
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13項目の推進 

基本施策 

 ＊各町の要望項目の取りまとめと関係部署 ＊慰霊祭の実施 

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

 ＊伊賀市委託の 13項目の実施       ＊上野天神祭への協力・支援・提言 

 ＊地域包括金の分配 適正配分方法の検討 ＊伊賀市社会福祉協議会との協働 

 ＊消防団への支援 消防団員の募集     ＊募金活動取り組みへの協力 

  

“自分たちの地域は自分たちで責任をもって自ら治める” 

地方分権の時代、『地域の自主性、自立を促す方向を立て、自分たちの住む地域をどのよう

に発展させ、活力ある地域にするかはその地域に住む私たちが考え、行動すること』とする

『補完性の原則』が伊賀市自治基本条例に定められ、今日に至っています。 

上野西部地区は、行政・司法・教育文化・商工観光・通信・交通等の施設が集中した伊賀

地域の中心地区であり、中心市街地として伝統ある歴史・文化を継承して個性的な地域社会

を創造していくために、地域住民の連携を深め、上野西部地区を形成していかなければなり

ません。そこで、住民自らが町づくりを考え、行動する組織として『上野西部地区住民自治

協議会』に結集して活動しております。 

 

 さる 5 月 27 日（日）午後 2 時より上野西部

地区市民センターに於いて岡本市長、三枝上野

支所長をお迎えして 平成 30 年度定期総会が

開催されました。上野福居町松生龍治さんを議

長に選出、役員任期中の会長 八尾光祐さん 副

会長 今岡勉さん 窪田光生さんが進行。活発な

議論が行われる中、議事は順調に進み、無事総

会を終了しました。以下に承認された。部会別

の 30 年度事業計画と平成 29 年度の決算平成

30 年度の予算をお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

活力ある地域を造るため努めてまいりますの

で、皆様のご協力をお願い申し上げご挨拶とい

たします。                              

平成３０年度基本方針 

他、当自治協の基本施策が承認されましたが紙面の都合により省略しました。 



産業・建設・町づくり部会 

 ＊町づくり調査研修事業 

   まちづくり特別委員会の運営 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・城下町のおひなさん等各まちづくり団体催し 

協力 

 

防災・防犯・交通安全部会 

 ＊地域防災事業  防災訓練のスキル向上 消防署や消防団との連携 

   初期消火訓練 心肺蘇生法講習 

 ＊飲料水・生活用水の確保 

   飲料水・生活用水の確保 井戸水水質検査 「災害時協力井戸」プレートの設置 

 ＊防災講演会 防災意識の高揚と防災知識の取得  

 ＊防災用品購入事業 非常時機材備品の充実 

 ＊各地自主防災会の支援 

＊避難所運営の研究 

＊地域安全対策事業 

 

教育・文化・芸術部会 

 ＊文化財紹介事業  探訪シリーズ 調査・編集・発行（回覧） 

 ＊視察研修旅行 ユネスコ登録山鉾屋台都市の視察 定員 25 名 

 ＊写真パネル展開催  

＊天神祭冊子作成への支援 

 

生活・環境・保全部会 

 ＊環境美化事業  マイエンザの普及、各家庭からの生活排水の改善 

 ＊先進地視察 

 ＊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 

＊健康福祉事業    健康ウオーキング、健康教室、デイキャンプ、世代間交流事業 

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

＊シティーマラソン・市民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・スポーツ推進委員・民生委員等との連携 

 

総務・広報・人権部会 

＊広報紙“せいぶ”毎月発行 

＊ホームページの運営 内容充実 更新アップの増加 各部会の原稿をアップ 

＊人権啓発  人権啓発草の根運動推進会議と共同事業  人権講演会の開催 

＊部会別町づくり計画の検討  

＊広報冊子の発行 外国人向け天神祭冊子の発行 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

自　平成３０年４月　１日

至　平成３１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 894,203 859,839 34,364

市交付金 7,084,000 7,105,000 △ 21,000

地域包括交付金 6,783,000 6,800,000 △ 17,000

公民館業務委託費 301,000 305,000 △ 4,000

会費 605,000 598,800 6,200

自治会費 595,000 596,800 △ 1,800 各町より

一般会費 10,000 2,000 8,000 企業より

分担金 227,500 228,760 △ 1,260 消防団

雑収入 501,297 693,926 △ 192,629 利息、参加費等

補助金 35,000 35,000 0 世代間交流

合　　　計 9,347,000 9,521,325 △ 174,325

（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 818,000 872,018 △ 54,018

　　　　　　　　　 報酬費 120,000 120,000 0 会長

                   会議費 30,000 6,082 23,918 お茶代等

                   総会費 50,000 40,009 9,991 資料作成代等

                   事務費 500,000 618,927 △ 118,927 事務用品等

                   協賛金 87,000 87,000 0 薪能、往古川、花火大会等

備品購入費 30,000 0 30,000

通信運搬費 1,000 0 1,000

部会事業費 7,959,000 7,221,344 737,656

      総務・広報・人権部会 320,000 330,319 △ 10,319 広報、人権啓発、広報パンフレット

      健康・福祉・スポーツ部会 730,000 541,229 188,771 ウォーキング、餅つき大会他

      生活・環境・保全部会 241,000 200,328 40,672 えひめAI、視察

      教育・文化・芸術部会 460,000 260,605 199,395 天神祭パンフレット、視察、探訪

      防災・防犯・交通安全部会 430,000 242,106 187,894 防災訓練、講演会、防災備品

     産業・建設・町づくり部会 200,000 115,000 85,000 イベント協賛

     自治会特別部会 5,578,000 5,531,757 46,243 各自治会、研修

分担金 227,500 228,760 △ 1,260

公民館業務委託費 301,000 305,000 △ 4,000

予備費 41,500 0 41,500

合　　　計 9,347,000 8,627,122 719,878

平成３０年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計予算書


