
平成２８年度総会 式次第 

１．開会の辞 

２．会長挨拶 

３．来賓祝辞 

４．来賓紹介 

５．祝電披露 

＜来賓退席＞ 

６．定足数の報告 

７．議長選出 （書記ならびに議事録署名人の指名） 

８．議事 

  ・第 1号議案  平成 27年度事業報告について    Ｐ１～Ｐ５ 

  ・第 2号議案  平成 27年度決算報告について    Ｐ６～Ｐ８ 

監査報告  Ｐ９ 

  ・第 3号議案  理事の交代について  Ｐ10～Ｐ11       

  ・第 4号議案  平成 28年度事業計画(案)について Ｐ12～Ｐ16

・第 5号議案  平成 28年度収支予算(案)について Ｐ17～Ｐ19 

９．その他 

1０．議長解任 

1１．報告事項 

①美旗市民センター運営審議会 

   １) 平成 27 年度事業報告及び収支決算について 

   ２） 平成 28年度事業計画及び収支予算について 

②美旗地域コミュニティバス運営審議会 

   １） 平成 27年度収支決算報告について 

   ２） 平成 28年度収支予算について 

  ③はたっこサポート運営審議会 

   １)  平成 27 年度事業報告及び収支決算報告について 

   ２） 平成 28年度収支予算について 

１２.閉会の辞 



第１号議案

平成２７年度事業報告

平成２４年４月１日より地縁法人美旗まちづくり協議会として活動を進めています。ふる

さと美旗を「住民の活力で安全で安心な住みやすいまち」にしていくために、様々な事業を

計画し多くの皆さんのご支援とご協力をいただき取り組んできたことを報告します。

協議会の組織と運営形態

  総会 ·············· 平成２７年５月２３日、委員６７名の出席、委任状１００名で開催
平成２６年度事業報告・決算の承認

平成２７年度事業計画・予算の承認

  役員会 ··········· 月１回理事会を開催する前に議事の確認
  理事会 ··········· 月１回定例として第４土曜日に開催、計画している事業確認、

企画事業などの検討・決定、運営審議会事業の承認

  事業部 ··········· 「地域文化振興部」「児童育成部」「環境部」「健康部」「福祉部」
「防犯防災推進部」「女性部」「田園ミュージアム部」の８部で構成し、

必要に応じて事業実施

  企画総務部 ····· 「総務部」広報紙の発行
「ビジョン委員会」

＜みはた・ミュージアム・マスタープラン＞の実行のための検討

平成２７年度各事業部実績報告 

＜地域文化振興部＞ 

 地域の歴史文化を生かした事業の推進

・案内看板の設置     竜王水、本居宣長歌碑、滝川氏城跡説明看板

・お月見コンサート    平成２７年１０月１０日（土） 参加者 約１５０名

・観阿弥祭支援 平成２７年１１月 １日（日）

・どんど 平成２８年 １月１７日（日） 参加者 約３００名

・クラシック音楽の調べ 平成２８年 ３月２１日（月） 参加者 約１００名

・他地域視察研修     平成２８年 ３月２９日（火） 参加者    ８名 

             奈良県橿原市今井町 橿原考古学研究所附属博物館

・美旗歴史クラブ 年１０回開催（第３土曜）   参加者延べ１５６名

             美旗の歴史文化の学習、史跡見学等

・美旗の語り部      年９回活動          延べ参加者 ２６名

             美旗地内の歴史文化の案内（ボランティアガイド）

＜児童育成部＞ 

児童を対象にした体験活動、児童参加行事のサポート

・夏の体験型イベント 流しそうめん、わらびもち作り

             平成２７年８月９日（日）

             美旗市民センター       参加児童約６０名

・美旗市民センター祭り  平成２７年１１月２３日（祝・月）



はたっこ号試乗会                  参加児童 １７８名

ウォークラリー じゃんけんゲーム

・どんど           平成２８年 １月１７日（土）参加児童 約３０名

・ニュースポーツ交流会     平成２８年 ３月  ６日（日）参加児童 約１５名 

＜環境部＞ 

 環境整備活動、休耕田を利用しての作物の栽培

・通学路安全キャンペーン 平成２７年５月３１日（日）１６地区参加者約３２０名

・めだか池の整備活動 年８回実施 南古山地区と協働

・小波田川花の遊歩道維持活動 年３回草刈りの実施 ６・８・９月

・わくわく芋作り  苗植え 平成２７年 ５月３０日（土）参加者 ３４名

草刈り   平成２７年 ７月２５日（土）参加者 ３４名

         収穫祭 平成２７年 ９月２６日（土）参加者 ４１名

・そば作り     種まき 平成２７年 ９月１２日（土）

          収穫 平成２７年１１月１１日（水）

そば粉販売 平成２７年１１月２３日（祝・月）

＜健康部＞ 

 地域の住民の健康に関する事業の実施、サポート 

・健康セミナーの実施   年１１回開催       延べ参加者２２３名

 体力測定、認知症サポーター養成講座、スクエアステップ体験、ボーリング、ノルディッ

クウォ―キング、身体に良い料理教室、等   

・名張市がん検診 平成２７年 ８月 ８日（土）参加者１２０名

（まちの保健室と協働）

・健康座談会（ワールドカフェ） 平成２７年 ８月２２日（土）参加者 ３０名

・敬老の日の

お祝いメッセージ送付 平成２７年 ９月中旬  送付数１４３８枚

  （東部保育園の園児、美旗小学校・桔梗が丘東小学校の児童の協力）

・熊野古道散策ツアー      平成２７年１０月１８日（日）参加者４０名

・観阿弥ウォーク 平成２７年１１月 １日 (日) 参加者３０名

（美旗の語り部、歴史クラブ合同）

・高齢者の集い「ご長寿寄席」  平成２８年  ２月１４日（日）参加者約１５０名

・ニュースポーツ交流会 平成２８年  ３月 ６日 (日) 参加者約 ５０名

 グラウンドゴルフ、ノルディックウォ―キング

                室内用ゲートボール、射的、フリーピンポン

 （まちの保健室・名張市社会福祉協議会の参加）

・美旗市民ゴルフ大会      平成２７年１０月２８日（水）参加者３１名

                平成２８年 ３月３０日（水）参加者３１名

＜福祉部＞ 

 地域の高齢者の方、一人暮らし高齢者の方、未就園児の親子を対象とした事業の実施

・赤い羽根共同募金活動  平成２７年１１月２３日（祝・月）美旗市民センター祭り



・一人暮らし高齢者対象事業

  ふれあいと交流の集い（竹とんぼ主催）   

平成２７年１０月 ７日（水） 参加者６６名

一人暮らし高齢者宅訪問 平成２７年１２月中旬 対象者１９７名

  （カイロプレゼント） （民生児童委員、区長で見守りを兼ねた各戸への訪問）

一人暮らし高齢者の集い 平成２８年 ３月１７日（木） 参加者４７名

・高齢者サロン事業「美旗ふれあい・いきいきサロン」の開催

美旗地域在住の高齢者対象（６５歳以上） 

毎月第４木曜日 年１０回開催 参加者 延べ３９１名

（陶芸、書道、俳句、カラオケ、スクエアステップ、

囲碁将棋、パソコン各教室）

コミュニケーション事業の開催（２回に１度）

お楽しみ昼食会 平成２７年 ５月２８日（木）参加者４９名

簡単リズム体操 平成２７年 ７月２３日（木）参加者４２名

高校生による歌謡ショー平成２７年１０月２２日（木）参加者３５名

新春お茶会 平成２８年 １月２８日（木）参加者４０名

サロン発表会 平成２８年 ３月１７日（木）参加者４６名

・子育てサロン事業「みはたっこ」の開催

未就園児対象の親子ふれあい事業（子育て支援活動）

毎月第３水曜日 年１1回開催  参加者 延べ８０９名
七夕会 平成２７年 ７月 １日（水）

参加者親子合計８０名 （東部保育園児１７名）  

（美旗地域限定の親子と高齢者の方との交流） 参加高齢者  １７名

クリスマス会 平成２７年１２月１０日（木）参加者親子合計６６名

（美旗地域限定の親子と高齢者の方との交流） 参加高齢者  ４４名

・託児支援みはたすくすく試行開始

平成２７年１１月から平成２８年３月  月１回 全５回開催   

・福祉施設支援  事業開催時クッキー等の購入

＜防犯防災推進部＞ 

・安全サポータージャンパーの配布 

・防犯灯設置の補助 ６地区１１基 新設 

・飛出し注意看板の設置

・事前避難所開設・運営訓練    平成２７年 ８月３０日（土）参加者５名

名張市防災センター

・美旗地域防災訓練        平成２７年１１月 ８日（日）参加者１７９名

  避難所開設訓練        美旗市民センター

  防災備品点検使用訓練               

・桔梗が丘交番地域連絡協議会 平成２７年 ６月６日（土）・１１月 ７日（土）

・年末特別警戒 平成２７年１２月２９日（火）美旗消防団（７分団）

桔梗が丘交番署員とともに警戒活動、消防分団激励



＜女性部＞ 

女性の目線で見たまちづくり活動

各事業部の活動のサポ―ト

・美旗夏祭り 平成２７年 ８月 １日（土）模擬店出店

・名張市がん検診 平成２７年 ８月 ８日（土）検診参加者の受付

・わくわく芋作り収穫祭  平成２７年 ９月２６日（土）

ふかし芋の振る舞い

・納豆作り体験と松阪散策  平成２７年１２月 １日（火）

松阪市奥野食品       参加者２０名

・どんど 平成２８年 １月１６日（土）・１７日（日） 

餅つき・ぜんざいの振る舞い

・ニュースポーツ交流会  平成２８年 ３月 ６日（日） 豚汁の振る舞い

＜田園ミュージアム部＞

 市有地有効活用として、農園ゾーン及び多目的広場等の整備を推進

・農園ゾーン整地作業    平成２７年 ５月 ９日（日） 耕起作業  ５名

・農園ゾーンひまわり種まき 平成２７年  ５月３０日（土）  参加者約 ３０名 

・多目的広場の芝植え     平成２７年  ６月１３日（土）  参加者約２００名

・農園ゾーンひまわり観賞会  平成２７年  ７月２５日（土） 参加者約  ３０名 

・ひまわりフォトコンテスト  平成２７年  ７月２５日～８月２５日  

応募者６名  美旗市民センター祭りで表彰式・入賞作品の展示 

・農園ゾーンそばの種まき 平成２７年 ９月１２日（土）

・芝生広場見学会       平成２７年 ９月２７日（日）  参加者約１００名 

・そばの実収穫        平成２７年１１月１１日（土） 

・ひまわりの種まき体験学習  平成２７年  ６月  ４日（木） 参加者  １０名 

     （名張市障害者アグリ雇用推進協議会の取り組み）        

・農園ゾーン菜の花種まき   平成２７年 ９月１９日（土） 

・農園ゾーンレンゲ種まき   平成２７年１０月 ６日（火）  

・農園ゾーン、市有地、毘沙門塚周辺の草刈り作業７回実施（４月～１０月） 

企画総務部 

 ＜総務部＞  

・広報活動『はたっこ通信 あい』年間１１回発行

・フェイスブック随時更新

・美旗夏祭り参画

・美旗市民センター祭り まちづくり活動展示 

＜ビジョン委員会＞ 

・自治総合センターの一般コミュニティ助成事業（宝くじ助成）

アルミステージ他コミュニティ活動備品の整備

・有償ボランティアはたっこサポート準備委員会立ち上げ

運用規定、手引き等検討、作成



・はたっこサポート運営審議会の設立  平成２８年４月運用開始

・市内唯一の湧水【竜王水】の健全保全維持管理事業

周辺整備・水質保全管理

・安心安全のまちづくりプロジェクト事業

・初瀬街道分科会 景観事業への継続的な取り組み

・ワイン事業部会 美旗特産のぶどうの活用を検討

琵琶湖ワイナリー、ヒトミワイナリー見学 平成２７年８月２日（月）

・他地域との交流会や景観事業の推進

・第４５回ＪＣ三重ブロック大会参加  

平成２７年 ９月１３日（日） 参加者  ７名

まちづくり活動パネル展示 特産品販売葡萄・米

・「持続可能なまちを考える」講演会参加

              平成２７年１０月 ４日（日）１４:００～１６：３０
               名張市防災センター大会議室 参加者  ５名 

・美旗市民センター祭り 平成２７年１１月２３日（祝・月）

活動内容・取組などを展示、紹介

・協働・協創まちづくりシンポジューム

              平成２７年１１月２９日（日）１３:００～１７：００
               津県庁講堂        参加者  ９名

・地域別ワールドカフェ   平成２７年１２月 ６日（日）１３:３０～１５：３０
               名張市役所大会議室    参加者  ８名

・名張市実践交流会 平成２８年 ３月 ６日（日）名張市防災センター

３地区によるまちづくり活動内容発表 参加者 ９名 

・先進地視察研修      平成２８年 ３月２４日（木）、２５日（金）

長野県上高井郡小布施町視察 参加者 １５名 

＜区長会＞ 

毎月第１土曜日に定例として行われ、美旗まちづくり協議会、行政等からの連絡事項を地

区に伝達、連携、住民への啓発等。

・美旗地区戦没者追悼式 平成２７年 ４月１８日（土）参加者 ９０名

・美旗夏祭り 平成２７年 ８月 １日（土）参加者約２,０００名
・美旗市民センター祭り 平成２７年１１月２３日（祝・月）

地域団体活動 

「名張市北部地区民生児童委員協議会」

「美旗地区老人クラブ協議会」

「名張市消防団美旗分団」

まちづくり組織の一員として活動していただいています。

それぞれの目的に応じた活動を支援し、まちづくり活動へも参画いただき、住みよ

いまちづくりを目指して活動しています。



  第２号議案　　　                         平成２７年度決算報告書

（収入の部） (単位：円)

項　目 予算額 決算額

市交付金 12,422,000 12,922,000  基本額 3,219,000  コミュニティ助成事業 2,500,000

 加算額 3,703,000  特別交付金 300,000

 人件費 3,200,000

雑収入 741,580 1,071,168  共同募金配分金等 527,100

 行事参加費 362,800

 特定健診、ワールドカフェ運営委託料 90,000

 印刷機使用料 86,831

 ポロシャツ代金 3,500

 受取利息 937

繰越金 1,980,420 1,980,420

合計 15,144,000 15,973,588

（支出の部）

項　目 予算額 決算額

地域文化振興部 510,000 486,912 203,063 　どんど 59,344

100,000 　お月見コンサート 43,677

 美旗歴史クラブ 60,828 　観阿弥祭支援 20,000

児童育成部 160,000 111,617  センター祭り参加事業 81,580   いのちの笛 5,616

 夏の体験型イベント 24,421

環境部 440,000 223,538 69,691 64,847

65,000 24,000

健康部 940,000 796,329 439,115 　健康セミナー 76,178

 熊野古道散策 138,829 47,327

74,880 　美旗市民ゴルフ 20,000

福祉部 940,000 869,106 378,672 56,121

239,313 30,000

150,000 15,000

防犯防災推進部 840,000 595,360 402,700 20,000

110,000   防犯活動費 20,000

 飛出し注意看板 42,660

　女性部 70,000 15,000  納豆作り体験 15,000

総務部 160,000 98,422 41,418 8,706

 プリント代 48,298

 はたっこ通信 　資料作成

　わくわく芋作り

　めだか池管理費

 通学路安全キャンペーン

　ニュースポーツ

 高齢者の集い

 環境整備費

 地域消防活動費

（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）

 前年度より

摘   　要

摘　  要

 案内看板

 クラシック音楽の調べ

  福祉施設支援

 防犯灯設置補助金

 高齢者サロン

 老人福祉活動

1人暮らし高齢者対象事業   児童福祉活動

  交通安全活動費

  子育てサロン

 敬老の日お祝いメッセージ



ビジョン委員会 400,000 698,881 595,879 30,000

　シンポジューム参加 62,302 三重ブロック大会 10,700

田園ミュージアム部 500,000 259,778 　重機備品借上げ等 192,200  写真コンテスト等 9,200

　種・石灰・堆肥等 58,378

地域区長会 3,000,000 2,961,996 1,440,000 74,900

900,000 35,000

500,000 12,096

事務費 4,150,000 4,051,359 3,500,000 60,810

168,480 44,610

114,559   交際費 43,200

119,700

車両費 200,000 158,384   車検、保険等

 活動費 530,000 465,444 　会長、副会長、部長活動費

コミュニティ助成事業 2,000,000 2,500,000 　コミュニティ活動備品の整備　アルミステージ等

 予備費 304,000 290,068 240,068  みはたすくすく活動費 50,000

 合計 15,144,000 14,582,194

　　　　　　　　(収入)　15,973,588　円　-　(支出）　14,582,194円　　=　（残金）　1,391,394円は
　　　　　　　　　　　　　平成28年度に繰り越します

美旗まちづくり協議会　 会　長　　室谷　芳彦

会　計　　奥　　俊浩

はたっこサポート補助

  印刷機リース代

  人件費

　先進地視察

  通信費

  一般事務費

  コピー代  マスター・インク代

  協力事務費

  夏祭り

  地区活動費

  アルミステージ備品他

地縁法人

平成28年3月31日

 戦没者追悼式

 振込手数料

 年末警戒



（ 特別会計 ）

平成２７年度 美旗地域市有地有効活用会計決算報告

（平成 27 年 4 月 1 日 ～ 平成 28 年 3 月 31 日）

（単位：円）

収入の部

項  目 金 額 摘  要

繰越金 204,608 前年度より

受取利息  34 預金利息

合 計 204,642

支出に関しては発生していません。

残金 204,642円は次年度に繰り越します。

平成２８年３月３１日

地縁法人

美旗まちづくり協議会 会長  室谷 芳彦 ○印

会計  奥  俊浩  ○印

（ 特別会計 ）

平成２７年度 防災対策基金会計決算報告

（平成 2７年 4月 1日 ～ 平成 28 年 3 月 31 日）

基金積立金残高

（単位：円）

項   目 決算額 摘  要

繰越金 9,517,781 前年度より

今期利息 1,571

合  計 9,519,352

支出に関しては発生していません

残金 9,519,352円は次年度に繰り越します。

平成２８年３月３１日

        地縁法人

美旗まちづくり協議会 会長  室谷 芳彦  ○印

会計  奥  俊浩  ○印



監 査 報 告

 平成２７年度美旗まちづくり協議会の収支決算ならびに特別会計決算について、

関係諸帳簿・証拠書類を監査した結果、その内容は正確かつ適正と認めます。 

平成２８年４月２５日 

          地縁法人 

美旗まちづくり協議会   監事  岡田  博   

                 西口  渉   



第 3号議案

理事の交代について

１、役員及び理事の交代について（法人規約第 13条第２項関係）
イ、美旗地域区長会・地域団体役員改選に伴い、次の通りの変更を行います。

            退任           就任

理 事       堀内  博 氏      北田 文夫 氏 

            森  詳久 氏      村山  優 氏

            金野 秀樹 氏      東野 義明 氏

            森島  隆 氏      福永 義行 氏 

中村 誠司 氏      吹上 賢次 氏

            山中 伯弥 氏      吉川 孝夫 氏

ロ、部長退就任

            退任           就任

児童育成部長  森本 有紀 氏      安藤 弘和 氏

      女性部長     岸田 和子 氏     礒澤 光佐子氏

      総務部長 中島 愼浩 氏      篠原  匠 氏   

      環境部長      高波 秀彦 氏      堀内 博 氏  

なお、理事の任期は前任者の残存期間とする（15条第 2項）



第４号議案

平成２８年度事業計画（案）

美旗まちづくり協議会は、平成１５年８月３１日に発足し地域の皆さんのご支援とご協力

をいただきながら平成２４年４月１日に地縁法人美旗まちづくり協議会と改組しました。

『住民の活力で安全・安心なまちづくり』を基本方針として、住民の交流を中心にした活

動を行っています。

以下本年度の事業計画を提案します。

なお、月ごとの計画は別紙計画書参照

総会・・・・年１回

役員会・・・月１回 理事会の開催前に議事の確認

理事会・・・月１回 各部からの提案事項の協議、事業の計画的な実施のための調整

や確認、実施した事業の反省。総会に次ぐ議決機関です。

各部会議・・適宜、必要に応じて、又は定期的に各部ごとに開催

＜参考＞

美旗地区の人口と世帯数（名張市ホームページより、平成２８年４月１日現在) 

世帯数   3,478 世帯 (市の 10.4%) 

人口 男 3,984 人 

     女 4,219 人 

合計 8,203 人 (市の 10.2%) 

このうち 15 歳未満人口は    986 人 (地域の 12.0%、市全体は 12.2%) 

65 歳以上人口は  2,414 人 (地域の 29.4%、市全体は 29.0%) 

             平均年齢は 47.5 歳 （市平均は 47.1 歳） 

事業部 

＜地域文化振興部＞ 

 ・お月見コンサート  

本年も開催を計画していますが、プログラムの変更を検討

・観阿弥祭支援 

１１月６日（日）に開催。地域の方々とともにまちづくり組織として積極的に参画

し継続して開催できるよう支援していきます。

・どんど

平成２９年 1月



 ・クラシック音楽の調べ

   平成２９年３月に開催予定

・美旗の語り部

  美旗地内の文化・歴史のボランティアガイド

・美旗歴史クラブ

美旗地域の文化・歴史を学ぶ会として年間１０回活動予定

＜児童育成部＞ 

美旗地区在住の児童を対象に、美旗小学校及び桔梗が丘東小学校の協力を得て、週末等を

利用した体験活動を基本とした以下の事業を計画

・南古山のめだか池の観察会     6 月もしくは 7月 

・夏の体験型イベント                    8 月 

・美旗市民センター祭り参加事業              １１月  

・どんど参加                      ２９年 1月  

・ニュースポーツ交流会参加 ２９年２月

＜環境部＞ 

・通学路安全キャンペーン

通学路の安全確認と清掃作業 ５月に開催

・ベンチづくり

希望に応じて各地区の公園に設置

・めだか池の整備活動

南古山区の応援で整備

・わくわく芋作り

５月に苗植え、９月に収穫祭を実施

・小波田川花の遊歩道

中村橋付近の小波田川右岸の花の遊歩道の維持管理

・そば作り そば打ち体験

   市有地有効活用のひとつとしてそば作りを行い、収穫しそば打ち体験の実施

＜健康部＞ 

小学生から高齢者まで美旗在住の皆さんが明るく・楽しく・健康で暮らせるような活動を

実施していきます。

 ・美旗市民ゴルフ大会             年 ２回開催予定           

・みはた元気隊つどいの開催          年１０回開催予定

 ・名張市集団がん検診の支援           ８月

・敬老の日のお祝いメッセージの作成と送付    ９月

・健康散策ツアー               １０月 

・観阿弥ウォーク               １１月 



・高齢者の集いご長寿寄席           ２９年２月

・ニュースポーツ交流会            ２９年２月 

＜福祉部＞ 

各種事業の企画・実施に関しては、民生児童委員さんにも参画いただき、関係する組織

とも協働して開催。

・一人暮らし高齢者対象事業 「各戸訪問」１２月 「集い」３月

・高齢者サロンの開催 「美旗ふれあい・いきいきサロン」年１０回開催

・子育てサロンの開催 「みはたっこ」年１１回開催

・有償ボランティアみはたすくすく（試行）の推進

・ボランティアサークル活動の支援

・関係団体への支援

・募金活動

＜防犯防災推進部＞ 

・防犯パトロール活動

子どもの登・下校時の赤色のジャンパーを着用しての安全パトロールの実施

・防犯灯の設置補助

２０年度から当協議会で実施 本年度も継続

・防災訓練

  平成２８年１１月に実施予定

・防災施設等への視察研修         平成２９年２月に予定

・美旗地域自主防災隊についても防災マップの制作の検討

・桔梗が丘交番地域連絡協議会       ６月、１２月

・年末特別警戒              １２月

＜女性部＞

・女性の観点から見た事業の企画、研修 

・各事業部の事業をバックアップ 

＜田園ミュージアム部＞

・田園、歴史、文化ミュージアムを推進するため、農園ゾーンのフラワー化や多目的 

広場の具体的な活用方法について、地域、関係団体と連携して推進  

・田園ミュージアム定例部会（農園ゾーン・市有地周辺の除草作業等） 

    ４月～１１月 毎月第２土曜日 ８:００～１０：００ 

  ・ひまわり観賞会 （8月予定） 

  ・フラワー写真コンテスト （8月～９月応募） 



企画総務部 

＜総務部＞ 

・美旗まちづくり協議会広報紙『はたっこ通信   あい』年間１１回発行８月のみ休刊 

･フェイスブックを随時更新 

   ・美旗夏祭り参画 

  ・美旗市民センター祭り活動展示 

＜ビジョン委員会＞ 

・ ワイン事業部会継続して検討 

・ 初瀬街道分科会第２期初瀬街道景観事業への取り組み 

・ 竜王水整備事業 

・ 美旗市民センター祭りへの参画 

＜美旗地域区長会＞ 

本年度も各地区が協働して次の事業に取組みます。

・定例会   行政・当協議会等からの連絡事項の各地区への伝達

  ・戦没者追悼式 美旗地区戦没者の方々の慰霊   ４月

  ・桔梗が丘交番連絡協議会            ６月、１１月実施

・第４２回美旗夏祭り               ８月

地域団体活動 

「名張市北部地区民生児童委員協議会」「美旗地区老人クラブ協議会」「名張市消防団美

旗分団」については、まちづくり組織の一員として活動していただいています。それぞ

れの目的に応じた活動を支援し、まちづくり活動へも参画いただき、住みよいまちづく

りを目指して活動していきます。



予定
年月

総務部
ビジョン
委員会

地域文化
振興部

児童育成部 環境部 健康部 福祉部
防犯防災
推進部

女性部
田園ミュー
ジアム部

4月 みはたすくすく年11回開催

5月
通学路安全
キャンペーン

サロン昼食会 ひまわり種まき

6月
めだか池
観察会

わくわく芋作り
花の遊歩道整備

防災研修会

7月
みはたっこ七夕会
サロン全体行事

8月 夏祭り参画
夏の体験型
イベント

花壇の手入れ がん検診
美旗夏祭り
警備

ひまわり観賞会

9月
敬老の日
メッセージ

フォトコンテスト

10月
お月見
コンサート

わくわく芋づくり
収穫祭

健康散策ツアー
美旗市民ゴルフ

ふれあいと交流の集い
サロン全体行事

秋の火災予防運動

11月
美旗市民セン
ター祭り参画

観阿弥祭支援ウォークラリー
めだか池整備
そばの実収穫

防災訓練

12月 花壇の手入れ
みはたっこクリスマス会
一人暮らし高齢者
への訪問

年末特別警戒

28年
1月

どんど どんど、餅つき サロン新春お茶会

2月 ニュースポーツ そば打ち体験
高齢者の集い
ニュースポーツ

防災施設研修会

3月
クラシック音楽
の調べ

一人暮らし高齢者
の集い

サロン発表会

通年

フェイス
ブック更新
はたっこ通
信発行

地域ビジョン
検討作業

美旗歴史クラブ
年10回開催
竜王水管理

みはた元気隊
年10回開催

美旗ふれあいいきいき
サロン　みはたっこ
地区サロンの開催

防犯パトロール
活動

交通安全運動
各事業部活
動サポート

定例部会
草刈り作業
毎月第2土曜日

　　　地縁法人美旗まちづくり協議会　平成28年度事業計画（案）



第5号議案 　　　平成２８年度収支予算（案）

収入の部 （単位：円）

項　目 本年度予算額

市交付金 11,407,600  基本額 3,217,000  ゆめづくり協働事業 1,000,000

 加算額 3,690,600  特別交付金 300,000

 人件費 3,200,000

雑収入 992,006  共同募金配分金等 500,000   印刷機使用料 80,000

 人材育成、健康診断委託料 231,000 　受取利息　 1,006

 行事参加費 180,000

繰越金 1,391,394  前年度繰越金

合　計 13,791,000

支出の部

項　目 予算額

地域文化振興部 510,000 　クラシック音楽の調べ 200,000 　どんど 60,000

　案内看板 100,000 　お月見コンサート 50,000

  美旗歴史クラブ 80,000 　観阿弥祭支援 20,000

児童育成部 150,000 　センター祭り参加事業 70,000 　他事業 20,000

  夏の体験型イベント 50,000 　いのちの笛 10,000

環境部 410,000   そば作り 100,000 　めだか池管理費 30,000

  わくわく芋作り 80,000 　ベンチ作り 30,000

　通学路安全キャンペーン 80,000 　植栽 10,000

　環境整備費 80,000

健康部 900,000 　高齢者の集い 400,000 　ニュースポーツ 30,000

　健康散策ツアー 200,000   美旗市民ゴルフ 20,000

  みはた元気隊 150,000 　観阿弥ウォーク 20,000

  敬老の日お祝いメッセージ 80,000

福祉部 930,000 　高齢者サロン 400,000 　児童福祉活動 30,000

１人暮らし高齢者対象事業 250,000 　みはたすくすく 20,000

　老人福祉活動 150,000 　福祉施設支援 20,000

　子育てサロン 60,000

防犯防災推進部 850,000 　防犯灯設置補助金 350,000 　地域消防活動費 110,000

　安全ジャンパー 250,000 　防犯活動費 20,000

　防災訓練 100,000 　交通安全活動費 20,000

女性部 40,000 　セミナー講習会等 40,000

　摘　要

（平成28年4月１日～平成29年3月31日）

摘　要



総務部 140,000 　はたっこ通信 60,000 　資料作成等 20,000

　プリント代 60,000

ビジョン委員会 300,000 　先進地視察研修等

田園ミュージアム部 400,000 　市有地有効活用　農園ゾーンの整備

地域区長会 3,000,000 　協力事務費 1,440,000 　戦没者追悼式 90,000

　夏祭り 900,000   年末警戒活動費 70,000

　地区活動費 500,000

事務費 4,150,000 　人件費 3,500,000 　一般事務費 100,000

　マスター・インク代 190,000 　コピー代 50,000

　通信費 130,000   交際費 50,000

　印刷機リース料 130,000

車両費 200,000   車検・保険等

活動費 530,000   会長・副会長・部長活動費

ゆめづくり協働事業 1,000,000

予備費 281,000

合計 13,791,000

予算は、項目間で流用することができる。



（特別会計）

平成28年度　美旗地域市有地活用会計予算　（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年4月1日　～　平成29年3月31日）

（単位：円）
項　　目 収　入 支　出 残　金

前年度繰越金 204,624
合　　計 204,624 0 204,624

（特別会計）

平成28年度　防災対策基金会計予算　（案）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成28年4月1日　～　平成29年3月31日）
基金積立金

（単位：円）
項　　目 収　入 支　出 残　金

前年度繰越金 9,519,352
合　　計 9,519,352 0 9,519,352
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