
令和 2年度

壬生野地域まちづくり協議会

臨時総会資料

日 時 ： 令和 2年 11 月 13 日(金)

19:30 ～

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

臨時総会次第

１．開会の辞

２．会長挨拶

３．議長選出

４．議 事

第１号議案 令和 2年度変更事業計画(案)について

第２号議案 令和 2年度収支補正予算(案)について

５．議長退席

６．閉会の辞



① 伊賀市地域絆づくり補助金事業の追加　（事業費　250千円　補助金　200千円）

  令和２年度に創設された、伊賀市地域絆づくり補助金により、伊賀支所管内３地域のまちづくり

協議会が連携して、コミュニティの醸成に資する事業を実施します。この事業の実施により相互

理解や協力体制の構築や強化に結びつけていきます。

事業実施予定日 事業名 摘　　要

2020年12月25日 クリスマスコンサート いがまち公民館小ホール

② 伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり推進事業の追加　（事業費　48千円　補助金　48千円）

　壬生野地域において耕作している農作物（水稲、麦、大豆、野菜など）の、サル・イノシシ・シカ等

による獣害被害が継続して発生しており、被害防止を目的とした活動を実施する。

事業実施予定日 事業名 摘　　要

2020年7月1日～
2020年12月末日

煙火による追い払い 煙火60本

2020年7月 リーダー等の育成 狩猟免許の取得

③ キラっと輝け！地域応援補助金事業の追加　（事業費350千円　　補助金　280千円）

　地域における課題解決や、地域の特色を活かしたまちづくり活動など、住民自治協議会がまち

づくり計画に沿って主体的に実施する事業が対象となり、壬生野地域では2020年度から3ヶ年に

亘り、『壬生野地域総合防災訓練事業』の採択を受けて実施する。

事業実施予定日 事業名 摘　　要

2020年9月中旬～
2020年１１月下旬

各自治会における防災組織等の現況調査各自治会

2020年10月15日 防災講演会の実施 運営委員

2020年12月5日 防災視察研修の実施 運営委員

20２１年１月下旬
～　　　　20２１年

図上訓練の実施 運営委委員・地域防災関係機関

④ 壬生野地域まちづくり協議会基金積立金の追加

　2018年11月に地域包括交付金の第3次見直しが行われ、2019年度から5年間に亘り段階的に

交付金が減額され、2024年度以降の交付額は2018年度交付額から33.51％の減額となります。

　このことに対応するため、当協議会では、他の財源を積極的に活用するなど、効率的な財政

運営を図るとともに、今後の財源調整や備品購入などを目的として基金の積立を行う。

第１号議案

令和2年度　変更事業計画 (案)



第２号議案
（収入の部） (単位：円)

費　　　　目 細　　　　目 当初予算額（A) 補正予算額（Ｂ) 計(A＋B) 摘　　　　要

5,010,000 528,000 5,538,000 地域包括交付金

１．市交付金 5,010,000 0 5,010,000
 （1)まちづくり協議会費 2,260,000 0 2,260,000 自治協議会活動費
  (2)まちづくり協定経費地域振興経費 2,750,000 0 2,750,000 自治会振興経費

２．市補助金 0 528,000 528,000
31,000 110,000 141,000

１．預金利子 1,000 1,000
２．雑収入 30,000 50,000 80,000 地域絆づくり事業

３．事業参加負担金 0 60,000 60,000 視察研修等

152,000 0 152,000
１．繰越金 152,000 0 152,000 前年度繰越金

0 500,000 500,000
１．寄付金 0 500,000 500,000

5,193,000 1,138,000 6,331,000
(支出の部) (単位：円)

費　　　目 細　　　　目 当初予算額（A) 補正予算額 (B) 計(A＋B) 摘　　　　要

922,000 1,248,000 2,170,000
１．報酬 320,000 0 320,000 役員報酬

２．報償費 50,000 20,000 70,000 講師謝礼等

４．旅費 30,000 20,000 50,000 視察研修等

５．需用費 450,000 120,000 570,000 事務用品

６．役務費 15,000 20,000 35,000 保険料等

７．使用料 50,000 200,000 250,000 自動車借上料等

21．委託料 7,000 0 7,000 印刷機メンテ代

51負担金補助及び交付金 0 18,000 18,000 狩猟免許取得助成

52．積立金 0 600,000 600,000 備品購入費等

53. 事業繰出金 0 250,000 250,000 地域絆づくり事業

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

５．需用費 160,000 0 160,000 トナー、用紙代ほか

６．役務費 3,000 0 3,000 手数料等

392,000 △ 40,000 352,000
１．報償費 40,000 0 40,000 謝礼

４．旅費 30,000 0 30,000 研修会等参加

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

７．使用料 300,000 △ 40,000 260,000 自動車借上料等

926,000 △ 70,000 856,000
２．報償費 30,000 0 30,000 講師謝礼ほか

４．旅費 40,000 0 40,000 研修会等参加

５．需用費 600,000 △ 70,000 530,000 活動経費など

６．役務費 15,000 0 15,000 青パト関係

７．使用料 156,000 0 156,000 青パト車検保険料

８．原材料費 30,000 0 30,000 イベント材料代

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

12．負担金 5,000 0 5,000
2,750,000 0 2,750,000 自治会振興経費

31．山畑区活動費 384,000 0 384,000
32．川東区活動費 372,000 0 372,000
33．川西区活動費 319,000 0 319,000
34．西之澤区活動費 277,000 0 277,000
35．希望ヶ丘区活動費 923,000 0 923,000
36．春日丘区活動費 206,000 0 206,000
37．川西青葉台区活動費 269,000 0 269,000

10,000 0 10,000
13．予備費 10,000 10,000

5,193,000 1,138,000 6,331,000

令和2年度　収支補正予算書（案）

支出合計

１．補助金及び交付金

２．諸収入

３．繰越金

　　収入合計

１．事務局費

４．寄付金

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



2020年度壬生野地域まちづくり協議会運営委員・会計監査委員名簿【 25名（実数 24名）】

役 職 氏 名

会 長 亀井 直文（山 畑）

副 会 長 薮田きみ子（春日丘） 池町 安雅（西之澤） 金谷 佐清（川 西）

事 務 局 長 居附 秀樹（川 西）

会 計 金谷 滝男（川 西）

幹 事

谷 口 剛（山 畑） 澤 健 治（川 東） 金谷 滝男（川 西）

落合 敏之（西之澤） 橋 爪 誠（希望ヶ丘） 森野 政博（川西青葉台）

安田 茂夫（春日丘） 岡野 充樹（山岸会） 界外 直樹（顧 問）

運 営 委 員

奥 昭 徳（山 畑） 界外 久次（川 東） 内山 保和（川 西）

宮西 万衛（西之澤） 早川 崇彦（希望ヶ丘） 谷本 忠史（希望ヶ丘）

西田 純男（川西青葉台） 出原 利章（山岸会）

監 査 委 員 北村 忠則（山 畑） 杉森 則彦（希望ヶ丘）

2020年度壬生野地域まちづくり協議会まちづくり委員名簿【85名（実数 60名）】

部 会 名 氏 名

防犯防災部会

【 10名（実数1名）】

◎落合敏之（西之澤） 〇谷口 剛（山 畑） △金谷滝男（川 西）
澤 健 治（川 東） 橋 爪 誠（希望ヶ丘） 森野 政博（川西青葉台）
安田 茂夫（春日丘） 岡野 充樹（山岸会） 界外 久次（川 東）
松末 英武（公 募）

生活環境部会

【12名(実数11名)】

◎栗田 誠（希望ヶ丘） 〇岡本勝行（春日丘） △坂口俊哉（西之澤）

森 口 学（山 畑） 西口 文章（川 東） 界外 忠之（川 東）

塚脇 和典（川 西） 居附 孝夫（川 西） 西尾 智博（西之澤）

早川 崇彦（希望ヶ丘） 大王 勝男（川西青葉台） 稲井 革人（山岸会）

人権同和部会

【12名（実数 8名）】

◎澤 二朗（川 東） 〇山本眞司（山 畑） △宮西万衛（西之澤）
奥 昭 徳（山 畑） 上 野 覚（川 東） 中矢 智代（川 西）

内山 保和（川 西） 阪本 吉正（希望ヶ丘） 大西 一也（希望ヶ丘）

西田 純男（川西青葉台） 福森 和子（春日丘） 界外 吉弘（公 募）

男女共同参画部会

【10名（実数 9名）】

◎田邊 淳（山 畑） 〇伊勢佳容子(西之澤) △澤 恵（川 東）

森川 恵子（山 畑） 五百田道夫（川 東） 金谷 真彦（川 西）

多田恵里香（希望ヶ丘） 西口 孝子（川西青葉台） 薮田きみ子（春日丘）
福崎 英子（山岸会） 山内 聡 （公 募）

教育文化部会

【10名（実数 9名）】

◎森口克利（川 西） 〇出口直治（川西青葉台） △中森美加子(川 東)

藤森 達也（山 畑） 平岩 幸子（川 東） 家喜 豊文（西之澤）

北崎 昌彦（希望ヶ丘） 宮田 清孝（春日丘） 出原 利章（山岸会）
赤井理恵子（公 募）

健康福祉部会

【13名（実数12名）】

◎米野滋基（山 畑） 〇仲 善己（西之澤） △稲森てる代(川 東)

奥 ますみ（山 畑） 平 岩 修（川 東） 金谷 泰裕（川 西）

塚脇かづ子（川 西） 宮西 尚美（西之澤） 杉森 則彦（希望ヶ丘）

松生 幸子（希望ヶ丘） 富永美代子（川西青葉台） 奥井 正昭（春日丘）

岡野 充樹（山岸会）

フレッシュ壬生野

【8名（実数 8名）】

◎山崎彰久（山岸会） 〇金谷 尚宣(川西青葉台) △梅田亜紀（希望ヶ丘）

森田 竜司（山 畑） 坂 本 剛（川 東） 平地 智行（川 西）

青木 賢司（西之澤） 前川 英史（公 募）

広報記者

【9名（実数 1名）】

谷 口 剛（山 畑） 澤 健 治（川 東） 金谷 滝男（川 西）
落合 敏之（西之澤） 橋 爪 誠（希望ヶ丘） 森野 政博（川西青葉台）
安田 茂夫（春日丘） 岡野 充樹（山岸会） 角田 英士（公 募）

◎は部会長、〇は副部会長、△は書記を示す。また斜字は兼任を示す。

（参 考）

相 談 役 北出 忠義（市議会） 赤堀 久実（市議会）


