
巽まちづくり協議会

令和 4年度 総会

令和 4年 5月 28日 (土 )



第 1号議案 令和 3年度事業報告書 抜粋版

1防犯灯維持管理 (電気代 0修理代 0電球交換など)

水銀灯による照明を地域にて補完することで、危険箇所を減少させ、地域の安全性の向上を
図る。今回、電気代の補助だけではなく、防犯灯のLED化にも取り組んだ。

2防災訓練会議 および 防災訓練

防災リーダーによる防災会議は隔月に実施。KAPPOの際に啓発コーナーを設けた。
自主防災訓練として各家庭での協力を呼び掛けた。

3子育てサロン

毎月第2火曜 日にれんげ会館にて実施。就学前の子どもと保護者・妊娠中の方など、育児に
関わる人が友だちの輪を広げる場所と機会を提供した。 実施は5回

4子育て事業

憩いの家で原則毎週水、土曜 日に実施。子どもたちの学習支援の場だけでなく、
地域の子どもたちが集える場、世代間の交流の場としても活用している。

5サロンすずらん

ミニデイサロンは原則第3水曜 日(3回実施)バスツアーは令和3年 11月 17日 に実施。
介護予防とバスツアーを実施することで高齢者の孤立化を防ぎ、社会参加を誘つた。

6ふれあい喫茶 すみれ

毎月第4火曜 日に実施 (2回 実施)地域住民だれもが気楽に参加できる交流の場とした。
高齢者にも誘いかけることで孤立化を防ぐとともに世代間の交流の場を提供した。

7盆踊り

8月 の実施は中止としたが、2～ 3月 頃の代替事業を企画した。
残念ながら感染拡大のため中止とした。

8地域美化活動

12月 の中学生の一斉清掃は中止としたが、花の苗を配布したり、普段からの地域の美化意識
の向上を図つた。

9もちつき

巽小学校PTAとの共催事業であるが、憩いの家でのみ実施した。

10たつみKAPPO
巽小学校を使うことから密にならない行事の実施を検討し、スタンプラリー方式とした。

11百歳体操

年間を通してではなく、半分ほどの実施となったが、グループを小さく分けることで密を避け
て実施をし、健康づくりが中断しないように考慮した。

12健康づくり事業

学校の体育施設を利用して、スポーツ活動を行うことで健康づくりを支援。
年間を通して半分弱の実施となったが、健康づくりが中断しないように考慮した。

13地域活性化事業

事業の募集を行うことでまちづくり意識の向上に努めた。

14オールたつみ雪まつり
たつみ4地域の共催事業として巽東小学校学校での実施を目指したが、中止とした。
4年度に改めて北巽での実施を目指す。

15コミュニティー活動場所確保事業
まち協の活動を活性化するために、会館使用料を負担することで活動を支援した。

※ 自主事業としてコミュニティー回収を実施し、地域活動の財源確保に取り組んだ。
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第 2号議案 令和 3年度 収支決算書

入収 【Fヨ 】

項 目 決算額 備 考

地域活動協議会補助金 【活動費】 1,671,200 補助金充当率 70。 9%
地域活動協議会補助金 【運営費】 5009000
喫茶すみれ参加費 12,800 <補助金以外の財源 として全事業に充当>

サロンすずらん参加費 10,900 <補助金以外の財源 として全事業に充当>

会費 90,300 <補助金以外の財源 として全事業に充当>

コミュニティ回収売上 250,990 <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 707,532 <補助金以外の財源 として全事業に充当>

寄付金等 134,998

合 計 3,378,720

出支 【F司 】

事業名 決算額 (事業費総額 ) うち補助金対象額 補助金充当額

1防犯灯維持管理 524,360 524,360

2防災関連事業 804,170 659,850

3子育てサロン 33,342 33,342

4 子育て事業 43,570 17,842

5 サロンすずらん 209,615 198,310

6 ふれあい喫茶すみれ 43,729 43,729

7 盆踊り 14,700 14,700

8 地域美化活動 16,800 16,800

9 もちつき 12,454 12,454

10たつみKAPPO 404,425 148,912

11いきいき100歳体操 5,220 5,220

12健康づくり事業 195,460 115,900

13地域活性化事業 14,250 14,250

14オールたつみ雪まつり 29,720 29,720
15コミュニティー活動場所確保事業 505,000 505,000

活動費小計 2,874,455 2,358,029 1,671,200

運営経費 504,265 504,265 500,000
合計 3,378,720 2,862,294 2,171,200

*補助金対象額に対し補助金充当率は75%未満 地域負担25%以上

…3…

活動補助金対象額1,842,934以 上が必要



第3号議案 令和 3年度 監査報告

巽まちづくり協議会の令和 3年度業務執行状況及び、収支

決算書について、関係書類等を審査 した結果、いずれも正

確かつ適正であることを認めます。

令和 4年 5月   日

監事 末利 進    印

監事 吉岡富雄    印

原本は事務局にて保管

第 4号議案 理事の選任について

理事・監事異動名簿

退任理事 就任理事 備 考

吉岡富雄 辻本幹夫 大地第一町会

松本吉朗 田村 巧 大地東町会

唐津正典 田村晃三 四条東中誠町会

岩本信一 村井―雄 四条東親西町会

前田邦紀 廣島 浩 巽西第五町会

末利和代 辰巳豊子 連合女性部

大川由美子 面屋隆男 老人クラブ

杉山延枝 老人クラブ女性部

荻田治子 安田雅子 サロンすずらん

濱岸直樹 吉元 滝 青少年指導員

前田邦紀 田村修身 防犯協会巽支部

竹田雅彦 柳原 巽小 P tt A会長

刀脇浩子 村田英明 巽中 P tt A会長
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第 5号議案 巽まちづくり協議会役員選出

令和4年度 巽まちづくり協議会役員名簿 (案 )

役職名 氏 名 他の役職 備考

理事長 木村勝洋 連合町会長

2 副理事長 榎木 勉 巽社協会長 0連合副会長

3 副理事長 松浦浩― 連合副会長 0防災隊長 0保護司代表

4 副理事長 辰巳豊子 連合女性部長

5 副理事長 山野寿一 巽社協副会長・事務局長

6 副理事長 面屋隆男 連合副会長・老人クラブ会長

7 副理事長 柳原正明 巽小学校 P tt A 会長

8 常任理事 田村修身 防犯協会巽支部 支部長

9 常任理事 川岸達啓 子育て事業部長

10 常任理事 柴田剛史 まち協 事務局次長

会 計 今西かしく 巽会館管理者

12 監事 辻本幹夫 大地第一町会 会長

13 監事 末利 進 大地北第二町会 会長

14 理事 岩崎 喬 大地北第一町会 会長

15 柴田英毅 伊賀ケ西町会 会長

16 荻田俊之 大地第二町会 会長

宮本俊夫 巽西第二町会 会長

18 延山正憲 巽西第四町会 会長

19 廣島 浩 巽西第五町会 会長

20 田村 巧 大地東町会 会長

21 田村晃三 四条東中誠町会 会長

22 村井―雄 四条東親西町会 会長

23 村上弘治 スポーツ推進委員校下代表

24 吉元 滝 青少年指導員校下代表

25 薮野正則 青少年福祉委員校下代表

26 嶋田翔― 大地青年会会長

27 村田英明 巽中学校PttA会長

28 福田健二 新巽中学校PttA会長

29 吉岡富子 民生委員長

30 安田雅子 サロンすずらん代表

31 柳原真由美 子育てサロン代表

32 杉浦寿子 地域コーディネーター

33 杉山延枝 老人クラブ女性部
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第 6号議案 令和 4年度事業計画 案

事業の目的および必要性
1 防犯灯維持管理 (電気代・修理代・電球交換など)

地域住民が安心 して暮 らせるよう、夜間照明によつて危険地帯の減少を目指す。
また、防犯灯のLED化 や防犯提灯の保守等を行 う。

2 防災訓練会議 および 防災訓練

将来起こりうる地震等の災害時にそなえ、地域住民の意識の向上 と備品等の充実を図る。

3 子育てサロン (ち ゅ― りつぷ )

就学前の子 どもと保護者・妊娠中の方など、育児に関わる人が友だちの輪を広げる場所
と機会を提供する。

4 子育て事業 (寺子屋 )

地域の子 どもたちが集える場所を作 り、ものづ くりなどを通 じて世代間の交流を目指す。

5 サロンすず らん

介護予防と仲間づ くりやバスツアーを実施することにより、高齢者の孤立化を防ぎ、社
会参加を誘 う

6 ふれあい喫茶 すみれ

地域住民だれもが気楽に参加できる場所を提供するとともに、高齢者にも誘いかけるこ

とで孤立化を防ぐとともに世代間交流を進める。
また、現状女性の参加が多いことから男性が興味を持つテーマを取 り入れていく。

7 敬老感謝のつどい

地域の高齢者が健康で長生きできるよう交流の場 とし、高齢者の社会参加を誘 う。

8 地域美化活動
一斉清掃等での美化意識の向上を図るとともに、コミュニティ回収に取 り組むことによ
りよリー層の美化意識の向上 と地域活動への財源確保を図る

9 もちつき

地域住民がもちつきやぜんざいのふるまいなどで交流を図る。また、巽小学校の子 ども
たちも参加することで世代間の交流 と伝統文化を継承する

10たつみKAPPO
地域住民が参加できるとともに、他地区や他団体 との連携を深めることで他地区からも
参力日してもらえる行事を目指す。

11いきいき 100歳 体操
定期的に体操をすることで、体力低下を防ぎ、健康寿命を延ばす。

12健康づ くり事業
総合型地域スポーツクラブの活動を通 じ、地域住民の健康づ くりに寄与する。
また、こどもの居場所づくりと世代間交流を目指す。
男性の地域稼働への参加促進を目指 し、興味を持って歩 くことで健康増進を目指す。

13地域活性化事業
子 ども子育てに関する事業を広 く地域に募集 し、まちづくりに興味を持ってもらうこと
とまちづくりの担い手の発掘を行 う。

14ブ ロック事業 オールたつみ雪まつ り
親子で参加できるイベン トを実施することにより、子育て世代に地域行事に参加 しても
らう。地域行事に興味を持ってもらうことで若い世代の地域活動への参加を目指す。

15コ ミュニティー活動場所確保事業
まち協の活動で憩いの家を使用するときに発生する会館使用料を一括 して計上する。

自主事業、受託事業等
1 コミュニティ回収
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地域の美化意識の向上と地域活動への財源確保を図る

第 7号議案 令和 4年度  収支予算書

収  入                            【円】

支  出 【F司 】

項 目 予算額 備 考

地域活動協議会補助金 活動費 1,671,200 活動費

地域活動協議会補助金 運営費 500,000 運営費

ふれあい喫茶すみれ売上 50,000 100円 X50人 X10回

サロンすずらん参加費 110,000 ツアー2000円 ×40人 デイ100円 X30X10

スポーツクラブ会費 350,000 スポーツクラブ会費

行事参加費 50,000 行事参加費

収益金 700,000 コミュニティー回収による収入

寄付金 358,800 寄付金等

合 計 3,790,000

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

1防犯灯維持管理 400,000

2防災関連事業 280,000

3子育てサロン 59,000

4 子育て事業 31,000

5 サロンすずらん 280,000

6 ふれあい喫茶すみれ 100,000

7 敬老感謝のつどい 440,000

8 地域美化活動 30,000

9 もちつき 60,000

10たつみKAPPO 495,000
11いきいき100歳体操 20,000
12健康づくり事業 400,000
13地域活性化事業 60,000

14オールたつみ雪まつり 130,000
15コ ミュニティー活動場所確保事業 505,000

活動費小計 3,290,000 2,229,000以 上 1,671,200

運営経費 500,000 500,000 500,000

合計 3,790,000 2,171,200

*地域活動協議会が行う事業はすべて記載してください
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