
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
伊賀市委託の 20 項目の業務とは 
★統計調査員や民生委員等の委員の推薦・選任 
★市広報・県政だより・道路工事説明会開催等の配布・ 
 回覧・周知 
★日本赤十字社の募金の集金 
その他啓発・協力・調査報告に分類される合計 20 の業務です。 
尚、特別部会の 5 つの事業の内４番目と５番目は従来から各

自治会や自治会連絡協議会にて行われてきたものです。 
尚自治会は重要な組織としてこれからも存続しますが自治会

連絡協議会は廃止されました。 
総会資料や市委託の20項

目の詳細は西部公民館で

閲覧できます。 



 

 

 
 市からコミュニティ活動費として約573万円が交付

されます。 
 コミュニティ活動費として交付される金額は、昨年

まで市から直接各自治会へ入っていたお金であり、今

年度から自治協にまとめて入るようになりました。上

野西部自治協ではそのまま特別部会において全額各

自治会へ分配しますので本年度における各自治会の

交付金相当の収入は従来と変わりありません。 

 皆様の自治会からの会費は自治協活動強化の為本年度から人口 1 人

当たり年間 100 円のご負担を頂いております。（昨年度までは所帯割で

した。）また昨年度までの自治会連絡協議会費を今年度から本自治協の

会費とさせていただきました。 
 これらの結果自治会特別部会を除く部会活動に使える予算も若干増

やすことが出来ました。予算は地域の活力向上の為有意義に使ってい

きますので皆様も各部会の実行委員にご参加・ご協力お願い致します。 
＊各部会の活動計画は広報せいぶ 31 号をご覧ください。 

第 60回上野子ども会卓球大会の報告 

 6 月 11 日（土）、ゆめドームうえの第 1 競技場にて開催され、上野西部地区から次

の皆様が参加・活躍されました。 
 男子  濱瀬（鬼町）、松山（西丸之内）、福岡（鬼町）、山本（鬼町）田野（鬼町） 
     有村（西大手町）、奥村（西大手町）、大西（鬼町）、小林（西大手町） 
 女子  北寺（西丸之内）、大西（鬼町）、有村（西大手町）、吉村（西大手町）、 
     北寺（西丸之内）、小林（西大手町）  （ ）内は子ども会名 敬称略 

道路工事のお知らせ 

 7 月 1 日から 9 月末頃まで三ノ町通りの中之立町交差点から西之立町交差点の間、

道路美装化工事が実施されます。工事期間中は一部車の通行規制が行われますのでご

注意ください。 



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 本年度決算額 増    減 備             考

繰越金 501,567 501,567 0

市交付金 1,353,000 1,353,000 0

地域交付金 1,353,000 1,353,000 0

会費 229,500 229,500 0

会費 229,500 229,500 0 各町より（別紙）

雑収入 131,933 324,049 192,116

雑収入 131,933 324,049 192,116 利息、参加費等

補助金 0 40,000 40,000 世代間交流

合　　　計 2,216,000 2,448,116 232,116

（支出の部）

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

総務費 410,000 201,829 -208,171

会議費 40,000 16,224 -23,776 お茶代等

総会費 30,000 21,960 -8,040 資料作成代等

事務費 250,000 79,325 -170,675 事務用品等

協賛金 70,000 84,000 14,000 薪能協賛、往古川,花火

通信運搬費 10,000 320 -9,680

雑費 10,000 0 -10,000

部会事業費 1,700,000 1,751,695 51,695

総務・広報・人権部会 350,000 317,540 -32,460 広報紙、ホームページ、プリンター

健康・福祉・スポーツ部会 500,000 609,184 109,184 グランドゴルフ、ウオーキング他10

生活・環境・保全部会 200,000 250,723 50,723 えひめAI費用、先進地視察

教育・文化・芸術部会 150,000 131,228 -18,772 資料作成費、パソコン

防災・防犯・交通安全部会 300,000 280,620 -19,380 テント、缶入り乾パン、防災毛布

産業・建設・町づくり部会 200,000 162,400 -37,600 フェスタ、おひなさん、ゆったり会

予備費 106,000 0 -106,000

予備費 106,000 0 -106,000

合　　　計 2,216,000 1,953,524 -262,476

　　　　　以上の通り報告申し上げます。

平成23年3月31日

伊賀市上野西部地区住民自治協議会

平成２２年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計収支決算書

　　　　　収入金額２，４４８、１１６円ー支出金額１，９５３，５２４円＝差引残高４９４，５９２円

会長　　八　尾　光　祐 　㊞

会計　　小　林　克　彦　 ㊞

自　平成２３年４月　１日

至　平成２４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 494,592 501,567 -6,975

市交付金 7,198,000 1,353,000 5,845,000

地域交付金 1,465,000 1,353,000 112,000

コミュニティ活動費 5,733,000 0 5,733,000

会費 637,100 229,500 407,600

自治会費 627,100 229,500 397,600 各町より（別紙）

一般会費 10,000 0 10,000

雑収入 200,908 324,049 -123,141

雑収入 200,908 324,049 -123,141 利息、参加費等

補助金 40,000 40,000 0 世代間交流

合　　　計 8,570,600 2,448,116 6,122,484

（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 418,000 201,829 216,171

会議費 50,000 16,224 33,776 お茶代等

総会費 40,000 21,960 18,040 資料作成代等

事務費 128,000 79,325 48,675 事務用品等

協賛金 80,000 84,000 -4,000 薪能協賛、往古川等

備品購入費 100,000 0 100,000

通信運搬費 10,000 320 9,680

雑費 10,000 0 10,000

部会事業費 8,033,000 1,751,695 6,281,305

総務・広報・人権部会 350,000 317,540 32,460

健康・福祉・スポーツ部会 600,000 609,184 -9,184

生活・環境・保全部会 270,000 250,723 19,277

教育・文化・芸術部会 300,000 131,228 168,772

防災・防犯・交通安全部会 400,000 280,620 119,380

産業・建設・町づくり部会 200,000 162,400 37,600

自治会特別部会 5,913,000 0 5,913,000

予備費 119,600 0 119,600

予備費 119,600 0 119,600

合　　　計 8,570,600 1,953,524 6,617,076

平成２３年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計予算書



 

 6月6日上野産業会館にて

区市街地再開発事業における周辺住民等

説明会が開催されました。説明された主

な要点は次の通りでした。 
（１）本年度は再開発ビルの竣工に

   合うよう周辺の歩道整備工事

   前広場を除く）を行う

（２）再開発区域内で電線の地中化と古

   くなった水道管の入れ替え工事を

   する。 
（３）区域内の既設建物の解体工事につ

   いて。 
（４）既設建物解体後の多目的広場と駐

   車場の整備と駅前ロータリー機能

   の変更について。 
 特に銀座通りの水道工事については夜間工事としたい。又他の工事についても場合に

よっては夜間工事を検討しているとの説明がありました。駅前ロータリー機能の変更に

ついては市駅前への一般車両の進入の出入りは南からのみになり、銀座通りから

出入りが出来なくなるとの説明がされました。

      卓球練習会を 7

      上野西部公民館にて、毎月第四金曜日

      詳しくは 7月 15

上野産業会館にて上野市駅前地

区市街地再開発事業における周辺住民等

説明会が開催されました。説明された主

 
再開発ビルの竣工に間に 

合うよう周辺の歩道整備工事（駅 
行う。 

（２）再開発区域内で電線の地中化と古 
くなった水道管の入れ替え工事を 

（３）区域内の既設建物の解体工事につ 

（４）既設建物解体後の多目的広場と駐 
車場の整備と駅前ロータリー機能 

特に銀座通りの水道工事については夜間工事としたい。又他の工事についても場合に

よっては夜間工事を検討しているとの説明がありました。駅前ロータリー機能の変更に

ついては市駅前への一般車両の進入の出入りは南からのみになり、銀座通りから

が出来なくなるとの説明がされました。 

 昨年 7 月不慮の火災で拝殿を焼

失した菅原神社では来年

工を目指して再建の計画が進んで

います。総経費はおよそ

万円でこの内 7,000
崇敬者、並びに関係諸団体からの

寄付に頼りたいとのことです。

 尚夏祭りは提灯献灯は出来ませ

んが例年通り 7月

ます。 

 

7 月 22 日（金）から開催を予定しています。

上野西部公民館にて、毎月第四金曜日 15：30 から 17：

15 日号公民館だよりにて参加者募集します

特に銀座通りの水道工事については夜間工事としたい。又他の工事についても場合に

よっては夜間工事を検討しているとの説明がありました。駅前ロータリー機能の変更に

ついては市駅前への一般車両の進入の出入りは南からのみになり、銀座通りから直接の

月不慮の火災で拝殿を焼

失した菅原神社では来年10月の竣

工を目指して再建の計画が進んで

います。総経費はおよそ 1 億 2000
7,000 万円を氏子、

崇敬者、並びに関係諸団体からの

寄付に頼りたいとのことです。 
提灯献灯は出来ませ

月 25日に斎行され

日（金）から開催を予定しています。 

：00 頃までです。 

日号公民館だよりにて参加者募集します 




