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福井市公民館運営審議会連絡会 
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令和３年度 福井市公民館運営審議会連絡会総会 書面議決の結果について 

 

初夏の候、貴職におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 

日ごろは、本会の充実と発展に格段のご支援とご協力をいただき、心よりお礼申し上げ

ます。 

さて、本年度の総会は書面での議決とし、期日までに書面議決書をご提出いただき、ご

協力に感謝いたします。その結果について下記のとおりご報告いたします。 

 なお、この書面議決の結果は、６月１０日に開催された第１回運審連理事会で確認済み

です。また、いただいた貴重なご意見は正副会長会・理事会で審議させていただきます。 

 

記 

 

令和３年度 福井市公民館運営審議会連絡会総会議決結果 

 

 書面議決書の提出 ６１９名、未提出 ２２９名 ＜会員数 ８４８名＞ 

 ※回答が無い場合は原案を承認したとみなす。（書面議決文書に記載） 

 

議案 

 第１号議案 令和２年度事業報告について   

賛成 ８４６名 反対 ０名 棄権 ２名 

 第２号議案 令和２年度収支決算報告及び監査報告について 

 賛成 ８４７名 反対 ０名 棄権 １名 

 第３号議案 令和３年度役員の選出報告について 

賛成 ８４７名 反対 ０名 棄権 １名 

 第４号議案 令和３年度事業計画（案）について 

       賛成 ８４７名 反対 ０名 棄権 １名 

 第５号議案 令和３年度収支予算（案）について 

       賛成 ８４４名 反対 ３名 棄権 1 名 

 

結果 

すべての議案について、賛成多数をもって可決されました。  

 

※運審連事務局ホームページにも 

にも掲載されております。 

HP: http://291cyuou-k.jp/ メニュー運審連より 

福井市公民館運営審議会連絡会 事務局 

（中央公民館） 担当：塩﨑・友田 

〒910-0858福井市手寄 1-4-1 アオッサ 5 階 

Tel 20-5459  Fax 20-1538 
 



【ご意見】 

第 1 号議案 令和２年度事業報告について 

 ①全般に賛成ですが特に運審員に望まれる「学習」内容も実施されるとありがたいです。 

第 2 号議案 令和２年度収支決算報告及び監査報告について 

 ②コロナで事業減？繰越金が多すぎ！ 

 ③予算になかったＨＰを作成した理由は？ 

 ④収入の部において、積立金がよくわかりません。積立にかかる情報が不足では。東海

北陸大会に参加するために会費を集めているのでしょうか。 

第 4 号議案 令和３年度事業計画（案）について 

 ⑤「市長と語る会」について、公への「具体的イメージ」の発信の必要性を考える。 

 ⑥まずはコロナ解消（早期に）が望まれます。運審員が必要とする事柄についての「研

修」をも望みます。 

第 5 号議案 令和３年度収支予算（案）について 

 ⑦コロナウイルス環境の長期化を想定し、人が集まらない運営と費用を考えて予算を組

んでいただくことが必要と考えます。 

 ⑧新型コロナウイルス感染症のため、令和 2 年度は研修会や会議が中止となり、支出が

大幅に減少した。令和 3 年度において、会費や公民館負担金を減額すべきである。繰

越金が 883 千円（前年度比＋726 千円）多くあります！ 

 ⑨「新型コロナウイルス対策等」と書いてあるが、予備費が￥314,000 と大幅に増加し

ているのがとても気になります。今年度も研修費などが大幅に残り、次年度への繰越

が増大されると思います。 

 ⑩研修費、通信運搬費、消耗品費を増額する必要がないのでは。増額した理由は？ 

 ⑪ブロック別合同研修会を 5 ブロック→49 館に変更しています。理由は何でしょうか。 

 ⑫令和 2 年度繰越金を有効に使っていただきたいです。 

 ⑬予備費の内容説明が不足していると思う。 

 ⑭予備費大幅増の意味づけの具体性が解りにくく思われますが？ 

 ⑮公民館は 49 館それとも 50 館？出席しない館もあるのでしょうか。そして運審の数も

毎年増減があるのでしょうか。 

 ⑯支出において、印刷製本費、会議費のあり方を見直した方がいい。 

 ⑰11 月実施予定の公民館研究集会の結果があればご教示願いたい。 

 

その他 

 ⑱書面議決書の提出について、FAX 以外の手段（郵送等）も検討してほしい。 

 ⑲書面議決書について、自署を FAX で送付するのは正式には有効でないのではないか。 

 

＜第３号議案 令和３年度役員の選出報告について 補足＞ 

川西ブロック時澤理事の宮ノ下公民館長就任に伴い、令和 3年 5月 21日付けで理事交代 

【新理事】 片川 秀則氏（宮ノ下公民館）※前任者の残任期間 

 

 

 

 



【ご意見への返答】 ※類似するご意見に対してまとめて返答 

 

  ①全般に賛成ですが特に運審員に望まれる「学習」内容も実施されるとありがたい

です。【賛成】 

⑥まずはコロナ解消（早期に）が望まれます。運審員が必要とする事柄についての

「研修」をも望みます。【賛成】 

 

令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症の影響で委員長研修会が中止となった。令

和 3 年度は実施を予定しており、また学習を深める機会として東海北陸公民館大会

（福井大会）への積極的な参加も促したいと考えている。 

 

②コロナで事業減？繰越金が多すぎ！【賛成】 

⑧新型コロナウイルス感染症のため、令和 2 年度は研修会や会議が中止となり、支

出が大幅に減少した。令和 3 年度において、会費や公民館負担金を減額すべきであ

る。繰越金が 883 千円（前年度比＋726 千円）多くあります！【反対】 

⑫令和 2 年度繰越金を有効に使っていただきたいです。【賛成】 

 

令和 2 年度繰越金 88 万 3823 円の金額には、延期となった「東海北陸公民館大会（福

井大会）」への参加費積立分 69 万円が含まれる。参加費を除いた繰越金は 19 万 3823

円であり、例年と比べて特段に多い金額ではないということでご理解いただきたい。

コロナ対策を工夫しながら事業を実施していく前提で予算を組んでいるが、事業の

中止が継続され繰越金が膨らむようであれば、次年度以降、会費の減額についても

考慮したい。 

 

③予算になかったＨＰを作成した理由は？【賛成】 

 

令和 2 年度に中央公民館がホームページをリニューアルするにあたり、要望があっ

た市公連および運審連事務局のページを追加した。本稼働は令和 3 年 5 月からであ

ったが、支払いを中央公民館とあわせて行う必要があったため、令和 2 年度内に支

出を行った。（令和 3 年 2 月の合同正副会長会で承認、3 月の合同役員会で報告）令

和 3 年度の予算で年間の管理費を計上し、将来的には紙ベースの案内や印刷物の削

減も視野にいれての運用を考えている。 

福井市中央公民館 HP: http://291cyuou-k.jp/ メニュー運審連より 

 

    

 

④収入の部において、積立金がよくわかりません。積立にかかる情報が不足では。 

東海北陸大会に参加するために会費を集めているのでしょうか。【賛成】 

 

令和 2 年度の積立金は、昨年度開催予定であった東海北陸公民館大会（福井大会）

参加費に充当する目的での積立である。監査において、積立金としての扱いであれ

ば特別会計を設けるべきという指摘を受け、本年度より別口座で管理するものとす

 



る。東海北陸公民館大会が延期となったため非常にわかりにくい表記となってしま

い、説明不足であったことをお詫び申し上げる。 

    

⑤「市長と語る会」について、公への「具体的イメージ」の発信の必要性を考える。

【賛成】 

 

市公連と合同で開催している「市長と語る会」について、広報誌「絆」での報告に

加え、本年度よりホームページでも市長と語る会のテーマや当日の様子について情

報発信していくことを検討している。 

 

⑦コロナウイルス環境の長期化を想定し、人が集まらない運営と費用を考えて予算

を組んでいただくことが必要と考えます。【反対】 

 

会議の回数の削減や、研修をオンラインで配信するなど、新型コロナウイルス感染

症の状況に応じて、柔軟な対応を考えている。また予備費を増額しコロナ対策を講

じた運営を行えるよう備えている。 

 

⑨「新型コロナウイルス対策等」と書いてあるが、予備費が￥314,000 と大幅に増

加しているのがとても気になります。今年度も研修費などが大幅に残り、次年度へ

の繰越が増大されると思います。【賛成】 

⑬予備費の内容説明が不足していると思う。【賛成】 

  ⑭予備費大幅増の意味づけの具体性が解りにくく思われますが？【賛成】 

 

本年度は「ブロック別合同研修」を運審連主体で行うにあたり、コロナ対策として

複数の会場を借りる等、ブロックからの申請に応じて柔軟に使えるよう予備費を増

額させていただいた。昨年度、ブロック別合同研修が 8 ブロック中 5 ブロックの開

催に留まったことへの反省を踏まえたものであり、ご理解いただきたい。前述のと

おり、事業の実施が困難となり本年度の繰越金が膨らむようであれば、次年度以降

の会費の減額についても考慮したい。 

 

   ⑩研修費、通信運搬費、消耗品費を増額する必要がないのでは。増額した理由は？

【反対】 

 

研 修 費・・昨年度実施できなかった委員長研修会について、オンラインでの開

催も視野に入れ計画しており、運営分を増額させていただいた。 

   通信運搬費・・ホームページ年間管理費 5,500 円の追加および会議が中止となった

場合に備え、切手代を多めに見積り算出させていただいた。 

   消耗品費 ・・アルコール消毒液や飛沫防止パネル等の購入を見込み増額させてい

ただいた。 

  

 

 



 ⑪ブロック別合同研修会を 5 ブロック→49 館に変更しています。理由は何でしょうか。 

【賛成】 

ブロック別合同研修会について、令和 3 年度は 8 ブロック中 5 ブロック（不死鳥、

みなみ、光ブロックを除く）の実施だったため、決算書では 5 ブロックの表記とな

った。（支出金額は 1 館あたり 3000 円×28 館）本来の対象は 8 ブロック 49 館で 1

館あたり 3,000 円の補助を各ブロックに支出しているため、予算では 49 館の表記と

なっている。 

  

⑮公民館は 49 館それとも 50 館？出席しない館もあるのでしょうか。そして運審の数

も毎年増減があるのでしょうか。【賛成】 

 

福井市の公民館の数は 50 館であるが、中央公民館がブロックに属していないため、

ブロック別合同研修の対象館としては 49 館となっている。（中央公民館と地区公民

館の運審委員を兼任する場合もあり、その場合は地区館からブロック別合同研修に

参加）公民館運営審議委員の定数は 860 名であるが、欠員が出る場合もあり毎年若

干の人数増減がある。 

 

  ⑯支出において、印刷製本費、会議費のあり方を見直した方がいい。【賛成】 

 

印刷製本費については、令和 2 年度調査研修委員会の活動が中止となり、報告書の

印刷を行わなかったことから決算額が減少している。本年度は事業を実施する前提

で前年度予算額と同額で算出している。また会議費の内訳については、アオッサ駐

車場代が約 3 分の１となっており、調査研究委員会の会議を行う前提で同様に前年

度予算額と同額で算出している。複数年度にわたり経過を見て見直しを検討すると

いうことでご理解いただきたい。 

 

   ⑰11 月実施予定の公民館研究集会の結果があればご教示願いたい。【賛成】 

 

全国公民館研究集会は東海北陸公民館大会（福井大会）を兼ねた開催となり、県公

連から 6 月の実行委員会にて決定するとお聞きしている。実施後の報告については

広報誌「絆」やホームページでの情報共有を予定している。 

 

   ⑱書面議決書の提出について、FAX 以外の手段（郵送等）も検討してほしい。 

   ⑲書面議決書について、自署を FAX で送付するのは正式には有効でないのではな

いか。 

 

コロナウイルス感染拡大防止および通信費の抑制の観点から、提出方法をＦＡＸと

させていただいた。実際には各公民館で取りまとめていただいたケースも多く見ら

れた。書面議決は例外的な運用ということでご理解いただきたい。期限や経費等の

課題はあるが、今後も書面議決となる場合は、原本を後日徴収する等、意思確認を

行うことを検討していきたい。 

 

 


