
令和 3年 5月 3日 

単位町内会長 各位 

吉備学区連合町内会 

会長 西村 輝 

TEL 293-2498 

携帯 090-7979-7832 

吉備学区連合町内会 定例総会 書類承認について

陽春の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立

てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

4 月 17 日付で案内いたしました、吉備学区連合町内会総会の書類による採決の了承

について、回答いただいた結果をご報告いたします。 

  承認する ： ４２町内会 

  承認しない： 無し 

  無回答  ： ３町内会 

（全会員数４５町内会） 

以上の結果より、連合町内会総会を書類により審議いただく事が承認されました。 

なお、結果葉書を閲覧希望の方は、西村まで連絡ください。 

以上 



令和３年 吉備学区連合町内会総会 書類

令和 3年 5月 3日 

本年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、事前

に承認いただきました、書類による審議で執り行います。

議事は以下の５項目です。

1. 令和２年度事業活動報告 

2. 令和２年度決算報告及び監査報告 

3. 令和３年度役員選任 

4. 令和３年度事業計画 

5. 令和３年度予算 

 議事の結果は最終ページに承認/非承認の別を審議項目毎に記

載していただき、同封の返信用封筒にて返却ください。 

 返却の期限は５月１０日必着といたします。 

 なお、審議についての質問やご意見は、下記連絡手法で対応い

たしますので、疑問やご不明な点は遠慮なくご連絡ください。 

  ・電話：090-7979-7832 

(運転中や仕事中は出られないことが有ります。) 

・メール：kibi-r@ogwi.co.jp 

(翌日には回答したいと考えています。) 

また、その他の資料として下記の資料も添付いたします。

・会費納入について 

 加えまして、吉備学区連合町内会かわら版(全戸配布)・まちか

ど博関係書類・岡山市連合町内会会報等、郵送困難な資料が有り

ますので、大変ご負担をお掛けしますが５月８日、９日の両日に

吉備公民館まで受け取りにお越しください。 

 受取時間 ５月８日 １２時～１７時 

      ５月９日 １０時～１５時 でお願いいたします。  

- 1 -



審議事項 1. 令和２年度事業活動報告 

次頁に活動報告の一覧を記載しておりますので、ご確認くださ

い。 

内容的には、例年と変わらない活動内容となっております。 

9 月 20 日に実施しております、吉備公民館との合同事業である

防災キャンプですが、参加者が年々少なく成って来ているので、

多くの方に参加していただきたい、また多くの方が参加したい事

業にしていきたいと考えます。 

11 月 3 日に行いました吉備・陵南まちかど博物館では、コロナ

感染防止対策を十分行った上、規模を縮小して行いました。 

私が委員を務めております、岡山市浸水対策協議会（岡山市河

川下水道局）におきまして、平成 30年豪雨を教訓に浸水対策の議

論を行っているところです。 

令和２年度は、コロナ感染防止対策の為、多くの事業が中止と

なってしまいました。 
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令和２年度 吉備学区連合町内会事業報告書
1/2

事業項目 場所

4月 03日 （金） 連合町内会 役員会 吉備公民館

4月 23日 （木） 吉備小学校 増築打合せ 吉備公民館

5月 01日 （金） 吉備小学校 増築打合せ 吉備公民館

6月 02日 （火） 岡山市 浸水対策協議会 Web会議

6月 11日 （木） 避難所立会　 吉備公民館

6月 12日 （金） 避難所立会　 吉備小学校

6月 12日 （金） 防災キャンプ 実行委員会 吉備公民館

6月 13日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館

6月 24日 （水） 吉備小学校 増築打合せ 吉備公民館

6月 25日 （木） 交通安全協議会 吉備公民館

7月 04日 （土） 人づくり講座 打合せ 吉備公民館

7月 04日 （土） まちかど博物館 役員会 Web会議

7月 25日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館

7月 26日 （日） 防災講座（栄町北町内会） 栄町北公民館

7月 28日 （火） 岡山市連合町内会 理事会 市役所

7月 30日 （木） 吉備交番連絡会 吉備公民館

7月 31日 （金） 防災キャップ 実行委員会 吉備公民館

8月 05日 （水） 放課後児童クラブ 理事会 勤労者福祉センター

8月 08日 （土） ジュニア防災講座 吉備公民館

8月 08日 （土） まちかど博物館 役員会 Web会議

8月 19日 （水） 放課後児童クラブ 総会 メルパルク岡山

8月 20日 （木） 土砂災害危険個所 説明会 自宅

8月 20日 （木） 社会福祉協議会 吉備支部 参与会 吉備公民館

8月 21日 （金） 庭瀬駅 ロータリー化 説明 自宅

8月 22日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館

8月 24日 （月） 吉備小学校 増築打合せ 吉備公民館

9月 04日 （金） 防災キャップ 実行委員会 吉備公民館

9月 05日 （土） まちかど博物館 役員会 Web会議

9月 12日 （土） まちかど博物館 実行委員会 吉備公民館

9月 18日 （金） 吉備小学校 増築打合せ 吉備公民館

9月 20日 （日） 防災キャンプ 吉備公民館

10月 03日 （土） 防災講座（足守地区） 足守公民館

10月 03日 （土） まちかど博物館 仕分け 吉備公民館

10月 17日 （土） まちかど博物館 全体会議 吉備公民館

10月 22日 （木） まちかど博物館 山陽新聞 取材 吉備公民館

　 月    日 
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令和２年度 吉備学区連合町内会事業報告書
2/2

事業項目 場所

10月 28日 （水） 西地区防火委員会 岡山西消防署

10月 31日 （土）

11月 03日 （火）

11月 17日 （火） 中短子育てパーク 中国学園

11月 27日 （金） 社会福祉協議会 打合せ 会議室

11月 28日 （土） まちかど博物館 反省会 吉備公民館

11月 30日 （月） 岡山市連合町内会 理事会 市役所

12月 14日 （月） 吉備公民館 運営委員会 吉備公民館

12月 17日 （木） 支え合い会議 勤労者福祉センター

12月 25日 （金） 撫川グラウンド 土のう配布 説明 会議室

1月 07日 （木） 撫川グラウンド 土のう配布 説明 会議室

1月 15日 （金） 岡山市浸水対策協議会 市役所

1月 21日 （木） 放課後児童クラブ 役員会 勤労者福祉センター

1月 25日 （月） 岡山市連合町内会 理事会 市役所

1月 26日 （火） おひさま運営会議 吉備小学校

2月 03日 （水） 放課後児童クラブ 総会 アークホテル岡山

2月 19日 （金） 撫川グラウンド 土のう配布 説明 会議室

3月 02日 （火） 吉備学区 安全安心ネットワーク打合せ 吉備公民館

3月 15日 （月） 岡山市連合町内会 理事会 市役所

3月 15日 （月） 中短子育てパーク 中国学園

3月 16日 （火） 社会福祉協議会 吉備支部 役員会 吉備公民館

3月 24日 （水） おひさま 市運営移行ヒヤリング 市役所

※ A:AED配置事業

　 月    日 

まちかど博物館 A 吉備・陵南
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審議事項 2. 令和２年度決算報告及び監査報告 

次頁に会計報告を記載しておりますので、ご確認ください。 

決算額について、ほぼ予算通りに執行していますが、地域課題

解決対策では、課題抽出を吉備公民館主催の会議で行う等の事情

により減額となっております。 
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審議事項 3. 令和３年度役員選任 

吉備学区連合町内会規約 第 11 条の規定により、役員の任期が 1

年となっていますので、本年の役員改選を提案いたします。 

次頁に令和３年度吉備学区連合町内会役員(案)を記載しており

ますので、ご確認ください。 

なお、各単位町内会に４月17日付で役員へのご協力をお願いい

たしましたが、ご協力頂ける方の推薦が有りませんでした。 
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令和3年5月4日
各単位町内会長 殿

令和３年度 吉備学区連合町内会 役員（案）

役員名 氏名 住所 電話 備考

会長 西村　輝 庭瀬９４７ 293-2498再任

曽我　博之 撫川３２４－４ 292-8860再任

佐藤　誠 平野４６６ 293-2850再任

まちかど博物館担当 横山 敬一 庭瀬59-1 362-7202再任

防犯・防災担当 佐藤　誠（兼務） 庭瀬９４７ 293-2498再任

電子町内会・会報担当 坪井　慈朗 撫川１２７４ 292-6070再任

吉備まちづくり担当 西村　輝（兼務） 平野４６６ 293-2850再任

会計 林　雅夫 撫川１５３７－１４ 292-1430再任

求广川　貞喜 川入950-12 293-6767再任

河内 芳文 撫川226-10 293-1847再任

吉備学区連合町内会

会長　西村　輝

理
事

監査

副会長

　去る４月２９日、令和２年度役員による役員会に於いて、令和３年度の
役員の予選を行い以下のような構成で運営していく方針が決議されまし
た。

＊なお、各単位町内会に４月17日付で役員へのご協力をお願いいたしましたが、ご協力頂ける
方の推薦が有りませんでした。
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審議事項 4. 令和３年度事業計画 

次頁に令和３年度吉備学区連合町内会事業計画(案)を記載して

おりますので、ご確認ください。 

主要な事業として６項目をあげていますが、令和２年度同様多

様な事業を担っていきたいと考えます。 

地域課題解決対策については、「(仮称)吉備学区生活支援グルー

プ」の発足に向けて努力したいと考えています。地域課題として

「子供の居場所や学力支援」「障がい者支援」「高齢者支援」「買物

難民・通院難民対策」等、多くの課題が起こってきている現状が

有ります。そこで、吉備学区連合町内会では、吉備公民館や社会

福祉協議会と連携して生活支援グループを立ち上げたいと考えて

います。このグループでは、生活のチョットした困り事をお手伝

いすることを目的といたします。 
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令和３年度 吉備学区連合町内会事業計画(案) 

・第１７回 吉備・陵南 まちかど博物館の実施

吉備地域の地元住民を中心とした歴史的及び文化的な遺産を一般公

開して伝承し、地域内の住民各位が自らのふるさとを知り、ふるさとに

誇りを持てるような地域づくりのために開催する。

・地域課題解決対策

高齢者や、子どもの様に年代別における問題及び、災害や犯罪・交通

事故の様な項目毎の問題を、総合的な地域課題と捉え、課題解決に取り

組むものである。本年度は、「(仮称)吉備学区生活支援グループ」の発足

に向けてメンバー募集と課題抽出を行いたいと考える。

・会報出版

連合町内会がどの様な活動をしているか、地域住民に伝えるために吉

備学区かわら版を発行します。

・防災対策の充実

ゲリラ豪雨や地震が多発する中、吉備学区内においても災害に対する

備えを充実すると同時に、防災意識の向上に努めていく。また、国際医

療ボランティア AMDA との連携体制の充実を図る。

・ＡＥＤの利用

突然の心停止を起こして倒れた人の命を救うため、連合町内会ではＡ

ＥＤを設備しています。会員町内会には無料で貸出し、祭りや集会時に

配備できます。

・集会用テントの設備

災害が発生した場合の避難所受付や、ボランティア活動受入れの仮設

テントとして設備したい。会員町内会には無料で貸出し、祭りや集会時

に利用できます。
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審議事項 5. 令和３年度予算 

次頁に令和３年度吉備学区連合町内会予算(案)を記載しており

ますので、ご確認ください。 

ほぼ例年通りの予算計画となっております。 
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令和３年度 吉備学区連合町内会 予算(案)

収入の部 単位、円

項目 前期決算額 予算額 内　　　　　訳

前年度繰越金 472,659 403,298

会費 418,030 418,030

岡山市北区補助金 119,800 119,700 補助金

岡山市北区総務地域振興課 50,000 50,000 安全安心ネットワーク補助金

岡山市社会福祉協議会 54,000 54,000 助成金

利息 29 29

合　　計  1,114,518  1,045,057 年度収入合計　\649,104-

支出の部 単位、円

項目 前期決算額 予算額 内　　　　訳

会議費 5,831          20,000 定例総会、役員会

事務費 17,582        20,000 郵送、通信、諸雑費

会報出版 37,040        50,000 かわら版作成費用

電子町内会 52,200        55,000 ﾄﾞﾒｲﾝ料等、地域情報掲載費用

負担金 20,000        22,000 岡山市連合町内会、防災委員会

AEDﾚﾝﾀﾙ 85,272        85,272 \7106×１2ヶ月(５年契約）

ＡＭＤＡへの寄付金 10,000        10,000 寄付金

地域課題解決対策 0 50,000 高齢者・子ども・災害・犯罪

特別会計に繰り出し金 50,000        50,000 災害時特別積立金

安全安心ネットワーク補助金 50,000        50,000 安全安心ネットワーク補助金

電波利用料 2,400          2,400 デジタル簡易無線

まちかど博物館 200,000      200,000 まちかど博物館補助金

吉備まちづくりの会 50,000        50,000 活動補助金

集会テント購入 130,900      200,000 （2間×3間）1基

支出合計  711,225  864,672

予備費 180,385

合計  1,045,057

特別会計（災害時特別積立金）

項目 前期決算額 予算額 内　　　　訳

一般会計より繰り入れ金 50,000 50,000

前年度繰越金 2,650,000 2,700,000

合計  2,750,000

補助事業
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令和３年 吉備連合町内会 総会に代わる書類審議 

以下に、各議事の審議結果を報告します。 

1. 令和２年度事業活動報告 

□承認する   □ 承認しない 

2. 令和２年度決算報告及び監査報告 

□承認する   □ 承認しない 

3. 令和３年度役員選任 

□承認する   □ 承認しない 

4. 令和３年度事業計画 

□承認する   □ 承認しない 

5. 令和３年度予算 

□承認する   □ 承認しない 

          町内会 

会長          

≪注意≫ 

＊記載方法 承認する 承認しない のどちらかに 印を記入ください。 

＊町内会名、会長名、印の無い物は無効といたします。 

＊返信用封筒に入れて投函ください。 



その他 会費納入について 

次頁に連合町内会会費納入について、を記載しておりますので、

ご確認ください。 

次頁は必ず貴町内会の会計担当者にお渡しいただき、確実な納

入をお願いたします。 

例年、振込者の名前に町内会名が記載されていない場合が有り、

確認作業が大変となっております。振込者には必ず「町内会名」

を記載して振り込みをお願いいたします。 



 令和３年５月４日

単位町内会 会計責任者各位             

吉備学区連合町内会

                           会長 西村 輝

連合町内会会費納入について

 新緑の候、時下ますますのご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを頂き、厚く御礼申し上げます。

吉備学区連合町内会では、規約及び細則で定める会費を徴収しております。

会費は１戸当たり年額１００円です。

この会費は町内会単位で毎年７月末までに下記へ振込み下さいます様、お

願い申しあげます。

 尚、振込み手数料は、連合町内会が負担致しますので手数料を差し引いて

会費を振込み下さい。

（中国銀行庭瀬支店窓口からの振込み手数料は３万円まで３３０円、３万円

以上は５５０円です）

（振込み口座）

 中国銀行 庭瀬支店  普通 １７４３４５５

 吉備学区連合町内会 会計 林 雅夫

振込人は町内会名でお願致します。

問合せ先

 林 雅夫（０８６－２９２－１４３０）

追記

 上記内容を貴町内会の会計責任者へお知らせ下さい。

以上




