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令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会

　第一号議案　　令和３年度事業報告

月　日 事業名 場　所 備　考

04月02日 金 運動場整備 白川小学校 有志

04月02日 金 トイレ便座リフォーム 北コミュニティ 事務局

04月07日 水 小学校入学式 白川小学校 参加遠慮

04月20日 火 運動場整備 白川小学校 有志

04月26日 月 民生・福祉委員会・訪問活動 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

04月27日 火 白川小学校田植え 学校田 全校生

04月30日 金 第1回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

05月07日 金 令和3年度第7回まちづくり協議会総会 北コミュニティ 非3密開催

05月09日 日 小学校運動場奉仕作業 小学校校庭 有志

05月13日 木 第1回コミュニティスクール会議 北コミュニティ 非3密開催

05月14日 金 社協によるヒアリング 北コミュニティ 非3密開催

05月22日 土 地区運動会（学校単独開催） 白川小学校運動場 非3密開催

05月31日 月 白川小学校・地域サツマイモ植え 小川地区地内 非3密開催

06月02日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 開講式

06月05日 土 一斉清掃 各公共施設 非3密開催

06月12日 土 婦人会焼肉のタレづくり 北コミュニティ 非3密開催

06月19日 土 親子ふれあいバーベキュー 北コミュニティ 自粛

06月21日 月 運動場整備 白川小学校 有志

06月24日 木 民生・福祉委員会・訪問活動（児童は遠慮） 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

06月25日 金 第2回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

07月07日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 非3密開催

07月08日 木 第2回コミュニティスクール会議 北コミュニティ 非3密開催

07月27日 火 枝切り コミュニティセンター前道路 有志

07月30日 金 第3回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

08月04日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 非3密開催

08月12日 木 夏祭り 白川小学校校庭 自粛

08月20日 金 ソバの種子まき 松山地区借 自粛

08月23日 月 民生・福祉委員会・訪問活動 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

08月25日 水 指定管理研修 市役所 中止

08月27日 金 第4回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

09月01日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 自粛（※）

09月08日 水 稲刈り 学校田（小学生は自粛） 実施

09月20日 月 道路拡張工事開始 下白木からの通学路 実施

09月21日 火 高齢者教室 下白木公民館 自粛（※）

09月24日 金 第5回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 自粛（※）

09月26日 日 敬老会（式典は中止対象者に記念品） 北コミュニティ 自粛（※）

　（※）8/27（金）～10/30（木）迄、緊急事態宣言発令期間

10月05日 火 第3回コミュニティスクール会議 北コミュニティ 自粛

10月06日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 自粛

10月07日 木 チェーンソー講習会（7日～9日迄の3日間） 伊賀市（2名参加） 非3密開催

10月10日 日 白川の祭り（子供会神輿） 白川地区内 自粛

10月24日 日 亀山市壮年ソフトボール大会 市の施設 中止

10月25日 月 民生・福祉委員会・訪問活動（児童は遠慮） 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

10月27日 水 サツマイモ掘り　（地域の方も） 一色の畑借地 非3密開催

10月29日 金 第6回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

10月31日 日 スポーツ大会（ソフトバレー） 白川小学校体育館 自粛
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月　日 事業名 場　所 備　考

11月05日 金 5/14（金）社協ヒアリング結果報告 北コミュニティ 非3密開催

11月06日 日 フラワー道路側道記念樹周辺整備 フラワー道路 有志

11月07日 日 担い手研修 関文化交流センター 欠席

11月10日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 非3密開催

11月10日 水 炭焼き事業スタート（原木切出し1回目） 松山地区の山林 有志

11月12日 金 炭焼き事業（原木切出し2回目） 松山地区の山林 有志

11月15日 月 炭焼き窯火入れ 白川小学校校庭炭焼き窯 有志

11月20日 土 小川老人クラブ出前講座（民謡の競演） 小川改善センター 非3密開催

11月24日 水 炭焼き事業（原木切出し3回目） 松山地区の山林 有志

11月26日 金 炭焼き事業（原木切出し4回目） 松山地区の山林 有志

11月26日 金 第7回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

11月28日 日 運動場整備 白川小学校 有志

11月29日 月 焼いも大会 白川小学校校庭ピザ窯 非3密開催

12月01日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 非3密開催

12月03日 金 炭焼き事業（窯開き１回目） 白川小学校校庭炭焼き窯 非3密開催

12月08日 水 第４回コミュニティスクール会議 白川小学校 非3密開催

12月10日 金 防災・防犯部明星祭に向けての検討会 北コミュニティ 非3密開催

12月14日 火 高齢者教室（マジック） 白木公民館 非3密開催

12月19日 日 勉強会（全4回の1回目） 北コミュニティ 非3密開催

12月20日 月 民生・福祉委員会・訪問活動（児童は遠慮） 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

12月26日 日 勉強会（全4回の2回目） 北コミュニティ 非3密開催

12月28日 火 防犯カメラ設置 北コミュニティ －

12月28日 火 仕事納め 北コミュニティ －

01月04日 火 仕事始め 北コミュニティ －

01月09日 日 勉強会（全4回の3回目） 北コミュニティ 非3密開催

01月12日 水 出前講座「紅茶専科」 北コミュニティ 非3密開催

01月15日 土 小学生と地区との餅つき集会 小学校体育館 自粛

01月16日 日 勉強会（全4回の4回目） 北コミュニティ 非3密開催

01月21日 金 第8回まちづくり協議会運営委員会（役員のみ） 北コミュニティ 非3密開催

01月27日 木 指定管理者WEB研修（労務編） 北コミュニティ 非3密開催

02月01日 火 白川小学校「炭っ子隊」・地域販売活動始動 白川小学校・地域 非3密開催

02月06日 日 明星祭 小学校体育館 自粛

02月07日 月 白川小学校・地域炭販売開始 白川小学校・地域 非3密開催

02月13日 日 駅伝 亀山市内 中止

02月17日 木 第5回コミュニティスクール会議 CS委員各自宅 書面対応

02月19日 土 事務所3灯蛍光灯交換 北コミュニティ －

02月22日 火 集会室エアコンクリーニング 北コミュニティ －

02月25日 金 第9回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

02月28日 月 民生・福祉委員会・訪問活動（児童は遠慮） 北コミュニティ～各地区訪問 非3密開催

03月01日 火 指定管理者WEB研修（事務編） 北コミュニティ 非3密開催

03月03日 木 市のモニタリング 北コミュニティ 非3密開催

03月18日 金 白川小学校卒業証書授与式 白川小学校 非3密開催

03月25日 金 第10回まちづくり協議会運営委員会 北コミュニティ 非3密開催

　（※）1/21（金）～3/6（日）迄、まん延防止重点措置発令期間

　①毎週木曜日；地内9か所にて移動販売

　②毎週土曜日；パソコン教室（但し、緊急事態宣言中は自粛）
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第二号議案-１　　      令和３年度収支決算報告　 白川地区まちづくり協議会

１、市指定管理料決算書

（収入の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差引額 備考

指定管理料 3,386,000 3,386,000 0

預金利息 15 16 △ 1

合計 3,386,015 3,386,016 △ 1

（支出の部） （単位：円）

科目 予算額 決算額 差引額 備考

人件費 2,627,000 2,542,334 84,666

手当 120,000 120,000 0

給与 2,500,000 2,414,355 85,645

雇用・失業保険等 7,000 7,979 △ 979

管理費 759,000 695,350 63,650

消耗品 56,000 9,504 46,496 A4用紙、ﾄｲﾚ等掃除用品等

光熱水費 420,000 371,814 48,186 電気・ガス・水道・集落排水

＜内訳＞（電気） 310,000 277,744 32,256

（ガス） 30,000 23,846 6,154

（水道） 20,000 17,424 2,576

（集落排水） 60,000 52,800 7,200

修繕費 100,000 72,600 27,400 事務室の蛍光灯交換他

通信運搬費 120,000 116,656 3,344 電話、ZTV（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）

＜内訳＞（電話代） 70,000 70,456 △ 456

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料） 50,000 46,200 3,800

手数料 0 22,500 △ 22,500
玄関への防犯ｶﾒﾗ設置
ﾊﾟｿｺﾝ容量ｱｯﾌﾟSDD化

＜内訳＞（防犯ｶﾒﾗ） 0 7,500 △ 7,500

（ﾊﾟｿｺﾝ容量ｱｯﾌﾟ） 0 15,000 △ 15,000

委託料 34,000 75,600 △ 41,600
消防設備点検料
集会室ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

＜内訳＞（消火器点検等） 34,000 17,600 16,400

（ｴｱｺﾝｸﾘｰﾆﾝｸﾞﾟ） 0 58,000 △ 58,000

使用料 29,000 26,676 2,324 ZTV（ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）、NHK

＜内訳＞（ZTV） 14,000 13,200 800

（NHK受信料） 15,000 13,476 1,524

支出合計 3,386,000 3,237,684

預金利子等残額返還分 15 148,332 △ 148,317

合計 3,386,015 3,386,016 ▲ 1

　　　　　　収入 　　 支出        差額

3,386,016 3,237,684 148,332
亀山市に差額、 148,332 円は市に返却いたします。

上記の決算につき、監査の結果、誤りのないことを認めます。

   　　  令和4年4月12日  

　　　草深　裕児　　　　　 印

　　　今野　裕司　 　　　　印
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第二号議案-2　　     令和3年度収支決算報告　

２、まちづくり協議会活動＜含む地区福祉・地区会議活動＞決算書（収入の部）

○まちづくり協議会活動

科　　　　目 予算額 決算額 差引額

前年度通帳残高 250,188 250,188 0

小川地区 121 戸 × 0 円

下白木地区 83 戸 × 0 円

上白木地区 24 戸 × 0 円

小川地区 121 戸 × 1,000 円

下白木地区 83 戸 × 1,000 円

上白木地区 24 戸 × 1,000 円

亀山市交付金 667,000 667,000 0 　

雑収入 5 49,005 49,000 円

円

小　　　計 1,146,193 1,194,193 48,000

（※1）パソコン教室を令和3年度継続実施できましたので、まち協会計に組入れ報告いたします。

○地区福祉,地区会議活動

科　　　　目 予算額 決算額 差引額

市地区福祉助成金 100,000 100,000 0

市地区会議助成金 60,000 60,000 0

親子ふれあいデー助成金 5,000 0 ▲ 5,000

小　　　計 165,000 160,000 ▲ 5,000

合　　　計 1,311,193 1,354,193 43,000

6/18

　　

摘　　　　　　要

福祉関係へ

地区会議へ

コロナ禍自粛で申請せず

パソコン教室（※1） 49,000

預金利息 5

白川地区まちづくり協議会

（単位：円）

摘　　　　　　要

敬老会地区負担金 229,000 228,000 ▲ 1000

まちづくり協議会
地区負担金

0 0 0



第二号議案-2　　       令和3年度収支決算報告　
２、まちづくり協議会活動＜含む地区福祉・地区会議活動＞決算書（支出の部）
○まちづくり協議会活動費

予算額 決算額 差引額

770,000 503,648 266,352

50,000 45,013 4,987

30,000 19,702 10,298

30,000 12,329 17,671

300,000 138,875 161,125 （予算）敬老会地区負担金 #VALUE! 円

　 　　　　　まち協補助 #VALUE! 円

30,000 0 30,000

80,000 0 80,000

30,000 4,140 25,860

50,000 0 50,000

50,000 101,563 △ 51,563

0 0 0

※上記事業費の個々の内訳は別紙にあります。

100,000 88,900 11,100 老人会内訳　　計 33,900 円

　　　　・婦人会 25,000 円 25,000 25,000 白木地区 15,200 円

　　　　・子ども会 15,000 円 15,000 15,000 小川地区 18,700 円

　　　　・老人会 45,000 円 45,000 33,900 長寿フェスティバル 0 円

　　　　・愛好会 15,000 円 15,000 15,000

10,000 10,008 △ 8

10,000 0 10,000

0 83,118 △ 83,118

13,000 12,800 200 3,200円×4人

80,000 38,295 41,705

80,000 81,351 △ 1,351

40,000 29,921 10,079 トナー、借地料他

40,000 24,700 15,300

0 26,730 △ 26,730

203,193 0 203,193

1,146,193 636,094 510,099

○地区福祉,地区会議活動費

予算額 決算額 差引額

100,000 100,000 0

60,000 60,000 0

5,000 0 5,000

165,000 160,000 5,000

1,311,193 796,094 515,099

◎収支の状況　 1,354,193 （収入）　　- 796,094 （支出）　　＝ 558,099

　残額、 558,099 円は下記の通り、市への返却および次年度繰越しとします。

・市への返却額 163,352 円
交付金 667,000

交付金充当費用 503,648

・次年度繰越金 394,747 円
　

上記の決算につき監査の結果、適正と認めます。

令和3年4月12日 　

草深 裕児　　　　　印

今野 裕司　　　　　印
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12、地区福祉活動補助 市地区福祉助成金と合わせ福祉活動に適用

市地区会議に補助

会議時のお茶、総会記念品

HPサーバー使用料、便り印刷代

まちづくり協議会連絡会議の負担金および事務費の一部14、上記以外の交付金充当分

事務費等

　１、事務費

　２、印刷製本、備品、HP等

自粛

中止

　9、炭焼き窯 実施

10、子育て支援 カウンセリングは無償ボランティア実施

　1、小学校・地区運動会

白川地区まちづくり協議会

（単位：円）

科　　　　目 摘　　　　　　要

事業費
地区は自粛したが,小学校へ参加賞等配布

実施（一部団体；子供会、白木老人クラブは自粛）

自粛したが,雪洞作成、材料費

中止

自粛

会議費

傷害保険

  6、スポーツ大会

  7、明星祭　　

　8、駅伝

11、団体補助金

13、地区会議活動補助

　2、一斉清掃

  3、夏祭り

  4、白川地区敬老会

　

  5、市壮年ソフトボール大会

　３、コピー機メンテナンス料 コピー機メンテナンス委託料

予備費

小　　　計

科　　　　目 摘　　　　　　要

合　　　計

市地区福祉助成金 地区福祉活動へ

市地区会議助成金 一斉清掃、児童との炭焼き、木工教室

小　　　計

親子ふれあいデー助成金 申請せず

内訳内訳内訳



　　　　　　令和3年度主要行事 支出明細
１．小学校・地区合同運動会＜予算；50,000円＞

項    目 金  額 備     考

マーカー釘 2,255

ノート代児童参加賞 17,640

折り紙 780

棒 250

テント整理棚用パイプ代 20,632

グランド整備謝礼 3,456

合　　計 45,013

２．一斉清掃＜予算；40,000円（当初は30,000円＞

項    目 金  額 備     考

お茶 5,760

お菓子 8,942

愛好会 5,000

合　　計 19,702

３．白川地区夏祭り＜予算；30,000円＞

項    目 金  額 備     考

雪洞材料（塗料等） 11,413

雪洞材料（針金） 916

合　　計 12,329

４．白川地区敬老会＜予算；300,000円＞

項    目 金  額 備     考

記念品（七栗せんべい） 136,356

ビニール袋 519

ガソリン代 2,000

合　　計 138,875

５．市壮年ソフトボール大会＜予算；30,000円＞

項    目 金  額 備     考

0

合　　計 0

６．スポーツ大会＜予算；80,000円＞

項    目 金  額 備     考

0

合　　計 0

７．明星祭会＜予算；30,000円＞

項    目 金  額 備     考

チラシ印刷 4,140

合　　計 4,140
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支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で自粛

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で地区として自粛（記念品を対象者に配布）

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で中止

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で自粛

新型コロナの影響で自粛

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

1，新型コロナの影響で地区として自粛。参加賞等提供
2，テント収納用パイプ材料購入（倉庫に棚作成）
3，運動場ユンボ整備謝礼

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で地区として一部（子供会等）自粛

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）



８．駅伝大会＜予算；50,000円＞

項    目 金  額 備     考

0

合　　計 0

９．炭焼き窯＜予算；50,000円＞

項    目 金  額 備     考

講習会（2名）参加 46,850

謝礼 21,620

ヘルメット（2個） 21,654

チェーンソー維持費 11,439

合　　計 101,563

１０．子育て支援＜予算；0円＞

項    目 金  額 備     考

0

合　　計 0

１１．福祉活動

項    目 金  額 備     考

老人訪問活動費 76,156 75歳以上、おひとり、お二人宅

そばつくり維持費 10,000 電柵費用

会議費 23,852 福祉委員研修会と反省会

合　　計 110,008

１２，地区会議

項    目 金  額 備     考

親子木工教室 30,697

炭焼き事業 28,554

次年度繰越金（まち協へ） 28,031

合　計 87,282
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支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

亀山青少年育成（地区会議助成金）として、まち協より、60,000円仮払。
令和3年度まで別会計で運営。繰越金が27,282円ありました。
今年度支出は59,251円（親子木工教室（￥30,697 ）および炭焼き事業に
児童と共の事業なので￥28,554）を使用）でした。
令和3年度までは別会計としていましたが、令和4年度からは
繰越金28,031円はまち協会計に組み入れます。

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

新型コロナの影響で市が中止

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

謝礼は原木提供者および川合正男さん、浅野重信さんへ
また、他必要物は地区会議（￥28,554)より支出。
実質￥130,117でした（12項参照）

支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

福島先生による無償ボランティア対応



   令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・

　第三号議案
１、長期事業計画（案）  （平成29年から令和8年までの10年間）
　　　　―今年度6年目ー

白川地区まちづくり計画書

■まちづくり計画策定の経緯・将来像
　白川地区は、亀山市の北西部に位置する尾根沿いの集落、上白木、下白木の
白木地区および小川地区からなっています。西の明星ヶ岳、北の雨引山に抱かれ、
前田川および椋川が流れています。平均気温は１５度と比較的温暖、年間降水
量は２０００㎜を超えます。かつては、米や麦などの農業、養蚕、炭焼きなどが
盛んで、また、高度成長期には鈴鹿市など近隣の都市部に豊富な勤め先があり、
比較的豊かな暮らしを築いてきた地域です。
　また、道普請などの出合いなど共同体としての自治機能が色濃く残っており、
白川小学校を核にしたコミュニティのつながりが強いことも特徴のひとつです。
過疎化、少子高齢化が進み人口は７３３人（R4.3現在）と、この１０年間で
１３５人程度減少し、高齢化率は39.5％、40％に迫る勢い、若者はサラリーマン
として新興住宅地に流出し、農林業の後継者不足から田畑、森林などの農地や
里山も荒廃が進んでいます。
　私たちの中に、共同体としての自治機能をしながら、白川小学校を核にした
つながりをどのように発信し、伝承していくかが、今後の白川地区のまちづくりの
課題となっています。
　上記のような様々課題等に直面しており、住民誰もが笑顔で生活し、豊かに暮らし
ていけるよう、地域が持続するためにも今年度新たに〖白川版SDGｓの基盤づくり〗
を加え、取り組んでまいります。
　このまちづくり計画を策定することで、都市部に移住した人が、帰郷することを
楽しく想うようになり、白川地区に住んでいるみなさんが毎日笑顔で暮らせる
「郷づくり」を長期に渡り実施していくことを目指します。

■まちづくりの基本方針
【基本方針】　および　【スローガン】
　『　Withコロナ・白川版SDGsの基盤づくり‼　

活き活き　しらかわ　地域みんなでまちづくり　』
【活動方針】
①地域イベントを開催します。
　地区運動会、夏祭り、敬老会、明星祭など地区住民の交流の推進

②小学校との円滑な連携を図ります。
　コミュニティスクールへの参画など学校、家庭、地域の協働体制の構築。

③地域の環境美化と休耕地の有効活用で活力のある郷づくりを進めます。
　公共施設等や通学路の清掃奉仕および点検整備
　休耕地の整備と地域ブランドの特産品づくり

④地域の防災防犯を進めます。
　地域の安全安心マップの見直し、防犯実施事項の策定実施等、白川地区全体の
　防災・防犯活動の連携により、安心して住み続けられる地域の構築。

⑤地域のお一人お二人暮らし訪問（民生・児童委員、福祉委員および小学校児童）
　および地域の高齢者生活支援・介護予防を進めます。（2017.10.1 追加） 
　令和4年度も引き続き高齢者介護予防の一環として高齢者宅訪問を年6回を継続。
　（2021.4.1 変更） 
⑥令和4年度も引き続き、リモート等により地域の子育て支援を進めます。 
（2021.4.1 更新） 

⑦令和3年度より高齢者のためのパソコン教室を試験的に開催しましたが、
　参加者の要望もあり、令和4年度より事業化します。（2022.4.1追加）

⑧白川版SDGｓの基盤づくりの推進（2022.4.1追加）
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　　　　令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・・・

■計画期間

　　平成29年度から令和8年度までの10年間を計画年度とします。

　今年度で6年目です。

■まちづくり活動計画

　　まちづくりの基本方針を踏まえ、白川地区の皆さんが仲良く笑顔で暮らせる

　郷づくりを目標に、具体的に次の活動を展開するものとします。

　★具体的活動計画

　　（新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのガイドラインを設け、実施してまいります）

活動方針 具体的な活動項目 　　　　　　　　　　　活　動　内　容（※）

小学校の運動会と合同で、まちづくり協議会を構成する全ての

各種団体や、卒業した中高生も参加する大運動会の開催。

お盆に帰郷する皆さんを含め、子供から老人まで、手作りの

バザーとバンド演奏、盆踊り等で昔の「夏祭り」を継続開催する。

白川地区の全ての高齢者が小学校の体育館に集まり、

一年に一度演芸を楽しみながら歓談することで、お互いの

元気な姿を確かめ合う。

誰でも手軽に参加できる軽スポーツで中学生から老人まで

体力に合わせた協議を競い合うことで、三世代の交流を図る。

農産物、手作りのお菓子、そば等、地区の皆さんが自慢の

品を自由に売買する「冬のお祭り」を継続開催する。

コミュニティ 学校運営に参画し、学校支援を通して子供の情報を共有

スクールへの参画 するなど、地域ぐるみの子育てを目指す。

小学生から老人までの各種団体が日頃利用する公共施設や

通学路の清掃と整備。

休耕田や荒廃地を整備し、前田川の清涼な水で栽培した

農産物のブランド化を進める。獣害に強い、特産品の開発の検討。

➡　「炭焼き事業」を継続推進します。（2021.4.1　追加）

安全安心マップと 白川地区の３自治会が連携した防災体制を確立するため、地域の防災マップ

防犯 作成、見直し含め継続して進める。又、防犯実施事項を策定し実行する。

小学校と連携し、地域の高齢者宅を訪問し、安否の確認を行いながら、

コミュニケーションを図ります。

（2017.10.1 追加） 上項をさらに発展させ、行政と連携しながら、 地域包括ケア

⑤  高齢者生活支援・ システムの構築を図ります。

介護予防 高齢者宅訪問回数６回を継続して推進します。（2021.4.1追加）

（2021.4.1 追加） 今後も「子育て支援」および「高齢者生活支援・介護予防」について

福祉事業の模索 地域に持続可能な方策を展開、模索してまいります。

（2022.4.1 追加） 令和3年度試験的にパソコン教室を開催しました。高齢者が電子応用機器

パソコン教室 （パソコン、スマホ等）に親しめるよう推進、事業化します。

（2022.4.1 追加） 白川地区の住民誰もが、笑顔で生活し、生活が豊かになり暮らしていけるように、

白川版SDGｓの基盤づくり 地域が持続・活性化するための〖白川版SDGｓの基盤づくり〗の推進。

（※）活動内容詳細については会議体（月度の運営委員会および4部会）にて検討、計画実行するものとする。

①
②

地区運動会の開催

⑦

① 明星祭の開催

②

③ 一斉清掃

③ 特産品づくり

④

⑤ 高齢者宅訪問

⑤～⑥

⑧

① 夏祭りの開催

① 敬老会の開催

① スポーツ大会
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■推進体制

白川地区まちづくり協議会では、次の4つの分野別部会を設置し、

具体的活動計画を継続して進めてまいります。

■実施目標

（後期）

令和 － － 元 2 3 4～8

平成 29 30 31 　 　 　

体育文化部

環境安全部

福祉健康部

体育文化部

防災防犯部

■ 各部

環境安全部

■ 環境安全部

防災防犯部

福祉健康部
（※）2021.4．1　追加）

  ＜新たな追加活動項目（2017.10.1より）＞  

  ＜新たな追加活動項目（2021.4.1より）＞  

福祉健康部

  ＜新たな追加活動項目（2022.4.1より）＞  

事務局

各部

敬老会の開催

活動項目

年度（前期）

主な推進部会

地区運動会の開催

夏祭りの開催

福祉健康部

福祉事業の模索

パソコン教室

SDGs基盤づくり

スポーツ大会

明星祭の開催

コミュニティスクールへの参画

一斉清掃

特産品づくり

安全安心マップと防犯

高齢者宅訪問

高齢者生活支援
・介護予防

会 長

環境安全部 防災防犯部 福祉健康部 体育文化部

『 Withコロナ・白川版SDGsの基盤づくり‼

活き活き しらかわ 地域みんなでまちづくり 』

（※）
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  令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・・・・・・・・・

「基本方針」

　白川地区としての自助・共助の精神を持って、自ら考え、自ら取り組み、

地域の共通の願いの実現や問題の解決を図り、安心・安全、健康で住みよい

まちづくりを目指し、次の諸事業をおこなう。

（新型コロナウィルス感染症拡大防止のためのガイドラインを設け、実施してまいります）

「事　　業」

◇定期総会　　　　　　　 ０５月０６日（金）

◇小学校・地区運動会　　　　　　　 ０５月２１日（土）

　　・小学校運動場

◇一斉清掃奉仕　　　　　　　　　 ０６月０４日（土）

　　・公共施設・通学路など

◇親子ふれあいバーベキュー　　　 ０６月１８日（土）

　　・小学校

◇夏祭り　　　　　　　　　　　　 ０８月１２日（金）

　　・小学校運動場　他

◇敬老会　　　　　　　　　　　　 ０９月２５日（日）

　　・小学校体育館　

◇子供みこし　　　　　　　　 １０月０９日（日）

　　・白川神社

◇スポーツ大会　　　　　　　　 １０月３０日（日）

　　・小学校運動場

◇市壮年ソフトボール大会　　　　　　　　 １１月１３日（日）

　　・市内球場

◇食の祭典　　　　　　　　　　 １１月＜予定＞

　　・文化会館

◇明星祭 ０２月５日（日）

　　・小学校体育館

◇駅伝・自治会の部　 ０２月（予定）

　　・市内周辺コース

◇福祉委員会、75歳以上おひとり・お二人暮らし宅訪問など

　　・6回／年実施 　４月・６月・８月・１０月・1２月・２月

◇高齢者教室（白木、小川）＜計年６回＞　　　　　開催日は別途ご案内

　　・下白木公民館、南コミュニティセンター、小川生活改善センター

◇子育て支援＜随時リモート対応＞　　　　　

◇パソコン教室教室＜毎週土曜日開催＞　　　　　

※天候等、諸事情により、日程、場所は変動することがあります。

第三号議案-2　　　　令和4年度事業計画（案）  
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　　　　令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・・

第四号議案　令和4年度　予算（案） 　

１、市指定管理料予算書

（収入の部）

科目 令和4年度予算額 備考

指定管理料 3,386,000

預金利息 15

合計 3,386,015

（支出の部）

科目 令和4年度予算額 備考

人件費 2,628,000

手当 120,000 10,000×12か月分

給与 2,500,000 905円/時間×年間330日（含む年休）×8時間＋α

雇用・失業保険等 8,000 会長、職員（3名）計4名分

管理費 758,000

消耗品 55,000 A4用紙、ﾄｲﾚ等掃除用品等

光熱水費 420,000 電気・ガス・水道・集落排水

＜内訳＞（電気） 310,000

（ガス） 30,000

（水道） 20,000

（集落排水） 60,000

修繕費 100,000 調理室蛍光灯交換

通信運搬費 120,000 電話、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料

＜内訳＞（電話代） 70,000

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続料） 50,000

手数料 0

委託料 34,000 消防設備点検料

使用料 29,000 ZTV（ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ）、NHK受信料

＜内訳＞（ZTV） 14,000

（NHK受信料） 15,000

合計 3,386,000

預金利子等残額返還予定額 15
総合計 3,386,015
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第四号議案-2　　令和４年度　予算（案）

２、白川地区まちづくり協議会活動＜含む地区福祉・地区会議活動＞

（収入の部） （単位：円） （支出の部） （単位：円）

予算額 予算額 備考

まちづくり地区負担金（※） 0 820,000

　上白木地区 24 戸 × 0 円 70,000

　下白木地区 83 戸 × 0 円 　 30,000 更に地区会議から￥10,000

　小川地区 118 戸 × 0 円 　 60,000

敬老会地区負担金 225,000 300,000

　上白木地区 24 戸 × 1,000 円 50,000

　下白木地区 83 戸 × 1,000 円 　 30,000

　小川地区 118 戸 × 1,000 円 30,000

665,000 60,000 更に地区会議、自己資金から各￥10,000

5 50,000

40,000 20,000

394,747 0

28,031 　団体補助金 100,000

1,352,783 　　・婦人会 25,000 円

　　・子供会 15,000 円

（※）まちづくり地区負担金の集金について 　　・老人会 45,000 円

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、ほとんどの行事を自粛。　　・愛好会 15,000 円

令和3年度に引き続き、令和4年度につきましても集金はいたしません。 10,000 福祉活動へ￥10,000

（交付金残金は市に実績報告通り 返還しました） 10,000 一斉清掃へ￥10,000

13,000

60,000

20,000

20,000

20,000

1,173,000 130,000

179,783 120,000

30,000

179,783

1,352,783

＜地区福祉・地区会議活動＞

（収入の部） （単位：円） （支出の部） （単位：円）

予算額 予算額 備考

100,000 100,000

60,000 60,000 一斉清掃、親子ふれあい、木工教室、駅伝へ

5,000 5,000 運動会へ

165,000 165,000

1,517,783 1,517,783

     ◎白川地区まちづくり協議会で予算に不足が生じたときは科目間の流用を認める。
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市補助金(親子ふれあいデー） 市補助金(親子ふれあいデー）

小　　　計 小　　　計

合　　　計 合　　　計

市地区会議助成金 市地区会議助成金

　会議費（お茶）

　総会記念品

備品（カメラ、モニター）

印刷製本、Web、消耗品、使用料等

委託料（印刷機保守点検）

予備費

小　　　計

科　　　　目 科　　　　目（事業費）

市地区福祉助成金 市地区福祉助成金

　市協議会負担金

各種事業売上金等 　防災関係（行事、ﾏｯﾌﾟ見直し）

前年度繰越金 　子育て支援

地区会議会計組入れ（今年度より）

小　　　計

　地区福祉活動補助

　地区会議活動補助

傷害保険

会議費

　明星祭

亀山市交付金 　駅伝

預金利子等 　炭焼き窯

　スポーツ大会

　一斉清掃

　夏祭り

　敬老会

　市ソフトボール大会

科　　　　目 科　　　　目

事業費

　小学校・地区運動会



　　　令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・・・・・・・・

第五号議案-1　　　令和4年度　役員（案）

会　長；　　廣森　祐一

副会長；　　佐野　重雄　　　 明石　保大 栗田　恵吾

監　事；　　草深　裕児　　　 今野　裕司

顧　問；　　浅野　重信

書　記；　　三谷　久夫

会　計；　　明石　浩

【事務局職員】　　 廣森　進　、　山中　幸子　、　明石　浩

【分野別部会】

◇環境安全部；　　　

◇防災防犯部；　　　

◇福祉健康部；　　　

◇体育文化部；　　　

【コミュニティスクール（CS)】

会　長　浅野　重信　　　 事務局　明石　浩
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部　長　浅野　正　　　

部　長　廣森　繁　　　

部　長　明石　求　　　

副部長　廣森　いつ子

副部長　林　豊志

副部長　三谷　厚司

副部長　伊藤　裕治部　長　廣森　孝司　　　



　　   令和2年度第6回定期総会議案書 白川地区まちづくり協議会・・・・・・・・・

  第五号議案-2　　令和4年度　運営委員（案）

1 浅野　重信 顧問、自治会連合会顧問、CS会長

2 廣森　祐一 白川地区まちづくり協議会会長

3 佐野　重雄 小川自治会会長

4 浅野　正 小川自治会副会長

5 栗田　恵吾 上白木自治会会長

6 林　豊志 上白木自治会副会長

7 明石　保大 下白木自治会会長

8 三谷　久夫

9 廣森　繁 亀山市消防団本部副団長

10 廣森　いつ子 白木老人クラブ会長

11 佐野　嘉和 小川老人クラブ会長

12 林　秀臣 白川小学校ＰＴＡ会長

13 鳥居　謙造 白川小学校ＰＴＡ副会長

14 平野　朋希 白川小学校校長

15 加藤　剛 白川小学校教頭

16 佐野　安子 白川婦人会会長

17 明石　求 民生委員・児童委員（小川）

18 三谷　厚司 民生委員・児童委員（白木）

19 廣森　裕規子 福祉委員（白木）

20 伊藤　八重子 福祉委員（小川）

21 中川　進 白川子ども会会長

22 リード　里美 白川子ども会副会長

23 伊藤　裕治 白川愛好会会長

24 三谷　浩二郎 白川愛好会副会長

25 小川　一美 放課後子ども教室コーディネーター

26 明石　浩 青少年補導委員（白木）、事務局会計、CS事務局

27 伊藤　範和 青少年補導委員（小川）

28 草深　裕児 白川郵便局局長

29 今野  裕司 鈴鹿農協亀山支店白川ｻﾃﾗｲﾄ店店長

30 廣森　孝司 スポーツ推進委員、消防第6分団団長

31 田中　康友 亀山中学校ＰＴＡ役員

32 浅野　敏 防犯委員（小川）

33 中川　秋幸 防犯委員（白木）

34 山中　幸子 事務局 以上34名

下白木自治会副会長、市青少年育成指導委員、事務局書記
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第五号議案-3 　　令和4年度　組織図（案）

　
　 　

　
　

　

　
　

　

〇は主担当
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○一斉清掃；６／４

○親子ふれあいバー

ベキュー；６／１８

○夏祭り；８／１２

・高齢者教室；予定

・敬老会；９／２５

○木工教室１１／予定

・明星祭；２／５

○防災行事；予定

○安全・安心マップの

見直しと防犯実行項目

の策定；予定

・夏祭り；８／１２

・敬老会；９／２５

○明星祭；２／５

○高齢者宅訪問；予定

・夏祭り；８／１２

○敬老会；９／２５

・食の祭典；１１／予定

・明星祭；２／５

○運動会；５／２１

・夏祭り；８／１２

・敬老会：９／２５

・子供神輿；

１０／９

○スポーツ大会；

１０／３０

○壮年ソフトボール大会

（市）；１１／１３

・明星祭；２／５

顧問
浅野 重信

事務局
書記；三谷 久夫

会計；明石 浩

事務；山中 幸子

会長

廣森 祐一

環境安全部

部長；浅野 正

副；廣森 いつ子

佐野 嘉和

佐野 安子

平野 朋希

三谷 久夫

防災防犯部

部長；広森 繁

副；林 豊志

浅野 敏

山中 幸子

鳥居 謙造

中川 秋幸

伊藤 範和

福祉健康部

部長；明石 求

副；三谷 厚司

明石 浩

廣森 裕規子

伊藤 八重子

加藤 剛

小川 一美

体育文化部

部長；廣森 孝司

副；伊藤 裕治

田中 康友

林 秀臣

中川 進

三谷 浩二郎

リード 里美

副会長（若干名）
佐野 重雄

明石 保大

栗田 恵吾

（自治会連合会支部長）

栗田 恵吾

（自治会連合会顧問）

浅野 重信

監事2名
草深 裕児

今野 裕司

＜各部の活動計画＞


