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平成 28年 4月 14 日以降、熊本県で発生した地震の被害により 亡くなられた方に謹んで  
お悔やみを申し上げますとともに、 被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 一刻
も早い復興を心よりお祈り申し上げます。神戸地区市民センターにおいても、窓口に募金箱
を設置させていただいておりますので、ご協力をお願いします。             

就任のご挨拶   
 神戸地区住民自治協議会 

会長 中 嶋  孝 

いつまでも住み続けたい神戸に！ 
 

春まさにたけなわの 5 月となりましたが、神戸地区の皆様には益々ご健勝のこととお喜び
申し上げます。 
平素は、神戸地区住民自治協議会の運営に対しまして、格別のご支援とご協力を賜ってい

ますこと厚く御礼申し上げます。 
私こと去る４月１６日の神戸地区住民自治協議会定期総会におきまして、会長という大役

をお引き受けさせて頂くことになりました。お引き受けしたからには、皆様方のご支援とご
協力を得て、精一杯務めてまいりたいと思っていますので宜しくお願いいたします。 
さて、平成２８年度の具体的活動につきましては、過日の定期総会においてご承認いただ

きました「平成２８年度事業計画及び予算」に基づき、各種団体の皆様方と連携・協力して
進めていきたいと思っております。 
一方、少子高齢化の進行がますます進むなか、神戸地区の６５歳以上の高齢化率も年々増

加し、昨年９月末で４３．０％とかなり高くなり、何をするにしても難しく、厳しい状況に
なってきています。２０年後がどうなっているのか、誰にもわからない状況です。 
しかし、私達は、この神戸地区でいつまでも暮らし続けなければなりません。地域ぐるみ

での支え合い体制の構築が求められてきているなか、皆様方と共に知恵をしぼり、少しでも
元気な神戸になるよう努力してまいりたいと思っております。 
また、神戸地区の大きな課題は、木津川の洪水対策があります。川上ダムの着工は決定し

ていますが、河川拡幅を含む「木津川河川整備計画」は未だに策定されておらず、具体的な
河川改修が進んでいない状況にあります。神戸地区の皆様の「安心・安全」のために、引き
続き要望活動に取り組んでまいりたいと考えています。 
最後になりますが、神戸地区の皆様方のご指導、ご鞭撻をお願い申し上げ就任の挨拶とい

たします。 
 

退任挨拶 
                 神戸地区住民自治協議会 

     前会長 大石  幸生 

平成 28 年 3 月末日を持って退任させ頂く事となりました。平成 26・27 年度の 2 年間、皆
様方に大変お世話になり誠に有難うございました。皆様方のお力添えにより、大過なく任期
を終えさせて頂けた事、大変嬉しく感謝の気持でいっぱいです。本当に有難うございました。 
この 2 年間の事を振り返って見ますと、自治会の諸行事、お陰様で殆どが天気に恵まれ、

又大きな事故も無く、無事実施できました。（平成 26 年 10 月の体育祭と、平成 27 年 7 月の
スポレク祭の屋外競技は、雨天でしたが・・・）又、地震等大きな災害も無く、ただ、台風
の襲来が何回もあり市民センターで 3 回夜を越して洪水対策をしましたが、大きな被害も出
ず胸をなでおろしました。以上の事、大変嬉しく思っております。今後は、一住民として、
陰から神戸自治協を応援させて頂きます。 
最後に、神戸地区の増々の発展と、皆様方のご健康とご多幸をご祈念申し上げ退任の挨拶 

と致します。 
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３１の動きからなる健康体操です。自然治癒力を高め、自らの力で整体してしまう。 

   医療的効果があり、元気が出る体操です。 いっしょに健康になりましょう～！！ 

★毎週月曜日 １３：３０～ 
【お問い合わせ】 東瀬 由紀子 （℡ ０９０－４１８２－９４８２） 

                                                                                                                                              

                               

                           

                                                                            

 

今年度も、神戸地区住民自治協議会福祉部会    

が「子育て支援事業」として取り組みます。 

第１回は下記の日程で開催する予定です。        

どうぞお気軽にご参加ください. 

日時：５月１０日（火）午前１０時～１ 1時３０分 

場所：神戸地区市民センター （和室） 

対象：０歳～就学前までの児童 

とその保護者 

 

 

★５月 ７日(土) 19:30～  住民自治生活環境部会      神戸地区市民センター 

 ★５月 10日(火) 10:00～  かんべ元気っ子広場       神戸地区市民センター 

 ★５月 12日(木) 13:00～ 神戸公民館自主事業「絵手紙教室」神戸地区市民センター 

 ★５月 12日(木) 19:30～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

 ★５月 12日(木) 19:30～ 住民自治福祉部会        神戸地区市民センター 

 ★５月 13日(金) 13:30～ 住民自治協議会役員会      神戸地区市民センター 

 ★５月 14日(土) 20:00～ 住民自治産業部会        神戸地区市民センター 

 ★５月 19日(木) 20:00～ 住民自治健康スポーツ部会    神戸地区市民センター 

 ★５月 24日(火) 13:30～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

 ★５月 26日(木) 19:30～ 神戸公民館自主事業「ヨガ教室」 神戸地区市民センター 

 ★５月 27日(金) 19:30～ 神戸地区社会福祉協議会総会   神戸地区市民センター 

 ★５月 28日(土) 20:00～ 住民自治教育文化部会      神戸地区市民センター 

 

 
次回かんべいきいき市(農産物直売所)は５月１４日(土)です!! 

     ※午前  ９：００～10：００ ＪＡ神戸ふれあい店前  
   ※午前  10:15～10：４５ 朝日ヶ丘町公民館前 

   ※午前   11：００～11：３０ きじが台地区市民センター前    

探しています 
 

4 月 10 日 16 時頃から
行方不明になってい
ます。心当たりのある
方は、神戸地区市民セ
ンターへご連絡くだ
さい。 

 

 

藤森 りつ さん  
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４月 16 日(土)に神戸地区住民自治協議会総会が開催され、平成 27 年度事業報告・決算

報告、役員の選出、平成 28 年度事業計画案・予算案等が承認されました。 
承認されました役員、顧問、参与、各部長、副部長は以下の方々です。                                                         

会 長 中嶋  孝（比土区長） 参 与 堀永  猛（再任） 

副会長 小川 是明（上神戸区長） 参 与 荻田 哲郎（前理事） 

副会長 福井 清孝（上林区長） 監 事 板橋 義夫（前副会長） 

理 事 坂森 嘉夫（枅川区長） 監 事 田中 章喜（前理事） 

理 事 松岡  治（古郡区長） 
福祉部 

部 長 的場 治久（朝日ヶ丘町） 

理 事 石田 八郎（朝日ヶ丘町自治会長） 副部長 藤井 智文（上林） 

理 事 東  庸介（下神戸区長） 健康スポ

ーツ部 

部 長 家栁 尚生（朝日ヶ丘町） 

理 事 西濱 義明（民生委員児童委員） 副部長 松村 頼清（比土）  

理 事 竹内佐千子（枅川） 生活 

環境部 

部 長 西出 五郎（比土） 

理 事 三好 洋子（古郡） 副部長 福永 康成（上林） 
城之越遺
跡施設長 

古濱 清夫（下神戸） 
産業部 

部 長 福山 孝榮（上神戸） 

会 計 松田 和秀（古郡） 副部長 大北  博（下神戸） 

事務局長 五舛出圭史（神戸地区市民センター長） 教育 

文化部 

部 長 早山 佳秀（比土） 

顧 問 大石 幸生（前会長） 副部長 今中 八起（比土） 

 

  

平成 28年度神戸地区住民自治協議会総会において、神戸地区      

住民自治協議会役員としてご尽力いただきました退任役員等に 

感謝状と記念品が贈られました。 

大石 幸生 神戸地区住民自治協議会理事：１年 

神戸地区住民自治協議会会長：２年 

H25,4,1～H26,3,31 

H26,4,1～H28,3,31 

半田 敏明 神戸地区住民自治協議会理事：１年 

神戸地区住民自治協議会副会長：２年 

H25,4,1～H26,3,31 

H26,4,1～H28,3,31 

木村 清俊 神戸地区住民自治協議会理事：２年 

神戸地区住民自治協議会会長：１年 

神戸地区住民自治協議会会計：２年 

神戸地区住民自治協議会参与：１年 

H22,4,1～H23,3,31・H24,4,1～H25,3,31 

H23,4,1～H24,3,31 

H25,4,1～H27,3,31 

H27,4,1～H28,3,31 

堀永  猛 神戸地区住民自治協議会理事：３年 

神戸地区住民自治協議会会長：１年 

神戸地区住民自治協議会参与：１年 

H23,4,1～H24,3,31・H25,4,1～H27,3,31 

H24,4,1～H25,3,31 

H27,4,1～H28,3,31 

服部 一宏 神戸地区住民自治協議会理事：１年 

神戸地区住民自治協議会副会長：１年 

神戸地区住民自治協議会会計：１年 

H25,4,1～H26,3,31 

H26,4,1～H27,3,31 

H27,4,1～H28,3,31 

荻田 哲郎  神戸地区住民自治協議会理事：３年 

神戸地区住民自治協議会会長：１年 

H24,4,1～H25,3,31・H26,4,1～H28,3,31 

H25,4,1～H26,3,31 

板橋 義夫 神戸地区住民自治協議会理事：１年 

神戸地区住民自治協議会副会長：１年 

H26,4,1～H27,3,31 

H27,4,1～H28,3,31 

田中 章喜 神戸地区住民自治協議会理事：１年 H27,4,1～H28,3,31 

 



                                           

 

 

４月 16日に開催されました神戸地区住民自治協議会総会で、 

平成 28年度事業計画が承認されました。概要は下記のとおりです。 

◆目標 

 「神戸地区まちづくり計画」の実現に向けて、「住民の英知を 

集め、ふれあいのまち、住みよい神戸のまちづくり」を目指す。 

◆予定されている主な事業        

・地域支え合い活動の推進 

・川上ダム建設促進と木津川河川改修工事の促進 

・県道上野名張線バイパスの促進 

・防犯活動の推進 

・鳥獣害対策の推進 

・農業集落排水事業の管理運営の推進 

・かんべいきいき市（農産物直売所）の推進 

  ※開催日－原則毎月第１土曜日 

・子育て支援事業「かんべ元気っ子広場」の推進 

・城之越遺跡管理業務及び城之越遺跡を活用した「竹灯り幽玄祭」の推進 

◆各部の月別事業予定                                    

  月   日         事 業 名 等 

６月 11日(土) 竹灯りコンサート＆ほたる鑑賞会 

 17日(金) 自主防災組織連合会総会 

 23日(木) 友愛のつどい(一人暮らし高齢者と保育園児の集い) 

７月 3 日(日) 神戸地区スポ・レク祭 

 中旬 神戸地区中小河川木津川改修工事促進期成同盟総会 

8 月 上旬 三谷地区環境保全現地調査 

 22日(月) 神戸地区人権啓発草の根運動推進会議総会 

9 月 17日(土) 城之越遺跡「竹灯り幽玄祭」 

10月  2日(日) 神戸地区体育祭 

 16日(日) 熊野古道ハイキング 

11月 6 日(日) 伊賀市民スポーツフェスティバル 

 19日(土) 世代間交流会(神戸小学生と高齢者との交流) 

 20日(日) 神戸地区文化祭 

1 月 22日(日) 神戸地区総合防災訓練 

2 月 5 日(日) 神戸地区人権講演会 

◆その他 

 広報「かんべ」の発行 

 各種団体等への活動支援         
                        

神戸地区住民自治協議会 平成２８年度 事業計画 

 

 

上林地区の桜!! 

今年も綺麗に咲きました 

 



 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【収入の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会費 2,524,500 会費  1戸当り 4500円 28.9 

補助金 4,150,000 伊賀市地域包括交付金他 47.5 

委託金 376,000 神戸公民館活動事業委託金 4.3 

負担金 96,000 熊野古道ﾊｲｷﾝｸﾞ参加者負担金 1.1 

諸収入 861,785 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 9.9 

繰越金 723,093 26年度繰越金 8.3 

合  計 8,731,378  100 

 

【支出の部】 

項  目 決算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 121,243 総会、運営委員会、役員会経費 1.5 

広報活動費 75,000 カラー用紙、インク代等 0.9 

研修費 10,000 研修旅費 0.1 

運営管理経費 1,366,907 保険料、コピー代等 16.3 

助成費 619,570 老人クラブ、子ども会、ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、消防団補助 

街路灯設置補助、掲示板設置補助 等 

7.4 

事業費 1,800,960 役員報酬、竹灯り幽玄祭経費、鳥獣害対策補助 等 21.6 

コミュニティ活動費 1,909,980 地区連絡事務、街路灯維持管理経費 等 22.9 

実践活動費 2,268,342 各部会活動費 27.2 

積立金 120,000 診療所跡地積立 １.5 

予備費 55,760  0.6 

合  計 8,347,762  100 

収支差引額 383，616 円（平成２８年度繰越額） 

 

◎城之越遺跡管理業務特別会計決算 

区分 項  目 決算額(円) 内  容  

歳入の部 城之越遺跡業務受託金

等 

2,704,272 繰越金、受託金、貯金利息  

歳出の部 賃金、備品費等 2,527,298 業務賃金、備品、保険料等  

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸地区住民自治協議会 
平成２７年度決算額の状況 



 

 

 

 「神戸地区住民自治協議会総会」で承認されました平成２８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 2,524,500 会費  1戸当り 4500円 28.4 

地域包括交付金 4,601,000 伊賀市地域包括交付金 51.6 

補助金 260,000 世代間交流事業、鳥獣害対策事業 2.9 

委託金 339,000 公民館活動事業委託金 3.8 

負担金 100,000 熊野古道ハイキング参加者負担金 1.1 

雑収入等 701,884 保険料、文化祭・竹灯り幽玄祭売上、預金利子等 7.9 

繰越金 383,616 27年度繰越金 4.3 

合  計 8,910,000  100.0 

【支出の部】 

項  目 予算額（円） 内  容 構成比（％） 

会議費 120,000 総会、運営委員会、役員会経費 1.4 

広報活動費 75,000 印刷費用 0.8 

研修費 30,000 講師謝礼等 0.3 

運営管理経費 1,439,000 退職役員等記念品料、保険料、コピー代等 16.2 

団体助成費 620,000 老人クラブ、子ども会、消防団等助成費等 7.0 

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 2.1 

事業費 1,849,000 役員等報酬、城之越竹灯り幽玄祭費用等 20.7 

コミュニティ活動費 1,872,040 地区連絡事務、市広報配布等 21.0 

健康スポーツ部活動費 970,000 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 

10.9 

教育文化部活動費 550,000 文化祭、人権講演会経費 6.2 

生活環境部活動費 220,000 ほたる鑑賞、環境美化事業等経費 2.5 

福祉部活動費 400,000 友愛のつどい、世代間交流事業経費 4.5 

産業部活動費 100,000 かんべいきいき市等経費 1.1 

地域部活動費 200,000 総合防災訓練等経費 2.2 

積立金 120,000 診療所跡地基金積立 1.3 

予備費 159,960 予備費等 1.8 

合  計 8,910,000  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 2,672,000 受託金、貯金利息 100.0 

歳出の部 賃金、需用費等 2,672,000 業務賃金、備品購入費等 100.0 

 

神戸地区住民自治協議会 
平成２８年度予算額の状況 


