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【支　出】 （単位：円）

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船地域ＰＲ事業（第26回さか
な祭参加） 17,200 21,221 ▲ 4,021 消耗品費の減等

岩船地域ＰＲ事業（ヒラメフェ
スティバル参加） 4,436 11,781 ▲ 7,345 消耗品費の減等

岩船地域ＰＲ事業（第20回みな
とフェスティバル参加） 22,249 20,882 1,367 消耗品費の増等

岩船港夏祭「花火打上事業」 182,998 96,436 86,562 前年は収支精算後の決算書の数値。
収入を除いた支出分は\180,644。人件費の増。

いわふね新年研修会 230,061 8,345 221,716

参加者から集める研修費を研修会実行委員会と按分
して収入として扱い、事業費全体も同様に按分して
まち協負担分として支出したことから収入・支出と
も増。参考までに、収支としてみた場合の今年度の
精算額は\5,061。なお、来年度はこの清算部分のみ
を支出として予算化。

学生サポート事業 0 0 0 来年度から廃止

合　 計 456,944 158,665 298,279

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

防犯カメラ設置 0 278,000 ▲ 278,000

維持管理費 3,760 861 2,899 前年は年度途中に設置したため

合　　 計 3,760 278,861 ▲ 275,101

【支　出】 （単位：円）

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」 0 1,114 ▲ 1,114 消耗品費の減等

ちびっ子プール開設 0 0 0

たんぽぽクラブ「冬休み施設開
放」 0 8,840 ▲ 8,840 備品購入費の減等

たんぽぽクラブ「春休み施設開
放」 0 0 0

いわふね健康卓球部 10,131 12,680 ▲ 2,549 消耗品費の減等

合　 計 10,131 22,634 ▲ 12,503

支出項目：地域振興事業費

支出項目：安全安心対策事業費

支出項目：健康福祉事業費
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【支 出】 （単位：円）

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 9,950 19,695 ▲ 9,745 食料費の減

いわふね花いっぱい事業 0 19,248 ▲ 19,248 実施せず

合　　 計 9,950 38,943 ▲ 28,993

【支　出】 （単位：円）

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」 114,216 50,932 63,284
前年は収支精算後の決算書の数値。
収入を除いた支出分は\79,199。
事業費全体の増。

小学生料理教室 11,741 11,194 547
前年は収支精算後の決算書の数値。
収入を除いた支出分は\13,194。
材料費等の減。

小学校年賀状書き方授業協賛 0 6,200 ▲ 6,200 ※前年度限り

「郷育カレンダー」作成事業
（R2年度分） 8,000 6,400 1,600 消費税分の増

合　　 計 143,957 84,726 59,231

支出項目：環境美化事業費

支出項目：地域交流事業費
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【支　出】 （単位：円）

事　　業　　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

第29回 女性グラウンドゴルフ大
会 53,345 53,619 ▲ 274 反省会補助費の減

第38回 壮年ソフトボール大会 28,334 26,050 2,284 賞品代の増

第25回 熟年層グラウンドゴルフ
大会 49,037 49,982 ▲ 945 賞品代の減

岩船スポーツフェスティバル 30,743 44,736 ▲ 13,993 賞品代の減

第62回 町内対抗野球大会 55,972 168,166 ▲ 112,194
消耗品、賞品代の減
※昨年は優勝旗新調
※\91,800

第25回 熟年層ソフトボール大会 27,646 19,000 8,646 消耗品費の増

第61回 町内対抗バスケットボー
ル大会 100,059 75,423 24,636 賞品代・謝礼の増

合　　　計 345,136 436,976 ▲ 91,840

【支　出】 （単位：円）

事　業　項　目 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

源内塾大清掃 18,174 14,235 3,939 消耗品費の増等

岩船甚句大会 69,704 0 新規事業

芸能音楽祭 82,972 81,098 1,874 食料費の増等

いわふね茶会 151,860 140,739 11,121 事業費の増等

岩船地区文化祭 131,637 93,519 38,118
前年は収支精算後の決算書の数値。
収入を除いた支出分は\137,519
消耗品費の減等。

だんご木飾り設置 816 9,739 ▲ 8,923 消耗品費の減等

源内塾利活用事業 152,630 92,545 60,085
前年は収支精算後の決算書の数値。
収入を除いた支出分は\217,405。
お茶の間準備金・設備費等の減。

合　 計 607,793 431,875 175,918

支出項目：スポーツ事業費

支出項目：文化事業費
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【支　出】 （単位：円）

事　業　名 決　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

広報事業 0 0 0 新規事業用として

PC環境維持管理 24,828 24,580 248 増税分

インターネット利用 79,646 78,858 788 増税分

カラー印刷機管理 236,653 330,611 ▲ 93,958

合　　 計 404,941 568,048 ▲ 163,107

※参考・支出項目：広報事業費

広報紙“石船”第9・10号作成 63,814 133,999 ▲ 70,185 前年度決算数字は第6・7・8号
作成支出分の合計　発行数・制作部数の減等
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役員報償費：130,000円

役職 報償費金額 内訳

会長 20,000 @20,000×1名

副会長 30,000 @15,000×2名

理事 60,000 @10,000×6名

監事 20,000 @10,000×2名

130,000

会議報償費：241,500円

　内容：１回の会議に付き「700円」を報償費として支払う。

　算出根拠

　①各専門部会議⇒各事業部で３回、17名、広報のみ２回、６名

　　＠700円×（３回×17名×３事業部＋２回×６名）＝115，500円

　②プロジェクト会議等⇒年間36回

　　＠700円×36回×5名（一回あたり平均・切り上げ）＝126，000円

報償費合計：372，000円（百の位切り上げ）

運用方法①

運用方法②

令和２年度　岩船まちづくり協議会　役員および会議報償費内訳（案）

会議ごとの出席委員の数を把握し、１月～３月の間にまとめて支払いま
す。

役員については、役員報償費を支出するので、役員会の会議報償費は
対象外とします。
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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 17 35,700

スポーツ事業部会議 3 17 35,700

文化事業部会議 3 17 35,700

広報事業部会議 2 6 8,400

計 11 57 115,500

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

わくわく横丁プロジェクト会議 1 4 2,800

岩船甚句大会関係会議 2 3 4,200

いわふね新年研修会実行委員会 1 3 2,100

交流・その他会議 2 6 8,400

計 6 16 17,500

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 1 3 2,100

岩船地区文化祭実行委員会 2 3 4,200

いわふね茶会実行委員会 2 5 7,000

源内塾利活用検討委員会 2 5 7,000

その他会議 2 5 7,000

計 9 21 27,300

広報事業部関係

会議報償費単価
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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 14 7 68,600

計 14 7 68,600

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

36 48 123,200

36 5 126,000

会議報償費合計 円241,500

7



令和２年度　岩船まちづくり協議会　年間事業計画（予定）

実 施 期 日 事　　業　　名 場　　所 主　　　催 担当専門部 体　制

月　　日（　）※未定 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10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

5月23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7日（日） 第39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

　月　　日（　）※未定 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21日（日） 第50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5日（日） 第26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2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

主催

8月15日（土）
※開催日は毎年１５日。

第63回 野球大会
岩船運動広場
岩船中学校

岩船まちづくり協議会 スポーツ事業部 主催

8月22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6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20日（日） 第26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

9月21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22日（火） 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

10月25日（日） 第19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（火） 岩船地区文化祭 未定
岩船まちづくり協議会
岩船小学校

文化事業部 共催

11月22日（日） 第62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5日（土） 小学生料理教室（対象 岩小児童） 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

１月9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

5～10月 仮称岩船中学校「ふるさと講座」支援事業 岩船中学校 岩船中学校 ちいき元気事業部 協力

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

毎月5日 源内塾利活用事業（いわふねのお茶の間） 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 源内塾利活用事業（定例コンサート等） 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 岩小体育館 岩船体育協議会 スポーツ事業部 協力
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令和２年度　岩船まちづくり協議会　地域振興事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船地域ＰＲ事業
（第26回さかな祭参加）

0 17,200 ▲ 17,200 今年度は事業中止

岩船地域ＰＲ事業
（ヒラメフェスティバル参加）

0 4,436 ▲ 4,436 今年度は実施せず

岩船地域ＰＲ事業
（第20回みなとフェスティバル参加）

0 22,249 ▲ 22,249 今年度は実施せず

岩船港夏祭「岩船甚句大会」 80,000 0 80,000
新規事業文化事業部
から引き継ぎ
※参考支出\69,704

岩船港夏祭「花火打上事業」 200,000 182,998 17,002

いわふね新年研修会 10,000 230,061 ▲ 220,061

今年度から、参加費は収入とし
て扱わず、経費精算後のまち協
負担分のみを予算化します。参
考：収入を差し引いた実費負担
分\5,061

地域振興事業 100,000 0 100,000 新規事業予定の為増額

合　 計 390,000 456,944 ▲ 66,944

令和２年度　岩船まちづくり協議会　安全安心対策事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

防犯カメラ維持管理 5,000 3,760 1,240

安全安心対策事業 295,000 0 295,000 防犯カメラ新規設置

合　 計 300,000 3,760 296,240
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令和２年度　岩船まちづくり協議会　健康福祉事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　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」 5,000 0 5,000

ちびっ子プール開設事業 5,000 0 5,000

たんぽぽクラブ「冬休み施設開放」 5,000 0 5,000

たんぽぽクラブ「春休み施設開放」 5,000 0 5,000

いわふね健康卓球部 10,000 10,131 ▲ 131

健康福祉事業 20,000 0 20,000

合　 計 50,000 10,131 39,869

令和２年度　岩船まちづくり協議会　環境美化事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

岩船お幕場広場清掃 10,000 9,950 50

環境美化事業 40,000 0 40,000

合　 計 50,000 9,950 40,050
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令和２年度　岩船まちづくり協議会　地域交流事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　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」 120,000 114,216 5,784

小学生料理教室 15,000 11,741 3,259

「郷育カレンダー」作成事業（R3年度分） 10,000 8,000 2,000

仮称岩船中学校「ふるさと講座」支援事業 30,000 30,000 新規事業

地域交流事業 50,000 0 50,000

合　 計 235,000 143,957 91,043

令和２年度　岩船まちづくり協議会　スポーツ事業費　支出内訳（予算案）

（単位：円）

大　　会　　種　　目 予　算　額 前年度決算額 比較 備　考

第30回 女性グラウンドゴルフ大会 0 53,345 ▲ 53,345 今年度は中止

第39回 壮年ソフトボール大会 35,000 28,334 6,666

第26回 熟年層グラウンドゴルフ大会 70,000 49,037 20,963

第63回 町内対抗野球大会 80,000 55,972 24,028

岩船スポーツフェスティバル 75,000 30,743 44,257

第26回 熟年層ソフトボール大会 35,000 27,646 7,354

第62回 町内対抗バスケットボール大会 90,000 100,059 ▲ 10,059

合　　　　　　　 計 385,000 345,136 39,864
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令和２年度　岩船まちづくり協議会　文化事業費　収支予算書（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　項　目 予　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

源内塾大清掃 20,000 18,174 1,826

岩船港夏祭「岩船甚句大会」 0 69,704 ▲ 69,704 ※ちいき元気事業部へ引継ぎ

芸能音楽祭 100,000 82,972 17,028

いわふね茶会 165,000 151,860 13,140

岩船地区文化祭 140,000 131,637 8,363

だんご木飾り設置 10,000 816 9,184

源内塾利活用事業 210,000 152,630 57,370

合　 計 645,000 607,793 37,207

令和２年度　岩船まちづくり協議会　広報事業費　支出内訳（予算案）

【支　出】 （単位：円）

事　業　名 予　算　額 前年度決算額 比　較 備　考

広報事業 35,000 0 35,000 新規事業用として

広報石船印刷 90,000 63,814 26,186

PC環境維持管理 40,000 24,828 15,172

インターネット利用 85,000 79,646 5,354

カラー印刷機管理 250,000 236,653 13,347 リース代（11月更新）含

合　 計 500,000 404,941 95,059
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岩船まちづくり協議会　代議員名簿

No 役職 氏　名 町内名 備考

1 区長 髙野　英一 上大町

2 副区長 髙野　俊弘 上大町

3 ※副区長 藤井　雄平 上町
内山司　上町区長が協議会役員の為
規約により副区長が選任されるもの

4 推薦 工藤　和彦 上町

5 区長 船山　泰雄 横新町

6 副区長 船山　三喜雄 横新町

7 区長 小野　健夫 中新町

8 副区長 菅原　久巳雄 中新町

9 区長 寶保　耕一 縦新町

10 副区長 長谷川　裕一 縦新町

11 区長 斉藤　清 新田町

12 副区長 梅田　雅幸 新田町

13 区長 鈴木　仁 上浜町

14 推薦 渡辺　仁之 上浜町

15 区長 東海林　邦夫 下浜町

16 副区長 本間　清 下浜町

17 区長 小幡　祥一郎 岸見寺町

18 副区長 岩崎　輝夫 岸見寺町

19 区長 鈴木　孝 地蔵町

20 副区長 渡邉　裕文 地蔵町

21 区長 渡邉　春夫 下大町

22 推薦 佐藤　俊治 下大町

23 区長 大野　進一 三日市

24 推薦 鈴木　敏明 三日市

25 区長 大越　信雄 北浜町

26 推薦 冨樫　秀雄 北浜町

27 区長 板垣　正志 八日市

28 副区長 中村　正志 八日市

29 区長 武藤　淳子 上の山

30 推薦 鈴木　栄子 上の山

31 区長 小林　和清 温泉３丁目

32 副区長 河内　義次 温泉３丁目

（敬称略）

※上記代議員の任期は、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までになります。
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岩船まちづくり協議会　「ちいき元気事業部」委員名簿

No 役職 氏　名 町内名 備考

1 部長 五十嵐　誠

2 副部長 伴田　宏

3 副部長 大野　裕明

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 東海林　健 縦新町 岩船商工業会

7 委員 竹内　秀栄 上町 あすの岩船を考える会

8 委員 伴田　浩一 上浜町 岩船港利用促進協議会

9 委員 伴田　定男 上大町 交通安全協会

10 委員 村山　正彦 上町 消防団第２分団

11 委員 鈴木　敏明 三日市 青少年健全育成会

12 委員 長濱　武士 上浜町 老人クラブ連合会

13 委員 工藤　真斗 八日市 健少岩船隊

14 委員 本間　薫 岩船小学校

15 委員 今井　学 岩船中学校

16 委員 齋藤　由美 岩船保育園

17 委員 丸山　チカ子 岸見寺町

18 委員 内山　みち代 上町

19 委員 伴田　和良 岸見寺町

20 委員 竹内　新一 上町

21 委員 大野　章 三日市

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までになります。
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岩船まちづくり協議会　「スポーツ事業部」委員名簿

No 役職 氏　名 町内名 備　考

1 部長 亀岡　利和

2 副部長 松田　忠

3 副部長 磯部　傑

4 委員 陣谷　智彦 上大町 町内選出

5 委員 茂手木　勝 中新町 町内選出

6 委員 佐久間　陽 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 川崎　敏弥 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 工藤　俊幸 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 瀬波温泉３丁目 町内選出

18 委員 鈴木　直人 岩船地区ソフトボール連盟

19 委員 佐藤　正二 岩船スポーツクラブ

20 委員 寶保　耕一 岩船地区区長会

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までになります。
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岩船まちづくり協議会　「文化事業部」委員名簿

No 役職 氏名 町内名 備考

1 部長 内山　司

2 副部長 吉村　澄子

3 副部長 星野　彰男 下大町 町内選出

4 委員 髙野　美恵子 上大町 町内選出

5 委員 西坂　哲 上町 町内選出

6 委員 石割　伸一 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 鈴木　伸次 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 渡邊　忠良 三日市 町内選出

15 委員 相馬　篤子 北浜町 町内選出

16 委員 中村　正志 八日市 町内選出

17 委員 上の山 未選出

18 委員 服部　恒雄 瀬波温泉３丁目

19 委員 磯部　幸雄 岩船甚句保存会

20 委員 小野　健夫 岩船地区区長会

21 委員 岩倉　由美子 上大町

（敬称略）

※上記委員の任期は、平成３１年４月１日から令和３年３月３１日までになります。
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岩船まちづくり協議会　「広報事業部」委員名簿

No 氏名 町内名 備考

1 部長　 鈴木　裕一郎 上大町 岩船町ドットコム

2 副部長 高野　圭介 八日市（一般選出）

3 大越　智勝 上町 岩船時間

4 東海林　渉 下浜町（一般選出）

5 小野塚　大喜 下浜町（一般選出）

6 小田　恵子 上浜町（一般選出）

7 本間　眞弓 上大町（一般選出）

8 山本　佑樹 上浜町（一般選出）

9 石割　弘樹 横新町（一般選出）

10 渡邉　敏規 上町（一般選出）

（敬称略）

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

17


