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第 1 号議案  

平成 28年度 菩提寺まちづくり協議会 会議及び活動報告 

〇 通常総会 平成 28 年 5 月 22 日(日) 

〇 臨時総会 平成 29 年 2 月 5 日(日) 

〇 合同役員会 

年月日 摘  要 

平成 28 年  4 月 13 日 第 1 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年  5 月 11 日 第 2 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年  6 月  8 日 第 3 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年  7 月 13 日 第 4 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年  8 月 10 日 第 5 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年  9 月 14 日 第 6 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年 10 月 12 日 第 7 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年 11 月  9 日 第 8 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 28 年 12 月 14 日 第 9 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 29 年  1 月 11 日 第 10 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 29 年  2 月  8 日 第 11 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

平成 29 年  3 月  8 日 第 12 回 四役･委員長･区長･自治会代表･監事･書記が出席 

〇 広報誌 まち協だより 年 3 回発行(6 月、10 月、3 月) 

〇 他の主な活動 

年月日 内 容 

平成 28 年  4 月 30 日 平成 28 年度きらめき湖南プレゼンテーション 

平成 28 年  5 月  9 日 奈良県王寺町自治連合会視察研修会開催 

平成 28 年  4 月～5 月 地産地消 タケノコ・しいたけ販売 

平成 28 年  6 月 19 日 防災講演会「避難所運営勉強会」 

平成 28 年  7 月～8 月 カブトムシ販売 

平成 28 年  9 月  4 日 防災研修会 兵庫県広域防災センターでの体験学習・訓練 

平成 28 年  9 月 11 日 第 1 回認知症高齢者の発見・保護勉強会 

平成 28 年  9 月 25 日 熊本地震チャリティコンサート 湖南市 7 まち協合同開催 

平成 28 年 10 月 15 日 第 2 回認知症高齢者の発見・保護勉強会 

平成 28 年 10 月 30 日 菩提寺まちづくりフェスタ 2016 開催 

平成 28 年 11 月 13 日 菩提寺学区親善グラウンド・ゴルフ大会開催 

平成 28 年 11 月 20 日 認知症高齢者の発見・保護訓練の本番実施 

平成 29 年  1 月  1 日 菩提寺山初日の出ハイキング 

平成 29 年  1 月 29 日 すくすく広場開催 

平成 29 年  2 月  5 日 認知症講演会 

平成 29 年  3 月  滋賀県立大生による竹林・バンブーハウスの補修整備 

平成 29 年  3 月 11 日 第 5 回歴史講座開催 

 



第１号議案

委員会名 福祉・安全委員会 委員長 藤原　光司 委員人数 ７人

委員参加区 菩提寺、イワタニランド、北山台、サイドタウン

事業目的・目標 目的：少子高齢化の時代に全住民が安心して暮らせる地域を目指す

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業計画 予算

1）菩提寺学区の防災体制の確立 ¥300,000

◎先進地域研修会 ¥250,000

◎防災防犯講演会開催 ¥50,000

2）安心して暮らせるまちづくり ¥100,000

◎認知症研修会企画実地 ¥80,000

◎認知症捜索隊訓練 ¥20,000

3）健全な成長を育むまちづくり ¥150,000

◎第5回すくすく広場の開催 ¥120,000

◎子育て中の両親のための相談会開催 ¥30,000

４）まち協共同事業 ¥0

◎きらめき湖南事業

◎まちづくりフェスタ

¥550,000

事業実績 決算

1）菩提寺学区の防災体制の確立

◎先進地域研修会 兵庫県広域防災センター ¥237,024

◎防災防犯講演会開催 HUG研修会開催 ¥5,184

小計 ¥242,208

2）安心して暮らせるまちづくり

◎認知症研修会企画実地 第1回・第2回・第3回・第4回 ¥59,686

◎認知症捜索隊訓練 ¥10,730

小計 ¥70,416

3）健全な成長を育むまちづくり

◎第5回すくすく広場の開催 ¥130,244

＊子育て相談室同時開催

＊まち協啓発活動用ブルゾン ¥66,064

小計 ¥196,308

４）まち協共同事業

◎きらめき湖南事業 ¥0

支出 支出合計 ¥508,932

収入 ＊兵庫県広域防災センター研修会参加費 収入合計 ¥33,000

収支 ¥475,932

総括：実施事項の内で特によかった点

第5回すくすく広場で子ども58名保護者42名と過去最高の

100名の参加を得ることが出来た。

民生委員さんとの協力体制も定着してきたと思われる。

当該年度の事業
計画および予算
計画

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標： １．菩提寺学区の防災体制の確立

　　　　２．子供から高齢者までが安心して暮らせるまちづくり

　　　　３．子供たち健全な成長を育むまちづくり

　　　　４．まち協共同事業

計

平成28年度　事業実績・会計報告書

当該年度の事業
実績および決算
報告



第１号議案

委員会名 文化芸術委員会 委員長 田中　秀明 委員人数 ８人

委員参加区 菩提寺、北山台、三上台、サイドタウン、イワタニランド

事業目的・目標 目的：自然と文化歴史を生かしたまちづくりを目指す

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業計画

1）歴史文化資料室の維持管理及び新企画 ¥270,000

　①歴史資料室の維持管理計画 ¥120,000

　②③歴史資料室と連携した講演会、内部研修 ¥50,000

　④展示品の維持管理 ¥100,000

2）歴史の小径を核として散策路の整備 ¥50,000

　①②歴史の小径及び霧降の瀧の整備、維持管理 ¥50,000

　③遊歩道の案内板の設置 きらめき湖南事業 ¥50,000

3）正しい歴史の伝承と新しい菩提寺との融合 ¥10,000

　①「菩提寺地域の魅力探し」の企画、実施 ¥10,000

　②菩提寺のこども（小学生）とのコラボレーション きらめき湖南事業 ¥50,000

４）まち協共同事業 ¥0

　＊土曜日事業　＊きらめき湖南事業

¥100,000 ¥330,000

事業実績

1）歴史文化資料室の維持管理及び新企画

　①歴史資料室の維持管理計画 （企画展示・パンフレットプリント） ¥79,191

　②歴史資料室と連携した講演会 （講演会3回） ¥22,098

　④展示品の維持管理 （照明器具等の購入・パンフレットラック） ¥119,166

小計 ¥220,455

2）歴史の小径を核として散策路の整備

　①②歴史の小径及び霧降の瀧の整備、維持管理（きらめき湖南事業で支出） ¥6,983

　③遊歩道の案内板の設置 （案内板パネル購入） ¥37,500

小計 ¥44,483 ¥0

3）正しい歴史の伝承と新しい菩提寺との融合

　①「菩提寺地域の魅力探し」の企画、実施 （DVD編集用機材の購入） ¥76,925

　②菩提寺のこども（小学生）とのコラボレーション （土曜日事業で実施）

小計 ¥76,925

４）まち協共同事業

　＊土曜日事業　＊きらめき湖南事業 ¥0

支出 支出合計 ¥44,483 ¥297,380

収入 　＊「菩提寺歴史散歩」の販売（19冊） 収入合計 ¥19,000

収支 ¥278,380

総括・今年度の特異点：

　　　　・まちづくりセンターが出来て２年になり、歴史文化資料室も２年が過ぎ、地元の歴史を地元の人にもっと知っても

　　　　　らうための工夫をしてきた。何度も足を運んでもらうために、企画展を開き、歴史講座も実施してきた。

　　　　・歴史文化資料室運営協議会も定期的な会合を開き、内部研修会などで知識を吸収して企画展に生かして来た。

予算

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標： １．自然を大切にし、触れ合うまちづくり

　　　　２．まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする

　　　　３．文化歴史を未来につなぐまちづくり

　　　　４．まち協共同事業

当該年度の事業
実績および決算
報告

¥430,000

当該年度の事業
計画および予算
計画

計

平成28年度　事業実績・会計報告書
決算



第１号議案
委員会名 地域活性化委員会 委員長 保田　芳利 委員人数 １０人

委員参加区 菩提寺、みどりの村、三上台、イワタニランド、北山台、サイドタウン、近江台 サポーター4名

事業目的・目標 目的：地域にコミュニティビジネスを起業

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業計画 予算

1）地産地消の推進 まちづくりセンターで販売 ¥60,000

　（１）椎茸、ヒラタケ、筍の生産・販売 収穫に応じて販売する ¥30,000

　（２）コミュニティビジネスの企画・検討 ¥30,000

2）まちづくりセンターを地域情報の発信の場とする ¥20,000

　　エコ環境事業の発信　・生ごみリサイクルの推進 ¥20,000

3）自然を大切にし、触れ合うまちづくり ¥500,000

　　「菩提寺ふれあいファーム」の完成　

　①バンブーハウスの活用 行事・イベントを企画する ¥20,000

　②竹林施設・散策路の完成充実 歩道、標識、遊具、作成と整備 ¥260,000

　③竹林施設の維持管理 施設の補修と竹チップ機作業 ¥150,000

　④カブト虫、クワガタ虫の育成 育成研究、資材購入 ¥20,000

　⑤地域ボランティアグループ、中学生との連携 一緒に整備作業を行う ¥50,000

４）まち協共同事業 ¥0

　＊きらめき湖南事業 ¥100,000

¥100,000 ¥580,000

事業実績 決算

1）地産地消の推進

　（１）椎茸、ヒラタケ、筍の生産・販売 まちづくりセンターで地産品販売 ¥14,568

　（２）コミュニティビジネスの企画・検討 カブト虫育成販売

小計 ¥14,568

2）まちづくりセンターを地域情報の発信の場とする

　　エコ環境事業の発信　・生ごみリサイクルの推進 フェスタで展示PR ¥0

3）自然を大切にし、触れ合うまちづくり

　　「菩提寺ふれあいファーム」の完成　

　①バンブーハウスの活用 北中生の環境授業

　②竹林施設・散策路の完成充実 滋賀県立大生が補強作業 ¥144,385

　③竹林施設の維持管理 竹林整備に伴う消耗品 ¥58,100

　④カブト虫、クワガタ虫の育成 カブト虫を育成し販売 ¥59,637

　⑤地域ボランティアグループ、中学生との連携 菩提寺きずな会と北中生（整備） ¥20,000

小計 ¥282,122

４）まち協共同事業

　＊きらめき湖南事業 チップ機の使用による散策路整備 ¥0

支出 支出合計 ¥296,690

収入 椎茸の売上 ¥51,300

ヒラタケの売上 ¥23,400

はやと瓜の売上 ¥2,900

筍の売上 ¥151,861

カブト虫の売り上げ ¥38,400

収入合計 ¥267,861

収支 ¥28,829

総括：実施事項の内で特によかった点
・竹の子が豊作で北山台、サイドタウン自治会の方々筍堀を楽しんでいただけた。
・竹の子の売り上げも例年に比べて多額になった
・初めての試みでカブト虫を育成し販売した。今後のコミュニティビジネスに繋がった。

タイムスケジュールと進め方

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標： １．地産地消の推進

　　　　２．まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする

　　　　３．自然を大切にし、触れ合うまちづくり

　　　　４．まち協共同事業

¥680,000

当該年度の事業
計画および予算
計画

平成28年度　事業実績・会計報告書

当該年度の事業
実績および決算
報告

実施

計



第１号議案

プロジェクト名 きらめき湖南 リーダー 田中　秀明 委員人数 ３委員会

委員参加区 菩提寺７区

事業目的・目標 目的：菩提寺周遊散策広場整備事業パートⅡ（維持管理システムの構築）

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

事業計画 予算

1）散策路の整備 ¥750,000

2）ボランティア団体との共同作業 ¥250,000

¥1,000,000

事業実績 決算

1）散策路の整備

　①整備用機材・消耗品 ¥248,998

　②参加作業者への飲み物、他 ¥25,236

　③作業用機器のレンタル（チップ加工機） ¥340,307

　④菩提寺山案内図印刷 ¥95,040

　⑤スズメバチ駆除・他 ¥5,214

小計 ¥714,795

2）ボランティア団体との共同作業

　①軽トラ・消耗品　橋の補修　草刈り ¥44,319

　②参加者への飲み物・防災食 ¥29,110

　③案内板作成・取り付け ¥33,526

　④活動用反射ベスト ¥85,000

小計 ¥191,955

文化芸術委員会計上経費(再掲）　歴史の小径を核として散策路の整備

　①②歴史の小径及び霧降の瀧の整備、維持管理 （きらめき湖南事業で支出） ¥6,983

　③遊歩道の案内板の設置 （案内板パネル購入） ¥37,500

小計 ¥44,483

支出 支出合計 ¥951,233

総括：実施事項の内で特によかった点

　　　　・きらめき湖南地域活性化事業は今年度で終了するため、これまで活動して作り上げてきた物を維持管理して行くため

　　　　　その方法を作り上げるための活動をしてきました。各自治会との連携を取りながら活動していきたい。

計

平成28年度　事業実績・会計報告書

当該年度の事業
実績および決算
報告

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標： １．散策路の整備

　　　　２．ボランティア団体との協同作業

当該年度の事業
計画および予算
計画



第１号議案
プロジェクト名 菩提寺まちづくりフェスタ リーダー 永田　誠治 委員人数 10人

委員参加区 菩提寺、みどりの村、三上台、イワタニランド、北山台、サイドタウン、近江台

事業目的・目標 目的：菩提寺学区住民が主体になり一堂に会する親善事業の実施

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

予算

1）まちづくりフェスタの開催 ¥300,000

¥300,000

1）まちづくりフェスタの開催

　　開催日時　　平成28年10月30日(日) 展示部会費用 ¥16,458

　　開催場所　　菩提寺まちづくりセンター 芸能発表部会費用 ¥23,284

　　開催内容　　サークル・団体芸能発表 模擬店部会費用 ¥64,875

　　　　　　　　　　各区・団体・学校作品展示 共通経費・謝礼 ¥103,410

　　　　　　　　　　各区・団体模擬店出店　18出店 送迎バス費用 ¥84,800

　　　　　　　　　　青少年育成学区民会議ハリキリンピック

　　実行委員会3回開催

　　事前準備3日間　　各区のご協力を得る

支出合計 ¥292,827

予算残高 ¥7,173

総括：今年度の特記事項

　　・事務局体制の不備で出演・出展者にご迷惑をお掛けした。

　　・開催日を変更して、雨が多かったフェスタが天候に恵まれ実施できた。

　　・送迎バスを運行して各区からの足の確保が出来た。

当該年度の事業
実績および決算
報告

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標:菩提寺学区民が、創意工夫による企画と自主的・主体的な運営を行い、地域に根差した

 「出会い・ふれあい・学び合い」の場づくりをする事で「まちづくり」に寄与します。

　また、まちづくりセンターを利用するサークル等の学習活動の成果発表や交流の場として

「地域づくり・人づくりの輪」が広がる事を目指す。

事業計画

当該年度の事業
計画および予算
計画

計

平成28年度　事業実績・会計報告書
事業実績



第１号議案
プロジェクト名 親善事業 リーダー 中野　富雄 委員人数 5人

委員参加区 菩提寺、みどりの村、三上台、イワタニランド、北山台、サイドタウン、近江台

事業目的・目標 目的：菩提寺学区7区親善が図れる事業の実施

実施期間 平成28年4月1日～平成29年3月31日

予算

1）親善グラウンド・ゴルフの開催 ¥120,000

¥120,000

1）親善グラウンド・ゴルフの開催

　　開催日時　　平成28年11月13日(日) 賞状・賞品・参加賞 ¥95,578

　　開催場所　　菩提寺多目的グラウンド 参加者飲み物 ¥7,446

　　大会には菩提寺学区6区が参加　　参加者合計92名 運営謝礼 ¥3,000

　　　近江台は運営委員として事業参加 消耗品等 ¥8,650

支出合計 ¥114,674

予算残高 ¥5,326

総括：実施事項の内で特によかった点

　　・今回は菩提寺多目的グラウンドにて実施したため、コースに難しさがなく参加者みんなが楽しめた。

　　・天候に恵まれたこと

　　・湖南市グラウンド・ゴルフ協会のご協力が得られ、コースづくりから運営まで指導ご手配頂いた。

当該年度の事業
実績および決算
報告

　　　　　　　　　　　　平成28年度　事業計画・会計予算

目標： １．　菩提寺学区7区親善が図れる事業の実施

事業計画

当該年度の事業
計画および予算
計画

予算合計

平成28年度　事業実績・会計報告書
事業実績



第１号議案

プロジェクト名 土曜日事業支援 リーダー名 桒名　隆明 委員人数 ３委員会

委員参加区

目標：　 １）　年10回の事業開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　２）　まちづくりセンターの活用　

　　　　　３）　両小学生の交流

実施期間

タイムスケジュール 予算

¥150,000

土曜日事業企画会議 2016年5月12日

2016年6月～2017年2月

6月18日

2回夏休み教室（別）　勉強会（菩小・北小）　 7月27日

3回夏休み教室（別）　勉強会（菩小）　絵画（北小） 8月2日

4回夏休み教室（別）　勉強会（北小）　絵画（菩小） 8月10日

5回夏休み教室（別）　勉強会（菩小・北小） 8月24日 8月22日

6回ペットボトルロケット大会（合同）　菩小（体育館・運動場）　 9月24日

7回ペット啓発看板づくり（合同）　まちづくりセンター 10月8日

8回年賀状作り（別）　手作り年賀（菩小・北小） 12月10日

9回新春書初め大会（別）　午前（北小）・午後（菩小） 1月6日

10回菩提寺山案内板取付ハイキング（合同）　まちづくりセンター 2月18日

¥150,000

決算額

当該年度の 2016/6/1～2017/3/31

事業実績 参加者

及び会計 1回　史跡めぐり（低学年保護者同伴） 5 謝礼 ¥3,629

決算報告 2回　夏休み教室（北小でかき氷提供） 120 食材費 ¥5,325

3回　夏休み教室（菩小でかき氷提供） 136

4回　夏休み教室 146

5回　夏休み教室 129

6回　ペットボトルロケット（親子参加） 家族 14 教材費 ¥43,092

7回　ペット啓発板（参加者の区に配布） 5 材料費 ¥47,944

8回　手作り年賀状 31 教材費 ¥6,588

9回　書初め 54 教材費 ¥10,816

10回　案内板取付ハイキング（低学年保護者同伴） 12 ¥0

合計人数 652

北中生のボランティア参加（まち協依頼） 38人

1～10回傷害保険料（ボランティアスタッフ含む） 960人 ¥37,232

支出 支出合計 ¥154,626

収入 ペットボトルロケット材料費参加者一部負担（500円×14名） 収入合計 ¥7,000

収支 ¥147,626

総括・実施事項の内で特に良かった点：

　・合同のまち協事業（4回）と両校での参加事業（6回）とした。

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

平成２８年度　　事業計画・会計予算書

菩提寺学区　７区

事業目的・目標

目的： 地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る

特記事項：　小学会2校合同で
行うもの、小学校別に行うもの
に分け参加しやすくする。

当該年度の
事業計画
及び
予算計画

事業計画と実施項目

土曜日事業の企画と活動の支援を行う　（年間予算）

年間10回の土曜日事業の実施

1回菩提寺の歴史史跡めぐり（合同）　まちづくりセンター

計

平成２８年度　　事業実績・会計報告書

事業実績

支出

　・両校小学生及び北中生・地域ボランティアとの交流が図れた。



第2号議案

自：平成２８年４月１日　至：平成２９年３月３１日

　収入の部 (実績－予算） (単位:円)

　　　　　　　　項　　　　目 28年予算 28年実績 比較増減 摘　　　要

市支出金 3,064,000 3,064,000 0

事 業 加 算 金 2,114,000 2,114,000 0 まちづくり交付金

事 業 交 付 金 950,000 950,000 0 地域活性化推進事業交付金 ・人権活動交付金

社協支出金 150,000 150,000 0

事 業 交 付 金 150,000 150,000 0 小地域福祉活動交付金

学区支出金 708,000 673,000 -35,000

区 分 担 金 588,000 553,000 -35,000 区分担金

事 業 参 加 料 120,000 120,000 0 グラウンドゴルフ大会

子どもゆめ基金 0 0 0

子どもゆめ基金 0 0 0

寄　付　金 0 0 0

寄 付 金 0 0 0

事業収入 88,000 326,861 238,861

福 祉 ・ 安 全 20,000 33,000 13,000 防災見学参加費

文化・土曜日事業 0 26,000 26,000 書籍売上・教材費一部負担金

地 域 活 性 化 68,000 267,861 199,861 地産品売上金

委託金 150,000 150,000 0

事 業 委 託 金 150,000 150,000 0  まちづくりフェスタ

宝くじコミュニティ助成金 2,500,000 2,500,000 0

宝 く じ 助 成 金 2,500,000 2,500,000 0 備品等の購入整備

雑　収　入 300 55,014 54,714

雑 収 入 300 10,824 10,524 預金利子

精 算 金 0 44,190 44,190 27年度子どもゆめ基金清算金

売 上 金 0 0

繰　越　金 546,987 546,987 0

繰 越 金 546,987 546,987 0 前年度繰越金

積立定期解約金 2,708,188 定期9口　29年2月14日解約

　　　　　　　　合　　　　計 7,207,287 10,174,050 2,966,763 定期を引いた差額　258,575

以上の通り報告します。

平成　２９年　３月　　３１日

菩提寺まちづくり協議会 会計　　桒名　隆明 印

平成２８年度　菩提寺まちづくり協議会　決算書



第2号議案

支出の部 (単位:円)

２８年度 ２８年度 ２８年度

当初予算 流充用 現計予算 実　績 予算残額

　会　議　費 85,000 0 85,000 59,960 25,040

総 会 費 15,000 15,000 15,748 -748 総会時花代・お茶代他

会 議 費 70,000 70,000 44,212 25,788 まち協会長会議負担金他

　総　務　費 3,480,700 653,188 4,133,888 4,092,071 41,817 解約残金・予備費から流用

印 刷 製 本 費 70,000 70,000 12,318 57,682 会議資料・コピー代

消 耗 品 費 80,000 80,000 239,686 -159,686 事務消耗品等

通 信 費 142,400 142,400 104,076 38,324 インターネット通信費

光 熱 水 費 0 0 0 0

役 務 費 10,000 10,000 0 10,000

広 報 費 130,000 130,000 124,778 5,222 まち協だより・Ｈ/Ｐ契約費等

活 動 費 382,000 382,000 377,000 5,000 役員活動費

備 品 購 入 費 2,564,500 653,188 3,217,688 3,182,413 35,275 宝くじ助成備品、他備品の購入

保 険 料 36,800 36,800 36,800 0 バンブーハウス障害保険料

賃 貸 料 15,000 15,000 15,000 0 BBH・倉庫・掲示板の土地賃借料

修 繕 費 50,000 50,000 0 50,000

　事　業　費 3,030,000 0 3,030,000 2,616,362 413,638

福 祉 ・ 安 全 550,000 550,000 508,932 41,068 防災研修、すくすく広場、人権活動

文 化 芸 術 330,000 330,000 297,380 32,620 歴史の小径整備・資料室管理維持費

地 域 活 性 化 580,000 580,000 296,690 283,310 環境整備・コミュニティビジネス

人 材 育 成 0 0 0 0 休会

まちづくりフェスタ 300,000 300,000 292,827 7,173 ３部会経費・送迎バス

き ら め き 湖 南 1,000,000 1,000,000 951,233 48,767 菩提寺周遊散策整備事業（3委員会）

親 善 事 業 120,000 120,000 114,674 5,326 賞状、賞品

土 曜 事 業 支 援 150,000 150,000 154,626 -4,626 小/中学生育成

　諸 支 出 金 30,000 30,000 30,000 0

積 立 金 0 0 0 0

雑 支 出 金 30,000 30,000 30,000 0 甲北中３０周年記念事業負担金

　予　備　費 581,587 -500,000 81,587 26,082 55,505

予 備 費 581,587 -500,000 81,587 26,082 55,505 前年度コーヒー材料費残額

7,207,287 7,360,475 6,824,475 536,000

　定期解約金　2,708,188 0

区返還金 2,555,000 2,555,000 0 各区に返還

備品購入充当 -153,188 0 0 備品購入費へ　153,188

　　　　小　　　　　計 7,207,287 9,915,475 9,379,475 536,000

  　　　次年度繰越金 794,575

　　　　合　　　　　計 7,207,287 0 9,915,475 10,174,050 258,575 当初予算からの差額　2,966,763

以上の通り報告します。 平成　２９年３月３１日

菩提寺まちづくり協議会 会計　　桒名　隆明 印

小　　計

項　　　目 摘　　　要

　　平成２８年度　菩提寺まちづくり協議会　決算書
自：平成２８年４月１日　至：平成２９年３月３１日



第3号議案

平成28年度会計監査報告

平成28年度菩提寺まちづくり協議会の事業及び収支決算について､
出納簿をはじめ関係諸帳簿ならびに証拠書類等を対照調査した結果､
その執行に対し適正に事務処理されているので正当であることを認める｡

菩提寺まちづくり協議会

菩提寺まちづくり協議会

会計監査日　　平成29年4月吉日

≡三__二二薯
菩提寺まちづくり協議会　会長　木ノ下　良三　様



第４号議案 

 

新役員の推薦(案) 

 

役 職     氏 名          所属地区 

会計      中村 春次       北山台 

事務局長    川上 昭        みどりの村 

監事      鵜飼 孝        菩提寺 

 

任期： 平成２９年度総会から、平成３０年度総会まで 

 

以上の方々を推薦いたします。 

 

 

 

 

                      平成 29年 4月 30日 

 

役員選考委員会 副委員長 松本 高治 

 

 

 

 

 

 

              



第 5 号議案 

 

菩提寺まちづくり協議会 会長方針 

 

昨年宣言したことが出来ませんでした。もう一年方針を変えずチャレンジしたい。 

 

1.《 あってよかった菩提寺まちづくり協議会 》 

イベントだけでなく区を超えての諸問題の解決に向けて区長会と連携し、各区に必要と

されるまちづくり協議会・まちづくりセンターとしていきたい。 

 

2.《 区で行うよりも学区全体で行うほうがより効果が高いものを実施 》 

市の交付金・助成金・補助金及び各区負担金を有効に生かし、限られた財政での有効な

運営を行っていきます。コミュニティプランの見直しを行い、無理のないまちづくり活

動としていきます。 

 

3.《 住民目線で 》 

１年が経過しても活動を担う役員・委員になり手が無い現状があります。もっと携わり

たい(参加したい)人が増えるよう情報公開をして菩提寺まちづくり協議会を知ってい

ただくよう努めていきます。 

広報活動としてのホームページ・まちづくり協議会だよりが十分に稼働していません。 

再度取り組みを行い生きた広報としていきます。 

委員会活動は各区参加で運営が基本理念ですが経年とともにバランスが崩れています。

これも継続して見直しが必要です。 

自治会はそれぞれ独立して活動しています。その上においての菩提寺まちづくり協議会

の役割を原点に返って考えながら運営します。 

 

4.《 地域での他の団体との協働 》 

菩提寺学区青少年学区民会議とは一本化いたしました。 

引き続き縦割りの団体活動でなく、協働し合える協議会を模索していきます。 

 

菩提寺まちづくり協議会  

平成 29年度会長 木ノ下良三 



継続事業として認知症保護訓練があります。

地域の皆様の御理解御協力が必要です。

水平展開ができれば防犯防災にも活用できると

思います。

御参加宜しくお願いします。

合計 ¥530,000

該当年度の

事業計画及び

　②まちづくりフェスタ 10月29日

◎合同事業

　①菩提寺山 通期

　③保護訓練実施 11月26日 ¥12,000

　④反省会・講演会 2月4日 ¥44,000

　①勉強会 9月10日 ¥12,000 高齢化に伴う重大課題に地域住民の理解が広まる。

　②保護訓練事前勉強会 10月15日 ¥12,000

　　　未就学児童の親子交流会

◎認知症捜索隊研修会

　　　会話のある皆で食事のできる場所の提供

　②第6回すくすく広場 *青少年育成部会事業 1月28日 ¥0

◎子育て事業

　①子供食育教室 年間5回を予定 ¥100,000 子供たに楽しく食事をしてもらいたい

　②防災研修会の実施 年1～2回開催 ¥150,000 地域防災の参考になれば

　　　湖南市他地域の備え、実情を学ぶ

　①防災マニュアル作成 年度内に地域住民に配布 ¥200,000 地域住民の防災に関する意識の向上

予算計画 　　　菩提寺における備えを記した資料の作成

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方 予算計画 期待効果

◎菩提寺地域防災事業

③認知症捜索隊研修会

④合同事業

実施期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業目的 こどもから高齢者が安心してくらせる地域づくり

事業内容 ①菩提寺地域防災事業

②子育て事業

第６号議案 『福祉・安全委員会』　平成29年度　事業計画・会計予算書

参加区
イワタニランド・菩提寺・北山台

参加人数 ７名
特記事項

サイドタウン・みどりの村



第６号議案 『文化芸術委員会』平成２９年度　事業計画・会計予算書（案）
特記事項

事業目的 自然と文化歴史を生かしたまちづくり ①自分たちの住む地域（歴史）を知り、故郷を大切にする

事業目標 　１．自然を大切にし、触れ合うまちづくり 　心で、人づくり・まちづくりをサポートする。
　２．新まちセンを地域情報の発信の場にする ②「歴史文化資料室」の維持管理と企画展等、新企画展示
　３．文化歴史を未来につなぐまちづくり 　の活動を進める。

実施期間 　平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日まで

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方 予算計画

　当該年度の
　事業計画
　及び ・10月～12月 80,000

　予算計画 ・年３回程度 30,000

・年３回程度 30,000

・月１回の運営協議会の定例会 50,000

毎月１回の整備作業の実施 50,000

20,000

定期的に遊歩道を巡回、点検１回/月 30,000

昔から伝わる伝統行事等の記録、各　 20,000

自治会での行事の記録、DVD化

土曜日事業の中でのワークショップ 20,000

80,000

　

合計 410,000

　　地域の発展状況を記録する 　後世に伝えていく。

②　「菩提寺のこども（小学生）」とのコラボレーション ・土曜日事業を通じて、子どもたちに菩提寺の歴史

③　コミュニティセンター前　案内板の更新 　を知ってもらう。

①　「菩提寺地域の魅力探し」の企画・実行 ・菩提寺に伝わる行事や風習などを調べ記録を残し

・菩提寺の歴史を含め、気軽に行ける

③　菩提寺山遊歩道及び案内板等の維持管理 　ハイキングコースとして維持管理し

　安全に歩けるコースにする。

３）正しい歴史の伝承と、新しい菩提寺との融合

②　霧降の瀧遊歩道の維持管理 　

・歴史文化資料室の維持・向上の知識と技術を

　身に付ける。

２）菩提寺山の歴史の小径・霧降の瀧等の散策路の整備

①　歴史の小径の整備維持管理 ・小径を訪れた人が、また来たいと

　　（草刈、竹刈、散策路の清掃・階段の補修・丸木橋の補修） 　思える環境を作る。

③　歴史文化資料室運営協議会の内部研修・博物館協議会研修参加 　させ、滋賀県博物館協議会に加盟する。

④　展示品の維持管理　展示資料のパンフレット作成 ・展示品補修・レプリカ作成。

②　企画展示に関する歴史講座の開催 ・展示室運営協議会の位置づけを明確に

委員参加区
菩提寺、北山台、三上台、サイドタウン、

イワタニランド
委員長名 田中秀明 委員人数 ８名

期待効果

１）歴史文化資料室の維持管理及び新企画 　（企画展示の計画）

①　歴史文化資料室の企画展示



菩提寺区　7区 委員長名 浅井　基義 参加人数 10名

地域にコミュニティビジネスを起業 新しい取り組みは考えていないが、今まで取り組んできたことを

１．地産地消の推進 充実させ、住民の融和を図り収入源を増やしていきたい。

２．まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする

３．自然を大切にし、触れ合うまちづくり

30年2月 特産品の開発・加工…高齢者の参加を促す。

・カブト虫の育成と販売 各地区の夏祭りで販売する こどもへのまち協認知度向上の取り組み

合計 ¥546,000

協力関係をつくり、住みよいまちづくりを目指す。

・施設の整備と充実 12月～3月（滋賀県立大学と共同作業） ¥150,000 住民が憩える場所づくり

・竹林全体の整備 春、秋、冬期 ¥250,000 　　　　同上

・竹林施設に名称を付ける 4月～7月 竹林のイメージアップを図る

・菩提寺きずな会、甲西北中学との協力関係をつくる ¥50,000

・各区、自治会単位で竹の子堀りの実施 3月末から5月上旬 住民の融合が図られる。

・タケノコの販売 　　　　同上 ¥1,000 まちづくりセンターの活用と収入源。

・竹材の加工品の作成 ¥20,000

¥20,000

3.自然を大切にし、触れ合うまちづくり

販売して収入源とする。また購入者に喜んでいただく。

2.まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする

・ひらたけの原木作成と販売 12月に原木伐採。2～3月菌植え ¥5,000

¥50,000 地域に喜ばれ、まち協の活動資金となる収入を目指す。

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方 予算計画 期待効果

1.地産地消の推進

実施期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

9月に住民に販売

予算計画

該当年度の

事業計画及び ・シイタケの育成と販売 春季、秋季に販売

『地域活性化委員会』　平成29年度　事業計画・会計予算書(案)
特記事項

事業目的

事業内容

参加区

第６号議案



平成29年度からの新規委員会事業

第６号議案 『子ども育成委員会』　平成29年度　事業計画・会計予算書(案)

参加区
イワタニランド・菩提寺・北山台・近江台

参加人数 4名
特記事項

サイドタウン・みどりの村・三上台

事業目的 　地域の子供は地域で守り育てる

事業内容 　1.子どもたちをあたたかく見守り、安全安心できるまちづくりの推進

　2.子どもたちを中心とし、地域の大人との親睦を深める

該当年度の 1.安全安心できるまちづくりの推進

　3.事業目的の達成のため、市民会議と連携し啓発活動を行う

実施期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方 予算計画 期待効果

2.子どもたちと地域の大人との親睦を図る

事業計画及び 　・夏休み夜間巡回(両小学校区内) 　夏休み期間 　非行の抑止

予算計画 　・愛のひと声あいさつ運動 　2学期において 　あいさつを通して相手の気持ちを思い図る

¥30,000

　・すくすく広場の開催 　1月28日 ¥120,000

　・(仮称)ハリキリンピックの開催 　菩提寺まちづくりフェスタ ¥160,000 　子どもたちと保護者、地域の人達との親睦を深める

3.市民会議との連携

　・市および県青少年育成大会の参加

　・市民会議研修会への参加 　市民会議理事会決定事項に 　啓発活動を通して自らをスキルアップする

　・社会を明るくする推進大会の参加 　準じる

　・土曜日事業の分担 　ペットボトルロケット大会

合計 ¥310,000

¥0

¥280,000



リーダー 川上　昭 委員数 7人

　目標：菩提寺学区住民が、創意工夫による企画と自主的・主体的な運営を行い、

　地域に根差した 「出会い・ふれあい・学び合い」の場づくりをする事で「まちづくり」

　に寄与します。

　　また、まちづくりセンターを利用するサークル等の学習活動の成果発表や交流

　の場として「地域づくり・人づくりの輪」が広がる事を目指す。

第６号議案 「まちづくりフェスタ」プロジェクト　平成29年度　事業計画・会計予算書(案)
参加区 　菩提寺学区７区 特記事項

事業目的 目的：菩提寺学区住民が主体となり一堂に会する親善事業の実施

事業内容

実施期間 　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

予算計画 期待効果

菩提寺まちづくりフェスタ2017の開催該当年度の

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方

予算計画

事業計画及び 1.まちづくりフェスタ準備委員会の開催 平成29年7月

2.まちづくりフェスタ実行委員会の開催 平成29年8月～9月

3.まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催 平成29年10月 ¥300,000 　地域づくり・人づくりの輪が広まる

合計 ¥300,000



目的：菩提寺学区7区親善が図れる事業の実施

目標： １．　菩提寺学区7区親善が図れる事業の実施     

親善グラウンド・ゴルフの開催

合計 ¥120,000

　健康増進に役立てる

3.グラウンド・ゴルフ大会の事前準備と大会実施 平成29年11月 ¥120,000 　高齢者と若年者の交流、誰もが参加でき

予算計画

2.グラウンド・ゴルフ大会実行委員会の開催 平成29年9月～10月

予算計画 期待効果

1.親善事業準備会議の開催 平成29年5月

第６号議案 「親善事業」プロジェクト　平成29年度　事業計画・会計予算書(案)
イワタニランド・菩提寺・北山台

リーダー 委員数
特記事項

サイドタウン・みどりの村

該当年度の

事業計画及び

中野富雄 5人参加区

実施期間 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方

事業目的

事業内容



・小学校2校合同で行うもの、小学校別に行うものに分け参加し

やすくする。

・甲西北中生のボランティア依頼は支援を受けやすくするために

　１年間の支援人数を年度始めに依頼する。

・予算５万円増の事由

　事業に必要な備品が消耗のため買替必要、啓発板の耐水性を

　考慮した素材選びが必要、センターでの展示に関わる費用。

当該年度の

¥10,000

¥20,000

　合計　 ¥200,000

　・10回　竹工作（まちづくりセンター）　合同

　1～10回の傷害保険を参加者全員に掛ける

　2月17日（土）

¥10,000

¥10,000

　・8回　年賀状づくり　両校

¥40,000

　9月16日（土）　・7回　魚つかみ（大山川イワタニ）　合同

実施期間 　平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

　土曜日事業の企画と活動の支援を行う

　・9回　新春書初め大会　両校

予算計画 　年間10回の土曜日事業の実施

　・1回　ペット啓発板づくり（まちづくりセンター）　合同

平成29年6月～30年2月

　6月17日（土）

　7月26日（水）

　8月2日（水）

　8月8日（火）　8月9日（水）

　8月23日（水）

　8月26日（土）　予備27日(日）

　・2回　夏休み教室（勉強会）　両校

　年間予算　

第６号議案 平成２９年度事業計画・会計予算書(案)

参加区 委員人数
特記事項

プロジェクト名 土曜日事業支援

菩提寺学区　7区 リーダー名 永田　誠治 四委員会

　事業計画と実施事項 タイムスケジュールと進め方

事業目的 　地域ボランティアの協力を得て小学生の育成を図る

事業内容

予算計画 期　待　効　果

　により健やかな少年の成長を育む

　製作者の区に配布

　絵画教室（アドバイスが受けられる）

¥50,000

　両校小学生及び地域ボランティア・中学生との交流

¥200,000 事業の充実を図るため予算の５万円増

事業計画及び

　延人数1000人を予定（28年度960人）

　宿題を済まそう

　宿題を済まそう

¥10,000 　歴史資料室運営協議会の支援

¥50,000 　ロケット製作と試射（親子で参加）

　地域ボランティアの支援

　手作り年賀状（ものづくりの楽しさ）

　まちづくりセンターで作品の展示

　地域ボランティアの支援

　土曜日事業企画会議 平成29年5月

　・3回　夏休み教室（勉強会）　両校

　･4回　夏休み教室（絵画）　両校

　・5回　歴史ワークショップ（まちづくりセンター）　合同

　・6回　ペットボトルロケット大会（菩小）　合同

　12月9日（土）

　1月5日（金）



第７号議案

(単位:円)

28年度実績 29年度予算 比較増減 摘　　　要

　会　議　費 59,960 96,000 36,040

総 会 費 15,748 16,000 252 総会時花代、お茶代他

会 議 費 44,212 80,000 35,788 まち協会長会議負担金他

　総　務　費 4,092,071 1,268,800 -2,823,271

印 刷 製 本 費 12,318 10,000 -2,318 会議資料、コピー代

消 耗 品 費 239,686 250,000 10,314 事務用品・消耗品

通 信 費 104,076 105,000 924 インターネット通信料

光 熱 水 費 0 0 0

役 務 費 0 10,000 10,000 振込手数料

広 報 費 124,778 300,000 175,222 まち協だより発行費、ホームページ更新料

活 動 費 377,000 447,000 70,000 まち協役員の活動経費

備 品 購 入 費 3,182,413 50,000 -3,132,413 宝くじ助成備品、他備品の購入

保 険 料 36,800 36,800 0 バンブーハウス傷害保険料

賃 借 料 15,000 10,000 -5,000 BBH・倉庫・掲示板の土地賃借料

修 繕 費 0 50,000 50,000

　事　業　費 2,616,362 2,416,000 -200,362

福 祉 安 全 508,932 530,000 21,068 防災研修、子育て事業、人権活動

文 化 芸 術 297,380 410,000 112,620 歴史文化資料室管理維持費及び新企画他

地 域 活 性 化 296,690 546,000 249,310 環境整備費、特産品の苗購入費

子 ど も 育 成 委 員 会 0 310,000 310,000 すくすく広場、(仮称)ハリキリンピック

き ら め き 湖 南 951,233 0 -951,233 28年度にて終了

ま ち づ く り フ ェ ス タ 292,827 300,000 7,173 展示・発表・模擬店費用

親 善 事 業 114,674 120,000 5,326 グラウンド・ゴルフ保険料、景品他

土 曜 日 事 業 支 援 154,626 200,000 45,374 活動費(消耗品・用具・保険代)

　諸 支 出 金 30,000 0 -30,000

雑 支 出 金 30,000 0 -30,000 甲北中30周年記念事業負担金

　積立金解約区返還金 2,555,000 0 -2,555,000 28年度のみ

　予　備　費 26,082 568,775 542,693

予 備 費 26,082 568,775 542,693 自販機材料費(前年残分)

9,379,475 4,349,575 -5,029,900

　繰越金 794,575

10,174,050 4,349,575 -5,824,475

会 長　　木ノ下　良三

   以上の通り提案いたします。

平成29年4月30日 菩提寺まちづくり協議会

平成２９年度　菩提寺まちづくり協議会　予　算　　(案）
自：平成29年4月1日　至：平成30年3月31日

　支出の部

項　　　　目

合　　　　　　　計

小　　　　　　　計



第８号議案
収入の部

予算 実績 増減
市支出金 12,424,320 12,424,320 0

指定管理料 12,424,320 12,424,320 0
その他収入 0 237,236 237,236

指定管理業務手数料 0 9,640 9,640
自販機販売手数料 0 211,950 211,950
雑収入 0 15,646 15,646

前年度繰越金 505,789 505,789 0
12,930,109 13,167,345 237,236

支出の部
予算 実績 増減

人件費 4,700,000 4,769,538 69,538
賃金 3,945,000 4,046,920 101,920
社会保険料 755,000 718,138 -36,862
研修費 0 4,480 4,480

報償費 40,000 25,800 -14,200
講師謝礼他 40,000 25,800 -14,200

需要費 3,133,120 3,144,219 11,099
消耗品費 61,000 317,304 256,304
事務用品費 60,000 90,252 30,252
自販機材料費 0 88,315 88,315
電力料金 2,507,120 2,482,259 -24,861
上水道料金 300,000 143,609 -156,391
燃料費 5,000 0 -5,000
修繕費 200,000 22,480 -177,520

役務費 574,000 523,752 -50,248
通信運搬費 374,000 394,110 20,110
手数料 200,000 129,642 -70,358

法人税 72,200 75,500 3,300
均等割(県・市) 72,200 75,500 3,300

委託費 3,494,000 3,365,288 -128,712
清掃業務 214,000 129,465 -84,535
機械警備保障 50,000 74,520 24,520
消防設備点検 70,000 59,400 -10,600
電気設備保守 208,000 206,064 -1,936
自動ドア保守 100,000 49,680 -50,320
センター管理 2,477,000 2,593,156 116,156
運動広場管理 375,000 178,380 -196,620
AED保守 0 74,623 74,623

事業費 150,000 150,000 0
ふれあいまつり 150,000 150,000 0

備品購入費 100,000 144,590 44,590
備品購入費 100,000 144,590 44,590

下水道使用料及び賃借料 161,000 107,086 -53,914
下水道使用料 97,000 47,409 -49,591
放送受信料 15,000 14,545 -455
コピーカウント料 49,000 45,132 -3,868

12,424,320 12,305,773 -118,547
861,572

12,424,320 13,167,345 743,025

上記の通り報告いたします。

次年度繰越金
合計

菩提寺まちづくりセンター　センター長　山本忠美

菩提寺まちづくりセンター　　収支報告書 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項目

合計

項目

小計



第8号議案2
収入の部

予算 実績 増減
市支出金 5,045,760 5,045,760 0

指定管理料 5,045,760 5,045,760 0
その他収入 0 10 10

指定管理業務手数料 0 0
雑収入 10 10

5,045,760 5,045,770 10
支出の部

予算 実績 増減
人件費 1,689,440 913,324 -776,116

賃金 1,388,800 932,028 -456,772
社会保険料 300,640 -18,704 -319,344
研修費 0 0

報償費 0 0 0
講師謝礼他 0 0 0

需要費 1,578,320 1,056,358 -521,962
印刷製本費 0 51,300 51,300
消耗品費 79,000 84,855 5,855
事務用品費 0 38,610 38,610
電力料金 1,357,320 618,654 -738,666
上水道料金 92,000 94,833 2,833
ガス代 0 51,230 51,230
修繕費 50,000 116,876 66,876

役務費 257,000 303,946 46,946
通信運搬費 257,000 285,743 28,743
手数料 0 18,203 18,203

法人税 0 0 0
均等割(県・市) 0 0 0

委託費 1,362,000 1,002,606 -359,394
清掃業務 160,000 88,722 -71,278
機械警備保障 146,000 41,040 -104,960
消防設備点検 50,000 43,200 -6,800
電気設備保守 147,000 193,104 46,104
自動ドア保守 39,000 10,800 -28,200
センター管理 820,000 554,460 -265,540
AED保守 0 71,280 71,280

備品購入費 100,000 511,878 411,878
備品購入費 100,000 511,878 411,878

下水道使用料及び賃借料 59,000 26,237 -32,763
下水道使用料 34,000 26,237 -7,763
放送受信料 15,000 0 -15,000
コピーカウント料 10,000 0 -10,000

5,045,760 3,814,349 -1,231,411
1,231,421

5,045,760 5,045,770 10

上記の通り報告いたします。

次年度繰越金
合計

菩提寺まちづくりセンター　センター長　山本忠美

菩提寺コミュニティセンター　収支報告書 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項目

合計

項目

小計



第8号議案3 菩提寺まちづくりセンター　　収支計画書
収入の部

実績 予算 増減
市支出金 12,424,320 11,738,320 -686,000

指定管理料 12,424,320 11,738,320 -686,000
その他収入 237,236 110,000 -127,236

指定管理業務手数料 9,640 0 -9,640
自販機販売手数料 211,950 110,000 -101,950
雑収入 15,646 0 -15,646

前年度繰越金 505,789 861,572 355,783
13,167,345 12,709,892 -457,453

支出の部
実績 予算 増減

人件費 4,769,538 4,230,000 -539,538
賃金 4,046,920 3,548,000 -498,920
社会保険料 718,138 682,000 -36,138
研修費 4,480 0 -4,480

報償費 25,800 32,000 6,200
講師謝礼他 25,800 32,000 6,200

需要費 3,144,219 2,464,900 -679,319
消耗品費 317,304 262,000 -55,304
事務用品費 90,252 60,000 -30,252
自販機材料費 88,315 88,000 -315
電力料金 2,482,259 1,716,400 -765,859
上水道料金 143,609 142,500 -1,109
燃料費 0 10,000 10,000
修繕費 22,480 186,000 163,520

役務費 523,752 640,000 116,248
通信運搬費 394,110 430,000 35,890
手数料 129,642 210,000 80,358

法人税 75,500 80,000 4,500
均等割(県・市) 75,500 80,000 4,500

委託費 3,365,288 3,475,920 110,632
清掃業務 129,465 150,000 20,535
機械警備保障 74,520 25,920 -48,600
消防設備点検 59,400 90,000 30,600
電気設備保守 206,064 170,000 -36,064
自動ドア保守 49,680 50,000 320
センター管理 2,593,156 2,527,000 -66,156
運動広場管理 178,380 385,000 206,620
AED保守 74,623 78,000 3,377

事業費 150,000 150,000 0
ふれあいまつり 150,000 150,000 0

備品購入費 144,590 100,000 -44,590
備品購入費 144,590 100,000 -44,590

下水道使用料及び賃借料 107,086 110,000 2,914
下水道使用料 47,409 50,000 2,591
放送受信料 14,545 15,000 455
コピーカウント料 45,132 45,000 -132

消費税 0 440,000 440,000
987,072

12,305,773 12,709,892 404,119
※人件費減少はコミュニティセンターとの費用配分を変更する

※指定管理料及び電気料金は電気契約先変更での減少を見込む

※運動広場管理は法面草刈費用計上 ※修繕費にグラウンド施設修理を追加

(2017年4月1日～2018年3月31日)

予備費
合計

項目

合計

項目

P-26



第8号議案4
収入の部

実績 予算 増減
市支出金 5,045,760 5,045,760 0

指定管理料 5,045,760 5,045,760 0
その他収入 10 0 -10

指定管理業務手数料 0 0
雑収入 10 -10

前年度繰越金 1,231,421 1,231,421

5,045,770 6,277,181 1,231,411
支出の部

実績 予算 増減
人件費 913,324 2,308,000 1,394,676

賃金 932,028 1,983,000 1,050,972
社会保険料 -18,704 325,000 343,704
研修費 0 0

報償費 0 0 0
講師謝礼他 0 0 0

需要費 1,056,358 1,164,000 107,642
印刷製本費 51,300 30,000 -21,300
消耗品費 84,855 80,000 -4,855
事務用品費 38,610 90,000 51,390
電力料金 618,654 650,000 31,346
上水道料金 94,833 94,000 -833
ガス代 51,230 40,000 -11,230
修繕費 116,876 180,000 63,124

役務費 303,946 200,000 -103,946
通信運搬費 285,743 200,000 -85,743
手数料 18,203 0 -18,203

法人税 0 0 0
均等割(県・市) 0 0 0

委託費 1,002,606 1,045,600 42,994
清掃業務 88,722 100,000 11,278
機械警備保障 41,040 26,000 -15,040
消防設備点検 43,200 60,000 16,800
電気設備保守 193,104 160,000 -33,104
自動ドア保守 10,800 21,600 10,800
センター管理 554,460 600,000 45,540
AED保守 71,280 78,000 6,720

備品購入費 511,878 580,000 68,122
備品購入費 511,878 580,000 68,122

下水道使用料及び賃借料 26,237 45,000 18,763
下水道使用料 26,237 25,000 -1,237
放送受信料 0 15,000 15,000
コピーカウント料 0 5,000 5,000

消費税 187,000

747,581 747,581
3,814,349 6,277,181 2,462,832

※人件費はまちづくりセンターとの配分を変更
※備品購入費は劣化したものが多く長机等の計画購入を行う

(2017年4月1日～2018年3月31日)

予備費
合計

菩提寺コミュニティセンター　収支計画書

項目

合計

項目



平成29年度菩提寺まちづくり協議会　組織図

菩提寺学区区長会 代議員　各自治会3名・各区運営委員3名

自治会

菩提寺区 構成委員　会長・副会長・事務局長・会計・監事

北山台区 　　　　　　　区長・運営委員長・自治会代表・プロジェクトリーダー

三上台区 協働

みどりの村区

イワタニランド区

近江台区

ハイウェイサイドタウン区

福祉・安全委員会 まちづくりフェスタプロジェクト

文化芸術委員会 親善事業プロジェクト

地域活性化委員会 土曜事業支援プロジェクト

子ども育成委員会

各種団体

運営委員　最小人員は各自治会3名の21名(委員長推薦で増員可)

　　　　　　　運営委員長は各委員会で互選

協力
連携

総会

合同役員会(議決機関)

運営委員会・プロジェクト(執行機関)

菩提寺まちづくり協議会

役員　会長1名・副会長1名・会計1名・事務局長1名・監事2名

事務局の中に、書記・広報担当を置く


