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支出項目：地域振興事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船地域ＰＲ事業（第24回さかなま
つり参加）

15,328 33,543 ▲ 18,215 備品購入費の減

岩船地域ＰＲ事業（第18回みなと
フェスティバル参加）

13,876 43,550 ▲ 29,674 備品購入費の減

岩船港夏祭「花火打上事業」 75,840 59,121 16,719 募金収入の減など

いわふね新年研修会 21,000 7,117 13,883 事業費の増など

学生サポート事業 39,495 0 39,495 消耗品費の増

酒の肴グランプリ 0 263,862 ▲ 263,862 今年度実施せず

岩船地区一斉清掃大臣表彰お祝い事
業

0 47,486 ▲ 47,486 今年度実施せず

合　　　　　　　 計 165,539 143,331 22,208

支出項目：安全安心対策事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

安心安全事業 0 72,934 ▲ 72,934 今年度実施せず

合　　　　　　　 計 0 72,934 ▲ 72,934

支出項目：健康福祉事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

たんぽぽクラブ「夏休み施設開放」 540 2,666 ▲ 2,126 食料費の減

ちびっ子プール開設 2,580 10,382 ▲ 7,802 消耗品費の減

たんぽぽクラブ「冬休み施設開放」 4,740 8,486 ▲ 3,746 用具費の減

たんぽぽクラブ「春休み施設開放」 12,975 0 12,975 用具費の増

いわふね健康卓球部 6,799 7,114 ▲ 315 消耗品費の減額

合　　　　　　　 計 27,634 28,648 ▲ 1,014

支出項目：環境美化事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船お幕場広場清掃 7,433 11,977 ▲ 4,544 消耗品費の減

いわふね花いっぱい事業 0 0 0 今年度実施せず

合　　 計 7,433 11,977 ▲ 4,544
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支出項目：地域交流事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船中学校公開講演会 10,000 10,000 0

ゆめのまち「ワクワク横丁」 36,466 51,036 ▲ 14,570 謝礼費の減など

小学生料理教室 12,323 12,237 86 食材料費の増など

「郷育カレンダー」作成事業（H30年
度分）

6,400 6,400 0

合　　 計 65,189 79,673 ▲ 14,484

支出項目：スポーツ事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

第27回 女性グラウンドゴルフ大会 59,338 62,275 ▲ 2,937 賞品代の減

第36回 壮年ソフトボール大会 21,254 23,619 ▲ 2,365 賞品代の減

第23回 熟年層グラウンドゴルフ大会 68,288 78,260 ▲ 9,972 賞品代の減

第60回 町内対抗野球大会 42,383 38,155 4,228 賞品代の増

第23回 熟年層ソフトボール大会 17,047 11,127 5,920 賞品代の増

岩船スポーツフェスティバル 51,596 49,969 1,627 食料費の増

第59回 町内対抗バスケットボール大
会

81,175 85,609 ▲ 4,434 食料費の減

合　　　　　　　 計 341,081 349,014 ▲ 7,933

支出項目：文化事業費

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

源内塾大清掃 6,706 23,939 ▲ 17,233 消耗品費の減等

芸能音楽祭 91,075 90,909 166 食料費の増等

いわふね茶会 140,279 152,463 ▲ 12,184 燃料費の減等

源内塾利活用事業 45,491 27,800 17,691 備品購入費の増他

岩船地区文化祭 100,667 194,939 ▲ 94,272 備品購入費の減他

だんご木飾り設置 4,663 930 3,733 消耗品費の増

囲碁大会（平成29年度中止） 0 0 0 今年度実施せず

ブラニイガタ協力 0 18,525 ▲ 18,525 今年度実施せず

合　 計 388,881 509,505 ▲ 120,624

【支　出】 （単位：円）
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【支　出】 （単位：円）



会議報償費　積算詳細

700

各専門部会議

会議名 年間回数
出席者

（一回あたり）
金額

ちいき元気事業部会議 3 20 42,000

スポーツ事業部会議 3 20 42,000

文化事業部会議 3 20 42,000

広報事業部会議 2 5 7,000

計 11 65 133,000

プロジェクト会議等

ちいき元気事業部関係

会議名 年間回数
出席者

（一回あたり）
金額

ちいきPR事業検討委員会 3 6 12,600

学生サポート委員会 3 6 12,600

安心安全事業会議 3 6 12,600

環境保全事業会議 2 6 8,400

いわふね新年研修会実行委員会 2 6 8,400

その他会議 2 6 8,400

計 15 36 63,000

スポーツ事業部関係

会議名 年間回数
出席者

（一回あたり）
金額

各種大会代表者会議 5 2 7,000

スポーツフェスティバル打ち合わせ 2 2 2,800

計 7 4 9,800

文化事業部関係

会議名 年間回数
出席者

（一回あたり）
金額

芸能音楽祭実行委員会 2 3 4,200

岩船地区文化祭実行委員会 2 5 7,000

いわふね茶会実行委員会 2 5 7,000

その他会議 2 5 7,000

計 8 18 25,200

会議報償費単価



広報事業部関係

会議名 年間回数
出席者

（一回あたり）
金額

広報「石船」編集会議 10 7 49,000

計 10 7 49,000

プロジェクト会議等 回数合計
出席者

（一回あたり）
合計

合計金額

40 65 147,000

40 5 140,000

会議報償費合計 円273,000



実 施 期 日 事　　業　　名 場　　所 主　　　催 担当専門部 体　制

４月　8日（日） お幕場広場清掃 お幕場広場 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

５月１３日（日） 第28回 女性グラウンドゴルフ大会 お幕場広場 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

５月１３日（日） 岩船地区ソフトボール連盟春季大会 岩船運動広場 岩船地区ソフトボール連盟 スポーツ事業部 協力

６月　２日（土） 源内塾環境整備事業 源内塾 岩船まちづくり協議会 文化事業部 主催

６月　３日（日） 第37回 壮年ソフトボール大会 岩船運動広場 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

６月１０日（日） ゆめのまち ワクワク横丁 横新町市場通り
岩船まちづくり協議会
まちづくり元気女子会

ちいき元気事業部 共催

６月１７日（日） 第48回 町内対抗バレーボール大会 岩小体育館 岩船体育協議会 スポーツ事業部 協力

７月　１日（日） 第24回 熟年層グラウンドゴルフ大会 お幕場広場 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

８月　５日（日）
※変更の可能性あり

岩船港夏祭
・岩船納涼カラオケ会
・岩船甚句大会＆花火打上

岩船港緑地公園
岩船まちづくり協議会
岩船甚句保存会
あすの岩船を考える会

ちいき元気事業部 共催

８月１５日（水）
※開催日は毎年１５日。

第61回 野球大会 岩船運動広場 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

８月２５日（土） 岩船スポーツフェスティバル 岩船中学校
岩船まちづくり協議会
岩船体育協議会
岩船中学校

スポーツ事業部 共催

９月　２日（日） 岩船地区ソフトボール連盟秋季大会 岩船運動広場 岩船地区ソフトボール連盟 スポーツ事業部 協力

９月１７日（月）
※敬老会の開催日による。

芸能音楽祭 岩小体育館 岩船まちづくり協議会 文化事業部 主催

９月２３日（日） 岩船地区駅伝大会 岩船運動広場 岩船体育協議会 スポーツ事業部 協力

９月３０日（日） 第24回 熟年層ソフトボール大会 岩船運動広場 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

１０月２８日（日） 第17回 いわふね茶会
源内塾
カネダイ川崎邸

岩船まちづくり協議会 文化事業部 主催

１１月　３日（土） 岩船地区文化祭 岩小体育館
岩船まちづくり協議会
岩船小学校

文化事業部 共催

１１月１８日（日） 第60回 バスケットボール大会 岩小体育館 岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

１２月　1日（土） 小学生料理教室（対象 岩小3年） いわくす会館 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

平成３１年１月１２日（土） だんご木づくり いわくす会館 岩船まちづくり協議会 文化事業部 主催

・3月下旬～4月上旬
・7月下旬～8月下旬
・12下旬～1月上旬

「たんぽぽクラブ」の開催 いわくす会館 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

7月下旬～8月下旬 「ちびっ子プール」の開設 いわくす会館 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

３月上旬 郷育カレンダー作成事業
岩船まちづくり協議会
岩船地区青少年健全育成会
岩船中学校区郷育会議

ちいき元気事業部 共催

専門部で検討
地域ＰＲ事業
（さかなまつり、ヒラメフェスティ
バル、みなとフェスティバル）

岩船港緑地公園
岩船まちづくり協議会
漁協
岩船商工業会

ちいき元気事業部 協力

専門部で検討 協議会長杯 囲碁大会 上大町公民館
岩船まちづくり協議会
囲碁愛好会

文化事業部 共催

専門部で検討 源内塾利活用事業 源内塾 岩船まちづくり協議会 文化事業部 主催

専門部で検討 安全安心対策事業 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

専門部で検討 学生サポート事業 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

専門部で検討 環境美化事業 岩船まちづくり協議会 ちいき元気事業部 主催

２月・３月 サンデー・キッズ岩船 岩船体育協議会 スポーツ事業部 協力

平成30年度　岩船まちづくり協議会　年間事業計画（予定）



平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 区長 鈴木　輝雄 上大町

2 川上　裕 上大町

3 区長 西坂　寛 上町

4 工藤　保夫 上町

5 区長 舩山　泰雄 横新町

6 石割　伸一 横新町

7 区長 小野　健夫 中新町

8 赤川　正雄 中新町

9 区長 寶保　耕一 縦新町

10 河崎　吉光 縦新町

11 区長 伴田　寛 新田町

12 石栗　和彦 新田町

13 区長 鈴木　文雄 上浜町

14 渡辺　仁之 上浜町

15 区長 東海林　邦夫 下浜町

16 斉藤　貢 下浜町

17 区長 小幡　祥一郎 岸見寺町

18 島田　実 岸見寺町

19 区長 長濱　好美 地蔵町

20 鈴木　孝 地蔵町

21 区長 渡辺　春夫 下大町

22 佐藤　茂 下大町

23 区長 大野　進一 三日市

24 鈴木　敏明 三日市

25 区長 大越　信雄 北浜町

26 冨樫　秀雄 北浜町

27 区長 板垣　正志 八日市

28 中村　正志 八日市

29 区長 武藤　淳子 上の山

30 鈴木　栄子 上の山

31 区長 小林　和清 温泉三丁目

32 河内　義次 温泉三丁目

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。

岩船まちづくり協議会　代議員名簿



平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町　内 備　考

1 会長 大越　孝行 下大町 ちいき元気事業部

2 副会長 内山　司 上町 文化事業部

3 副会長 亀岡　利和 横新町 スポーツ事業部

4 理事 五十嵐　誠 上町 ちいき元気事業部

5 理事 松田　忠 上町 スポーツ事業部

6 理事 磯部　傑 横新町 スポーツ事業部

7 理事 藤井　雄平 上町 文化事業部

8 理事 大越　智勝 上町 広報事業部

9 理事 鈴木　裕一郎 上大町 広報事業部

10 監事 吉村　澄子 中新町 文化事業部

11 監事 竹内　秀栄 上町 ちいき元気事業部

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。

岩船まちづくり協議会　役員名簿



岩船まちづくり協議会　「ちいき元気事業部」委員名簿

平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 部長 大越　孝行 下大町

2 副部長 竹内　秀栄 上町 あすの岩船を考える会

3 副部長 五十嵐　誠 上町

4 委員 東海林　邦夫 下浜町 区長会

5 委員 伴田　航 上浜町 新潟漁協岩船港支所

6 委員 佐藤　伸一 八日市 岩船商工業会

7 委員 伴田　浩一 上浜町 岩船港利用促進協議会

8 委員 交通安全協会

9 委員 平地　洋介 八日市 消防団第２分団

10 委員 鈴木　敏明 三日市 青少年健全育成会

11 委員 長濱　武士 上浜町 老人クラブ連合会

12 委員 村山　正彦 上町 健少岩船隊

13 委員 茂野　正明 岩船小学校

14 委員 高橋　聡 岩船中学校

15 委員 小林　みゆき 岩船保育園

16 委員 丸山　チカ子 岸見寺町

17 委員 内山　みち代 上町

18 委員 伴田　和良 岸見寺町

19 委員 伴田　宏 八日市

20 委員 竹内　新一 上町

21 委員 大野　章 三日市

22 委員 大野　裕明 三日市

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。



岩船まちづくり協議会　「スポーツ事業部」委員名簿

平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 部長 亀岡　利和

2 副部長 松田　忠 上町 町内選出

3 副部長 磯部　傑 横新町 町内選出

4 委員 松田　尚之 上大町 町内選出

5 委員 菅原　久己雄 中新町 町内選出

6 委員 長谷川　達也 縦新町 町内選出

7 委員 松村　孝 新田町 町内選出

8 委員 津島　健二 上浜町 町内選出

9 委員 竹内　一樹 下浜町 町内選出

10 委員 工藤　友和 岸見寺町 町内選出

11 委員 伴田　美宏 地蔵町 町内選出

12 委員 与田　克巳 下大町 町内選出

13 委員 小川　正和 三日市 町内選出

14 委員 渡辺　正和 北浜町 町内選出

15 委員 三須　辰也 八日市 町内選出

16 委員 武藤　淳子 上の山 町内選出

17 委員 小林　和清 温泉３丁目 町内選出

18 委員 佐藤　克也 横新町 岩船体育協議会

19 委員 冨樫　和希 北浜町 岩船地区ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟

20 委員 佐藤　正二 北浜町 岩船スポーツクラブ

21 委員 鈴木　文雄 上浜町 区長会

22 委員 高橋　日出雄 八日市

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。



岩船まちづくり協議会　「文化事業部」委員名簿

平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 部長 内山　司 上町

2 副部長 藤井　雄平 上町

3 副部長 吉村　澄子 中新町

4 委員 高野　美恵子 上大町 町内選出

5 委員 上町 町内選出

6 委員 船山　三喜雄 横新町 町内選出

7 委員 伴田　文子 中新町 町内選出

8 委員 佐久間　幸子 縦新町 町内選出

9 委員 中村　豊昭 新田町 町内選出

10 委員 石割　和俊 上浜町 町内選出

11 委員 瀬賀　勉 下浜町 町内選出

12 委員 小野塚　豊子 岸見寺町 町内選出

13 委員 中島　洋子 地蔵町 町内選出

14 委員 星野　彰男 下大町 町内選出

15 委員 渡辺　忠良 三日市 町内選出

16 委員 佐藤　祐子 北浜町 町内選出

17 委員 中村　正志 八日市 町内選出

委員 上の山 町内選出

18 委員 河内　義次 温泉３丁目 町内選出

19 委員 磯部　幸雄 下浜町 岩船甚句保存会

20 委員 長浜　好美 地蔵町 区長会

21 委員 本間　美代子 上大町

22 委員 岩倉　由美子 上大町

23 委員 津島　忍 縦新町

24 委員 鈴木　隆 上大町

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。



岩船まちづくり協議会　「広報事業部」委員名簿

平成３０年4月1日現在

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 部長 大越　智勝 上町 岩船時間

2 副部長 鈴木　裕一郎 上大町 岩船町ドットコム

3 委員 高野　圭介 八日市 一般選出

4 委員 東海林　渉 下浜町 一般選出

5 委員 小野塚　大喜 下浜町 一般選出

6 委員 小田　恵子 上浜町 一般選出

7 委員 本間　眞弓 上大町 一般選出

8 委員 山本　佑樹 上浜町 一般選出

9 委員 石割　弘樹 横新町 一般選出

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までになります。


