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総 会 次 第 

 

１ 開会 

２ 市民憲章唱和 

３ 区長挨拶 

４ 開会宣言 

５ 来賓挨拶 

６ 議長選出 

７ 議事 

・第１号議案 令和２年度事業報告 

・第２号議案 令和２年度決算報告 

 令和２年度監査報告 

・第３号議案 三好丘旭行政区規約改正（案）   

・第４号議案 令和３年度役員の選出(案) 

・第５号議案 令和３年度事業計画(案) 

・第６号議案 令和３年度予算(案) 

８ 議長解任 

９ 新役員挨拶 

10 閉会宣言 



　第1号議案　令和２年度事業報告

担当部 事　業　名 事　業　内　容 参加者

防犯 自主防犯パトロール 行政区内の夜間防犯パトロールを実施 見まわり隊

4月～3月（第2土） 12/12(土）は行政区年末特別警戒を兼ねて実施 行政区役員

防犯パトロール ワンワン隊、お散歩隊、子ども見守り隊、 パトロール隊全員

随時 マイカー隊、見まわり隊

防災 三好丘コミュニティ合同 三好丘・三好丘旭

拠点防災訓練　8/30（日)　 行政区役員

・防災倉庫の確認 50名参加

・避難経路での危険個所確認

・本部で名簿記入、安否状況・危険個所を報告

・訓練や体験など

　　旭の家 井戸を防災用井戸として復旧

　　段ボールベッド組立

　　保存食・水配布

交通安全 春の交通安全運動 延べ　168名

4/6(月)～15(月) 　・交差点（ファミリーマート東、丘中東、 参加者：

夏の交通安全運動 　　　　　　四丁目、刑務所東南角） 　旭行政区役員

7/11(土)～20(月) 　・立哨活動と通学路での街頭指導 　いきいきクラブ

秋の交通安全運動 　Ｊｒクラブ役員

9/21(月)～30(水)   ・立哨時間 7:30～7:50 　子供会役員

年末の交通安全運動 　　 　健全育成会役員

12/1(日)～10(火) 　　　　*4/7～15は臨時休校のため立哨中止 　児童厚生員

　交通安全指導員

　ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、事務員

環境美化 ゴミ収集置場の ・ゴミ置き場のマナー指導、改善活動 区長、役員、環境設備

　　　　管理・改善 ・ゴミかごの増設　3か所 委員、児童厚生員

街角清掃・ごみゼロ活動 ・区内全域清掃実施 約1,100名
　6/13、11/8　 ＊市内一斉環境美化の日 は新型コロナのため中止

年末大掃除 ・集会所　12/20（日） 約計50名

・門松作り　12/20（日）

資源ごみ回収事業 ・アルミ缶、ペットボトル、蛍光管の回収 事務員

三好丘コミュニティ(三好丘・三好丘旭)で
合同の防災訓練を実施

　　各家庭 →
　　　　　旭の家まで

役員、酒井さん



担当部 事　業　名 事　業　内　容 参加者

女性 ・女性消防団総会　 女性消防団２名

　消防団 　　　市役所　4/17(金)

・任命式・合同訓練　

　　　市役所　4/5(日）

・総合訓練　   

　　　みよし消防署

・前期女性消防団研修会　中止

・普通救命講習  

　　　みよし消防署

・防災訓練　  8月下旬～9月上旬

　　　中部小学校、各コミュニティ

・ふれあい防災教室 9月～11月の間

　　　市保育園、幼稚園

・後期女性消防団研修会&防火訪問に係る研修会

・防火パトロール　 11/12(木)

　　　市内一円

・みよし安心安全フェスタ 11/15（日）

　　　イオン（アイモール）

・防火訪問　11月～12月

　　　各行政区

・年末夜警パトロール

　　　市内一円　12/22(火）

・消防団出初、観閲式 １/10（日）

　　　南部コミュニティ広場

・女性消防団臨時総会 3月

　　　市役所

・防火広報会　3月上旬　　未定

レク部 夏祭り 新型コロナのため中止
7/18（土）

敬老祝賀会 新型コロナのため中止
9/12（土）

敬老祝賀記念品贈呈 ・8/1　記念品贈呈アンケート 記念品贈呈
　　　　　　　　（10品目から選択） 希望者⇒306名
・9/15～希望者へ記念品順次発送

新春お年玉抽選会 ・12/1　抽選券配付（区費未納世帯は除く） 対象　約1200世帯
・1/13　抽選会実施
・1/15　当選者発表（回覧） 渡邉市議会議員が
・1/30　商品券　交換会 決定ボタンを押した
・2/8～13（交換予備日）

各訓練、会議、
　　　パトロール等



担当部 事　業　名 事　業　内　容 参加者

体育部 みよし市地区対抗 ・新型コロナのため中止 参加者約30名

ソフトボール大会 　その代替の体力づくり事業として、 (応援、スタッフ含む)

　12/5に旭行政区親善ソフトボール大会を開催

　　三好丘旭チームとあおば・黒笹チームの

    親善交流試合

みよし市体育祭 ・新型コロナのため中止

10/11（日）

三好ヶ丘コミュニティ ・昨年同様に、自宅から出発する方式を採用。 旭・丘参加者約650名

スタンプラリー11/14(土) 　スタンプ箇所は１０ヶ所に。 (うち旭参加者約260名)

　（本年で8回目）
・新型コロナ対策として昨年実施した綿菓子・
ポップコーンのイベントは中止

・役員・いきいきクラブ・ジュニアクラブ・
ボランティアが当日運営

スタッフ100名
（旭：48名）

新春みよし市 ・新型コロナのため中止

マラソン駅伝大会

1/31（日）

[追加] ・おかよし交流センターにて実施。ホール全体に 参加者41名

　　　親善ボッチャ大会 　4面のコートを整備 （スタッフを含む）

2/7（日） ・いきいきクラブのメンバーとの交流戦

・全8チーム（5名/チーム）の総当たり戦で実施

文化部 三好いいじゃんまつり ・新型コロナのため中止

8/22(土)

　

行政区文化祭

・作品展示のみ実施（作品数148点,出品者数69
名,大人31名、小人38名）

来場者
　１日目　 42名
　２日目　 27名

10/31(土)、11/1（日）
役員 

広報部 行事記録 広報部２名

（写真、ビデオ撮影編集） 事務員

（写真印刷・DVD作成）

旭だより作成(A3両面)

(1回/月 222号～233号)

　　　　　　　各戸配付

文化祭出展

10/31(土)、11/1(日)

・昨年実施した餅つき,おでん等の食品と子供向
けの工作教室は新型コロナのため中止

・ 防犯パトロール、交通安全運動(4期)、
　環境美化運動(2期)、ソフトボール大会、
　拠点防災訓練、
　文化祭、スタンプラリー、
　大掃除、門松作り など　各行事の撮影・編集

・ 区長から皆様へ、いきいきクラブだより、
　子ども会情報、児童厚生員だより、
　各種行事案内・結果報告、地域情報 等

・ 行事写真の展示・販売(写真印刷 90枚)
　ビデオ上映(前年度のいいじゃん祭り,棒の手演技)



担当部 事　業　名 事　業　内　容 参加者

その他 区内環境美化活動 ・区内ゴミ拾い　月1～2回グループまたは
　個人で区内全域のゴミ拾いを実施

環境美化委員3名

・ゴミ、たばこの吸い殻などのポイ捨て、
　指定時間外のゴミ投棄が多いなどマナー
　違反がある。マナー違反に気づいた場合は
　指導する。

・側溝や街路樹も近隣の協力を得て清掃

・犬のフンの後片付け、マナー看板設置 役員、市担当者

・ごみ集積場のカラスと猫対策 環境美化委員、環境設

備委員、ボランティア

フラワーポット
  土起こし・花植え
　7/12(日)、9/13(日)、
　11/22(日)、1/17(日)

・花ポット8か所（16基)に年4回
　花の植え替えを行い、適時に水やり、
　雑草抜き、害虫の駆除などを実施
・集会所花壇の管理

花づくり推進員 3名
花苗委員 5名
事務員

募金活動等 ・募金結果

　春　4/16～6/30 　日本赤十字社募金　　 　 68,200円

　社会福祉協議会会員募集  64,200円

　緑の羽根共同募金 　　　 63,586円

　年末　10/1～12/31 　赤い羽根共同募金　　  　66,634円

交通安全対策 役員

防犯対策 ・補助錠の紹介 みよし市、豊田警察署

集会所施設管理 ・旭の家の倉庫の屋根補修工事 役員

新旧合同役員会 ・新役員　第４号議案にて提案
2/21（日）

行政区総会 3/14(日) ・おかよし交流センターにて第30回目開催

              

・交通安全看板を危険箇所に掲出（予定）



　　第2号議案　令和2年度決算報告（2/15時点）

▼　収入の部

単位 ： 円

予算項目 小計 内訳 小計 内訳 小計 内訳

前年度繰越金 1,966,244 1,966,244 1,966,244

4,287,000 4,336,750 4,336,750

区費 6,049,800 1,642,800 5,761,501 1,294,751 5,895,208 1,428,458

120,000 130,000 130,000

行政区

一括交付金 2,981,900 2,981,900 2,981,900

333,300 333,300 333,300

補助金 557,050 50,000 383,300 50,000 383,300 50,000

73,750 0 0

100,000 0 0

380,000 219,190 235,190

雑収入 400,000 17,000 233,165 10,853 249,235 10,853

3,000 3,122 3,192

合計 11,954,994 11,326,110 11,475,887

▼　支出の部

単位 ： 円

予算項目 小計 内訳 小計 内訳 小計 内訳

1,200,000 810,780 810,780 新春お年玉抽選会景品､抽選券

240,000 0 0 開催中止

600,000 1,183,900 1,183,900 記念品贈呈(対象者336名)

行 事 費 2,615,000 100,000 2,207,442 0 2,207,442 0 開催中止

100,000 42,901 42,901 親善試合

250,000 116,141 116,141 展示品のみの開催

80,000 0 0 開催中止

45,000 53,720 53,720 行政区Tシャツ、ボッチャ大会賞品

180,000 180,000 180,000

150,000 150,000 150,000

110,000 110,000 110,000

100,000 100,000 100,000

助 成 金 680,000 50,000 610,000 0 610,000 0 開催中止

40,000 40,000 40,000

10,000 10,000 10,000 火災時支援、催事等見回り団協力金

20,000 10,000 10,000 秋祭礼協賛費

10,000 10,000 10,000

10,000 0 0

1,337,000 1,327,000 1,327,000
区長､三役､組長､顧問､会計監査､
班長､アドバイザー

行政区運営費 2,697,000 1,030,000 2,834,757 1,167,757 3,044,277 1,377,277 事務員手当+労災保険、児童厚生員

100,000 110,000 110,000 環境美化推進員、花づくり委員

230,000 230,000 230,000 スタンプラリー、防災訓練等

文化祭　

マラソン駅伝大会

予備費 

いきいき老人クラブ

内訳項目

棒の手保存会

予備費

役員手当等

事務員手当等

生活環境整備費

三好丘コミュニ
ティー分担金等

夏祭り代替抽選会

いいじゃんまつり

敬老祝賀事業

市民体育祭

健全育成会

子ども会育成会

ジュニアクラブ育成会

生涯学習講座

児童厚生員

消防福谷分団

福谷八柱社

ソフトボール大会

集会所/旭の家使用料、コピー代、駐車場賃貸料等

募金手数料（日本赤十字社・社会福祉協議会）

公衆電話委託手数料等

予算 2/15時点 3月末見込み

その他修繕費など

持家住宅

賃貸住宅

事業所

行政区運営事業

地域ふるさと振興事業

印刷物配付事業

地区敬老会事業

地区安全なまちづくり推進事業

地区環境美化推進事業

行政区事務員設置事業補助金

ふるさとネットワーク事業補助金

地域文化活動推進事業補助金、生涯学習推進事業補助金

予算 2/15時点 3月末見込み

内訳項目



単位 ： 円予算 2/15時点 3月末見込み

予算項目 小計 内訳 小計 内訳 小計 内訳

200,000 90,633 132,855
年末打合せ会、新旧引継ぎ会、
各部打合せ等

会 議 費 282,000 12,000 133,972 3,000 178,734 3,000 区長協議会・研修会費等

10,000 5,615 5,615
定例役員会費(年12回､門松づくり､
年末大掃除等)

25,000 34,724 37,264 四役会費(年12回)

35,000 0 0
いきいきｸﾗﾌﾞ､ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ､子ども会
健全育成会各部との会議等

10,000 30,449 45,087 ファイル、ボックス

事務用品費 980,000 900,000 1,083,851 937,880 1,201,730 1,010,040
印刷機リース代､保守点検､インク代
コピー機更新費用

60,000 68,205 95,256 用紙代等

10,000 47,317 51,347 トイレットペーパー､洗剤､消毒液等

210,000 200,810 239,041 防犯灯電気代

交通防災費 550,000 250,000 258,823 54,430 482,526 63,652 防災訓練・防犯カメラ維持費

20,000 3,583 127,583 交通安全看板設置

20,000 0 0

50,000 0 52,250 防犯カメラ点検委託

55,000 46,590 46,590 ごみゼロ、花づくり

55,000 99,235 112,235 消耗品以外の器機・資材等

350,000 183,486 228,218

集会所維持費 965,000 140,000 707,411 122,692 835,451 146,864 郵便､電話､インターネット､ＴＶ等

120,000 100,000 120,000

115,000 89,408 115,544 セコム警備費､消火施設点検

50,000 5,000 5,000 日常簡易な修繕

80,000 61,000 61,000

200,000 110,000 110,000 LANケーブル配線工事

300,000 0 0

300,000 122,535 145,110 浄化槽点検､植栽管理費

旭の家維持費 385,000 5,000 208,011 3,915 252,133 6,752

80,000 81,561 100,271

予備費 1,353,773 474,595 852,995

大型修繕費等 0 0 0

次年度繰越金 947,221 2,697,248 1,700,599 お年玉抽選会用商品券149,000円分余剰繰越し

合計 11,954,994 11,326,110 11,475,887

単位 ： 円

予算項目 前年度繰越金 収入 支出 差引残高 収入 支出 差引残高

大型修繕等積立金 5,721,987 116 1,309,000 4,413,103 0 561,000 3,852,103

内訳項目

【収入】利息(116円)　繰入(0円)
【支出】旭の家防災倉庫屋根修繕(1,870,000円)

設備費

旭の家修繕費

旭の家備品購入費

水道光熱費

集会所臨時経費 500,000 110,000 110,000

通信費

駐車場賃貸費

施設管理費

修繕費

慶弔費

集会所修繕費等

水道光熱費

広報部写真代
文房具

コピー機維持管理費
印刷費

広報費

事務用品費

防犯灯電気代

防災対策費・防犯
カメラ

交通安全対策費

パトロール隊
実施費

委託費

地域環境美化費

備品購入費

内訳項目

ゴミ集積籠設置３箇所、カバー取替工事１８枚
広報用カメラ・ビデオ器材更新

大型修繕費積立

その他会議費

役員打合せ会費

区長研修会費

 ▼　特別勘定の部

2/15時点 3月末見込み

定例役員会費

四役会費





 

 第 3 号議案  

「三好丘旭行政区 規約」の改正（案） 

（改正の主旨） 

 １ 国勢調査の調査員の任命 

   今回の国勢調査も、地域の代表として選ばれた組長を調査員に 

任命したので、区民および行政区にとっても円滑で安心できる 

結果となりました。 

 そこで、次の調査年度の 5 年後に向けこの実態に即した内容に、 

規約の条文を改正するものです。  

  

 ２ 役員の体制の変更 

   ２年度は区長代理を１名減らし、その代わりに事業アドバイザー 

  制度を設けましたが、新型コロナの影響で例年どおりの行事が 

  ほとんど行えませんでしたので、事業アドバイザー制度が全く機能 

  しませんでした。 

   そこで、３年度は事業アドバイザー制度を見直し、区長代理を 

  ２名に戻して執行部の体制を強化するための改正です。 

 

 ３ 組長および班長の手当の見直し 

   組長は地域の代表としての職務のほかに、各部に所属し、担当の 

  行事の企画および運営を行うだけではなく、行政区の全行事について 

  スタッフとして従事しています。一方で班長は、役員ではなく組長の 

補助者としての役割にとどまります。 

   そこで、この責任の重さと実働時間の多さについて、組長と班長を比較 

  して両者の手当のバランスを是正するものです。 

 なお、この改正により、現在の手当の総額が増えることはありません。 

       （現行）            (改正） 

   組長 年額 38,000 円  →   年額 40,000 円 

    班長  年額 10,000 円  →   年額  8,000円 

 

 

 

 

  

   



第 3号議案「規約改正案 新旧対照表」の訂正  

    現行条文      改正条文 

(組長および班長） 

第８条第４項第８号  

 国勢調査の実施年度（５年度ごと）に、

調査員の公募をしても定員に満たない 

区域が生じた場合は、区長が調査員 

として任命した組長は、その担当する 

組内の区民に調査票の交付および回収等

を行う。 

 

（役員） 

第９条第１項 

 行政区に次の各号の役員を置く。 

 一 区長         1 名 

 二 区長代理       1 名 

 三 会計         1 名 

 四 組長         １７名 

 五 顧問         1 名 

 六 事業アドバイザー 各事業    1 名 

 七 会計監査       ２名 

(役員の職務) 

第 11条第 1項第六号を削除  

（役員および班長の手当） 

第１４条 行政区は、役員および班長が

その職務を遂行するために要する経費の

ほか、次の各号に定める手当を支払う。  

一 区長    年額 200,000 円 

二 区長代理  年額 100,000 円 

三 会計    年額 100,000 円 

四 組長    年額  38,000 円  

五 顧問     年額  30,000 円 

六 事業アドバイザー 年額    5,000 円 

七 会計監査  年額  3,000 円 

八 班長    年額  10,000 円 

(組長および班長） 

第８条第４項第８号 

 国勢調査の実施年度には、区長が組長を 

調査員として任命し、その担当する調査区

の区民に調査票の交付および回収等を 

行う。 

 ただし、組長が何らかの事情により担当 

区域の調査員の職務ができない場合は、 

公募等により調査員を任命する。 

（役員） 

第９条第１項 

 行政区に次の各号の役員を置く。 

 一 区長         1名 

 二 区長代理       2名 

 三 会計         1名 

 四 組長         １７名 

 五 顧問         1名 

 六 会計監査       ２名  

 

 

 

（役員および班長の手当） 

第１４条 行政区は、役員および班長が 

その職務を遂行するために要する経費の 

ほか、次の各号に定める手当を支払う。 

 一 区長    年額 200,000 円 

 二 区長代理  年額 100,000 円 

 三 会計    年額 100,000 円 

 四 組長    年額  40,000 円  

 五 顧問     年額  30,000 円 

  六 会計監査  年額  3,000 円 

 七 班長    年額   8,000 円 



報告事項の訂正 

 「三好丘旭行政区 旭の家の管理および運営に関する規則」の改正 

（改正の主旨） 

  旭の家の母屋は平成 30年に耐震化をはじめ改修工事を行いました。  

 その中で、和室を洋室化するとともに部屋の面積も増えましたので、 

 それに伴い使用料を改正するものです。 

  また、新しくリフォームし独立した部屋となったキッチンとボッチャ 

などの体育の拠点として屋根の改修工事を行った室内レク広場(倉庫内) 

の、使用料を新たに定めるものです。 

 

  （現行）             (改正） 

   和室 1室 1時間 200円  → 洋室(東側)1室 1 時間 300 円 

                  洋室(西側) 1室 1 時間 200 円 

                 キッチン    1 時間 200 円 

                 室内レク広場  1 時間 300 円 

   

 「規則改正 新旧対照表」 

  現行条文   改正条文 

（使用料） 

第 8条１ 

 旭の家の使用料は次のとおりとする。 

一 和室 1 室 1時間につき 200 円 

二 全室貸し切り 1日につき 2,500 円 

 

（使用料） 

第 8 条１ 

 旭の家の使用料は次のとおりとする。 

一 洋室(東側) 1室 1時間 300 円 

二  洋室(西側) 1室 1時間 200 円 

三  キッチン      1時間 200円 

四  室内レク広場  1時間 300円 

五 全室貸し切り 1日につき 2,500 円 

 



 第4号議案　令和3年度役員（案）

　　　規約、第6条及び第11条により提案します。

  　　氏 　 名 担　当　部　名

区　　長 谷田　修

区長代理 阿部　清隆

区長代理 宮嶋　總三郎

会　　計 山口　治人

顧　　問 筑尾　彰二

１－１組長 太田　夕香子 体育部

１－２組長 鈴木　幸矢 防災・防犯・交通・環境部

１－３組長 玉城　裕子 防災・防犯・交通・環境部

１－４組長 柳田　竜二 レク部

２－１組長 辻上　昌範 レク部

２－２組長 黒木　純二 広報部

２－３組長 二村　尚久 レク部

３－１組長 髙橋　聡子 文化部

３－２組長 月岡　守 広報部

３－３組長 島　洋司 文化部

４－１組長 庄野　彰一 レク部

４－２組長 久世　由紀子 女性消防団

４－３組長 豊田　光洋 体育部

４－４組長 大森　広美 文化部

５－１組長 蓮井　ゆかり 防災・防犯・交通・環境部

５－２組長 山本　晃美 体育部

５－３組長 赤﨑　晃二 体育部

会計監査 渡邉　学

会計監査 纐纈　薫



第5号議案　令和３年度事業計画（案）
　　
以下の事業計画を提案致します。

月 事　　業　　内　　容 日程 市関連他

日本赤十字社・社会福祉協議会・緑の羽根募金 4月1日～5月末日

春の全国交通安全運動(立哨） 6日(火)～15日(木)

旭行政区環境美化の日（ゴミゼロ） 9日(日)

夏の交通安全県民運動(立哨） 11日(日)～20日(月)

旭行政区夏祭り 24日(土) 予備日 25日(日）

三好いいじゃんまつり 21日(土)

防災訓練 28日(土) 三好丘小学校

旭行政区敬老祝賀会　　　　　　 11日(土)

秋の全国交通安全県民運動（立哨） 21日(月)～30日(木)

市民体育祭 10日(日) 丘中文化祭 10～12月

赤い羽根共同募金運動 10月～12月

市内一斉環境美化の日 14日(日)

三好丘地区コミュニティスタンプラリー 14日(日)

年末交通安全県民運動(立哨） 1日(水)～10日(金)

自主防犯年末パトロール活動 下旬

１月 新春みよし市マラソン・駅伝大会 30日(日) 成人式 9日

2月 新旧合同役員会 20日(日)

春季全国火災予防運動 1日(火)～7日(月)

旭行政区総会 27日(日)

毎月1回

毎月1回

4月～

毎月1回

毎月１回

毎月１回

随時

１１月
文化の日・記念式典 3日
産業フェスタ　7日
丘小大樹祭 6日

１２月
年末夜警・女性消防団パト
ロール　　下旬

旭だより発行

市、旭行政区の各種連絡・報告など回覧

３月
保育園卒園式 25日
小学校卒業式 18日
中学校卒業式  3日

自主防犯パトロール（第2土曜日）

青色パトロール（第4月曜日、土曜日）

自主防災隊活動　（4月：自主防災隊員の追加募集、実施内容は自主防災隊で検討）

市広報誌各戸に配付

四役会および役員会

４月
保育園入園式 5日
小学校入学式 6日
中学校入学式 7日

安全な町づくり推進大会、
環境美化推進大会 12日

１０月

９月

８月

10月30日(土)～31日
（日）旭行政区文化祭

７月

丘小運動会 22日
丘中体育祭 19日

５月

６月 6日(日)・19日(土)

花苗配布 9日(日)

地域対抗ソフトボール大会



　　第6号議案　令和３年度予算(案)

▼　収入の部
単位 ： 円

予算項目 小計 内訳

前年度繰越金 1,700,599

5,950,000 4,380,000

区費 1,440,000

130,000

行政区

一括交付金 3,022,200

333,300

補助金 6,391,050 50,000

73,750

3,434,000

2,500,000

250,000

雑収入 270,000 17,000

3,000

合計 17,333,849

▼　支出の部
単位 ： 円

予算項目 小計 内訳

1,200,000 夏祭り差引支出

240,000 いいじゃんまつり

650,000 敬老祝賀会

行 事 費 2,630,000 100,000 市民体育祭

100,000 ソフトボール大会

200,000 文化祭　

80,000 マラソン駅伝大会

60,000 予備費 

180,000 いきいき老人クラブ

150,000 健全育成会

110,000 子ども会育成会

100,000 ジュニアクラブ育成会

助 成 金 680,000 50,000 生涯学習講座

40,000 児童厚生

10,000 消防福谷分団

20,000 福谷八柱社

10,000 棒の手保存会

10,000 予備費

内訳項目 備　　考

その他（公衆電話委託料等）

チケット売上代、協賛金の収入と夏祭り支出との差額

行政区Tシャツ代、振込手数料等

火災時支援、催事等の見回り団協力金

祭礼協賛費

ふるさとネットワーク事業補助金

地域文化活動推進事業補助金

行政区活動事業（行政区拠点施設整備事業）補助金

集会所/旭の家使用料、コピー代、駐車場賃貸料など

募金手数料（日本赤十字社・社会福祉協議会）

　　　　 　 100件×1,200円＝120,000円（法人集金分　単身者）

事業所　　　10ヶ所

地区環境美化推進事業

地区体力つくり事業

行政区事務員設置事業補助金

内訳項目

持家住宅　　705件×6,000円＝4,230,000円

　　　　　　 50件×3,000円＝150,000円

行政区運営事業

地域ふるさと振興事業

印刷物配付事業

地区敬老会事業

地区安全なまちづくり推進事業

コミュニティ助成事業補助金(宝くじ助成）

賃貸住宅　  220件×3,000円＝660,000円（組長集金分）

　　　　 　 220件×3,000円＝660,000円（法人集金分）



予算項目 小計 内訳 内訳項目 備　　考

1,392,000 役員手当等

行政区運営費 3,092,000 1,360,000 事務員手当等

110,000 生活環境整備費

230,000

200,000 役員打合せ会費

会 議 費 302,000 12,000 区長研修会費

10,000 定例役員会費

45,000 四役会費

35,000 その他会議費

30,000

事務用品費 1,200,000 1,000,000

120,000 広報費

50,000 事務用品費

240,000 防犯灯電気代

交通防災費 592,250 180,000

100,000 交通安全対策費

20,000 パトロール隊実施費

52,250 委託費

55,000 地域環境美化費

55,000 備品購入費

300,000 水道光熱費

集会所維持費 915,000 140,000 通信費

120,000 駐車場賃貸費

115,000 施設管理費

50,000 修繕費

80,000 慶弔費

150,000

集会所臨時経費 2,750,000 100,000

2,500,000

650,000 旭の家修繕費

旭の家維持費 765,000 15,000 旭の家備品購入費

100,000 水道光熱費

予備費 250,000

大型修繕費等 3,434,000

次年度繰越金 723,599

合計 17,333,849

▼　特別勘定の部 

単位 ： 円

予算項目 前年度繰越金 収入 支出 内訳項目

【支出】集会所ホールの増築、和室の洋室化等工事
　　　　　（4,434,000円）

通路舗装工事等

【収入】利息(60円)　繰入(3，434，000円)

大型修繕等積立金 3,852,103 3,434,060 4,434,000 2,852,163

セコム警備費、消火施設点検

日常簡易な修繕

差引残高

看板・ノボリ・コーン等設置費

自主防犯パトロール飲み物、青パト燃料費等

防犯カメラ点検委託

ごみゼロ，花づくり

消耗品以外の器機・資材等

郵便、電話、インターネット、ＴＶ等

いきいきｸﾗﾌﾞ､ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ､子ども会､健全育成会各部との会議等

印刷機リース代、保守点検、インク代等

用紙代等

トイレットペーパー、洗剤等

自主防災会、防犯カメラ電気代、点検費用等

防犯灯電気代

環境美化推進員、花づくり委員

コミュニティー活動費（スタンプラリー、防災訓練等）に充当

年末打合せ会、新旧引継ぎ会

区長協議会・研修会費等

定例役員会費(年12回、門松づくり、年末大掃除等)

3年度予算

市からの補助金を積立金へ繰入れ

区費、交付金等収入のない3年度の4月～5月の支出に充てるための財源

机、椅子等の備品購入代

印刷、コピー機維持管理費

文房具/広報部写真代

三好丘コミュニティー
分担金等

防災対策費・防犯カメラ

集会所修繕費等

四役会費(年12回)

四役、組長、会計監査、班長

事務員手当+労災保険等、児童厚生員

設備費

コミュニティ助成事業補助金（宝くじ助成）



 

みよし市民憲章 
 

わたしたちは、恵まれた自然と郷土を愛し、自らの手で 

ここをいっそう生きがいのある住みよいまちにするために、 

この憲章を定めます。 

 

１. あふれるばかりの緑と花を育て 川をきれいにし  

 うるおいのある美しいまちにしましょう 

 

１. しあわせな家庭をつくり スポーツに親しみ  

  青少年の伸びるまちにしましょう 

 

１. 教養をたかめ 知性をみがき かおり高い 

 文化のまちにしましょう 

 

１. 誇りと創意をもって仕事に励み 調和のとれた 

 豊かなまちにしましょう 

 

１. 進んできまりを守り 互いに信じあえる 

 明るいまちにしましょう 

 
（昭和５０年３月１７日制定） 


