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東桃谷地域まちづくり協議会総会

令和元年６月２７日（木）

於　　　　東桃谷福祉会館



30年度事業報告   2-1        　　　　　　 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

通常メニュー：4/28．5/26．6/23．7/28．9/22．10/27．3/23　

　特別メニュー：11/17カレー．12/8ぜんざい．2/23かやくご飯

　（8月と1月はお休み）

② いきいきふくろうＤＡＹ

【実施場所】　東桃谷福祉会館

【実施日時】　シネマは比較的公開日が最近のものを増やした。

　　　　　　 　　サークル・レクリエーション活動は5月葬儀中止あったが

　　　　　　　　手工芸や体操など、新しい取り組みで新規参加増を目指した。

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】今年度は5月・6月が葬儀もあり豊生園開催。

　　　　　　　　バンドメンバーにあらたなボランティアが加わり

　　　　　　　　近隣地域からも注目されている。

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30年5月20日（日）

　　　　　　　　　開催時期を春期に移動しての初開催。

　　　　　　　　　プロレス・起震車・献血車・ミニ消防車・無料整体など招致した。

　　　　　　　　　当日は暑いぐらいの天気となり盛り上がった。

⑤ スリーアイズ

【実施場所】　東桃谷福祉会館・

【実施日時】　毎月第２水曜日午後ふくろうＤＡＹの１つとして

　　　　　　　　　スリーアイズ練習日で開放しているが参加者数が伸び悩み。

⑥ 防災訓練

【実施場所】　東桃谷小学校・（勝山中学校）

　　　【実施日時】H30年10月6日(土)午前9時～勝山中学校防災学習

　H30年12月23日(日)午前10時～防災会議年末以降の訓練内容確認

　H30年12月29日(土)ＰＭ６時～防災リーダー暗闇行動訓練　

　H31年３月２日(土）AM９:２０～地域合同避難訓練・防災学習

「災害モンスターからひがももを守れ」と題した防災謎解きゲーム実施。

★今年は６月１８日の北摂地震、９月４日の台風２１号による想定外の大被害など、大阪だけでも

様々な災害があり、訓練のあり方そのものを見直す年になり、防災リーダーによる暗闇行動訓練

では大被害を想定した地域訓練に足りないものをあらためて確認し直し、訓練の仕方も工夫した。

今年度は特に「照明」に特化して備蓄を増やした。（投光器・ＬＥＤランタン）



30年度事業報告   2-2       　　　　   東桃谷地域まちづくり協議会

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：H30年6月.10月、H31年1月（年3回運用）

　　　　　　　　歳末夜警　　　：平成30年12月28日.29日

⑧ 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】・もこピヨランド　　年11回開催

・こどもラジオ体操　8/20～8/26（７日間 ）

・１／５こども開放デー「和んだふるでぃ」企画→葬儀にて中止

⑨ 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　今年度は４６回開催

　　　　　　　年度末には社協助成金と参加者積み立てで購入した

              全自動麻雀卓の導入でより活気のある活動となってきた。

⑩ 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

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）

⑫ 東桃谷小学校校庭芝生開放　

【実施場所】　東桃谷小学校

【実施日時】　維持管理　年８回以上　肥料散布・雑草抜き・芝刈りなどは

　　　　　　　ほぼ学校長に任せきりだった。

　　　　　　　6/30(土）ひがももクリーン大作戦（芝生雑草抜き）

　　　      　随時：造園業者（委託）によるメンテナンス　　

　　　　　　　毎月第２・４土曜日午前9時～12時グラウンドゴルフ開催　

　　　●その他事業

・「ＪＲ桃谷駅周辺自転車利用適正化事業」H30年度も事務局運営

・「地域コミュニティ回収」

・防犯カメラ維持管理（電気代・年2回のメンテナンス料）疎開道路沿い中川モータース近く

・Ａブロックスリーアイズ大会・・Ａブロック合同事業で第５回。各地域幹事一巡した。

・Ａブロック合同広報事業・・各地域で特色を出したチラシを作った。裏面に他地域を紹介。

・ギターウクレレ教室・・半年→２年間に延長してきたが、次年度からは自主サークルに。



団体名：東桃谷地域まちづくり協議会
収　　入 【円】

959,300
479,600
608,965

1,276,000
160,184
118,670

3,470,605

182,000

151,350

43,050

11,300

76,500
預金利子 13
その他収入 505,000

（A） 8,042,537

支　　出（補助金事業） 　【円】

ふれあい喫茶 153,111 152,504
いきいきふくろうDAY 133,444 123,852
ふれあい歌声サロン 357,022 357,022

369,597 279,993
12,738 12,738

防災訓練 109,226 109,226
防犯活動 208,398 193,598

41,403 37,472
カラオケ・麻雀クラブ 50,200 50,200

労働トラブル・年金相談 6,000 6,000
80,688 80,688

158,436 134,869
1,680,263 1,538,162
1,316,877 1,188,426

(B) 2,997,140 2,726,588

支　　出（自主活動、委託事業等）

3,470,605
防犯ｶﾒﾗ維持管理費 11,231

71,500
コミュニティ回収 0

Aブロックスリーアイズ大会分担金 10,800
1,196,000

(C) 4,760,136
＊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】

収入　決算額合計 （A） 支出　決算額合計 （B）＋（C) 次年度繰越金

8,042,537 － 7,757,276 = 285,261

平成 30年度　　収支決算書（全体）

項　　目 決　算　額 備　　　考

地域活動協議会補助金【活動費】 補助金充当率62.37%

地域活動協議会補助金【運営費】

前年度繰越金

寄付金 町会から

コミュニティ回収奨励金

コミュニティ回収売上金 H30.3～H31.2売上

JR桃谷駅前自転車利用適正化事業

その他寄付金

フェスティバル協賛金・寄付金
プログラム広告料・祝儀

＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

ふれあい喫茶売上金
H30 .4月～H31 .3月分

＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

歌声サロン参加者寄付金
H30 .4月～H31 .3月分

＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

いきいきふくろうデー参加者寄付金
H30 .4月～H31 .3月分

＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

ウクレレギタークラブ参加費 `@500×延べ153人参加

＜次年度繰越金として、次年度の事業に充当＞

合　計

支　　出（補助事業）
事業名 決算額（事業費総額） うち補助金対象額

ふれあいフェスティバル

スリーアイズ

子育て支援

子ども見守り隊活動

東桃谷小学校校庭芝生開放

活動費小計

運営経費

合　計

支　　出（自主活動、委託事業等）　　　　　　　　　　　　　　　　【円】

事業名 決算額（事業費総額）

合　計

JR桃谷駅前自転車利用適正化事業

ウクレレギタークラブ

各団体活動費



平成３０年度監査報告書

　東桃谷地域まちづくり協議会の平成３０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。

令和元年５月３０日

東桃谷地域まちづくり協議会

監事　佐藤　泰三　　㊞　　　

監事　中村　 明 　　㊞　　　

（監事署名・押印済分（原本）は、事務局にて保管）　　　　



令和元年度事業計画案　2-1　　　　　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土曜日但し実施週の変更もある

                  (8月及び1月は休み)

　　　　　　　  朝トーストメニュー、年2～3回特別メニュー

②    いきいきふくろうＤＡＹ

【実施場所】　東桃谷福祉会館

【実施日時】　(社協事業「東桃谷いきいき教室」)：毎月第1水曜日午後

                                スリーアイズ：毎月第２水曜日午後

                                シネマサロン：毎月第３水曜日午後

　　　　　　　           　　レクリエーション活動：毎月第４水曜日午後　　

                            ＊31年度より、レクリエーション活動において材料代徴収？

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　基本は第４日曜日、但し実施週の変更もある

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】　2019年５月１９日（日）

④    防災訓練

【実施場所】　東桃谷小学校・（勝山中学校）

【実施日時】　地域一斉「避難訓練」の開催　2020年1～3月頃

                         地域防災小規模訓練・研修など年2回以上　

                         小学校・中学校の防災学習への参加協力

⑥ 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

                  2019年12月28・29日の歳末夜警

⑦ 子育て親子支援

【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木曜日のもこぴよランド　



令和元年度事業計画案　2-2　　　　　　東桃谷地域まちづくり協議会

⑧ 子ども支援

【実施場所】　東桃谷福祉会館・東桃谷小学校

【実施日時】　年2回福祉会館開放デー、年6回の教室開催

⑨ 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

⑩ 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

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）

⑫ 東桃谷小学校校庭芝生開放　

【実施場所】　東桃谷小学校

　               　維持管理　年８回以上　肥料散布・雑草抜き・芝刈り

　　　　　　　　芝生活用　随時

　　　　　　　   補植

　              　芝生活用　グラウンドゴルフ開催（月２回）

 ⑬ ラジオ体操・

【実施場所】東桃谷小学校校庭にて

【実施日時】小学校夏休み最後の1週間

小学生のみではなく、地域全体で世代間交流・健康・スポーツ事業とできないか？

30年度支出約17000円：内訳)・回覧用＋児童配布用チラシ印刷代

･出席カード印刷代

・児童参加記念品(菓子)

◆東桃谷交流会（バス旅行含む？ただしバス代や飲食代については、助成金対象外になる）

　　　　　　　　　　地域住民に向けて、講習会や研修会、旅行など

◆地域コミュニティ回収

◆Ａブロック受託「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



団体名：東桃谷地域まちづくり協議会

収　　入 　【円】

　【円】

（A)

　【円】

（B)

＊地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください

支出合計（A）＋（B）

5,582,013

JR桃谷駅周辺自転車利用適正化事業 2,738,013

地域コミュニティ回収事業 0

支　　出（自主事業、受託事業等）
事業名 予算額（事業費総額）

合　計 2,788,013

東桃谷交流会 50,000

運営経費 1,205,000 1,176,200

合　計 2,794,000 2,468,275

活動費小計 1,589,000 1,292,075

ラジオ体操 20,800 20,800

子ども見守り隊活動 10,000 10,000

東桃谷小学校校庭芝生開放 179,500 152,575

カラオケ・麻雀クラブ 50,000 50,000

労働トラブル・年金相談 6,000 6,000

子育て親子支援 29,700 29,700

こども支援 34,800 34,800

防災訓練 50,000 50,000

防犯活動 173,500 173,500

ふれあい歌声サロン 218,950 218,950

ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 484,350 214,350

ふれあい喫茶 210,800 210,800

いきいきふくろうＤＡＹ 120,600 120,600

合　計 5,582,013

支　　出（補助事業）
事業名 予算額（事業費総額） うち補助金対象額

コミュニティ回収売上 150,000 2019.3月～2020.2月分

その他寄付・協賛金 1,068,100
JR桃谷駅周辺自転車利用適正化事業 2,738,013

令和元年度　　　収支予算案

項　目 予算額 備　考

地域活動協議会補助金【活動費】 959,300 補助金充当率74.2%

歌声サロン参加費 55,000 100円×50人×11回

ふくろうＤＡＹ参加負担金 12,000 200円×30人×2回

地域活動協議会補助金【運営費】 479,600

ふれあい喫茶売上 120,000 100円×120人×10回



令和元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：令和 元年　６月　２７日（　木　）

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：　　　　　３３名

４．出席者数：　　　　　３０名（本人出席者：１４名、委任状出席者：１６名）

５．議事及び決定事項

１）議長の選任

　　　令和元年度　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

　　　全べく、員で互選したところ議長に　同協議会理事長、岸村　修氏を選任した。

　　　議長は、令和元年度　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　片山　君子 氏　と　鈴木　清志 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３０年度事業報告について

　　　平成３０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３０年度収支決算報告について

　　　　平成３０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３０年度監査報告について

　　　平成３０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　令和元年度事業計画（案）について

　　　　令和元年度事業計画（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　令和元年度収支予算（案）について

　　　　令和元年度収支予算（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、以上をもって令和元年度　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。

令和 元 年　６月　２７日

議　　　　長　　　岸村 　修　　　　　　　 　㊞

議事録署名人　片山　君子　　　　　　    ㊞

議事録署名人　鈴木　清志　　　　　　　  ㊞

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


