
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 さる 6 月 26 日（土）午後 4 時より上野

西部地区市民センターにおいて定期総会

が開催されました。委任状の出席を含め

101 名の方が出席され、紺屋町の伏見正道

さんを議長に選出し、順調に議事進行し、

無事総会を終了いたしました。その中で承

認されました部会別の事業計画や決算・予

算を次頁以降にお知らせいたします。 

地域の皆様方には上野西部地区住民自治協議会に設立からの５年間、 
ご協力をいただいておりますこと厚く深謝申し上げます。 
上野西部地区は、行政、司法、教育、文化、交通等の施設が集中し 

ており、伊賀地域の中枢として形成しております。こうした中心市街 
地として伝統ある歴史・文化を継承し発展していくために、平成２０ 
年１１月伊賀市中心市街地活性化基本計画の認定を受け、駅前再開発 
事業、商業等活性化支援事業や街なみ環境整備事業など５２事業を実 
施しているところであります。 
市では、自治組織のあり方として自治会と住民自治協議会との役割 

について検討委員会等で検討され本年中に結論が出ることとされております。それに伴い

当協議会として運営委員会を中心に検討してまいります。 
皆様には、国の地域福祉モデル事業（安心生活創造事業）の生活実態調査アンケートに

ご協力いただき有難うございました。次の事業展開に向けて検討しております。 
「誰もが安心して楽しく健康で暮らしやすい活気ある町」をスローガンに今後もまちづ

くりを推進してまいりますので、事業活動に更なるご参加とご協力をお願い申し上げます。 
 



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   
   商店会等各まちづくり団体催し協力 
 ＊西部地区の特産物を日本・アジアへ紹介 
  する 
 
防災・防犯・交通安全部会 

 ＊地域防災事業  中消防署による講演会 
 ＊非常時機材備品の充実 
 ＊各地区自主防災会の支援 
   地域構成の見直し 自主防災調査票の更新 一時立ち寄り所の見直し 
 
教育・文化・芸術部会 

 ＊ホームページ掲載資料作り・地図作り 小冊子発行の準備作業 
 ＊博物館・美術館の視察研修見学 
 ＊講演会・教養講座の開催 
 
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、その他児童福祉行事 
☆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。 
 

総務・広報・人権部会 

＊広報紙 “せいぶ”毎月発行 
＊ホームページの充実  ホームページ委員会の設置 
＊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２２年４月　１日 　
至　平成２３年３月３１日 　

　
（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

繰越金 501,567 393,174 108,393

市交付金 1,353,000 1,345,000 8,000

地域交付金 1,353,000 1,345,000 8,000

会費 229,500 229,500 0

会費 229,500 229,500 0 各町より（別紙）

雑収入 131,933 260,084 -128,151

雑収入 131,933 260,084 -128,151 利息、参加費等

補助金 40,000 -40,000

合　　計 2,216,000 2,267,758 -51,758

（支出の部）

項　　　目 本年度予算額 前年度決算額 増　減 備　　　　　考

総務費 410,000 293,840 116,160

会議費 40,000 15,124 24,876 お茶代等

総会費 30,000 20,688 9,312 資料作成代等

事務費 250,000 194,028 55,972 事務用品代等

光熱水費 0

協賛金 70,000 64,000 6,000 薪能協賛金・住古川等

通信運搬費 10,000 0 10,000

雑費 10,000 0 10,000

部会事業費 1,700,000 1,472,351 227,649

総・広・人部会 350,000 207,668 142,332

健・福・ス部会 500,000 679,031 -179,031

生・環・保部会 200,000 163,030 36,970

教・文・芸部会 150,000 76,450 73,550

防・防・交部会 300,000 159,772 140,228

産・建・町部会 200,000 186,400 13,600

補助事業(      )　　 0

予備費 106,000 0 106,000 　

予備費 106,000 0 106,000

合　　計 2,216,000 1,766,191 449,809

　

平成２２年度上野西部地区住民自治協議会
一般会計予算 

平成２２年　６月２６日

　　　　　　　　　　　　　　　　上野西部地区住民自治協議会
会長　　　八　尾　光　祐　　

自　平成２１年４月　１日

至　平成２２年３月３１日

（収入の部） 単位：円

項　　　目 本年度予算額 決算額 比較 備　　　　　考

繰越金 393,174 393,174 0

市交付金 1,345,000 1,345,000 0

地域交付金 1,345,000 1,345,000 0

会費 229,500 229,500 0

会費 229,500 229,500 0 各町より（別紙）

雑収入 132,326 260,084 127,758

雑収入 132,326 260,084 127,758 利息、参加費等

補助金 0 40,000 40,000 世代間交流

合　　計 2,100,000 2,267,758 167,758

（支出の部）

項　　　目 本年度予算額 決算額 比較 備　　　　　考

総務費 400,000 293,840 -106,160

会議費 30,000 15,124 -14,876 お茶代等

総会費 40,000 20,688 -19,312 資料作成代等

事務費 240,000 194,028 -45,972 事務用品代等

光熱水費 0

協賛金 70,000 64,000 -6,000 薪能協賛金・住古川等

通信運搬費 10,000 0 -10,000

雑費 10,000 0 -10,000

部会事業費 1,650,000 1,472,351 -177,649

総・広・人部会 350,000 207,668 -142,332

健・福・ス部会 500,000 679,031 179,031

生・環・保部会 300,000 163,030 -136,970

教・文・芸部会 100,000 76,450 -23,550

防・防・交部会 200,000 159,772 -40,228

産・建・町部会 200,000 186,400 -13,600

補助事業(      )　　 0

予備費 50,000 0 -50,000 　

予備費 50,000 0 -50,000

合　　計 2,100,000 1,766,191 -333,809

　 　　　　　　　　　　　会長　　八　尾　光　祐
　　　　　　　　　　　会計　　小　林　克　彦　　

平成２１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２，２６７，７５８円－支出金額１，７６６，１９１円＝差引残高５０１，５６７円
以上の通り報告申し上げます

㍻２２年３月３１日

　　　　　　　　　　　　　　　　上野西部地区住民自治協議会



 
過日開催しました「ごみ分別説明会」の第２弾を下記の通り開催いたします。 

都合で前回欠席の方、もっと質問したかった方、もう一度聞きたい方、再度詳しく 

説明いたします。 

  開催日時  平成２２年７月６日（火） １４：００から 

  開催場所  ふれあいプラザ３階会議室（上野中町） 

 先日市広報と同時に配布しました「ごみ分別ガイドブック」をご持参ください。 

地方分権そして  

  




