
 

                       

２０２１(令和３年)度 

壬生野地域まちづくり協議会 

定期総会資料 

 

 

 日 時 ： 2021(令和 3)年 5 月 10 日(月) 

    19:30 ～ 

場 所 ： 壬生野地区市民センターホール 



第２号議案
（収入の部） (単位：円)

費　　　　目 細　　　　目 予算額（A) 決算額（Ｂ) 比較増減(A-B) 摘　　　　要

5,538,000 5,243,200 294,800
１．市交付金 5,010,000 5,010,000 0 地域包括交付金
 （1)まちづくり協議会費 2,260,000 2,260,000 0
  (2)まちづくり協定経費地域振興経費 2,750,000 2,750,000 0
２．市補助金 528,000 233,200 294,800 キラっと輝け・鳥獣害対策

141,000 135,111 5,889
１．預金利子 1,000 12 988
２．雑収入 80,000 42,399 37,601 印刷代金他

３．事業参加負担金 60,000 92,700 -32,700 研修参加負担金

152,000 152,803 -803
１．繰越金 152,000 152,803 -803 前年度繰越金

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

6,331,000 6,031,114 299,886
(支出の部) (単位：円)

費　　　目 細　　　　目 予算額（A) 決算額 (B) 比較増減(A-B) 摘　　　　要

2,170,000 2,215,258 104,942
１．報酬 320,000 320,000 0 役員報酬

２．報償費 70,000 40,000 30,000 交流事業経費

４．旅費 50,000 18,700 31,300 防災研修旅費

５．需用費 570,000 562,078 7,922 事務用品、煙火代他

６．役務費 35,000 51,200 -16,200 郵送料、保険料他

７．使用料 250,000 205,080 44,920 CATV,自動車借上料他

21．委託料 7,000 0 7,000
51負担金補助及び交付金 18,000 18,200 -200 狩猟免許取得助成金

52．積立金 600,000 1,000,000 -400,000 財政調整(包括)・財政運営(自主)

53. 事業繰出金 250,000 0 250,000 地域絆づくり事業未実施

193,000 202,976 -9,976
１．報償費 30,000 27,500 2,500 HP更新料

５．需用費 160,000 174,066 -14,066 トナー、用紙代他

６．役務費 3,000 1,410 1,590 郵送料

352,000 73,020 278,980
１．報償費 40,000 0 40,000
４．旅費 30,000 0 30,000
５．需用費 15,000 0 15,000
６．役務費 7,000 6,000 1,000 保険料

７．使用料 260,000 67,020 192,980 自動車借上料

856,000 532,744 323,256
２．報償費 30,000 0 30,000
４．旅費 40,000 0 40,000
５．需用費 530,000 339,754 190,246 部会活動経費他

６．役務費 15,000 28,150 -13,150 郵送料、振込手数料

７．使用料 156,000 164,840 -8,840 青パト車検及び保険料

８．原材料費 30,000 0 30,000
９．備品購入費 40,000 0 40,000
10．租税公課費 10,000 0 10,000
12．負担金 5,000 0 5,000

2,750,000 2,750,000 0 自治会振興経費

31．山畑区活動費 384,000 383,850 150
32．川東区活動費 372,000 372,097 -97
33．川西区活動費 319,000 318,964 36
34．西之澤区活動費 277,000 276,830 170
35．希望ヶ丘区活動費 923,000 923,288 -288
36．春日丘区活動費 206,000 205,386 614
37．川西青葉台区活動費 269,000 269,585 -585

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

6,331,000 5,773,998 707,202
（収入合計）6,031,114－（支出合計）5,773,998＝257,116円は次年度へ繰越します。

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　収支決算報告書

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



 

2021(令和３)年度  

 壬生野地域まちづくり協議会定期総会次第 

 

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 年度事業報告について 

第 2 号議案  令和 2 年度収支決算報告について 

第 3 号議案  令和 2 年度会計監査報告について 

第 4 号議案   令和 3 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 5 号議案  令和 3 年度事業計画(案)について 

第 6 号議案  令和 3 年度収支予算(案)について 

５．議長解任 

６．閉会の辞 

 

 

 

 



２０２０（令和２）年度　壬生野地域まちづくり協議会事業報告書

月 日 事　業　概　要 場　所　等 備　　考

4月 1日 第1回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

6日 地域絆づくり補助金打合せ 地区市民センター 柘植・西柘植・壬生野の協働（会長・事務局長）

6日 第１回役員会（区長会） 地区市民センター 新旧役員・事務局

13日 2019年度会計監査 地区市民センター 会長・監査委員・事務局

16日 地区市民センター職員勤務条件打合せ 市企画振興部 柘植・西柘植・壬生野（会長）

20日 まちづくり事業懇談（伊賀支所長） 地区市民センター 会長・事務局長出席

22日 狂犬病予防注射 壬生野管内 午前

24日 2020年度定期総会 地区市民センター 役員・委員・事務局

27日 地域絆づくり補助金打合せ 地区市民センター 柘植・西柘植・壬生野の協働（会長・事務局長）

5月 1日 コミュニティ壬生野169号発行 各戸配布

11日 壬生野地区防災倉庫備蓄品入替 地区市民センター 支所振興課

13日 第1回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

15日 第2回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

21日 ３まち協合同区長会打合せ 西柘植地区市民センター 会長・事務局長出席

6月 1日 コミュニティ壬生野170号発行 各戸配布

1日 第2回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

8日 第1回役員会（三役会議） 地区市民センター 7月役員会の提案事項

9日 伊賀市未来の山づくり協議会設立説明会 伊賀市役所5階会議室 会長出席

11日 第1回防犯防災部会 地区市民センター

12日 第1回健康福祉部会 地区市民センター

12日 第1回男女共同参画部会 地区市民センター

17日 第1回フレッシュ壬生野部会 地区市民センター

18日 いがまち地域福祉推進委員会 いがまち保健福祉センター 会長出席

18日 第1回教育文化部会 地区市民センター

19日 第1回人権同和部会 地区市民センター

19日 第2回健康福祉部会 地区市民センター

23日 いがまち青少年を育てる会役員会 柘植地区市民センター 薮田副会長出席

24日 青少年市民会議総会 ハイトピア 薮田副会長出席

24日 地区市民センター職員勤務条件打合せ 西柘植地区市民センター 柘植・西柘植・壬生野（会長・センター職員）

26日 3地域まち協合同区長会 ふるさと会館いが小ホール 役員・区長出席

26日 第1回生活環境部会 地区市民センター

30日 風力発電事業の中止を求める要望書 伊賀市長宛 柘植・西柘植・壬生野会長連名

7月 1日 コミュニティ壬生野171号発行 各戸配布

1日 コミュニティ壬生野号外発行 各戸配布 初盆関係

1～31日
社会を明るくする運動「愛の資金」募金運動
強化月間

3日 防犯功労団体表彰 伊賀支所 会長・センター長出席

8日 第2回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

8～14日 差別をなくす協調週間

8～30日 差別をなくす協調週間パネル展

10日 第3回役員会（区長会） 地区市民センター

10日 第2回防災防犯部会 地区市民センター 防災無線通信確認

10日 第2回人権同和部会 地区市民センター

14日 いがまち展覧会第1回実行委員会 いがまち公民館ホール 会長出席

第1号議案

令和２年４月１日～令和３年３月３１日



15日 風力発電事業の中止を求める要望書 三重県知事宛 柘植・西柘植・壬生野会長連名

17日 第1回運営委員会 地区市民センター 2020年度事業の運営

11～20日 夏の交通安全県民運動 街頭啓発 13日(月)、20日（月）

20日 春日神社祇園祭 春日神社 会長出席

27日 いがまち青少年を育てる会総会 書面決議

28日 第1回人権リーダー研修 いがまち公民館ホール 会長、各自治会

29日 地域福祉ネットワーク会議 伊賀市社会福祉協議会 会長出席

31日 コミュニティ壬生野172号発行 各戸配布

31日 男女共同参画講座（冬野菜講座） 地区市民センター 男女共同参画部会

8月 3日 第3回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室

5日 いがまち青少年夏季夜間パトロール いがまち管内 青少年を育てる会

17日 ３まち協打合せ会議 柘植地区市民センター 中学校の統合について

18日 第2回運営委員会 地区市民センター 壬生野まつりの企画

19日 いがまち展覧会代表者会議 いがまち公民館ホール 会長

20日 白藤滝保勝会役員会（絆づくり事業） 地区市民センター 保勝会役員・事務局長

21日 第2回生活環境部会 地区市民センター

24日 第2回役員会（三役会議） 地区市民センター 運営委員会・役員会の提案事項

26日 第3回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

26日 第3回健康福祉部会 地区市民センター

27日 壬生野小学校3年生社会学習 地区市民センター

9月 1日 コミュニティ壬生野173号発行 各戸配布

1日 壬生野地区のサル対策報告と提案 地区市民センター 兵庫県立大学　山端教授

1日 第４回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

1日 第3回防災防犯部会 地区市民センター

8日 第2回教育文化部会 地区市民センター

10日 壬生野地域総合防災訓練打合せ 市総合危機管理課 会長・センター長出席

10日 地域絆づくり補助金打合せ 西柘植 柘植・西柘植・壬生野の協働（会長・事務局長）

14日 第2回フレッシュ壬生野部会 地区市民センター

15日 いがまち地域福祉推進委員会 いがまち保健福祉センター 会長出席

17日 第3回運営委員会 地区市民センター

18日 第3回人権同和部会 地区市民センター

21～30日 秋の全国交通安全運動

25日 男女共同参画講座（コーヒー教室） 地区市民センター 男女共同参画部会

30日 第4回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

10月 1日 コミュニティ壬生野174号発行 各戸配布

2日 旧阿山郡部自治協連絡会議 柘植地区市民センター 会長

2日 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

2日 第15回壬生野まつり準備（搬入含） 地区市民センター 役員･委員

3～4日 第15回壬生野まつり開催 地区市民センター 作品展示のみ開催

４日 第15回壬生野まつり片付（搬出含） 地区市民センター 役員･委員

6日 「社会を明るくする運動」伊賀市理事会 伊賀市総合福祉会館 会長出席

9日 中部管区表彰伝達式 伊賀市役所 会長・事務局長

10日 勝手神社祭礼奉納角力 勝手神社 会長出席

11日 勝手神社例祭 勝手神社 会長出席

14日 いがまち展覧会実行委員会 会長出席

15日 壬生野地域総合防災訓練講演会 地区市民センター 三重大学　川口淳准教授

15日 第4回運営委員会 地区市民センター



16日 公共交通地域部会 会長出席

18日 春日神社恒例祭 春日神社 会長出席

22日 絆づくり事業打合せ会議 西柘植地区市民センター柘植・西柘植・壬生野の協働（会長・事務局長）

23日 いがまち展覧会準備【9:00～】 いがまち公民館ホール 壬生野地区区長会

24～25日 いがまち展覧会 いがまち公民館ホール

25日 いがまち展覧会片付【14:30～】 いがまち公民館ホール 壬生野地区区長会

26日 サービスエリア運営委員会 会長出席

26日 第3回フレッシュ壬生野部会 地区市民センター

24日 不法投棄防止看板周辺草刈り 管内看板設置場所 生活環境部会

29日 壬生野地域地区懇中間報告会 地区市民センター

30日 コミュニティ壬生野175号発行 各戸配布

11月 3日 地域福祉ネットワークフォーラム いがまち福祉会館 会長出席

4日 選挙公報配布（市長選挙） 各戸配布

8日 伊賀市長選挙投票日 市内各投票所

8日 親子ウオーキング 白藤滝方面 フレッシュ壬生野部会

9～15 秋の全国火災予防運動

11日 第４回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

11～10 差別をなくす協調月間

12日 しぐれ忌 萬寿寺

12日 第4回人権同和部会 地区市民センター

13日 壬生野地域まちづくり協議会臨時総会 地区市民センター 運営委委員・事務局

13日 第5回運営委員会（連絡調整会議） 地区市民センター 運営委委員・事務局

14日 しぐれ忌俳句大会

15日 不法投棄パトロール 管内 生活環境部会

18日 第4回健康福祉部会 地区市民センター

20日 絆づくり事業打合せ 西柘植地区市民センター 柘植・西柘植・壬生野の協働（会長・事務局長）

20日 第3回生活環境部会 地区市民センター

21日 勝手神社新嘗祭 勝手神社 会長出席

24日 議会広報ヒアリング 地区市民センター 会長・事務局長

24日 春日神社新嘗祭 春日神社 会長出席

27日 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

29日 人権フィールドワーク おおくぼまちづくり館 人権同和部会

30日 第5回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

12月 1日 コミュニティ壬生野176号発行 各戸配布

1～10 年末の交通安全県民運動

4日 第5回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

4日 差別をなくすいがまちの集い いがまち公民館

5日 壬生野地域総合防災訓練視察研修
和歌山県土砂災害啓発セン
ター

防犯防災部会

6日 環境美化活動 壬生野地域全域 生活環境部会

7～11日 滝山渓谷文化コンテスト 地区市民センター 白藤滝保勝会

11日 第5回人権同和部会 地区市民センター

16日 第5回健康福祉部会 地区市民センター

17日 伊賀市地域福祉ネットワーク連絡会 伊賀市総合福祉会館 会長出席

17～18日
第35回全国人権啓発研究集会三重大会
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

21日 滝山渓谷紅葉コンテスト表彰式 地区市民センター 白藤滝保勝会

21日 壬生野総合防災（図上）訓練打合せ 地区市民センター 総合危機管理課-役員-防犯防災部会

28日 コミュニティ壬生野177号発行 各戸配布



28～30日 消防団年末夜警 壬生野地域（縮小） 各区長・消防団

1月 1日 第53回霊山初詣登山大会 霊山寺周辺

7日 地区市民センターの指定管理懇談会 地区市民センター 市・市教委・役員

8日 地域福祉事業打合せ 地区市民センター 社協・会長・事務局長

10日 2021年成人式 公民館小ホール

12日 まちづくり事業ヒアリング 地区市民センター 伊賀支所・会長・事務局長

13日 第5回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

15日 第6回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

18日 地域福祉活動推進会議 ゆめぽりすセンター 会長出席

20日 壬生野総合防災（図上）訓練打合せ 地区市民センター 総合危機管理課-役員-防犯防災部会

22日 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

2月 1日 コミュニティ壬生野178号発行 各戸配布

8日 壬生野小学校防犯ネットワーク会議 地区市民センター 役員・小学校・警察等

10日 青少年市民会議打合せ 西柘植地区市民センター藪田副会長

11日 前川解放文化祭 いがまち人権センター

12日 第4回男女共同参画部会 地区市民センター

13日 春日神社祈年祭 春日神社 会長出席

14日 壬生野地域総合防災訓練（図上訓練） 地区市民センター 運営委委員･伊賀市･小学校等参加

16日 第6回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

16日 地域福祉活動推進会議 ゆめぽりすセンター 会長出席

17日 いがまち地域福祉推進会議 いがまち保健福祉センター 会長出席

18日 第6回健康福祉部会

19日 第7回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

20日 第4回生活環境部会 地区市民センター

26日 第7回運営委員会（連絡調整会議） 地区市民センター 運営委委員・事務局

１７日 勝手神社祈年祭 勝手神社 会長出席

3月 1日 コミュニティ壬生野179号発行 各戸配布

1～7日 春の全国火災予防運動

11日 まちづくり協議会連絡調整会議 地区市民センター 会長・センター長出席

12日 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

17日 第8回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

23日 選挙公報配布（市議会議員選挙） 各戸配布

23日 青少年市民会議理事会 ハイトピア 藪田副会長

26日 いがまち青少年を育てる会理事会 柘植地区市民センター 藪田副会長

28日 伊賀市議会議員選挙投票日 市内各投票所

【参考】

【参考】

防犯防災部会（青色回転灯装着車による地域安全ﾊﾟﾄロール）

文書送達日
（年間　　12回）

 4月1日、　　5月1日、 　6月1日、　　7月1日、　7月31日、　9月1日
10月1日、　10月30日、　12月1日、　12月28日、　 2月1日、　3月1日

 4月…2回、 5月…0回、 6月…4回、7月…3回、8月…2回、9月…6回

10月…4回、11月…3回、12月…5回、1月…３回、2月…４回、3月…３回

 4月…5回、 5月…0回、 6月…6回、7月…4回、8月…7回、9月…5回

10月…6回、11月…8回、12月…5回、1月…４回、2月…５回、3月…６回

市広報等文書発行日

通学パトロール

(年間　39　回)

夜間パトロール

（年間　61　回）



2019年度末 2020年度 2020年度末

積立金額 取 崩 額 利子積立 元金積立 積立金額

財政運営基金 普通預金 676,713 0 6 400,000 1,076,719

財政調整基金 定期預金 1,003,304 0 170 0 1,003,474

環境保全基金 普通預金 116,033 0 0 0 116,033

備品購入基金 定期預金 0 0 0 600,000 600,000

1,796,050 0 176 1,000,000 2,796,226

【積立金の状況】

設置目的

計

2020年度積立額
基　金　名 種　　別

まちづくり活動基金



第３号議案 

 

 

令和２年度 壬生野地域まちづくり協議会 会計監査報告 

 

令和 3 年 5 月 10 日 

 

壬生野地域まちづくり協議会 

会 長   亀 井 直 文 様 

 

会計監査委員  杉 森  則 彦 

        北 村  忠 則 

                          

 

 

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２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 2年度歳入歳出の会計監査 

   （２） 実施年月日    令和 3 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 4 号議案 

令和 3 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 3 年 5 月 10 日 

選考委員代表 金谷 佐清 

 

記 
 

役 職 名 氏     名 選出区分 摘    要 

会 長 亀 井 直 文 山 畑 区 （運営委員） 

薮田 きみ子 春 日 丘 区 （運営委員） 

金 谷 佐 清 川 西 区 （運営委員） 副 会 長 

落 合 敏 之 西 之 澤 区 （運営委員） 

事 務 局 長 居 附 秀 樹 川 西 区 （運営委員） 

会 計 藤 岡 ちとせ 川 東 区 （運営委員） 

谷  口  剛 山 畑 区 （運営委員・区長） 

奥 井 周 璽 川 東 区 （運営委員・区長） 

金 谷 滝 男  川 西 区 （運営委員・区長） 

宮 西 万 衛 西 之 澤 区 （運営委員・区長） 

橋  爪  誠 希 望 ヶ丘 区 （運営委員・区長） 

 森 野 政 博 川西青葉台区 （運営委員・区長） 

安 田 茂 夫 春 日 丘 区 （運営委員・区長） 

幹 事 

岡 野 充 樹 山 岸 会 （運営委員・代表） 

 

 

 



2021（令和3）年度　壬生野地域まちづくり協議会事業計画書(案)

月 日 事　業　概　要 場　所　等 備　　考

4月 1日 コミュニティ壬生野１８０号発行 〔配布日４月１日〕

２日 第1回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

5日 保育園入園式 各園

6日 小中学校入学式 各校

6日 第１回役員会（区長会） 地区市民センター 新旧役員・事務局

６～１５日 春の全国交通安全運動

13日 2020年度会計監査 地区市民センター 会長・監査委員・事務局

13日 第1回部会 地区市民センター 防犯防災・生活環境・人権同和

14日 第1回部会 地区市民センター
男女共同参画・教育文化・健康福祉・
フレッシュ壬生野

１９日 人権・同和問題地区別懇談会説明会 地区市民センター 各地区自治会長・人権啓発推進委員等

21日 狂犬病予防注射 壬生野管内 午前

23日 第1回運営委員会 地区市民センター 運営委委員・各部会長・事務局

28日 第２回フレッシュ壬生野部会 地区市民センター

5月 1日 コミュニティ壬生野１８１号発行 各戸配布 〔配布日４月30日〕

７日 いがまち同和教育研究会理事会 いがまち複合施設 壬生野地区理事出席

７日 第1回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

１０日 壬生野地域まちづくり協議会定期総会 地区市民センター

１２日 第２回人権同和部会 地区市民センター

１３日 第2回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

１８日 地域防犯連絡所班長・担当者合同会議 サンピア伊賀 センター長出席

１９日 第２回健康福祉部会 地区市民センター

20日 第２回防犯防災部会 地区市民センター

21日 第２回男女共同参画部会 地区市民センター

24日 第２回生活環境部会 地区市民センター

28日 青少年市民会議理事会 ハイトピア 藪田副会長出席

２８日 いがまち同和教育研究会総会・研修会 いがまち公民館

30～6/10 全国ごみ不法投棄監視ウイーク

6月 1日 コミュニティ壬生野１８２号発行 各戸配布 〔配布日６月１日〕

1日 伊賀地区防犯協会定期総会 サンピア伊賀

３日 第2回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

３日 第２回教育部文化部会 地区市民センター

６日 国体開催記念壬生野地域環境美化活動 壬生野地域全域

11日 第2回運営委員会（第3回役員会併設） 地区市民センター 運営委委員・各部会長・事務局

13日 伊賀支会消防団指導者訓練

中旬 青色回転灯パトロール委員講習 地区市民センター 新規講習・更新講習

中旬 壬生野小学校防犯ネットワーク会議 地区市民センター 防犯防災部会

中旬 健康福祉の日（ウオーキング等） 管内史跡等 健康福祉部会

23日 青少年市民会議総会 ハイトピア 藪田副会長出席

23～29日 男女共同参画週間 いがまち公民館 パネル展示

下旬 男女共同参画講座（野菜教室） 管内農地 男女共同参画部会

下旬 いがまち青少年を育てる会総会 いがまち公民館

下旬 3地域まち協合同区長会 いがまち複合施設 役員・区長出席

7月 1日 コミュニティ壬生野１８３号発行 各戸配布 〔配布日７月１日〕

第5号議案

令和３年４月１日～令和４年３月３１日



1日 コミュニティ壬生野号外発行 各戸配布 初盆関係

1～31日 社会を明るくする運動「愛の資金」募金運動強化月間

2日 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

７日 第2回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

上旬 第４回役員会（区長会） 地区市民センター

8～14日 差別をなくす協調週間 いがまち公民館 パネル展示

１１～20日 夏の交通安全県民運動

下旬 壬生野地域総合防災訓練講演会 壬生野小学校 防犯防災部会

27日 第1回人権地区懇リーダー研修会 いがまち公民館ホール 各地区自治会長・人権啓発推進委員等

31日 いきいき未来いが2021 あやま文化センター

8月 1日 コミュニティ壬生野184号発行 各戸配布 〔配布日７月３０日〕

５日 第３回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

上旬 第3回運営委員会（第5回役員会併設） 地区市民センター 運営委委員・各部会長・事務局

上旬 いがまち青少年夏季夜間パトロール いがまち管内 青少年を育てる会

未定 福祉ネットワーク活動 未定 健康福祉部会

20日 第46回いがまち人権同和教育研究大会いがまち公民館

21日 第46回いがまち人権同和教育研究大会いがまち公民館他

31日 第２回人権地区懇リーダー研修会 いがまち公民館ホール 各地区自治会長・人権啓発推進委員等

9月 1日 コミュニティ壬生野185号発行 各戸配布 〔配布日９月1日〕

2日 第３回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

上旬 第６回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

10日 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

未定 男女共同参画講座（コーヒー教室） 地区市民センター 男女共同参画部会

未定 ごみ処理施設等の見学 未定 生活環境部会

28日 第3回人権リーダー研修会 いがまち公民館ホール 各地区自治会長・人権啓発推進委員等

21～30日 秋の全国交通安全運動

10月 1日 コミュニティ壬生野186号発行 各戸配布 〔配布日10月1日〕

５日 第４回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

上旬 第４回運営委員会（第7回役員会併設） 地区市民センター 運営委委員・各部会長・事務局

16～17日 第55回三重県人権・同和教育研究大会 亀山市・鈴鹿市

未定 壬生野地域総合防災訓練避難訓練 集会所～壬生野小学校 防犯防災部会

未定 いがまち展覧会 いがまち公民館ホール

未定 子ども食堂 地区市民センター 教育文化部会

下旬 壬生野地域地区懇中間報告会 地区市民センター 各地区自治会長・人権啓発推進委員等

11月 1日 コミュニティ壬生野187号発行 各戸配布 〔配布日１１月1日〕

4日 第４回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

5日 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

上旬 第８回役員会（区長会） 役員・事務局

未定 滝山渓谷紅葉まつり 未定 白藤滝保勝会

未定 第16回壬生野まつり開催 地区市民センター 全部会

未定 福祉ネットワーク活動 未定 健康福祉部会

未定 秋の全国火災予防運動

９～10日 部落解放研究第55回全国集会 福岡県北九州市

11～12／１０ 差別をなくす協調月間 いがまち公民館等

12日 しぐれ忌 萬寿寺

１３～１４日 第72回全国人権同和教育研究大会 新潟県妙高市



6日 しぐれ忌俳句大会

未定 不法投棄監視パトロール 管内 生活環境部会

未定 やまなみ文化祭

未定 人権フィールドワーク 人権同和部会

12月 1日 コミュニティ壬生野188号発行 各戸配布 〔配布日１２月1日〕

1～10日 年末の交通安全県民運動

2日 第５回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

3日 差別をなくすいがまちの集い いがまち人権センター

上旬 第９回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

未定 壬生野地域総合防災訓練視察研修 未定 防犯防災部会

5日 年末の環境美化活動 壬生野地域全域 生活環境部会

中旬 壬生野小学校防犯ネットワーク会議 地区市民センター 防犯防災部会

28～30日 消防団年末夜警 壬生野地域（縮小） 各区長・消防団

1月 1日 コミュニティ壬生野189号発行 各戸配布 〔配布日１２月28日〕

1日 第53回霊山初詣登山大会 霊山寺周辺

５日 第5回地域自治推進会議 伊賀支所会議室 会長・センター長出席

上旬 第１０回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

28日 男女共同参画セミナー いがまち複合施設

2月 1日 コミュニティ壬生野190号発行 各戸配布 〔配布日２月１日〕

3日 第6回地区市民センター長会議 伊賀支所会議室 センター長出席

上旬 第５回運営委員会（第11回役員会併設） 地区市民センター 運営委委員・各部会長・事務局

未定 前川解放文化祭 いがまち人権センター

25日 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

3月 1日 コミュニティ壬生野191号発行 各戸配布 〔配布日３月１日〕

1～7日 春の全国火災予防運動

3日 第6回地域自治推進会議 地区市民センター 会長・センター長出席

未定 熊野古道ウオーキング 熊野古道 健康福祉部会

未定 LGBT講演会 地区市民センター 男女共同参画部会

上旬 第１２回役員会（区長会） 地区市民センター 役員・事務局

【参考】

【参考】

【参考】

青色回転灯装着車による地域安全ﾊﾟﾄロール【防犯防災部会所管】

通信確認日
（12時30分）

 4月1日、　　4月30日、 　6月1日、　　7月1日、　7月30日、　9月1日

10月1日、　11月1日、　12月1日、　12月28日、　 2月1日、　3月1日

地区市民センターからの防災無線通信確認（市民センター無線⇔各自治会無線）【防犯防災部会連携】

　文書送達日
（年間　12回）

 4月1日、　　4月30日、 　6月1日、　　7月1日、　7月30日、　9月1日

10月1日、　11月1日、　12月1日、　12月28日、　 2月1日、　3月1日

市広報等文書発行日

通学パトロール

(年間　５２　回)

夜間パトロール

（年間　５２　回）

 4月…４回、 5月…４回、 6月…５回、7月…４回、8月…４回、9月…５回

10月…4回、11月…４回、12月…５回、1月…４回、2月…４回、3月…５回

 4月…４回、 5月…４回、 6月…５回、7月…４回、8月…４回、9月…５回

10月…4回、11月…４回、12月…５回、1月…４回、2月…４回、3月…５回



第6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

5,084,000 5,010,000 74,000
１．市交付金 4,604,000 5,010,000 -406,000 地域包括交付金
(1)まちづくり活動経費 3,248,000 2,260,000 988,000
(2)まちづくり協定経費 1,356,000 2,750,000 -1,394,000
２．市補助金 480,000 0 480,000 キラっと輝け補助金

2．諸収入 109,884 31,000 78,884
１．預金利子 884 1,000 -116
２．雑収入 29,000 30,000 -1,000 地域絆づくり事業
３．事業参加負担金 80,000 0 80,000 視察研修等

257,116 152,000 105,116
１．繰越金 257,116 152,000 105,116 前年度繰越金

5,451,000 5,193,000 258,000
(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

1,285,000 922,000 363,000
１．報酬 550,000 320,000 230,000 役員報酬等
２．報償費 30,000 50,000 -20,000 講師謝礼等
３．旅費 20,000 30,000 -10,000 視察研修等
４．需用費 450,000 450,000 0 事務用品
５．役務費 15,000 15,000 0 保険料等
６．使用料 50,000 50,000 0 CATV使用料等
７．委託料 10,000 7,000 3,000 印刷機メンテ代
８．積立金 100,000 0 100,000 備品購入費等
９. 事業繰出金 60,000 0 60,000 地域絆づくり事業

2.広報活動費 0 193,000 -193,000
１．報償費 0 30,000 -30,000
２．需用費 0 160,000 -160,000
３．役務費 0 3,000 -3,000

3.事例研修事業 0 392,000 -392,000
１．報償費 0 40,000 -40,000
２．旅費 0 30,000 -30,000
３．需用費 0 15,000 -15,000
４．役務費 0 7,000 -7,000
５．使用料 0 300,000 -300,000

860,000 926,000 -66,000
１．報償費 30,000 30,000 0 講師謝礼ほか
２．旅費 30,000 40,000 -10,000 研修会等参加
３．需用費 550,000 600,000 -50,000 活動経費など
４．役務費 15,000 15,000 0
５．使用料 155,000 156,000 -1,000 自動車借上料等
６．原材料費 30,000 30,000 0 イベント材料代
７．備品購入費 35,000 40,000 -5,000
８．租税公課費 10,000 10,000 0
９．負担金 5,000 5,000 0

180,000 0 180,000
１．需用費 70,000 0 70,000 燃料費・修繕料等
２．役務費 90,000 0 90,000 青パト保険料
３．使用料 20,000 0 20,000

630,000 0 630,000
１．報償費 40,000 0 40,000 講師謝礼等
２．旅費 40,000 0 40,000 視察研修旅費等
３．需用費 200,000 0 200,000 訓練用消耗品等
４．使用料 150,000 0 150,000 自動車借上料等
５．備品購入費 200,000 0 200,000 防災訓練備品

2,485,000 2,750,000 -265,000 まちづくり協定経費

１．山畑区活動費 358,000 384,000 -26,000
２．川東区活動費 347,000 372,000 -25,000
３．川西区活動費 302,000 319,000 -17,000
４．西之澤区活動費 255,000 277,000 -22,000
５．希望ヶ丘区活動費 806,000 923,000 -117,000
６．川西青葉台区活動費 239,000 269,000 -30,000
７．春日丘区活動費 178,000 206,000 -28,000

11,000 10,000 1,000
１．予備費 11,000 10,000 1,000

5,451,000 5,193,000 258,000

5.まちづくり事業費(防犯活動費)

7.コミュニティ活動費

8.予備費

令和3年度　収支予算書（案）

支出合計

１．補助金及び交付金

4.まちづくり事業費(部会活動費)

6.まちづくり事業費(防災活動費)

3．繰越金

　　収入合計

1.事務局費



2021 年度壬生野地域まちづくり協議会役員・委員名簿 

 

（１）2021 年度壬生野地域まちづくり協議会運営委員(事務局)・会計監査委員名簿    【26 名】 

役 職 氏    名 

会 長 亀井 直文（山 畑） 

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

事 務 局 長 居附 秀樹（川 西） 

事 務 局 員 澤  恵  （川 東） 

会 計 藤岡ちとせ（川 東） 

谷 口 剛（山 畑） 奥井 周璽（川 東） 金谷 滝男（川 西） 

宮西 万衛（西之澤） 橋 爪 誠（希望ヶ丘） 森野 政博（川西青葉台） 

 

幹 事 

安田 茂夫（春日丘） 岡野 充樹（山岸会）  

奥 昭 徳（山 畑） 北出 茂樹（川 東） 内山 保和（川 西） 

落合 純司（西之澤） 早川 崇彦（希望ヶ丘） 山 内 聡（希望ヶ丘） 

 

運 営 委 員 

藤井 幸子（川西青葉台） 山岡 政彦（春日丘） 稲井 革人（山岸会） 

監 査 委 員 北村 忠則（山 畑） 杉森 則彦（希望ヶ丘）  

 

（２） 2021 年度壬生野地域まちづくり協議会まちづくり委員名簿      【７３名（54 名）】 

部 会 名 氏   名 

◎谷口   剛 （山 畑） 奥井 周璽（川 東） △金谷  滝男（川 西）

宮西 万衛（西之澤） 〇橋 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） 松末 崇史（公 募） 

山本 眞司（公 募） 澤野 啓之（公 募） 稲森  紀博（公 募） 

防犯防災部会 

【 14 名（実数 5 名）】 

居附 秀樹（公 募） 松田 久司（公 募）  

 ＊防犯防災部会所管の青色回転灯パトロール委員は、（３）青色回転灯パト

ロール委員名簿に別記する。（通学時 26 名、夜間時 30 名 計 56 名） 

〇森 口 学（山 畑） 北 村 浩（山 畑） △北出 茂樹（川 東） 

松村 富男（川 東） 居附 史徳（川 西） 福西 重嗣（川 西） 

◎和 田 透（西之澤） 池町 弘樹（西之澤） 平岡 祐蔵（希望ヶ丘） 

竹内 俊一（希望ヶ丘） 岩崎 泰恵（川西青葉台） 岡本 勝行（春日丘） 

生活環境部会 

【14 名(実数 13 名)】 

稲井 革人（山岸会） 玉池 博徳（公 募）  

奥 昭 徳（山 畑） ◎山本 眞司（山 畑） 松馬小百合（川 東） 

内山 保和（川 西） 落合 純司（西之澤） 川島 忠浩（希望ヶ丘） 
人権同和部会 

【９名（実数４名）】 
△藤井 幸子（川西青葉台） 〇福森 和子（春日丘） 界外 吉弘（公 募） 

森川 恵子（山 畑） ◎田 邊 淳（山 畑） △澤   恵 （川 東） 

金谷 真彦（川 西） 辻本 義樹(西之澤) 〇山  内 聡（希望ヶ丘） 
男女共同参画部会 

【9 名（実数 6 名）】 
大王 勝男（川西青葉台） 薮田きみ子（春日丘） 南口 啓子（山岸会） 

△山下 界渡（山 畑） ◎中森美加子（川 東） 〇西 浩 一（川 西）教育文化部会 

【10 名（実数 10 名）】 仲   敏（西之澤） 五嶋 康裕（希望ヶ丘） 尾崎 仁美（川西青葉台） 



宮田 清孝（春日丘） 出原 利章（山岸会） 澤村 裕子（公 募）  

稲井ゆかり（公 募）   

◎米野 滋基（山 畑） 奥 ますみ （山 畑） 稲森てる代(川  東) 

〇金谷 泰裕（川 西） 仲 善 己（西之澤） △宮西 尚美（西之澤） 

松生 幸子（希望ヶ丘） 中尾 好子（川西青葉台） 奥井 正昭（春日丘） 

 

健康福祉部会 

【11 名（実数 10 名）】 

 岡野 充樹（山岸会） 中 林 豊（公 募）  

〇谷 口 敦（山 畑） 界外 洋平（川 東） △居附 真美（川 西）

◎久保 和哉（西之澤） 杉村 瑠美（希望ヶ丘） 金谷  尚宜(川西青葉台) 
フレッシュ壬生野 

【６名（実数 6 名）】 
   

＊１．◎は部会長、〇は副部会長、△は書記を示す。また斜字は運営委委員との兼任を示す。 

＊２．まちづくり広報（コミュニティ壬生野）への記事投稿は地域の出来事は各幹事（区長等）から、 

部会イベントの案内や出来事は各部会長からとする。 

 

（３）青色回転灯パトロール委員名簿 

パトロール区分 班 氏   名 

１ ＊谷 口 剛(山 畑) 亀井 直文（山 畑） 

２ 岡森 幸雄（山 畑） 亀井 良一（山 畑） 

３ 中 森 廣(山 畑) 中 林 徹（山 畑） 

４ 森川 恵子（山 畑） 澤   恵（川 東） 

５ ＊奥井 周璽(川 東) 澤野 裕士（川 東） 

６ 金谷 正一（川 西） ＊金谷 滝男（川 西） 

７ 金谷 佐清（川 西） 塚脇 安夫（川 西） 

８ 山本 利忠（希望ヶ丘） 奥 田 潔（希望ヶ丘） 

９  舘 忠 蔵（希望ヶ丘） 藤武 峰雄（希望ヶ丘） 

10 ＊橋 爪 誠（希望ヶ丘） 界外 久次（川 東） 

11 福森 和子（春日丘） 岡野 充樹（山岸会） 

12 平 島 進（山岸会） 藤 川 聡（山岸会） 

 
 

 
 
 

通学パトロール 
（下校時巡回活動） 

 
 
 

13 出原 利章（山岸会） 稲井 革人（山岸会） 

１ 稲森 紀博(山 畑) 藤森 真一（山 畑） 

２ 古 川 満（山 畑） 佐藤 正和（山 畑） 

３ 丸山 正春(川 東) 五百田道夫（川 東） 

４ 居附 幹夫（川 西） 金谷 泰裕（川 西） 

５ 内山 保和（川 西） 塚脇  博文（川  西） 

６ ＊居附 秀樹（川 西） 中林 義博（川 西） 

７ 落合 敏之（西之澤） 坂口 俊哉（西之澤） 

８ ＊宮西 万衛（西之澤） 和 田 透（西之澤） 

９ 落合 純司（西之澤） 小田 正孝（西之澤） 

10 早川 崇彦（希望ヶ丘） 山 内 聡（希望ヶ丘） 

11 藪田きみ子（春日丘） ＊安田 茂夫（春日丘） 

１２ 山舗 政夫（春日丘） 岡本 勝行（春日丘） 

１３ ＊森野 政博（川西青葉台） 藤井 幸子（川西青葉台） 

１４ ＊山本 眞司（公 募） ＊澤野 啓之（公 募） 

 
 
 

 
夜間パトロール 

（地域防犯活動） 

 
 
 

15 赤堀 久美（公 募） 渡久山かなえ（公 募） 

＊印は防犯防災部会員を示す 



壬生野地域まちづくり協議会規約 
 
 

第１章   総    則 
 

（名称及び所在地） 

第 1条 この会は、壬生野地域まちづくり協議会(以下『協議会』という)と称する。 

２. この協議会の事務局は、伊賀市川東４５３９番地の４ 壬生野地区市民センター内に置く 

ものとする。 

（目  的） 

第2条 協議会は、壬生野地域を広域的コミュニティ範域と捉え、今後５年１０年後の超高齢化を見

据えた「自分たちのまちは、自分たちでつくる」という、市民が主役の地域コミュニティ

の創造を目標に掲げ、様々な地域課題を解決していくために『壬生野地域まちづくり見

直し計画』を策定し、地域住民が一体となった『住みよいまちづくり』を実践することを目

的とする。 

（事  業） 

第3条 協議会は、前条の目的を達成する為、『改定壬生野地域まちづくり計画』に基づき、次につ 

いて協議し、まちづくり事業の推進を図る。 

(1)壬生野地域の総合的施策に関する事項。 

(2)市・行政施策との協働による事業に関する事項。 

(3)人権啓発、生活環境、健康福祉、防犯防災、教育文化、男女共同、及び地域活性化推 

進事業に関する事項。 

(4)壬生野地域内、諸団体との連携・事業調整に関する事項。 

(5)壬生野地域まちづくり協議会事務所の管理運営に関する事項。 

(6)その他目的達成に必要な事項。 

（組  織） 

第 4条 協議会は壬生野地域に在住、在勤する生活者をもって組織する。 

 （個人情報の保護） 

第 5条 個人の権利及び利益が侵害されることのないよう、個人情報の収集、提供及び管理等に

ついては特に慎重に行い目的以外に利用してはならない。 

 

 

第 2章   機    関 
 

（機  関） 

第 6条 この協議会に、次の機関を置く。 

（１）総    会 

（２）運 営 委 員 会 

（３）部     会  

（４）役 員 会 

（５）公 聴 会 

（６）区  長  会 

（７）編 集 委 員 会 



（総  会）   

第７条 総会は、協議会の最高議決機関であって、第 13条第 1項に定める役員及び第14条第 1項

に定める全委員をもって構成する。 

２. 定期総会は、原則として年１回（４月）会長が招集し、地域の総意に基づいた事業計画・事業

予算・協議会規約・地域まちづくり計画等について審議するものとする。 

３. 臨時総会は運営委員の過半数の要求があったとき会長が臨時総会を招集しなければな 

らない。 

４. 総会の議長は、構成委員の中から選出する。 

５. 総会は構成委員の３分の２以上の出席（委任状含む）により成立する。 

６. 総会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 

（運営委員会） 

第 8条 運営委員会は、第 13条第 1項に定める役員及び第 14条第 1項に定める運営委員をもっ

て構成する。 

２. 運営委員会は、地域まちづくり計画の策定･変更並びにまちづくり事業の企画実践にあた

る。 

３. 運営委員会は、協議会の企画運営、地域住民への啓発並びに実行委員会の提案事項、事

業計画･予算の流用等について審議するものとする。 

４. 運営委員会は会長が招集するものとし、必要に応じて第 14 条第 1 項に定めるまちづくり

委員を加えることができるものとする。 

（部  会） 

第９条 部会は第14条第1項に定めるまちづくり委員及び一般公募による委員のほか各種地域活

動団体と連携して構成する。尚、一般公募については市民の参画を促進するため、委員数

の上限を定めず定期的に委員を募るものとする。 

２. 部会は運営委員会の定めにより下記のとおり構成するものとし、まちづくり協議会が主催

する事業の実践にあたる。 

（１）防犯防災部会 

（２）生活環境部会 

(３）人権同和部会 

（４）男女共同参画部会 

（５）教育文化部会 

（６）健康福祉部会 

（７）フレッシュ壬生野部会 

３. 前項の部会を円滑に運営させるため、各部会に部長及び事務局を置く。その選出方法は

互選とし、運営委員会の承認を得ることとする。 

（役 員 会) 

第 10 条 役員会は正副会長、事務局長、会計、幹事及び会長が必要と認めた者で構成し、会長が

適宜会議を招集し主宰する。 

（公 聴 会） 

第 11 条 公聴会は、全ての市民を対象とし必要に応じて開催するものとする。 

但し議決権は持たないものとする。 

２. 公聴会は、地域のニーズを協議会活動に反映させると同時に地域のコミュニティを活性

化させることを目的とする。 

 



（区 長 会） 

第 12 条 区長会は、壬生野地域の区長並びに第 13条第 1項に定める会長、副会長及び事務局 

長をもって構成する。 

２. 区長会は、会長が必要に応じて招集し、会議を開催するものとする。 

３. 前項の区長会を円滑に運営させるため、区長から区長会長を選出するものとする。選 

出方法は互選とし、区長会の承認を得ることとする。 

４. 区長会は、「住民自治協議会に関する規則」第 5 条（協定の締結）に基づき、「まちづ   

くりに関する基本協定書」の締結について審議するものとする。 

５. 区長会は、伊賀市が交付する地域包括交付金について、次の各号にかかげる事項につ 

いて審議するものとする。 

 （１）事務経費 

 （２）連絡事務経費 

        （３）報酬経費 

        （４）維持管理経費 

 

  

第 3章   役員及び委員 
 

（役  員） 

第 13 条 協議会に次の役員を置く。 

      （１）会    長  1   名 

      （２）副 会 長  3    名 

         （３）事 務 局 長  1   名 

（４）会    計  1    名 

       （５）幹    事  若 干 名 

２. 役員の選出は第 14 条第１項の運営委員の中から選考委員が推薦し、総会の承認を得るも

のとする。 

３. 協議会の運営をより円滑化するため細則に定める相談役を置くことができる。 

（委  員） 

第 14 条 協議会に次の委員を置く。 

（１）運営委員 

（２）まちづくり委員 

（３）選考委員 

（４）会計監査委員 

２. 運営委員及び会計監査委員は、壬生野地域の区長（若しくは代表者）及び、地域活動を実

践する各種団体等から選考委員が推薦したものとする。 

３. まちづくり委員は、一般公募及び選考委員の推薦によるものとする。 

４. 選考委員は壬生野地域の区長（若しくは代表者）とする。 

５. 第１項の委員数については細則にこれを定める。 

 

（役員の職務） 

第 15 条 役員の職務を次のとおり定める。  

（１）会長は、協議会を代表し会務を総括する。         



（２）副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。 

 (３）事務局長は、協議会の事務全般を統括し運営委員会の連絡調整を図る。 

（４）会計は、協議会の会計事務にあたる。 

（５）幹事は、協議会会務の運営にあたる。 

 

（委員の職務） 

第 16 条 委員の職務を次のとおり定める。 

（１）運営委員は、協議会を総括的に企画運営し地域住民への啓発に努める。 

（２）まちづくり委員は部会に属し、まちづくり事業の企画実践にあたる。 

（３）会計監査委員は、協議会会計の監査にあたる。 

 

（任  期） 

第 17 条 役員及び委員の任期は定期総会から定期総会までの 2 年間とする。ただし再選を妨げ

ない。 

２. 任期途中において欠員が生じた場合は、会長は役員会・運営委員会の議を経て後任者 

を補職する。この場合の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第４章   会計及び会計監査 
 

（会  計） 

第 18 条 この協議会の経費は、補助金、諸収入及びその他の収入をもって充当する。 

２. この協議会の会計年度は、毎年 4月 1日から始まり翌年 3月 31 日に終わる。 

（会計監査） 

第19条 この協議会の会計監査は、会計帳簿及び収入支出の状況を監査し、総会に報告するもの

とする。 

      

附 則 

１. この規約は、平成１６年１月２３日から施行する。 

２. この規約を改正しようとするときは、総会において出席者の過半数の賛同を得なければなら

ない。 

３. この規約に定めのない事項については、会長は運営委員会に諮り運営委員の承認を得なけ

ればならない。 

 

改  正   平成１７年３月２８日 

一部改正   平成１７年６月１０日 

一部改正   平成１８年４月２４日 

一部改正   平成２１年４月２５日 

一部改正   平成２２年４月２４日 

一部改正   平成２３年４月２７日 

一部改正   平成２６年４月２５日 

一部改正   平成３０年４月２０日 

 



壬生野地域まちづくり計画 参考

平成 30年 3 月改定

１．壬生野地域の概要

壬生野地域は、伊賀市の北東部に位置し、北は西柘植地域、西は府中地域及び河合地域、

南は山田地域と接し、東部に霊山を頂きその西側に位置する緩やかな丘陵地で、稲作農業

を中心とした田園地帯です。明治22年の市・町村制施行に伴い、山畑、川東、川西、西之澤の

４ケ村によって壬生野村が構成されたのが起源で、昭和30年の西柘植村との合併による春

日村、昭和 34 年の柘植町との合併による伊賀町（昭和の大合併）、また平成 16 年には上野

市および周辺５ヵ町村の合併で伊賀市（平成の大合併）となり、今日に至っています。

現在、壬生野地域まちづくり協議会は、山畑区、川東区、川西区、西之澤区、そして住宅団

地（希望ヶ丘区、川西青葉台区）と春日丘区の７つの自治会と山岸会（団体）で構成されてい

ます。平成 29年６月末現在での人口は3,529人、世帯数は 1,380世帯となっており、平成 17

年 4月末の協議会設立当初の人口は3,774人、世帯数 1,192世帯と人口で6.9％減、世帯数

で 13.6％増となっています。また、平成 28年（2016 年）9 月末時点の 65歳以上の高齢化率

は、30.1％となっています。（高齢化率が最も高い山畑区で 43.4％、最も低い希望ヶ丘区で

21.37％と大きな開きがあります。）なお、国勢調査を基にした2025年の高齢化率は、38.8％

と益々高齢化が進むことが予測されています。

２．まちづくりビジョン

（１）自立したまち壬生野

社会が成熟するに従い、人々の価値観の多様化が進む中、単に行政サービスを享受する

だけでは満足できない時代が到来しています。一人ひとりの価値観を大切にし、自らで出来

る事は自らで解決し、地域で出来る事は地域で解決する社会が求められています。

壬生野地域まちづくり協議会は各自治会と役割を分担しながら、地域の様々な諸課題の解

決を地域自らの意思で決定し、それに責任を持つまちづくりを進めます。

（２）誰もが住みよいと感じるまち壬生野

住みよいと感じる価値観は一様ではありませんが、災害・犯罪を防ぎ、安全に安心して暮

らせる社会、一人ひとりがお互いを認め合い、支えあうことができる社会を実現していくこ

とが大切です。壬生野地域まちづくり協議会は各自治会と協力し、様々な活動を通じ、人間

力、地域力を高め、より一層の人と人との絆づくりを進めます。

３．部会事業方針

まちづくりビジョンを実現していくため、当面以下の７部会を中心に住民の参画を得なが

ら、出来る事から一歩ずつ取組みます。なお、5 年後を目途に成果を評価し、部会の廃止や、

追加を行います。この他、引き続き「広報誌みぶの」を発行し、協議会や各自治会の活動内

容等の情報発信を行うとともに、地域の人々の絆が深められる「壬生野まつり」を実施しま

す。



（１）防犯防災部会

【課題と活動目標】

壬生野地域は、近年、土石流による家屋流失、洪水による大規模な家屋浸水、地震による

家屋損壊等の大きな自然災害に見舞われてきませんでした。このため住民の防災に対する

意識の希薄さが懸念されます。また、犯罪の少ない地域ですが、人の往来が益々多くなる

中で、犯罪を起こさせない地域、交通安全を守る地域づくりが大切です。

このため、各自治会に設置されている自主防災組織と連携協力し、これらの活動を支援

するため、情報の提供や組織間相互の調整等が円滑に実施できるよう取組みます。

【主な活動計画】

①防犯防災関連情報の提供

②青色パトロール車を活用した、地域の防犯・交通安全等の啓発

③ため池ハザードマップの活用

④各区自主防災組織との連携

(2)生活環境部会

【課題と活動目標】

地域の恵まれた生活環境や自然環境を守り、次世代へ引き継いでいくことは、「住みよい

と感じるまち壬生野」を実現していくうえで重要です。しかしながら、ゴミの不法投棄や投

げ捨てが後をたちません。また、生活や事業活動から生じる水質汚濁、悪臭、騒音等のいわ

ゆる公害を防止していくことや、地域の主産業である稲作を中心とした農業を、イノシシ・

鹿・サル等の獣害から守ることも重要です。このため、各自治会、行政等と連携協力し問題

の解決に努めます。

【主な活動計画】

①公害要因の調査等環境改善活動

②獣害対策のサポート

③清掃活動

（３）人権同和部会

【課題と活動目標】

「住みよいと感じるまち壬生野」の実現のためには、人と人がお互いを認め合い、支えあ

える地域社会としていくことが大切です。住民一人ひとりが生涯を通じ健全な人権感覚を

高めていくため、自らの意思で学んで行くことが重要です。このため、学習機会の提供や啓

発に努めます。

【主な活動計画】

①学校との連携

②人権フィールドワーク等を活用した研修と体験

③人権課題の把握

④各区の取組みへのサポート

(4)男女共同参画部会

【課題と活動目標】

地域社会の意思決定やその営みの多くは、今なお男性中心で行われている現実がありま

す。こうした活動に女性の発想や意見を取り入れていくことは、住みよいと感じるまちづくり

を進めるうえで大変重要です。こうした固定観念を払拭するため、地域活動団体等の構成員

に積極的に女性参加を促すなど、地域の運営に女性の参加が増えるよう取組みます。



【主な活動計画】

①女性参画への理解と生活改善の推進

（男性が参加する家事体験教室等・女性が多く参加する活動体験等）

(5)教育文化部会

【課題と活動目標】

地域の歴史や文化を学ぶことは、地元の良き歴史・文化が継承されるばかりでなく、地

域で生まれずっとここで生活をしてきた人にとっては、地域の再発見、再認識に繋がりま

す。他地域から移り住んだ人にとっては、地域を深く知る機会となります。

また、地域で生まれた子どもたちにとっては、仮に大人になって他地域で住んでいても、

故郷のよき記憶として、いつまでも心に刻まれます。こうした学びを通じ地域の誇り、地域

愛を育み絆が深められるまちづくりを進めます。

【主な活動計画】

①壬生野地域の歴史文化の再発見活動

②自然環境学習

（壬生野の誇る自然や天然記念物保全）

③壬生野地区文化サークル活動への支援

④子どもたちへの昔遊びの伝承

（６）健康福祉部会

【課題と活動目標】

急速な高齢化社会が到来する中で、買い物や通院等の移動手段が無いことや、自宅敷

地内を清掃することもままならない高齢者世帯の増加が予想されます。公的な福祉サー

ビスの他、地域で助け合い、支えあう社会が求められています。このため、各自治会と役

割分担しながら、助け合い、支え合える仕組み作りとともに、提供が可能なサービスから

取組みを進めます。

また、より良い生活を送るため、健康づくりや子育て支援等、地域で出来る福祉支援に

取り組みます。

【主な活動計画】

①健康維持の活動と啓発

②各自治会の福祉サービスへの支援

（高齢者の移動手段・独り暮らし高齢者への見守り支援等）

（７）フレッシュ壬生野部会

【課題と活動目標】

これまで、壬生野地域まちづくり協議会の運営や活動は、主に６０歳代を中心に行われて

きましたが、多くの地域住民がまちづくりに参加頂くためには、若い人たちの意見が反映さ

れ、参加するまちづくりが行われることが重要です。

このため、地域の次世代を担う若者（概ね20歳代～50歳代まで）で構成された部会を設

け、若い人の発想で、取り組むテーマや事業計画を自ら定め、自由活発な意見交換を行い、

まちづくりを進めます。

【主な活動計画】

部会設置後、自由に計画決定します


