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会員各位会員各位会員各位会員各位                                                    ２０１４年（平成 26 年）4 月 4 日 

白山・松風台自治会 

会長 井上 浩平 

白山・松風台自治会白山・松風台自治会白山・松風台自治会白山・松風台自治会    第第第第２９２９２９２９回定期総会回定期総会回定期総会回定期総会    開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ開催のお知らせ            

下記の通り白山・松風台自治会定期総会を開催致します。 

ご多忙中とは存じますが、万障お繰り合わせの上ご出席いただきますようお願い申し上げます。 

総会成立のためには、全会員の２分の１以上の方の出席が必要です。 

やむをえず欠席される場合は、４４４４月月月月１１１１００００日（日（日（日（木木木木））））までに、 

下記委任状を２０１３２０１３２０１３２０１３年度年度年度年度（平成 25 年））））のののの当該各当該各当該各当該各班長班長班長班長までご提出をお願いいたします。 

記記記記    

日時 ： 平成平成平成平成２２２２６６６６年年年年４月４月４月４月１１１１２２２２日日日日((((土土土土））））            午午午午前前前前１０１０１０１０時時時時開始開始開始開始    ～～～～    午前午前午前午前１１１１１１１１時時時時４５分４５分４５分４５分終了終了終了終了 

場所 ： 高坂丘陵市民活動センター  ３階３階３階３階    視聴覚ルーム視聴覚ルーム視聴覚ルーム視聴覚ルーム（場所が変りました）（場所が変りました）（場所が変りました）（場所が変りました） 

議事次第 

１、 自治会総会 

     議案第１号 ２０１３年度（平成 25 年） 事業報告 

     議案第２号 ２０１３年度（平成 25 年） 決算報告 

      議案第３号 白山・松風台自治会会則一部改定の件(案) 

     議案第４号 ２０１４年度（平成 26 年） 役員（案）  

 議案第５号     ２０１４年度（平成 26 年） 事業計画（案） 

 議案第６号  ２０１４年度（平成 26 年） 予算（案） 

      議案第７号 白山・松風台自治会自主防災会規約ならびに防災計画 一部改定の件(案) 

   ２、 民生委員・児童委員の紹介 

 ※ 当日は、添付の総会資料をご持参下さい。 

 改正、議案第３号白山・松風台自治会会則、議案第７号 白山・松風台自治会自主防災会規約、 防災計画書は、「高

坂丘陵ねっと」に掲載済しました。よって申し訳ありませんが印刷配布しません。（経費削減・紙資源の保護等） 

必要な方は、お手数ですが「高坂丘陵ねっと」白山・松風台自治会から印刷するか、昨年度の総会資料に添付されて

いますのでお持ちください。なお僅かな部数ですが、総会会場で是非とのお申し出の方にはお渡しいたします。 

総会後の最新版資料の印刷物ご希望の方は、当該班長に申し出てください。別途印刷してお渡し致します。     

                     切り取り線 

    
    

委任状委任状委任状委任状    
２０１４年（平成 26 年）４月  日 

 総会議長 あて  

住所 東松山市 

氏名             ㊞ 

  

私は、第 29 回白山・松風台自治会 定期総会における下記権限を白山・松風台自治会会長に一任いたします。 

    １、議事の賛否に関する件 

    ２、その他 

※当委任状は、４月１０日(木)までに、２０１３年度（平成 25 年）の当該班長に必ず提出して下さい。  



 

白山・松風台自治会白山・松風台自治会白山・松風台自治会白山・松風台自治会 

2014 年度年度年度年度（平成 26年）２２２２９９９９回定期総会回定期総会回定期総会回定期総会 

             （西暦表示を基本とします） 

総会資料総会資料総会資料総会資料 
＜総会次第＞ 

１、 自治会総会 （10 時～11 時 30 分） 

 

１）井上会長挨拶 

 

２）総会議長選出（会則により出席者から）・・・議事録作成者委任 

 

３）出席者数確認（出席者  名、委任状  名、成立は合計 200 名以上） 

 

４）議事 

       議案審議 

        

                    ５）総会議長解任 

 

２、  民生委員・児童委員の紹介・挨拶（11 時 30 分～11 時 40 分） 

 

３、  井上会長閉会の辞 （11 時 40 分～11 時 45 分） 

 

                      ｛閉 会｝ 

 

日時日時日時日時  ：：：：    2014 年年年年４月４月４月４月 12 日（日（日（日（土土土土））））    午前午前午前午前 10 時時時時 ～～～～ 午前午前午前午前 11 時時時時 45 分分分分 

場 所場 所場 所場 所  ：：：：     高 坂 丘 陵 市 民 活 動 セ ン タ ー高 坂 丘 陵 市 民 活 動 セ ン タ ー高 坂 丘 陵 市 民 活 動 セ ン タ ー高 坂 丘 陵 市 民 活 動 セ ン タ ー ３３３３ 階階階階     視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚視 聴 覚 ホ ー ルホ ー ルホ ー ルホ ー ル                            

（以下、高坂丘陵市民活動センターは、 丘陵センターと略す） 

 

 



                                           

                   P1 

 

    

               目目目目   次・議次・議次・議次・議    案案案案    他他他他 

                                    （ねっと用） 

 

１、 白山・松風台自治会総会 

 

  目次-・議案----------------------------------------------------------------------------------------------------P1 

 

議案第１号 2013 年度 事業報告 --------------------------------------------------------------------P2 

 

        付属イベント業務実施報告 --------------------------------------------------------------P3  

 

  議案第２号 2013 年度 決算・監査報告書-----------------------------------------------------------P４ 

                   

議案第３号 白山・松風台自治会会則・付則一部改定の件   改定内容詳細は---------P５  

         ①防犯・防災担当 ５名→７名および防災担当補佐若干名追加。 

            理由 会員高齢化と大規模災害対策のため増員。 

         ②会計と監査 、半期決算・監査報告書を作成し、回覧。監査を半期毎。 

                     理由 予算執行のより明瞭化。 

 

議案第４号 2014 年度 役員の解任と選任 (案）--------------------------------------------------P６ 

   

    議案第５号  2014 年度 事業計画 (案)   -------------------------------------------------------P７ 

 

  議案第６号 2014 年度 予算計画 ・明細(案)-------------------------------------------------------P８ 

 

議案第７号 防災規約一部改定ならびに 2014 年度防災計画案の件(案) -------改正詳細は P５ 参照 

          ・理由 ますます進む会員の高齢化と各種大規模災害発生時対策、現行の担当者だけでは事態対処困難。 

 

 

 

 ２、 民生委員・児童委員･主任児童委員の紹介   

      民生・児童委員  田中 和子      担当地区 白山台１～14、松風台１～２ 

      民生・児童委員  内田 真澄    担当地区 白山台 15～28、松風台 3 

      主任児童委員   井上 美栄子   担当地区 高坂丘陵全体     



議案第１号
議案第１号議案第１号
議案第１号

時期 事業内容 申請・請求・報告 募金・寄付・負担金

４月

定期総会

各担当･役務引き継ぎ

東松山市広報紙等の配布業務委

託契約交わす

5/8　老朽化自治会倉庫　会員の手でリフォーム

 ゴミゼロ運動参加 (5/19) ゴミゼロ計画申請（5月初旬）

5/11夏祭り実行委員会、5/26体育祭実行委員会、

5/25環境委員会

2013年度防犯灯申請

(松風台3-14独立式)

自治会会費収受

夏祭り打ち合わせ、体育祭打ち合わせ

夏祭り打ち合わせ 自治会会員数報告 日本赤十字社社資

愛の一声運動(高坂駅7/23～9/17実施) 防犯灯維持管理費調査報告

2014年度掲示板補助金申請

体育祭打ち合わせ 白山台5-20（ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ）

高坂丘陵「夏祭り」 8/1７

　　関連打ち合わせ6月から9月

　　模擬店(焼そば697個売)へは次年度役員も協力

8/31東松山市総合防災訓練参加、消防本部・白山

中　計25名参加

体育祭打ち合わせ

9/21市長懇談会 上期防犯灯維持費交付金申請

体育祭打ち合わせ 自治振興助成金申請

広報紙25年度配布数上期報告

高坂丘陵地区「ふれあい体育祭 」10/7

白山・松風台自治会含む青チーム優勝

赤い羽根共同募金350✕400

10/8森林公園花いっぱい研修会参加　2名 自治振興助成金請求書提出 歳末助け合い募金50✕400

HP「高坂丘陵ねっと」に議事録等掲載開始

回覧　上期予算執行状況（4月総会決議事項）

10/12福祉まつり（社会福祉協議会）10/13

3デーマーチパレード参加(11/4)

丘陵防犯防災委員会、人命救助で警察から感謝状

2013年度掲示板補助金請求

高坂丘陵　文化祭 11/9,10 協力 ゴミゼロ計画申請（12月分）

12/8ゴミゼロ「年末一斉大掃除」飲料ボトル試験配布 2013年度掲示板新設補助金申請

防災関連施設体験学習(鴻巣防災学習センター)

防犯灯LED化に伴い、2014年4月

から管理を東松山市に、移管委任

12/13　年末特別警戒活動参加　2名

丘陵地区　新年会 掲示板新設（白山台5-1先）

自治会　有志新年会

音楽祭(地区センターホール)　協力 下期防犯灯維持費交付金申請

2/1高坂丘陵地区市民懇談会開催

自治会連合会視察

 自主防災訓練等実施 広報紙2013年度下期報告 防犯灯修理費支払（最後）

2014年度から市が修理負担

総会資料作成 丘陵支部委託防犯灯電気代請求

2013年度（平成25年）　白山・松風台自治会事業報告（2013年4月～2014年3月）
2013年度（平成25年）　白山・松風台自治会事業報告（2013年4月～2014年3月）2013年度（平成25年）　白山・松風台自治会事業報告（2013年4月～2014年3月）
2013年度（平成25年）　白山・松風台自治会事業報告（2013年4月～2014年3月）

1月

3月

継続

通年

作業

社会福祉協議会負担金

交通安全母の会負担金

自治会連合負担金、自治会

連合高坂丘陵支部負担金

11月

１０月

9月

８月

７月

6月

５月

防災体制整備、要救護者リスト整備(会長保管)

2月

その他

9/15ふれあいコンサート(交通安全母の会,ハートピア

まちづくり協議会共催）雨天・大東文化大学緑山キャ

ンパス

花いっぱい推進活動

交通安全協会総会、交通安全母の会総会、社会福祉協議会総会、東松山市ウォーキング推進委員会総会、自治会連

合高坂丘陵支部総会および定例会、ハートピアまちづくり協議会高坂丘陵支部総会および定例会等への参加

白山中、桜山小　行事参加

防犯パトロール(月･木　3コース)

地域の環境美化活動（クリーンステーション調査点検3ヶ月毎市に報告）

環境委員会としての環境美化に関する活動(自治会連合環境部会活動にリンク)

防災防犯委員として防災活動(自治会連合防犯･防災部会活動にリンク)

月1回定例役員会実施、　会計監査年4回実施

12月

高坂地区消防団分担金

１０円×４００戸

P2



 
 
 
議案第１号 付属 

  2013 年度各イベント業務報告 

                 P3 

 

1. 夏祭り    

当自治会は｢模擬店｣（出店折衝と関連資材調達）を担当した。５月の第１回

実行委員会から１カ月を重点的に祭り当日まで、「経費圧縮」の大前提のも

と、出店者自体で資材調達を調整し、苦慮した点もありながら前年並みの展

開をした。 

各自治会・外部出店ともほぼ固定化され順調であったが、更なる工夫も必要

か。新出店（ザリガニ・生魚展示）は子供達に良かったのでは。 

反面、出店費ｱｯﾌﾟ（2000 円→8000 円）は再検討が必要。 

2. 模擬店 

6 月 協力をいただくマミーマートへの各手配など実施、予算等の作成と担

当者の役割分担を決定。7 月 当日の作業体制準備、材料等の準備、 

8 月 作業体制に基づく協力要員の役割の決定、前日の材料準備など。 

当日朝マミーマートでの仕込み。お昼から焼きそば作り作業開始、夜の撤収。 

翌日の倉庫収納、シートなどの洗浄、マミーマート支払い。後日収支報告 

19,564 円の利益が出たので、自治会収益として納入。 

3. 福利・ヘルス 

10 月 6 日体育祭の準備を自治会連合丘陵支部の傘下で、5 月下旬より進め

る。本年度は、4 チーム編成から 3 チームの編成とした。また、競技種目も団

体戦として実施した。体育祭参加選手・応援者のために飲食物を多少用意した。 

 スリーデーマーチの 3 日目パレードに多数の参加者を得ることができた 

4. 環境,C.L 

年間を通して市からの委嘱業務クリーンステーションの点検と報告を実施。 

春 5 月 19 日と初冬 12 月 8 日に“ごみゼロ”活動を推進した。12 月 8 日の活

動で、参加者全員にﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ配布したが賛否両論があり、検討が必要。 

5. 防災・防犯 

８月３１日の東松山市総合防災訓練は、高坂丘陵地区を主対象として実施。 

白山・松風台自治会は 25名参加して、貴重な各種訓練を体感、今後の防災

時活動に役立てる。丘陵センターに配置されている電気自動車に回転式青灯 

を搭載、巡回パトロールを実施。既存の自主防災規約や防災計画等の見直し

を進め、より防災に強い防災計画を作成し、総会に提案。 

６、花推進 

春(4/21)秋（9/22）の二度の育苗講習会の受講・実技を通して交番前の自治

会花壇に、春はパンジーやビオラ、夏はマリーゴールド、百日草など、秋か

らは冬の葉牡丹をセンターの指導、メンバーの手入れで年間を通して維持で

きた。 



 



           議案第 3 号および議案第 7 号改正内容の詳細 

                      P5 

白山・松風台 自治会会則変更案について 

第 7 条 2-(5)の 関連付則 24-3 白山・松風台自治会のイベント業務と役員の運用 

（現行）４４４４.防犯・防災担当(5名)  

        [役割] 

    当自治会内の防犯、防災に関する企画を立て推進し、安心して住める街作りのために必要な活動を進めてい

く。また、自治会連合高坂丘陵支部担当と一体になって丘陵地区全域の防犯、防災活動を推進していく。 

((((改正案改正案改正案改正案))))    ４．４．４．４．防犯・防災担当(7(7(7(7名名名名)))) 

        [役割] 

     当自治会内の防犯、防災に関する企画を立て推進し、安心して住める街作りのために必要な活動を進めて

いくと同時に必要な場合、役員会の承認を受けて防災担当補佐若干名を置くことが出来る。と同時に必要な場合、役員会の承認を受けて防災担当補佐若干名を置くことが出来る。と同時に必要な場合、役員会の承認を受けて防災担当補佐若干名を置くことが出来る。と同時に必要な場合、役員会の承認を受けて防災担当補佐若干名を置くことが出来る。また、自治会連

合高坂丘陵支部担当と一体になって丘陵地区全域の防犯、防災活動を推進していく。 

第7条2-(６)  

(6) [会計および監査役] 

  （現行） ア[会計]     

    当会の経理・会計業務を担当する。役員会と連携して健全な財政運営を実現するように努め、資金の入出金

管理を行う。このため必要な帳票の運用管理をおこなう。 

（改正案）（改正案）（改正案）（改正案）ア[会計]     

    当会の経理・会計業務を担当する。役員会と連携して健全な財政運営を実現するように努め、資金の入出金

管理を行う。このため必要な帳票の運用管理をおこなう。また半期決算報告書を作成し役員会で承認を受けまた半期決算報告書を作成し役員会で承認を受けまた半期決算報告書を作成し役員会で承認を受けまた半期決算報告書を作成し役員会で承認を受け

全戸回覧する。全戸回覧する。全戸回覧する。全戸回覧する。    

 （現行） イ[監査] 

    当会の四半期毎に会計監査を行い役員会に報告する。 

（改正案）（改正案）（改正案）（改正案） イ[監査] 

    当会の半期毎に会計監査を行い半期毎に会計監査を行い半期毎に会計監査を行い半期毎に会計監査を行い役員会に報告する。 

 

白山・松風台自治会自主防災会規約改正案 

第４条 （現行）本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（改正案）（改正案）（改正案）（改正案）本会は前条の目的を達成するために、白山・松風台地区の全世帯を対象として白山・松風台地区の全世帯を対象として白山・松風台地区の全世帯を対象として白山・松風台地区の全世帯を対象として次の事業を行う。 

第６条 （現行）本会は白山・松風台自治会の年度業務の一環として位置付け、原則として当該年度の役員をも

って組織を構成する。 

（改正案）（改正案）（改正案）（改正案）本会は白山・松風台自治会業務の一環として位置付け、原則として当該年度の役員をもって組

織を構成し、前年度、前々年度の役員は必要によりこれを補佐する。前年度、前々年度の役員は必要によりこれを補佐する。前年度、前々年度の役員は必要によりこれを補佐する。前年度、前々年度の役員は必要によりこれを補佐する。    

白山・松風台自治会 2014 年度（平成 26 年）防災計画前年度計画比改正箇所 

３ 防災組織の編成及び任務分担 

（現行）地震等発生時の応急活動を迅速かつ効果的に行うため、別紙のとおり防災組織を編成する。  

        また、避難所における被災者支援体制については状況に即応した臨時組織を別途策定する。 

    （改正）（改正）（改正）（改正）地震等の発生に備えた活動発生に備えた活動発生に備えた活動発生に備えた活動並びに応急活動を迅速かつ効果的に行うため、別紙別紙別紙別紙 1111、２、２、２、２のとおり防災組

織を編成する。 また、避難所における被災者支援体制については状況に即応した臨時組織を別途

策定する。（別紙は、総会資料では略、各班長配布および「高坂丘陵ねっと」に掲載しました） 

（追加）（追加）（追加）（追加）13    具体的な活動内容とスケジュール具体的な活動内容とスケジュール具体的な活動内容とスケジュール具体的な活動内容とスケジュール                 

別紙３の通りとする。別紙３の通りとする。別紙３の通りとする。別紙３の通りとする。（注、今総会資料Ｐ７、2014 年度事業計画案に別紙３簡略版掲載）    



議案第４号議案第４号議案第４号議案第４号 新旧役員の解任と選任 (案) （ねっと用）
（会長任期2013年4月～2015年3月）

担当 備考 担当 備考

会長 井上 浩平 会長 井上 浩平

吉田 重雄 丹羽　章弘

谷口 幸男 中村　昭夫

谷口 幸男 有隅　優美

永椎 綾子 松田　敏和

荻原 扶実 浅見　清

米澤 静雄 丸山　参

加藤恵美子 五十嵐　洋子

但木 久和 根岸　孝司

平間  操 小林　順一

高橋 健一 戸森　健治

大久保真弓 内野　健二

梅原 栄子 小沼　寿子

高橋 健一 小田切富子

委員 永椎 綾子 委員 愛場　浦子

委員 根本 晴男 委員 根本　幸夫

委員 但木 久和 委員 伊藤　美恵子

委員 大久保真弓 委員 白石　明子

田中 敏樹 関　秀男

委員 寺師 夢郎 委員 松田　敏和

寺師 夢郎 根本　幸夫

委員 田中 敏樹 委員 愛場　浦子

委員 今野 信義 委員 林　道雄

委員 小野 則子 委員 浅見　清

荻原 扶実 白石　明子

委員 井上 香里 委員 羽山　実

委員 布川 公一 委員 小田切富子

布川 公一 五十嵐　洋子

委員 米澤 静雄 委員 丸山　参

委員 根本 晴男 委員 根岸　孝司

委員 吉田 重雄 委員 小林　順一

〃 東岡 則子 委員 戸森　健治

委員 内野　健二

委員 小沼　寿子

平間  操 阿部　文彦

委員 井上 香里 委員 伊藤　美恵子

委員 畝迫 重子 委員 坪倉　やい子

委員 橋爪 和文 委員 関　秀男

村本 宣子 羽山　実

加藤恵美子 有隅　優美

東岡 則子 坪倉　やい子

今野 信義 中村　昭夫

畝迫 重子 阿部　文彦

橋爪 和文 丹羽　章弘

梅原 栄子 林　道雄

7ブロック長

リーダー

福利・ヘルス

リーダー

リーダー

環境　C.L

リーダー

環境　C.L

防災・防犯

模擬店

5ブロック長

6ブロック長

7ブロック長

夏祭り

防災・防犯

監査

監査

1ブロック長

監査

リーダー

配布員

配布員

配布員

配布員

花推進

配布員

リーダー

広報担当

リーダー

配布員

配布員

配布員

配布員

配布員

配布員

配布員

花推進

広報担当

担当役

模擬店

連合副会長

自治会副会長

監査
会計

2ブロック長

3ブロック長

リーダー

リーダー

リーダー

リーダー

4ブロック長

2013年度（平成２5年）役員の解任

担当役

4ブロック長

5ブロック長

6ブロック長

3ブロック長

2ブロック長

1ブロック長

連合副会長

自治会副会長

会計

2014年度（平成26年）役員の選任(案)

リーダー

夏祭り

福利・ヘルス
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議案第5号
議案第5号議案第5号
議案第5号

時期 事業内容 申請・請求・報告 防災計画活動内容

４月

定期総会（4月12日）

各担当･役務引き継ぎ

東松山市広報紙等の配布業務委

託契約交わす

 

 ゴミゼロ運動参加 ゴミゼロ計画申請（5月初旬）

 夏祭り実行委員会、体育祭実行委員会、

　環境委員会

2014年度防犯灯申請

自治会会費収受

　　要支援者マップ他作成

  　　5月～9月

夏祭り打ち合わせ、体育祭打ち合わせ

夏祭り打ち合わせ 自治会会員数報告

愛の一声運動(高坂駅実施) 　　　　　　防災訓練

2014年度掲示板補助金申請

体育祭打ち合わせ 白山台5-20（ｸﾘｰﾝｽﾃｰｼｮﾝ）

高坂丘陵「夏祭り」

　　関連打ち合わせ6月から9月

　　模擬店(焼そば)へは次年度役員も協力

体育祭打ち合わせ

上期防犯灯維持費交付金申請 　　　　　　　自治会防災倉庫

体育祭打ち合わせ 自治振興助成金申請 　　　　　　 備品点検追加検討

広報紙2014年度配布数上期報告 　

高坂丘陵地区「ふれあい体育祭 」

白山・松風台自治会は青チーム（3チーム）

花いっぱい研修会参加 自治振興助成金請求書提出

役員懇談会予定（半年振り返って）

回覧　上期予算執行状況報告（4月総会決議事項）

（福祉まつり　社会福祉協議会）

スリーデーマーチパレード有志参加 　　　　　　秋のの火災予防運動

2014年度掲示板補助金請求

（高坂丘陵　文化祭 ） ゴミゼロ計画申請（12月分） 　　　防災学習センター見学

ゴミゼロ「年末一斉大掃除」 2015年度掲示板新設補助金申請

年末特別警戒活動参加

丘陵地区　新年会

自治会　有志新年会

（音楽祭　地区センターホール) 下期防犯灯維持費交付金申請

総会資料作成準備 　

自治会連合会視察 　　　春の火災予防運動

　東松山市 防災訓練等参加予定 広報紙2014年度下期報告

　 救急・救命訓練予定

 総会資料作成 丘陵支部委託防犯灯電気代請求

負担金

募集金

寄付

12月

10月　　赤い羽根共同募金寄付　￥300-×397戸

11月　　歳末助け合い募金寄付　￥50-×397戸

2014年度（平成26年）　白山・松風台自治会事業計画（案）（2014年4月～2015年3月）
2014年度（平成26年）　白山・松風台自治会事業計画（案）（2014年4月～2015年3月）2014年度（平成26年）　白山・松風台自治会事業計画（案）（2014年4月～2015年3月）
2014年度（平成26年）　白山・松風台自治会事業計画（案）（2014年4月～2015年3月）

1月

3月

11月

１０月

9月

８月

７月

6月

５月

2月

（ふれあいコンサート　交通安全母の会,ハートピアま

ちづくり協議会共催、雨天・大東文化大学緑山キャン

パス）

その他

継続

通年

作業

防災体制整備、要救護者リスト整備(会長保管)

5月　　　社会福祉協議会負担金支払い

6月　　　各種負担金払込　　東松山市自治会連合　　自治会連合高坂丘陵支部　　交通安全母の会

7月　　　日本赤十字社資募集払込

花いっぱい推進活動

交通安全協会総会、交通安全母の会総会、社会福祉協議会総会、東松山市ウォーキング推進委員会総会、自治会連合

高坂丘陵支部総会および定例会、ハートピアまちづくり協議会高坂丘陵支部総会および定例会等への参加、白山中、桜

山小　行事参加

防犯パトロール(月･木　3コース)

地域の環境美化活動（クリーンステーション調査点検3ヶ月毎市に報告）

環境委員会としての環境美化に関する活動(自治会連合環境部会活動にリンク)

防災防犯委員として定例会議、防災活動(自治会連合防犯･防災部会活動にリンク)他継続検討事項論議

月1回定例役員会実施、　会計監査年2回実施
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議案第6号議案第6号議案第6号議案第6号

自　2014年4月01日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

至　2015年3月31日　

2013年度繰越金（普通預金） 　　　　　　　　 (単位　円）

2013年度繰越金（定期預金）

2013年度繰越金合計（①）

収入の部(単位　円）収入の部(単位　円）収入の部(単位　円）収入の部(単位　円）

項目 2013年度予算 2013年度実績 2014年度予算

自治会費 ¥957,600 ¥958,800 ¥960,000

広報紙等配布業務委託料 ¥147,960 ¥147,600 ¥148,200

自治振興助成金 ¥95,650 ¥94,870 ¥95,650

防犯灯維持費補助金 ¥224,280 ¥227,840 ¥103,200

防災助成・掲示板補助 ¥95,000 ¥40,000 ¥95,000

雑収入 ¥26,000 ¥34,670 ¥20,000

行事収入 ¥140,000 ¥140,400 ¥140,000

受取利息 ¥500 ¥126 ¥130

収入計（②） ¥1,686,990 ¥1,644,306 ¥1,562,180

定期預金利息（③） 計上無し ¥372 ¥370

合計（①＋②+③） ¥4,128,968

支出の部　(単位　円）支出の部　(単位　円）支出の部　(単位　円）支出の部　(単位　円）

項目 2013年度予算 2013年度実績 2014年度予算

行事費 ¥130,000 ¥130,900 ¥140,000

防犯灯電気費（旧光熱費） ¥500,000 ¥557,580 ¥220,000

慶弔費 ¥30,000 ¥50,000 ¥40,000

諸会費負担金 ¥569,340 ¥562,330 ¥561,020

会議費 ¥50,000 ¥33,667 ¥50,000

事務費 ¥55,000 ¥21,119 ¥40,000

修繕費 ¥50,000 ¥16,788 ¥30,000

設備費・備品購入費 ¥630,000 ¥147,601 ¥250,000

雑費 ¥40,000 ¥47,982 ¥40,000

支払手数料 ¥50,000 ¥54,285 ¥50,000

支出計（④2014年度予算） ¥2,104,340 ¥1,622,252 ¥1,421,020

2014年度繰越金合計（⑤＝①＋②+③-④）

（単位円）

 高坂丘陵支部会費 2013年度実績 2014年度予算 募金等 2013年度実績 2014年度予算

夏祭り（会員 @400円） ¥160,000 ¥158,800 社会福祉協議会 ¥72,400 ¥72,400

連合会費　(@ 100円) ¥40,000 ¥39,700 日赤社資 ¥85,300 ¥85,300

体育祭     (@ 50円) ¥20,000 ¥19,850 赤い羽根 ¥126,000 ¥126,000

消防分団支援金 （@ 10円） ¥4,000 ¥3,970 歳末助け合い ¥18,000 ¥18,000

予備費 ¥0 ¥0 交通安全母の会 ¥30,000 ¥30,000

小計 ¥224,000 ¥222,320 小計 ¥331,700 ¥331,700

その他会費等 2013年度実績 2014年度予算

東松山市自治会連合会会費 ¥7,000 ¥7,000 諸会費募金等負担金合計 2013年度実績 2014年度予算

小計 ¥7,000 ¥7,000 総計 ¥562,330 ¥561,020

防犯防災品修理他　　（今期より東松山市に防犯灯修理移管）

自治会掲示板 1基設置99,750円　（別途市補助金40,000円あり）

”ごみゼロ”袋他

自治会費振替108円/戸　貸金庫1.3万円　丘陵連合会・母の会振込

¥706,455

¥1,859,963

¥2,566,418

（満期自動継続）

東和銀行普通預金

備考

¥2,707,948

　　　　白山・松風台自治会 ２０１4年度（平成26年）予算案　　　　白山・松風台自治会 ２０１4年度（平成26年）予算案　　　　白山・松風台自治会 ２０１4年度（平成26年）予算案　　　　白山・松風台自治会 ２０１4年度（平成26年）予算案

200円/月×12カ月×399戸

東松山市より　2013年度下期実績より73,980円×２

LFD化防犯灯電気代大幅減額　　（防犯灯電気代しか出費なし）

1件5,000円　2013年度実績10件

下記参照　諸会費・募金等負担金予明細

お茶代等　

資料等印刷・用紙代　　各種文具等

夏祭り　ふれあい体育祭　防災他

東松山市より　2013年度実績

東松山市より　すべてLED化により減額　100円(予定）×86基

東松山市より　掲示板設置　1基40,000円

共用防犯灯　減額LED8基電気代（丘陵地区連合会より）

夏祭り模擬店売上金

諸会費・募金等負担金明細（2014年度当初会員397戸）
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