
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さる 5 月 26 日（日）午後 2 時より上野西部地

区市民センターに於いて定期総会が開催されまし

た。上野東町の和田京子さんを議長に選出し、順

調に議事進行し、無事総会を終了しました。役員

改選では会長に八尾光祐さん、副会長に今岡勉さ

ん、窪田光生さんを再選しました。次頁に承認さ

れました部会別の事業計画をお知らせいたしま

す。 

５月２６日の定期総会において、会長に再任されました八尾光祐です。 

上野西部地区住民自治協議会は平成１７年７月に設置されてから７年が 

経過し、この間 会員（住民）の皆様から多大なるご協力を頂いてまい 

りましたこと厚くお礼申し上げます。 

本年は基本施策を改定し、行政の核である伊賀市本庁機能、交通の核 

である上野市駅、住民自治協活動の核である上野西部地区市民センター、 

この３つの存続・充実を従来以上強く要望してまいります。 

 この中で特に市庁舎については、新市長の方針により再考見直しとの見 

解が出されておりますが、中心市街地活性化事業と連動するもので、今後 

の当地域の活性化にきわめて大きな影響を及ぼすことは、明白であります。 

 一方懸案でありました、駅前再開発ビルは完成を見ました、周辺の工事は１０月末の完成

予定となっており、新たな市駅前が完成します。 

当協議会は広報活動（ホームページ等）や各部会活動の充実を図り、開かれた住民自治活

動を進めます。地域福祉計画に盛り込まれた理念や施策を推進します。 

 さらに、高齢・人口減少時代を迎え上野西部地区まちづくり計画の見直しを行うために特

別委員会を設置します。 

住民自治協議会は、自分たちの地域は自分で責任を持って自ら治めるをモット―に、上野

西部地区の住民の安心・安全で住み良い町づくりを推進します。 

会員（住民）の皆様の部会への積極的参加をいただき、活力ある地域を造るため努力をいた

しておりますので、皆様の倍旧のご協力をお願い申し上げ、ご挨拶といたします。 

 



自治会特別部会 

基本方針 

 １、上野西部地区 18自治会の意見の集約と協調 

 ２、伊賀市委託の 20項目の推進 

基本施策 

 ＊各町の要望事項の取りまとめと関係部署 ＊慰霊祭の実施 

  への要望提出             ＊人権草の根運動推進会議との協働 

 ＊伊賀市委託の 20項目の実施       ＊伊賀市社会福祉協議会との協働 

 ＊地域包括金の分配 適正配分方法の検討 ＊防災・安心マップ作製 

 ＊消防団への支援             

               

産業・建設・町づくり部会 

 ＊町づくり調査研修事業 

   西部地区に関するまちづくり情報収集 まちづくりについての説明会・意見交換会 

   への参加 まちづくりの講演会・研修会等の開催 

 ＊町づくり協力事業 Ninjaフェスタ・にぎわいフェスタ等各まちづくり団体催し協力 

 ＊特別委員会 まちづくり計画見直し 

防災・防犯・交通安全部会 

 ＊地域防災事業  講演会と訓練実施 避難所運営ゲーム AED講習 初期消火訓練 

 ＊非常時機材備品の充実 

 ＊各地区自主防災会の支援 

    

教育・文化・芸術部会 

 ＊文化財紹介事業  探訪シリーズ発行 年間 6回以上発行（回覧） 

           ホームページ掲載 

 ＊博物館・美術館等の視察研修見学 川喜田半泥子記念館 

 ＊講演会・教養講座の開催 伊賀の歴史について 

 

生活・環境・保全部会 

 ＊環境美化事業    えひめ AI の普及、各家庭からの生活排水の改善 

 ＊環境美化啓発事業  往古川クリーン作戦 学習会・研修会開催 西部地区美化運動 

 ＊ごみ減量化・ごみ分別の推進事業  啓発運動と施設の見学 

 

健康・福祉・スポーツ部会 

＊健康スポーツ事業  グラウンドゴルフ、ボウリング、スケート、スポーツ研修会 

＊健康福祉事業    健康ウオーキング、健康教室、世代間交流事業 

＊児童福祉事業    流しソーメン大会、餅つき大会、工作教室 他児童福祉行事 

＊シティーマラソン・スポーツフェスタ等への協力参加 

＊各町の児童福祉会・老人会・体育指導員・民生委員等の連携・連絡の拠点としたい。 

＊災害時要援護者避難支援プランへの協力 安心生活創造事業への協力 

総務・広報・人権部会 

＊広報紙“せいぶ”毎月発行 

＊ホームページの作成・運営 

＊人権啓発  人権啓発草の根運動推進会議と共同事業 



自　平成２５年４月　１日 自　平成２４年４月　１日

至　平成２６年３月３１日 至　平成２５年３月３１日

（収入の部） 　　　　　        　単位：円 （収入の部） 　　　　　        　単位：円

項       目 本年度予算額 前年度決算額 増    減 備             考 項       目 本年度予算額 本年度決算額 増    減 備             考

繰越金 737,436 843,758 -106,322 繰越金 843,758 843,758 0

市交付金 8,110,000 7,627,000 483,000 市交付金 7,627,000 7,627,000 0

地域交付金 1,448,000 1,464,000 -16,000 地域交付金 1,464,000 1,464,000 0

コミュニティ活動費 5,733,000 5,733,000 0 コミュニティ活動費 5,733,000 5,733,000 0

地域ステップアップ事業 500,000 0 500,000 公民館業務委託費 430,000 430,000 0

公民館業務委託費 429,000 430,000 -1,000 会費 635,900 631,900 -4,000

会費 619,400 631,900 -12,500 自治会費 625,900 625,900 0 各町より（別紙）

自治会費 609,400 625,900 -16,500 各町より（別紙） 一般会費 10,000 6,000 -4,000 各企業より

一般会費 10,000 6,000 4,000 各企業より 分担金 177,950 177,950 0 消防団

分担金 237,580 177,950 59,630 消防団 雑収入 288,792 296,827 8,035

雑収入 250,584 296,827 -46,243 雑収入 288,792 296,827 8,035 利息、参加費、配当金等

雑収入 250,584 296,827 -46,243 利息、参加費等 補助金 40,000 40,000 0 世代間交流

補助金 40,000 40,000 0 世代間交流 合　　　計 9,613,400 9,617,435 4,035

合　　　計 9,995,000 9,617,435 377,565
（支出の部）

（支出の部） 項       目 本年度予算額 本年度決算額 増    減 備             考

項       目 本年度予算額 前年度決算額 増    減 備             考 総務費 901,950 906,126 4,176

総務費 1,102,000 906,126 195,874 　　　　　　　　　 報酬費 200,000 120,000 -80,000 会長報酬

　　　　　　　　　 報酬費 120,000 120,000 0 会長報酬                    会議費 50,000 5,808 -44,192 お茶代等

                   会議費 50,000 5,808 44,192 お茶代等                    総会費 80,000 30,080 -49,920 資料作成代等

                   総会費 80,000 30,080 49,920 資料作成代等                    事務費 200,000 476,948 276,948 事務用品等

                   事務費 220,420 476,948 -256,528 事務用品等                    協賛金 84,000 84,000 0 薪能協賛、往古川等

                   協賛金 84,000 84,000 0 薪能協賛、往古川等 備品購入費 100,000 11,340 -88,660 デスクターナー

備品購入費 300,000 11,340 288,660                    分担金 177,950 177,950 0 消防団

                   分担金 237,580 177,950 59,630 消防団 通信運搬費 10,000 0 -10,000

通信運搬費 10,000 0 10,000 部会事業費 8,206,000 7,543,873 -662,127

部会事業費 7,846,000 7,543,873 302,127       総務・広報・人権部会 403,000 345,690 -57,310 広報紙、ホームページ

      総務・広報・人権部会 153,000 345,690 -192,690 広報、人権講演会       健康・福祉・スポーツ部会 620,000 466,988 -153,012 流しソーメン、餅つき他

      健康・福祉・スポーツ部会 640,000 466,988 173,012 ウォーキング、流しそうめん他       生活・環境・保全部会 220,000 211,888 -8,112 えひめA1、視察

      生活・環境・保全部会 250,000 211,888 38,112 えひめAI、視察       教育・文化・芸術部会 250,000 99,157 -150,843 講演会、探訪シリーズ

      教育・文化・芸術部会 250,000 99,157 150,843 探訪シリーズ、視察、講座       防災・防犯・交通安全部会 600,000 437,551 -162,449 防災訓練、講演会、倉庫等

      防災・防犯・交通安全部会 440,000 437,551 2,449 防災訓練、講習会      産業・建設・町づくり部会 200,000 133,850 -66,150 NINJYAフェスタ他協賛

     産業・建設・町づくり部会 200,000 133,850 66,150 研修会、イベント協賛      自治会特別部会 5,913,000 5,848,749 -64,251 各自治会

     自治会特別部会 5,913,000 5,848,749 64,251 各自治会 公民館業務委託費 430,000 430,000 0

地域ステップアップ事業費 500,000 0 500,000 予備費 75,450 0 -75,450

公民館業務委託費 429,000 430,000 -1,000 予備費 75,450 0 -75,450

予備費 118,000 0 118,000 合　　　計 9,613,400 8,879,999 -733,401

予備費 118,000 0 118,000

合　　　計 9,995,000 8,879,999 1,115,001

出資証券 10,000
　　　　　以上の通り報告申し上げます。

平成25年3月31日
伊賀市上野西部地区住民自治協議会

　会　長　　八　尾　光　祐 　㊞

　会　計　　小　林　克　彦　 ㊞

平成２５年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計予算書 平成２４年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計決算書

　　　　　収入金額９，６１７，４３５円ー支出金額８，８７９，９９９円＝差引残高７３７，４３６円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残高内訳（普通預金６６９，０６１円、当座預金６８，３７５円）
北伊勢上野信用金庫



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 毎月第一土曜日に新天地通りにて開催さ

れ多くの買い物客にて賑わっています「私

のたからもの市」が今後新しく出来る上野

市駅前広場でより充実した形で開かれる方

向で検討されています。その準備等の為 6

月以降の開催がしばらく休止されます。写

真は 5 月 4 日新天地通りで開催された「私

のたからもの市」の様子です。 

 5 月 15 日上野西部地区市民センターにて運営委

員会が開催されました。 

 運営委員会では 5 月 26 日の総会に提出する議案

について協議・承認しました。 

 その他、伊賀市等の委員に上野西部地区自治協か

ら出ている方々の紹介があり、最後に各自治会に左

の写真のような一時立寄り所の表示板が配布されま

した。この表示板は災害が起こった時避難所へ行く

前に最初に立ち寄る場所を明示するものです。利用

することが無いのが一番ですが万一の為に各町内の

皆様もその場所を確認下さい。 

 




