
1 開　　　会

2 会長挨拶

3 自己紹介

4 資料の確認

5 審議事項

(４)　　庄内学区連合町内会規約の一部改正について(資料４-1,2)

(５)　　庄内学区連合町内会役員の選任について(資料５)

6

（１）　　高松城址保興会　総会について

　　４月２７（金）

（３）　　庄内学区安全・安心ネットワーク総会について　　　

　　　　 総会　　５月１３日(日)　１０時～　高松公民館

（４）　　宗治祭について　

　　　　 ６月３日(日)　高松城址公園

　　　　　７月２８日（土）

7 閉　　　会

（７）　　その他

（５）　　庄内夏まつり開催について

　　　　  ７月２１日(土)　庄内小学校グランド

（６）　　助成金・負担金等の振込みについて

　　　 　総会　　５月１２日(土)　１０時～　庄内コミュニティハウス

平成３０年度　

岡山市庄内学区連合町内会総会次第

　　　　　　日　　時　　　　平成３０年４月２１日（土）

　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時～

（２）　　庄内コミュニティ協議会　総会について　　　

(２)　　平成２９年度庄内学区連合町内会　決算報告に関する件（資料２）

(１)　　平成２９年度庄内学区連合町内会　事業報告に関する件（資料１）

(３)　　平成２９年度庄内学区連合町内会　監査報告に関する件（資料３）

(６)　　平成３０年度庄内学区連合町内会　事業計画（案）に関する件（資料６）

(7)　　平成３０年度庄内学区連合町内会　収支予算(案)に関する件（資料７）

　　　　 総会　　 ４月２１日(土)　１９時～　宗治記念館

報告・確認・依頼事項事項

　　　　　　場　　所　　　　高松公民館



資料１

　 平成２９年度庄内学区連合町内会事業報告書

　　　                    　　岡山市庄内学区連合町内会

　　　２９年　４月 15 土 総会

23 日 高松城址保興会総会

13 土 庄内コミﾕニテｲハウス協議会総会

　　　　５月 14 日 庄内学区安全･安心ネットワーク総会

27 土 高松消防後援会総会

4 日 宗冶祭

　　　　６月

8 土 庄内学区安全・安心ネットワーク臨時総会

　　　　７月 22 土

31 月

19 土 加茂親子3世代交流夏祭り

　　　　８月 26 土 防災デイキャンプ・庄内小学校（庄内学区安全・安心ネットワーク共催事業）

14 木

　　　　９月

15 日 庄内コミュニティまつり

　　　　１０月

21 土 まほろば祭り事前準備

22 日 まほろば祭り

11月 14 15 火水 連合町内会長視察研修

25 土 高松地区防災訓練(庄内学区安全・安心ネットワーク共催事業)吉備病院駐車場

　　　３０年　１月

25 日 岡山市町内会長等懇談会

２月

３月 30 金 役員会

雨で中止

吉備津地区夏祭り

年　　　月 事業内容

庄内納涼夏まつり

高松地区交通安全対策協議会庄内支部総会



資料２

岡山市庄内学区連合町内会

収入の部

項　　目 予　　算　　額 決　　算　　額 差額 摘　　　　要

繰越金 659,752 659,752 0

会費 360,000 362,600 2,600 各町内会（２２町内会）

助成金 140,000 141,800 1,800 岡山市・社会福祉協議会

雑収入 100,000 100,008 8 寄付金・貯金利息

収入計 1,259,752 1,264,160 4,408

支出の部

項　　目 予　　算　　額 決　　算　　額 差額 摘　　　　要

会議費 30,000 3,240 -26,760 お茶代

研修視察費 60,000 35,000 -25,000 連合町内会会長研修視察

市連町費 30,000 17,130 -12,870 岡山市連合町内会会費

事務・通信費 30,000 12,000 -18,000 事務用品・切手代

助成・祝金 150,000 85,130 -64,870 熊本・環境衛生・加茂祭り・宮内踊り他

慶弔費 50,000 0 -50,000

役員活動費 140,000 120,000 -20,000 役員手当・交通費

まほろば・庄内祭り関連費 400,000 100,000 -300,000 まほろば祭り・庄内夏まつり

事業費 200,000 105,784 -94,216

雑費 110,000 110,000 0

予備費 59,752 0 -59,752

支出計 1,259,752 588,284 -671,468

次年度繰越金 0 675,876

支出合計 1,259,752 1,264,160

平成２９年度庄内学区連合町内会収支決算報告書

　　　物置の設置



資料３

岡山市庄内学区連合町内会の平成２９年度収支決算について、事業報告書、決算報告書

収支関係帳簿、預金通帳により監査した結果、全て適正で正確に処理されていることを

認め報告いたします。

監事 ㊞

監事 ㊞

                   岡山市庄内学区連合町内会会長殿

.

平成２９年度　監査報告書

平成３０年　３月１３日



資料４-1

(名称及び事務所)

第１条　本会は庄内学区連合町内会(以下会という)と称し、事務所を会長宅に置く。

(組織及び会員)

第２条　会の構成は、庄内小学校区内の各単位町内会をもって組織し、それぞれの町内会長を

もって会員とする。

(目的)

第３条　会は会員相互の親睦を図り、市と連絡を密にし、地域住民の福祉向上と発展に

寄与することを目的とする。

(役員)

第４条　会に次の役員を置く

　　　　　　(1)会　　長　１名

　　　　　　(2)副 会 長　２名

　　　　　　(3)会　　計　１名

　　　　　　(4)監　　事　２名

　　　　(5)事務局長　１名

　　　　

(役員の選出及び任期)

第５条　役員の内、会長・副会長・会計及び監事は、総会において会員の中から選任する。

　　　 事務局長は、会長が委嘱し総会の承認を受ける。

　　　 但し 会員以外でも町内会長経験者で、総会の承認があれば

学区連合町内会長に就くことができる。

　　　 この場合必要に応じて会員の同意書を作成することもある。

　　　2.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

　　　3.役員が欠けたときは、速やかに補充する。

　　　この場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第６条　会議は、総会及び役員会とし会長が招集し、自ら議長となる。

(総会)

第７条　総会は、定期総会及び臨時総会とする。

　　　　　　2.
..
.総会は、役員及び会員をもって構成し この規約に定める事項を議決する。

　　　　　　3.総会に付議する事項は次のとおりとする。

　　　　　　　(1)会務報告

　　　　　　　(2)会計報告

　　　　　　　(3)役員の選任

　　　　　　　(4)規約の改廃

　　　　　　　(5)その他必要事項

　　　　　　4.総会に出席できない会員は、同町内会から代理人を選出し出席させる。

　　　　　　　この場合あらかじめ代理出席を会長に通知する。

　　　　　　5.総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、出席会員の過半数をもって議決し

　　可否同数のときは、議長が決する。

(役員の任務)

第８条　会長は、会を統括し、会を代表する。

　　　　　　2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。

　　　　　　3.会計は、会の会計事務を司る。

　　　　　　4.監事は、会計事務の監査をする。

　　　　5.事務局長は、会長の指示を受け事務を処理する。

庄内学区連合町内会規約 (案)



資料４-２

(総会の開催)

第９条　定期総会は、年１回(毎年４月第３土曜日）に開催する。

　　　　　　2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から、

　　　　会議の事項を示して請求があったとき開催する。

(役員会)

第10条　役員会は、役員をもって構成し、つぎの事項を協議する。

　　　　　　(1)総会に付すべき事項

　　　　　　(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(経費)

第11条　会の経費は、会費、市よりの助成金、及び寄付金その他の収入をもってあてる。

　　　　　　2.会費の額、及び徴収方法等については、総会の議決による。

(会計年度)

第12条　会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。

(帳簿)

第13条　会に次の帳簿を備える。

　　　　　　(1)会員及び役員名簿

　　　　　　(2)会費徴収簿

　　　　　　(3)会計簿

　　　　　　(4)会議録

(付属機関)

第14条     会の付属機関として次の会を組織する。

　　(1)庄内学区安全・安心ネットワーク（以下ネットワークという）

　　1.ネットワークの名称・役員・運営等については、別に定めるネットワークの規約による。

　　2.ネットワーク役員の内、連合町内会長の指名する者は、本会の各種会議に参加し意見を

　　　　述べる事が出来る。

　　(2)庄内学区連合町内会電子町内会（以下電子町内会という）

　　1.電子町内会の名称・役員・運営等については、別に定める電子町内会の規約による。

　　2.電子町内会のウェブサイト管理者は、本会の各種会議に参加し意見を述べる事が出来る。

(付則)

この規約は、平成　６年４月　１日から施行する。

この規約は、平成　８年５月３０日から改正施行する。

この規約は、平成２０年４月１９日から改正施行する。

この規約は、平成２１年７月１８日から改正施行する。

この規約は、平成３０年４月２１日から改正施行する。



氏　　名
備　　考

池上　　進
　

内田　克己

藤澤　和雄
　

松田　克義
　

圓堂　 　隆
　

宮本　　馨
　

平　　敏久
　電子町内会

会　 　　長

平成３０年度・平成３１年度

岡山市庄内学区連合町内会役員名簿(案)

選任：平成３０年４月２１日

資料５

役　　　職

副　会　長

副　会　長

任期：２年間（平成３２年４月総会まで）

会　　 　計

監　 　　事

監　 　　事

事務局長



資料６

３０年　４月 21 土 連合町内会総会

27 金 高松城址保興会総会

12 土 庄内コミﾕニテｲハウス協議会総会

13 日 庄内学区安全・安心ネットワーク総会

26 土 高松消防後援会総会

3 日 宗治祭

庄内学区安全・安心ネットワーク臨時総会

28 土 庄内納涼夏まつり

31 火 吉備津地区夏祭り

加茂親子3世代交流夏祭り

26 日 防災デイキャンプ・庄内小学校（庄内学区安全・安心ネットワーク共催事業）

高松地区交通安全対策協議会庄内支部総会

庄内コミュニティまつり

27 土 まほろば祭り事前準備

28 日 まほろば祭り

連合町内会会長視察研修

高松地区防災訓練(庄内学区安全・安心ネットワーク共催事業)

岡山市町内会長等懇談会

　　　３１年　２月

役員会

　        庄内学区連合町内会の総会日程は規約で定められています。庄内学区連合町内会の総会日程は規約で定められています。庄内学区連合町内会の総会日程は規約で定められています。庄内学区連合町内会の総会日程は規約で定められています。

　※庄内学区連合町内会 規約第９条

　　 定期総会は、年１回(毎年４月第３土曜日)に開催する。

　※各町内会の総会は、連合町内会総会日以前に開催を

　　 お願いします。

平成３０年度庄内学区連合町内会事業計画（案）

　　　            　　   　岡山市庄内学区連合町内会

年　　　月

　　　　５月

事業内容

１０月

１１月

３月

日

　　　　６月

　　　　７月

８月

９月



資料７

岡山市庄内学区連合町内会

収入の部

項目 前年度決算額 予算額 摘　　要

繰越金 659,752 675,876

会費 362,600 360,000 各町内会（２２町内会）

助成金 141,800 145,000 岡山市・社会福祉協議会

雑収入 100,008 100,000 寄付金・貯金利息他

合計 1,264,160 1,280,876

支出の部

項目 前年度決算額 予算額 摘　　要

会議費 3,240 30,000 お茶代等

研修視察費 35,000 60,000 連合町内会会長研修視察・全国大会

市連町費 17,130 30,000 岡山市連合町内会会費

事務・通信費 12,000 30,000 事務用品・切手代他

助成・祝金 85,130 150,000 環境衛生・宮内踊り・加茂まつり他

慶弔費 0 50,000

役員活動費 120,000 140,000 役員手当・交通費

まほろば・庄内祭り関連費 100,000 400,000 まほろば祭り・庄内祭り・事業参加負担等

事業費 105,784 200,000

雑費 110,000 150,000

予備費 0 40,876

支出計 588,284 1,280,876

次年度繰越金 675,876 0

支出合計 1,264,160 1,280,876

※項目間の流用を可とする。

平成３０年度庄内学区連合町内会収支予算書（案）



資料8

組織名 役　職 氏　　　名 住　　所 組数 世帯数

広報紙

送付数

電話番号

1 立田 会　長 松田　克義 岡山市北区立田５６２－１ 10 107 120 287-3635

2 原古才下 会　長 藤澤　和雄 岡山市北区高松原古才４７２－４ 23 280 320 7384

3 原古才上 会　長 新庄　直雅 岡山市北区高松原古才２９２ 16 230 260 2736

4 高松 会　長 大橋　正明 岡山市北区高松７７ 16 260 265 4391

5 大崎 会　長 中山　壽男 岡山市北区大崎１３４－２ 3 35 35 3494

6 和井元 会　長 渡邉　喜之 岡山市北区和井元２０２ 6 65 66 2464

7 平山 会　長 岸田　　勇 岡山市北区平山７４２-２ 14 204 215 3329

8 稲荷 会　長 秋山　典幸 岡山市北区高松稲荷２２４ 9 103 103 4852

9 石井谷 会　長 圓堂　 　隆 岡山市北区高松９４１－１２ 5 163 165 5079

10 造り山 会　長 板谷　元輔 岡山市北区平山８６３-１５０ 14 204 204 6371

11 平山団地 会　長 山田　勝利 岡山市北区平山１１３－４８ 4 39 40 7120

12 三手　　　　　　　　 会　長 高塚　　泉 岡山市北区三手１５７ 6 163 167 2516

13 馬揃 会　長 野上　勝正 岡山市北区小山１０３－２ 15 225 230 6001

14 ｸﾞﾘｰﾝｼﾃｨ高松 会　長 福島　大士 岡山市北区小山４７６-１０ 9 194 200 6408

15 門前 会　長 的早　剛由 岡山市北区門前２３２-９ 31 499 500 8567

16 大井川 会　長 八木　竜一 岡山市北区門前３６５－７ 6 71 75 8116

17 福崎 会　長 宮本　   馨 岡山市北区福崎２２５－３ 4 62 62 2295

18 高塚　　　　　　　 会　長 内田　克己 岡山市北区高塚５６ 3 31 31 4612

19 高松田中 会　長 前田　　亨 岡山市北区高松田中３４５ 4 70 70 2879

20 下土田 会　長 石川　光夫 岡山市北区下土田２１５-１ 7 68 70 737-4879

21 小山 会　長 西村　眞人 岡山市北区小山５８４-１０ 16 130 150 250-8813

22 サントノーレ 会　長 牛田　正治 岡山市北区小山３２３-２-６０４ 1 50 50 2999

23 電子町内会 WEB管理者 平　　敏久 岡山市北区立田９２６-２８

高松地区組数 120 高松地区世帯数 1,690

生石地区組数 102 生石地区世帯数 1,563 送付数計

組数合計 222 世帯数合計 3,253 3398

080-5233-7736

平成３０年度　庄内学区町内会　会長名簿平成３０年度　庄内学区町内会　会長名簿平成３０年度　庄内学区町内会　会長名簿平成３０年度　庄内学区町内会　会長名簿

平成３０年４月21日現在


