
 

 

 

 

 

 

 

  

 

４月１日より、福野中部まちづくり協議会の４年目がスタートしました。コロナの影響で活動の

制約がありましたが、少しずつ人が集まる事業を進めることができるような雰囲気が出てきました。 

令和４年度から組織図にあるように以前の８部会から５部会へと変更し、事業と予算の効率化を

図るようにしました。今後とも、地域のみなさまのご支援ご協力をよろしくお願いします。 
 

【令和３年度 事業報告（主なもの）】 
・環境整備事業(防犯灯 LED化 35箇所)     ・生活環境事業(用水修復事業 3箇所) 
・クリーンアップ事業（延べ約 100名参加） ・振興事業（伝統産業再生事業 福野縞） 
・事務局会議（原則毎週水曜日）      ・広報発行（奇数月 ６回） 
【役員会】 １回（4/12）  【運営委員会】３回（4/23、11/16、2/22） 
【各部会会議】 

道路・水路・環境整備部会 ３回 防災部会 ６回 

防犯・交通安全部会 ３回 地域活性化・空き家対策部会 ４回 

高齢者支援・介護予防部会 ４回 子育て支援部会 ５回 

生涯学習・人づくり部会 ６回 伝統産業再生部会 ８回 
 

月  日 事   業 内 容 等 場  所 

4月 20日～ 防犯パトロール 4回実施 中部地区内 
 4月 23日 令和３年度総会 総会 福野体育館 

 4月 29日～ ミニ行燈・武者絵ギャラリー展示  ギャラリー1号館 
4月～2月 写真コンテスト年４回  福野中部地区内 

5月 27日～ おたっしゃ教室（全 15回） 5名参加 福野体育館 
6月 13日 水路現地研修 水利委員、区長参加 福野中部地区内 
6月 25日 子どもの安全を見守る会全体会  書面 
6月～7月 道路・水路・空き家調査 区長 福野中部地区内 
6月～7月 熱中症対策訪問 75歳以上の高齢者 福野中部地区内 
6月～10月 武者絵教室（全 10回） 8名参加 福野産業文化会館 

7月 5日 ケアネット研修 42名参加 福野体育館 
7月 13日 防災講演会 15名参加 福野産業文化会館 

8月 敬老会中止案内及びお祝い品配布 75歳以上の高齢者 福野中部地区内 
9月 米寿の方へ賞状等贈呈 35名対象 福野中部地区内 

9月 29日 第１回部会再編委員会 18名参加 福野産業文化会館 

10月 17日 福野中部地区自主防災訓練 51名参加 福野 B&G体育館 
10月 17日 「カギかけ運動」 21名参加 ショッピング アミュー 
10月 22日 第２回部会再編委員会 18名参加 福野産業文化会館 
10月 22日 スマートフォン体験教室 11名参加 福野産業文化会館 

11月 友愛訪問実施 75歳以上一人暮らし 福野中部地区内 
11月 武者絵コンテスト 56名参加 福野中部地区内 

11月 21日 ワクワクちびっこ広場で遊ぼう 53名参加 福野 B&G体育館 
12月 5日 しめ飾り教室 24名参加 福野産業文化会館 
1月 29日 福野昔話を聴く会 29名参加 福野産業文化会館 
2月 6日 ケアネット事業説明会 区長 福野産業文化会館 
3月 13日 文化祭 101名来館 福野産業文化会館 
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【令和３年度 収支決算 令和 3 年 4 月 1 日～令和 4 年 3 月 31 日】 
収入の部    

科目 予算額 決算額 摘  要 
前年度繰越金 1,449,613  1,449,613    

市交付金 10,274,400  10,417,974  

地域づくり費  5,613,677    
生涯学習推進費 355,753   
社会福祉推進費 258,645     
推進人件費   3,868,974 
施設維持管理費 318,325     
地域事業推進費   2,600 

地区社会福祉(協) 482,000  482,000  
地区福祉活動助成事業 232,000   
ｹｱﾈｯﾄ事業           250,000 

会     費 824,500  828,750  @850×975 世帯 
特別会費 0  0  総会後の懇親会は行わなかったため 

助成金等 410,000  805,00
0  

防犯協会 40,000  市道ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ 255,000 
ふくのｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 30,000  
夜高祭連絡協議会 80,000 
生活基盤整備事業補助金  400,000 

事業収入・雑収入 289,487  398,599  
ｺﾋﾟｰ機貸料 89,340    
生涯学習事業収入 40,300 
福野縞売上 229,902   預金利息ほか 

交付金積立金繰入戻入収入 700,000  700,000  七ツ屋地内の水路改修・積立金繰入戻入収入 
合   計 14,430,000  15,081,936    

支出の部          

部会 予算額 決算額 摘  要 

道路 

3,400,000  3,388,581  

防犯灯整備    400,700    
道路水路整備 1,397,781（交付金積立金含む） 

・水路環境整備 
市道ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ  170,000    
行政推進員手 1,207,500 

  
水利管理手当   112,600   
防犯灯用電柱   100,000 

防災 370,000  331,002  
防災訓練 134,257   防災研修会  4,405          
防災備品 32,340 自主防災会助成金 160,000  

防犯・交通安全 180,000  118,490  
子供の安全を見守る会ﾍﾞｽﾄ・帽子 17,600 
ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ 99,000  守る会等 

地域活性化 
670,000  191,580  

諸団体への助成金   170,000    
昔話を聞く会         16,580 
歳の大市にぎわいづくり 5,000 

・空き家対策 

高齢者支援 
1,050,000  696,300  

敬老会 269,030   高齢者ｻﾛﾝ助成 50,000             
ケアネット事業 283,278 

 ・介護予防 友愛訪問 80,758   スマホ教室等 

子育て支援 320,000  129,172  
児童ｸﾗﾌﾞへ助成金 103,000    
子供教室          26,172 

生涯学習・人づくり 1,075,000  286,773  
武者絵教室 121,661   文化祭 39,042                  
しめ飾り教室 40,310  
フォトコンテスト 78,760   地域活性化事業等 

伝統産業再生 475,000  501,730  
福野縞事業(家賃,電気,整経,経費等)  441,730    
講師謝礼 60,000 

共通経費 5,240,000  5,058,254  

交流ｾﾝﾀｰ維持管理 180,301 
消耗品 127,657   通信費 89,759 
事務局人件費 3,645,000    
負担金 124,000   会議費 86,129 
会長・副会長手当     220,000    
部会長・副部会長手当 120,000 
ｺﾋﾟｰ機ﾘｰｽ・ﾁｬｰｼﾞ料   207,851    
その他諸費 94,098  
公民館総合保障  86,22  消防機器点検等  

基金繰入支出 0  1,030,000  
地域生活基盤整備基金    830,000          
新交流センター備品整備基金  200,000 

器具備品支出 0  880,000  コピー機購入 
予備費 1,650,000  0    

合    計 14,430,000  12,611,882   

◎収入合計 15,081,936円－支出合計 12,611,882 円＝繰越金 2,470,054円…令和４年度へ繰越 

＜交付金・整備基金積立金＞ 1,330,000円 用水改修費、新センター整備費として 
＜一般会計・別途積立金＞  7,817,456円（定期預金として） 
＜特別会計：川田振興基金＞ 普通預金 102,419円、定期預金 4,523,755円 



【令和４年度協議会役員】 
役  職 氏  名 所  属 役  職 氏  名 所  属 

顧問 安達 孝彦 富山県議会議員 運営委員 澤田 義勝 安全・環境整備部会長 
〃 齋藤 幸江 南砺市議会議員 〃 田中 芳弘 〃  副部会長 
〃 長井久美子 前南砺市議会議員 〃 堀田 敏浩 〃  副部会長 

相談役 花島 榮一 前南砺市商工会長 〃 村田 真吾 防災部会長 
〃 田中 芳弘 元福野中部自治振興会長 〃 中村由紀子 〃  副部会長 
〃 栗山 芳雄 前福野中部自治振興会長 〃 川合 勉 〃  副部会長 

会長 西 賢一郎   〃 木澤 元之 ひとづくり部会長 
副会長 蟹谷 康司 生涯学習リーダー 〃 片山 明 〃  副部会長 

〃 有川 寛 福祉活動リーダー 〃 松村 学 〃  副部会長 

理事 加藤 隆宏 第１区区長 〃 水島 政光 高齢者支援部会長 
〃 飯田 伸次 第２区区長 〃 松浦 行雄 〃  副部会長 

〃 川崎 幹夫 第３区区長 〃 六反恵美子 〃  副部会長 
〃 堺   茂敏 第４区区長 〃 蟹谷 康司 子育て支援部会長 
〃 神林 臣 第４-２区区長 〃 畠中 昌代 〃  副部会長 
〃 寺井 則雄 第５区区長 〃 竹本 哲也 〃  副部会長 
〃 河合 秀和 第６区区長 監事 笹村 猛 元福野中部地区区長会長 
〃 澤田 義勝 第７区区長 〃 中嶋 欣治 前福野中部地区区長会長 
〃 畠中 俊夫 第８区区長 事務局長 長谷川 貢 交流センター管理者 
〃 高瀬 満 第９区区長 総務 畠中 俊夫 地域指導員 
〃 西村 健司 第１０区区長 〃 清瀬伊紀子    〃 
〃 熊野 保広 第１１区区長   〃 古川眞知子    〃 
〃 浦野 雅信 第１２区区長   〃 斉藤 丈晴 地域づくり支援員 
〃 木下 伸明 第１３区区長   〃 嶋田 良太     〃 
〃 大島 忠義 第１４区区長 〃 橋爪 奈千     〃 

〃 梧桐 欣二 第１５区区長    

 
【令和４年度組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監事２名

生涯学習・地域づくり環境整備 福祉・生活互助

市担当課
行政センター

市担当課
総務課

部会長
副部会長

暮らしません課
生活環境課
建設維持課

市担当課
福祉課
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こども課

顧問、相談役
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市社会福祉協議会

副会長２名
（福祉活動リーダー、生涯学習リーダー）

区長会
（理事）

役員会
（監事を除く全役員　但し、顧問、相談役を除くことができる）

運営委員会
（会長、副会長、運営委員、事務局長、総務）

事務局
事務局長（交流センター管理者）
地域指導員



【令和４年度事業計画（主なもの）】 
 
 
 
 
 
 

月  日 事   業 月  日 事   業 

年 4回 防犯パトロール 9月 18日 敬老会 

 4月 19日 令和４年度総会 10月 スマホ体験教室 

6月 ホタルを見に行こう 10月 福野昔話を聴く会 

6月 文化財めぐり 11月 友愛訪問 

6月～10月 武者絵教室（全 10回） 11月 町内ウォーク 

7月 3日 
軽スポーツの集い＆ 

カローリング大会 

11月 13日 わくわくちびっ子広場 

12月 4日 しめ飾り教室 

7月 熱中症対策訪問 12月 27日 歳の大市賑わい創出事業 

7月 30日 福野四つ角人寄せ石フェスタ 1月 書初め練習会 

8月 夏休み宿題サポート 2月 ミニ行燈教室 

9月 4日 福野中部地区防災訓練 3月 文化祭・餅つき大会 
 
【令和４年度予算】  
収入の部  （単位：円） 

科目 予算額 摘  要 

前年度繰越金 2,470,054    

市交付金 10,142,717  住民自治交付金 

地区社会福祉(協) 482,000  地区福祉活動助成事業、ｹｱﾈｯﾄ事業 

会 費 824,500  \850×970 世帯 

特別会費 0  ｺﾛﾅ禍のため、総会後の懇親会は行わない 

助成金等 550,000  防犯協会、生活基盤整備事業補助金（市）、ふくのｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、 

福野夜高祭連絡協議会等 

交付金積立金繰入 830,000  令和 3 年度交付金積立金取り崩し（新町地内水路改修のため） 

雑収入 380,729  ｺﾋﾟｰ機貸料、生涯学習事業収入、預金利息他 

合計 15,680,000    

支出の部  
（単位：円） 

部会 予算額 摘  要 

安全・環境整備部

会 
3,570,000  防犯灯整備、行政推進員手当、道路水路整備、水利管理手

当、ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置、防犯灯柱・掲示板・ｺﾞﾐｽﾃｰｼﾞｮﾝ助成等 

防災部会 290,000  防災訓練、防災研修会、防災関連備品、自主防災会助成金等 

高齢者支援部会 755,000  敬老会、地域食堂、高齢者ｻﾛﾝ助成、ｹｱﾈｯﾄ事業、友愛訪問等 

子育て支援部会 230,000  児童ｸﾗﾌﾞへ助成金、子供教室、遊具等購入等 

ひとづくり部会 1,575,000  
諸団体への助成金、文化財めぐり、武者絵教室、人寄せ石ﾌｪｽ

ﾀ、軽ｽﾎﾟｰﾂ、文化祭、町内ｳｫｰｸ、ﾌｫﾄｺﾝﾃｽﾄ、昔話を聴く会 

ﾐﾆ行燈・田楽行燈教室、しめ飾り教室、餅つき大会等 

共通経費 6,554,000  
交流ｾﾝﾀｰ維持管理、消耗品、会議費、ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ料、負担金、 

事務局人件費、会長・副会長手当、部会長・副部会長手当、 

公民館総合保障等 

予備費 2,706,000    

合計 15,680,000    

 

 新型コロナウイルス感染症の流行のため、事業は中止または延期をする可能性があります。 
開催する場合は、広報やホームページ、チラシ等でお知らせします。 

 福野中部まちづくり協議会で行っている各種助成金については例年どおり実施します。事務
局にお問い合わせください。 
・高齢者サロン活動助成金（サロンを開催予定グループ） ・環境整備助成金（区長） など 


