
 

 

平成２８年度  

生野地区運営委員会 

総会議案書 

 

日 時 ： 平成２８年６月１８日（土）１９時 

場 所 ： 生野会館・老人憩の家 

 

 

 

 

 

 

生野地区運営委員会 

大阪市生野区生野東３丁目１０番３１号 

 



生野地区運営委員会 総会次第 

平成２８年６月１８日（土）１９時 

 

開会 

１． 理事長あいさつ 

２． 来賓紹介および来賓あいさつ 

３． 議長の選任 

４． 定足数の確認 

５． 議長による議事録署名人の選出 

６． 議案審議 

第１号議案  平成２７年度事業報告 

第２号議案  平成２７年度収支決算報告 

第３号議案  平成２７年度監査報告 

第４号議案  平成２８・２９年度役員の選任 

第５号議案  平成２８年度事業計画（案） 

第６号議案  平成２８年度収支予算（案） 

閉会 



第１号議案 

生野地区運営委員会 平成２７年度事業報告書 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

 

事業名 開催時期 開催場所 参加人数 
アンケート 

満足度 

  防犯灯維持管理 通 年 各設置場所 － － 

  防災訓練 １月30日 生野小学校 
地域住民 

約600人 
80％ 

  花と緑の推進事業 通 年 
生野児童遊園、 

生野小学校等 
15人 75％ 

  ふれあい夏祭り ７月25日 生野小学校 約1,000人 85％ 

  敬老大会 10月25日 生野小学校 約420人 80％ 

  グランドゴルフ大会 ２月27日 生野小学校 110人 90％ 

 



第２号議案 

生野地区運営委員会 平成２７年度収支決算書 

平成２７年４月１日～２８年３月３１日 

収  入 

【円】 

項 目 決算額 備 考 

地域活動協議会補助金 1,615,000   

寄付金 427,877   

合 計 2,042,877   

 

支  出 

【円】

 

事業名

防犯灯維持管理 480,839 480,839 480,839

防災訓練 127,184 127,184 127,184

花と緑の推進事業 38,874 38,874 38,874

ふれあい夏祭り 595,011 595,011 210,939

敬老大会 248,691 222,371 222,371

グランドゴルフ大会 43,962 34,793 34,793

Ｂブロック事業分担金 5,600 0 0

活動費合計 1,540,161 1,499,072 1,115,000

運営経費 502,716 502,716 500,000

合　計 2,042,877 2,001,788 1,615,000

決算額（事業費総額） うち補助金対象額 補助金充当額



第３号議案 

生野地区運営委員会 平成２７年度監査報告書 

 

 生野地区運営委員会の平成２７年度業務執行状況及び収支状況につい

て、協議会規約に基づき監査しました結果、事業報告並びに収支決算諸表

はすべて良好に処理されており、かつ正確であることを認めます。 

 

平成２８年  月  日 

 

生野地区運営委員会 

監事             印 

 

 

※監事署名・押印分（原本）は事務局にて保管 

 

 

 



第４号議案

 

平成２８・２９年度生野地区運営委員会役員名簿

同
（事務局長）

植村　優美子 福祉コーディネーター

監事 藤野　照男 第６町会長

同 西村　和明 生野小学校ＰＴＡ会長

同 船越　康亘 第１３町会長

同 中村　雅俊 地区保護司

同 中崎　正男 青少年福祉委員

同 仲井　忠志 青少年福祉委員

同
（会計）

鬼頭　正裕 校下社会福祉協議会会長、第３町会長

同 京極　江里子 地区保護司

同 本田　昇 防犯協会支部長

同 浮田　和之 地域防災リーダー隊長

同 米川　和美 連合女性部長

理事 四宮　政利 民生委員地区委員長

副理事長 小西　俊雄 連合振興町会副会長（第２町会長）

同 小西　善雄 連合振興町会副会長（第１２町会長）

役職名 氏　名 主な所属団体役職名

理事長 蒲田　益幸 連合振興町会会長



第５号議案 

生野地区運営委員会 平成２８年度事業計画書 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

事業名 開催時期 開催場所 

  防犯灯維持管理 通 年 各設置場所 

  防災訓練 １月28日 生野小学校 

  花と緑の推進事業 通 年 生野小学校、保育園等 

  ふれあい夏祭り ７月30日 生野小学校 

  敬老大会 10月30日 生野小学校 

  グランドゴルフ大会 ２月18日 生野小学校 

 



第６号議案 

生野地区運営委員会 平成２８年度収支予算書 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

 

収  入                                             

【円】 

項 目 予算額 備 考 

地域活動協議会補助金 1,615,000 活動費・運営費含む 

寄付金 416,000   

合 計 2,031,000   

 

 

支  出 

【円】 

事業名 予算額（事業費総額） うち補助金対象額 補助金充当額 

防犯灯維持管理 385,000 385,000 385,000 

防災訓練 300,000 300,000 300,000 

花と緑の推進事業 40,000 40,000 40,000 

ふれあい夏祭り 495,000 495,000 109,000 

敬老大会 236,000 236,000 236,000 

グランドゴルフ大会 45,000 45,000 45,000 

活動費合計 1,501,000 1,501,000 1,115,000 

運営経費 530,000 530,000 500,000 

合 計 2,031,000 2,031,000 1,615,000 

 


