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日 時 ： 令和 2 年 4 月２４日(金) 

20：00 〜 

場 所 ： 壬生野地区市民センター 



 

令和 2 年度 壬生野地域まちづくり協議会 

 

総会次第 

１．開会の辞 

２．会長挨拶 

３．来賓祝辞 

４．来賓紹介 

５．議長選出 

  ６．議  事 

第１号報告  令和元年度事業報告について 

第２号報告  令和元年度収支決算報告について 

第３号報告  令和元年度会計監査報告について 

 

第１号議案  令和 2 年度役員の承認について 

              旧役員退任あいさつ 

              新役員就任あいさつ 

第２号議案  令和 2 年度事業計画(案)について 

第３号議案  令和 2 年度収支予算(案)について 

 

 

７．議長退席 

８．閉会の辞 

 



第1号報告　　　　　　　　　令和元 年度　壬生野地域まちづくり協議会　事業報告

月 日 事　業　概　要 場　所　等 備　　考

4月 1日 広報誌157号（4月1日号）

１日 辞令交付式 伊賀支所

2日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

5日 第1回新旧役員会 市民センター 新旧役員・事務局

8日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

11日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

11日 平成30年度会計監査 市民センター
監査委員・会長・会計・事務
局

13日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

15日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

17日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

18日 壬生野地域地区懇説明会 市民センター

19日 平成31年度定期総会 市民センター
役員・まちづくり委員・事
務局

19日 日本赤十字伊賀市地区協賛委員会 ゆめぽりすセンター 事務局長

20日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

24日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

26日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

5月 1日 広報誌158号（5月1日号）

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

8日 自治推進会議 伊賀支所 会長・事務局長

10日 第1回人権同和部会 市民センター

10日 第1回健康福祉部会 市民センター

13日 第2回役員会 市民センター

13日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

11日 第1回防防災犯部会 市民センター

15日 鳥獣害対策総会 伊賀庁舎 会長・事務局長

15日 第1回男女共同参画部会 市民センター

15日 第1回フレッシュ壬生野部会 市民センター

16日 第1回生活環境部会 市民センター

17日 第1回教育文化部会 市民センター

18日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

平成3１年4月1日～令和2年3月31日



22日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

23日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

23日 いがまち環境美化の日 各地区

24日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

24日 地域防犯連絡所班長・合同会議 医師会館 事務局長

24日 2019年度いがまち同研総会・研修会 いがまち公民館 会長・副会長2名

27日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

27日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

29日 伊賀地区防犯協会定期総会 サンピア伊賀

30日 全国ゴミ不法投棄監視街頭啓発 オークワ新堂店前 部員

31日
伊賀市と壬生野地域での獣害対策に関する
報告と提案 市民センター 15名参加

6月 1日 広報誌159号（6月1日号）

5日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

5日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

6日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

8日 第2回教育文化部会 市民センター

13日 ノハナショウブ鑑賞会(壬生野小3年生） 西之澤地内 教育文化部会・役員・区長

18日 第1回運営委員会 市民センター

21日 三まち協区長会 西柘植市民センター

21日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

23日 いがまち環境美化の日 各地区

25日 青パト講習会 河合地区市民センター 新規6名　更新4名

25日 第69回「社会を明るくする運動」総会 ゆめぽりすセンター 会長・事務局長より

26日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

26日 第2回健康福祉部会 市民センター

27日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

27日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

28日 「伊賀流自治の研修会」 ゆめぽりすセンター 会長・副会長・事務局長

29日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

29日 あじさいウォーキング 市民センター～ヤマギシ 健康福祉部員　参加者36名

30日 男女共同参画部会(陶芸教室） いちょう窯（南出　学講師）男女参画部会10名参加

7月 1日 広報誌160号（7月1日号）

2日 自治推進会議 伊賀支所 会長・事務局長



4日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

4日 第3回役員会 市民センター

5日 いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

7日 令和元年度伊賀消防団伊賀分団夏季訓練 柘植中学校

8日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

9日 第2回人権同和部会 市民センター

11日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

11日 2019暴力追放いが市民会議総会 大山田産業振興センター 会長

12日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

14日 希望ヶ丘夏祭り 希望ヶ丘地内

18日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

18日 第2回生活環境部会 市民センター

19日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

19日 みんなで作ろう冬野菜講座 市民センター 男女共同参画部会・18名参加

20日 三重の未来づくり塾 松阪市民活動センター 会長・部長・部員・事務局長

22日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

23日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

25日 伊賀流地域づくり塾 ゆめぽりすセンター 会長・事務局長

28日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

29日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

30日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

30日 第1回伊賀市下水道事業経営検討委員会 ゆめぽりすセンター 会長

8月 1日 広報誌161号（8月1日号）

1日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

1日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

4日 青少年を育てる会夏季夜間パトロール 壬生野管内

4日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

5日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

6日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

17日 第44回いがまち人権同和教育研究大会 あやま文化センター（さんさんホール）

21日 第2回運営委員会 市民センター

21日 健康福祉映画鑑賞会 市民センター



8月 22日 市民センター所長会議 本庁 事務局長

22日 第3回男女共同参画部会 市民センター

22日 いがまち展覧会代表者会議 西柘植市民センター

24日 第2回三重の未来づくり塾 松阪市民活動センター 会長・事務局長・部長

24日 生活環境不法投棄パトロール 壬生野管内 生活環境部会

26日 第2回フレッシュ壬生野部会 市民

28日 ボランティアフォーラム三重2019 三重総合文化センター 事務局長・防犯部長

28日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

29日 自治推進会議 伊賀支所 会長・局長

30日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

30日 広報誌162号（9月1日号）

9月 3日 第3回教育文化部会 市民センター

5日 第4回役員会 市民センター

5日 三重大学医学部実習 市民センター

6日 三重大学医学部実習 市民センター

6日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

6日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

9日 いきが助け合いサミットイン大阪 大阪市 会長・事務局長・部長・部員

9日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

10日 第3回人権同和部会 市民センター

11日 第3回生活環境部会 市民センター

12日 第3回健康福祉部会 市民センター

12日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

13日 第2回人権解放講座 いがまち人権センター 事務局長

13日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

14日 壬生野小学校運動会 壬生野小学校

18日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

21日 第3回三重未来づくり塾 松阪市民活動センター 会長・事務局長

25日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

25日 第3回運営委員会 市民センター

26日 男女共同参画コーヒー教室 市民センター 参加者18名

26日 伊賀流地域づくり塾 ゆめぽりすセンター 会長・事務局・区長

30日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール



10月 1日 広報誌163号（10月1日号）

4日～6日 第14回壬生野まつり 市民センター 総来場者数322名

4日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

8日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

11日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

11日 全国地域安全運動出動式 アピタ 会長・防犯部長

13日 山畑　壬生野五感ウォーク 山畑区内

13日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

14日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

15日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

16日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

17日 特殊詐欺撲滅員委嘱状交付式 伊賀警察署 事務局長

19日 壬生野小学校未来市 壬生野小学校

20日 いがまちボランティアまつり いがまち保健福祉センター

26～27日 いがまち展覧会 西柘植市民センター他 役員・男女共同参画部会

27日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

30日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

30日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

31日 壬生野地域地区懇中間発表会 市民センター

11月 1日 広報誌164号（11月1日号）

3日 第32回紅葉まつり 滝川渓谷周辺 白藤保勝会

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

8日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

6日 センター長会議 市民センター

8日 第5回役員会 支所 事務局長

9日 第5回未来づくり塾 　アスト津 事務局長

11日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

12日 第4回人権童話部会 市民センター

13日 第4回自治推進会議 支所 会長・事務局長

16日 みんなの食堂 市民センター
教育文化部会・NPO・役員
他

17日 差別をなくすいがまちの集い 阿山さんさんホール 会長・事務局長・各区長等

18日 第4回男女共同部会 市民センター



18日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

22日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

23日 人権フィールドワーク 京都市内 壬生野地域参加者

28日 労務研修会 ゆめぽりすセンター 事務局

29日 年末の交通安全県民運動合同出動式 イオンタウン伊賀上野 事務局長・防犯部長

30日 全国人権・同和教育研究大会（全大会）サオリーナ 会長・事務局長・区長等

12月 1日 広報誌165号（12月1日号）

1日 全国人権・同和教育研究大会（全分科会） 津市内 区長等

2日
まちづくりに関する基本協定書変更説
明会

ゆめぽりすセンター 事務局長

8日 防犯防災研修
阪神淡路大震災記念人と防
災センター

防犯防災部会他31名参加

9日 第6回役員会 市民センター

9日 福祉ネットワーク会議 東部市民センター 会長・部長・事務局長

10日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

11日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

10日 第5回人権同和部会 市民センター

13日 第4回生活環境部会 市民センター

14日 春日神社第2回公開講座 春日神社

14日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

15日 環境美化活動 壬生野地域全域 生活環境部主催

16日 年末地域防犯活動 オークワ新堂駅前店 事務局長

19日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

20日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

27日 広報誌166号（1月1日号）

28日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

28～30日 年末夜警 壬生野地域 各区長・消防団

1月 8日 自治推進会議 伊賀支所 会長・事務局長

10日 第7回役員会 市民センター

12日 成人式 伊賀商工会議所

12日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

14日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

15日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

15日 第4回健康福祉部会 市民センター

17日 第4回生活環境部会 市民センター



17日 学校つくり研修会 ゆめぽりすセンター 局長

20日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

20日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

23日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

28日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

29日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

31日 広報誌167号（2月1日号）

2月 1日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

5日 第6回生活環境部会 市民センター

6日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

6日
2019年人権同和地区別懇談会推進事業
地区別懇談会

市民センター

6日 第6回人権同和部会 市民センター

7日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

9日
認知症高齢者安心見守り声掛け訓練イ
ン山畑区

山畑区集議所他 各区代表・事務局・会長

10日 伊賀市交通安全促進協議会 総合庁舎 会長

10日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

12日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

12日 第5回教育文化部会 市民センター

13日 第3回フレッシュ壬生野部会 市民センター

14日 第8回役員会 市民センター

18日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

19日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

20日 男女共同料理料理教室 市民センター 9名参加

25日 伊賀市鳥獣害対策協議会臨時総会 伊賀庁舎 事務局長・部長

25日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

26日 第5回健康福祉部会 市民センター

26日 自治推進会議 支所

28日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 児童下校時

28日 広報誌168号（3月1日号）

29日 生活環境不法投棄看板取り付け作業 壬生野管内 生活環境部員・事務局長

3月 3日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

5日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

9日 第9回役員会 市民センター



3月 13日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

18日 壬生野小学校卒業式 壬生野小学校

19日 地域防犯パトロール実施 壬生野管内 夜間パトロール

25日 壬生野・希望ヶ丘保育園卒園式 各保育園



第２号報告 　　　　　　令和元年度　　収支決算書
（収入の部） (単位：円)

費　　　　目 細　　　　目
R1年度予算額 R1年度決算額 比較増減

摘　　　　要
（A) （Ｂ) (B - A)

１．補助金及び交付金 5,397,000 5,397,000 0 地域包括

１．市補助金 0 0 0
２．市交付金 5,397,000 5,397,000 0
  （1)まちづくり協議会費 2,562,000 2,562,000 0 協議会活動費

  (2)まちづくり協定経費地域振興経費 2,835,000 2,835,000 0 自治会（旧コミュニティ活動）

２．諸収入 1,000 11 △ 989
１．預金利子 1,000 11 △ 989

３．繰越金 162,000 162,179 179
１．繰越金 162,000 162,179 179 前年度繰越金

４．雑収入 40,000 38,769 △ 1,231
１．雑収入 40,000 38,769 △ 1,231 印刷料・いがまち展うどん代

　　収入合計 5,600,000 5,597,959 △ 2,041

(支出の部) (単位：円)

費　　　　目 細　　　　目
R1年度予算額 R1年度決算額 比較増減

摘　　　　要
（Ａ） （Ｂ) (B - A)

１．事務局費 1,055,000 1,066,109 11,109
１．報酬 320,000 320,000 0 役員報酬

２．報償費 60,000 60,000 0 交流会経費

４．旅費 40,000 25,200 △ 14,800
５．需用費 550,000 602,133 52,133 事務用品会議経費

６．役務費 15,000 9,148 △ 5,852 切手宅配分代金

７．使用料 50,000 49,628 △ 372 ケーブル回線使用料

21．委託料 20,000 0 △ 20,000
２．広報活動費 193,000 164,222 △ 28,778

１．報償費 30,000 27,000 △ 3,000 HP更新料

５．需用費 160,000 137,222 △ 22,778 トナー代など

６．役務費 3,000 0 △ 3,000
３．事例研修事業 517,000 465,450 △ 51,550

１．報償費 40,000 32,160 △ 7,840 人権フィールドワーク謝礼

４．旅費 40,000 9,000 △ 31,000 研修出張費

５．需用費 70,000 85,210 15,210 人権フィールドワーク京都

６．役務費 7,000 0 △ 7,000
７．使用料 360,000 339,080 △ 20,920 防犯研修バス借上料

４．まちづくり事業活動費 990,000 914,375 △ 75,625
２．報償費 30,000 16,000 △ 14,000 各部講師謝礼ほか

４．旅費 40,000 12,000 △ 28,000 助け合いサミット大阪

５．需用費 690,000 707,367 17,367 活動経費

６．役務費 15,000 13,584 △ 1,416 あじさいｳｫｰｷﾝｸﾞ保険

７．使用料 75,000 84,590 9,590 青パト車保険代

８．原材料費 50,000 46,730 △ 3,270 料理教室・まつり材料代

９．備品購入費 70,000 21,204 △ 48,796 炊飯ジャー・事務椅子等

10．租税公課費 10,000 12,900 2,900 青パト自動車税

12．負担金 10,000 0 △ 10,000
５．コミュニティ事業活動費 2,835,000 2,835,000 0

31．山畑区活動費 394,000 394,115 115
32．川東区活動費 383,000 382,614 △ 386
33．川西区活動費 330,000 330,109 109
34．西之澤区活動費 283,000 282,682 △ 318
35．希望ヶ丘区活動費 965,000 965,252 252
36．春日丘区活動費 207,000 207,090 90
37．川西青葉台区活動費 273,000 273,138 138

６．予備費 10,000 0 △ 10,000
13．予備費 10,000 0 △ 10,000

支出合計 5,600,000 5,445,156 
R1年度決算額（歳入）　5,597,959円　－　R1年度決算額(歳出）5,445156　円　＝　次年度繰越　152,803円



第３号報告 

 

 

令和元年度 壬生野地域まちづくり協議会 会計監査報告 

 

令和 2 年 4 月 24 日 

 

壬生野地域まちづくり協議会 

会 長  界 外  直 樹 様 

 

会計監査委員  

         

                          

 

 

壬生野地域まちづくり協議会会則第 19 条の規定により、令和元年度壬生野地

域まちづくり協議会会計の収入支出について監査を実施したので報告する。 

 

記 

 

１. 監査要項 

   （１） 目    的  令和元年度歳入歳出の会計監査 

   （２） 実施年月日    令和 2 年 4 月 13 日 

   （３） 場   所  壬生野地域まちづくり協議会事務所 

   （４） 要   領  (イ) 収入支出証拠書類の内容監査 

              (ロ) 収入支出計算書と各帳簿貯金 

(ハ) その他会計事務処理状況についての監査 

 

２. 上記監査要領に基づき監査した結果、各帳簿残高と符合することを認めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１号議案 

令和 2 年度役員の承認について（案） 

 

 壬生野地域まちづくり協議会規約第 13 条２項に定める役員を選考委

員会において下記の者の推薦を決定したので承認を求める。 

 

令和 2 年 4 月 24 日 

選考委員代表 北村 忠則 

 

記 

 

役 職 名 氏     名 区    名 摘    要 

会 長 亀井 直文 山畑区 （運営委員） 

池町 安雅 西之澤区 （運営委員） 

薮田 きみ子 春日丘区 （運営委員） 副 会 長 

金谷 佐清 川西区 （運営委員） 

会 計 金谷 滝男 川西区 （運営委員） 

谷口 剛 山畑区 区 長（運営委員） 

澤  健治 川東区 区 長（運営委員） 

（金谷 滝男） 川西区 区長・（兼会計）（運営委員） 

 橋爪 誠 希望ヶ丘区 区 長（運営委員） 

落合 敏之 西之澤区 区 長（運営委員） 

 森野 政博 川西青葉台区 区 長（運営委員） 

安田 茂夫 春日丘区 区 長（運営委員） 

幹 事 

岡野 充樹 ヤマギシ 代 表（運営委員） 

顧  問 界外 直樹 川東区 前会長（運営委員） 

事 務 局 長 居附 秀樹 川西区 （運営委員） 

 

 

 



第2号議案

月 日 　事　　　　業　　　　名 　　摘　　　　　　　要

１日(水) 広報紙等発送日（４月１日号）

１日(水)～５/31日(日)　春季緑の募金運動　

３日(金) 保育園入園式

６日(月) 第１回役員会（区長会） 新旧役員会

６日(月) 人権・同和問題地区別懇談会説明 文書通知に変更（区長会）

６日(月)～15日(水) 春の全国交通安全運動

８日(水) 小学校入学式（午前）、中学校入学式（午後）

12日(日) 8:15～ 伊賀市消防団辞令交付式、初任者教育訓練 伊賀市民体育館

18日(土) 14:00～ やまなみ文化協会総会

19日(日) 伊賀分団　安全祈願祭（神明神社宮司・伊賀分団役員） 神明神社

22日(水)～23日(木) 狂犬病予防集合注射 伊賀支所管内

24日(金) 定期総会（20：00開会） Ｒ１年度事業・決算報告等

Ｒ２年度事業・予算(案)等

１日(金) 広報紙等発送日（5月1日号）

１日(金) コミュニティ壬生野169発行 コミュニティ壬生野（5月号）

１日(金)～31日(日) 日赤活動資金募集運動

13日(水)　 　9:00 第１回地域自治推進会議 伊賀支所

15日(金)　　19:30 第２回役員会（区長会）

22日(金)  19:30～ いがまち同和教育研究会総会・研修会 いがまち公民館

中旬 各部会の開催 各部長選出、事業計画など

30日(土)～6/5(金) 全国ごみ不法投棄監視ウィーク

未定 全国ごみ不法投棄監視ウィーク街頭啓発 オークワ新堂店

１日(月) 広報紙等発送日（6月1日号）

１日(月) コミュニティ壬生野170号発行 コミュニティ壬生野（6月号）

７日(日)　　8:30～ 伊賀支会消防団指導者訓練（予備日6月14日） ゆめドームうえの

20日(土) いきいき未来いが2020 あやま文化センター

23日(火)～29日(月) 男女共同参画週間

28日(日) いがまち環境美化の日 伊賀支所管内

28日(日) 消防団夏期訓練（各分団会場） 柘植中学校

中旬～下旬 いがまち合同区長会 壬生野地区市民センター

未定 ノハナショウブ鑑賞会 教育・文化部会

未定 健康ウオーキング（昨年度未実施熊野古道） 健康・福祉部会

未定 いがまち青少年を育てる会総会 いがまち公民館

未定 甲種防火管理者資格取得講習会 伊賀市消防本部

未定 伊賀分団機械係訓練 柘植中学校

１日(水) 広報紙等発送日（7月1日号）

１日(水) コミュニティ壬生野171号発行 コミュニティ壬生野（7月号）

１日(水)～31日(金) 社会を明るくする運動「愛の資金」募金運動強化月間

８日(水)　　　9:00 第２回地域自治推進会議 伊賀支所

上旬　　 　　19:30 第３回役員会（区長会）

8日(水)～14日(火) 差別をなくす強調週間

11日(木)～20日(土) 夏の交通安全県民運動 街頭啓発･交通指導(主要交差点)

17日(金)19:30 第1回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

令和2年度　行事事業計画 (案)

４月

5月

6月

７月



月 日 　事　　　　業　　　　名 　　摘　　　　　　　要

18日(土） ひゅーまんフェスタ２０２０ ハイトピア伊賀

27日(火) 第1回人権リーダー研修会

未定 青ﾊﾟﾄ講習会

31日(金) 広報紙等発送日（8月1日号）

31日(金) コニュニティ壬生野172号発行 コニュニティ壬生野（8月号）

21日(金)～22日(土) 第45回いがまち人権・同和教育研究大会

22日(土) 男女共同参画連携映画祭

25日(火) 第2回人権リーダー研修会 いがまち公民館

26日(水)　　　9:00 第３回地域自治推進会議 伊賀支所

未定 いがまち青少年夏季夜間パトロール 青少年を育てる会

1日(火) 広報紙等発送日（9月1日号）

1日(火) コミュニティ壬生野173号発行 コミュニティ壬生野（9月号）

上旬　　 　　19:30 第４回役員会（区長会）

11日(金) 第2回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

21日(月)～30日(水） 秋の全国交通安全運動

29日(火)19:30 第3回人権リーダー研修会 いがまち公民館

1日(木) 広報紙等発送日（10月1日号）

1日(木) コミュニティ壬生野174号発行 コミュニティ壬生野（10月号）

17(土)～18日(日) 第54回三重県人権・同和教育研究大会 熊野市他

未定 「壬生野まつり」 会場；市民センター中心

未定 いがまち展覧会

未定 人権・同和問題地区別懇談会中間報告会(壬生野)

未定 伊賀市防災訓練

30日(金) 広報紙等発送日（11月1日号）

30日(金) コミュニティ壬生野175号発行 コミュニティ壬生野（11月号）

31日(土)～11/1(日) 第72全国人権・同和教育研究大会　新潟大会 上越市他

3日(祝・火) 第33回滝山渓谷紅葉まつり 白藤滝周辺

9日(月)～15日(日) 秋の全国火災予防運動

11日(水)　　　9:00 第４回地域自治推進会議 伊賀支所

中旬　　 　　19:30 第５回役員会（区長会）

10日(火)～11日(水) 部落解放研究第54回全国大会 福岡県北九州市

11日(水)～12/10日(木)差別をなくす強調月間

12日(木) しぐれ忌 萬壽寺

27日(金)　　19:30 第3回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

未定 消防団緊急車両安全運転講習会 上野自動車学校

未定 ふれあい農業まつり

未定 「しらふじの会」 しらふじの会実行委員会

未定 しぐれ忌俳句大会

未定 やまなみ文化祭

未定 伊賀市長選挙

1日(火） 広報紙等発送日（12月1日号）

1日(火） コミュニティ壬生野176号発行 コミュニティ壬生野（12月号）

1日(火）～10日(木) 年末の交通安全県民運動

4日(金) 差別をなくすいがまちの集い

上旬　 第６回役員会（区長会）

10月

11月

12月

７月

8月

9月



月 日 　事　　　　業　　　　名 　　摘　　　　　　　要

〃　 環境美化活動 生活・環境部会

〃　 寄せ植え教室 教育・文化部会

17日（木）～18日（金） 第35回全国人権啓発研究集会三重大会 三重県総合文化センター

28日(月) 広報紙等発送日（1月号）

28日(月) コミュニティ壬生野177号発行 コミュニティ壬生野（1月号）

28日(月） 消防団年末夜警巡視　市長巡視　20:30ごろ 各分団巡回21:00～

28日(月)～30日(水) 消防団年末夜警

1日(祝、金)元日 第53回霊山初詣登山大会 霊山保勝会他

６日(水)　　　9:00 第５回地域自治推進会議 伊賀支所

上旬　　 　　19:30 第７回役員会（区長会）

10日(日) 伊賀市消防団出初式 ゆめドームうえの（予定）

未定 2021年成人式 未定

未定 文化財防火デー消防訓練 未定

未定 いがまち男女共同参画セミナー 未定

1日(月） 広報紙等発送日（2月1日号）

1日(月） コミュニティ壬生野178号発行 コミュニティ壬生野（2月号）

11日(祝・木) 前川解放文化祭 いがまち人権センター

19日(金) 第4回いがまち人権センター解放講座 いがまち人権センター

24日(水)　　　9:00 第６回地域自治推進会議 伊賀支所

下旬　　 　　19:30 第８回役員会（区長会）

未定 人権・同和問題地区別懇談会最終報告会(壬生野) 壬生野地区市民センター

未定 部落解放研究第26回三重県集会 三重県総合文化センター

1日(月)　 広報紙等発送日（3月1日号）

1日(月)　 コミュニティ壬生野179号発行 コミュニティ壬生野（3月号）

1日(月)～7日(日) 春の全国火災予防運動

上旬　　 　　19:30 第９回役員会（区長会）

14日（日） 三重県消防大会 三重県総合文化センター

未定 健康づくりウォーキング（熊野古道） 健康福祉部会

未定 伊賀市議会議員選挙

未定 人権講演会

3月

2月

1月

12月



第3号議案

（収入の部） (単位：円)

費　　　　目 細　　　　目 本年度予算額（A) 前年度予算額（Ｂ) 比較増減(A-B) 摘　　　　要

5,010,000 5,397,000 △ 387,000 地域包括交付金

１．市補助金 0 0 0
２．市交付金 5,010,000 5,397,000 △ 387,000
 （1)まちづくり協議会費 2,260,000 2,562,000 △ 302,000 協議会活動費
  (2)まちづくり協定経費地域振興経費 2,750,000 2,835,000 △ 85,000 自治会（旧コミュニティ活動）

1,000 1,000 0
１．預金利子 1,000 1,000 0

152,000 162,000 △ 10,000
１．繰越金 152,000 162,000 △ 10,000 前年度繰越金

４．雑収入 30,000 40,000 △ 10,000
１．雑収入 30,000 40,000 △ 10,000 印刷代等

5,193,000 5,600,000 △ 407,000

(支出の部) (単位：円)

費　　　目 細　　　　目 本年度予算額（A) 前年度予算額 (B) 比較増減(A-B) 摘　　　　要

922,000 1,055,000 △ 133,000
１．報酬 320,000 320,000 0 役員報酬

２．報償費 50,000 60,000 △ 10,000 交流会ほか

４．旅費 30,000 40,000 △ 10,000 講習会ほか

５．需用費 450,000 550,000 △ 100,000 事務用品

６．役務費 15,000 15,000 0 郵送代ほか

７．使用料 50,000 50,000 0 回線使用料

21．委託料 7,000 20,000 △ 13,000 印刷機メンテ代

193,000 193,000 0
１．報償費 30,000 30,000 0 HP更新料

５．需用費 160,000 160,000 0 トナー、用紙代ほか

６．役務費 3,000 3,000 0 手数料等

392,000 517,000 △ 125,000
１．報償費 40,000 40,000 0 謝礼

４．旅費 30,000 40,000 △ 10,000 研修会等参加

５．需用費 15,000 70,000 △ 55,000
６．役務費 7,000 7,000 0 郵便代ほか

７．使用料 300,000 360,000 △ 60,000 バス借上料ほか

926,000 990,000 △ 64,000
２．報償費 30,000 30,000 0 講師謝礼ほか

４．旅費 40,000 40,000 0 研修会等参加

５．需用費 600,000 690,000 △ 90,000 活動経費など

６．役務費 15,000 15,000 0 青パト関係

７．使用料 156,000 75,000 81,000 青パト車検保険料

８．原材料費 30,000 50,000 △ 20,000 イベント材料代

９．備品購入費 40,000 70,000 △ 30,000
10．租税公課費 10,000 10,000 0 青パト自動車税

12．負担金 5,000 10,000 △ 5,000
2,750,000 2,835,000 △ 85,000 旧コミュニティ活動費

31．山畑区活動費 384,000 394,000 △ 10,000
32．川東区活動費 372,000 383,000 △ 11,000
33．川西区活動費 319,000 330,000 △ 11,000
34．西之澤区活動費 277,000 283,000 △ 6,000
35．希望ヶ丘区活動費 923,000 965,000 △ 42,000
36．春日丘区活動費 206,000 207,000 △ 1,000
37．川西青葉台区活動費 269,000 273,000 △ 4,000

10,000 10,000 0
13．予備費 10,000 10,000 0

5,193,000 5,600,000 △ 407,000

　　収入合計

１．事務局費

支出合計

２．広報活動費

３．事例研修事業

４．まちづくり事業活動費

５．まちづくり協定地域振興経費

６．予備費

　　　　令和2年度　収支予算書（案）

１．補助金及び交付金

２．諸収入

３．繰越金


