
平成２９年度

東桃谷地域まちづくり協議会総会

 

平成２９年５月３０日（火）

於　　　　東桃谷福祉会館



28年度事業報告
東桃谷地域まちづくり協議会

① ふれあい喫茶

     【実施場所】　東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎月第4土曜日　　　

                       8月及び1月は休み ・　6月7月は葬儀のため中止　　計8回

　　　　　         　　12月特別メニュー「カレーライス」

　　　　　          　　２月特別メニュー「かやくごはん」「ぜんざい」のサービスデー実施。

② ふれあいシネマサロン

     【実施場所】　東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎月第3土曜日・1月は葬儀のため中止　　計11回　

                              第50回目（６月開催）は和太鼓舞台上映を行った。

③ ふれあい歌声サロン

     【実施場所】　東桃谷福祉会館・豊生園

     【実施日時】　毎月第4日曜日　６月豊生園開催、ゲスト招待回３回　計11回

④ ふれあいフェスティバル

     【実施場所】　東桃谷小学校

     【実施日時】　平成28年11月13日（日）午前10時30分～

　                　例年よりプログラムの協賛広告スペースを増。

                     ＮＰＷプロレス・赤十字献血車・無料あんまマッサージを行った。

⑤ スリーアイズ

     【実施場所】　東桃谷小学校

     【実施日時】　平成28年6月26日（日）第7回 東桃谷スリーアイズ大会 開催

⑥ 防災訓練

     【実施場所・日時】東桃谷小学校　平成29年1月14日（土）10時半～開催

　　　　　　　　　　　      町会毎に1時避難場所→小学校校庭集合し、防災講習。

     【実施場所・日時】勝山中学校　平成28年10月8日（土）

                            防災リーダーを中心に防災学習。起震車体験など実施。　

　　　　　　　      まち協組織（各町会・福祉会館）で使用する無線機計10台購入。

 

⑦ 防犯活動

     【実施場所】　東桃谷校下全域

     【実施日時】　青色パトロール　H28年4/27.8/31.12/27-28計　年3回の出動・巡回

                        歳末夜警　　　　H28年12/28・29日（2日間延べ600名）実施。



⑧ 防犯灯維持管理（電気代・修理代・電球交換など）　

     【実施場所】　東桃谷校下全域

     【実施日時】　通年

⑨ 子育て支援

     【実施場所】　東桃谷幼児の園・東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎月第3木曜日のもこぴよ　　　　　　　　　年　計11回

　　　　　       　　　月1回ペースで「こども体験」イベント開催。　　計8回　

                   もこピヨ活動の制服となるエプロン・Ｔシャツの追加購入

⑩ カラオケ・マージャン・将棋クラブ

     【実施場所】　東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎週金曜日　　　計42回　　年度末に新カラオケマイク導入した。

　          　今年度、将棋教室ボランティアではじめたが講師の体調不慮により中断となった。

⑪ 子ども見守り隊活動

     【実施場所】　東桃谷校下全域　　　

     【実施日時】　通年　児童の登下校時（土日祝、春休み、夏休み、冬休みを除く）

　　          28年度登校時通学路 街頭指導者　14名　　　隊員募集の年間ポスター掲示

⑫ 労働トラブル・年金相談

     【実施場所】　生野区役所

     【実施日時】　毎月第3金曜日　　計12回。　チラシ回覧

⑬ 環境美化

     【実施場所】　東桃谷校下

     【実施日時】　随時          今年度も各町会毎に 清掃活動。月1回程度

《まちづくり協議会全体》

◆Ａブロックスリーアイズ大会

    今年度会計担当として、助成金各まち協分担金により収支決算報告を行った。

◆Ａブロック協同で受託したＪＲ桃谷駅前自転車利用適正化協働パートナー事業について

　　今年度も統括事務担当として、委託事業の運営を行った。（収支相殺）

◆コミュニティ回収について

　　ＴＯＰより今期145,890円収入計上あり。

    大阪市より「資源集団回収団体報奨金」として15万あり29年度会計にて入金処理する。

◆各団体年間活動費

    今年度より青指・青福・ふくろうの家クラブ（旧老人会）・連合（まち協）の地域分担の

    年間活動費を年度初めに一括で集金しその後、各団体へ割り振りする会計方法をとった。

    （29年度からは防犯分担金も まち協で一括集金です。）



別紙３

収　　入 　【円】

決算額

（D） 1,438,900

120,351

15,400

32,200

132,000

145,890

自転者利用適正化事業 3,310,000

12

898,000

204,570

2,181,316

（A） 8,478,639

　【円】

140,983 140,983 125,000

62,036 61,180 50,000

235,280 235,280 190,000

449,021 235,305 230,000

55,282 49,082 45,000

232,848 232,848 200,000

256,854 116,144 30,000

837,262 139,597 0

76,460 76,460 53,920

54,744 54,744 31,700

2,680 2,680 2,680

1,000 1,000 1,000

0 0 0

8,210 － -

3,310,000 － -

0 － -

872,500 － -

9,914 － -

194,997 － -

6,800,071 1,345,303 959,300

1,166,185 1,063,489 479,600

(B) 7 ,966,256 2,408,792 (E) 1 ,438,900

＊地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください

　【円】

支出　決算額合計 （B） 収支　差引 （C）

－ 7,966,256 = 512,383

補助金充当額合計 （E） 補助金　残額 （F）

－ 1,438,900 = 0

補助金　残額 （F） 次年度繰越金

－ 0 = 512,383

1,438,900

収支　差引 （C）

512,383

活動費小計

運営経費

合　計

収入　決算額合計 （A）

8,478,639

補助金交付額 （D）

その他

防犯灯維持管理

子育て支援

カラオケ・麻雀・将棋クラブ

子ども見守り隊活動

労働トラブル・年金相談

環境美化活動

Aブロックスリーアイズ大会分担金

自転者利用適正化事業

コミュニティ回収

各団体活動費

防犯カメラ維持管理

防犯活動

支　　出

事業名 決算額（事業費総額） うち補助金対象額

ふれあいシネマサロン

ふれあい歌声サロン

ふれあいフェスティバル

スリーアイズ

防災訓練

補助金充当額

ふれあい喫茶サロン

町会協力金

前年度繰越金

その他収入 寄付金

合　計

預金利子

ふれあい喫茶サロン売上 4月～3月分

ふれあいシネマサロン参加者寄付金 4月～3月分

ふれあい歌声サロン参加者寄付金 4月～3月分

ふれあいフェスティバル広告収入

コミュニティ回収 H28.3月～H29.2月

H28.4月～29.3月

平成 28年度　　収支決算書（全体）
  団体名：東桃谷地域まちづくり協議会

項　目 備　考

地域活動協議会補助金 運営費・活動費を含む



平成２８年度監査報告書

　東桃谷地域まちづくり協議会の平成２８年度業務執行状況

　及び収支状況について、協議会規約に基づき監査しました

　結果、事業報告並びに収支決算諸表はすべて良好に処理さ

　れており、かつ正確であることを認めます。

平成29年5月10日

東桃谷地域まちづくり協議会

監事　　　落部　愼二　㊞

監事　　　橘　　敬識　㊞

（監事押印済分（原本）は、事務局にて保管）



29年度事業計画

東桃谷地域まちづくり協議会

① ふれあい喫茶

【実施場所】　東桃谷福祉会館

【実施日時】　毎月第4土曜日　　

(8月及び1月は休み)

② ふれあいシネマサロン

【実施場所】　東桃谷福祉会館

【実施日時】　毎月第3土曜日

③ ふれあい歌声サロン

【実施場所】　東桃谷福祉会館

       【実施日時】　毎月第3または4日曜日　

④ ふれあいフェスティバル

     【実施場所】　東桃谷小学校

     【実施日時】　平成29年10月29日（日）

⑤ スリーアイズ

     【実施場所】　東桃谷小学校

     【実施日時】　第8回 東桃谷大会　平成29年6月11日（日）開催

⑥ 防災訓練

     【実施場所】　東桃谷小学校・（勝山中学校）

　　 【実施日時】　今年度策定する「地区防災計画」に基づき、

                   今秋以降～平成30年3月末までに地域「大避難訓練」開催予定

⑦ 防犯活動

     【実施場所】　東桃谷校下全域

　　 【実施日時】　年3回　4月.8月.12月の青色パトロール車 巡回と

                   平成29年12月28・29日の歳末夜警

⑧ 防犯灯維持管理（電気代・修理代・電球交換など）

     【実施場所】　東桃谷校下全域

     【実施日時】　通年



⑨ 子育て支援

     【実施場所】　東桃谷幼児の園・東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎月第3木曜日のもこぴよ　月１～回の教室開催

⑩ カラオケ・麻雀クラブ

     【実施場所】　東桃谷福祉会館

     【実施日時】　毎週金曜日

⑪ 労働トラブル・年金相談

     【実施場所】　生野区役所

     【実施日時】　毎月第3金曜日

⑫ 子ども見守り隊活動

     【実施場所】　東桃谷校下全域

     【実施日時】　通年　児童の登下校時（土日祝･春休み･夏休み･冬休みを除く）

⑬ 環境美化

     【実施場所】　東桃谷校下

     【実施日時】　随時

⑭ 東桃谷小学校校庭芝生維持管理

     【実施場所】　東桃谷小学校

     【実施日時】　年3～5回　肥料散布・雑草抜き・芝刈り

⑮ 芝生カーニバル

     【実施場所】　東桃谷小学校校庭

     【実施内容】　祭行事としては東桃谷フェスティバル一祭にまとめる。

　

　

  「東桃谷地区防災計画」策定、防災マップの刷新

   芝生グラウンドゴルフの運営スタート

　Ａﾌﾞﾛｯｸ受託「ＪＲ桃谷駅周辺地域自転車利用適正化ﾊﾟｰﾄﾅｰ事業」の事務局運営

　地域コミュニティ回収



収入 （単位：円）

項　目 決算額

地域活動協議会補助金 1,438,900

ふれあい喫茶売上 120,000

ふれあいシネマ歌声サロン
参加者寄付金

60,000

寄付金 1,379,296

合計 2,998,196

支出 （単位：円）

事業名 予算額（事業費総額） うち補助対象額 補助金充当額

ふれあい喫茶サロン 200,000 200,000 145,000

ふれあいシネマサロン 52,896 52,896 37,500

ふれあい歌声サロン 225,400 225,400 169,000

ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 447,000 247,000 225,000

スリーアイズ 37,800 31,800 20,000

防災訓練 82,500 82,500 60,000

防犯活動 230,500 230,500 135,000

防犯灯維持管理 300,000 300,000 50,000

子育て支援 46,500 46,500 40,000

カラオケ・麻雀クラブ 50,000 50,000 25,000

労働トラブル・年金相談 50,000 50,000 38,000

子ども見守り隊活動 16,200 16,200 14,800

環境美化 16,800 16,800 0

東桃谷小学校校庭芝生維持管理 50,000 0 0

芝生カーニバル 100,000 0 0

活動費小計 1,905,596 1,549,596 959,300

運営経費 1,092,600 1,092,600 479,600

合　計 2,998,196 2,642,196 1,438,900

＊地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください

1月5,000円×12回

平成29年度　　収支予算書（全体）
東桃谷地域まちづくり協議会

備考

運営費・活動費含む

1回12,000円×10回



平成２９年度東桃谷地域まちづくり協議会総会議事録

１．開催日時：平成　２９年　５月　３０日（　火　）

午後　７時　００分から午前・午後　７時　４０分まで

２．開催場所：東　桃　谷　福　祉　会　館

  ３．正会員総数：　　　　　３１名

  ４．出席者数：　　　　　２８名（本人出席者：１８名、委任状出席者：１０名）

  ５．議事及び決定事項

   １)　議長の選任

　    平成２９年度　東桃谷地域まちづくり協議会総会に上記のものが出席した。

      議長を選出すべく、全員で互選したところ議長に　理事長　松原　崇氏を選任した。

      議長は、平成２９年度　東桃谷地域まちづくり協議会総会の開会を宣言し、議事に

      入った。

   ２） 議事録署名人について

　　  議長から本日の出席者の大山　学氏と　間あをひ氏　の２名を指名したところ、

　    全員が異議なく承認した。

   ３） 第１号議案　平成２８年度事業報告について

　　   平成２８年度事業報告について役員から説明があり、議長が全員に諮ったところ、

　　  全員異議なくこれを承認し、本議案を可決した。

   ４）  第２号議案　平成２８年度収支決算報告について

　　　   平成２８年度収支決算報告について役員から説明があり、議長が全員に諮ったと

   　　　ころ、全員異議なくこれを承認し、本議案を可決した。

   ５） 第３号議案　平成２８年度監査報告について

　　  平成２８年度監査報告について監事から説明があり、議長が全員に諮ったところ、

　   　全員異議なくこれを承認し、本議案を可決した。

   ６） 第４号議案　平成２９年度事業計画（案）について

　　　  平成２９年度事業計画（案）について役員から説明があり、議長が全員に諮った

　　　  ところ、全員異議なくこれを承認し、本議案を可決した。　　

   ７） 第５号議案　平成２９年度収支予算（案）について

　　　  平成２９年度収支予算（案）について役員から説明があり、議長が全員に諮った

　　  　ところ、全員異議なくこれを承認し、本議案を可決した。　



８）閉　会

　　　　議長は、以上をもって平成２９年度　東桃谷地域まちづくり協議会総会に関する

　　　　　すべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

　　  以上の議事の要領及び結果を明確にするため、

　  　議長並びに議事録署名人は、次に署名押印する。

　　　平成　２９年　５月　３０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　議　　　　長　　　松 原　崇　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　 大 山　学　　　㊞
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録署名人　　　 間 あをひ　　  ㊞

　　　　　　　　　　　　議長及び議事録署名人　捺印済分（原本）は、事務局にて保管


