
平成２８年度 薦原地域づくり委員会総会 事項書

１．開会のことば

２．会長挨拶

３．議 事

  第１号議案  平成２７年度事業報告及び活動報告について

第２号議案  平成２７年度収支報告について

           ―監査報告―

  第３号議案  規約改正（案）について

  第４号議案  平成２８年度役員（案）について

  第５号議案  平成２８年度事業計画（案）について

  第６号議案  平成２８年度予算（案）について

  第７号議案  平成２７年度薦原公民館管理運営事業特別会計

         収支報告について

           ―監査報告―

第８号議案  平成２８年度薦原市民センター管理運営事業計画（案）

       について

第９号議案  平成２８年度薦原市民センター管理運営会計

         予算（案）について

４．その他    

５．閉会のことば



第１号議案

平成２７年度 薦原地域づくり委員会 事業報告

 本年度も昨年度に引き続き「コモコモプラン２１」の「やすらぎのふるさと薦原、安

心、安全、安住」の里づくりを目標に、防犯、防災事業を主に進めました。

 地域の主要な事業については下記の通り活動しました。

① 「地区民運動会」第３２回を薦原小学校と５月２３日（土）に同日開催し、午前は

薦原小学校、午後は薦原地区民運動会として多数の方々の参加を得ました。

６月１８日（木）櫻井福祉厚生部会長・松並委員２名で薦原小学校６年生の総合学

習の授業に参加して地区民運動会について話し合いました。

② 「鮎つかみ・すいか割」７月２６日（日）に、多数の申し込みを得て開催しました。

笠間川では狭く危険を伴うことから薦生の河原で開催し、多くの家族で賑わいまし

た。夏休み恒例の青少年育成事業となりました。

③ 「コモコモふれあい祭り」１１月１日（日）に開催しました。絶好の晴天に恵まれ

汗ばむような天候の中、多くの人で賑わい、皆様の協力を頂き無事終了する事が出

来ました。又、本年は桔梗が丘高校の吹奏楽部に来ていただきました。

④「コミュニティビジネス」として夏・秋の２回、公民館、小学校周辺の除草作業を地

域づくり委員会の方々の協力で実施しました。その収益は地域づくり委員会の収入

の一部として活用しました。

⑤年末には、各サークル・こもちゃん・老人クラブ協議会などの役員にお願いして、公

民館内外の清掃をしていただき、また清掃業者にも依頼して美化活動を実施しました。

⑥地域福祉事業の「配食サービスこもちゃん」は、高齢者の見守りを兼ね、ボランティ

アの皆様の協力でお弁当を作り届け、利用者の方々には大変好評を得ました。

⑦卓球台・ソフトボール用品・グラウンドゴルフ用品を整え、有料ですが、愛好者にご

利用いただきました。

⑧自主防災隊では、八幡工業団地管理組合と防災に関する会合を持ち、関係会社と防災    

 や避難などについて協議しました。又、７月の台風１１号接近に伴い避難所の開設を

 しました。指定避難所である薦原小学校、北中学校の体育館のカギを預かりました。

⑨１１月８日（日）の名張市総合防災訓練では、小雨の中、各支部（区）住民の参加で

訓練を行い、一時避難所の集会所までの避難訓練や安否確認訓練等を実施し、防災意

識の向上に取り組みました。又、ゆめづくり協働事業を活用して一部の地区に防災資

機材保管用の備品庫を設置しました。

⑩地域の足「コモコモ号」は、路線上の企業などから協賛金を戴きました。アンケート

 の結果から桔梗が丘郵便局前にバス停の新設を検討しました。

⑪薦原地域振興協議会を立ち上げ、伊賀南部浄化センターの操業延長に係る諸事業を計

画通り推進するよう関係機関と協議しました。



⑫名張市教育委員会から２月２６日（金）に、小中学校の規模・配置の適正化後期計画

（案）について理事会で提示を受けました。

  以下に各部会の活動を報告をします。

１．区長部会

 （１）地域交流事業

  ・戦没者追悼式を挙行しました。また各地区敬老会へ対象者１人あたり１,５００
円の補助を実施しました。

  ・薦原小学校・保育所（園）の各行事に参加しました。

  ・「コモコモプラン２１」ゆめづくり協働事業として防犯・防災に取組みました。

・薦原地域振興協議会で地域振興事業の進捗など協議しました。

２．企画部会

（１）助成事業

  ・申請のあった地区・団体・サークルへ助成をしました。

 （２）公民館支援事業

・「コモコモふれあい祭り」を共催しました。

（３）広報活動事業

・広報誌「こもはら」No１９・No２０を発行して全戸配布しました。

３．福祉厚生部会

 （１）敬老の日事業

・各地区開催時に部会長や公民館長、民生委員が来賓として出席しました。

（２）青少年育成事業

・毎年好評を得ています「鮎つかみ・すいか割」を薦生の河原で開催し、本年も多

くの家族づれなどの参加があり賑わいました。

・借用遊休田を活用して、親子「さつまいも植え・いも掘り」を実施しました。

・名張市のマイクロバスを利用して「夏休み親子登山教室」で伊吹山に登りました。

（３）地域福祉事業

・「わいわいサロン」を開催して風船づくり（バルーンアート）やギターの弾き語

りを聞きました。

・社会福祉事業は園児とのふれあい交流会、ひとり暮らし高齢者の集いを開催しま

した。

・配食サービス「こもちゃん」が利用者の見守りを兼ねて弁当の配食をしました。

（４）スポーツ推進事業

・薦原小学校と地区民運動会を同日開催しました。

・グラウンドゴルフ大会を八幡工業団地管理組合と共催、さらに公民館主催で開催

しました。



（５）健康福祉事業

・まちの保健室の協力を得て、「ガン検診」「特定健診」を開催し、また、高齢者学

級などで健康相談所の開設をしました。

（６）FMなばりに部会長が出演し、福祉厚生部会の事業活動を紹介しました。

４・環境部会

（１）環境安全事業

・薦原地区内の環境パトロールを実施しました。

（２）地域の美化活動

・公民館・小学校周辺の除草作業を市の委託事業として２回実施しました。

・ギフチョウの生息（カンアオイ）に欠かせない環境づくりをしました。

・各地区へ花の配布などにより美化活動の推進と、小波田川沿いの蛍鑑賞の発信

をしました。

・薦原公民館前にゴーヤを植え、緑のカーテンを作りました。

・薦原写真コンクールの後援（主催薦原公民館）をしました。

・薦原公園近くの遊休田を借用し、ひまわりの種蒔きやさつまいも植え・いも掘

り、焼き芋大会など実施しました。

（３）支援事業

・薦原小学校 PTAに助成をして、教育環境の改善・整備に努めました。
・名張市消防団薦原分団に助成をして、士気の高揚、活動の円滑化を図りました。

（４）防犯事業

・名張市消防団薦原分団に年末警戒などお願いしました。

  ・防犯部会は市内のイベントなどで巡視しました。

５．薦原自主防災隊

・総会を開催し、防災活動の啓発に努めました。

・台風１１号の接近で避難所を開設し、避難者の受け入れ態勢を整えました。

・名張市総合防災訓練に参加し、各地区で避難訓練を実施しました。

・防災担当役員は数回、防災関係の研修会に参加し、防災知識の習得に努めまし

た。

  ・指定避難所となっている薦原小学校、北中学校の体育館のカギを、災害時避難

   所用に預かりました。

６．薦原地域振興協議会

・新たに本年度立ち上げ、伊賀南部浄化センター操業延長に係る諸事業の進捗状

況の確認等関係機関と協議しました。



月  日 会議・事業 備 考

平成２７年

４月 １５日 役員会 各総会について

２０日 こもちゃん総会 ２６年度事業決算、２７年度事業予算

２４日 福祉厚生部会 運動会・鮎つかみについて

２５日 区長部会 役員について

２９日 理事会 各総会について

５月 ９日 公民館総会 ２６年度事業収支・２７年度予算計画

９日 福祉厚生部会 運動会について

１１日 コミバス総会・理事会 総会について

１６日 総会 ２６年度事業・収支２７年度予算・計画

２３日 地区民運動会 福祉厚生部会中心に開催

２４日 環境部会 ゴーヤ定植など

６月 ６日 環境部会他 ヒマワリ・芋苗定植・環境パトロールなど

９日 区長部会 代表者会報告など

１９日 自主防災隊 役員会 総会についてなど

２４日 福祉厚生部会 運動会反省・鮎つかみについて

７月 ３日 地域振興協議会 進捗について

４日 全委員会 除草作業

１１日 自主防災隊総会 活動報告など

１６日 自主防災 台風１１号接近避難所開設

２２日 地域づくり・防災委員 八幡工業団地管理組合と防災について

２５日 鮎つかみ準備 薦生河原

２６日 鮎つかみ 薦生河原

８月  １日 環境部会 さつまいも畑除草

６日 理事会 助成金申請など

２４日 コミバス委員会 バス停増設について

３０日 防災委員・事務局 防災講演会出席

９月 １６日 環境部会 芋ほりなどについて

 中旬 敬老会 各地区開催

２５日 コモコモ実行委員会 ふれあい祭りについて

２５日 区長部会 忠魂碑について

２６日 環境部会 芋畑除草

１０月    １日 自主防災 訓練について

１２日 全委員 除草作業



１６日 コモコモ祭実行委員会 コモコモふれあい祭りについて

２４日 環境部会他 芋ほり・焼き芋

３１日 コモコモ祭り準備 会場設営など

１１月 １日 ふれあい祭り 約６００名の参加者

８日 自主防災隊 名張市総合防災訓練参加

９日 役員会 ゆめづくり協働事業について

１３日 地域振興協議会 進捗について

１３日 区長部会・地区連絡協 交番と協議

１２月 ７日 役員会 ゆめづくり事業について

１８日 理事会 ゆめづくり事業について

28年
１月 １５日 理事会 お助け隊などについて

１６日 旧薦原福祉・民生委員 民生委員一人暮らし打合せ

２９日 コミバス委員会 停留所増設について

２月 ２６日 理事会 小・中適正化について

３月 ５日 役員・PTA 地域について

１２日 旧薦原福祉・民生委員 青蓮寺レークホテル一人暮らしの集い開催



第２号議案

収入の部 （単位：円）
本年度
予算額

本年度
収入額

備 　   考

1,332,000 1,332,000
市交付金　基本額 　人口割　　６３２,０００
　　　　　　　　　　　　　均等割　　７００,０００

1,194,000 1,194,000 市交付金　地区活動費 　　　　　　　　　 ６１８,０００
　　　　　　　地区代表者協力事務費     ５７６,０００

400,000 400,000 市交付金　特別交付金（地域調整額）

1,500,000 1,500,000 市交付金　地域づくり人件費分

ゆめづくり協働事業交付金 1,000,000 1,000,000 名張市より　防犯・防災推進事業費　　１,０００,０００

200,000 0 助成実行なし

153,960 153,960
市　健診啓発委託 ３０,０００　健診事務委託 ３０,０００
公民館周辺草刈り　９３,９６０

繰入金（公民館会計より） 2,150,000 2,150,000 指定管理料のうち、人件費分を公民館会計より

530,000 562,544 市社協　２０６,０３０　こもちゃん関係　３５６,５１４

108,757 102,600
資源ごみ回収補助金 １００,０００
指定ゴミ袋販売手数料　２,１６０　利息　４４０

前年度繰越金 586,283 586,283

9,155,000 8,981,387

支出の部 （単位：円）

部　会
本年度
予算額

本年度
支出額

備　    考

区長部会 576,000 576,000 市　交付分　８人  @７２,０００

618,000 618,000
基礎的コミュニテイ数 　　　　　 ８ × @２５,０００
　　　　〃　　　　　　 人口　２,０９０ × ＠２００

798,000 754,738
敬老会　６５５,５００　戦没者追悼式　４４,２９０
花火大会協賛　３０,０００　学校関係　２４,９４８

1,992,000 1,948,738

企画部会 3,000 3,865 広報こもはら印刷　３,８６５

350,000 370,821 全８地区へ助成

サークル等助成事業 140,000 130,000 サークル、スポーツ（１３団体）へ

260,000 251,000 コミュニテイバス運営委員会助成
　上期　１５０,０００　下期　１０１,０００

20,000 15,600 上期 ８,４００   下期 ７,２００

773,000 771,286

福祉厚生 青少年育成事業 90,000 84,453 鮎つかみ　参加料収入　３３,９００　経費　１１８,３５３

部会 地域福祉事業(旧社協） 450,000 451,929
各種団体助成　２５５,０００　園児との交流会　２９,３６９
一人暮らし高齢者集い費用　１６７,５６０

330,000 356,514
食材費など ２００,８１０　検便・保険・消耗品等　７７,００７
備品購入積立等　２８,６９７　運営資金 ５０,０００

スポーツ振興事業 155,000 151,781 地区民運動会 １２２,６６４　グランドゴルフ大会 ２９,１１７

50,000 45,600 上期 ２９,７００　下期 １５,９００

1,075,000 1,090,277

小計

特別事業

平成27年度　薦原地域づくり委員会　収支報告書

部会活動費

収　　入　　合　　計

事業項目

地区助成事業

会計期間　　平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

部会活動費

ゆめづくり地域交付金

　　〃　　　（こもちゃん）

項　　目

地域福祉関係

雑収入

委託料

　　　　　〃　　　　　　加算額

　　　　　〃　　　　　　事務経費

分担金（人件費）

広報活動事業

薦原自治振興会助成金

地区代表事務費

地区活動費

地区交流事業

小計

小計



（単位：円）

部　会
本年度
予算額

本年度
支出額

備　　　考

環境部会 防犯事業 104,000 101,014 防犯灯電気代４６基　７1,０１４　消防団助成　３０,０００

環境安全事業 100,000 100,000 PTA助成　１００,０００

地域の美化活動 110,000 97,092
公民館・各地区　花壇等美化活動費 ５６,９４３
草刈り　３０,９８７　ひまわり畑　９,１６２

33,000 34,800 上期 ２１,６００   下期　１３,２００

347,000 332,906

自主防災隊 30,000 3,330 防災総会費用　６３０　無線電波使用料　２,７００

防災備品充実事業 1,050,000 1,043,047
防災備品庫４地区　９３７,０００　コンパネ　２３,３２８
災害対策ブルーシート　５３,７１９　ホース　２９,０００

部会活動費 18,000 14,400 上期 ７,５００   下期　６,９００

1,098,000 1,060,777

人件費 3,000,000 2,924,000 館長、職員、補助員給与

労働保険料 19,000 18,952 職員労災保険・雇用保険料

3,019,000 2,942,952

事務局費 5,000 6,829 お茶、紙コップなど

60,000 26,742
切手・ハガキ・送料 １１,９３６　印刷費　３,０１５
コピー用紙・プリンタインク・事務用品など １１,７９１

10,000 20,000 奥西委員、田畑理事

250,000 94,906
草刈機２台、一輪車　８５,０００　モップ洗い器　３,０６６
ＵＳＢメモリ、映像再生器　６,８４０

25,000 9,855
商工会議所会費 ８,０００　薬箱補充　９１５　印紙　４００
指定ゴミ袋など ５４０

0 △4,800 ２６年度下期分　△１,５００　２７年度上期分　△３,３００

151,000 140,700
上期　１６,８００  下期　１５,９００
会長活動費 １０８,０００

501,000 294,232

予備費 350,000 0

9,155,000 8,441,168

部会活動費

小計

事業項目

小計

給与

支　　出　　合　　計

小計

助成金

小計

部会活動費

防災・訓練事業

会議費

備品費

雑費

交通費未請求戻し

事務費



収入総額 8,981,387 円

支出総額 8,441,168 円

残高 540,219 円

　　　　　会　長　　　古　谷　久　人

　　　　　監　事　　　中　山　久　武

　　　　　監　事　　　辻　岡　紘　一

　　　薦原地域づくり委員会

　　　平成 ２８ 年　４月　　　日

　　　薦原地域づくり委員会

平成２７年度薦原地域づくり委員会

収支決算額

監査報告書

平成27年度薦原地域づくり委員会の会計監査の
結果、経理状況は適正であったことを認めます。

　　　平成 ２８ 年　５月 １４日

平成27年度末　残高　540,219円　は
次年度へ繰越いたします。



　　第３号議案

　　　規約改正について

改正点

　平成２８年４月１日に『名張市市民センター条例』（平成２７年１２月条例

第３５号）が施行され、従来の『名張市公民館条例』（昭和５３年条例第２４号）

が廃止されました。

　これに伴い下記の規約等の中に【公民館】と表記された文言があり、このまま

では条例の内容と合致しなくなることから、その表記を【市民センター】に変更

する事を提案致します。

　なお変更する個所が多岐にわたり、かつ実質的な内容変更を伴わない事から、

個々の変更箇所の提示は省略致します。

標記を変更する規約名等

①　薦原地域づくり委員会規約

②　薦原公民館管理運営委員会会則

③　薦原公民館管理運営細則

④　薦原コミュニティバス運営委員会会則

⑤　薦原自主防災隊規約



第４号議案

役　　職 氏　　名　 地　　区

会長 古谷　久人

副会長 市民センター 館長 福森　十一

副会長 区長部会 部会長 植田　勇太郎

理事 区長 松並　昭男

理事 区長 中嶋　有示

理事 区長  新　　和憲

理事 区長 金谷　敏哉

理事 区長 村山　勝司

理事 区長 北川　統堂

理事 区長・福祉厚生部会 部会長 櫻井　勝浩

理事 企画部会 部会長 杉尾　　章

理事 環境部会 部会長 田畑　和明

理事 自主防災隊 隊長 山下　員啓

理事 薦原コミュニティバス
　　　 運営委員会 会長

福岡　勝義

理事 薦小放課後児童クラブ 会長 鈴木　保雄

理事 薦原老人クラブ協議会 会長 神谷　　武

理事 民生児童委員薦原地区 会長 中嶋　俊子

事務局長 福田　富彦

事務局次長 村山　勝司

監事 中山　久武

監事 辻岡　紘一

顧問 神谷　　武

平成２８年度 薦原地域づくり委員会役員名簿（案）



第５号議案

平成２８年度 薦原地域づくり委員会 事業計画（案）

本年度も委員会では、「コモコモプラン２１」にもとづき三大事業（地区民運動会、

鮎つかみ・すいか割、コモコモふれあい祭り）をはじめ、好評を得ている事業を継続し

ます。

「やすらぎのふるさと薦原、安心・安全・安住」の里づくりを目標に、市との「ゆめ

づくり協働事業」では、①防犯、防災関連②コミニュティバス利用促進を重要事業とし

て取り組みます。

各部会

（１）区長部会

  各事業に支援、協力

（２）企画部会

広報活動 広報誌「こもはら」の年２回発行

  コモコモふれあい祭りを共催

  コモコモ号停留所１ケ所に、ゆめづくり協働事業を活用し、待合用上屋根を設置

（３）福祉厚生部会

地区民運動会、鮎つかみ・すいか割の開催、グラウンドゴルフ大会開催

配食サービス「こもちゃん」に協力

  おっちゃんの料理教室、夏休み親子ハイキングの開催

（４）環境部会

伊勢志摩サミット・おもてなし作戦で花（プランター）定植

学校・市民センター周辺の草刈り

薦原公園内の除草（新規事業）

薦原地区内の環境パトロール

ひまわり・いも畑、また各地区の花壇、プランターなど活用した美化活動

地域の美化活動や見守り（小波田川沿いの蛍鑑賞など）

（５）薦原自主防災隊

総会開催と講習会開催を通じ防災意識の向上を図る

１１月１９日開催の名張市総合防災訓練に参加、また薦原小学校と連携・協力

ゆめづくり協働事業を活用し防災・防犯関連の充実

（６）薦原地域振興協議会

  平成１２年協定書の残事業の促進と進捗状況の管理

操業延長に係る協定書内容の進捗管理、実施計画の協議、跡地利用計画の協議等

超高齢社会の中、薦原地域住民が快適に安全・安心で誰もが生き生きと輝いて暮らせ

る地域を目標に、限られた資源の中、効率を図りながら進めます。

また教育委員会から提示された薦原小学校統廃合計画案について、薦原地域自治の根

幹であることから、関係者と十分協議を行ってまいります。



第５号議案

平成２８年度　薦原地域づくり委員会　事業計画　（案）

年　月 ２８年 ２９年
事業項目 ４月 １月

区長部会 地域交流事業
戦没者
追悼式
4月29日

敬老会

保育所・園
小中学校
入学式

保育所・園
運動会

保育所・園
小中学校
卒業式

企画部会 地域づくり委員会・　薦原市民センター・サークル　　　  期間中  広報誌「こもはら」２回発刊    　フェイスブックなど更新（年度期間中）

親子教室 親子教室

こもはらっ子 こもはらっ子

部会 料理教室

6月22日

年3回予定

市民センター
　　　　支援事業

青少年育成事業

地域福祉事業
園児
老人
ふれあい
交流会

民生児童
委員による
歳末慰問
活動

助成事業

　　　　　７月３１日（日）に「鮎つかみ・すいか割」・子供参加型の青少年健全育成事業（放課後子供教室）・映画会・夏休み親子登山など

　　　　「コミュニティバス」運行に対する運営委員会への支援、バス停上屋根設置

薦原
わいわい
サロン
８月

配食サービス「こもちゃん
年間１０カ月（７～８月除く） 1０回

第４月曜日
１2月　第3月曜日
  3月  第2月曜日

ひとり暮ら
し高齢者
の集い
3月13日

１１月

広報活動事業

６月 ７月

家庭教育
学級

高齢者
学級
6月16日

　　　　まちの保健室の協力を得て、「健康福祉相談所」を開設・特定健診・がん検診の実施健康福祉事業

３月１２月

家庭教育
学級

コモコモ
ふれあい
祭り
11月6日

５月

高齢者
学級

家庭教育
学級

高齢者
学級

８月部会

福祉厚生

９月 １０月

　　　　申請のあった地区・ サークル活動団体・スポーツ団体（委員会が認めた地区事業・団体）・PTAなど

特別事業

２月

高齢者
学級

保育所(園)・小中学校
各種セレモニー出席

（助成事業） 　　　　地域の社会福祉活動団体及び申請のあった地区サロン（委員会が認めた団体・サロン）



年　月 ２８年 ２９年
事業項目 ４月 １月

福祉厚生
地区民運動会

５・２８

部会

環境部会 年　末
パトロール

市民センター 草刈 ９日 草刈 ８日

ゴーヤ植え 市委託事業 市委託事業

写真
コンテスト

　自主防災隊事業

　　　　平成１２年の「協定書」の残事業、操業延長に係る事業の進捗管理等

　各部会 ＊　各部会においては、前記事業のほか、２５年度から地域ビジョン「コモコモプラン２１」実現（一部実施中事業あり）に向けた活動をする

　　　　薦原公園内の清掃・草刈 （本年度より市より委託事業として実施）

各地区
花壇設置

花植え 花植え 花植え

部会 １１月 １２月６月

スポーツ振興事業

　　　　年度中に地区民対象イベントを行う（グラウンドゴルフ・歩こう会など）

さつまいも
　　　　　掘り
焼きイモ

７月 １０月

　　　　「こもはら写真コンテスト」（市民センター主催）　　「地域内の自然の花・草木」4月～10月15日まで・コモコモ祭発表・表彰

防犯事業

維持管理（地域の方々に幅広く声かけ）

５月 ２月

さつまいも
ひまわり
コスモス畑

８月

さつまいも
植え･ひま
わり種まき

　　　　総会、講習会、防災機材庫の整備

環境・交通安全事業 　　　　地域の安全、環境パトロール活動等

３月９月

 関連組織
　薦原地域振興協議会

１１月１９日 名張市総合防災訓練（市全域一斉）

地域の美化活動



第６号議案
              平成28年度　薦原地域づくり委員会　予算書（案）

収入の部 （単位：円）

前年度
収入額

本年度
予算額

備　　　考

1,332,000 1,336,000

1,194,000 1,194,400

400,000 400,000

分担金（人件費） 1,500,000 1,500,000 市　交付金　地域づくり人件費分

ゆめづくり協働事業交付金 1,000,000 1,100,000
市　防災・防犯対策推進事業費　５５０，０００
市　コミバス利用促進事業費 　　 ５５０，０００

0 100,000 自治振興会より

153,960 605,400
薦原公園清掃草刈管理　４５１，０００ (7,400㎡)
学校周辺草刈り　    　      ９４，４００ （1,821㎡）
健診委託料等　　　　  　    ６０，０００

2,150,000 2,150,000
指定管理料のうち、人件費分を
市民センター会計より受入

562,544 550,000
各種配分金     ２００，０００
こもちゃん関係 ３５０，０００

102,600 103,981
資源ごみ回収補助金　１００，０００
ゴミ袋販売手数料等

586,283 540,219 前年度繰越金

8,981,387 9,580,000

支出の部 （単位：円）

部　会
前年度
支出額

本年度
予算額

備　　　考

区長部会 576,000 576,000 ８人    @７２，０００

618,000 618,400
コミュニティ数８　＠２５，０００
人口　２０９２人　＠２００円

754,738 752,000
敬老会 ６３９，０００・小学校記念品１８，０００
戦没者追悼式 ５５，０００　花火他　４０，０００

1,948,738 1,946,400

企画部会 3,865 3,600 広報誌発行 2回

370,821 400,000 各地区へ（１地区の限度額は５万）

130,000 140,000 １４団体

251,000 760,000
コミュニティバス助成　２１０，０００
バス停上屋根設置１基　　５５０，０００

15,600 20,000

771,286 1,323,600

福祉厚生 84,453 95,000 鮎つかみ　ほか

　　　　部会 451,929 470,000
旧社協各種団体助成 ２５５，０００
一人暮らしの集い、園児との交流会等

356,514 350,000 食材費ほか

151,781 183,000
地区民運動会　１５０，０００
グラウンドゴルフ　　３３，０００

45,600 50,000

1,090,277 1,148,000

ゆめづくり地域交付金　基本額

広報活動事業

          〃                   加算額

前年度繰越金

地区代表事務費

委託料

小 計

          〃                   事務経費

繰入金（市民センター会計より）

会計期間　平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業項目

地区交流事業

地区活動費

薦原自治振興会助成金

収　　入　　合　　計

地域福祉関係

雑収入

市　交付金　合計　２，９３０，４００
　 前年度比       　　   　　４，４００
（人口 2,090人⇒2,092人　2人増加）

項　　　目

特別事業

地域福祉事業 (旧社協

スポーツ振興事業

部会活動費

サークル等助成事業

部会活動費

小 計

　　”　　　　(こもちゃん)

小 計

地区助成事業

青少年育成事業



（単位：円）

部　会
前年度
支出額

本年度
予算額

備　　　考

環境部会 防犯事業 101,014 104,000
消防団助成 　３０，０００
防犯灯46基電気代　７４，０００

環境安全事業 100,000 100,000 PTA助成　１００，０００

地域の美化活動 97,092 516,000
薦原公園草刈委託　４０６，０００　花壇・ひまわり
管理　７５，０００　草刈費用等　３５，０００

34,800 33,000

332,906 753,000

自主防災隊 防災・訓練事業 3,330 30,000 防災総会費用、防災訓練費用など

防災備品充実事業 1,043,047 550,000 防災備品保管庫整備（２地区）

活動費 14,400 18,000

1,060,777 598,000

人件費 給与 2,924,000 3,000,000 館長、地域事務員、補助員給与

労働保険料 18,952 9,000 労災保険料

2,942,952 3,009,000

事務局費 会議費 6,829 6,000 お茶、紙コップ等

26,742 50,000 切手・ハガキ・コピー用紙等

20,000 20,000 地域関連活動

94,906 150,000 什器備品類

9,855 15,000 商工会議所会費等

△4,800 0

140,700 151,000 内　会長活動費（固定　１０８，０００）

294,232 392,000

予備費 0 410,000

8,441,168 9,580,000支　　出　　合　　計

交通費未請求分戻し

* 予算内の流用を認める。　　　　　　

小 計

小 計

事務費

活動費

雑費

備品費

小 計

助成金

部会活動費

小 計

事業項目



会計期間　平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

収入の部 （単位：円）
２７年度
予 算 額

２７年度
決 算 額

比　較
(決算-予算)

備      考

4,779,000 4,779,000 0
 人件費 2,150,000 ･ 管理費  2,237,000
 運営費   511,000 ・ 使用料収入 ▲119,000

150,000 160,630 10,630 公民館施設利用料

54,524 51,526 -2,998 コピー・プリント代 51,526　利息等

596,476 596,476 0

5,580,000 5,587,632 7,632

支出の部 （単位：円）

科　目
２７年度
予 算 額

２７年度
決 算 額

比　較
(決算-予算)

備      考

管理費 2,218,000 2,076,897 -141,103

委託料 280,000 245,460 -34,540
公民館窓･床清掃 89,000 ・ 消防設備点検 17,280
調理室消毒料 15,680 ・ 貸し館業務補助員報酬等

消耗品費 70,000 25,666 -44,334
台所用品 5,222 ･ トイレ用品 4,263
掃除用品 7,803 ・ ＰＣ用品 8,378

光熱水費 850,000 798,881 -51,119 電気 704,895 ・ ガス 56,036 ・ 上下水道 37,950

修繕費 150,000 176,859 26,859
2F和室 障子張替 21,600 ・ 畳表替え 82,944
男子トイレ水量不具合修理 55,000　他

電話料 57,000 55,306 -1,694

使用料及び賃借料 336,000 334,331 -1,669
テレビ受信料(NHK,CATV) 59,350
コピー機リース料 181,440 ・ カウンター料 93,541

車両費 175,000 133,614 -41,386
任意保険料 32,700 ・ 車検整備と自賠責保険 71,982
自動車税 4,000 ・ ガソリン代等 24,932

備品費 300,000 306,780 6,780
屋外駐車場ＬＥＤライト３基取付 270,000
階段下２人掛けソファ 27,580 ・ ＰＣプリンタ 9,200

運営費 1,062,000 612,297 -449,703

報償費 30,000 0 -30,000 現金での報酬支払なし

事業費 580,000 499,374 -80,626
コモコモふれあい祭り 214,619 ・ グランドゴルフ 18,421
高齢者学級 162,410 ・ こもはらっ子助成 30,000 他

旅費 5,000 0 -5,000 未使用

印刷製本費 25,000 25,987 987 公民館だより･高齢者学級チラシ印刷他

郵便料 30,000 29,102 -898 切手・ハガキ

会議費 30,000 8,853 -21,147 お茶、詰め替えコーヒー、紙コップ等

助成金 4,000 3,780 -220 戦没者追悼式助成

事務用品 45,000 45,201 201
市民センター化によるゴム印、角印 12,750
コピー用紙・プリンターインク・写真用紙他

雑費 20,000 0 -20,000 未使用

予備費 293,000 0 -293,000 未使用

繰出金 人件費負担金 2,150,000 2,150,000 0 地域づくり委員会へ支出

積立金 公用車買い替え費 150,000 150,000 0 公用車買い換え用

5,580,000 4,989,194 -590,806

－ 598,438 0差引 次年度に繰越

第７号議案           　平成２７年度薦原公民館 管理運営事業特別会計　収支報告書

　雑収入

支 出 合 計

　前年度繰越金

項　　　　　目

　指定管理料

　利用料

収 入 合 計

事業項目



       第７号議案

会計期間平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日

　収　　入　 単位：円

項　目 ２７年度決算額 備　　　考

前年度繰越金 1,241,702  ２６年度より繰越

積 立 金 150,000  公民館会計より

雑 収 入 216  預金利息

合　　計 1,391,918  

　支　　出　 単位：円

項　目 ２７年度決算額 備　　　考

車 購 入 費 0  

合　　計 0  

収入合計 1,391,918  

支出合計 0  

次年度繰越金 1,391,918  

平成２７年度 薦原公民館管理運営事業特別会計

別途会計（公用車購入積立金）　収支報告書



収入総額 5,587,632                円

支出総額 4,989,194                円

残高 598,438                   円

収入総額 1,391,918                円

支出総額 0 円

残高 1,391,918                円

         次年度へ繰越いたします。

委員長　　古谷　久人

平成２７年度薦原公民館管理運営事業特別会計と、別途会計

の会計監査の結果、経理状況は、適正であったことを認めます。

監　事　    中山　久武　　　

監　事　    辻岡　紘一　　　

　　　　薦原市民センター管理運営委員会

平成２７年度薦原公民館管理運営事業

特別会計収支決算額

　　　　平成 ２８年 ４月　　日

　　　　　　　　薦原市民センター管理運営委員会

別途会計（公用車購入積立金）決算額

差引残高　598,438 円と、1,391,918 円を

監査報告書

　　　　平成 ２８年 ５月 ７日



第８号議案

平成２８年度薦原市民センター管理運営事業計画（案）

市民センターの施設管理について「指定管理者制度」に基づき、薦原地域づくり

委員会が、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間、名張市教

育委員会から指定管理者として指定を受けました。なお本年４月からは教育委員会

に変わり名張市からの指定になりますが継続して管理を代行してまいります。

 また平成２８年４月１日から名張市市民センター条例が施行され、公民館は市民

センターに改称されています。地域の活性化に資する事業を実施出来るよう施行さ

れたもので、従来からの地域における生涯学習の場として地域住民の方々に利用し

ていただく役割と合わせ、地域づくり委員会が行う営利の伴う地域活性化活動の拠

点としての利用が条例で担保されたことになります。

あらためて、地域住民の方々の市民センター利用頻度を高め、知識、教養を高め

ながら豊かな人間関係を得て生涯現役の一助となる市民センターを目指すとともに、

地域づくり委員会と連携を図り、地域活性化の活動を協働推進してまいります。

 また、災害時の避難場所、選挙時の投票所など、公共的に利用される場所として

地域社会の拠点としての活動を行います。

一方施設面においては快適で過ごし易い施設を目指して昨年度は和室の補修など

行ってまいりましたが、利用される方々のご意見を伺いながら、さらに喜んでいた

だけるよう取り組んでまいります。

また市民センター行事では地域の皆様方が参加しやすい主催教室、主催学級等を

企画し、他方では各種サークルの利用促進を図り、活き活きとした市民センター運

営を目指してまいります。

平成２７年度 薦原公民館利用状況

利用件数  ４５７件 前年度   ４７２件  増減率 ３.２％減
利用者数 ６,１７３人   前年度  ６,４６１人  増減率 ４.５％減

利用状況の詳細は別紙をご参照ください。



第９号議案

会計期間　平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日

収入の部
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

28年度
予算額

27年度
予算額

比　較
（28－27）

備      考

4,779,000 4,779,000 0
 市より　人件費　2,150,000　管理費　2,237,000
運営費　　511,000　使用料収入　▲119,000

160,000 150,000 10,000 市民センター施設・備品等

52,562 54,524 -1,962 コピー・プリント代　利息等

598,438 596,476 1,962

5,590,000 5,580,000 10,000

支出の部
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

科　目
28年度
予算額

27年度
予算額

比　較
（28－27）

備      考

管理費 2,065,000 2,218,000 -153,000

委託料 252,000 280,000 -28,000
市民センター清掃,床ワックス 94,000 貸し館業務
補助員報酬、料理教室消毒、消防設備点検など

消耗品費 40,000 70,000 -30,000 日常品（清掃用品、トイレ用品等）

光熱水費 800,000 850,000 -50,000 公共料金（電気・ガス・上下水道料）

修繕費 170,000 150,000 20,000
空調機点検、修理 90,000
市民センター施設・備品等の営繕 80,000

電話料 57,000 57,000 0

使用料及び賃借料 336,000 336,000 0
テレビ受信料 14,000・コピー機リース 182,000
CATV 45,000 コピーカウンター料 95,000

車両費 80,000 175,000 -95,000
点検費用、自動車税、ガソリン等　47,000
保険料　33,000

備品費 330,000 300,000 30,000
監視カメラ設置 100,000 パソコン入れ替え 130,000
料理室備品補充、等

運営費 1,225,000 1,062,000 163,000

報償費 10,000 30,000 -20,000 市民センター主催教室・学級など講師謝礼

事業費 650,000 580,000 70,000
主催事業・高齢者学級・
コモコモふれあい祭りなどの経費

旅費 0 5,000 -5,000

印刷製本費 28,000 25,000 3,000 市民センターだより他印刷

郵便料 30,000 30,000 0 切手・ハガキ類

会議費 30,000 30,000 0 お茶など

助成金 0 4,000 -4,000

事務用品 45,000 45,000 0 コピー用紙・プリンターインク他

雑費 20,000 20,000 0

予備費 412,000 293,000 119,000

繰出金 人件費負担金 2,150,000 2,150,000 0 市民センター人件費負担金　地域づくり委員会へ

積立金 公用車買い替え費 150,000 150,000 0

5,590,000 5,580,000 10,000

収　入　合　計

*　予算内の流用を認める。      

平成２８年度薦原市民センター管理運営会計　予算書(案）

　雑収入

支　出　合　計

　前年度繰越金

項　　　　　目

事業項目

　指定管理料

　利用料


