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 １．日  時   平成２９年５月１４日(日) 午後７時～ 

 ２．場  所   千里新田地区公民館２階会議室 

 ３．議  案 

第１号議案  平成２８年度(第１０期)事業並びに活動報告 

第２号議案  平成２８年度(第１０期)収支決算報告並びに会計監査報告 

第３号議案  千里新田地区まちづくり協議会会則の改正について 

第４号議案  役員等の人選について 

第５号議案  平成２９年度(第１１期)事業並びに活動計画(案) 

第６号議案  平成２９年度(第１１期)収支予算(案) 

     



平成２９年度 

千里新田地区まちづくり協議会通常総会次第 

 

 

１． 開催挨拶               会 長 

２． 来賓挨拶・紹介           来 賓 

３． 出席確認               書 記 

４． 総会議長選出            会則により会長が就任 

５． 議事録署名人選任         出席役員より２名選任 

６.  議 案 

第１号議案  平成２８年度(第１０期)事業並びに活動報告 

第２号議案  平成２８年度(第１０期)収支決算報告並びに会計監査報告 

第３号議案  千里新田地区まちづくり協議会会則の改正について 

第４号議案  役員等の人選について 

第５号議案  平成２９年度(第１１期)事業並びに活動計画(案) 

第６号議案  平成２９年度(第１１期)収支予算(案) 

     

７． 閉会挨拶                 副会長 

 



第１号議案 

平成２８年度事業並びに活動報告 

１．広報事業 

① 「千新かわら版(36～39 号)」の発行 

   年 4 回(4．7．10．1 月)発行した。全戸配布し、１回 6000 部印刷 

② 「千里新田地区まちづくり協議会」ホームページの更新･管理を行った。 

情報の更新に時間が掛った。 

 

２.地域福祉事業 

 ①９月１７日（土）千里新田小学校体育館において開催された「千里新田 

地区敬老フェスティバル」に協力した。 

 ②千里新田地区福祉委員会と協働で「小地域ネットワーク活動」を実施し 

  高齢者対策及び子育て支援に協力した。 

③ いこいの間で「コーヒーサロン」を週１回開設した。 

  開催日数 115 日 来場者 905 人 

 ④楽しいバスの利用促進に努めた。 

  平成２３年１０月からスタートした高齢者無料巡回バス「南千里ルート」 

  の利用者は、昨年度と大差なく 6304 人だった。3月末の登録人数は 590 人。 

  今年末には利用者累計が 4万人に達する見込みである。 

   

３．地域ふれあい事業 

 ①第３７回千新小夏祭り 

８月２０日（土）千里新田小学校グラウンドを会場にして開催。参加者は 

２０４１名だった。花火は今年度も予算を増額し、大変好評であった。櫓の

組立と解体を民間業者に委託した。又、校舎の外壁塗装工事のため関係者と

協議を行い、参加者の安全確保に努めた。 

②第３０回千里新田地区市民体育祭 

１０月１０日(月)千里新田小学校グランドにて開催し、競技参加者は 

２４０７名で昨年より大幅増となった。プログラムも 6000 部を全戸に配布

した。昼食時間帯のアトラクションとして吹田警察の交通安全講習会を実施

した。 

③第１４回千里新田地区子ども餅つきフェスタ 

今年度は、全国的なノロウィルスによる食中毒の発生のため、中止をした。 

④せんしん交流会の開催 

毎月第１土曜日午後 6 時 00分より、公民館において開催した。 

開催回数は 10 回、参加人数は延 270 名。 

吹田市長にも３回ご参加をいただき、そのうち１回は「市長と語る夕べ」 と



して講演会を行った。 

 

４．地域安心･安全対策事業 

①あいさつ運動と子ども見守りに協力 

登校時に通園、通学路の各所で実施した。 

②青色防犯パトロールカーの運行 

登下校時(午前 7時 30分から１時間および午後 3 時 30分から１時間)に青

色パトカーによる園児･児童･生徒の見守りを実施した。 

運転手の高齢化が進んでいるので、人員を募集し体制の強化に努める必要

がある。 

③全市一斉防災訓練 

 １月１５日(日)全市一斉防災訓練を実施した。千里新田地区まちづくり協

議会が地域防災対策本部を担い、地域各種団体等がそれぞれの役割を分担

し訓練に参加した。一次避難地参加者 ４１２名。 

今年度も、出来るだけ実態に即した訓練となるように努め、本部テントや救護テ

ント設置し、本部の命令伝達に基づいて訓練に取り組んだ。また、伝達にはトラ

ンシーバーを初めて用意し使用した。 

   

５．地域子育て支援・青少年育成事業 

①千里山竹園児童センター事業にボランティア協力した。 

  図書整理、センターまつり等の事業に対して参加協力を行った。 

②千里山竹園児童センターの施設の維持管理に協力した。 

    砂場の手入れ、遊具等の修理を行った。 

 

６.地域環境美化事業 

 ①アドプト・ロード・千新の清掃活動 

  毎月第 3土曜日 8時にガストから新御堂筋までの区間の清掃を行っている。 

年間 12回実施し、参加者数は延 193 人であり小学生の参加が増加した。 

また、まち協で飲料費を負担し、活動後の情報交換と交流の場を「ガスト」 

で行った。利用者は延 143 人だった。 

 ②地域の緑化事業の推進 

  ・「花いっぱいプロジェクト」は、南千里中学校及び PTAの協力を得て、 

7月と 12月に花の植え込みをアドプト・ロード 39桝に行った。参加者は

延 22人だった。 

  ・「すいた里親道路」は、7月と 11 月に花壇に花を植えた。 

  ・児童センター及び小学校の植栽や花壇の整備を適宜行った。 

  ・「遊園」の除草及び清掃を適宜行った。 

     



 ７．その他の事業  

  ①会議等 

   ・通常総会(第 10期)：5 月 21 日(土) 千里新田地区公民館 

   ・役員会を 7 回開催（偶数月の第三土曜日） 

     4 月 16 日（土）、6 月 18 日（土）、8 月 20 日（土）、10月 15 日（土） 

     12 月 17 日（土）、2 月 17 日（土）、3 月 18 日（土） 

   ・千新小夏祭り実行委員会(3 回) 

6 月 18 日(土)、7 月 16 日(土)、9 月 20 日（土） 

     ・千新地区市民体育祭実行委員会(3 回) 

   7 月 31 日(日)、8 月 17 日(水)、11 月 5 日（土）   

   ・もちつき実行委員会(1 回) 

11 月 26 日(土)、 

   ・防災プロジェクトチーム（3 回） 

    9 月 29 日（木）、10 月 20 日（木）11 月 24 日（木）、 

②その他 

 ・歓送迎会 

    5 月 28 日（土）クリスタルホテル 参加者４２名 

   ・懇親会 

      11 月 5 日（土）千里新田地区公民館 参加者５８名 

 ・新年会 

    1 月 5 日（土）クリスタルホテル 参加者５７名 



第2号議案

平成28年度 千里新田地区まちづくり協議会収支決算報告
(H28年4月 1日 ～H29年 3月 31日 )

【収入】

【支出】

上記の通り、平成28年度千里新田地区まちづくり協議会会計決算を報告いたします。

千里新田地区まちづくり協議会 会計  大島

(単位 :円 )

(単位 :円 )

費目 前年度実績 当年度決算額 予算額 備考

繰越金 1,523,218 1,569,919 1,569,919 H27年度まち協繰越金

会費 253,600 253,600 262,000
諸団体 (22団 体 X@6,000円 )、

個人 (93名 個人 X@1,2∞円)～ 目標100名

賛助会員 (1団体 X@10,000円 )

繰入金 100,000 100,000 100,000 市民体育祭運営委員会からの青パト運行積立金

助成金 230,000 122,878 80,000
吹田市青パト60,000
連合自治会からの花壇整備50,000

連合自治会の防災訓練12,878

寄付金 30,000 0 0

雑収入 234,000 341,000 235,000

印刷機使用料16,∞0

剪定・除車業務受託料65,000

夏祭り・体育祭反省会会費(58名 116.000)

福祉委員会ポスティング30,000

新年会(57名 114,000等

利息 300 14 200 普通預金和l息

合計 2,371,118 2,387,411 2,247,119

費目 前年度実績 当年度決算額 予算額 備考

広報事業費 24,30C 34,121 30,000 ファーストサーバー費用 (ホームページ更新管理)等

地域福祉事業費 3,13C 4,175 5,000 地域の公共交通の検討

地域ふれあい事業費 2021644 422,828 350,000
歓送迎会
千新小夏祭り・もちつき協力金
反省会費用等

地域安心・安全対策事業
費

191,357 270,269 200,000 青パト関連活動費(車検・タイヤ交換等)

防災ヨ1練等

地域子育て支援事業費 5,000 5,000 10,000 千里山竹園児童センター管理運営協議会費

地域環境美化事業費 312,069 146,330 165,000
アドプト活動関連費用
植栽管理
千新小花壇整備100,000

印刷費 25,909 0 30,000 印刷機交換の為消耗品費用支払いは次年度に繰越

通信・事務用品費 11=730 25,821 15,000 事務局通信費、事務用品等

会議費 10,130 10,000 15,000 NPO市 民ネットすいた賛助会費

交通費 0 10,000

慶弔費 0 10,000

予備費 14,430 G 1,407,119

小計 801,199 918,544 2,247,119

繰越金 1,569,919 1,468,867 次年度繰越金

合計 2,371,118 2,387,411 2,247,119

平成29年4月 1日



平成 28年度 会計監査報告書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 間の千里新田地区まちづくり協議

会会計の監査を下記の通 り行いました。

会計台帳 (会計出納帳、銀行通帳 )

支出領収書

以上を基に会計監査を行つた結果、収支は正確かつ適正に処理 されていること

を報告 します。

+Fr21 ++E T H

錯監査仏″ウル④

会計監査二4形一◎



第３号議案 

千里新田地区まちづくり協議会会則改正案 

現行 改正案 

（役員等） 

第 7 条 本協議会に、次の役員及び会計監査（以下「役員等」とい

う。）を置く。 

    会長    1 名 

    副会長   2 名 

    書記    3 名 

    会計    1 名 

    理事    若干名 

    会計監査  2 名（略） 

 2 略 

 3 略 

 

（役員等の任務） 

第８条 略 

（1） 略 

（2） 略 

（3） 書記は、役員会・定例会の運営、関係団体の調整、報

告、各資料の保管及び一般会務を行う。 

（4） 略 

（5） 略 

（6） 略 

（役員等） 

第 7 条 本協議会に、次の役員及び会計監査（以下「役員等」とい

う。）を置く。 

    会長    1 名 

    副会長   2 名 

    総務    若干名 

    書記    2 名 

    会計    1 名 

    理事    若干名 

    会計監査  2 名（略） 

 2 略 

 3 略 

 （役員等の任務） 

第８条 略 

（1） 略 

（2） 略 

（3） 総務は、総会・役員会等の運営、関係団体の調整及び

一般会務を行う。 

（4） 書記は、本協議会の書記に関する業務を行う。 

   （5） 略 

   （6） 略 

   （7） 略 



第4号議案

【役員等】

会　　　長 諏訪　孝子 行政相談員

副 会 長 出口　庄次 連合自治会会長

同 奥　　保明 民生児童委員長

総　務 大野　和之 防犯協議会支部長

同 上田　眞知子 福祉委員会委員長

同 神馬　克之 民生児童委員

書記 北野　敞義

同 小谷　博子 管理運営協議会書記

会　　　計 福間　幹芳

理　　　事 西澤　甚一郎

同 吉田　誠

同 森本　和人 青少年対策委員長

同 大塚　明典 青少年指導委員地区長

同 高瀬　喜郎 体育振興会会長

同 小川　将史 社会体育リーダー地区長

同 諏訪　博行 人権協議会地区代表

同 松山　健司 少年補導委員

同 勝矢　久仁子 保護司

同 山根　茂男 高齢クラブ会長

同 大島　勝 民生児童委員

同 俊　 　多希憲

同 古賀　千枝子

同 筒井　枝美子 公民館館長

同 松尾　真由美 児童センター館長

同 瀬上　千恵 中学校PTA会長

同 渡利　彰 小学校PTA会長

同 内田　昌美 幼稚園PTA会長

会計監査 松尾　浩之 ファイターズ

同 三浦　淳一 日赤奉仕団

顧問

光安　惠介 南千里中学校 校長

同

有明　志郎 千里新田小学校 校長

同

山本　百合 千里新田幼稚園 園長

役員等の選任(案）



第５号議案    

平成２９年度事業並びに活動計画(案) 

１．広報事業     

  ①広報誌(千新かわら版)年 4回(4･7･10･1月)発行 

  ②ホームページの更新･管理  

 

２．地域福祉事業    

  ①千里新田地区敬老フェスティバル協力 

②たのしいバスの運行の充実 

③千里新田地区福祉委員会との「小地域ネットワーク活動」の実施 

④地域公共交通(阪急バス新路線)の要望及び吹田市の調査検討に協力 

⑤いこいの間の活性化の充実 

 

３．地域ふれあい事業  

①第 38回千新小夏祭りの開催    8月 19日(土) 

  ②第 31回市民体育祭の開催  10月 9日(祝)予備日 10月 15日(日) 

  ③第 15回子どももちつきフェスタの開催   1月 20日(土) 

  ④せんしん交流会の開催 毎月第 1土曜日 午後 6時～ (２月･８月は除く) 

 

４．地域安心･安全対策事業 

  ①登校時の挨拶運動と子ども見守りに協力 

  ②青色防犯パトロールカーの運行 

  ③防災訓練の実施      

   

５．地域子育て支援・青少年育成事業 

①千里山竹園児童センター事業支援 

②地域教育協議会に協力 

③校区変更の是正の要望 

 

６．地域環境美化事業 

① アドプト・ロード・千新の実施 毎月第 3土曜日 午前 8時～ 

   すいた里親道路の実施 花壇の整備 

  ②地域緑化事業の推進 

 ・花いっぱいプロジェクトの実施 

 ・千里山竹園児童センターの植栽の手入れ 

    

７．その他事業  

①定例役員会 偶数月の第 3土曜日 午後 7時～ 

②公民館３０周年・まち協１０周年記念祝賀会共同開催（４月３０日） 



第６号議案

【収入】

（単位：円）

費目

H28年度（前年度）

実績

H29年度予算額

備考

繰越金

1,569,919

1,468,867

Ｈ28年度まち協繰越金

会費

253,600

262,000

諸団体（22団体×@6,000円）、

個人（100名個人×@1,200円）～目標100名

賛助会員（1団体×@10,000円）

繰入金

100,000

100,000

市民体育祭運営委員会からの青パト運行積立金

助成金

122,878

75,000

吹田市青パト助成60,000

連合自治会の防災訓練15,000

寄付金

0

0

雑収入

341,000

351,000

印刷機使用料16,000

剪定・除草業務受託料65,000

夏祭り・体育祭反省会会費(60名120,000）

福祉委員会ポスティング30,000

新年会会費(60名120,000）

利息

14

20

普通預金利息

合計

2,387,411

2,256,887

【支出】

（単位：円）

費目

H28年度（前年度）

実績

H29年度予算額

備考

広報事業費

34,121

35,000

ファーストサーバー費用（ホームページ更新管理）等

地域福祉事業費

4,175

5,000

地域の公共交通の検討

地域ふれあい事業費

422,828

1,100,000

10周年記念事業300,000+300,000

千新小夏祭り・もちつき協力金60,000

夏祭り・体育祭反省会費用110,000

新年会270,000等

地域安心・安全対策事業費

270,269

230,000

青パト関連活動費200,000、防災訓練30,000等

地域子育て支援事業費

5,000

10,000

千里山竹園児童センター管理運営協議会費

地域環境美化事業費

146,330

150,000

アドプト活動関連費用

植栽管理

千新小花壇整備　　等

印刷費

0

60,000

印刷機消耗品代（H28,H29年度分）

通信・事務用品費

25,821

26,000

事務局通信費、事務用品等

会議費

10,000

15,000

NPO市民ネットすいた賛助会費等

交通費

0

10,000

慶弔費

0

10,000

予備費

0

605,887

10周年記念等

小計

918,544

2,256,887

繰越金

1,468,867

-

合計

2,387,411

2,256,887

平成２９年度　千里新田地区まちづくり協議会　収支予算　（案）

（Ｈ29年4月1日～Ｈ30年3月31日）


