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神戸地区スポ・レク祭が、今年も下記のとおり開催されます。個々の体力や年齢に応じ
たスポーツ・レクリエーションを楽しみながら、地区住民の交流の輪を広げませんか？。
また昨年度からニュースポーツとしてペタンクが種目に追加されていますので挑戦してみ
てください。各種目の参加は、健康スポーツ部の地区代表さんまでお申し込みください。 

 ✼日 時：平成２３年５月２９日（日） 午前８時３０分～ 
✼競技種目と会場（神戸小学校） 

午
前
の
部 

カ ロ ー リ ン グ （体育館） 

グラウンドゴルフ （グラウンド） 

ペ タ ン ク （グラウンド） 

卓球：小､中､高校、一般（図工室･体育館） 

午
後
の
部 

ソフトボール （グラウンド） 

バレーボール （体 育 館） 
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神戸地区住民自治協議会 
会 長 木村 清俊 

4 月 24 日の神戸地区住民自治協議会定期総会において、図らずも会長という大役を仰せ

つかり、その責任の重さに不安が膨らむばかりです。 

多くの方々が営々と築きあげてこられた神戸の歴史と風土を考えるとき、私でいいのだ

ろうかという思いでいっぱいですが、役員・委員の方々や住民皆さま方のご支援ご協力を

賜り精一杯務めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

神戸地区では、昨年度から一歩先んじて区長会と一体となった新たな住民自治協議会を

スタートし、「住民相互の連帯を深め、住民の創意工夫と責任のもと、住みよい神戸地区を

形成していく」ことを目的に、様々な活動に取り組んできました。 

本年度からは、伊賀市全ての地域で、新たな住民自治協議会が発足し歩み始めました。

組織が変化するとき、戸惑いや新たな課題も生まれてくると思いますが、皆様の英知を集

め、各地区のつながりと活動を基盤に、よりよい方向を求めていきたいと考えています。 

４月にハザードマップが配布されました。水害時、神戸地区が大変危険にさらされるこ

とは、一目瞭然です。しかし、その治水対策となる川上ダムの本体工事着工は止まったま

まです。ダム周辺道路工事が進むほど上流地域の保水能力は低下しています。木津川の整

備改修を強く求めていかなければなりません。 

６月下旬からは、神戸小学校の耐震化工事が始まりますが、子どもたちの日々の安全を

確保するとともに、より安全な学習環境を保障することが大切です。 

新しい橋の建設に伴う国道４２２号線の安全性向上も必要です。 

私自身、神戸に住まわせていただいて１７年。まだまだ地域に根をおろしたとは言えま

せん。住民の皆さまのご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

http://kisetu.chu.jp/pansy/pansy_back02.html


 

 4月 24日開催の「神戸地区住民自治協議会総会」で承認されました平成２２年度決算額

の主な概要を報告します。 

◎一般会計 

【収入の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会費 2,610,000 会費  1戸当り 4500円 32.0 

地域交付金 1,115,000 伊賀市地域交付金 13.7 

鳥獣害推進活動費補助金 157,059 伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり活動費補助金 1.9 

世代間交流事業補助金 40,000 伊賀市社会福祉協議会世代間交流事業補助金 0.5 

城之越遺跡業務受託金 2,779,040 城之越遺跡入園者等対応業務受託金 34.1 

負担金 289,000 熊野古道ハイキング参加者負担金 3.6 

雑収入 673,074 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 8.3 

繰越金 483,558 21年度繰越金 5.9 

合  計 8,146,731  100.0 

【支出の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 162,564 総会、運営委員会、役員会経費 2.2 

広報活動費 64,288 色上質用紙、インク代等 0.9 

運営管理経費 884,536 退職役員等記念品料、慶弔、コピー代等 11.7 

城之遺跡管理業務経費 2,783,013 業務員賃金、電話代、ガソリン代等 36.8 

保険料 245,270 自治活動賠償保険料 3.2 

各種団体助成費 507,694 老人クラブ、子ども会、消防団等助成費 6.7 

竹灯り幽玄祭経費 107,648 模擬店材料代等 1.4 

健康スポーツ部活動費 1,172,141 体育祭、スポレク祭、熊野古道ハイキング、

伊賀市民スポーツフェスティバル等経費 

15.5 

教育文化部活動費 509,747 文化祭、人権講演会経費 6.7 

生活環境部活動費 274,763 ほたる鑑賞、防災訓練、環境美化事業等経費 3.6 

福祉部活動費 131,492 友愛の集い、世代間交流事業経費 1.8 

産業部活動費 97,860 かんべいきいき市ノボリ、看板代 1.3 

積立金 320,000 診療所跡地積立、施設整備費積立 4.2 

その他経費 302,430 鳥獣害対策補助金、ホームページ作成費等 4.0 

合  計 7,563,446  100.0 

収支差引額 ５８３，２８５円（平成 23年度繰越額） 

◎積立金 

名  称 平成２２年度末現在額 

施設整備積立金 3,337,747 円 

診療所跡地会計積立金 1,099,852 円 

 

神戸地区住民自治協議会 
平成 22年度決算額の状況 



 

 4 月 24 日開催の「神戸地区住民自治協議会総会」で承認されました平成２3 年度予算額

の主な概要を報告します。 

◎一般会計収支予算 

【収入の部】 

項  目 予算額（円） 内  容 構成比（％） 

会費 2,610,000 会費  1戸当り 4500円 30.7 

地域包括交付金 4,281,000 伊賀市地域包括交付金 50.3 

鳥獣害推進活動費補助金 100,000 伊賀市鳥獣害に負けない地域づくり活動費補助金 1.2 

負担金 300,000 熊野古道ハイキング参加者負担金 3.5 

雑収入 631,715 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 7.4 

繰越金 583,285 22年度繰越金 6.9 

合  計 8,506,000  100.0 

【支出の部】 

項  目 予算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 200,000 総会、運営委員会、役員会経費 2.4 

広報活動費 85,000 色上質用紙、インク代等 1.0 

研修費 30,000 講師謝礼等 0.4 

運営管理経費 1,010,000 退職役員等記念品料、慶弔、コピー代等 11.9 

保険料 261,000 自治活動賠償保険料 3.0 

各種団体助成費 490,000 老人クラブ、子ども会、消防団等助成費 5.8 

街路灯・掲示板設置費補助金 185,000 街路灯設置費、掲示板設置費補助金 2.2 

竹灯り幽玄祭経費 100,000 模擬店材料代等 1.2 

役員等報酬 1,224,000 役員等報酬 14.4 

コミュニティ活動費 2,028,110 地区連絡事務、県政県議だより配布等 23.8 

健康スポーツ部活動費 1,200,000 体育祭、スポレク祭、熊野古道ハイキング、

伊賀市民スポーツフェスティバル等経費 

14.1 

教育文化部活動費 550,000 文化祭、人権講演会経費 6.4 

生活環境部活動費 220,000 ほたる鑑賞、環境美化事業等経費 2.6 

福祉部活動費 130,000 友愛の集い、世代間交流事業経費 1.5 

産業部活動費 100,000 かんべいきいき市等経費 1.2 

地域部活動費 80,000 総合防災訓練等経費 0.9 

積立金 120,000 診療所跡地積立 1.4 

その他経費 492,890 鳥獣害対策補助金、ホームページ作成費等 5.8 

合  計 8,506,000  100.0 

◎城之越遺跡管理業務特別会計収支予算 

区分 項  目 予算額(円) 内  容 構成比（％） 

歳入の部 城之越遺跡業務受託金等 2,828,000 受託金、貯金利息 100.0 

歳出の部 事業費、予備費 2,828,000 業務賃金、電話料、ガソリン代等 100.0 

神戸地区住民自治協議会 
平成 23年度予算額の状況 



 

 

 ～ゴールの上林駅は「菜の花まつり」に約 450人の参加者が！～ 

去る 4 月 24 日（日）に神戸地区住民自治協議会主催の 

「かんべてくてくウォーキング」が開催されました。当日は、 

少し肌寒い中、前年度を上回る８３名（神戸地区内４１名） 

の多くの方々の参加者があり、「かんべてくてくマップ」のモ 

デルコースの一つである「丸山城址天正伊賀の乱コース」を 

丸山駅から上林駅まで約 4km を完歩しました。コースでの 

ポイントである「国指定文化財町井家」や「丸山城址」では、 

伊賀市教育委員会の職員による説明があり、参加された皆さんは熱心に耳を傾けていまし

た。ゴールの上林駅では、「菜の花まつり実行委員会」主催の「菜の花まつり」が行われて

おり、「菜の花汁」や「つきたて餅」の振る舞い、菜の花摘みなどに約 450 人の参加者で、

会場となった上林は活気に溢れる一日となりました。 

「かんべてくてくマップ」は神戸地区市民センターに置いてあります。マップを片手に

我がふるさと神戸を歩いてみてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★開店日時：６月 ４日（土）午前９時～正午 
  ～とれたて野菜と魚（干物、ちりめんじゃこ）の販売～ 

時  間 場  所 

午前 ９時～１０時 ＪＡ神戸ふれあい店前 

午前１１時～１２時 きじが台地区市民センタ―前 
 

６月の「かんべいきいき市（青空市場）」 

 

 

金属類等を狙った 
盗難被害が多発しています 

最近、伊賀市内で側溝のグレーチ
ングや、駐車場の鉄製の車止め、そ
の他鉄板や電線類など、金属類を狙
った盗難被害が多発しています。ま
た、消防ホース、収納庫から金属製
消防ノズル等や、車庫内の自動車が
盗難にあっています。 

深夜から明け方にかけての犯行と

思われますが、十分にご注意下さい。 

 不審な事があれば、伊賀警察署へ

連絡をしてください。 

 

～ほたる鑑賞と 
   尺八・ピアノの奏で～ 
 恒例のほたる鑑賞会が今年も下記のとお
り計画されています。皆さまの多数のご参
加をよろしくお願いします。 

と き 平成２３年６月１１日（土） 

午後７時～（開場午後６時） 

ところ 常福寺と北川堤防（古郡） 

★尺八・ピアノ演奏 

   午後７時～午後８時 

★ほたる鑑賞 午後８時～ 

※詳細は６月１日に配布されます広報かん 
べをご覧ください。 

     ご注意ください 


