
平成 28年度 真城地区振興会総会 

 

                                  日 時：平成 28年４月 14日(木) 

               午後３時H 

場 所：真城地区センター 

 

次 第 

 

（奥州市民憲章唱和） 

１ 開  会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 議長選出 

   

４ 議  事 

報告第１号 平成27年度事業報告 

認定第１号 平成 27年度会計収支決算 

議案第１号 役員の改選について 

議案第２号 平成 28年度事業計画（案） 

議案第３号 会費の額、徴収方法について 

議案第４号 平成 28年度会計収支予算（案） 

議案第５号 奥州市真城地区センター指定管理者の応募について 

    

５ その他 

 

６ 閉 会 

1



～ 奥州市民憲章 ～ 

 

わたしたちは、歴史・伝統・自然に恵まれたこのまちの市民であることを

誇りとし、さらに良いまちをめざして市民憲章を定めます。 

一 ふるさとを愛し いきいきと働くことができるまちをつくります 

一 すすんで学び 文化のかおり高いまちをつくります 

一 みんなが手をつなぎ 健康で明るいまちをつくります 

《平成 19年２月 20日制定》 
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役員名簿　　　任期：Ｈ26.4.1～Ｈ28.3.31　

役職 氏名 団体・役職 行政区

1 顧問 中澤　俊明 奥州市議会議員 下中野

2 顧問 阿部　加代子 奥州市議会議員 大深沢

3 顧問・理事 遠藤　計悦 知識経験者 上中野

4 会長 山内　孝義 知識経験者 要害

5 副会長 佐藤　正美 行政区長会長 折居町

6 副会長 藤井　一子 真城婦人会長 須江

7 副会長 小澤　房子 知識経験者 真城が丘

8 理事 吉田　健一　 行政区長 要害

9 理事 那須川　昇 行政区長 高根

10 理事 菅原　公文 行政区長 下中野

11 理事 鈴木　琢夫 行政区長 大深沢

12 理事 今野　紀昭 行政区長 堤尻

13 理事 稲葉　廣次 行政区長 秋成

14 理事 藤井　邦夫 行政区長 須江

15 理事 千田　一男 行政区長 真城が丘

16 理事 色川　秀一 真城小学校

17 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 真城が丘

18 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 堤尻

19 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 上中野

20 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 真城が丘

21 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 下中野

22 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 須江

23 理事 岩淵　雅規 真城地区民生児童委員協議会長 上中野

24 理事 千葉　浩基 水沢警察署真城駐在所長

25 理事 佐藤　正則 真城地区センター長

26 監事 千田　繁 行政区長会副会長 折舘

27 監事 千葉　長英 真城地区民生児童委員協議会副会長 川尻

28 監事 浅利　東壽 農事実行組合協議会長 上中野

29 代議員 佐藤　健司 水沢南中学校長

30 代議員 吉田　英一 真城小学校ＰＴＡ会長

31 代議員 高橋　潤一
岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 折居町

32 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合胆江地域センター

33 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 秋成

34 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 須江

35 代議員 吉田　周吉 交通安全協会真城分会副分会長 大深沢

36 代議員 千葉　敏彦 消防団第六分団長 秋成

37 代議員 千葉　トメ子 真城地区婦人消防協力会長 秋成

38 代議員 小野寺　満 地域代表 折居町

39 代議員 伊藤　修一 地域代表 要害

40 代議員 吉田　宗雄 地域代表 高根

41 代議員 佐藤　勝志 地域代表 川尻

42 代議員 浅利　廣悦 地域代表 上中野

43 代議員 及川　芳彦 地域代表 下中野

44 代議員 千葉　重守 地域代表 大深沢

45 代議員 佐藤　光明 地域代表 堤尻

46 代議員 千葉　信明 地域代表 秋成

47 代議員 千田　明 地域代表 須江

48 代議員 千田　繁 地域代表 折館

49 代議員 及川　京子 地域代表 真城が丘
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報告第１号

平成27年度　真城地区振興会事業報告

月　日 行　　　事 備　　考

4/1(水) 会計監査会

4/14（火） 定期総会 代議員17名出席（本人9、委任状7）

4/28（火） 第１回指定管理検討委員会

6/9（火） 指定管理検討委員会先進地視察 湯沢市・岩崎地区自治会議　26名

6/17（水） 第２回指定管理検討委員会

7/９(木） 真城地区振興会・地区区長会打ち合わせ 地区市民運動会について

7/13（月） 第３回指定管理検討委員会

7/27（月） 三役会議 地区要望について

8/19（水） 地区要望ヒアリング 15項目

8/19（水） 三役会議 指定管理検討委員会について

8/26（水） 第４回指定管理検討委員会 地区内団体について

9/4（金） 三役会議 事業の取扱いについて

9/29(火） 第５回指定管理検討委員会 事業の洗い出しほか

10/18(日) 将来の市政のありかた公聴会 参加者24名、当局８名

10/29(木) 三役会議 当面の事業ほか

10/30(金） 第６回指定管理検討委員会

11/4(水) 市民と議員の懇談会

11/13(金) 専門部長・副部長会議 各団体との関係について

11/18(水) 指定管理検討委員会先進地視察・研修 多賀城市大代地区公民館

11/30（月） 三役会議 当面の事業ほか

12/15(火) 表彰委員会

1/21(木) 第１回理事会 役員の改選についてほか、25名

2/3（水） 次期役員候補選考委員会

2/4（木） 三役会議 職員採用について

2/5（金） 三役・専門部長合同会議 平成28年度総会に向けて

2/25(木） 三役会議、第７回指定管理検討委員会 地区センター長の推薦、応募方針の確認

3/4（金） 会計・事務監査

3/10（木） 三役・専門部長合同会議 平成28年度総会に向けて

3/15（火） 第２回理事会 平成28年度総会付議議案

3/18（金） 協働のまちづくり事業総括・慰労会 来夢くんレストラン、28名

4/1（金） 会計・事務監査

4/21（火） 振興会長等会議 会長、市役所本庁

4/24（金） 第１回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

5/28（木） 第２回水沢区地域協議会 会長、市役所本庁

6/15(月) 地域活動員研修 江刺総合支所　３名受講

6/30（火） 花苗移植・除草作業 利用団体から32名

7/2（火） 地域活動に関するヒアリング 市担当課・会長・事務局

8/18(火） 市環境衛生大会 衣川区

10/16(金) 地域活動員研修 江刺総合支所　３名受講

10/16(金) 市社会福祉大会 Ｚホール

1/15（金） 市長と地域を語る会 会長、副会長

1/23（土） 市民提案型協働支援事業制度説明会 事務局長

1/27（水） 水沢区振興会長等交流懇親会 会長・事務局長

2/15（月） 奥州市市民憲章推進大会・協働のまちづくりフォーラム 衣川荘

2/20（土） 奥州市誕生「10周年」記念式典 Ｚホール

毎月 広報（雷神）の編集・発行

4/4(土) 地区異動職員歓送迎会 異動者14名、地区86名参加

5H11月 真城太鼓の活動支援 太鼓教室講師謝礼費用の助成

5/28（木） 部会 年間事業の具体化

6/7(日） 真城さなぶり演芸会 体育館・来場者50名

9/4(金) 第42回真城まつり第１回実行委員会

10/19(月) 第42回真城まつり第２回実行委員会

10/21(水) 部長・副部長協議 当面の事業について

11/3（火） 第42回真城まつり

11/19（木） 部会 新春講演会・交賀会、忘年会

11/20(金) 第42回真城まつり第３回実行委員会

11/26(木) 地域の若い世代との懇談会 参加者７名・主催者８名

12/12（土） 平成27年忘年会 産直来夢くん、役員30名

１　機関会議

２　諸会議・行事

３　地域振興部
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1/９(土)

新春講演会・交賀会

講演会　演題「まちづくり」ＮＰＯ×行政×指定管理者

講師　ＮＰＯ法人フュージョン長池会長

産直来夢くん

講演会80名、交賀会88名参加

2/3（水） 岩手県生涯学習研究発表会 花巻市、部長ほか8名

2/10（水） 部会 平成28年度定期総会議案協議

2/24（水） 部会（部長・副部長） 異動職員歓送迎会について

3/2（水） 地域の若い世代との懇談会 参加者８名

3/29（火） 部会（部長・副部長） 異動職員歓送迎会について

5/25（月） 真城女性ゼミナール　開講式・第１講 スポーツ吹矢教室　25/30名出席

5/27(水) チャレンジデー2015協賛企画　３Ｂ体操 産直来夢くん駐車場 60名参加

5/30（土） 真城地区いきいきシニアスポーツ大会 運営協力（主催：地区老ク連）

6/5（金） 部会 年間事業の具体化

5H10月 真城大学（実施支援） 6回、延べ327名参加

5H10月 わんぱくでんでん（田・伝）教室の実施支援（真小５年） 雲南愛農会（上中野）と連携

7/13（月） 真城小学校　英語に触れる活動　第１回 1H4年児童

8/3H7 パソコン教室　第１講「パソコン入門」 真小PCルーム　15名受講

7/6（月） 地区市民運動会チーフ会議 種目等の調整

7/15（水） 真城女性ゼミナール　第２講　 陶芸教室

8/23（日） 真城地区市民運動会 午前８時30分H午後１時

9/4（金） 地区市民運動会代表者会議・反省会 総括・慰労

9/25（金） 真城女性ゼミナール　第３講　 エコ料理教室 23名

10/6（火） 部会 健康スポーツ教室ほか

11/17・19・20 パソコン教室　第2講「年賀状をつくろう」 真小PCルーム、15名受講

11/12（木） 真城女性ゼミナール　第４講　 盛岡の紅葉ツアー　27名

11/15・21 健康スポーツ教室 親子バドミントン　13組30名

12/9（水） 真城小学校　英語に触れる活動　第２回 1H4年児童

12/16（水） 真城女性ゼミナール　第５講　 そば打ち体験　　21名

2/4（木） 真城女性ゼミナール　第6講　・　閉講式 ブックトーク　　14名

2/17H19 真城「おとなの学校」 真城小学校　　　32名

2/20（土） 軽スポーツ交流会 ボウリング　　　33名

3/1（火） 部会 平成28年度定期総会議案協議

6/20（土） 真城いきいきふれ愛タイム 真城地区センター　17名

9/15（火） 真城地区敬老会 プラザイン水沢、出席者215名

11/25H27 ふれあいシルバーサロン ３地区（川尻、要害、須江）、延べ52名参加

11/10(火) 真城まるごと健康講座　第１講（共催） 脳卒中予防・治療、55名参加

11/19(木) 真城まるごと健康講座　第２講（共催） 軽体操、減塩食の推進、40名参加

11/24(火) 真城まるごと健康講座　第３講（共催） お口の健康、40名参加

2/12（木） 部会 平成28年度定期総会議案協議

5/25(月) 部会 年間事業の具体化

6/30（火） 地区センター地内花壇花苗の植栽作業

６H11月 地区花いっぱいコンクール 一般7団体3名、子ども会14育成会

6/26（金） 真城地区自主防災組織等連絡会結成会議 14団体で構成

7/8（水） 部会 ポイ捨てさせない運動について

９H10月 ポイ捨てさせない運動
4行政区（折居町、要害、高根、川尻）、のぼり20本設置

9/9（水） 部会 視察研修について

9/9（水） 真城地区自主防災組織等連絡会会議 当面の活動について

10/23(金) 県立総合防災センター視察・研修 26名、自主防災連絡会と連携

2/15（月） 部会 平成28年度定期総会議案協議

4H10月 ＥＭ菌の活用による生ごみ減量化活動の助成 経費の助成

5/30（土） 真城地区いきいきシニアスポーツ大会 人的支援

6H8月 真城地区寺子屋の事業支援 人的支援

真城小学校区子ども会育成会連絡協議会

真城地区食生活改善推進員協議会

真城婦人会

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

　　平成28年４月14日

４　教育文化・スポーツ部

５　健康・福祉部

８　地区内団体の運営財政支援

６　生活環境部

７　地区内団体の事業支援
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１　収　入

科 目 当初予算額 流充用額 予算現額（A） 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

会 費 471,300 0 471,300 469,200 △ 2,100

寄 付 金 1,000 0 1,000 0 △ 1,000

繰 越 金 52,756 0 52,756 52,756 0 前年度繰越金

雑 収 入 944 0 944 280 △ 664 貯金利子

合 計 526,000 0 526,000 522,236 △ 3,764

２　支　出

科 目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

会 議 費 27,000 0 27,000 10,000 17,000

旅 費 15,000 0 15,000 0 15,000

事 務 費 20,000 0 20,000 20,363 △ 363

真小区子育連活動助成 15,000

食改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

繰 出 金 343,000 0 343,000 343,000 0

慶 弔 費 30,000 0 30,000 24,000 6,000 各種大会祝儀等

諸 費 5,000 0 5,000 5,000 0

予 備 費 21,000 △ 363 20,637 0 20,637

合 計 526,000 △ 363 525,637 467,363 58,274

　収入支出差引残金 54,873

　　　　　真城地区振興会

助  成  金 65,000 0 65,000 65,000 0

認定第１号-１

平成27年度真城地区振興会一般会計収支決算

（単位：円）

説　　　　明

　　　　　  会長　山　内　孝　義

事業特会・太鼓維持特会へ繰出

奥州市民憲章推進協議会水沢支部協賛会員会費

円は翌年度に繰り越すものとする。

　　平成28年４月14日

会費＠300×1,564世帯

（単位：円）

説　　　　明

町連協交流懇談会会費

法人IB手数料ほか
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１　収　入

科　　目 予算額(A) 収入済額（B)

比較

(B)-(A)

交　付　金 4,732,000 4,732,000 0

繰　入　金 308,000 308,000 0

繰　越　金 1,205,291 1,205,291 0

助　成　金 199,000 199,000 0

雑　　　入 46,709 100,456 53,747

合　　計 6,491,000 6,544,747 53,747

２　支　出

科　　目 当初予算額 流充用額 予算現額（A) 支出済額（B)

不用額

(A)-(B)

運　営　費 4,285,000 39,384 4,324,384 4,317,731 6,653

(1)賃　金 3,888,000 11,830 3,899,830 3,899,830 0

(2)役務費 50,000 4,320 54,320 58,420 △ 4,100

(3)厚生費 117,000 0 117,000 116,147 853

  (4)費用弁償 30,000 0 30,000 20,100 9,900

【地域振興部】 527,870

広報「雷神」発行 105,516

異動職員歓送迎会 10,604

新春講演会・交賀会 15,000

真城音頭の普及 0

真城まつり 188,000

真城太鼓活動助成 100,000

その他事業 108,750

【教育文化・スポーツ部】 311,957

女性ゼミナール 30,000

真城ふるさと探訪教室 0

健康スポーツ教室 28,025

軽スポーツ交流会 26,355

英語に触れる活動 30,000

地区市民運動会へ助成 0

真城大学へ助成 10,652

巡回親子映画会へ助成 0

わんぱく・田伝教室へ助成 60,000

その他事業 126,925

【健康・福祉部】 26,537

いきいきふれ愛タイムへ助成 17,000

地区敬老会へ助成 0

ふれあいシルバーサロンへ助成 7,000

その他事業 2,537

【生活環境部】 142,498

花いっぱい運動・コンクール 62,503

ポイ捨てさせない運動 40,299

生ごみ減量化対策事業 10,000

防災事業 17,716

その他事業 11,980

備品購入費 299,000 0 299,000 256,369 42,631 液晶モニター、座椅子収納棚

予　備　費 724,000 △ 150,210 573,790 0 573,790

合　　計 6,491,000 6,486,900 5,582,962 903,938

収支差引残金 961,785 円は翌年度に繰り越すものとする。

真城地区振興会

会長　山　内　孝　義

認定第１号-２

平成27年度真城地区振興会事業特別会計収支決算

（単位：円）

説   　明

奥州市地域運営交付金

配分　運営費分　　　　528千円

　　　生涯学習相当分　198千円

　　　人件費分　　　4,006千円

振興会一般会計から

前年度繰越金

ふるさと探訪誌頒布代金ほか

（単位：円）

説　　明

福祉のまちづくり事業助成金

地域活動員賃金

印刷機リース料、郵券代

地域活動員労働保険料事業主負担

地域活動員採用面接　面接官謝礼

(5)事務費 200,000 23,234 223,234 223,234 0

　　平成28年４月14日

事務用品（印刷機用インク、マ

スターほか）

事　業　費 1,183,000 106,726 1,289,726 1,008,862 280,864
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１　収　入

科 　目 予算額 流充用額 予算現額(A) 収入済額(B)

比較

(B)-(A)

協働のまちづくり交付金 4,959,000 0 4,959,000 4,959,000 0

集会施設交付金 680,000 0 680,000 680,000 0

計 5,639,000 0 5,639,000 5,639,000 0

２　支　出

科　 目 当初予算額 流充用額 予算現額(A) 支出済額(B)

不用額

(A)-(B)

安全・安心 2,290,824

地域振興 2,113,293

福祉活動 40,321

教育文化・スポ―ツ 110,000

生活環境 404,562

集会施設交付金 680,000 0 680,000 680,000 0 17施設×40,000円 680,000

計 5,639,000 0 5,639,000 5,639,000 0

収入支出差し引き残金 なし

平成28年４月14日

真城地区振興会

　会長　山　内　孝　義

認定第１号-３

平成27年度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支決算

説　　明

奥州市協働のまちづくり交付金

（一般枠）

奥州市協働のまちづくり交付金

（加算枠）

分野・説明

協働のまちづくり事業 4,959,000 0 4,959,000 4,959,000 0
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№ 地区 事業名 事業目的 事業内容(期日・場所・対象者・内容など) 事業費 交付金

のべ参加

人数

対象区分 目的別

ハード

ソフト

事業主

体

新規

継続

1 1-5:真城 安心・安全の確保と推進事業

地域内の防犯灯設備の更新を図り、安心の確保、防犯上の安

全性を向上させる。

期日：７月～８月

地域防犯灯の整備費用の助成

ＬＥＤ灯の新設　箇所、ＬＥＤ灯への交換　93箇所

自動点滅器交換　４箇所

2,290,824 2,290,824 5:その他 4:防災・防犯 1:ハード 3:補助 2:継続

2 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業地域情報発信機能・交流機能の向上

期日：４月～３月

真城地区振興会公式ホームページ・ブログの開設・運用

120,000 120,000 5:その他 2:コミュニティ 2:ソフト 1:振興会1:新規

3 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業地区活動の活性化

期日：４月～３月

真城音頭の編曲・編集、地区センタースピーカーでの放送

30,000 30,000 5:その他 2:コミュニティ 2:ソフト 1:振興会1:新規

4 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業女性による活動の活性化推進

「女性の輪」づくり事業

真城女性いきいきサロン事業経費助成（主催：真城婦人会ほ

か）

15,623 15,623 4:女性のみ 1:人財育成 2:ソフト 3:補助 1:新規

5 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業地区の記録の保存・継承、発信の促進

期日：４月～３月

地区広報「雷神」の縮刷版編集・発行、デジタルデータ化

第１号（昭和47年）～第433号（平成27年２月）

129,600 129,600 5:その他 2:コミュニティ 2:ソフト 1:振興会1:新規

6 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業人的資源の活用による学習活動の推進

期日：２月

大人の学校の開催　教材費負担

10,000 10,000 120 2:成人 2:コミュニティ 2:ソフト 2:共催 1:新規

7 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業まちづくり推進に係る意識啓蒙

期日：１月９日

まちづくりをテーマにした講演会の開催

講師　ＮＰＯ法人フュージョン長池　会長　富永一夫氏

33,016 33,016 80 5:その他 2:コミュニティ 2:ソフト 1:振興会1:新規

8 1-5:真城 活力ある真城を目指し推進する事業地域おこしのための情報発信

期日：２月～

地域をアピールする横断幕の製作・設置

151,458 151,458

9 1-5:真城 美しい自然を守り、育て、生かす事業地区内資産の維持管理活動の助成

期日：

大深沢水園維持活動費用の助成

34,862 34,862 5:その他 3:生活環境・交通安全 2:ソフト 3:補助 1:新規

10 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業地域・見識の習得、研究・調査機能の向上

期日：６月・11月

地域自治活動先進都市の視察・研修

　（６月９日秋田県湯沢市・岩崎自治会議・11月18日多賀城市・

大代地区コミュニティ推進協議会）

232,595 232,595 50 5:その他 1:人財育成 2:ソフト 1:振興会1:新規

11 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業設備メンテナンスの実施による耐久性・機能性・美観の向上

期日：６月

地区センター外壁塗装・ベランダフェンス塗装

399,600 399,600 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

12 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業設備メンテナンスの実施による機能性の向上

期日：５月

公用車ガレージの修繕（シャッター部の交換）

97,200 97,200 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

13 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業機器整備による事業効力の向上

期日：５月

体育館音響用機器の配備（CD・カセットデッキの配備）

65,000 65,000 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

14 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業機器整備による事業効力の向上

期日：５月

音響用機器の更新配備（ポータブルアンプに更新）

デジタルカメラの更新

335,565 335,565 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

15 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業地区センター指定管理業務運用を見据えた事務室環境の改善

期日：５月～６月

事務室の拡充・模様替え・改修工事

441,428 441,428 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

16 1-5:真城 協働のまちづくり活動拠点づくり事業地区センター指定管理業務運用を見据えた設備改善

期日：２～３月

地区センター北側駐車場看板製作・設置

62,208 62,208 5:その他 2:コミュニティ 1:ハード 1:振興会1:新規

17 1-5:真城 福祉活動推進支援事業 健康増進・維持、認知症予防等の周知、啓発

期日：７月

健康増進・認知症予防等講演会開催費用の助成　５件

40,321 40,321 2:成人 6:保健福祉増進 2:ソフト 3:補助 2:継続

18 1-5:真城 地域ぐるみで子供たちの健全な成長子ども会活動資材の整備助成

期日：６～７月

町内会等所有の神輿修繕費用の補助　２団体

100,000 100,000 1:青少年 7:青少年健全育成 2:ソフト 3:補助 2:継続

19 1-5:真城 花と緑あふれるふるさとづくり事業 花壇整備を通じた地域活動の強化、地域美化

期日：６～９月

地域花壇、子ども会花壇花苗の購入費用助成　６団体

129,700 129,700 5:その他 7:青少年健全育成 2:ソフト 3:補助 2:継続

20 1-5:真城 生活環境整備事業 地域で運用する資器材の保持

期日：７月～９月

地域ゴミ収集箱の整備費用助成　８箇所

240,000 240,000 5:その他 3:生活環境・交通安全 1:ハード 3:補助 2:継続

4,959,000 4,959,000

平成27年度真城地区協働のまちづくり事業一覧
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認定第１号-４

１　収　入　　 （単位：円）

科    目 予算額 収入済額 比較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 73,990 73,990 0 前年度繰越金

雑 収 入 10 15 5 口座利息

合　　計 109,000 109,005 5

２　支　出 （単位：円）

科　　　目 当初予算額 流充用額 予算現額 支出済額 不用額 説　　　　明

消 耗 品 費 0 0 0 0 0

役　務　費 109,000 0 109,000 0 109,000

予　備　費 0 0 0 0 0

合　　　計 109,000 0 109,000 0 109,000

　収入支出差引残金 109,005 円は次年度へ繰越すこととする。

　真城地区振興会

　　会長　　山　内　孝　義

　　平成28年４月14日

平成27年度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支決算
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議案第１号 

 

役員の改選について 

 

真城地区振興会規約第７条の規定に基づいて役員を、同規約第９条の規定に基づいて代議

員を選出する。 

任期は、平成28年４月１日から平成30年３月31日までとする。 

 

  平成28年４月14日 

                          真城地区振興会 

                           会長      
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議案第２号 

 

平成 28年度真城地区振興会事業計画(案) 

 
１ 基本方針 

真城地区コミュニティ計画に位置付ける真城地区の目標「５つの将来像」及び「ねらい」 

を念頭に、その実現に向けて事業を推進します。 

事業推進にあたっては、真城地区協働のまちづくり事業の推進と整合性を保ちながら進 

めます。 

２ 専門部ごとの事業推進 

(1) 真城に住むあなたが主役のまち「地域振興」(地域振興部) 

 地域のみなさんの力を結集して、行事や活動に取り組みながら、活力ある真城をめ

ざしていきます。 

 本会全体の財政運営にあたっては、自主・自立をめざし、自主財源の確保に努め地

域振興に即した活動を模索・追求していきます。 

① 広報紙編集の検討・発行 

② 地区異動職員歓送迎会の開催 

③ 真城まつりの開催（主催：実行委員会） 

④ 新年講演会・交賀会の開催 

⑤ 真城太鼓の活動支援 

⑥ 情報発信事業 

⑦ 真城音頭の普及 

⑧ 若い世代の活動を支援する活動（新規） 

  地区の若い世代の主体的・自主的活動の推進を支援し、自治活動の活性化をめざし

ます。 

⑨ 女性の輪づくりによる交流 

⑩ 公式ホームページ・ブログによる情報発信 

⑪ その他必要と認める事業 

 
（2）みんなが健康で、元気が出るまち「健康」（教育文化・スポーツ部）  

子どもから高齢者が、気軽に参加できるスポーツ活動を展開し、それぞれの体力や目

的に合った健康づくりに取り組みます。 

たくましい「真城っ子」の声が響くまち「子ども」 地域、学校、家庭がいっしょに

なって、子どもたちがすこやかに学び、遊べるような環境づくりに取り組み、地域ぐる

みで子どもたちの健全な成長を支えます。 

① 地区民運動会の実施支援 

② 真城女性ゼミナールの開催 

③ 真城ふるさと探訪教室の開催 

④ 健康スポーツ教室・軽スポーツ交流会の開催 

⑤ 真城小学校児童を英語に触れさせる活動 

⑥ パソコン教室 
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⑦ 真城「おとなの学校」 

⑧ 真城大学への支援（主催：地区老人クラブ連絡協議会） 

⑨ 親子映画会への支援（主催：子育連） 

⑩ わんぱくでんでん（田・伝）教室への支援（主催：真城小学校） 

⑪ 真城地区センター地域活用事業（主催・総合型真城体育協会、新規） 

⑫ その他必要と認める事業 

 
（3）いきいきとした高齢者が集まるまち（健康・福祉部） 

高齢者が住みやすいまちづくり、安心して暮らせるような取り組みをしていきます。 

① 地区敬老会への支援(主催：地域福祉推進協議会真城支部) 

② いきいきふれ愛タイムへの支援（同上） 

③ ふれあいシルバーサロンへの支援（同上） 

④ 地区いきいきシニアスポーツ大会への支援（主催：地区老人クラブ連絡協議会） 

⑤ 健康増進事業への支援 

⑥ その他必要と認める事業 

 
（4）自然があふれるふるさと「環境」（生活環境部）  

うるおいややすらぎのある真城を目指し、美しい自然を守り、育て、生かす取り組み

をしていきます。 

① 各自治会等による防犯灯整備への助成・支援 

② 花いっぱい運動の推進、花いっぱいコンクールの実施 

③ ポイ捨てさせない運動の推進 

④ 生ごみ減量化の推進活動 

⑤ 地区防災啓蒙活動の実施 

⑥ 自主防災組織等連絡会への支援（新規） 

⑦ その他必要と認める事業 

 

３ 奥州市真城地区センター指定管理者運用に向けた取組み 

奥州市から打診されている真城地区センター指定管理業務の運用に向けて、指定管理検

討委員会において検討・調査活動を進めます。 

 

平成 28年４月 14日 

 

                    真城地区振興会 

                     会長  
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議案第３号 

 

会費の額、徴収方法について 

 

真城地区振興会規約第14条の規定に基づいて、会費の額及び徴収方法について、次のとお

り決定する。 

１ 会費の額 

 会員により構成する真城地区内の１世帯当たり300円 

２ 会費の徴収方法 

 各自治組織（振興会、自治会等）ごとに現金により、８月末日までに納入する。 

 

  平成28年４月14日 

                          真城地区振興会 

                           会長   
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議案第４号-１

１　収　入　　

科    目 本年度予算額 前年度予算額 比　較

会    費 469,200 471,300 △ 2,100

寄 付 金 1,000 1,000 0

繰 越 金 54,873 52,756 2,117

雑 収 入 927 944 △ 17

合　　計 526,000 526,000 0

２　支　出

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較

会　議　費 27,000 27,000 0

旅　　　費 15,000 15,000 0

事　務　費 20,000 20,000 0

真小区子育連活動助成 0

食生活改善推進活動助成 30,000

地域婦人団体活動助成 20,000

事業特別会計へ繰出 141,000

まちづくり事業特別会計へ繰出 167,000

太鼓維持特別会計へ繰出 35,000

慶　弔　費 30,000 30,000 0 各種大会お祝い

諸　　　費 5,000 5,000 0 水沢まちづくり運動推進協議会協賛会費

予　備　費 36,000 21,000 15,000

合　　　計 526,000 526,000 0

会議・研修旅費

事務用品

助　成　金 50,000 65,000 △ 15,000

貯金利子等

（単位：円）

説　　　　明

総会、理事会、監査会ほか

平成28年度真城地区振興会一般会計収支予算（案）

（単位：円）

説　　　　明

会費＠300×1,564世帯(前年度実績)

前年度繰越金

　　平成28年４月14日

　　　　　真城地区振興会

　　　　　  会長　　

　収入支出差引残金なし

繰　出　金 343,000 343,000 0
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議案第４号-２

１　収入

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比  較

　交 付 金 5,017,000 4,732,000 285,000

　繰 入 金 141,000 308,000 △ 167,000

　繰 越 金 961,785 1,205,291 △ 243,506

　負 担 金 50,000 0 50,000

　助 成 金 0 199,000 △ 199,000

　雑　　入 30,215 46,709 △ 16,494

合　　　計 6,200,000 6,491,000 △ 291,000

２　支出

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比  較

運　営　費 4,434,000 4,285,000 149,000

　(1)賃　　金 3,507,000 3,888,000 △ 381,000

　(2)役 務 費 100,000 50,000 50,000

　(3)厚 生 費 597,000 117,000 480,000

　(4)旅　　費 30,000 30,000 0

　(5)事 務 費 200,000 200,000 0

事　業　費 1,001,000 1,183,000 △ 182,000

【地域振興部】 586,000 546,000 40,000

　広報「雷神」発行 113,000 113,000 0 用紙代　15回発行

　地区異動職員歓送迎会 70,000 70,000 0

　新春講演会・交賀会 15,000 15,000 0

　真城音頭の普及 10,000 10,000 0

　真城まつり助成 188,000 188,000 0 主催：実行委員会

　真城太鼓活動助成 90,000 100,000 △ 10,000 太鼓教室講師謝礼分

　真城版ＪＣ活動（新規） 100,000 0 100,000

　その他事業 0 50,000 △ 50,000 項目を削除、予備費に集約

【教育文化・スポーツ部】 270,000 403,000 △ 133,000

　女性ゼミナール 30,000 30,000 0

　真城ふるさと探訪教室 40,000 40,000 0

  健康スポーツ教室 30,000 30,000 0

　軽スポーツ交流会 20,000 20,000 0

　英語に触れる活動 40,000 30,000 10,000 真城小学校１H４年生対象、年２回

　地区市民運動会へ助成 0 76,000 △ 76,000 主催：地区センター

　真城大学へ助成 0 12,000 △ 12,000 主催：地区老人クラブ連絡協議会

　巡回親子映画会へ助成 0 5,000 △ 5,000 子育連からの助成に変更

　わんぱく田・伝教室へ助成 60,000 60,000 0 主催：真城小学校

　パソコン教室（新規） 50,000 0 50,000

　その他事業 0 100,000 △ 100,000 項目を削除、予備費に集約

【健康・福祉部】 0 84,000 △ 84,000

　いきいきふれ愛タイムへ助成 0 17,000 △ 17,000 主催：地域福祉推進協議会真城支部

　地区敬老会へ助成 0 50,000 △ 50,000 同上

　ふれあいシルバーサロンへ助成 0 7,000 △ 7,000 同上

　その他事業 0 10,000 △ 10,000 項目を削除、予備費に集約

【生活環境部】 145,000 150,000 △ 5,000

　花いっぱい運動・コンクール 65,000 65,000 0

　ポイ捨てさせない運動 60,000 60,000 0

　生ゴミ減量化対策事業 10,000 10,000 0

　防災事業 10,000 10,000 0

　その他事業 0 5,000 △ 5,000 項目を削除、予備費に集約

備品購入費 255,000 299,000 △ 44,000

予　備　費 510,000 724,000 △ 214,000

合　　　計 6,200,000 6,491,000 △ 291,000

　収入支出差引残金なし。

真城地区振興会

　会長　　

　　平成28年４月14日

事務用什器類

地域活動員賃金（２人）、超過勤務手当等

郵券、印刷機リース

地域活動員社会保険料・同労働保険料

事業主負担、被服貸与

会議旅費、地域活動員費用弁償

事務用品類

印刷機利用料、預金利子ほか

（単位：円）

説　　明

平成28年度真城地区振興会事業特別会計収支予算（案）

（単位：円）

説   　明

奥州市地域運営交付金

内訳　運営費分　　　　538千円

　　　生涯学習相当分　473千円

　　　人件費分　　　4,006千円

一般会計から繰入

前年度繰越金

団体からの人件費相当負担
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１　収　入 （単位：円）

科 　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　明

  まちづくり交付金

　(一般)

567,000 4,959,000 △ 4,392,000

奥州市協働のまちづくり交付金

（一般枠）

  まちづくり交付金

　(集会施設加算)

170,000 680,000 △ 510,000

奥州市協働のまちづくり交付金

（集会施設加算枠）

＠10,000円×17施設

  まちづくり補助金 500,000 0 500,000
奥州市協働のまちづくり補助金

（新規、3/4上限、ソフト事業のみ）

　繰入金（新規科目） 167,000 0 167,000 一般会計から繰入

　繰越金 1,000 0 1,000

　雑収入 1,000 0 1,000

計 1,406,000 5,639,000 △ 4,233,000

２　支　出 （単位：円）

科　 目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　 明

　協働のまちづくり事業費 1,234,000 4,959,000 △ 3,725,000

奥州市協働のまちづくり交付金充当

 防犯灯整備助成 　　　 567千円

 

奥州市協働のまちづくり補助金充当

 (ソフト事業が要件)

 １　女性の輪づくり 　　　　27千円

 ２　公式ホームページ運用　120千円

 ３　まちづくり研修　　　　100千円

 ４　福祉活動助成　　　　　120千円

 ５　花苗購入補助　　　　　130千円

 ６　真城おとなの学校　　　 20千円

 ７　防災普及啓発事業　    150千円

　　　　　　　　　　　　計 667千円

　集会施設交付金 170,000 680,000 △ 510,000 17施設×10,000円

　予備費 2,000 0 2,000

計 1,406,000 5,639,000 △ 4,233,000

　　平成28年４月14日

   真城地区振興会

     会長

議案第４号-３

収入支出差引残金なし

平成28年度真城地区振興会協働のまちづくり事業特別会計収支予算（案）
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議案第４号-４

１　収　入　　 （単位：円）

科    目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　　　明

繰 入 金 35,000 35,000 0 一般会計から繰入

繰 越 金 109,005 73,990 35,015 前年度繰越金

雑 収 入 995 10 985

合　　計 145,000 109,000 36,000

２　支　出 （単位：円）

科　　　目 本年度予算額 前年度予算額 比　較 説　　　　明

消 耗 品 費 1,000 0 1,000

役　務　費 143,000 109,000 34,000 和太鼓の皮張り修繕等

予　備　費 1,000 0 1,000

合　　　計 145,000 109,000 36,000

　　　　真城地区振興会

　　　　　会長　

　　平成28年４月14日

　収入支出差引残金なし。

平成28年度真城地区振興会地区民太鼓維持特別会計収支予算（案）
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議案第５号 

 

奥州市真城地区センター指定管理者の応募について（案） 

 

本会が奥州市から打診を受けている奥州市真城地区センターの指定管理者に応募するこ

とについて、平成29年度からの指定管理運用を前提に応募を行うことを方針とする。 

 

  平成28年４月14日 

                          真城地区振興会 

                           会長      
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 真城地区振興会規約 

 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は、真城地区振興会と称し、事務局を真城地区センター（以下「地区セン

ター」という。）内に置く。 

（目 的） 

第２条 この会は、真城地区民の融和と親睦を図ることを基本理念に、地区内各種団体及

び関係機関相互の連携強化と、明るく住みよい豊かなまちづくりを目指して、地区の総

合的な振興発展に寄与することを目的とする。 

（事 業） 

第３条 この会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 産業経済の振興に関すること。 

(2) 教育文化、スポーツの振興に関すること。 

(3) 健康と福祉の増進に関すること。 

(4) 快適で安全なまちづくりに関すること。 

(5) 自然環境豊かなまちづくりに関すること。 

(6) 諸団体間との連絡連携に関すること。 

(7) 表彰に関すること。 

(8) その他、目的達成に関すること。 

（組 織） 

第４条 この会は、真城地区に在住する市民（会員）及び、この会の趣旨に賛同し、事業

を支援する団体と事業所（賛助会員）をもって構成する。 

（役 員） 

第５条 この会に、次の役員を置く。 

(1) 会 長  １名 

(2) 副会長  ３名 

(3) 理 事  ２５名以内 

(4) 監 事  ３名 

（役員の任務） 

第６条 役員の任務は、次のとおりとする。 

(1）会長は、会を代表し会務を統括する。 

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。 

(3) 理事は、理事会を構成し、会務を分掌し事務の執行にあたる。 

(4) 監事は、会の会計並びに事務を監査するほか、理事会に出席し意見を述べることが
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できる。 

（役員の選出） 

第７条 この会の役員は、別表第１に掲げる選出区分に基づき総会において選出する。 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 役員に欠員が生じた場合は、その選出構成団体から、理事会の同意をえて補充するも

のとする。 

３ 欠員により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 役員は任期満了といえども、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。 

（代議員） 

第９条 この会の、重要事項の審議及び運営の円滑化を図るため、代議員を置く。 

２ 代議員は、次の区分により選出する。 

(1）地域代表 各行政区から１名（行政区長以外） 

(2) 職域代表 別表第２に掲げる、団体・機関の代表者 

３ 代議員の任期及び欠員が生じた場合は、第８条の規定を準用する。 

（専門部） 

第10条 この会に専門部を設置し、各々事業を分担して事業の具体化とその推進を図る。 

２ 専門部の部長並びに部員は、理事会において理事及び代議員のうちから選出し、会長

が委嘱する。 

３ 専門部の構成は次のとおりとする。 

(1) 地域振興部 

(2) 教育文化・スポーツ部 

(3) 健康・福祉部 

(4) 生活環境部 

（会 議） 

第11条 この会の会議は、総会、理事会及び専門部会とし、総会、理事会は会長が招集し、

専門部会は部長が招集する。 

２ 総会は、代議員をもって構成し、毎年１回これを招集する。ただし、必要と認めた場

合は臨時総会を開くことができる。 

３ 総会は次の事項を審議決定する。 

(1) 事業計画と収支予算の決定 

(2) 事業報告と収支決算の承認 

(3) 役員の選出 

(4) 規約の制定及び改廃 
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(5) その他重要事項 

４ 総会の議長は、出席した代議員のうちから選出する。 

５ 会議は、構成員の２分の１以上の出席者をもって成立し、議事は、出席者の過半数で

これを決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 

（顧 問） 

第12条 この会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、次の者から会長が理事会の同意を得て委嘱する。 

(1) 市議会議員 

(2)  知識経験者 

（事務局） 

第13条 この会に、事務局を置く。 

２ 事務局員は、会長が指名し、理事会の承認を得る。 

３ 事務局員は、この会の庶務、会計事務に従事する。 

４ 事務局員のうちから、会長が事務局長を指名し、事務局長は事務局の責任者になる。 

（経 費） 

第14条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

２ 会員から徴収する会費及び賛助会員の会費の額、徴収方法は、総会において決定する。 

（会計年度） 

第15条 この会の会計年度は、４月１日から始まり、翌年３月31日に終わる。 

（地区センター） 

第16条 地区センターについては別に定める。 

（補 則） 

第17条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長がこれを定める。 

 

附 則 

１ この規約は、議決の日から施行する。 

２ 本会の規約は、昭和50年４月１日から施行する。 

３ この会の一部改正事項は、平成元年４月28日から実施する。 

   附 則 

 この規約は、平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成12年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規約は、平成17年５月20日から施行する。 
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   附 則 

 この規約は、平成19年５月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成24年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規約は、平成26年５月21日から施行する。 
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別表第１（第７条関係） 

役 員 名 人 員 選  出  区  分 

会 長 １ 名 会員のうちから 

副 会 長 ３ 名 会員のうちから 

理 事 ２５名以内 

真城地区行政区長 

奥州市立真城小学校長 

奥州市農業委員 

真城地区民生児童委員協議会長 

水沢警察署真城駐在所長 

真城地区センター長 

社会福祉協議会地域福祉推進協議会真城支部長 

真城地区老人クラブ連絡協議会長 

真城婦人会長 

総合型真城体育協会長 

真城地区食生活改善推進員協議会長 

真城小学校区子ども会育成会協議会長 

監 事 ３ 名 

真城地区区長会 

真城地区民生児童委員協議会 

真城地区農事実行組合協議会長 

別表第２ 

職域代表（第９条第２項第２号関係） 

選  出  区  分 人 員 

奥州市立水沢南中学校 

奥州市立真城小学校ＰＴＡ 

岩手ふるさと農協 役員 

胆江地域農業共済組合 理事 

胆沢平野土地改良区理事又は監事 

真城地区防犯協会 

交通安全協会真城分会 

奥州市消防団第６分団 

真城地区婦人消防協力会 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

１名 

※ 役職が重複している代議員は、どちらか一方とし、当該団体等から補充しない。 

26



真城地区振興会規約の一部改正に伴う、第16条に規定する真城地区センターについては、

以下のとおり真城地区センター内規を定める。 

 

真城地区センター内規 

（名称・事務所） 

第１条 地域のコミュニティを推進するために、真城地区センター（以下「地区センター」

という。）を設置し、事務所を地区センター内に置く。 

（体 制） 

第２条 地区センターに、地区センター長、地区センター事務員、地域活動員を置く。 

２ 地区センター長は、真城地区振興会の事務局長を兼ねる。 

３ 地区センター次長は、真城地区振興会の事務局員を兼ねる。 

４ 地域活動員は、真城地区振興会が雇用する。雇用に関する雇用形態等は、別途会長が

定める。 

（業 務） 

第３条 地区センター長は、地区センターを統括し、事務員、地域活動員の指導監督を行う。 

２ 事務員は所長を補佐するとともに所長の命令により地域活動員の指導監督を行う。 

３ 地域活動員は、地域コミュニティ活動の推進業務、計画に基づく地域事業（地区セン

ター事業）を実施する。 
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資料　専門部の構成について

役職 氏名 団体 地域振興部

教育文化・ス

ポーツ部

健康・福祉部 生活環境部

1 理事 吉田　健一　 行政区長 ○

2 理事 那須川　昇 行政区長 ○

3 理事 菅原　公文 行政区長 ○

4 理事 鈴木　琢夫 行政区長 ○

5 理事 今野　紀昭 行政区長 ○

6 理事 稲葉　廣次 行政区長 ○

7 理事 藤井　邦夫 行政区長 ○

8 理事 千田　一男 行政区長 ○

9 理事 色川　秀一 真城小学校 ○

10 理事 阿部　廣 地域福祉推進協議会真城支部長 ○

11 理事 佐藤　時雄 総合型真城体育協会長 ○

12 理事 小田原　盛雄 真城地区老人クラブ連絡協議会長 ○

13 理事 岡元　世子 子ども会育成会連絡協議会長 ○

14 理事 菅原　亮一 奥州市農業委員会委員 ○

15 理事 佐藤　永匡 奥州市農業委員会委員 ○

16 理事 岩淵　雅規 民生児童委員協議会長 ○

17 理事 千葉　浩基 水沢警察署真城駐在所長 ○

18 理事 佐藤　正則 真城地区センター長 ○

19 代議員 高橋　裕紀 水沢南中学校長 ○

20 代議員 吉田　英一 真城小学校ＰＴＡ会長 ○

21 代議員 高橋　潤一 岩手ふるさと農業協同組合経営管理委員 ○

22 代議員 （欠員） 岩手県農業共済組合胆江地域センター

23 代議員 佐藤　富雄 胆沢平野土地改良区理事 ○

24 代議員 武田　利隆 真城地区防犯協会長 ○

25 代議員 吉田　周吉 交通安全協会真城分会副分会長 ○

26 代議員 千葉　敏彦 消防団第六分団長 ○

27 代議員 千葉　トメ子 真城婦人消防協力会長 ○

28 代議員 佐々木　慎一郎地域代表 ○

29 代議員 伊藤　修一 地域代表 ○

30 代議員 吉田　宗雄 地域代表 ○

31 代議員 吉田　和重 地域代表 ○

32 代議員 浅利　廣悦 地域代表 ○

33 代議員 及川　芳彦 地域代表 ○

34 代議員 今野　豊喜 地域代表 ○

35 代議員 佐藤　光明 地域代表 ○

36 代議員 千葉　信明 地域代表 ○

37 代議員 千田　明 地域代表 ○

38 代議員 千田　繁 地域代表 ○

39 代議員 亀井　真弓 地域代表 ○

11 10 8 9
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⑥ まちづくり補助金

⑤ まちづくり交付金（モデル加算枠）

④ まちづくり交付金（指定管理加算枠）

　 まちづくり交付金（集会施設加算枠）　 ③ まちづくり交付金（集会施設加算枠）

　 まちづくり交付金（一般枠）　 ② まちづくり交付金（一般枠）

①

計 ⑦

振興会に対する市からの交付金等概算

※Ｈ28年度から 真城  振興会が指定管理導入した場合

平成 27 年度（概算） 平成 28 年度（概算） Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33

補助率３／４　上限 500 千円

100 千円

1,134 千円

Ｃ

１集会施設あたり４万円 680 千円 １集会施設あたり1万円 170 千円

Ｂ

3,773 千円 564 千円

Ａ

地域運営交付金 地域運営交付金

4,716 千円 千円

 →　継続交付金等 9,169 千円 交付金等 計(最大） 7,49 千円

千円 千円 千円 千円 千円

7,395 7,395 7,225 7,225 6,158

事業費の１／４の自己財源を確保

できる振興会へ３／４の補助金を

交付します。

Ｈ28年度指定管理導入した振興会へ

Ｈ28年度に限り交付します。 

指定管理者制度を導入した

振興会へ毎年交付します。

Ｈ28H32 

Ｈ28H 

Ｈ28H30 

Ｈ28H32 

Ｈ28H 

29

　

H29 

7,385 7,385 7,215 7,215

H29H32　各年度1,134千円

真城地区 

5,020

6,251

2,918千円の減

… ①

… ②

… ③

… ④

… ⑤

… ⑥

5,017

※ 参考　指定管理料（市試算額） 

　　　　平成29～31年度　各年度9,619千円

 5, 017
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