
議案第4号

令和元年度 多田東コミュニティ協議会
役員の承認

令和元年度多田東コミュニティ協議会の役員は、規約第8号に則り役員選出いた
しましたので、承認を求めます。

第8条 役員の任期は、一期2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の
残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。ただし、同じ役職への就任は、原則とし
て連続三期を超えないものとする。
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Zヽ ま 岩田  秀雄
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令和元年5月 19日 提出
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多田東コミュニティ協議会
役員選者委員会
委員長 薮内 玲子

14



議案第5号

令和元年度 多田東コミュニティ協議会事業計画 (案)

多田東コミュニティ協議会
会長  岩田 秀雄

担当委員会 内容

スポーツフェス
ティバル・文化祭
本部実行委員会

スポーツフェスティバルの開催(10月 )

文化祭の開催(11月 )

文化・スポーツ
委員会

学校プール開放(7月 )

多田東ふれあいスポーツ開催 (年4回 )

舎羅林由ハイキング開催(2月 )

作品展の開催

福祉委員会

福祉講習会・講演会の開催(福祉に資する事業)

相談・ふれあいひろば開催 (相談窓□事業)

ボランティア活動実施(ボランティア活動事業)

認知症啓蒙活動 (ボランティア活動事業)

各種福祉交流会 (住民との交流事業)

介護予防教室支援(住民との交流事業)

車イス体験指導 (住民との交流事業)

福祉ネットワーク会議開催(福祉NW会議事業)

避難行動要支援者台帳管理 (福祉NW会議事業)

重点事業 地域包括ケアヘのボランティア活動体制の整備

防犯・ 安全委員会

地域内パ トロール (月 1回 )、 特別警戒 (夏季・冬期 0年末)

青色パ ト□―ル車巡回(ほぼ毎日)・ 青パト講習会

防犯キャンペーン実施(夏・冬)

振込め詐欺防止キャンペーン等実施

厨百,疋言Π7原マ7]頁月瞬電□【F【壼丙天覇[薯頂ラ勇菱F『
~…~…~~…~~~~~‐~~~~~…~~~…~…

救命請習会・ 避難所運営図上訓練・ 防災まちづ<り出前講座

連携団体との共催事業に参加

防犯/防災/青パ ト ボランティア人員の拡充
重点事業 地域全体での大規模避難訓練の定期開催

子ども育成委員会

アニメ大会・ ちびっこ広場開催

子ども育成講演会
「しゃらりん !元気 !活動隊 !」 の支援

きんたクラプ開催 (放課後子ども教室)

三世代6れあい広場開催(12月)(ジ ョイフル 0フ レンド・クラブ)

舎羅林まつり(8月)(ジョイフル・ フレンド・ クラプ)

人権啓発講演会 (人権啓発推進委員会と共催)

まちづくり委員会

クリーンアップ大作戦

夢づくり応援事業開催

国崎クリーンセンター見学会開催

納涼の集い 。他
多田東まちづ<リプラザしゃらりんの運営

子ども食堂の運営

広報委員会
広報紙の発行 (年 3回 )

ホームページ(BLOG)運営

重点事業 SNSに よる情報発信事業 (チャレンジ事業)

役員会/事務局

縮 云 円 権

運営委員会開催
しゃらりんでだべりんぐ・協賛事業の実施

市コミュニティ連合会等の外部組織との連携
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議案第6号

令和元年度 多田東コミュニテイ協議会 一般会計予算 (案 )

説明予算額 前年度決算額 増減額項 目

繰越金2,062,329 173,806前年度繰越金 2236,135
地域づくリー括交付金3,851,000 672,(X)0交付金 4,523,000
SNSによる情報発信事業 (広報委員会)985,000 15000レン(チ 1,000,000

0 川西市放課後子どもプラン事業助成市放課後子どもプラン事業 200,000 2CX1000
600,000 県補助金(県民交流広場関連)=〉本音8ヘ800,000 200,000

県補助金(夢づ<り応援事業)=〉まちづ<り委員会ヘ0 120,000:(夢づ<り応援事業県助成H30分 ) 120,000
県補助金(子ども安全サポート)=〉防犯安全委員会ヘ2Q000 ▲ 2Q000助成金 (県子ども安全サポート関連) 0

5Ql∝Ю 0 川西防犯協会よりの助成金 (川西市助成)川西防犯協会よりの助成金 50,0(Ю
▲ 2,500,000 今年度なしコミュニティ助成事業助成金 (宝くD 0 2,500,000

46,710 運動会/文化祭/作品展/他事業収入 100,000 53,290
▲ 53,743 コピー/輸転機使用料、ラミネート加工料等300,000 353,743雑収入

▲ 498,831 前年度指定管理余剰金0 498831前年度指定管理余剰金
大型ごみ処理券販売手数料3232 ▲ 3,232大型ごみ処理券販売手数料 0

▲ 42,630 川西市健幸マイレージ参加者の寄附審附金 0 42,630
■ .TT‐ ■|■|■――一ニニ __二_

贈減額 説明前年度決算額―ツフェ ヾ 予算額
大運動会開催費用448868 151,132スボーツフェスティバル 600,000

|‐ ‐―|・|■‐151:1‐ C|・ ‐|■600:
前年度決算額 増減額 説明文化祭E ミ行委員会 予算額

22,865 文化祭開催費用200,000 177,145文化祭

増減額 説明予算額 前年度決算額

作品展開催費用71,234 ▲ 1,234作品展 70,000
116876 103,124 学校プール開放 前年度は猛暑のため中止プール開放等 220,000

▲ 24,312 ′S、れあいスポーツ・ ハイキング等ふれあいスポーツ 1001000 124,312
通信費 。消耗品 。会議費等8541 21,459会議費 0事務費等 3Q000

99,037文 420,αX 320,96(
説明前年度決算額 増減額議会 予算額

福祉関連ネットワーク会議等16,348 13,652ネットワーク会議等 30,000
8,286 電話使用料等通信費福祉拠点維持等 40,000 31,714
6,500 心配事相許 専門員への取次事業等相談 0取次事業 90,000 83,500

3Q000 安否確認登録用紙配布・ポスター作成情報発信事業 30,000 0
各種団体・住民との交流会288,178 ▲ 38,178地区内交流事業 250,000
全体会議・ 福祉講座・ 研修等7a664 ▲ 13,664地域福祉に資する事業 60,αЮ

1. =・ .:‐■a‐
・ 福祉晏員会費|‐計| ・. 500,C)01 493404

贈減額 説明iな巳・ヨコ全委員会 予算額 前年度決算額

49,128 ▲ 4,128 飲み物他防犯 夜間バ トロール 45,000
44509 キャンペーングッズ防犯 キ ャンペーン 120,000 75491

▲ 4Q443 ガソリン代、タイヤ交換防犯 青パ ト巡回燃料費等 80,0(Ю 120,443
36,031 資料 0お茶防犯 青バ ト巡回講習会等 40,000 3,969

100,000 車検(2年ごと)防犯 青パ ト車検 100,000 0
11 98CЮ 25,150 任意保険 税金防犯 青パ ト任意保険 。税金 145,000

7,510 12,490 通信費・飲み物他防災 救命講習会 20,0()(

26,671 通信費・消耗品他防災 )肖火訓練 45,000 18,329
▲ 29,388 通信費・ 印刷費防災 避難所運営ゲーム 00,000 79,388

3,846 Eβ刷費・ 消耗品防災 マニュアル作成 20,000 16,154
消耗品 マスク・エプロン。ブルゾン等5,000 1,597 3,403防災 三世代ふれあい広場

8,878 1,122 防災関連出前講座防災 出前講座 lQ000
防犯・防災含算会議費9,167 833委員会 会議費 lQ000

9,581 防犯・ 防災含算事務費他80,000 70,419
_|.‐  .
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子ども
二 二重 鍾璽

贈減額
二
=======量

豊二墓墨二
説明

.‐重3堅殺
予算額

12,374 アニメ大会等費用ちびつこ広場/会議関連 5Q000 37,626
70,000 子ども育成講演会 講師料他70,000 0講演会関連

さんたクラプ運営費用207,971 22,029さんたクラブ関連 230,000
▲ Q419
97,984

三世代交流広場等開催費用
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つづき

令和元年度多田東コミュニティ協議会 一般会計予算 (案 )

予算額  1前年度決算額 l  贈減額:く り委員会まら■
」用)7,4921画画5001~ 112,5081 夢づくり応援事業 (県助成金夢づくり応援事業

ol 21,3851 a 21,385 =》納涼の集い魏 0費等

研|!多 費等 14,51820,∝Ю 1    5,4821
餃費15,776eo,oocl tq,zzal交流事業等

5Q000473,o001  41■ OαDl広報紙印刷費
ペ9,00111薫面 1 1%9991広報紙配布費

21,400
~~~~~百

瓦5函】
~   3,6001

会議費・事務費等

24811

べ ん ぐ

▲ la952 ユ _コ100,000

▲ 1

令利元年5月 19日  提出
多盤東コミュニティ協議会

会長  岩田 秀雄
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議案第7号

翁和元年度 多田東コミュニテイ協議会

まちづくり委員会 特日陰 計予算 (案 )

地域交流拠点事業

収 入 (単位 :円 )

説明増減額予算額

平成30年度の繰越金662,8421,246,923 584,081

▲ 1,000,000 交付金加算金等繰入金はなし○ 1,000,000地,或交流拠点事業 操入金

事業売上収入203,8191,100,000 896,181

ピアノ/篠笛/ダーツ/和菓子教室等利用料600,000 615,493貸館事業

子ども食堂売上261,1002 子ども食堂 300,000
納涼祭売上03 納涼祭 100,000
その他売上100,000 19,588

売
上
金

4 その他

説明遭減額予算額 前年度決算額チャレンジ事業
0 人件費120,OOO人件費 120,000

謝礼等○報償費 l Q000 10,000

32,436 貸館消耗小物等・ インク100,000 67,564)肖 耗品費

21,178 食材・調味料等98,822食糧費 120,000

貸館関連ポスター・チラシ等6,650E目 刷製本費 20,000 13,350

▲ 59,712 NTT通信費等=〉解約済20,000 79,712通這運搬費

28527 電気・ガス・ 水道料金200,000 171,473光熱水費

30,000
{l多 繕料 30,000 ○

2‐000 家霞等650,000 648,000貸僣料・使用料

振込手数料6,480 520手数料 7,000

12,062 音響設備等備品購入費 3Q000 17,938

0 1,039,923予備費(次年度繰越金) 1,039,923

円

令和元年5月 19日 提出
多田東コミュニティ協議会

会長  岩田 秀雄
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点事業 前年度繰越金

1点事業 売上金計

▲ 133,389

―鷲綱13,584|チ ヤ タンジ車‐業贅 計 ・21346‐ 921



議案第8号

令和元年度 多田東コミュニテイ協議会

新規チャレンジ事業 特S」会計予算 (案 )

SNSによる情報発信事業(広報委員会)

(単位 :電 )

燿減額 説明前年度決算額予算額レ ン

有償ボランテイア30,000030,000人件費
500,000 (小規模講習 12回、大規模講習 3回 )0500,000報償費
50,00050,000 0旅費

プリンター、マウテキスト234,0000234,000)肖耗品費
会議、講習会お茶代70,000070,000食糧費

講習会資料印刷チラシ ポスタ176,000176,000 0印刷製本費
130,0000130,000委託料

10,0000101000手数料

令和元年5月 19日 提出
多田東コミュニテイ協議会

会長  岩田 秀雄
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振込手数料

|■TII====量圭量三豊豊豊二二二(11200:00Cシンジ事業資 計


