
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（広告） 

令和２年度の総会は新型コロナウイルスの感染問題を受けて書面による総会 

開催となりました。全ての議案は圧倒的な賛成で了承可決されましたことを 

報告いたしますと共に主な内容についてお知らせいたします。 



 

 

防災・防犯・交通安全部会 

 

産業・建設・まちづくり部会 

健康・福祉・スポーツ部会 

グランドゴルフ大会 

健康ウォーク 姫路城 ボーリング大会・ソーメン流し・もちつき大会 

デイキャンプ 

防災講演会 

防災訓練 

夏の賑わいフェスタ 

忍者フェスタ 



 

 

文化歴史散歩 芭蕉句碑巡り 

せいぶだより毎月発行 

人権地区懇談会 

教育・文化・芸術部会 生活・環境・保全部会 

総務・広報・人権部会 

芭蕉翁記念館 

文化歴史散歩 

伊賀上野城 

マイエンザ作りと普及  

先進地視察 宇陀市 

散策ガイド委員会 

地域内の散策ポイントを紹介したマップを作りました 



第２号議案

自　平成３１年４月　１日
至　令和　２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 1,027,586 1,027,586 0

市交付金 6,920,000 6,920,000 0

地域包括交付金 6,124,000 6,124,000 0

キラっと輝け  地域応援補助金 500,000 500,000 0

公民館業務委託費 296,000 296,000 0

会費 604,500 596,500 △ 8,000

自治会費 594,500 594,500 0 各町

一般会費 10,000 2,000 △ 8,000 企業

分担金 227,150 227,150 0 消防団

雑収入 600,764 690,890 90,126 参加費、コピー代収入等

補助金 35,000 35,000 0 世代間交流

合　　　計 9,415,000 9,497,126 82,126

（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 884,000 724,416 △ 159,584

報酬費 120,000 60,000 △ 60,000 会長

会議費 30,000 21,514 △ 8,486 お茶代等

総会費 50,000 39,492 △ 10,508 お茶代、資料作成代等

事務費 630,000 580,410 △ 49,590 事務用品、印刷・コピー機リース等

協賛金 23,000 23,000 0 薪能、花火、ヒューマンフェスタ 

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 7,928,000 7,245,362 △ 682,638

総務・広報・人権部会 180,000 125,305 △ 54,695 広報、人権啓発等

健康・福祉・スポーツ部会 700,000 568,054 △ 131,946 ウォーキング、餅つき大会等

生活・環境・保全部会 209,000 38,298 △ 170,702 えひめAI等

教育・文化・芸術部会 889,000 726,713 △ 162,287 文化・歴史散歩、城下町の散策ガイド作成等

防災・防犯・交通安全部会 260,000 105,949 △ 154,051 防災訓練、防災講演会、防災備品等

産業・建設・町づくり部会 140,000 123,766 △ 16,234 イベント協賛等

自治会特別部会 5,550,000 5,557,277 7,277 各自治会等

分担金 227,150 227,150 0 消防団

公民館業務委託費 296,000 296,000 0

予備費 79,850 0 △ 79,850

合　　　計 9,415,000 8,492,928 △ 922,072

出資証券 １０，０００円

　　　　　以上の通り報告申し上げます。

　　　　　会　長　　松　生　龍　治　㊞

　　　　　会　計　　野　口　博　昭　㊞

令和元年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計決算書

　　　　　収入金額９，４９７，１２６円ー支出金額８，４９２，９２８円＝差引残高１，００４，１９８円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残高内訳（普通預金９１１，０３８円、当座預金９３，１６０円）

北伊勢上野信用金庫

令和2年3月31日

　　　　　　　　伊賀市上野西部地区住民自治協議会



 

 

  

特別部会 

基本方針 

＊上野西部地区１８自治会の意見の集約と協調. 

＊伊賀市委託の１１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への要望提出 

＊伊賀市委託の１１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 消防団員の募集 

＊慰霊祭の実施 

＊人権啓発草の根運動推進会議との協働 

＊上野天神祭への協力・支援・提言 

＊伊賀市社会福祉協議会との協働 

＊募金活動取り組への協力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別委員会 地域内の緊急的な問題解決のため、２つの特別委員会を設けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い物支援委員会 おもてなし向上委員会 

昨年度、地区内にあった食品スーパーの

閉店に伴う買い物問題に対処する為に設

けました。今期の出来るだけ早い時点で

の買い物バスの運行を目指します 

地域の活力向上を目的に主に観光面で

のおもてなし向上を目指します。コロナ

後に対応できるガイドマップ作成等各

種の取り組みを進めます。 

伊賀市委託の 11項目とは伊賀市と約束

した西部自治協の次のような業務です。

（主なもの） 

統計調査員の推薦、民生委員・児童委員

の推薦、投票立会人の推薦、スポーツ推

進委員の推薦、市の広報紙の配布・回覧

等の行政連絡事務への協力等 

買い物支援要望アンケート結果 



 

 

総務・広報・人権部会 

＊広報紙 “せいぶだより”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 外国人向け冊子の発行 

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、おもちつき大会、その他児童福祉行事 

＊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・民生委員等の連携 

生活・環境・保全部会 

＊環境美化事業 マイエンザを普及し、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 学習会・研修会開催 上野西部地区美化運動 

＊ごみ減量化・ごみ分別の推進事業 啓発運動と施設の見学 

教育・文化・芸術部会 

＊上野西部の文化・歴史探訪 

＊写真パネル展開催 

＊天神祭冊子作成への支援 

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 

 『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 

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 NJNJAフェスタ(9月以降に延期)・にぎわいフェスタ（11月以降に延期） 

城下町のおひなさん等各まちづくり団体催しに協力 

 

シティーマラソン 

防災訓練 



第４号議案

自　令和２年４月　１日

至　令和３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 1,004,198 1,027,586 △ 23,388

市交付金 6,456,000 6,920,000 △ 464,000

地域包括交付金 5,661,000 6,124,000 △ 463,000

キラっと輝け  地域応援補助金 500,000 500,000 0

公民館業務委託費 295,000 296,000 △ 1,000

会費 593,100 596,500 △ 3,400

自治会費 583,100 594,500 △ 11,400 各町より

一般会費 10,000 2,000 8,000 企業より

分担金 219,170 227,150 △ 7,980 消防団

雑収入 502,532 690,890 △ 188,358 参加費、コピー代収入等

補助金 35,000 35,000 0 世代間交流

合　　　計 8,810,000 9,497,126 △ 687,126

（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 1,303,000 724,416 578,584

                   報酬費 60,000 60,000 0 会長

                   会議費 60,000 21,514 38,486 お茶代等

                   総会費 50,000 39,492 10,508 資料作成代等

                   事務費 800,000 580,410 219,590 事務用品等

                   協賛金 23,000 23,000 0 薪能、花火大会等

                   備品購入費 300,000 0 300,000 紙折り機等

                   通信運搬費 10,000 0 10,000

部会事業費 6,563,150 7,245,362 △ 682,212

      総務・広報・人権部会 200,000 125,305 74,695 広報、人権啓発、広報パンフレット

      健康・福祉・スポーツ部会 660,000 568,054 91,946 ウォーキング、餅つき大会等

      生活・環境・保全部会 170,000 38,298 131,702 えひめAI、視察等

      教育・文化・芸術部会 145,000 726,713 △ 581,713 文化・歴史・探訪等

      防災・防犯・交通安全部会 220,000 105,949 114,051 防災訓練、講演会、防災備品等

     産業・建設・町づくり部会 140,000 123,766 16,234 イベント協賛等

     自治会特別部会 4,400,000 5,557,277 △ 1,157,277 各自治会、研修等

観光客へのおもてなし向上事業 628,150 0 628,150

分担金 219,170 227,150 △ 7,980

公民館業務委託費 295,000 296,000 △ 1,000

予備費 429,680 0 429,680

合　　　計 8,810,000 8,492,928 317,072

令和２年度　上野西部地区住民自治協議会一般会計予算書



おしらせ 

7 月 5 日 (日) グラウンドゴルフ大会 
崇広中学校グラウンド 

開始 午前 9時 30分から 

※マスク着用にてご参加下さい 

健康・福祉・スポーツ部会 

 

せいぶだより 自治協と公民館広報誌 
第 24号 令和 2年 7月 1日 

発行 上野西部公民館 
     上野西部地区住民自治協議会 
       総務・広報・人権部会 
住所 伊賀市上野福居町 3330-1 

電話 0595-23-9779 http:// www.uenoseibu.com/ 

上野西部地区 
令和 2年 5月末    人口 3,147人 
世帯数 1,489 男 1,520人 女 1,627人 

 

新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言は、 

5月 25日に解除されましたが、ウイルスへの予防対応は、

長丁場になるといわれ、これからは日常生活と感染拡大防

止対策の両立が言われています。感染拡大を予防する、「新

しい生活様式」を日常生活に取り入れましょう。 

一人ひとりの基本感染対策 

感染防止の３つの基本 

① 身体的距離の確保  

② マスクの着用 

③ 手洗い  

人との間隔は 2ｍ（最低 1ｍ）空ける。 

密集・密接・密閉をさける。 

室内では換気を十分行う。 

遊びに行くなら屋内より野外を。 

 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 

 外出時、屋内、会話時はマスクを着用。 

 家に帰ったら手や顔を洗う。 

 手洗いは石鹸で 30秒程度かけて洗う。 
 
 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた 
『三重県指針』ver.２ より 

 

 

 


