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定  期  総  会 

 

と き：平成２９年 月 日（土） 

ところ：愛東コミュニティセンター 

 

 

 

 

 

 

愛東地区まちづくり協議会 



 

平成２９年度 定 期 総 会 次 第 

―平成 29 年 6 月 3 日（土）午後 7 時 30 分― 

 

 

１．開会挨拶 愛東地区まちづくり協議会  会 長 中 嶋 勝 男 

 

２．来賓挨拶 東近江市愛東支所      支所長 真 野 昭 一 

       愛東地区自治会連合会    会 長 吉 川 忠 博 

       東近江市議会        議 員 鈴 村 重 史 

 

３．議長選出及び定足数報告 

 

４．議事録署名人の選出 

 

５．議案審議 

 

   第 1 号議案 平成 28 年度 事業報告について 

          ・愛東地区まちづくり協議会事業報告 

          ・愛東コミュニティセンター事業報告 

 

   第 2 号議案 平成 28 年度 決算報告について 

          ・愛東地区まちづくり協議会一般会計決算報告 

          ・愛東地区まちづくり協議会基金積立報告 

          ・愛東コミュニティセンター管理運営事業会計決算報告 

          ・会計監査報告 

 

   第 3 号議案 平成 29 年度～平成 30 年度役員（案）について 

 

第 4号議案 平成 29 年度 事業計画（案）について 

          ・愛東地区まちづくり協議会事業計画（案） 

          ・愛東コミュニティーセンター事業計画（案） 

 

   第 5 号議案 平成 29 年度 予算（案）について 

          ・愛東地区まちづくり協議会一般会計予算（案） 

          ・愛東コミュニティセンター管理運営事業会計予算（案） 

 

６．議長解任 

 

７．新役員挨拶及び前会長退任挨拶 

 

８．「愛の田園づくりに向かって」の朗読 

 

９．閉会挨拶 愛東地区まちづくり協議会 副会長 



平成28年度各部会事業報告 

広報部会    計  画 実  績 

・地域情報を共有するために、コミュニティセンタ

ーとコラボした元気なまちづくり情報誌「愛の田園

だより」を毎月発行します。 

・ 元気なまちづくりの為、新鮮な田園（まち）の

「情報」や「人」を紹介し地区の一体感と誇りの醸

成を図ります。      

・ 紙面を通し、地域の課題や問題点を皆さんと共

に考える場とします。 

・広報編集会議を開催し、毎月「愛の田園だより」

を発行しました。 

・地域の出来事や話題、町内できらりと輝き活躍し

ている人の紹介、ふるさと料理の紹介、認知症や防

災の問題など、また各部会やプロジェクトでの取組

みについて、様々な情報を掲載し、愛東の情報発信

に努めました。                 

 

防災部会    計  画 実  績 

・ 南海トラフ地震の備えとして、また地域の防災

力を高めるため、防災チラシを作成し命のバトン事

業とともに啓発推進します。 

・ 防災士の育成に取り組みます。 

・防災の啓発活動として自治会長、まちづくり委員、

まち協スタッフで「ロケットストーブ」 

を製作し、自治会などで今後の防災活動や啓発に活

用できるようにしました。          

自治まちづくり部会   計  画 実  績 

・ 「まちづくり委員」との協働活動として、会議・

研修会及び共同事業を実施します。 

   ☆ 自治会長及びまちづくり委員等を対象にし

た研修会 

   ☆ 自治会の花づくり 

  ☆ 災害時用のロケットストーブの作成 

・ 地域イベント用備品の貸出し事業を実施します。

・「まちづくり委員」会議・研修会の開催 

①７月4日 第１回まちづくり委員会議 

  ○まち協活動とまちづくり委員について 

②8月20日 第１回自治会長・まちづくり委員合

同研修会 

  ○愛東外町防災活動について 

講師 滋賀県立大学 

 環境科学部非常勤講師 

       佐々木和之 氏 

   愛東外町自治会長 

 池田耕治 氏         

③10月23日 ロケットストーブ作り 

〇愛東コミュニティセンター前で 10 個のロケ

ットストーブを作製し、参加された自治会にお

持ち帰りいただきました。          

・６月12日 水やり省力プランターにサフィニアを

植えて各自治会に設置していただきました。 

・年間を通じてイベント用備品の貸出を行いました。

地域ふれあい活動部会  計  画 実  績 

・ 愛東地区住民のふれあい・きずなを深めるため

の活動として、下記のイベントを「愛東まつり実行

委員会」を立ち上げて、自治会や各種団体との協働

により実施します。 

   ☆ あいとう夏まつり（７/30（土））の実施 

   ☆ あいとう秋まつり（１0/30（日））の実施 

・ コミュニティセンターの前庭に、年末年始にか

けて工夫を凝らしたイルミネーションの飾りつけ 

を行い、「出前サンタ」にも取り組みます。 

・あいとう夏まつり（7月30日） 

バザー出店数24店 来場者数1,500人 

バザー・ステージイベント（商工戦隊赤レンジャイ、

お笑いショー、歌謡ショー）・抽選会・花火を行い、

リユース食器やごみステーションなどによるごみの

減量化にも取り組みました。 

・あいとう秋まつり（１０月２８～３１日） 

愛東文化まつり（愛東地区文化協会） 

      （10月30日 日曜日） 

バザー出店数16店 来場者数8００人 

バザー・ステージイベント（東近江消防音楽隊の演



奏・コメディショー・野外ライブ）広場イベント（氷

彫刻・似顔絵など）・抽選会を行いリユース食器やご

みステーションなどによるごみの減量化にも取り組

みました。 

・出前サンタ、イルミネーション 

自治会などで取り組まれるクリスマス会に、子ども

たちに夢を与えられるよう、毎年まちづくり協議会

から派遣しています。今年度は保育園・幼稚園・自

治会など12ヶ所から要請がありました。併せて、コ

ミセン前庭には地域おこし協力隊の共同で竹 

ドームにイルミネーションを飾り付けました。 

花づくり部会   計  画 実  績 

・「あいとう花街道ステップアップ」３年目で、水

やり省力プランター（まち協が独自に開発）を「全

体で600個」にし、愛東地区内に入ったら「花に彩

られた美しいまち」のイメージができるようにしま

す。 

・各自治会との共同設置を進めるほか個人協力者と

の共同設置を進めます。また今年は地区内の企業に

も協力を求め「花に彩られたまち」のイメージを高

めます。 

・プランターについては、県道「湖東～八日市線」

をはじめとして、皆さんの目に場所を選定して設置

します。 

・プランターをマーガレットステーションに設置し

てもらい希望者に販売して愛東発のプランターの

普及を目指します。また、愛東地区内の希望者にも

原価に近い価格で頒布します。 

・希望者を募り、花づくりの先進地を視察します。 

・28 年度も、200 個を新たに製作し、合計 600 個の

プランターとなりました。これにより、新たな場所

にも設置でき、愛東地区の「花に彩られたまち」の

イメージに大きく前進しました。 

・22自治会のうち18の自治会から共同設置のお申し

出をいただき、自治会の主要ヶ所に設置しました。

また、個人協力者 9 人、企業協力 1 社のご協力をい

ただきました。 

・妹町の県道交差点、鯰江町の上水道事務所北の県

道交差点に設置しました。また、東近江警察署前の

交差点は、県の道路愛護作業の委託を受けて清掃及

びプランターを設置し好評を博しました。 

イベントサポートプロジェクト 計 画 実  績 
・愛東の特産物を利用したこの地ならではのＢ級グ

ルメを作って、広く愛東を知らしめる活動を推進し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・7月 あいとう夏まつりバザー 

・8月 引接寺万燈祭バザー 

・10月9日 マーガレットステーションバザー（運

動会中止の為）  

・10月30日 あいとう秋まつりバザー 

以上のイベントに参加し、地産地消の目的でバザー

をやっているが、まだまだ少ないので、多様なメニ

ューを考え、多くの愛東産の作物を使用するように

考えていきたい！！ 



ちょこっとバスプロジェクト 計 画 実  績 
・このまちには「ちょこっとバスが大切」というこ

とを訴えていく・ ちょこっとバスの利用促進を図

るとともに、愛東地区の利用状況に応じたバスの運

行システムについて利用者とともに考えていきま

す。 

･「ちょこっとバス応援団員」の募集と、「市内ちょ

こっとバスツアー」を実施します。 

・次年度より、ちょこっとバスの時刻表が変更にな

る事で、住民への告知方法についての打合せを年度

末に行いました。 

若者のまちづくりプロジェクト 計 画 実  績 

・あいとう映画祭～SASIWORLD（サーシワールド）

～を開催します。                

・築山清美さんのドキュメンタリー映画の初上映会

を開催します。 

・映画「ちょこバス！」の上映会を随時開催します。

・FM ひがしおうみで毎月第１，３の(火)18：00 か

ら30分生放送を担当します。 

映画JOYを11月20日（日）・2月26日（日）にス

テ 

ーションで開催しました。 

・１２：００～ 映画「ちょこバス」 

・１３：１５～ ドキュメンタリー映画 

・１４：３０～ 「ようかいちの商店街」 

        「禁断のひきこもり」 

築山清美さんのドキュメンタリー映画の初上映会

を 8 月 21 日（日）１３：３０から愛東コミュニテ

ィセンターで開催しました。 

その他各地域でのミニ上映会を開催しました。 

①4月2日（土）愛東コミュニティセンター 

②7月17日（日）上山町             

まちづくり情報番組「あいのみ企画室」として、FM

ひがしおうみで生放送しました。17回を放送し、ト

ータルで67回行い、平成28年度で終了しました。

福祉プロジェクト  計  画 実  績 
･「命のバトン」の啓発活動 

命のバトンの取組みを通して、命を大切にする、家

族を大切にする、隣近所でお互いに見守り、支え合

い、人を大切にする地域づくりをすすめます。 

  ☆命のバトン推進委員会の開催 

  ☆８月１０日はバトンの日を合言葉に、 

「命のバトンの更新」を呼びかけます。 

☆命のバトンの啓発、命の大切さの啓発、人と

人のつながりと地域の見守りを広げる啓発を

実施します。 

・愛東中学校との交流活動 

 地域の課題を若者と共に考えていきます。 

  ☆中学生懇談会の実施 

 

①命のバトンの取組み 

 ・命のバトン推進委員会 

 28年5月11日命のﾊﾞﾄﾝ事業計画について 

  29年3月21日命のﾊﾞﾄﾝ事業報告について 

 ・自治会長会 

28年4月16日更新への協力のお願い 

 ・28年5月21日 更新の説明、ﾎﾟｽﾀｰ配布 

 ・命のバトン啓発活動  共催：地区社協 

 ・平成28年5月～10月 

  ポスター及び標語の展示 

 各自治会他16か所 

平成 28 年９月命のバトン啓発ポスター及び標

語の募集開始 

平成28年7月30日（土）愛東夏まつりでの啓

発活動、ポスター及び標語の呼びかけ 

平成28年8月10日バトンの日のPR活動 

  告知放送、広報誌 

平成28年 10月 24日 啓発ポスター及び標語

の作品審査会 

平成28年10月30日 愛東秋まつりでの啓 

発活動（啓発ポスター及び標語の表彰式） 



②集落の福祉（助け合い・支え合い）を考える 

  平成28年6月29日（水） 

 福祉委員会交流会で更新の啓発活動 

③認知症研修（徘徊模擬訓練に向けた取り組み） 

平成28年11月8日(火) 

 結の家：榎本氏 愛知消防署：小杉氏 

平成29年2月6日(月) 

愛東診療所：横田先生 

④命のバトン啓発DVDを作成。 

東近江圏域2市2町に配布した。 

 （あいとうPで作成した啓発冊子を基にDVDを作

成） 

⑤東近江市見守りフォーラム 

 10月15日(土) 命のバトンの活動報告 

⑥認知症ケアネットワークを考える会 

  命のバトン、認知症の啓発活動の取組報告 

⑦あいとう地区住民福祉活動計画 

 平成28年7月8日㈮ 

愛のまち交流プロジェクト 計 画 実  績 

・北海道愛別町との交流活動を推進します。 

  ☆ 愛別町の中学生（小学生）のホームステイ

受入れ 

  ☆ きのこの里フェスティバルへの参加 

  ☆ 愛のつくまちを対象に、バレンタインデー

に「メッセージカード」を発信する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・６月17日 

愛別町小学生受け入れについて打ち合わせ 

ホームステイ依頼  

・７月２６日～２7日              

愛別町の小学生受け入れパーティ、交流 

ホームステイ 

・7月30日                   

愛東夏まつり  とうもろこし販売（100本）

・８月３１日                  

愛別町きのこフェスティバル参加者打合わせ 

・９月１0日～１2日              

愛別町きのこフェスティバル参加 4名 

ぶどう、なし販売  

・９月２0日                  

愛別町きのこフェスティバル精算会 

・１月２８日                  

愛の発信メッセージカードについて打合わせ 

・２月３～６日                 

愛の発信メッセージカードつくり 

封入作業 

・２月１0日                  

カード発送８０通（愛別町長他） 

・２月１4日                  

東近江市長、教育長訪問  

 

 

                     



愛東住みたいプロジェクト 計 画 実  績 

愛東に住みたい！と思わせるシカケづくり 

愛東に住みたい人が移り住める！しくみづくり 

愛東にずーっと住んでいたい！とみんなが思える

まちづくりに取り組みます。 

 

 ☆移住者交流会の開催   

☆空家バンク事業、空家管理事業の広報活動  

 ☆移住してくる人向けに、愛東を紹介するパンフ

レットの作成 

 

・1 月 21 日(土)19～21 時 愛東コミュニティセン

ター和室にて、移住者交流会を行った。参加者一人

一人自己紹介と持ち寄った料理の説明を行った。ど

こから来たか、どのようなきっかけで愛東に来た

か、どのような料理かなどを情報交換しあった。ま

た移住者の子どもたち同士も仲良くなるきっかけ

となった。 

・パンフレットの作成が忙しく、空き家バンク空家

管理事業の広報活動は、できなかった。 

・移住してくる人向けの愛東を紹介するパンフレッ

トの作成は、内容、ボリューム、写真探し、タイト

ル付け等月1回会議を行い作成した。デザインは林

亜衣子氏に依頼することにより、手に取りたくな

る、また愛東に来たくなるようなデザインに仕上が

った。 

 

                                           

 



 

 

 

 

 平成 28 年度 愛東コミュニティセンター 運営報告 
 

運営報告  
 
 運営方針については、今年度も基本的には変わりません。 

特に、今年は、あいとうを再認識する事業として、新たに次の 2 事業を行いました。その一つは、

青少年育成市民会議愛東支部と共催で行った「愛の田園ウォークラリー」ともう一つは、愛東から全

国に発信している施設（マーガレットステーシヨン等 4 施設）を巡る「あいとう学び塾」でした。 
｛事業｝①地域づくり（つどう 6、むすぶ 1）②高齢者教育（まなぶ 1） 

③成人教育（まなぶ 19、つどう 4、むすぶ 1） 
④青少年教育（まなぶ 4、むすぶ 3）⑤人権教育（まなぶ 1、むすぶ 1） 

             
 

「愛の田園あいとう」のまちづくり！ 
 
つどう・まなぶ ・むすぶ 

   
愛東の皆さんの「元気」を支援するコミュニティセンター 

 

むすぶ つどう 
   

まなぶ 

あいとうコミュニティセンターの基本的な考え方 
        つどう                  

① ふるさとのイベントを育て、知らない人のいない 
「まち」にしよう（出会いづくり） 

② あいとうのよさを見つめ直そう(再確認) 
③ 美しい田園あいとうの誇り(ふるさとの環境の創造) 
④ ひと味ちがう「まち」づくり(まちづくりの創意工夫) 

            

みんなが「つどい」楽しみ、元気のあるまち

づくり、そして、ふるさとの自然と歴史を再

認識する「あいとうの個性をつくる」場とし

てのコミュ二ティセンター 

まなぶ                       
① 学習して教養を高めよう。一人一芸一研究の進め 

(生涯学習) 
みんなが「まなび」そして「生きがいをエンジョ

イする」場としてのコミュニティセンター 
② 生きる喜びを演出しょう(生涯設計) 
③ 仲間を大切にし、地域に住む者が喜びをわかち

合おう(活動育成) 

むすぶ 
 
みんなが「つながり、むすぶ」ことで、「地域の

連帯意識の高揚、協調性を育み新たな地域の活力

が生まれる」場としてのコミュニティセンター 

① コミュ二ティの形成を図ろう(地域連帯) 
② 協調・道徳・愛の心を育てよう(こころの健康)    

③ ちえ出し合って豊かな地域づくり(地域の活力)
④ 子どもの育ちを支援するむすび事業（子ども支援） 
⑤ 団体間をむすぶ事業（団体連携）



                                  平成28年度　愛東コミュニティセンター　事業報告　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　                        　　　　　　　

項 事 業 名 内 容 開 催 日
回
数

参加対象者
参加
人数

主 催 ・ 共
催

備考（主催・共催団体）
（つどう・まなぶ・むすぶ）

あいとう夏祭り イベント・バザーで夏の一夜を楽しみました 7月30日 1 全住民 1300 支援 つどう

あいとう秋まつり イベント・バザー他で収穫と文化の秋を楽しみました 10月30日 1 全住民 600 支援 つどう

あいとう文化まつり 作品展示・講演・コンサート等芸術文化祭を行いました 10月２８日～ 4 全住民 2695 支援 つどう

コミュニティセンター運営委員会 事業計画・実施報告及び運営について 5月、10月、3月 3 選出委員 23 主催

あいとう寄席 本格落語の鑑賞をしました 10月29日 1 一般 137 主催 つどう

愛の田園ウォークラリー まちの良さ再発見しました 10月15日 1 一般 60 主催 青少年育成市民会議・むすぶ

コミュニティセンターカフェグルッペ 毎月開催しました ４月～ 10 一般 147 主催 つどう

あいとう芸能発表会 文化協会加盟の団体を中心とした発表会 2月26日 1 全住民 448 支援 文化協会・つどう

ほがらか学級 生きがいと学ぶことの楽しさ、そして仲間と共に生きる喜び 5月１９日～ 7 一般 444 主催 まなぶ

ほがらか学級　館外研修 生きがいと学ぶことの楽しさ、そして仲間と共に生きる喜び 9月29日 1 一般 33 主催 まなぶ

風呂敷ラッピング 風呂敷でラッピングの実践を行いました ８月２０日～ 2 一般 18 主催 まなぶ

ののすて折り紙 豆本づくり・ののすてバックづくりを行いました ６月５日～ 2 一般 18 主催 まなぶ

星空観察会 土星・木星の観察をしました 5月１７日～ 2 一般 113 主催 つどう

女性のための和みのヨーガ 体の自然治癒力を呼び覚ました女性のみの講座 ５月１７日～ 6 一般 63 主催 まなぶ

女性のための和みのヨーガ 体の自然治癒力を呼び覚ました女性のみの講座 ８月２３日～ 6 一般 30 主催 まなぶ

女性のための和みのヨーガ 体の自然治癒力を呼び覚ました女性のみの講座 １１月１５日～ 5 一般 32 主催 まなぶ

ＨＡＰＰＹカラーセラピータイム 人の心と体のバランスを整える色彩心理療法をしました １０月８日～ 3 一般 5 主催 まなぶ

　写真を楽しもう講座 デジカメ写真撮影の技術の向上を目指しました 5月18日～ 10 一般 130 主催 まなぶ

うたごえ広場 懐かしい歌を中心に、楽しく歌いました 5月10日～ 9 一般 215 主催 まなぶ

青春歌謡の夕べ 懐かしい歌を生バンドで楽しみました 1月21日 1 一般 42 主催 つどう

チャリティフェスティバル 難病支援活動として、行いました ４月・１１月 2 一般 650 共催 実行委員会・むすぶ

春・夏・秋・冬サタデーナイトライブ ９０年代の懐かしい歌を楽しみました 6月11日～ 4 一般 306 主催 つどう

あいとう学び塾 あいとうから全国に発信の施設を学びました ５月２８日～ 4 一般 32 主催 まなぶ

お出かけ芸術鑑賞 松竹大歌舞伎を鑑賞しました 9月4日 1 一般 21 主催 まなぶ

あいとう歴史塾 あいとうの歴史を学びました 4月30日～ 10 一般 186 主催 まなぶ

見る聞く歴史散策講座 座学だけでは味わえない歴史を、実際に見聞しました 6月29日～ 4 一般 110 主催 まなぶ

魚釣り講座 中止

頭いきいき音読教室 詩や名文、川柳や早口ことばなど、楽しく短い文章を声に出して読みあいました 8月29日～ 4 一般 35 主催 まなぶ

手づくりがま口 自分のお気に入りの布柄を選んで自分だけのがま口を作りました 10月12日 1 一般 7 主催 まなぶ

お魚のさばき方教室 講師に板前さんを招いての実践教室を行いました 2月7日～ 2 一般 31 主催 まなぶ

二十歳を祝う集い あいとう地区の成人を祝うつどいを実施しました 1月8日 1 成人 76 主催 実行委員会・つどう

ハンドメイド和小物 和装小物を手軽に手作りしました ９月２６日～ 3 一般 27 主催 まなぶ

ほかほかパン工房 パン作りのコツなどを教えていただきました ７月２日～ 3 一般 51 主催 まなぶ

美味しいお惣菜教室 お惣菜を主婦の先輩方に学びました ６月13日～ 1 一般 11 主催 まなぶ

はじめましての絵手紙講座 優しい講師が、絵手紙の基礎を丁寧に教えてくださいました 8月5日～ 5 一般 57 主催 まなぶ

リトミック教室(前期) リズムに乗りながら幼児の健全な成長を促しました 5月6日～ 8 1歳半～就園児 322 主催 まなぶ

リトミック教室(中期) 　　　　　　　　　　　　　　　〃 9月9日～ 8 同上 289 主催 まなぶ

リトミック教室(後期) 　　　　　　　　　　　　　　　〃 1月20日～ 7 同上 294 主催 まなぶ

夏休み宿題教室 現役大学生が教える宿題教室を実施しました 8月17日～ 3 小学生 38 主催 まなぶ

通学合宿 コミュニティセンターに合宿して色々な体験を実践しました 7月６日～7月９日 4 ５・６年生 164 支援 地域教育協議会・むすぶ

愛と夢のつどい 人権尊重と青少年の健全育成を目指す、あいとう愛と夢のつどい 11月26日 1 中学生・一般 300 支援 育成協・ＰＴＡ連協・人権協・むすぶ

赤ちゃんと一緒に楽しめるわくわ
くコンサート

図書館との共催、絵本シアターや楽器遊びで交流した 10月29日 1 1歳半～就園児 55 支援 コミセン・図書館・むすぶ

地区別懇談会 ひざを交えて人権問題を学びました 8月 22 一般 534 支援 人権のまつづくり協議会

愛と夢のつどい 人権尊重と青少年の健全育成を目指す　あいとう愛と夢のつどい 11月26日 1 一般 300 支援 人権協と青育成協・むすぶ

愛のまち人権講座 人権について学びました 7月～ 6 一般 355 支援 人権のまちづくり協議会・まなぶ

自治会 自治連事務局として、自治会活動の活性化を図りました ４月～ 5 自治会長 110 主催 自治会連合会

防犯自治会 イベント開催時に防犯の啓発活動を実施しました ７月～ 2 委員 22 主催 防犯自治会

防災出前講座 水害、土砂害についての出前講座を実施しました ７月～ 5 一般 130 主催 自治会連合会

防災研修会 愛東外町防災活動報告・防災研修会を実施しました 8月20日 1
自治会長

まちづくり委員 56 主催 まちづくり協・自治連

コミュニティセンターだより まち協の広報紙と一体化した広報の発行をしました 毎月１日 12 全戸配布

CATVを利用した定例放送 一週間まとめてのお知らせ(水曜夜・木曜朝)をしました 水・木 120 全戸放送

CATVを利用した告知放送 毎朝６：４５に当日の行事、お知らせを放送しました 毎朝 350 全戸放送
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センター(図書館は含まず)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合   計

平成２２年度 474 982 1,299 1,533 1,464 1,306 4,219 1,895 1,614 855 2,458 1,291 19,390
平成２３年度 727 1,449 1,843 1,922 1,784 1,424 2,211 1,581 1,430 1,519 2,751 2,103 20,744
平成２４年度 850 2,475 1,521 2,313 800 2,370 3,398 1,998 1,256 1,018 2,160 1,353 21,512
平成２５年度 647 1,402 2,308 2,117 2,160 1,687 2,614 3,042 1,439 683 2,523 1,729 22,351
平成２６年度 862 1,715 1,813 2,325 1,891 1,440 1,899 2,745 1219 1625 2581 1,523 21,638
平成２７年度 1,294 2,345 1,908 2,938 1,153 690 1,365 1,712 693 378 809 3,231 18,516
平成２８年度 1,687 1,665 2,168 2,437 1,889 2,049 4,222 2,326 1,365 568 2,566 1,769 24,711

平成２２年度 19,390
平成２３年度 20,744
平成２４年度 21,512
平成２５年度 22,351
平成２６年度 21,638
平成２７年度 18,516
平成２８年度 24,711

図書館
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合   計

平成２４年度 513 529 701 687 867 505 531 542 449 440 570 594 6,928
平成２５年度 510 535 557 615 894 609 443 653 449 437 506 549 6,757
平成２６年度 457 485 453 651 652 428 432 634 373 428 461 457 5,911
平成２７年度 359 404 400 539 579 390 421 462 394 316 438 430 5,132
平成２８年度 418 319 574 615 491 391 462 347 349 337 459 594 5,356

平成２４年度 6,928
平成２５年度 6,757
平成２６年度 5,911
平成２７年度 5,132
平成２８年度 5,356

　　    愛東コミュニティセンター　利用者人数推移
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第2号議案

平成28年度　愛東地区まちづくり協議会(一般会計）決算書

                                    （単位：円）

決算額 増減 説明

757,000 -25,500

正会員
(個 人)                               @ 2,000×68口=136,000
(家 族)　                             @　500×　1口=  500
(自治会)　　                        @  500×1,201件=600,500
賛助会員　　　　　　　　　　　@5,000×4口=20,000

2,821,000 0 まちづくり総合交付金

500,000 0 まちづくり基金から繰入

830,300 230,300 チケット販売等

168,903 98,903 広告掲載料,　預金利子, 物品貸出料他

510,925 0 前年度繰越金

5,588,128 303,703

                                    （単位：円）

決算額 増減 説明

事務局員経費　 270,190 -180,810 事務局職員賃金

事務経費 480,740 740 郵便代・コピー機トナー等消耗品代

小計 750,930 -180,070

広報部会 241,056 -8,944 情報誌印刷代（まち協負担分）他

防災部会 1,954 -68,046 認知症研修会印刷用紙代等

自治まちづくり部会 53,698 -16,302 ロケットストーブ材料費等

地域ふれあい活動部会 132,027 72,027 出前サンタ、イルミネーション経費、ステージバックパネル製作代等

花づくり部 483,912 3,912 花づくり用の苗・土・肥料・鉢の購入代他

イベントサポートプロジェクト 30,024 -19,976 イベント用材料費・燃料代、調整器購入代

ちょこっとバスプロジェクト 0 -20,000

若者のまちづくりプロジェクト 83,313 3,313 映画製作に伴う経費等

福祉プロジェクト 83,592 -16,408 講師謝礼、拡大機使用料ほか消耗品代

愛のまち交流プロジェクト 20,807 -9,193 愛のまち交流事業費用

愛東住みたいプロジェクト 60,648 10,648 パンフレットのデザイン料及び印刷代

小計 1,191,031 -68,969

2,124,601 324,601 夏まつり・秋まつり経費

1,069,168 150,168 愛の田園気象便り経費

273,000 0 自治会連合会運営交付金

0 0 まちづくり基金(今年度は積立なし）

64,615 -36,810 熊本地震支援金の現地交付に伴う旅費補助等

5,473,345 188,920

収  入 　額　　5,588,128円
支   出　額　　5,473,345円 残額　　114,783円を次年度へ繰り越します。

      残  　　  額　　　114,783円

事業費③ 919,000

100,000

1,260,000

1,800,000

273,000負担金

合計

0

101,425

積立金

60,000

50,000

80,000

事業費②

20,000

30,000

70,000

50,000

5,284,425

500,000基金繰入

繰越金

諸収入

2.支出の部

70,000

予備費

１．収入の部

予算額

782,500

科目

会　費

250,000

510,925

交付金

事業収入

事務費

931,000

科　　　目

451,000

480,000

予算額

事業費①

480,000

2,821,000

600,000

70,000

合計 5,284,425



（単位：円）

基金名称 愛の田園ネットまちづくり基金 備考
前年度末残高 3,905,656
本年度積立金 0

利息 668
繰出金 500,000 一般会計へ

年度末残高 3,406,324

年度末残高3,406,324円は次年度へ繰越します。

平成28年度　愛東地区まちづくり協議会　基金積立



＜収　入＞

比較増減

0

116,050

0

0

72,808

188,858

比較増減

給料、手当 34,655

社会保険料等 ▲ 11,658

福利厚生費 ▲ 2,508

出張・旅費交通費 25,857

夜間管理 ▲ 176,200

管内清掃 ▲ 14,800

小　計 ▲ 144,654

施設管理消耗品 282,707

施設燃料費 ▲ 8,861

自動車燃料費 ▲ 31,025

電気料 ▲ 265,996

上下水道料 ▲ 37,010

修繕費 ▲ 21,670

通信運搬費 ▲ 13,724

保険料 ▲ 18,830

施設維持管理委託料 ▲ 324,000

使用料・賃借料 ▲ 2,660

備品購入費 878,036

手数料 ▲ 6,958

租税公課 ▲ 110,400

小　計 319,609

報償費 ▲ 57,610

消耗品費 182,008

交通費 ▲ 48,750

通信運搬費 64,697

賃借料 ▲ 435,300

事業諸費 100,000

広報費 6,760

愛のまち交流事業 0

事業委託料 ▲ 80,000

小　　計 ▲ 268,195

予備費 ▲ 412,583

▲ 505,823

28,381,632

事
業
費

4,076,500 3,808,305

80,000 0

27,686,951 694,681

指定事業収入 1,652,500 1,768,550 コミセン講座受講料

自主事業収入 0 0

＜支　出＞

科　　　目 ２８年度予算額 ２８年度決算額 内　　訳

人
件
費

11,004,000 11,038,655 給料管理職手当、時間外手当３人

1,781,079

科　　　目 ２８年度予算額 ２８年度決算額 内　　訳

指定管理料 26,066,000 26,066,000 ２８年度指定管理料

合　　　　計 28,192,774 28,381,632

繰越金 354,274 354,274 27年度繰越金

その他収入 120,000 192,808 利息、コピー代

1,769,421

事
務
・
管
理
費

874,000 1,156,707 コピー代、インク代、等

126,000 117,139 灯油、調理室ガス代

3,480,000 3,214,004 施設電気料

167,600 153,876 電話、ＮＨＫ受信料

285,000 266,170 公民館総合保険

372,000 334,990 上下水道

150,000 128,330 公用車車検、トイレ水漏れ

130,000 1,008,036

厚生年金、雇用保険、労災保険５人

68,000 65,492 健康診断

384,000 369,200 館清掃

60,000 28,975 公用車燃料

13,997,079 13,852,425

720,000 543,800 夜間管理

40,000 65,857 出張旅費

机、椅子

30,000 23,042 振込手数料、送料

2,204,712 1,880,712 館施設維持委託料

627,300 624,640 ＰＣ、コピー機リース料

9,706,612 10,026,221

1,200,000 1,089,600 消費税、自動車税

131,000 195,697 案内状、切手代

620,000 184,700 講座バス代

240,000 246,760 広報費

【平成２８年度  愛東コミュニティーセンター管理運営事業決算書】

合　　　計 28,192,774 27,686,951

412,583 0 予備費

1,429,000 1,371,390 講師謝礼

1,076,500 1,258,508 講座消耗品

100,000 51,250 館外研修交通費

100,000 200,000 落語会、二十歳の集い

300,000 300,000 愛のまち交流

収入額 支出額 繰越額 

－ ＝ 
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第 3 号議案 

 

平成 29 年度～平成 30 年度役員（案） 

 

『  （役員の選任及び解任） 

第 9条 役員の選任は、正会員の中から運営委員会が推薦し、総会の 

承認を得るものとする。 

２ 役員は、総会の議決によって、解任することができる         』 

 

の規約により、運営委員会が以下の者を推薦します。 

 

会   長  （村 山 邦 博） 

副 会 長  （柿 田 久 雄） （川 副 き よ 子） 

監   事  （吉 岡 康 則） （上 川 裕 子） 

事 務 局 長  （藤 関 明 雄） 

事務局次長  （平 居 正 次 郎） （吉 川 忠 博） 

館   長  （吉 岡 登） 

 



第 4 号議案 
 

平成２９年度 事業計画（案） 

 

１、テーマ・スローガン 

「あいとう大好き！ 

 

あいとうの元気とやさしさを未来につなごう」 

愛東地区はいつも元気で、みんな頑張ってるね。いいところやなぁ」と言われるような

 

愛東地区の歴史の中で培われてきた素晴らしい地区の誇りと絆を高める取り組みを行い

 

これらの実現のために「まちづくり協議会」は、ボランティア精神で結集し、叡智を絞

 

愛東のすばらしさと絆の大切さを訴える「５分動画」を作成し、既存の集会で、これの

 

夏まつり、秋まつりのより一層の工夫で、多くのみなさんに来ていただき、ふれあいを

 

、重点取り組み事項 

安心と安全、命の大切さを訴えるまちづくりを推進します。 

緊急課題として、確実に迫りくる南海トラフ地震の危険を訴え、備えを呼び掛けていき

 トストーブ、ぬかくどによる希望自治会・福祉事業所への「出前災害炊き出し

  実施  

日本国内で不幸にも大きな地震や水害が起こった時、少しでも支援ができる体制を即座

 こった時に、すぐに取り組める募金体制、災害地への派遣体制の確立 

８月１０日は「東近江市命のバトンの日」。「命のバトン」が生かされるように不断の努

 

・「

「まち協活動」に取り組みます。そして、ここに住んでおられるみなさんや愛東地区の

未来を引き継ぐ多くの子供たちから「愛東が大好き！と胸を張って言ってもらえるよう

にめざします。 

・

ます 

・

り、事業を起こし、皆さんに提案し、共に実行していきます。 

・

上映をさせてもらう。 

・

高めてもらう。 

２

 
◯

 
・

ます。 

 ロケッ

実演会」の実施 

「防災講演会」の

 

・

に組み、現地へ赴き、被災者を励まし、災害の悲惨さを伝え、災害の教訓を学ぶ体制を

組みます。 

 大災害が起

 

・

力を続けます。 



・間もなく迫る認知症 1,300 万人時代に向けた「愛東の見守り＆支援対策」の実施 

 

愛東独自の獣害対策を模索します。・・・「獣害対策プロジェクトチーム」の新設 

花いっぱい活動で「彩のある町」「心安らぐ町」をつくります。 

当まち協が独自で開発した「水やり省力プランター」を更に進化させ、「長方形の水やり

 

設置場所として、妹町の国道と県道の交差点、鯰江町上水道事務所北の県道交差

 

愛東地区自治会連合会、愛東地区まちづくり協議会、東近江市役所愛東支所

 
三者が努めて意見交換を行い、愛東地区の課題を見つけ、解決のための具体的な行動に

 

時代に合わせてうまくやってる自治会、時代を先取りした自治会活動研修事業の実施 

愛東地区のために奮闘いただく「志（こころざし）のある人、組織」を応援

 
婚活に奮闘するひと、組織 

、組織 

組む人、組織 

未来を託す若者に夢とエールをおくります。 

２０歳のつどいに祝煙火をプレゼントし、響き渡る祝音で、成人した若者に愛東地区民

 

若者によるドキュメンタリー映画の製作の支援 

「愛の田園あいとう」のまちづくりの中の「愛東の個性をつくる」「生きがい

・愛東独自の気象システムをフル活用し、日頃から異常気象（高温、強雨、強風）の情報

を共有し、地区の方々の災害に対する意識の高まりを図ります。 

 愛東独自の「やさしさあふれる災害注意放送」の実施 

  「農業者」のみなさんのデータ利用の促進 

 

・

 

◯

 
・

省力プランター」を更に１００個増設し（総計７００個）、愛東地区に入ればひと味もふ

た味も違う美しい町をめざします。 

  

（重点

点、マーガレットステーション周辺） 

◯

の三位一体のまちづくりを進めます。 

・

つなげていきます。 

・

 

◯

および協力依頼します。 

・

・女性の活躍の場を開拓する人

・空き家対策に奮闘する人、組織 

・愛東のイメージアップ戦略に取り

・レイカディア大学卒業生の協力依頼 

 

◯

 
・

の祝意を伝え励まします。 

・

 

◯

をエンジョイする」「コミュニティをつくる」の」三本柱をもとに、愛東の皆

さんが「つどう」「まなぶ」「むすぶ」ことにより「元気で楽しんでもらえる」

コミュニティセンターをめざします。 



平成 29 年度各部会事業計画（案） 

 

〇広報部会 

毎月 1回 元気なまちづくり情報誌「愛の田園だより」を発行 

 各地域の行事や出来事、まち協各部会、プロジェクトの取り組み 

  やコミュニティセンターとコラボして様々な情報を発信 

 

〇防災部会 

  ロケットストーブの活用 防災講演会 ぬかくど講習会 

 

〇自治まちづくり部会 

  自治会長及びまちづくり委員を対象にした研修会 

  災害時に利用できるロケットストーブづくり 自治会の花づくり 

  地域イベン用備品の貸し出し事業の実施（わた菓子機の購入） 

 

〇地域ふれあい活動部会 

  愛東夏まつり（7/29）及び秋まつり（10/29）の実施 

  出前サンタ＆イルミネーションの実施 

 

〇花づくり部会 

  水やり省力プランターによる花いっぱいの愛東地区をめざす 

   既存 600 個にプラス新型考案プランター100 個の制作に挑戦 

 

〇イベントサポートプロジェクト 

  各種イベントを盛り上げるバザーの開催 

   夏まつり 万燈祭 スポーツフェスティバル 秋まつり その他 

 

〇ちょこっとバスプロジェクト 

  時刻表早見表の作成 ちょこっとバス利用促進 

 

〇若者のまちづくりプロジェクト 

  新作映画の制作活動 製作映画の上映活動 活動啓発活動による若者メンバーの拡大 

  まちづくり映画活動（映像脚本コンテストの実施） その他（劇場整備活動） 

 

〇福祉プロジェクト 

   命のバトン啓発活動 認知症研修 

 

〇愛のまち交流プロジェクト 

   夏まつり愛別町ホームスティ受入交流 

 「きのこの里フェスティバル」参加 バレンタイン愛のメッセージ事業 

 

〇あいとう住みたいプロジェクト 

   移住者交流会 移住イベント参加 パンフレット増刷 

 

〇獣害対策プロジェクト 

   地域学習会活動 広報啓発活動 



平成 29 年度 愛東コミュニティセンター運営計画（案） 
 

運営方針  
 
             
 

「愛の田園あいとう」のまちづくり！ 
 
つどう・まなぶ ・むすぶ 

   
 
 

むすぶ まなぶ つどう 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あいあいとう 

あいとうコミュニティセンターの基本的な考え方 
       
「あいとうの個性をつくる」「生きがいをエンジョイする」「コミュニティー

をつくる」の三本柱のもとに、愛東地区のみなさんが「つどう・まなぶ・む

すぶ」ことにより「元気で楽しんでもらえる」コミュ二ティセンターをめざ

します。 

 
       つどう                  

① ふるさとのイベントを育て、知らない人のいない 
「まち」にしよう（出会いづくり） 

 8  

 

 

 

② あいとうのよさを見つめ直そう(再確認) 
③ 美しい田園あいとうの誇り(ふるさとの環境の創造) 
④ ひと味ちがう「まち」づくり(まちづくりの創意工夫) 

             

みんなが「つどい」楽しみ、元気のあるまち

づくり、そして、ふるさとの自然と歴史を再

認識する「あいとうの個性をつくる」場とし

てのコミュ二ティセンター 

まなぶ                       
① 学習して教養を高めよう。一人一芸一研究の進め 

(生涯学習) 
みんなが「まなび」そして「生きがいをエンジョ

イする」場としてのコミュニティセンター 
② 生きる喜びを演出しょう(生涯設計) 
③ 仲間を大切にし、地域に住む者が喜びをわかち

合おう(活動育成) 

むすぶ 
 
みんなが「つながり、むすぶ」ことで、「地域の

連帯意識の高揚、協調性を育み新たな地域の活力

が生まれる」場としてのコミュニティセンター 

① コミュ二ティの形成を図ろう(地域連帯) 
② 協調・道徳・愛の心を育てよう(こころの健康)    

③ ちえ出し合って豊かな地域づくり(地域の活力)
④ 子どもの育ちを支援するむすび事業（子ども支援） 
⑤ 団体間をむすぶ事業（団体

 



講座・教室名 開催月日 回　数 募集人数 備　　　考

星空観察会 ５月 ２回 なし 民泊受入れ時にあわせる

きまぐれロビーライブ 不定期 未定 ２０名

コミュニティカフェぐるっぺ ４月～３月 12回 なし

青春歌謡の夕べ 7月1日 １回 なし

二十歳のつどい 1月7日 １回 新成人

あいとうまつり(あいとう夏祭り） 7月29日 １回 なし

あいとうまつり(あいとう秋祭り） 10月29日 １回 なし

あいとう文化まつり １０月２６日～ ４日間 なし

あいとう芸能発表会 2月18日 １回 なし

講座・教室名 開催月日 回　数 募集人数 備　　　考

ほがらか学級 ５月～１２月 8回 100名程度

筆ペンで書くゆる筆文字講座 ８月～１０月 ６回 １０名

見る聞く歴史散策講座 ６月～３月 4回 各回20名

女性のための和みのヨーガ(前期） ５月～６月 ５回 １０名

女性のための和みのヨーガ（中期） ８月～９月 ５回 １０名

女性のための和みのヨーガ(後期） １１月～１２月 ５回 １０名

ママとこどもの和みのヨガ ５月～12月 １５回 ８組 前期・中期・後期開催予定

ペン習字講座 ６月～１２月 ７回 １０名

あたまいきいき音読教室 ７月～１１月 ５回 １０名

うたごえ広場 ５月～２月 10回 ３０名

愛東歴史塾 ４月～２月 １０回 なし

すっきり収納講座 １２月～３月 ２回 １５名

はじめましての絵手紙講座 ８月～１２月 5回 １０名

写真を楽しむ教室 ５月～２月 10回 １５名

発酵食品基礎講座 平成３０年１月～ ３回 １０名

ＡＩＫＯ、ｓきっちん（パン教室） ６月～７月 ２回 １２名

ＡＩＫＯ、ｓきっちん（料理教室） １１月～１２月 ２回 １２名

ＡＩＫＯ、ｓきっちん（スィーツ教室） 平成３０年1月～2月 ２回 １２名

ののすて折り紙はんどめいどのアクセサリー ６月～９月 ２回 １０名

ののすて折り紙はんどめいどの季節の小物 ７月～８月 ２回 １０名

こどもの魔除けちくちく背守り刺繍講座 １０月 １回 １０名

オリジナルサンキャッチャーづくり講座 ６月 １回 ５名

カラフルしめ縄づくり講座 １１月 １回 ２０名

わくわくキッズスタディ ８月 ６回 １５名

親子木工教室 8月19日 １回 １０組

こどもお片づけ講座 7月8日 １回 ２０名

巻きずしを作ろう 2月3日 １回 １０名

夏休み学習がんばり隊 ８月１６・１７・１８ ３日間 ３０名

お出かけ社会体験 12月26日 １回 ４０名

魚のさばき方 ２月 2回 １５名

リトミック教室ぴよぴよコース(前期） ５月～７月 8回 １０組

リトミック教室きらきらコース(前期） ５月～７月 8回 １０組

リトミック教室ぴよぴよコース(中期） ９月～１１月 6回 １０組

リトミック教室きらきらコース(中期） ９月～１１月 6回 １０組

リトミック教室ぴよぴよコース(後期） １月～２月 6回 １０組

リトミック教室きらきらコース(後期） １月～２月 6回 １０組

愛のまち人権講座 未定 未定 なし

講座・教室名 開催月日 回　数 募集人数 備　　　考

あいとういきいき子ども塾 ６回程度 定員はその都度

あいとういきいき通学合宿 ６月２１～２４日 ３泊４日 ２０名 事前研修会６月１０日（土曜日）

春夏秋冬サタデーナイトライブ ６月～３月 ４回 なし 難病支援

愛の田園ウォークラリー 11月18日 1回 なし 青少年育成愛東支部共催

わくわくコンサート 未定 未定 なし

あいとう愛と夢のつどい 10月28日 １回 ４００名

つ
 
ど
 
う

ま
 
な
 
ぶ

む
す
ぶ

　　　　　　　　　平成２９ 年度　愛東コミュニティセンター関係事業（講座・教室・イベント）　　案　　　　　

あいとういきいき子ども塾
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第5号議案

                                    （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 増減 内容

600,000 600,000 0 まつりチケット収入

224,217 70,000 154,217 作業補助、広告料、イベント器具貸出料　その他

2,814,000 2,821,000 ▲ 7,000

0 500,000 ▲ 500,000

114,783 510,925 ▲ 396,142

4,510,000 5,284,425 ▲ 774,425

                                    （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 増減 内容

事務局員経費　 482,000 451,000 31,000 事務局員賃金（週3日午前中）

事務経費 480,000 480,000 0 郵便代・コピー用紙等消耗品代

小　　　計 962,000 931,000 31,000

広報部会 250,000 250,000 0 情報誌印刷代（まち協負担分）他

防災部会 100,000 70,000 30,000 講師謝礼、講習会代　等

自治まちづくり部会 130,000 70,000 60,000 講師謝礼、わた菓子機購入　他

地域ふれあい活動部会 60,000 60,000 0 出前サンタ＆イルミネーション経費　他

花づくり部 410,000 480,000 ▲ 70,000 花づくり用の苗・土・肥料の購入代　他

イベントサポートプロジェクト 30,000 50,000 ▲ 20,000 イベント用材料費、燃料代

ちょこっとバスプロジェクト 20,000 20,000 0 時刻表早見表経費　他

若者のまちづくりプロジェクト 80,000 80,000 0 映画製作費、活動費　他

福祉プロジェクト 110,000 100,000 10,000 講師料、講演会＆講習会景品代　他

愛東住みたいプロジェクト 50,000 50,000 0 イベント＆交流会経費、パンフレット印刷費　他

愛のまち交流プロジェクト 30,000 30,000 0 愛のメッセージ経費　他

獣害対策プロジェクト 50,000 0 50,000 講師料　広報印刷費　他

自治連運営交付金 273,000 273,000 0

愛の田園気象だより 54,000 919,000 ▲ 865,000 年間保守料

夏祭り・秋祭り 1,800,000 1,800,000 0 夏80万円　秋40万円　チケット60万円

小　　　計 3,447,000 4,252,000 ▲ 805,000

101,000 101,425 ▲ 425 地震等災害時の支援補助などにも使用

4,510,000 5,284,425 ▲ 774,425

平成29年度　愛東地区まちづくり協議会一般会計予算書（案）

会　費 757,000 782,500 ▲ 25,500

正会員(個人)@2,000×68口
(家族)@500×2口
(自治会)@500×1,200件
賛助会員@5,000×4口

１．収入の部
科　　目

予備費

合　　計

事業費

2.支出の部
科　　目

事務費

繰越金

合　　計

事業収入

諸収入

交付金

基金繰入



（単位：円）

基金名称 愛の田園ネットまちづくり基金 備考

繰　越　金 3,406,324 前年度から繰越

本年度積立金 0

本年度繰出金 0

利息 340

残　　　　高 3,406,644

平成29年度　愛東地区まちづくり協議会　基金会計予算（案）



収入の部
科　目 細　目 ２８年度予算額 ２９年度予算額 比較増減

指定管理料 指定管理料 26,066,000 26,066,000 0

0

講座事業収入 受講料 1,652,500 2,273,800 621,300

0

自主事業収入 0

0

0

その他収入 その他 120,000 120,000 0

0

繰越金 354,274 694,681 340,407

28,192,774 29,154,481 961,707

支出の部
科　目 細　目 ２８年度予算額 ２９年度予算額 比較増減

給与 11,004,000 11,076,000 72,000

法定福利費 1,781,079 1,803,595 22,516

福利厚生費 68,000 68,000 0

出張・旅費交通費 40,000 60,000 20,000

夜間管理 720,000 720,000 0

館内清掃 384,000 384,000 0

13,997,079 14,111,595 114,516

科　目 細　目 ２８年度予算額 ２９年度予算額 比較増減

施設管理用消耗品費 874,000 1,060,000 186,000

施設燃料費 126,000 132,000 6,000

自動車燃料費 60,000 30,000 ▲ 30,000

電気料 3,480,000 3,360,000 ▲ 120,000

上下水道料 372,000 372,000 0

修繕料 150,000 150,000 0

通信運搬費 167,600 174,800 7,200

保険料 285,000 285,000 0

施設維持管理委託料 2,204,712 2,204,712 0

使用料・賃借料 627,300 627,300 0

備品購入費 130,000 190,000 60,000

手数料 30,000 30,000 0

負担金 0 0 0

租税公課 1,200,000 1,300,000 100,000

9,706,612 9,915,812 209,200

科　目 細　目 ２８年度予算額 ２９年度予算額 比較増減

報償費 1,429,000 1,981,000 552,000

交通費 100,000 120,000 20,000

消耗品費 1,076,500 1,107,000 30,500

通信運搬費 131,000 210,000 79,000

使用料・貸借料 620,000 660,000 40,000

広報費 240,000 240,000 0

愛のまち交流事業費 300,000 300,000 0

事業委託料 80,000 0 ▲ 80,000

事業諸費 100,000 210,000 110,000

4,076,500 4,828,000 751,500

412,583 299,074 ▲ 113,509

28,192,774 29,154,481 961,707

平成２９年度  愛東コミュニティーセンター管理運営事業会計予算（案）

備　考

平成２９年度指定管理料

講座収入

コピー代、

合　　　　計

備　考

人
件
費

職員給与、手当

健康保険、厚生年金

健康診断、互助会費

出張旅費

夜間管理

館清掃

小　　計

備　考

事
務
・
管
理
費

コピー代、輪転機インク、コピー用紙

ガス代、灯油代

公用車ガソリン代

館電気料

上下水道代

館設備修繕等

電話代、インターネット代、ＮＨＫ受信料

公民館保険、自動車保険

館設備保安委託料

印刷機リース、ＰＣリース、コピー機リース代

和室椅子、移動式机

愛東文化まつり、芸能発表会、二十歳の集い

振込手数料、送料

消費税、軽自動車税

小　　計

備　考

事
業
費

講座講師謝金

館外研修通行料

ほがらか館外研修関係、ぐるっぺ関係

講座切手代

ほがらか館外研修バス代

広報費

愛のまち交流

小　　計

予備費

合　　　計
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