
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さる 5月 19日（土）午後 2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。上野魚町の福山浩司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。次頁以降に承認されました一般会計決算書、

部会別の事業計画、24 年度一般会計予算書そし

て 4ページに平成 24年度基本方針をお知らせい

たします。 

イトピア伊賀”3.伊賀鉄道の駅等 以上３つを中心核として どのような町にしていく

か 各部会の事業計画を審議いただき 安心安全の西部地区を作ってまいります。 

当協議会は、『自分たちの地域は自分たちで責任をもって自ら治める』をモットーに

住民自らが町づくりを考え行動する組織であります。会員（住民）の皆様方が部会員（実

行委員）へ積極的に参加いただき、自分たちの地域を良くしていく事業の推進をお願い

申し上げてご挨拶とさせていただきます。 

 

上野西部地区住民自治協議会は、平成１７年７月設立より ７

年を経過しました。伊賀市住民自治基本条例にのっとり運営し

ております。 

昨年度 伊賀市の自治組織のあり方の見直しによる 地域

の行政窓口一本化・地域包括交付金制度が実施されました。当

地区では、自治会連合会の解散に伴い 自治会連絡会を当協議

会へ併合し自治会特別部会として立ち上げる等大きく変化し

ました。 

今年度は、1.市庁舎（現在位置にて）2.駅前再開発ビル“ハ



自治会特別部会 

 ＊各町の要望事項の取りまとめと関係部署への要望提出 

 ＊伊賀市委託の 20項目の実施 

 ＊地域包括金の分配 適正配分方法の検討      

 ＊消防団への支援            ＊人権草の根運動推進会議との協働 

 ＊慰霊祭の実施             ＊伊賀市社会福祉協議会との協働 

  

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 

  

防災・防犯・交通安全部会 

 ＊地域防災事業  講演会「コミュニケーションのあり方」講師 藤田倫子 

   講演会と訓練 中消防署、避難・救助救援・給食訓練 

 ＊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 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 

 ＊講演会・教養講座の開催 百人一首大会 

 

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、ディーキャンプ、陶芸教室、 

           その他児童福祉行事 

＊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 

＊新ホームページの作成 

＊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２４年４月　１日 自　平成２３年４月　１日

至　平成２５年３月３１日 至　平成２４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 843,758 494,592 349,166 繰越金 494,592 494,592 0

市交付金 7,627,000 7,200,000 427,000 市交付金 7,200,000 7,200,000 0

地域交付金 1,464,000 1,467,000 -3,000 地域交付金 1,467,000 1,467,000 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

公民館業務委託費 430,000 0 430,000 会費 637,100 627,100 -10,000

会費 635,900 627,100 8,800 自治会費 627,100 627,100 0 各町より（別紙）

自治会費 625,900 627,100 -1,200 各町より（別紙） 一般会費 10,000 0 -10,000

一般会費 10,000 0 10,000 分担金 178,550 178,550 0 消防団分担金

分担金 177,950 178,550 -600 消防団 雑収入 200,908 324,574 123,666

雑収入 288,792 324,574 -35,782 雑収入 200,908 324,574 123,666 利息、参加費等

雑収入 288,792 324,574 -35,782 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 8,751,150 8,864,816 113,666

合　　　計 9,613,400 8,864,816 748,584

（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 598,550 679,869 26,319

総務費 901,950 679,869 222,081 報酬費 0 55,000 55,000 会長、北川（HP)

　　　　　　　　　 報酬費 200,000 55,000 145,000 会議費 50,000 17,448 -32,552 お茶代等

                   会議費 50,000 17,448 32,552 お茶代等 総会費 40,000 24,648 -15,352 資料作成代等

                   総会費 80,000 24,648 55,352 資料作成代等 事務費 130,000 279,678 149,678 費用弁償、事務用品等

                   事務費 200,000 279,678 -79,678 事務用品等 協賛金 80,000 84,000 4,000 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 40,545 -59,455 チェックライター、テレビ

備品購入費 100,000 40,545 59,455 通信運搬費 10,000 0 -10,000

                   分担金 177,950 178,550 -600 消防団 分担金 178,550 178,550 0 消防団

通信運搬費 10,000 0 10,000 雑費 10,000 0 -10,000

部会事業費 8,206,000 7,341,189 864,811 部会事業費 8,033,000 7,341,189 -691,811

      総務・広報・人権部会 403,000 97,829 305,171 総務・広報・人権部会 350,000 97,829 -252,171 広報、ホームページ

      健康・福祉・スポーツ部会 620,000 540,226 79,774 健康・福祉・スポーツ部会 600,000 540,226 -59,774 ウォーキング、ディキャンプ他

      生活・環境・保全部会 220,000 268,306 -48,306 生活・環境・保全部会 270,000 268,306 -1,694 えひめAI、視察

      教育・文化・芸術部会 250,000 163,248 86,752 教育・文化・芸術部会 300,000 163,248 -136,752 パソコン、印刷代

      防災・防犯・交通安全部会 600,000 348,521 251,479 防災・防犯・交通安全部会 400,000 348,521 -51,479 防災訓練、防災備品

     産業・建設・町づくり部会 200,000 163,100 36,900 産業・建設・町づくり部会 200,000 163,100 -36,900 フェスタ、城下町おひなさん

     自治会特別部会 5,913,000 5,759,959 153,041 自治会特別部会 5,913,000 5,759,959 -153,041 各自治会へ配分

公民館業務委託費 430,000 0 430,000 予備費 119,600 0 119,600

予備費 75,450 0 75,450 予備費 119,600 0 119,600

予備費 75,450 0 75,450 合　　　計 8,751,150 8,021,058 -730,092

合　　　計 9,613,400 8,021,058 1,592,342

　　　　　以上の通り報告申し上げます。
平成24年3月31日

伊賀市上野西部地区住民自治協議会

　会　計　　小　林　克　彦　 ㊞

平成２４年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計予算書 平成２３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８，８６４，８１６円ー支出金額８，０２１，０５８円＝差引残高８４３，７５８円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残高内訳（普通預金８４２，４７４円、当座預金１，２８４円）

　会　長　　八　尾　光　祐 　㊞



地方分権の時代を迎え、『補完性の原則』に基づき、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、行動することです。 

  ※『補完性の原則』 家族や地域で行動できるものは、それぞれに任せ、不可能なもの 

            を市や県・国など大きな単位が行なう考え方のこと 

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

賀地域の中枢地区であります。そうした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、また地域住民の皆様の連携を深め、積極的なご参加

をいただき住み良い上野西部地区を形成していくことを目的に『上野西部地区住民自治協議

会』を設立しました。 

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

して活動します。 

 5 月 6 日～13 日、福居町老人クラブでは

毎年 3 回実施している市道・市有地の雑草

刈り払い除去のボランティア奉仕活動を行

いました。おかげで道路周辺が大変きれい

になり、通行される周辺の方々も喜んでい

ます。会長の木村公司さんに伺いますと「美

しい城下町の環境イメージアップを図るた

めに、特に秋祭りの鬼・だんじりの行列巡

行経路である国道 422 の二ノ町通りの出入

り口周辺の草刈りは大切です。県内外から

祭を観に来る人々にきれいな街の印象をも

っていただきたく努力しています。」と話さ

れています。 

 総会の席上、生活・環境・保全部会から「近年、地域の雨水等の雑排水路の流出先にな

っている往古川の水質が毎年の水質測定の結果からみると、SS BOD 共に低い値で安定し

てきたように見える。特に西部地区の開水路部にある検査ポイント＜都わすれ＞において

顕著な改善がみられます。地域の皆様方の水環境に対する認識・啓蒙のおかげであり、マ

イエンザ（えひめＡＩ）の普及・啓蒙の効果もあるのではと考えています。」と報告されま

した。 

 




