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令和２年 6 月吉日 

東桃谷地域まちづくり協議会 会員 各位 

東桃谷地域まちづくり協議会 

理事長 岸村 修 

 

令和２年度 東桃谷地域まちづくり協議会総会の開催（書面表決のお願い）について 

 

 時下，皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 東桃谷地域まちづくり協議会では，例年この時期に総会を開催しておりますが，新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から，書面表決にご協力くださいますようお願いいたします。 

 つきましては，別紙「総会資料一式」をご覧いただき，本紙キリトリ線以下の「書面表決

書」にご署名及び各議案への賛否をご記入いただき，令和２年６月 15 日までに東桃谷福祉会

館へご提出くださいますようお願いいたします。 

 議案の可決につきましては，ご提出いただいた「書面表決書」のうち，賛成が過半数を超

えた場合に可決とさせていただきます。また、役員数名で集計作業を行いまして結果につい

ては後日報告させていただきます。 

 ご多用の中，恐縮ですが，よろしくお願いいたします。 

 【提出・問合せ先】  

理 事 長：岸村 修  

   電  話：06-6711-5480  

-------------------------------------キリトリ線----------------------------------- 

書面表決書                            令和２年 6 月 日

住所：                     

氏名（自署名）：                 

 私は，令和２年度東桃谷地域まちづくり協議会総会における下記議案について，次のとおり

表決します。 

議案 原案に対する賛否 

第１号議案 令和元年度事業報告 賛成 ・ 反対 

第２号議案 令和元年度収支決算報告 賛成 ・ 反対 

第３号議案 令和元年度監査報告 賛成 ・ 反対 

第４号議案 令和２年度役員の選任 賛成 ・ 反対 

第５号議案 令和２年度事業計画（案） 賛成 ・ 反対 

第６号議案 令和２年度収支予算（案） 賛成 ・ 反対 

第５、６号議案について、新型コロナウイルスの影響による中止の事業は、理事会（役員会）

で調整します。 

【意見】※ご意見がありましたらご記入ください。 

                                           

                                           

                                           

（注）１．各議案について，「賛成」・「反対」いずれかの欄に〇印で記入してください。 

   ２．「賛成」・「反対」の両方に〇印がある場合および両方に〇印がない場合には，その 

議案について賛成とみなします。 



 

令和元年度事業報告 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 

【実施日時】 通常メニュー：4/2７．5/25．6/22．7/27．9/28．10/26  

       特別メニュー：11/23．12/7．2/22  

（8月と1月はお休み/3月は中止）       

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） 

スリーアイズ（4/10・6/12・7/10・9/11・11/13・1/15・2/12）7回 

シネマサロン（4/17・5/22・6/19・7/17・8/21・9/18・10/16・11/20・12/18・1/29・2/19）11回、 

レクリエーション『体操 2回、手作り教室 6回、マッサージ体験 1回、交流会 1回、演芸会 1回』 

（4/24・5/29・6/26・7/24・8/28・9/25・10/30・11/27・12/25・1/22・2/26）11回 

3月は全日程中止 

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 

    4/28・5/26・6/23(豊生園)・7/28・8/18・9/15・10/27・11/24 

1/26・2/23（3/24はCOVID19のため中止） 

   ★クリスマス会は歌声サロン派生ではあるが、社協助成金事業としている。 

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】 2019年５月１９日（日） 

    ・大抽選会・献血コーナー・無料整体・民踊・中学生吹奏楽演奏 

・岡地車會山車お披露目あり 

     （ＮＰＷプロレスは日程合わず） 

⑤ 防災訓練 

【実施場所】 東桃谷小学校・（桃谷中学校） 

【実施日時】9/18・10/18（2回)19時～防災会議・訓練内容確認 

    11/15(金)19時～夜間訓練～災害対策本部・避難所開設訓練 

    9/7(土)10時～桃谷中学校防災学習 

    R2年1/18(土）9時～東桃谷地域合同避難訓練・防災学習 

        訓練参加者への啓発グッズ「防災手ぬぐい」400枚配布 

          訓練用無線機の電波使用料（現在まち協保有台数は13台） 

⑥ 防犯活動 

【実施場所】 東桃谷校下全域 

【実施日時】令和元年5月・9月青色パトロール車 巡回 

（1～12月の1年間で3回：1月.5月.9月運用） 

 

☆前日準備 

  従事2名×2時間 

☆当日午前・午後 

  従事20名×4時間 

 

☆前日準備なし 

☆事前準備平均2時間×1名 

☆当日従事2名×3時間 

 

 

 

 

 

☆前日まで 

 個人リハのため不明 

☆設営・運営・撤去担当 

   従事4名×5時間 

☆受付従事1名×3時間 

 

 

☆前日準備 

 95名ほど×4時間 

☆模擬店95名程×8時間 

☆協力従事40名程×3時間 

 

 

☆9/18.10/18研修 

各28名程×2時間×2回 

☆11/15訓練40名×2時間 

☆9/7従事5名×3時間 

☆地域避難訓練 

 従事20名×4時間／回 

 

 2- 

 

☆青色パトロール 

 各回5名程×1時間×3回 

☆歳末夜警 

 前日翌日30名×2時間×2回 

 当日300名×3時間×2日間 

 



 

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

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  

5/16･6/20･7/18･8/22･9/19･10/17･11/21･12/19･1/16･2/20 

（3/12 はCOVID19感染拡大防止で中止） 

⑧ 子ども支援 

【実施場所】 東桃谷福祉会館 

【実施日時】 ・2/16(日）こども体験・クｯｷｰ作りの会・午前午後2回 

       ・2/24(月）親子体験・みそ作りの会1回 

 

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43回実施（年末年始・盆は休止） 

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回 

4/19・5/17・6/21・7/19・8/16・9/20・10/18・11/15・12/20・1/17・2/21 

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 5/25(土）ひがももクリーン大作戦（芝生雑草抜き） 

       随時：4/26・7/26・9/30芝刈り作業   

       造園業者（委託）によるメンテナンス2回：8/8～9、10/21                       

活用 毎月第２・４土曜日午前9時～12時グラウンドゴルフ開催  

    5/19(日)東桃谷フェスティバル利用、 

7月キャンプ、8月ラジオ体操活用        

 

 ⑬ ラジオ体操・ 

【実施場所】東桃谷小学校校庭にて 

【実施日時】令和１年８月19日～25日までの1週間毎日開催 

 

◆Ａブロックスリーアイズ大会10/6(日)・東桃谷小学校にて幹事開催 

◆地域コミュニティ回収・・海外からの古紙買取減少、価格の下落により収入は減っている。 

◆令和2年1月25日(土)天王殿にて新年互例会開催。地域会員・来賓合わせ115名参加あり 

   ◆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 

  

☆もこぴよ  

15名×3時間×11回 

 

 

☆クッキー作り  

1 名×3.5 時間×2 回=7 時

間   

☆みそ作り    

 2 名×4 時間×1 回=8 時

間 

 

☆従事1名×4時間 

 

 

 

☆当日2名×3時間 

 

 

 

☆15名×1時間×203日 

 

 

☆雑草抜き 

120名×1時間×1回 

☆芝刈り 

 2名×1時間×3回 

 

 

 

 

 

☆3名×1時間×7回 



 

団体名：東桃谷地域まちづくり協議会
収　　入 【円】

959,300
479,600
285,261

1,918,000
202,572
125,250

2,761,990

212,000

125,350

50,400

49,900

43,300

13,600

808,000

預金利子 14
その他収入 433,235

（A） 8,467,772

支　　出（補助金事業） 　【円】

ふれあい喫茶 233,520 233,520
いきいきふくろうDAY 171,780 169,940
ふれあい歌声サロン 218,567 218,300

385,806 240,378
防災訓練 88,254 88,254
防犯活動 124,411 103,027

30,660 30,660
こども支援 27,920 24,130
カラオケ・麻雀クラブ 49,000 49,000
労働トラブル・年金相談 2,000 2,000

22,830 22,830
215,798 183,427

ラジオ体操 6,874 6,322
1,577,420 1,371,788
1,352,744 1,164,313

(B) 2,930,164 2,536,101

支　　出（自主活動、委託事業等）

2,761,990
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 7,500
防犯ｶﾒﾗ維持管理費 11,407

1,098,000
970,802

(C) 4,849,699
＊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

8,467,772 － 7,779,863 = 687,909

東桃谷新年互礼会

合　計

JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化事業

各団体活動費

ふれあいフェスティバル

子育て親子支援

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

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

芝生維持管理寄付金

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
H31.4月～R2.2月分
＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

歌声サロン参加費
H31.4月～R2.3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費
H31.4月～R2.3月分
＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

＜次年度繰越金として、次年度の事業に充当＞

新年互礼会参加費

子ども支援体験参加費
H31.4月～R2.3月分
＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

麻雀カラオケクラブ参加費
H31.4月～R2.3月分
＜補助金以外の財源として全事業に充当＞

コミュニティ回収奨励金

コミュニティ回収売上金 H31.3～R2.2売上

JR桃谷駅周辺地域自転車利用適正化事業 H31.4～R2.3月事業受託

令和元年度　　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70%

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



 

令和元年度監査報告書 

 

 東桃谷地域まちづくり協議会の令和元年度業務執

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 2 年 5 月 15 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２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】毎週水曜日午後２時スタートに変更(社協事業と連動)： 

第１週：いきいき教室、第２週スリーアイズ他、 

第３週：シネマサロン、第４週：レクリエーション活動 

＊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】 令和２年５月１７日（日） 

 

 

 

⑤ 防災活動 

【実施場所】 東桃谷小学校・（桃谷中学校） 

【実施日時】 地域一斉「避難訓練」の開催 2021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など減災活動 

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 

令和２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・東桃谷小学校など 

【実施日時】 毎月第3木曜日のもこぴよランド  

年１回以上福祉会館または小学校でのイベントや体験教室 

 

 

☆前日準備 

  従事2名×2時間 

☆当日 

  従事18名×5時間 

 

☆いきいき教室→社協事業 

☆スリーアイズ・シネマ 

→前日準備なし 

☆レクリエーション 

事前準備平均2時間程×1名 

当日従事2名×3時間 

☆前日まで 

 個人リハのため不明 

☆設営・運営・撤去担当 

   従事4名×5時間 

☆受付従事1名×3時間 

 

☆準備会議 

 20名ほど×1時間×2回 

☆前日準備 

 70名ほど×3時間 

☆模擬店延べ100名程×4時間 

☆協力従事30名程×6時間 

☆防災学習・研修 

従事20名程×3時間／回 

☆地域避難訓練 

 従事20名×4時間／回 

 

☆青色パトロール 

 各回5名程×1時間×3回 

☆歳末夜警 

 前日準備30名程×2時間 

 当日300名×3時間×2日間 

翌日撤去30名程×2時間 

☆もこぴよ  

15名×3時間×11回 

☆こどもイベント 

  2～10名×6時間×2回 

☆教室 3～4名×3時間  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 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） 

  

⑨ 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） 

 

⑩ 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 

・回覧用＋児童配布用チラシ･出席カード・児童参加記念品(菓子) 

⑪ カラオケ・麻雀クラブ 

【実施場所】 東桃谷福祉会館 1階・2階 

【実施日時】 毎週金曜日 

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 まち協は広報担当 

⑬ いきいき百歳体操・ 

【実施場所】東桃谷福祉会館 

【実施日時】毎週火曜日午後２時～ 

⑭ 東桃谷納涼大会 

【実施場所】東桃谷小学校校庭にて 

【実施日時】令和２年８月２２日（土） 

     「盆踊り」を中心に、夏のひととき地域みんなで集う。 

      

⑮ 地域活動拠点提供事業 

【実施場所】東桃谷福祉会館 

【実施日時】随時 

     今年度より、福祉会館の管理に伴う会計管理をまち協で行う。 

     行事活動費と運営費の按分率は１：２比率とする。 

 

◆地域コミュニティ回収 

 ◆JR桃谷駅自転車利用適正化事業  

   

 

☆15名×1時間×210日 

 

 

☆雑草抜き 

20～50名×1時間ほど 

×6回 

☆芝刈り 

 5名×2時間ほど×4回 

☆実績報告会議 

 20名×1時間×3回 

 

☆3名×1時間×7回 

 

 

 

 

☆2名×4時間×45回 

 

 

 

☆当日2名×3時間 

 

 

☆準備・片付け 

5名×1時間×44回 

☆準備会議 

 10名ほど×1時間×2回 

☆協力従事 

 当日30～50名ほど×8時間 

＋翌日片付け×3時間 

 

☆１名×随時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

合　計 ¥3,927,350 ¥3,612,500

支　　出（自主事業、受託事業等）

事業名 予算額（事業費総額）

活動費小計 2,540,450

合　計 ¥2,808,022

地域コミュニティ回収事業 0

JR桃谷駅周辺自転車利用適正化事業 2,808,022

支出合計（A）＋（B）

¥6,735,372

2,245,760

運営経費 1,386,900 1,366,740

東桃谷納涼大会 137,850 137,850

地域活動拠点提供事業 1,012,100 962,100

労働トラブル・年金相談 4,500 4,500

百歳体操 20,000 20,000

ラジオ体操 15,000 15,000

カラオケ・麻雀クラブ 11,000 11,000

子ども見守り隊活動 5,850 5,850

東桃谷小学校校庭芝生維持 164,600 139,910

防犯活動 151,350 151,350

子育て親子支援 48,000 48,000

ふれあいﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 438,350 218,350

防災活動 86,600 86,600

いきいきふくろうＤＡＹ 99,000 99,000

ふれあい歌声サロン 209,750 209,750

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

ふれあい喫茶 136,500 136,500

合　計 ¥6,735,372

JR桃谷駅周辺自転車利用適正化事業 2,808,022

ふくろうの家活動事業会館収入 400,000

ふれあいフェスティバル広告協賛金 144,000

令和２年度　　　収支予算書

項　　　　目 予　算　額

地域活動協議会補助金【活動費】 1,227,900

百歳体操参加負担金 176,000

コミュニティ回収売上 150,000

歌声サロン参加費 55,000

ふくろうＤＡＹ参加負担金 36,000

地域活動協議会補助金【運営費】 500,000

ふれあい喫茶売上

2020.3月～2021.2月分

会館使用料・備品貸出料

120,000

備　　　　　考

補助金充当率54.6%

100円×120人×10回

100円×50人×11回

100円×30人×12回

100円×40人×44回

その他寄付・協賛金 1,118,450

プログラム広告料・祝儀



 

令和２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２年６月１８日（木）  １８時３０分 ～１９時００分 

２． 開 催 場 所：東桃谷福祉会館 

３． 正会員総数：  ４０名 

４． 書面表決書数：  ３７名 

５． 議事及び決定事項 

１） 開催手法について 

令和２年度東桃谷地域まちづくり協議会総会を書面表決にて実施しました。 

令和２年６月１５日までに提出していただき、役員数名で集計作業を実施しました。 

２） 第１号議案 令和元年度事業報告について 

令和元年度事業報告について賛成多数によりこれを承認し、 

本議案を可決した。                                    【賛成37 人，反対0人】 

３） 第２号議案 令和元年度収支決算報告について 

令和元年度収支決算報告について賛成多数によりこれを承認 

し、本議案を可決した。                                【賛成37 人，反対0人】 

４） 第３号議案 令和元年度監査報告について 

令和元年度監査報告について賛成多数によりこれを承認し、 

本議案を可決した。                                    【賛成37 人，反対0人】 

５） 第４号議案 令和２年度 役員の選任について 

理事会から「令和２年度役員候補者名簿」の提出があり補充 

役員の選出について提案したところ、賛成多数によりこれを 

承認し、令和２年度役員を選任した。                    【賛成37 人，反対0人】 

６） 第５号議案 令和２年度事業計画（案）について 

令和２年度事業計画（案）について賛成多数によりこれを承認 

し、本議案を可決した。                                【賛成37 人，反対0人】 

７） 第６号議案 令和２年度収支予算（案）について 

令和２年度収支予算（案）について賛成多数によりこれを承認 

し、本議案を可決した。                                【賛成37 人，反対0人】 

 

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、理事長並びに議事録署名人は、次に記名押印する。 

令和２年６月１８日 

               理  事  長   岸村  修   ㊞ 

               議事録署名人   吉田 秀範  ㊞ 

議事録署名人   石原 義久  ㊞ 

(署名・押印済分（原本）は、事務局にて保管） 

開催日時は集計日時を記載 

開催場所は集計場所を記載 


