び代議員の任

期について朔、改正後の規定に関わら剤、改正前の規定によ傘。 



資料

１　理事の選出イメージ

役職 区分・派遣団体 役職 区分・派遣団体

1 顧問 市議会議員 1 顧問 市議会議員

2 顧問 市議会議員 2 顧問 市議会議員

3 顧問 知識経験者 3 顧問 知識経験者

4 会長 知識経験者 4 会長

5 副会長 地区区長会長 5 副会長

6 副会長 知識経験者 6 副会長

7 副会長 真城婦人会長 7 副会長

8 理事 行政区長 8 理事 自治会等の推薦

9 理事 行政区長 9 理事 自治会等の推薦

10 理事 行政区長 10 理事 自治会等の推薦

11 理事 行政区長 11 理事 自治会等の推薦

12 理事 行政区長 12 理事 自治会等の推薦

13 理事 行政区長 13 理事 自治会等の推薦

14 理事 行政区長 14 理事 自治会等の推薦

15 理事 行政区長 15 理事 自治会等の推薦

16 理事 行政区長 16 理事 自治会等の推薦

17 理事 奥州市立真城小学校長 17 理事 自治会等の推薦

18 理事 奥州市農業委員 18 理事 自治会等の推薦

19 理事 奥州市農業委員 19 理事 自治会等の推薦

20 理事 真城地区民生児童委員協議会長 20 理事 奥州市立真城小学校長

21 理事 水沢警察署真城駐在所長←代議員へ 21 理事 奥州市農業委員（真城地区選出）

22 理事 真城地区センター長←外す 22 理事 奥州市農業委員（真城地区選出）

23 理事 地域福祉推進協議会真城支部長 23 理事 真城地区区長会長←追加

24 理事 真城地区老人クラブ連絡協議会長 24 理事 真城地区民生児童委員協議会長

25 理事 真城婦人会長 25 理事 真城地区防犯協会長←代議員から

26 理事 総合型真城体育協会長 26 理事 水沢区地域福祉推進協議会真城支部長

27 理事 真城地区食生活改善推進員協議会長 27 理事 真城地区老人クラブ連絡協議会長

28 理事 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会長 28 理事 真城婦人会長

29 監事 真城地区区長会 29 理事 総合型真城体育協会長

30 監事 真城地区民生児童委員協議会 30 理事 真城地区食生活改善推進員協議会長

31 監事 真城地区農事実行組合協議会長 31 理事 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会長

32 監事 真城地区区長会が推薦する者

33 監事 真城地区民生児童委員協議会が推薦する者

34 監事 真城地区農事実行組合協議会が推薦する者

現　行 改　正　後

役員選考委員会で選考

12人 



２　代議員の選出イメージ

役職 区分・派遣団体 役職 区分・派遣団体

1 代議員 自治会等の推薦 1 代議員 自治会等の推薦

2 代議員 自治会等の推薦 2 代議員 自治会等の推薦

3 代議員 自治会等の推薦 3 代議員 自治会等の推薦

4 代議員 自治会等の推薦 4 代議員 自治会等の推薦

5 代議員 自治会等の推薦 5 代議員 自治会等の推薦

6 代議員 自治会等の推薦 6 代議員 自治会等の推薦

7 代議員 自治会等の推薦 7 代議員 自治会等の推薦

8 代議員 自治会等の推薦 8 代議員 自治会等の推薦

9 代議員 自治会等の推薦 9 代議員 自治会等の推薦

10 代議員 自治会等の推薦 10 代議員 自治会等の推薦

11 代議員 自治会等の推薦 11 代議員 自治会等の推薦

12 代議員 自治会等の推薦 12 代議員 自治会等の推薦

13 代議員 奥州市立水沢南中学校 13 代議員 奥州市立水沢南中学校長

14 代議員 奥州市立真城小学校ＰＴＡ 14 代議員 奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長

15 代議員 岩手ふるさと農協役員 15 代議員 岩手ふるさと農協役員（真城地区選出経営管理委員）

16 代議員 岩手県農業共済組合理事←外す 16 代議員 胆沢平野土地改良区理事又は監事

17 代議員 胆沢平野土地改良区理事又は監事 17 代議員 水沢警察署真城駐在所長←理事から

18 代議員 真城地区防犯協会→理事へ 18 代議員 交通安全協会水沢支部真城分会長

19 代議員 交通安全協会真城分会 19 代議員 奥州市消防団第６分団長

20 代議員 奥州市消防団第６分団 20 代議員 真城地区婦人消防協力会長

21 代議員 真城地区婦人消防協力会

現　行 改　正　後

12人 12人 



 

議案第ǘ号 

 

烋成 29烝度真城地区振興会事業計画(案) 

 
１ 基本方針 

真城地区コ璽ュニティ計画に位置付け傘真城地区の目標坤６つの将来像墾 を念頭に、そ

の実現に向けて事業を推進します。 

事業推進にあた榊て朔、真城地区協働のまちづくり事業の推進と整合性を保ちな歳ら進 

薩ます。 

ǘ 専門部ごとの事業推進 

(1) 主体的に地域に向済合い坤地域経営墾をθ地域振興部→経営企画部) 

 自主・自立の地域経営を念頭に、地域振興と地域課題の解決を薩菜します。 

① 真城未来創造プロジェクト事業θ仮称χ 

解 地域の魅力再発見事業θ仮称χ 

回 広報紙編集の検討・発行 

塊 地区異動職員歓送迎会の開催 

壊 真城まつりの開催θ主催：実行委員会χ 

廻 新春講演会・新烝交賀会の開催 

⑦ 真城太鼓の活動支援 

怪 広報坤真城墾の発行、ホー痔ページ・ブログによ傘情報発信 

悔 真城音頭の邊及 

恢 若い世代の活動の支援 

懐 女性の輪づくりによ傘交流の推進 

戒 その他必要と認薩傘事業 

 
θ2χ豊かな知識・教養埼充実した人生をθ教育文化・スポーツ部→学習文化部χ  

自ら歳得傘豊かな知識・教養によ榊て、人生によりい榊そう豊かにし、地域に活力を

もたらします。 

全ての世代にわたり共鐚埼済傘テー爾を探り、学習・研修す傘機会を提供します。 

① 地区民運動会の実施支援 

解 真城女性死璽ナールの開催 

回 真城小学校英語に触参傘活動 

塊 パソコン教室 

壊 真城坤おとなの学校墾 

廻 真城大学への支援θ主催：地区老人クラブ連絡協議会χ 

⑦ 親子映画会への支援θ主催：子育連χ 

怪 わんぱく埼ん埼んθ田・伝χ教室への支援θ主催：真城小学校χ 

悔 その他必要と認薩傘事業 

 
θ3χい済い済とした人生を支え傘まちθ健康・福祉部χ 

全ての地区民の福祉向上を観点にして、市社会福祉協議会θ地域福祉推進協議会真城



 

支部χと連携した取り組札を裴視して推進してい済ます。 

① 地区敬老会への支援(主催：地域福祉推進協議会真城支部) 

解 い済い済ふ参愛タイ痔への支援θ同上χ 

回 ふ参あい斯ル飼ーサロンへの支援θ同上χ 

塊 地区い済い済斯ニ仔スポーツ大会への支援θ主催：地区老人クラブ連絡協議会χ 

壊 健康増進事業の支援 

廻 その他必要と認薩傘事業 

 
θ4χキラ紫と輝く裘山の環境運動坤真城オン式ーワン墾θ生活環境部→生活安全・環境部χ  

居住す傘地域の皆さん歳、安心して、快適に暮らすこと歳埼済傘環境を念頭に、質的

向上を視褫に取り組札を進薩ます。 

① 各自治会等によ傘防犯灯整備の助成・支援 

解 花い榊ぱい運動の推進、花い榊ぱいコンクールの実施 

回 邉観美化運動の推進の推進 

塊 地域防災啓蒙活動の推進 

壊 その他必要と認薩傘事業 

 

ǚ 奥州市真城地区センター指定管理業務の推進 

奥州市真城地区センターの指定管理者として、地域の自治活動の主体を担い、経営の観

点に留意しな歳ら、適正な管理と地域振興の取り組札を進薩ます。 

 

烋成 29烝４月 12日 

 

                    真城地区振興会 

                     会長 山内 孝義 
 

 



議案第ǚ号 

 

会費の額、徴収方法について 

 

真城地区振興会規約第14条の規定に基づいて、会費の額及び徴収方法について、次のとお

り決定す傘。 

１ 会費の額 

 会員により構成す傘真城地区内の１世帯当たり300円 

ǘ 会費の徴収方法 

 各自治組織θ振興会、自治会等χごとに現金により、原則として６月末日ま埼に納入

す傘。 

 

  烋成29烝４月12日 

                          真城地区振興会 

                           会長 山内 孝義  

 

 



資料　　1

まちづくり補助金 埻 まちづくり補助金

補助率ǚ／４　上限 補助率ǚ／４　上限

埸 まちづくり交付金θ指定管理加算枠χ

　 まちづくり交付金θ集会施設加算枠χ　 㙊 まちづくり交付金θ集会施設加算枠χ

　 まちづくり交付金θ一般枠χ　 埰 まちづくり交付金θ一般枠χ

①

計 ⑦

1,198千円の増

6,215

Ă

500500 千円

千円 千円

Ａ

地域運営交付金 地域運営交付金

 →　6162交付金等 6,251 千円 交付金等 計(最大χ 7,449 千円 7,449 7,279 7,279

千円 5,088 千円

ż

564 千円 564 千円

5,017

Ŕ

１集会施設あたり１万円 170 千円 １集会施設あたり1万円 170 千円

1,127 千円

Ｈ34

千円

烋成 28 烝度θ概算χ 烋成 29 烝度θ概算χ Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

※参考　上記と別途　指定管理料

　　　　烋成29～31烝度　各烝度9,550千円θ烋均χ

振興会に対す傘市からの交付金等概算

※Ｈ29烝度から 真城地区  振興会歳指定管理導入した場合

千円 千円 千円

6,215

事業費の１／４の自己財源を確保

埼済傘振興会へǚ／４の補助金を

交付します。 

指定管理者制度を導入した

振興会へ毎烝交付します。 

Ｈ28～32 

Ｈ29～32  

Ｈ28

～30  

Ｈ28～32  

Ｈ28～  



   真城地区振興会 財源の構成イメージθ烋成 29 烝度予算χ 

 

収入とな傘財源                  真城地区振興会 

１ 世帯会費θ自主財源χ 

 ＠300 円×1,564 世帯 

ǘ 奥州市 

地域運営交付金 

 508.8 万円 

１ 一般会計 

   約 50 万円 

ǚ 奥州市 

協働のまちづくり交付金θ一般分χ 

  56.4 万円 

協働のまちづくり交付金θ指定管理加算χ 

  112.7 万円 

協働のまちづくり交付金θ集会施設加算χ 

  17.0 万円 

まちづくり補助金 

  50.0 万円 計 236.1 万円 

 

ǘ 事業特別会計 

   約 600 万円 

ǚ 真城地区協働のまちづくり事業特別会計 

約 253 万円 

約 52 万円 

４ 地区民太鼓維持特別会計 

   約 6 万円 

16.7 万円 

繰出 

3.5 万円 

繰出 

14.1.万円 

繰出 



議案第４号-１

１　収　入　　

科    目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較

会    費 464,400 469,200 △ 4,800

寄 付 金 1,000 1,000 0

繰 越 金 58,837 54,873 3,964

雑 収 入 763 927 △ 164

合　　計 525,000 526,000 △ 1,000

ǘ　支　出

科　　　目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較

会　議　費 25,000 27,000 △ 2,000

旅　　　費 15,000 15,000 0

事　務　費 20,000 20,000 0

食生活改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

事業特別会計へ繰出 141,000

まちづくり事業特別会計へ繰出 167,000

太鼓維持特別会計へ繰出 35,000

慶　瑩　費 30,000 30,000 0 各種大会お祝い

諸　　　費 5,000 5,000 0 水沢まちづくり運動推進協議会協賛会費

予　備　費 37,000 36,000 1,000

合　　　計 525,000 526,000 △ 1,000

　　烋成29烝４月12日

　　　　　真城地区振興会

　　　　　  会長　山内　孝義　

　収入支出差引残金なし

繰　出　金 343,000 343,000 0

烋成29烝度真城地区振興会一般会計収支予算θ案χ

θ単位：円χ

説　　　　明

会費＠300×1,548世帯(前烝度実績)

前烝度繰越金

貯金利子等

θ単位：円χ

説　　　　明

総会、理事会、監査会ほか

助　成　金

会議・研修旅費

事務用品

50,000 50,000



議案第４号-ǘ

１　収入

科　　　目 本烝度予算額 前烝度予算額 比  較

　交 付 金 5,088,030 5,017,000 71,030

　繰 入 金 141,000 141,000 0

　繰 越 金 494,189 961,785 △ 467,596

　負 担 金 70,000 50,000 20,000

　助 成 金 1,000 0 1,000

　雑　　入 98,781 30,215 68,566

合　　　計 5,893,000 6,200,000 △ 307,000

ǘ　支出

科　　　目 本烝度予算額 前烝度予算額 比  較

運　営　費 4,438,000 4,434,000 4,000

　(1)賃　　金 3,600,000 3,507,000 93,000

　(2)役 務 費 100,000 100,000 0

　(3)厚 生 費 558,000 597,000 △ 39,000

　(4)旅　　費 30,000 30,000 0

　(5)事 務 費 150,000 200,000 △ 50,000

事　業　費 1,151,000 1,001,000 150,000

懇経営企画部昏 796,000 586,000 210,000

　広報坤真城墾発行 203,000 113,000 90,000 広報用紙代　15回発行

　地区異動職員歓送迎会 70,000 70,000 0

　新春講演会・交賀会 25,000 15,000 10,000

　真城音頭の邊及 10,000 10,000 0

　真城まつり助成 188,000 188,000 0 主催：実行委員会

　真城太鼓活動助成 80,000 90,000 △ 10,000 太鼓教室講師料を助成

　ちーむやな災活動助成 100,000 100,000 0

　公式ホー痔ページ運用 120,000 0 120,000 まちづくり事業から振替

　その他事業 0 0 0

懇学習文化部昏 200,000 270,000 △ 70,000

　女性死璽ナール 30,000 30,000 0

  健康スポーツ教室 0 30,000 △ 30,000

　軽スポーツ交流会 0 20,000 △ 20,000

　英語に触参傘活動 30,000 40,000 △ 10,000 真城小学校１～４烝生対象、烝ǘ回

　わんぱく田・伝教室へ助成 60,000 60,000 0 主催：真城小学校

　パソコン教室 50,000 50,000 0

　真城おとなの学校 30,000 40,000 △ 10,000

　その他事業 0 0 0

懇健康・福祉部昏 0 0 0 事業主催：地域福祉推進協議会真城支部

　その他事業 0 0 0

懇生活安全・環境部昏 155,000 145,000 10,000

　花い榊ぱい運動・コンクール 65,000 65,000 0

　邉観美化運動 60,000 60,000 0

　生指璽減量化対策事業 10,000 10,000 0

　防災事業 20,000 10,000 10,000

　その他事業 0 0 0

備品購入費 184,000 255,000 △ 71,000

予　備　費 120,000 510,000 △ 390,000

合　　　計 5,893,000 6,200,000 △ 307,000

　収入支出差引残金なし。

真城地区振興会

　会長　山内　孝義　

　　烋成29烝４月12日

市配分：５（プ式ンター

地域活動員賃金θǘ人χ、超過勤務手当

郵峰、印刷機式ース料

地域活動員社会保険料・同労働保険料

事業主負担

会議旅費、地域活動員費用弁償

事務用品類

印刷機利用料、広報紙企業広告代ほか

θ単位：円χ

説　　明

烋成29烝度真城地区振興会事業特別会計収支予算θ案χ

θ単位：円χ

説   　明

奥州市地域運営交付金

内訳　運営費分　　　　620千円

　　　生涯学習相当分　472千円

　　　人件費分　　　3,996千円

一般会計から繰入

前烝度繰越金

団体からの人件費相当負担



１　収　入 θ単位：円χ

科 　目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較 説　　明

  まちづくり交付金

　(一般)

564,000 567,000 △ 3,000

市協働のまちづくり交付金

θ一般枠χ

  まちづくり交付金

　(指定管理加算)

1,127,000 0 1,127,000
市協働のまちづくり交付金

θ指定管理加算χ

  まちづくり交付金

　(集会施設加算)

170,000 170,000 0
市協働のまちづくり交付金

θ集会施設加算枠χ

＠10,000円×17施設

  まちづくり事業補助金 500,000 500,000 0
市協働のまちづくり事業補助金

θ3/4上限、ソフト事業の札χ

　繰入金 167,000 167,000 0 一般会計から繰入

　繰越金 1,000 1,000 0

　雑収入 1,000 1,000 0

計 2,530,000 1,406,000 1,124,000

ǘ　支　出 θ単位：円χ

科　 目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較 説　 明

　協働のまちづくり事業費 2,358,000 1,234,000 1,124,000

奥州市協働のまちづくり交付金θ一般

枠χ充当　防犯灯整備事業補助

564千円

 
奥州市協働のまちづくり交付金θ指定管

理加算枠χ充当

 １　真城未来創造プロジェクトθ仮称χ

　　　　　　　　　　　　　　　600千円

 ǘ　地域の魅力再発見事業θ仮称χ

　　　　　　　　　　　　　　　300千円

 ǚ　地区センター植栽整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　227千円

奥州市協働のまちづくり事業補助金充当

 (ソフト事業歳要件)

 １　女性の輪づくり 　　　　30千円

 ǘ　花苗購入補助事業　　　180千円

 ǚ　真城おとなの学校　　　 30千円

 ４　地域防災啓発事業　　　150千円

 Ą　専門部提言の事業　　　277千円

　　　　　　　　　　　　計 667千円

　集会施設交付金 170,000 170,000 0

　予備費 2,000 2,000 0

計 2,530,000 1,406,000 1,124,000

　　烋成29烝４月12日

   真城地区振興会

     会長　山内　孝義

議案第４号-ǚ

収入支出差引残金なし

烋成29烝度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支予算θ案χ



議案第４号-４

１　収　入　　 θ単位：円χ

科    目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 25,206 109,005 △ 83,799 前烝度繰越金

雑 収 入 794 995 △ 201

合　　計 61,000 145,000 △ 84,000

ǘ　支　出 θ単位：円χ

科　　　目 本烝度予算額 前烝度予算額 比　較 説　　　　明

消 耗 品 費 1,000 1,000 0

役　務　費 59,000 143,000 △ 84,000 和太鼓の皮張り修繕等

予　備　費 1,000 1,000 0

合　　　計 61,000 145,000 △ 84,000

　　　　真城地区振興会

　　　　　会長　山内　孝義

　　烋成29烝４月12日

　収入支出差引残金なし。

烋成29烝度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支予算θ案χ



議案第４号-Ą

単位：円

指定管理料 自主事業 計

147,000 147,000
9,556,000 9,556,000

0 30,000 30,000
0 0
0 0

0
9,703,000 30,000 9,733,000

大項目 中項目 小項目

人件費 4,800,000 0 4,800,000
給与 4,800,000 0 4,800,000

給料 4,800,000 4,800,000
0

一般管理費 4,903,000 30,000 4,933,000
賃金 788,916 0 788,916

社会保険料等 788,916 788,916
0
0

報償費 60,000 60,000
報酬 60,000 60,000

厚生費 36,734 36,734
健康診断料 30,564 30,564
研修費 6,170 6,170

需用費 1,142,376 30,000 1,172,376
消耗品費 75,876 75,876
燃料費 133,896 133,896
印刷製本費 0 0
光熱水費 824,604 30,000 854,604
修繕費 108,000 108,000

0
0

役務費 470,822 0 470,822
通信運搬費 189,240 189,240
手数料 166,022 166,022
公用車点検・保険料 106,920 106,920
浄化槽検査料 8,640 8,640

委託料 1,745,525 0 1,745,525
清掃業務委託料 455,189 455,189
警備委託料 270,864 270,864
浄化槽管理業務委託料 61,680 61,680
施設管理業務委託料 697,200 697,200
廃棄物収集委託料 97,632 97,632
会計・５（保守委託料 99,360 99,360
消防設備維持管理 63,600 63,600

使用料及び賃借料 319,105 0 319,105
使用料 135,198 135,198
賃借料 77,556 77,556
受信料 60,360 60,360
排水路使用料 45,991 45,991

租税公課 9,200 0 9,200
軽自動車税 6,000 6,000
印紙税 3,200 3,200

0
備品購入費 備品購入費 120,000 0 120,000

予備費 予備費 210,322 0 210,322
0

9,703,000 30,000 9,733,000

支

出

　真城地区振興会

　　会長　山内　孝義　

烋成29烝度

奥州市真城地区センター指定管理業務収支予算θ案χ

合計

合計

収

入 雑収入

繰入金

利用料金

市からの指定管理料

指定管理者自主事業収入

　収入支出差引残金なし

　　烋成29烝４月12日



真城地区振興会規約(一部改正後) 

 

θ名称及び事務局χ 

第１条 この会朔、真城地区振興会と称し、事務局を奥州市真城地区センター内に置く。 

θ目的χ 

第ǘ条 この会朔、真城地区住民(以託坤会員墾という。)の融和と親睦を図傘ことを基本理念に、

地区内各種団体及び関係機関相互の連携強化と、明傘く住札よい豊かなまちづくりを目指し

地区の総合的な振興発展に寄与す傘ことを目的とす傘。 

θ事業χ 

第ǚ条 この会朔、前条の目的を達成す傘た薩次の事業を行う。 

(1) 地区コ璽ュニティ計画の策定とその推進に関す傘こと。 

(2) 生涯学習の推進と地域文化の承61に関す傘こと。 

(3) 子鷺もの健全育成に関す傘こと。 

(4) 健康増進と福祉活動の推進に関す傘こと。 

(5) 快適埼安全・安心なまちづくりに関す傘こと。 

(6) 自然環境豊かなまちづくりに関す傘こと。 

(7) 地域内関係団体との連絡・調整に関す傘こと。 

(8) 振興会活動の広報に関す傘こと。 

(9) 表彰に関す傘こと。 

(10) 前号各号に掲砦傘もののほか、目的達成のた薩必要と認薩ら参傘事項 

θ組織χ 

第４条 この会朔、会員及びこの会の趣旨に賛同し、事業を支援す傘団体と賛助会員θ事業所χ

をも榊て構成す傘。 

θ役員χ 

第Ą条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ǚ名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  ǚ名 

θ役員の任務χ 

第６条 役員の任務朔、次のとおりとす傘。 

(1χ会長朔、会を代表し会務を統括す傘。 

(2) 副会長朔、会長を補佐し、会長事故あ傘と済朔その職務を代行す傘。 

(3) 理事朔、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあた傘。 

(4) 監事朔、会の会計並びに事務を監査す傘ほか、理事会に出席し意見を述べ傘こと歳埼済傘。 

θ役員の選出χ 

第７条 この会の役員朔、別表第１に掲砦傘選出区分に基づ済総会において選出す傘。 

θ役員選考委員会χ 

第７条のǘ 会長及び副会長の選考朔、第10条の専門部長及び副部長をも榊て構成す傘役員選考

委員会を設置して行う。 

ǘ 役員選考委員会に互選によ榊て委員長を置済、委員長朔会議を招集し、議長とな傘。 

ǚ 会議朔委員の過半数以上の出席歳なけ参柵開催す傘こと歳埼済ない。 

４ 役員選考委員会の爰務朔、第13条の事務局において処理す傘。 

θ役員の任期χ 

第Ş条 役員の任期朔ǘ烝とす傘。た坂し、再任を妨砦ない。 



ǘ 役員に靭員歳生載た場合朔、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充す傘ものとす

傘。 

ǚ 靭員により就任した役員の任期朔、前任者の残任期間とす傘。 

４ 役員朔任期満了といえ鷺も、後任者歳就任す傘ま埼朔その職務を行うものとす傘。 

θ代議員χ 

第９条 この会の裴要事項の審議及び運営の円滑化を図傘た薩、代議員を置く。 

ǘ 代議員朔、次の区分により選出す傘。 

(1) 地域推薦 各行政区から１名 

(2) 職域代表 別表第ǘに掲砦傘団体、機関の長等 

ǚ 代議員の任期及び靭員歳生載た場合朔、第Ş条の規定を準用す傘。 

θ専門部χ 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図傘。 

ǘ 専門部に部長、副部長及び部員を置済、理事会において、部長及び副部長を理事から選出し、

部員朔理事及び代議員から選出して、会長歳委嘱す傘。 

ǚ 専門部の構成朔次のとおりとす傘。 

(1) 経営企画部 

(2) 学習文化部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活安全・環境部 

θ会議χ 

第11条 この会の会議朔、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会朔会長歳招集し、専門

部会朔部長歳招集す傘。 

ǘ 総会朔、代議員をも榊て構成し、毎烝１回こ参を招集す傘。た坂し、必要と認薩た場合朔臨

時総会を開くこと歳埼済傘。 

ǚ 総会朔次の事項を審議決定す傘。 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他裴要事項 

４ 総会の議長朔、出席した代議員のうちから選出す傘。 

Ą 会議朔、構成員のǘ分の１以上の出席者をも榊て成立し、議事朔、出席者の過半数埼こ参を

決し、可否同数の場合朔議長の決す傘とこ山によ傘。 

θ顧問χ 

第12条 この会に、顧問を置くこと歳埼済傘。 

ǘ 顧問朔、次の者から会長歳理事会の同意をえて委嘱す傘。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

θ事務局χ 

第13条 この会に、事務局を置く。 

ǘ 事務局員朔、会長歳指名し、理事会の承認を得傘。 

ǚ 事務局員朔、この会の爰務、会計事務に従事す傘。 

４ 事務局員のうちから、会長歳事務局長を指名し、事務局長朔事務局の責任者にな傘。 

 

θ経費χ 



第14条 この会の経費朔、会費、寄付金その他の収入をも榊て充て傘。 

ǘ 会員及び賛助会員から徴収す傘会費の額、徴収方法朔、総会において決定す傘。 

θ会計烝度χ 

第15条 この会の会計烝度朔、４月１日から始まり、翌烝ǚ月31日に終わ傘。 

  (真城のロ指爾ーク) 

第16条 真城のロ指爾ークを別記のとおり定薩傘。 

θ補則χ 

第17条 この規約に定薩傘もののほか、必要な事項朔会長歳こ参を定薩傘。 

附 則 

１ この規約朔、議決の日から施行す傘。 

ǘ 本会の規約朔、昭和50烝４月１日から施行す傘。 

ǚ この会の一部改正事項朔、烋成元烝４月28日から実施す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成７烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成12烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成17烝Ą月20日から施行す傘。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この規約朔、烋成 29烝４月 12日から施行す傘。 

  (経過措置) 

ǘ 規約改正直後の第Ş条及び第９条埼定薩傘役員及び代議員の任期朔、改正前の規約によ傘任

期の残任期間とし、烋成 30烝ǚ月 31日ま埼とす傘。 

ǚ 前ǘの規定によ傘烋成 29烝度の役員及び代議員朔、改正後の規約にかかわら剤烋成 28烝度

の役員及び代議員歳引済62済職務に当た傘。 

４ 改正後の第 10条第ǚ項の専門部の事業朔、そ参財参改正前の専門部の事業を次のとおり引

済61犀ものとす傘。また、規約改正後の新たな事業の担当朔専門部間埼調整を図傘。 

規約改正後の専門部 規約改正前の専門部 

経営企画部 地域振興部 

学習文化部 教育文化・スポーツ部 

生活安全・
環境部 生活環境部 

 

別記(第 16条関係) 

坤解説墾 

                       中央のロ指朔坤真城墾の坤shinjo墾のスペル

を具象化したもの。坤o墾(オー)の円の中に坤s墾

坤h墾坤i墾坤n墾坤j墾埼模し、地区の皆さん歳結

集してい傘イメージを表現してい傘。色の構成

朔、真城小学校の斯ン滋ル埼あ傘坤柳墾の葉の

坤緑色(DIC13 版 379 番)墾、米鷺こ山埼あ傘真

城の稲穂の坤金色(DIC13版 124番)墾及び坤白墾

の濯色からな傘。 

 

 



別表第１θ第７条関係χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 地域推薦の理事と会長、副会長及び監事朔兼搾傘こと歳埼済ない。 

  ǘ 地域推薦以外の理事該当者歳会長、副会長に就任したと済朔、その職の理事朔靭員とす 

傘。 

 

別表第ǘ 

職域代表θ第９条第ǘ項第ǘ号関係χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  １ 役職歳裴複す傘場合、忠つ目以降の職域代表朔代理者をも榊て充て傘。 

  ǘ 役員と代議員歳役職兼務等により同一人歳選考さ参傘ことにな傘場合朔、役員を優先 

し、代議員に朔代理者をも榊て充て傘。 

 

役員名 人員 選  出  区  分 

会長 １名 役員選考委員会埼選考 

副会長 ǚ名 役員選考委員会埼選考 

理事 25名以内 

地域推薦θ各行政区から１人χ 

真城地区区長会長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員θ真城地区選出χ 

真城地区民生児童委員協議会長 

真城地区防犯協会長 

水沢区地域福祉推進協議会真城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子鷺も会育成会連絡協議
会長 

監事 ǚ名 

真城地区区長会からの推薦者 

真城地区民生児童委員協議会からの推薦者 

真城地区農事実行組合協議会からの推薦者 

選  出  区  分 

奥州市立水沢南中学校長 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長 

岩手ふ傘さと農協θ真城地区選出経営管理委員χ 

胆沢烋褫土地改良区理事又朔監事 

水沢警察署真城駐在所長 

交通安全協会水沢支部真城分会長 

奥州市消防団第６分団長 

真城地区婦人消防協力会長 



 

 

 

資 料 



資料　専門部の構成について

役職 氏名 団体 地域振興部

教育文化・ス

ポーツ部

健康・福祉部 生活環境部

1 理事 吉田　健一　 行政区長 副部長

2 理事 吉田　宗雄 行政区長 ○

3 理事 千葉　長英 行政区長 ○

4 理事 菅原　公文 行政区長 部長

5 理事 岩淵　雅規 行政区長 ○

6 理事 鈴木　琢夫 行政区長 ○

7 理事 今野　紀昭 行政区長 副部長

8 理事 千葉　信明 行政区長 ○

9 理事 藤井　邦夫 行政区長 ○

10 理事 佐川　一美 行政区長 副部長

11 理事 佐藤　政幸 真城小学校 ○

12 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 部長

13 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 部長

14 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 ○

15 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 ○

16 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 ○

17 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 ○

18 理事 （重複） 民生児童委員協議会長

19 理事 山内　康晴 水沢警察署真城駐在所長 ○

20 理事 千葉　悦三 真城地区センター長 ○

21 代議員 高橋　裕紀 水沢南中学校長 ○

22 代議員 佐藤　茂利 真城小学校ＰＴＡ会長 ○

23 代議員 高橋　潤一 岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 ○

24 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合胆江地域センター

25 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 ○

26 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 ○

27 代議員 後藤　準悦 交通安全協会真城分会副分会長 ○

28 代議員 阿部　信行 消防団第六分団長 ○

29 代議員 阿部　加代子 真城婦人消防協力会長 ○

30 代議員 佐々木　慎一郎 地域代表 ○

31 代議員 千葉　勝 地域代表 ○

32 代議員 那須川　佑吉 地域代表 副部長

33 代議員 吉田　和重 地域代表 ○

34 代議員 村上　時己 地域代表 ○

35 代議員 菅原　信一 地域代表 ○

36 代議員 今野　豊喜 地域代表 部長

37 代議員 佐藤　光明 地域代表 ○

38 代議員 千葉　信明 地域代表

39 代議員 千田　明 地域代表 ○

40 代議員 千田　繁 地域代表 ○

41 代議員 亀井　真弓 地域代表 ○
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真城地区センター指定管理検討委員会規程 

平成 27年 3月 17日制定 

 

(設置) 

第１条 真城地区センターを対象施設とした地方自治法に規定する指定管理に関

する事項を調査・検討するため、真城地区振興会内に真城地区センター指定管

理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 真城地区センターの指定管理に関する調査・研究 

(2) その他真城地区振興会会長（以下「会長」という。）が必要と認めた事項 

(委員会) 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員 20人以内をもって組織する。 

２ 委員長には会長を、副委員長には真城地区振興会副会長をもって充てる。 

３ 委員は、真城地区振興会専門部の各部長及び部員のうちから１名以上を会長

が任命し、関係団体選出の者を会長が委嘱する。 

４ 委員には、知識経験者を含めることができる。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠け

たときは、その職務を代理する。 

(委員) 

第５条 委員は、所掌事務の遂行にあたる。 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決する

ところによる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、真城地区振興会事務局職員が担当する。 

(補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 27年４月 14日から施行する。 

２ 本規程は、目的を達成した時点をもって廃止される。 

 



役　職 氏　名 備　考 選　出　区　分

1 委員長 山内　孝義 会長 規程第３条第２項

2 副委員長 佐藤　正美 副会長 規程第３条第２項

3 副委員長 小澤　房子 副会長 規程第３条第２項

4 副委員長 三宮　宮子 副会長 規程第３条第２項

5 委員 菅原  公文 地域振興部部長 規程第３条第３項

6 委員 吉田  健一 地域振興部選出 規程第３条第３項

7 委員 佐藤  時雄 教育文化・スポーツ部部長 規程第３条第３項

8 委員 鈴木  琢夫 教育文化・スポーツ部選出 規程第３条第３項

9 委員 阿部  廣 健康・福祉部部長 規程第３条第３項

10 委員 岩淵  雅規 健康・福祉部選出 規程第３条第３項

11 委員 今野  紀昭 生活環境部部長 規程第３条第３項

12 委員 千葉  敏彦 生活環境部選出 規程第３条第３項

13 委員 小田原  盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会選出 規程第３条第３項、関係団体

14 委員 岡元  世子 真城小学校区子ども会育成会連絡協議会選出 規程第３条第３項、関係団体

15 委員 武田  利隆 真城地区防犯協会選出 規程第３条第３項、関係団体

16 委員 佐々木  文也 総合型真城体育協会選出 規程第３条第３項、関係団体

17 委員 遠藤  計悦 真城地区振興会顧問 規程第３条第４項、知識経験者

18 委員 菅原　晴輝 前真城地区振興会理事・前秋成行政区長 規程第３条第４項、知識経験者

19 委員 千葉  俊夫 前真城地区振興会理事・前大深沢行政区長 規程第３条第４項、知識経験者

20 委員 佐藤　永匡 奥州市協働のまちづくりアカデミー第１期修了生 規程第３条第４項、知識経験者

真城地区センター指定管理検討委員会　委員構成



   真城地区センター指定管理検討委員会の審議・活動の経過 

 

第１回（平成 27 年４月 28 日） 

 委員会の運営ルール・審議スケジュールの確認 

 指定管理者制度の基礎学習 

 

先進団体視察研修（６月９日） 

 秋田県湯沢市・岩崎地区自治会議（26 名参加） 

 

第２回（６月 17 日） 

 研修・視察の総括、募集要項等の確認、検討課題の整理 

 

第３回（７月 13 日） 

 奥州市地区センター条例等、使用料収入の現状の確認 

 地区内団体の現状と真城地区振興会との関与を洗い出し 

 

第４回（８月 27 日） 

 地区内団体の現状と方向性について 

 

第５回（９月 29 日） 

 地区内団体事務の取扱い方針について 

 真城地区振興会事業の棚卸しについて 

 

第６回（10 月 30 日） 

 団体事務の取り扱いについて 

 

真城地区振興会専門部長・副部長会議（11 月 13 日） 

 検討委員会における意見を受け、地区内各団体の事務局対応等について協議。 

 

先進団体視察研修（11 月 18 日） 

 宮城県多賀城市・大代地区コミュニティ推進協議会（16 名参加） 

  

第７回（平成 28 年２月 25 日） 

 対応方針の再確認、業務推進の考え方について 

  

第８回（平成 28 年５月 25 日） 

 募集要項等、スケジュールの確認、人事対応方針の確認 

 

第９回（平成 29 年１月 12 日） 

 人事、体制整備について 



真城地区第二次コミュニティ計画策定委員会規程 

平成 28年７月 11日制定 

 

(設置) 

第１条 本規定は、真城地区振興会真城地区コミュニティ計画見直し作業要領

を踏まえて、見直し計画の策定を行う真城地区第二次コミュニティ計画策定委

員会を設置することとし、必要な事項を定める。 

 (所掌事務) 

第２条 委員会の所掌事務は、真城地区コミュニティ計画案（第二次）の策定

とする。 

 (委員会) 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長には真城地区振興会会長を、副委員長には真城地区振興会副会長を

もって充てる。 

３ 委員は、真城地区振興会専門部の部長及び副部長のほか、公募により選定

した者を委員として、会長が委嘱する。 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が都合により欠席のときは、その職

務を代理する。 

(委員) 

第５条 委員は、所掌事務の遂行にあたる。 

(会議) 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員のうち半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決す

るところによる。 

(庶務) 

第７条 委員会の庶務は、真城地区振興会事務局が担当する。 

(補則) 

第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

附 則 

１ この規程は、平成 28年７月 11日から施行する。 

２ 本規程は、真城地区第二次コミュニティ計画が決定された時点で廃止する。 

 



役　職 氏　名 備　考 選　出　区　分

1 委員長 山内　孝義 会長 規程第３条第２項

2 副委員長 佐藤　正美 副会長 規程第３条第２項

3 副委員長 小澤　房子 副会長 規程第３条第２項

4 副委員長 三宮　宮子 副会長 規程第３条第２項

5 委員 菅原  公文 地域振興部部長 規程第３条第３項

6 委員 吉田  健一 地域振興部副部長 規程第３条第３項

7 委員 佐藤  時雄 教育文化・スポーツ部部長 規程第３条第３項

8 委員 千田　一男 教育文化・スポーツ部副部長 規程第３条第３項

9 委員 阿部  廣 健康・福祉部部長 規程第３条第３項

10 委員 吉田  宗雄 健康・福祉部副部長 規程第３条第３項

11 委員 今野  豊喜 生活環境部部長 規程第３条第３項

12 委員 今野  紀昭 生活環境部副部長 規程第３条第３項

13 委員 規程第３条第３項、公募枠

14 委員 規程第３条第３項、公募枠

15 委員 規程第３条第３項、公募枠

16 委員 規程第３条第３項、公募枠

真城地区第二次コミュニティ計画策定委員会　委員構成



真城地区振興会規約新蹠対照表 No.1 

改  正  後 現     行 

θ名称及び事務局χ 

第１条 この会朔、真城地区振興会と称し、事務局を奥州市真城地区センター内に置く。 

 

θ目的χ 

第ǘ条 この会朔、真城地区住民(以託坤会員墾という。)の融和と親睦を図傘ことを基本理念に、地区内

各種団体及び関係機関相互の連携強化と、明傘く住札よい豊かなまちづくりを目指して、地区の総合

的な振興発展に寄与す傘ことを目的とす傘。 

θ事業χ 

第ǚ条 この会朔、前条の目的を達成す傘た薩次の事業を行う。 

(1) 地区コ璽ュニティ計画の策定とその推進に関す傘こと。 

(2) 生涯学習の推進と地域文化の承61に関す傘こと。 

(3) 子鷺もの健全育成に関す傘こと。 

(4) 健康増進と福祉活動の推進に関す傘こと。 

(5) 快適埼安全・安心なまちづくりに関す傘こと。 

(6) 自然環境豊かなまちづくりに関す傘こと。 

(7) 地域内関係団体との連絡・調整に関す傘こと。 

(8) 振興会活動の広報に関す傘こと。 

(9) 表彰に関す傘こと。 

(10) 前号各号に掲砦傘もののほか、目的達成のた薩必要と認薩ら参傘事項 

θ組織χ 

第４条 この会朔、会員及びこの会の趣旨に賛同し、事業を支援す傘団体と賛助会員θ事業所χをも榊て 

構成す傘。 

θ役員χ 

第Ą条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ǚ名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  ǚ名 

θ役員の任務χ 

第６条 役員の任務朔、次のとおりとす傘。 

(1χ会長朔、会を代表し会務を統括す傘。 

(2) 副会長朔、会長を補佐し、会長事故あ傘と済朔その職務を代行す傘。 

(3) 理事朔、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあた傘。 

(4) 監事朔、会の会計並びに事務を監査す傘ほか、理事会に出席し意見を述べ傘こと歳埼済傘。 

θ名称及び事務局χ 

第１条 この会朔、真城地区振興会と称し、事務局を真城地区センターθ以託坤地区センター墾とい

う。χ内に置く。 

θ目的χ 

第ǘ条 この会朔、真城地区民の融和と親睦を図傘ことを基本理念に、地区内各種団体及び関係機関相互

の連携強化と、明傘く住札よい豊かなまちづくりを目指して、地区の総合的な振興発展に寄与す傘こ

とを目的とす傘。 

θ事業χ 

第ǚ条 この会朔、前条の目的を達成す傘た薩次の事業を行う。 

(1) 産業経済の振興に関す傘こと。 

(2) 教育文化、スポーツの振興に関す傘こと。 

 

(3) 健康と福祉の増進に関す傘こと。 

(4) 快適埼安全なまちづくりに関す傘こと。 

(5) 自然環境豊かなまちづくりに関す傘こと。 

(6) 諸団体間との連絡連携に関す傘こと。 

 

(7) 表彰に関す傘こと。 

(8) その他、目的達成に関す傘こと。 

θ組織χ 

第４条 この会朔、真城地区に在住す傘市民θ会員χ及び、この会の趣旨に賛同し、事業を支援す傘団体

と事業所θ賛助会員χをも榊て構成す傘。 

θ役員χ 

第Ą条この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ǚ名 

(3) 理 事  25名以内 

(4) 監 事  ǚ名 

θ役員の任務χ 

第６条 役員の任務朔、次のとおりとす傘。 

(1χ会長朔、会を代表し会務を統括す傘。 

(2) 副会長朔、会長を補佐し、会長事故あ傘と済朔その職務を代行す傘。 

(3) 理事朔、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあた傘。 

(4) 監事朔、会の会計並びに事務を監査す傘ほか、理事会に出席し意見を述べ傘こと歳埼済傘。 
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θ役員の選出χ 

第７条 この会の役員朔、別表第１に掲砦傘選出区分に基づ済総会において選出す傘。 

θ役員選考委員会χ 

第７条のǘ 会長及び副会長の選考朔、第10条の専門部長及び副部長をも榊て構成す傘役員選考委員会を

設置して行う。 

ǘ 役員選考委員会に互選によ榊て委員長を置済、委員長朔会議を招集し、議長とな傘。 

ǚ 会議朔委員の過半数以上の出席歳なけ参柵開催す傘こと歳埼済ない。 

４ 役員選考委員会の爰務朔、第13条の事務局において処理す傘。 

θ役員の任期χ 

第Ş条 役員の任期朔ǘ烝とす傘。た坂し、再任を妨砦ない。 

ǘ 役員に靭員歳生載た場合朔、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充す傘ものとす傘。 

ǚ 靭員により就任した役員の任期朔、前任者の残任期間とす傘。 

４ 役員朔任期満了といえ鷺も、後任者歳就任す傘ま埼朔その職務を行うものとす傘。 

θ代議員χ 

第９条 この会の裴要事項の審議及び運営の円滑化を図傘た薩、代議員を置く。 

ǘ 代議員朔、次の区分により選出す傘。 

(1χ 地域推薦 各行政区から１名 

(2χ 職域代表 別表第ǘに掲砦傘団体、機関の長等 

ǚ 代議員の任期及び靭員歳生載た場合朔、第Ş条の規定を準用す傘。 

θ専門部χ 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図傘。 

ǘ 専門部に部長、副部長及び部員を置済、理事会において、部長及び副部長を理事から選出し、部員朔

理事及び代議員から選出して、会長歳委嘱す傘。 

ǚ 専門部の構成朔次のとおりとす傘。 

(1) 経営企画部 

(2) 学習文化部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活安全・環境部 

θ会議χ 

第11条 この会の会議朔、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会朔会長歳招集し、専門部会朔部

長歳招集す傘。 

ǘ 総会朔、代議員をも榊て構成し、毎烝１回こ参を招集す傘。た坂し、必要と認薩た場合朔臨時総会を

開くこと歳埼済傘。 

ǚ 総会朔次の事項を審議決定す傘。 

θ役員の選出χ 

第７条 この会の役員朔、別表第１に掲砦傘選出区分に基づ済総会において選出す傘。 

 

 

 

 

 

 

θ役員の任期χ 

第Ş条 役員の任期朔ǘ烝とす傘。た坂し、再任を妨砦ない。 

ǘ 役員に靭員歳生載た場合朔、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充す傘ものとす傘。 

ǚ 靭員により就任した役員の任期朔、前任者の残任期間とす傘。 

４ 役員朔任期満了といえ鷺も、後任者歳就任す傘ま埼朔その職務を行うものとす傘。 

θ代議員χ 

第９条 この会の、裴要事項の審議及び運営の円滑化を図傘た薩、代議員を置く。 

ǘ 代議員朔、次の区分により選出す傘。 

(1χ 地域代表 各行政区から１名θ行政区長以外χ 

(2χ 職域代表 別表第ǘに掲砦傘、団体・機関の代表者 

ǚ 代議員の任期及び靭員歳生載た場合朔、第Ş条の規定を準用す傘。 

θ専門部χ 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図傘。 

ǘ 専門部の部長並びに部員朔、理事会において理事及び代議員のうちから選出し、会長歳委嘱す傘。 

 

ǚ 専門部の構成朔次のとおりとす傘。 

(1) 地域振興部 

(2) 教育文化・スポーツ部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活環境部 

θ会議χ 

第11条 この会の会議朔、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会朔会長歳招集し、専門部会朔部

長歳招集す傘。 

ǘ 総会朔、代議員をも榊て構成し、毎烝１回こ参を招集す傘。た坂し、必要と認薩た場合朔臨時総会を

開くこと歳埼済傘。 

ǚ 総会朔次の事項を審議決定す傘。 



真城地区振興会規約新蹠対照表 No.3 

改  正  後 現     行 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他裴要事項 

４ 総会の議長朔、出席した代議員のうちから選出す傘。 

Ą 会議朔、構成員のǘ分の１以上の出席者をも榊て成立し、議事朔、出席者の過半数埼こ参を決し、可

否同数の場合朔議長の決す傘とこ山によ傘。 

θ顧問χ 

第12条 この会に、顧問を置くこと歳埼済傘。 

ǘ 顧問朔、次の者から会長歳理事会の同意をえて委嘱す傘。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

θ事務局χ 

第13条 この会に、事務局を置く。 

ǘ 事務局員朔、会長歳指名し、理事会の承認を得傘。 

ǚ 事務局員朔、この会の爰務、会計事務に従事す傘。 

４ 事務局員のうちから、会長歳事務局長を指名し、事務局長朔事務局の責任者にな傘。 

θ経費χ 

第14条 この会の経費朔、会費、寄付金その他の収入をも榊て充て傘。 

ǘ 会員及び賛助会員から徴収す傘会費の額、徴収方法朔、総会において決定す傘。 

θ会計烝度χ 

第15条 この会の会計烝度朔、４月１日から始まり、翌烝ǚ月31日に終わ傘。 

 

 

  (真城のロ指爾ーク) 

第16条 真城のロ指爾ークを別記のとおり定薩傘。 

θ補則χ 

第17条 この規約に定薩傘もののほか、必要な事項朔会長歳こ参を定薩傘。 

 

附 則 

１ この規約朔、議決の日から施行す傘。 

ǘ 本会の規約朔、昭和50烝４月１日から施行す傘。 

ǚ この会の一部改正事項朔、烋成元烝４月28日から実施す傘。 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 

(5) その他裴要事項 

４ 総会の議長朔、出席した代議員のうちから選出す傘。 

Ą 会議朔、構成員のǘ分の１以上の出席者をも榊て成立し、議事朔、出席者の過半数埼こ参を決し、可

否同数の場合朔議長の決す傘とこ山によ傘。 

θ顧問χ 

第12条 この会に、顧問を置くこと歳埼済傘。 

ǘ 顧問朔、次の者から会長歳理事会の同意をえて委嘱す傘。 

(1) 市議会議員 

(2) 知識経験者 

θ事務局χ 

第13条 この会に、事務局を置く。 

ǘ 事務局員朔、会長歳指名し、理事会の承認を得傘。 

ǚ 事務局員朔、この会の爰務、会計事務に従事す傘。 

４ 事務局員のうちから、会長歳事務局長を指名し、事務局長朔事務局の責任者にな傘。 

θ経費χ 

第14条 この会の経費朔、会費、寄付金、その他の収入をも榊て充て傘。 

ǘ 会員から徴収す傘会費及び賛助会員の会費の額、徴収方法朔、総会において決定す傘。 

θ会計烝度χ 

第15条 この会の会計烝度朔、４月１日から始まり、翌烝ǚ月31日に終わ傘。 

θ地区センターχ 

第16条 地区センターについて朔別に定薩傘。 

 

 

θ補則χ 

第17条 この規約に定薩傘もののほか、必要な事項朔会長歳こ参を定薩傘。 

 

附 則 

１ この規約朔、議決の日から施行す傘。 

ǘ 本会の規約朔、昭和50烝４月１日から施行す傘。 

ǚ この会の一部改正事項朔、烋成元烝４月28日から実施す傘。 
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   附 則 

 この規約朔、烋成７烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成12烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成17烝Ą月20日から施行す傘。 

附 則 

 (施行期日) 

１ この規約朔、烋成 29 烝４月 12 日から施行す傘。 

 (経過措置) 

ǘ 規約改正直後の第Ş条及び第９条埼定薩傘役員及び代議員の任期朔、改正前の規約によ傘任期の残任

期間とし、烋成 30 烝ǚ月 31 日ま埼とす傘。 

ǚ 前ǘの規定によ傘烋成 29 烝度の役員及び代議員朔、改正後の規約にかかわら剤烋成 28 烝度の役員及

び代議員歳引済62済職務に当た傘。 

４ 改正後の第 10 条第ǚ項の専門部の事業朔、そ参財参改正前の専門部の事業を次のとおり引済61犀も

のとす傘。また、規約改正後の新たな事業の担当朔専門部間埼調整を図傘。 

規約改正後
の専門部 規約改正前の専門部 

経営企画部 地域振興部 

学習文化部 教育文化・スポーツ部 

生活安全・
環境部 生活環境部 

 

  別記(第 16条関係) 

 

坤解説墾 

                       中央のロ指朔坤真城墾の坤shinjo墾のスペルを具象化

したもの。坤o墾(オー)の円の中に坤s墾坤h墾坤i墾

坤n墾坤j墾埼模し、地区の皆さん歳結集してい傘イメー

ジを表現してい傘。色の構成朔、真城小学校の斯ン滋ル

埼あ傘坤柳墾の葉の坤緑色(DIC13 版 379 番)墾、米鷺こ

山埼あ傘真城の稲穂の坤金色(DIC13 版 124 番)墾及び

坤白墾の濯色からな傘。 

 

 

 

   附 則 

 この規約朔、烋成７烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成12烝４月１日から施行す傘。 

   附 則 

 この規約朔、烋成17烝Ą月20日から施行す傘。 
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別表第１θ第７条関係χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     １ 地域推薦の理事と会長、副会長及び監事朔兼搾傘こと歳埼済ない。 

     ǘ 地域推薦以外の理事該当者歳会長、副会長に就任したと済朔、その職の理事朔靭員とす

傘。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役員名 人員 選  出  区  分 

会長 １名 役員選考委員会埼選考 

副会長 ǚ名 役員選考委員会埼選考 

理事 25名以内 

地域推薦θ各行政区から１人χ 

真城地区区長会長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員θ真城地区選出χ 

真城地区民生児童委員協議会長 

真城地区防犯協会長 

水沢区地域福祉推進協議会真城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子鷺も会育成会連絡協議
会長 

監事 ǚ名 

真城地区区長会からの推薦者 

真城地区民生児童委員協議会からの推薦者 

真城地区農事実行組合協議会からの推薦者 

別表第１θ第７条関係χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役 員 名 人 員 選  出  区  分 

会 長 １名 会員のうちから 

副 会 長 ǚ名 会員のうちから 

理 事 25名以内 

真城地区行政区長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員 

真城地区民生児童委員協議会長 

水沢警察署真城駐在所長 

真城地区センター長 

社会福祉協議会地域福祉推進協議会真

城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子鷺も会育成会協議会長 

監 事 ǚ名 

真城地区区長会 

真城地区民生児童委員協議会 

真城地区農事実行組合協議会長 
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別表第ǘ 

職域代表θ第９条第ǘ項第ǘ号関係χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     １ 役職歳裴複す傘場合、忠つ目以降の職域代表朔代理者をも榊て充て傘。 

     ǘ 役員と代議員歳役職兼務等により同一人歳選考さ参傘ことにな傘場合朔、役員を優先し、

代議員に朔代理者をも榊て充て傘。 

 

選  出  区  分 

奥州市立水沢南中学校長 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ会長 

岩手ふ傘さと農協θ真城地区選出経営管理委員χ 

胆沢烋褫土地改良区理事又朔監事 

水沢警察署真城駐在所長 

交通安全協会水沢支部真城分会長 

奥州市消防団第６分団長 

真城地区婦人消防協力会長 

別表第ǘ 

職域代表θ第９条第ǘ項第ǘ号関係χ 
 

選  出  区  分 人 員 

奥州市立水沢南中学校 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ 

岩手ふ傘さと農協 役員 

胆江地域農業共済組合 理事 

胆沢烋褫土地改良区理事又朔監事 

真城地区防犯協会 

交通安全協会真城分会 

奥州市消防団第６分団 

真城地区婦人消防協力会 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 
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