
                 

 

令和元年度  

巽南まちづくり協議会 

総会議案書 

 

日 時 ： 令和元年５月２４日（金）１９時４５分～ 

場 所 ： 巽南会館 

 

 

 

 

 

 

巽南まちづくり協議会（巽南会館内） 

大阪市生野区巽南１丁目１５番２９号 

 



巽南まちづくり協議会 総会次第 

令和元年５月２４日（金）１９時４５分～ 

 

開会 

１． 理事長あいさつ 

２． 来賓紹介および来賓あいさつ 

３． 議長の選任 

４． 定足数の確認 

５． 議長による議事録署名人の選出 

６． 議案審議 

第１号議案  平成３０年度事業報告 

第２号議案  平成３０年度収支決算報告 

第３号議案  平成３０年度監査報告 

第４号議案  役員の選任について 

第５号議案  令和元年度事業計画（案） 

第６号議案  令和元年度収支予算（案） 

 

その他の連絡事項 

 ・「わくわくレクリェーション」事業の進捗状況について 

 ・Dブロック事業について 

 

                               閉会



第１号議案 

巽南まちづくり協議会 平成３０年度事業報告書 

平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

事業名 開催時期 開催場所 
参加人数 

（人） 

アンケート 

満足度 

防犯灯維持管理 通年 地域内設置場所 - 85％ 

防災訓練 

（全体訓練） 

（防火訓練） 

 

９月１５日 

２月１０日 
巽南小学校 

970 

53 

84％ 

83％ 

子育てサークル  
毎月 

第２木曜日 
巽南会館 述べ 271 90％ 

巽南サロン ６月１５日 いらカフェ 74 98％ 

将棋道場 
毎月 

第２日曜日 
巽南会館 延べ 135 85％ 

百歳体操 
毎週 

月曜日・木曜日 
巽南会館 1 階・2 階 述べ 4,712 99％ 

環境美化運動 

６月２日 

キャンペーン

期間 5 月 26 日

～6 月 2 日 

内環状線周辺の道路・公

園・公共施設周辺や居住

地周辺 

述べ 301 

キャンペー

ン期間：述

べ 30 

92％ 

ふれあいの集い

「わくわくレクリ

ェーション」 

11 月 10 日 巽南小学校 
述べ 

約 1,040 
99％ 

     

     

     



    第２号議案         

巽南まちづくり協議会  

                 平成３０年４月１日～３１年３月３１日

収入                                 (単位：円) 

項目 決算額 備考 

地域活動協議会補助金 1,721,500  

広告料 90,000 わくわくレク ＠3,000×30件 

会費  2,000 わくわレク フリマ＠1,000×2件 

会費  199,900 巽南サロン 6,700将棋 4,500百歳体操 188,700  

Ｔシャツ 19,500  

自主財源 232,356  

合 計 2,265,256  

支出                                 (単位：円) 

項目 決算額 
うち補助金額 

対象額 
補助金充当額 

防犯灯維持管理 737,079 737,079 700,000 

防災訓練 229,355 226,755 150,000 

子育てサークル  55,579 55,579 40,000 

巽南サロン 20,542 20,542 10,000 

将棋道場 23,707 23,707 10,000 

百歳体操 149,838 149,838 120,000 

環境美化運動 14,891 14,891 5,000 

ふれあいの集い 

わくわくレクリェーション 515,130 479,202 186,500 

活動経費小計 1,746,121 1,707,593 1,221,500 

運営経費 519,135 507,211 500,000 

合計 2,265,256 2,214,804 1,721,500 



                              第３号議案 

巽南まちづくり協議会 平成３０年度監査報告書 

 

 巽南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 １６日 

 

巽南まちづくり協議会 

 

 

監事    藪野 繁男  印 

監事    田中 安代  印 

 

 

 

 

※監事署名・押印分（原本）は事務局にて保管  



         第４号議案                              

巽南まちづくり協議会 令和元年度 

役員名簿（案） 

役職名 氏 名 主な所属団体役職名 

理事長 川端 千鶴男 
連合振興町会長・校下社会福祉協議会会長 

第１町会会長 

副理事長 那須 幹雄 第５町会会長 

副理事長 山口 嘉宏 第８町会会長 

会計 西村 優一 第７町会会長 

監事 藪野 繁男 保護司 

監事 田中 安代 連合振興町会女性部長・第５町会女性部長 

理事（事務局長） 松川 孝子 福祉コーディネーター 

理事 川端 輝和 第２町会会長 

理事 藤田 武司 第３町会会長 

理事 羽田 賀男 第４町会会長 

理事 杉山 雅昭 第６町会会長 

理事 川端 英樹 第９町会会長 

理事 斎藤 豊太郎 青少年福祉委員校下代表 

理事 村上 豪 青少年指導員校下代表 

理事 岩井 敬育 スポーツ推進委員 

理事 河野 久光 巽南防犯支部長 

理事 池田 文子 民生委員地区委員長 

理事 川端 達子 第１町会女性部長 

理事 川端 知子 第２町会女性部長 

理事 唐木 ユリ子 第３町会女性部長 

理事 岡口 昭子 第４町会女性部長 

理事 中林 美香 第６町会女性部長 

理事 倉橋 良子 第７町会女性部長 

理事 村上 佐智子 第８町会女性部長 

理事 星衛 トク子 第９町会女性部長 

理事 藤原 武司 老人クラブ会長 

理事 大藤 眞樹 老人クラブ女性部長 

理事 福田 健二 巽南小学校 PTA会長 

理事 唐木 美香 新巽中学校 PTA代表 



第５号議案 

巽南まちづくり協議会 令和元年度事業計画（案） 

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

事業名 開催時期 開催場所 

防犯灯維持管理 通年 地域内設置場所 

防災訓練 ９月１４日(土) 巽南小学校 

子育てサークル 毎月 第２木曜日 巽南会館 

百歳体操 毎週 月曜日・木曜日 巽南会館 

環境美化運動 

一斉行動日 6月 1日（土） 

キャンペーン期間： 

5月 26日～6月 1日 

地下鉄南巽駅から愛和病院付

近までの内環道路及び新巽中

学校北側道路の周辺、公園・

公共施設・居住地周辺 

ふれあいの集い   

わくわくレクリェーション 
11月 10日（日） 巽南小学校 

   

   

   

   

   

 



 第６号議案 

巽南まちづくり協議会  

平成３１年４月１日～令和２年３月３１日 

 

収入                                  （単位：円） 

項目 予算額 備考 

地域活動協議会補助金 1,721,500  

広告料  30,000 わくわくレク 

会費  241,000 わくわくレク フリマ 

巽南サロン・将棋道場・百歳体操 

寄付金 209,500  

   

合計 2,202,000  

 

 

支出                                  （単位：円） 

事業名 
予算額 

（事業費総額） 
うち補助金 
対象額 

補助金充当額 

防犯灯維持管理 756,000 756,000 570,000 

防災訓練 168,000 168,000 55,000 

子育てサークル しゃぼん玉 65,000 65,000 40,000 

巽南サロン 28,000 28,000 20,000 

将棋道場 35,000 35,000 26,000 

百歳体操 150,000 150,000 110,000 

環境美化運動 30,000 30,000 20,000 

ふれあいの集い 
わくわくレクリェーション 470,000 470,000 380,500 

活動経費小計 1,702,000 1,702,000 1,221,500 

運営経費 500,000 500,000 500,000 

合計 2,202,000 2,202,000 1,721,500 



 


