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議案第１号 

令 和 元 年 度 事 業 報 告 

１ 事業内容 

（１）総会 

日時 場所 内容 

2019年 6月 21日（金） 
ホテルキャッ

スルプラザ 

平成 30 年度事業報告・会計決算報告、会則改正、役員改

選、令和元年度事業計画・会計予算 ほか 

 （２）役員会及び理事会（役員会：計 10回  理事会：計 5回） 

日時 場所 内容 

【第 1回役員会】 

2019年 4月 11日（木） 
806Ｂ会議室 

役員選考委員会、自治会・町内会新会長研修会、総会・懇

親会、協働のまちづくり推進組織の自己点検シート ほか 

【第 1回理事会】 

2019年 4月 18日（木） 
806ＡＢ会議室 

防災懇談会振り返り、「まちコレ」について、役員選考委

員会、自治会・町内会新会長研修会、総会・懇親会、協働

のまちづくり自己点検シート ほか 

【第 2回役員会】 

 2019年 5月 16日（木） 
806Ｄ会議室 

自治会・町内会新会長研修会、総会・懇親会、協働のまち

づくり講演会 ほか 

【第 3回役員会】 

 2019年 6月 21日（金） 

ホテルキャッ

スルプラザ 

総会議案書確認、総会・懇親会役割分担の確認、自治会部

会・広報部会の部会員の選出について、審議会等の分担 

ほか 

【第 4回役員会】 

 2019年 7月 11日（木） 
804会議室 

令和元年度事業スケジュール、自治会・新会長研修会振り

返り、総会・懇親会の振り返り、東播磨地区自治会連合会

総会報告、協働のまちづくり講演会（案） ほか 

【第 5回役員会】 

 2019年 8月 8日（木） 
806Ｃ会議室 兵庫県連合自治会大会、協働のまちづくり講演会 ほか 

【第 2回理事会】 

 2019年 8月 22日（木） 
806ＡＢ会議室 

令和元年度事業スケジュール、自治会・町内会新会長研修

会振り返り、総会・懇親会の振り返り、協働のまちづくり

講演会、兵庫県連合自治会大会、交通費の支払いについて、

東播磨地区自治会研究会 ほか 

【第 6回役員会】 

 2019年 9月 12日（木） 
103Ｂ会議室 

協働のまちづくり講演会振り返り、東播磨地区自治会研究

会、視察研修、防災懇談会 ほか 

【第 7回役員会】 

 2019年 10月 3日（木） 
806Ａ会義室 

東播磨地区自治会研究会、兵庫県連合自治会大会、視察研

修、防災懇談会 ほか 

【第 3回理事会】 

 2019年 10月 17日（木） 
大会議室 

協働のまちづくり講演会の振り返り、東播磨地区自治会研

究会、兵庫県連合自治会大会、視察研修、防災懇談会（案） 

ほか 

【第 8回役員会】 

 2019年 12月 12日（木） 
806CD会議室 

東播磨地区自治会研究会振り返り、兵庫県連合自治会大会

振り返り、視察研修、防災懇談会 ほか 
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【第 4回理事会】 

 2019年 12月 19日（木） 
806AB会議室 

視察研修、防災懇談会、自治会・町内会運営状況等アンケ

ートの実施について ほか 

【第 9回役員会】 

 2020年 2月 7日（金） 
806C会議室 

視察研修振り返り、校区代表者変更届、協働のまちづくり

推進組織の自己点検シート、防災懇談会役割分担、令和 2

年度事業計画（案）、自治会強化モデル事業 ほか 

【第 5回理事会】 

 2020年 2月 20日（木） 
806CD会議室 

校区代表者変更届、協働のまちづくり推進組織の自己点検

シート、視察研修振り返り、防災懇談会、令和 2年度事業

計画（案）、自治会強化モデル事業 ほか 

【第 10回役員会】 

 2020年 3月 12日（水） 
806C会議室 

令和元年度事業の振り返り、令和元年度決算及び令和 2年

度予算（案）、役員選考委員会委員の選任 ほか 

（３）広報部会 

日時 場所 内容 

【第 1回】 

 2019年 4月 16日（火） 

市民協働推進

室会議室 

第 5号発行を終えて、第 6号について（スケジュール、紙

面内容） ほか 

【第 2回】 

 2019年 7月 10日（水） 
804会議室 

部会長選出、昨年度までの広報部会について、「明石のま

ちづくり」第 6号について、今後のスケジュール ほか 

【取材】 

 2019年 7月 27日（土） 

錦浦小 

コミセン 

事例紹介校区の取材 ほか 

【第 3回】 

 2019年 8月 14日（水） 

市民協働推進

室会議室 
「明石のまちづくり」第 6号について（初校内容のチ

ェック・修正点、今後のスケジュールについて） ほか 

【第 4回】 

 2019年 10月 9日（水） 

市民協働推進

室会議室 
第 6号の発行を終えて、第 7号企画について ほか 

【第 5回】 

 2019年 11月 20日（水） 

市民協働推進

室会議室 

第 7号について（校区紹介、特集記事「防災の取組紹介」

の詳細検討について） ほか 

【取材】 

2019年 12月 1日（日） 
はなぞの広場 事例紹介校区の取材 ほか 

【第 6回】 

 2020年 1月 15日（水） 

市民協働推進

室会議室 

第7号初校確認・修正点、発行のスケジュールについて ほ

か 

【第 7回】 

 2020年 2月 12日（水） 

市民協働推進

室会議室 

第 7 号修正箇所（表面／校区まちづくり組織と「防災」、

裏面／花園校区紹介、自治会部会より、視察研修）スケジ

ュールについて ほか 

（４）自治会部会 

日時 場所 内容 

【第 1回】 

 2019年 4月 8日（月） 

市民協働推進

室会議室 

自治会・町内会新会長研修会、分譲マンションの取り扱い

について ほか 

【第 2回】 

 2019年 5月 13日（月） 

市民協働推進

室会議室 
自治会・町内会新会長研修会、今後の予定 ほか 

【第 3回】 

 2019年 6月 17日（月） 

市民協働推進

室会議室 

自治会・町内会新会長研修会の振り返り（会場、内容につ

いて）、広報誌第 6 号について自治会部会からの報告 ほ

か 
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【第 4回】 

 2019年 7月 8日（月） 

市民協働推進

室会議室 
部会長選出、昨年度取り組み振り返り、今年度取り組み ほか 

【第 5回】 

 2019年 8月 5日（月） 

市民協働推進

室会議室 

「明石のまちづくり第 6号」掲載内容について、新築分譲

マンションへのはたらきかけについて、単位自治会の運営

などのあり方について（意見出し） ほか 

【第 6回】 

 2019年 9月 2日（月） 

市民協働推進

室会議室 

新築分譲マンションへのはたらきかけ、単位自治会運営の

あり方（アンケート、モデルケース） ほか 

【第 7回】 

 2019年 10月 7日（月） 

市民協働推進

室会議室 

自治会強化モデル事業実施要領（案）、自治会アンケート

内容の検討 ほか 

【第 8回】 

 2019年 11月 11日（月） 

市民協働推進

室会議室 
市内新築分譲マンションの働きかけ状況一覧 ほか 

【第 9回】 

 2019年 12月 2日（月） 

市民協働推進

室会議室 

宅建協会へのはたらきかけについて、自治会・町内会運営

状況等アンケートについて ほか 

【第 10回】 

 2020年 1月 29日（水） 

市民協働推進

室会議室 

広報紙「明石のまちづくり」部会報告記事、自治会・町内

会ガイドブック、マニュアルの改訂、自治会強化モデル事

業について ほか 

（５）役員選考委員会 

日時 場所 内容 

【第 1回】 

2019年 4月 18日（木） 
806AB会議室 

役員選考委員長の選任、今後の役員選考スケジュール な

ど 

【第 2回】 

2019年 5月 7日（火） 

市民協働推進

室会議室 

役員選考について考え方、候補者について、今後の役員選

考スケジュール など 

（６）研修会・視察等 

日時 場所 内容 

2019年 6月 1日（土） 
あかし保健所 

多目的ホール 

【令和元年度 自治会・町内会新会長研修会】 

※明石市と共催 

全体講義／自治会の運営と活動、明石市との連携 

意見交換／「自治会長として困った時どうしていますか」 

2019年 9月 7日（土） 
ウィズあかし 

子午線ホール 

【令和元年度 協働のまちづくり講演会】 

※明石市と共催 

講演：「まちづくりの担い手と世代交代 

～持続可能な組織づくりを目指して～」 

講師：松原 永季（まつばら えいき）氏 

2020年 1月 31日（金） 

大阪市港区 

（磯路地域活

動協議会） 

【視察研修】 

磯路地域活動協議会の活動（組織・事業）について、意見

交換 ほか 

2020年 2月 29日（土） 

明石市 

防災センター 

多目的ホール 

【防災懇談会】 

防災に関する事例紹介、意見交換会 ほか 

➡ 予定していたが中止 
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（７）懇親会 

日時 場所 内容 

2019年 6月 21日（金） 
ホテルキャッ

スルプラザ 
感謝状贈呈 ほか 

 

（８）東播磨地区自治会連合会関係 

日時 場所 内容 

2019年 6月 24日（月） 

加古川 

総合庁舎 

2階 A会議室 

【東播磨地区自治会連合会総会】 

平成 30 年度事業報告・決算報告、監査報告、役員選任令

和元年度事業計画・収支予算、東播磨地区自治会研究会の

開催、東播磨地区自治会連合会加盟団体の担当、第 50 回

兵庫県連合自治会大会 ほか 

2019年 11月 8日（金） 
ウィズあかし 

子午線ホール 

【第 44 回東播磨地区自治会研究会】 

事例発表：清水小学校区 防犯活動の現状について 

発 表 者：松浦 一弘氏 

（清水まちづくり協議会 安全安心部会） 

講 演：「子どもを犯罪から守るために」 

～笑いで吹き飛ばせ！先入観～ 

講 師：西岡 敏成氏 

（関西国際大学人間科学部 元教授） 

 

（９）兵庫県連合自治会関係 

日時 場所 内容 

2019年 7月 12日（金） 
ホテル＆リゾ

ーツ南淡路  

【兵庫県連合自治会総会】 

平成 30 年度事業報告・収支決算報告、役員選出、芦屋市

自治会連合会の脱退について、令和元年度事業計画（案）、

収支予算（案） ほか 

2019年 11月 14日（木） 
和田山ジュピ

ターホール 

【第 50 回兵庫県連合自治会大会】 

県知事表彰（自治賞）、会長表彰 ほか 

講演：「移住を考えたことがありますか？」 

講師：一般社団法人 朝来まちづくり機構 

 

２ 主な活動成果 

（１）協働のまちづくりについて 

    モデル事業の成果を他校区においても活かし、より効果的な組織運営に向けた体制づくりや、そ

れに伴う規約の改正、事業の見直し等、さらなる組織のステップアップに向けた取り組みを進め

ている。 

（２）まちナビ AKASHIにおける明石市連合まちづくり協議会ページの更新 

   目 的：市連合まちづくり協議会の周知、関係資料の共有など 
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（３）広報紙「明石のまちづくり」（コミ創と協働で発行） 

   目 的：市内の各校区の活動内容、事例を紹介することで、先進事例を共有し、まちづくり協議

会全体の底上げを図る 

部 数：第 6号/13,000部、第 7号/13,000部 （A3サイズ、両面、カラー） 

配布先：市内の全自治会・町内会回覧、自治会長配付、小・中学校コミセン ほか 

（４）自治会・町内会 ガイドブックの発行（明石市と協働で発行） 

    目 的：自治会活動を行う上でのポイントや活動事例をまとめ、運営に携わる方の一助となるよ

うな冊子を発行する  

部 数：800部（A4サイズ） 

配布先：市内の全自治会・町内会長、小学校コミセン ほか 

（５）自治会・町内会加入促進マニュアルの発行（明石市と協働で発行）  

目 的：自治会・町内会で加入促進活動を行う際の参考となるような冊子を発行する 

部 数：800部（A4サイズ） 

配布先：市内の全自治会・町内会長、小学校コミセン ほか 

３ 関係する審議会等 

審議会等一覧 

・明石市国民保護協議会 

・第 5次長期総合計画推進会議 

・あかし SDGs推進協議会 

・ユニバーサルデザインのまちづくり協議会 

・明石市制 100周年記念事業夢会議 

・B-1 グランプリ全国大会 

・国民健康保険運営協議会 

・こころのケアねっと会議及び自殺対策推進会議 

・明石市文化財保存活用協議会 

・あかし斎場旅立ちの丘指定管理者候補者選定委員会 

・社会を明るくする運動明石地区推進委員会 

・明石市更生支援ネットワーク会議 

・明石市社会福祉審議会 

・明石市環境審議会 

・人と動物の共生によるまちづくり連絡会 

・明石市地域公共交通会議 

・神明総合治水推進計画協議会 

・明石市立学校通学区域審議会 

・明石市「トライやる・ウィーク」推進協議会 

・地域総合支援協議会 生活支援専門部会 

・社会福祉法人明石市社会福祉協議会 

・社会福祉法人兵庫県共同募金会 

明石市共同募金委員会募金推進委員 

・明石市中心市街地活性化協議会 

・東播磨地区薬物乱用防止指導員協議会 

・東播磨地域“ストップ・ザ・交通事故” 

             県民運動推進協議会 

・県立がんセンター運営懇話会 

・関西電力地域サービス懇談会 

・放送番組審議会 

 



議案第２号

　〔収入の部〕 （単位：円）

項　　目 予算額 決算額 差　引

繰 越 金 376,415 376,415 0

会 費 560,000 560,000 0 　校区年会費（20,000×28校区）

　懇親会費（6,000×70名） 420,000

　視察研修参加費（3,000×55名） 165,000

　明石市コミュニティ・生涯学習課 360,000

　明石市社会福祉協議会（赤い羽根共同募金配分金） 150,000

繰 入 金 0 0 0

雑 収 入 100 56 △ 44 　銀行利息等

合 計 2,028,515 2,031,471 2,956

　〔支出の部〕 （単位：円）

項　　目 予算額 決算額 差　引

　自治会・町内会新会長研修会 11,302

　総会・懇親会 534,625

　協働のまちづくり講演会 3,823

　兵庫県連合自治会大会 132,350

　視察研修 263,910

　防災懇談会（準備経費） 2,788

　広報紙「明石のまちづくり」発行 223,886

　自治会・町内会ガイドブック 89,760

　自治会・町内会加入促進マニュアル 62,656

分 担 金 125,000 125,000 0 　兵庫県連合自治会会費 

会 議 費 30,000 15,500 14,500 　飲物等

事 務 費 40,000 12,347 27,653 　コピー用紙、ペグシル、封筒等

通信交通費 250,000 187,394 62,606 　交通費、切手、振込手数料

慶 弔 費 15,000 16,500 △ 1,500 　供花

渉 外 費 10,000 4,000 6,000 　東播磨地区自治会連合会会長会・交流会

予 備 費 58,515 0 58,515

繰 越 金 0 345,630 △ 345,630

合 計 2,028,515 2,031,471 △ 2,956

1,500,000 1,325,100 174,900

活動助成金

行 事 会 費

活動費

令和元年度　会計決算報告

平成31年4月1日～令和2年3月31日

特別事業準備金　　600,000円（令和2年3月31日現在）

摘要

摘要

582,000

510,000

585,000

510,000

3,000

0
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議案第３号 

令和２年度事業計画（案） 

緊急事態宣言の解除後においても、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策が

求められていることから、下記のとおり当協議会が主催する本年度の活動を休止する事とい

たします。会則に沿わない決定行為は、本来、理事会での承認を要するものですが、新型コ

ロナウイルスの感染拡大防止に伴う特別な措置として、ご理解いただきますようお願い申し

上げます。 

 

１．休止する活動について 

  ・自治会・町内会新会長研修会 

  ・懇親会 

・協働のまちづくり講演会 

  ・視察研修 

  ・防災懇談会（2～3月頃）➡ 後日検討 

・定例の役員会（臨時の役員会は適宜開催） 

・定例の理事会 

 

２．実施する活動について 

 ⑴ 総会 書面開催 

 ⑵ 市町及び、県連合自治会との交流 

・東播磨地区自治会総会 （加古川市）  令和 2年 6月 16日（火） 

・兵庫県連合自治会総会  書面開催 

・兵庫県連合自治会大会 （加古川市）  令和 2年 11月 26日（木）予定 

・東播磨地区自治会研究会（加古川市）  令和 3年 2月 1日（月）予定 

・東播磨地区自治会会長会（加古川市）  令和 3年 3月頃 

⑶ 専門部会に関すること 

・自治会部会 当面中止 

・広報部会  適宜開催 

広報紙「明石のまちづくり」の発行（内容：コロナ禍での活動について 等） 

まちナビ AKASHI のページ更新  など 

 ⑷ 各種審議会や協議会・委員会への参画 

 

３．本年度の校区年会費について 

  主催する活動の休止に伴い、校区年会費（２万円）は徴収いたしません。 

 

４．本年度の役員体制について 

   主催する活動を休止することから、令和 2 年度は役員改選をせず、役員体制を暫定的に

継続いたします。（役員の任期年数には含みません） 



　〔収入の部〕 （単位：円）

項　　目
令和元年度

決算額
令和2年度

予算額

繰 越 金 376,415 345,630

会 費 560,000 0 　校区年会費（0円×28校区）

　懇親会費（0円×70名） 0

　視察研修参加費（0円×55名） 0

　明石市コミュニティ・生涯学習課 360,000

　明石市社会福祉協議会（赤い羽根共同募金配分金） 150,000

繰 入 金 0 200,000 　特別事業準備金より繰入れ

雑 収 入 56 100 　銀行利息等

合 計 2,031,471 1,055,730

　〔支出の部〕 （単位：円）

項　　目
令和元年度

決算額
令和2年度

予算額

　自治会・町内会新会長研修会 0

　総会・懇親会 0

　兵庫県連合自治会　総会 0

　兵庫県連合自治会大会 0

　協働のまちづくり講演会 0

　視察研修 0

　防災懇談会 10,000

　広報紙「明石のまちづくり」発行等 230,000

　自治会・町内会ガイドブック印刷 90,000

　自治会・町内会加入促進マニュアル印刷 70,000

　兵庫県連合自治会会費 125,000

　兵庫県連合自治会大会　明石市負担金　　　　　　　　　　　　 306,000

会 議 費 15,500 20,000 　会議室使用料、お茶

事 務 費 12,347 20,000 　コピー用紙、封筒代

通信交通費 187,394 140,000 　交通費（兵庫県連合自治会大会含む）、切手、振込手数料

慶 弔 費 16,500 20,000 　香料、弔電、供花

渉 外 費 4,000 5,000 　東播磨地区自治会連合会交流会

予 備 費 0 19,730

繰 越 金 345,630 0

合 計 2,031,471 1,055,730

活 動 費 1,325,100 400,000

令和２年度　会計予算（案）

令和2年4月1日～令和3年3月31日

摘　　　　　要

行  事  会  費 585,000 0

議案第４号

活動助成金 510,000 510,000

摘　　　　　要

分 担 金 125,000 431,000

特別事業準備金　　400,000円
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