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令和元年度収支補正予算（案）の承認について

令和元年度事業報告について

令和元年度収支決算の承認及び監査報告について

令和2年度事業計画（案）の承認について

令和2年度収支予算（案）の承認について

理事長、副理事長及び監事の選任について
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第1号議案令和元年度収支補正予算（案）の承認について

令和元年度収支補正予算（案）

　支　　　出 （単位：円）

科　　目
補正前
予算額

補正額
補正後
予算額

大 中 小科目

説　明

部会事業費 6，820，000 △535，000 6，285，000

支援・情報部会事業費　　、

t320，000 △535，000 785，000

情報発信事業費 1，190，000 △500，000 690，000 基金費へ

まちづくりネットワーク事業費 100，000 △35，000 65，000 活動拠点施設費消耗品へ

活動拠点施設費 2，843，000 35，000 2，878，000

施設維持管理費 1，820，000 35，000 1，855，000

消耗品費 200，000 35，000 　　　、235，000 施設消耗品ほか

事務局経費 1，540，000 28，000 1，568，000

次世代育成事業費 0 28，000 28，000 事業経費

基金費 0 500，000 500，000 財政調整基金積立

予備費 100，000 △28，000 72，000 事務局経費次世代育成事業費へ

合　　計 1t303，000 0 1t303，000
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第2号議案令和元年度（平成31年度）事業報告について

令和元年度（平成31年度）事業報告
部会名 開催事業名 開催場所 概要

◎あらかわラベンダーフェスティバル　【6月22日（土）～6月30日（土）】／来訪者数：延べ1020人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一■週末イベント

・ 風かおる丘会場
ラベンダーの花摘み体験、ハーブティーの試飲、は一ぶカフェ、タッジーマッジー体験、ハーブ関連商品の販売
アロマ体験、モイストポプリ体験、ハートサシェ体験

◎ラベンダー畑づくり・ハーブ園整備
■運動公園管理作業

・ 草取り作業：5月～7月　月に2回程度　その後は、随時実施
・花の刈り取り作業：7月2日（火）

■ラベンダー拡充活動
・ラベンダーオーナー制度導入（個人で育ててくれる方に苗を提供し、後で花をもらう）
・差し芽、苗の育成を5月と10月に実施

■つどい場「あら、ほっ」ガーデン作り

地域の中で集う場づくり
グリーンパークあらかわ ・各種ハーブを植栽、ガーデンの枠作りなど

　プロジェクト

「花いっぱい作戦」

　　総合運動公園
　　　　及び
つどい場「あら、ほっ」

◎花を使った取り組み（商品開発・体験開発等）
　■商品開発（ラベンダー石けん、ラベンダーウォーター、ハーブティー、モイストポプリ、アイピロー、サシェなど）
　　　・商品作り作業：4月～11月　木曜日午前中

■イベントでのPR活動
・岩船わくわく横丁への出店：6月9日（日）／物販
・神納東ふれあい市へ出店：7月28日（日）／物販
・荒川地区青少年育成市民会議でせっけん作り体験：8月9日（金）／体験
・商工産業祭への出店：10月20日（日）／物販、は一ぶカフェ、ポプリグラス体験
荒川中学校SDGs連携出店：ベナンと荒川をつなぐ「パーニュプロジェクト」

’

・荒川地区文化祭への出店：11月3日（日・祝）／物販、ポプリグラス体験、紙袋づくり
・山辺里地区健民少年団でせっけんづくり体験：2月29日（土）／体験　⇒コロナウイルス感染対策のため中止

◎研修活動
’ ■視察研修：7月4日（木）長岡市　国営越後丘陵公園　ラベンダーの育て方など

■染物研修：3月4日（水）新潟市西蒲区　植物染め浜五　草木染めの幅を広げる藍染め研修　⇒コロナウイルス感染対策のため延期
■ハーブ活用講座：12月19日（木）おぶりが一た　片野亜紀子氏　アロマクリーム作り
■ハーブ活用講座：2月13日（木）ハーブコーディネーター　高橋路子氏　ローズマリーの活用法

◎GrassRoots1004活動　当面の目標はツリーハウス建設

事業部会
・4月23日（火）作戦会議・5月12日（日）遣り方、レベル出し、基礎作り、塗装作業

・5月19日（日）基礎作り、塗装作業
・5月26日（日）第一デッキ床張り
・5月30日（木）作戦会議
・ 6月2日（日）仕上げ塗装、第2デッキ枠組み作り
・ 7月14日（日）第2デッキ枠組みを上げる
・ 8月8日（木）作戦会議
・8月11日（日）足場作り、方杖付け
・9月7日（土）方杖付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
・9月14日（土）方杖付け
・10月10日（木）作戦会議

地域の中で集う場づくり
　　プロジェクト つどい場「あら、ほっ」

・

10月27日（日）梁設置・11月26日（火）作戦会議・12月1日（日）基礎作り

「子どもは風の子元気な子作戦」
・12月8日（日）柱建て＆懇親会・1月15日（水）作戦会議

ぺ

◎あらほっキャンプ
・ 8月10日（土）11日（日）　参加者12家族32人　全員スタッフ
お寺体験、ピザづくり、宿泊体験、カレー作り、ドラム缶風呂、流しそうめん、キャンプファイヤー、花火

◎子ども野球教室　アルビレックスベースボールクラブ派遣事業
・ 6月7日（金）金屋保育園　年長児年中児
・10月15日（火）あらかわ保育園　年長児

◎長期休暇遊び場プロジェクト　　　　　　　　　．
・冬休み編：12月25日（水）～27日（金）　3日間　延べ80人
・春休み編：3月27日（金）～31日（火）　3日間　⇒コロナウイルス感染対策のため中止

　　　　一
／

⇔あらしまラベンダーひろば

地域の中で集う場づくり
　　プロジェクト

・通年事業（平日午後3時～5時）　遊戯室とカフェを開放　　　　　　　　　　　　　　　　　「
・子ども運動教室（金曜日午後4時～5時）　サンスマイル連携事業

つどい場「あら、ほっ」

「笑顔いっぱい作戦」
◎おとな時間を楽しむ会
　・ビールとベンチャーズを楽しむ会　6月8日（土）　参加者40人

・街響楽団とカクテルを楽しむ会　　12月14日（土）　参加者40人
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部会名 開催事業名 開催場所 概要

募集期間：3月4日（月）～4月26日（金）

募集 まち協事務局 自らの発想で自主的にまちづくりに取り組む団体や個人が実施するまちづくり事業に対して助成を行う「あらかわみらいファンド助成事

業」の募集を行った。

公開審査会：5月26日（日）

助成事業の採択決定にあたり、公正性、透明性を高めるために公開審査会を開催
※応募者によるプレゼンテーション（一般部門のみ）を実施し合わせて8つの事業を採択決定

・一般部門6件
①発達が気になる子どもとその家族を包み込むコミュニティ作り事業：ふくちゃ部（助成額50万）

あらかわみらい ②ヨイマチアラカワビアガーデン事業：フリースタイルアラカワ（助成額50万円）
活動支援事業 ファンド助成事 公開審査会 荒川支所3F旧議場 ③野菜の手前は山菜「いろむすび山菜」地域商社事業：いろむすび（助成額50万円）

業 ④金屋っ子のミンプルを取り戻せ：金屋小学校PTA（助成額50万円）
⑤大津獅子統一衣装で絆を深め、世界へ発信事業：大津獅子保存会（助成額30万円）
⑥無添加一荒川ヨシヨシ【麹の匠】一：健康サポートプラス（助成額10万円）

・ チャレンジ部門2件
①公園を花いっぱい事業：フラワーズ（助成額10万円）

②あらかわの大地を学ぶ会：あらかわ大地の会（助成額10万円）

　事業報告会及び
令和2年度募集説明会 荒川支所3F会議室 事業報告会及び説明会：3月8日（日）⇒コロナウイルス感染対策のため中止

研修1ヨ：9月26日（木）・

目的：地域の魅力、宝に気づく視点を育てる。

視察研修事業 山形県鶴岡市「スイデンテラス」
「住民たちの本気が、どれだけ未来を変えるのか？自分たちで新たな価値を生み出し魅力ある街づくりを」と題して一般募集し22名参

加。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
内容：「スイデンテラス」と併設の「ソライ」を視察。（スイデンテラスは宿泊施設、ソライは子育ての施設）

視察案内：ヤマガタデザイン（株）事業推進部門広報浅賀閑子氏
育成部会 ’

公開特別講座：11月20日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一荒川高校と協働し「仕事を知ろう、地域を知ろう！公開特別講座」を継続実施した（1年生45名が受講）
キャリア教育の場を生み、地域産業と結びつけることで若年層の流出に歯止めをかけたい。そのための足掛かりとして荒川高校を中心

に公開特別講座（地域の人材を活用）を実施。　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
【講師及び講座メニュー】

①マジシャン（村上市在住）：山田夢遊氏「マジックの楽しさ」

荒川高校との協働事業 荒川高校他
②ハンドニスト整体院代表・作業療法士：内山慎氏「整体師の技術を学ぼう」「正しいお金の稼ぎ方」

③フラワースタジオGi代：佐藤一治氏「フラワーアレンジとお花屋さんの講座」

④佐藤建築大工：佐藤健市氏「建築業体験講座」
⑤ヘアサロン「コン」（第63代全国理容競技大会優勝日本チャンピオン）：近和也氏「ヘアカット体験講座」

人材育成事業 ⑥小島屋菓子店パティシエ｛渡辺淳氏「おいしいパン作り体験」

⑦福茶cafesキッチン：冨田絵里子氏「料理教室体験レッスン」
⑧村上市消防荒川分署：臼井宏幸氏「応急手当講習会と消防署の仕事」
⑨朝日まゆの会代表：横井栄子氏「シルクフラワーを作る、工房の活動内容」

口自ら自主的に活動を起こす人材の育成として支援

・ 金屋小学校体育館 【金屋地区集落支援員活動】
・「おらだり」作戦会議：7月17日（水）午後2時～午後4時場所：金屋小学校体育館
昨年度、金屋小学校6年生と地域で「金屋地区を元気にしたい」と開催した「つどい場おらだり」を今年の6年生も引き継ぎ、地域の方と内

容を話し合った。出席者：6年生22人、地域有志12人、学校職員3人、行政1人、集落支援員1人

地域活動支援事業
・「つどい場おらだり」開催：10月20日（日）午前10時30分～午後2時場所：金屋小学校体育館　　　　　　　　　　　　　　　　　一

小学校の文化祭に合わせ6年生の学習テーマ「祭り」に合わせ「おらだり」も祭りをテーマに地域の方のつどい場を作った。

おらだりスタッフ：6年生22人、地域有志15人、集落支援員1人　来場者：約150人

・坂町ふれあいセンター
【ご近所ささえ～る隊生活コーディネーター活動】
・ 区長・民生委員研修会「坂町ワークショップ」111月6日（水）午前10時～正午場所：坂町ふれあいセンター
地域課題を考え自分たちで何ができるか話し合うワークショップを開催。出席者27人、ささえ～る隊8人
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部会名 開催事業名・　　　　　7 実施日’ 概要

協議会の活動状況や地域のイベント情報、小中学校の行事など旬な話題を、タイムリーに情報提供できるように
まちづくり広報誌 毎月15日発行：計11回 広報誌「あらかわらばん」を発行。紙面のデザイン構成や取材などに、部会員が携わることで、地域の方からも好
「あらかわらばん」発行 （1月はお休み） 評を得ている。　　　　　　　　　　　　　　，

荒川地区全戸配布、小中学校・保育園などにも配布するなど、広く多〈の方に伝える事をこころがけている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〉

あらかわスイーツプロジェクト

あらかわスイーツコンテ
スト

・ コンテスト募集期間：8
月

今年度で7回目を迎えたあらかわスイーツコンテストのテーマは「あらかわの冬をイメージするお菓子」。

応募作品は、122点（昨年98点）で、その中から優秀作品4点を商品化し、10月1日から12月上旬まで荒川地区4店
舗の菓子店で販売を行った。店舗によっては、レギュラーメニューやクリスマスケーキとして販売するなど好評を得

・

選考会：8月27日・販売期間：10～12月・表彰式：10月20日
た。

また、10月の商工祭では、コンテスト受賞者の表彰式や、応募者全員のイラストを展示、優秀作品ケーキ詰め合
わせセット販売を実施した。

食生活改善推進委員協議会と連携し、荒川地区の筍やわらび、鮭といった食材を使ったオリジナル料理「あらか
・ 視察研修会：9月6日 わご馳走」を、佐々木集落のいろむすびの宿を会場に開催した。参加者は、地元食材をふんだんに使用した料理

情報発信事業 あらかわご馳走（ごっつお）プロジェクト ・ あらかわご馳走まつ を堪能していました。

り：11月16日 市外からの参加者もあり、荒川地区の食材や地域資源の説明を、いろむすびの宿の御主人からしていただき、

荒川地区のPRにも大いにつながるイベントとなった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
支援・情報部会

アラカワみんなでガンバロウ！プロジェ
クト

・ テイクアウトパンフ：3

月17日発行

荒川商工会の企画立案により、コロナウイルスの影響にも負けず、「荒川を元気に1」を合言葉に、荒川地区の
飲食店のテイクアウトパンフレットを作成配布し、地域全体で飲食店を盛り上げようとする取り組み。

パンフレットを1，000部作成し、荒川地区内の事業所や各店舗の窓ロなどに設置した。

ホームページやプログ、フェイスブックなどを活用し、協議会事業やイベントの告知、PRを行った。

ホームページの充実とSNS活用 ・ 更新作業：随時＼
あらかわみらいファンド助成事業を活用した団体のPRも積極的に行った。
SNSを活用した情報発信については、反響が大きく、地区外の住民などからもアクセスや問い合わせがあるな

一

ど、効果が得られた。

、

情報収集事業 各種広報媒体の掲載記事収集 ・ 随時 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、広報媒体（あらかわらばん及び各種SNS）で情報発信するための地域情報の取材活動を行った。

5



部会名、 開催事業名 開催場所 概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し4月14日（日）開催
第11回清流あらかわさくらつつみウォー

クの共催
荒川地区内

まちづくり協議会、羽越河川国道事務所、JAにいがた岩船荒川支店、荒川商工会、区長会、体育協会、サンスマイルあらか

わで構成された実行委員会が実施主体となり開催
参加者：110人スタッフ：35人　総勢：145人

10月～12月実施
まちづくり協議会、荒川商工会、金屋集落、海老江集落、市観光協会、とれたて野菜市かみはやし、羽越河川国道事務所に

官民協働事業 荒川PAを活用した地域活性化活動の
実施

荒川パーキング
より構成された協議会が実施主体となり実施。荒川パーキング内にパンフレットラックを設置し、観光イベント情報の発信や、荒

川地区内の飲食店などの立ち寄りスポットを掲載したチラシを作成し配布を行った。
また、荒川パーキングは津波発生時の一時避難所に指定されているため、金屋集落によるごみ拾いやクロッカスの設置、海

老江集落によるごみ拾いを実施し、地域住民への愛着向上を図る取り組みも実施した。

全体
県立坂町病院主催事業「健康ナイトス
クール」への共催

公民館 3月13日（金）⇒コロナウイルス感染対策のため中止

つどい場「あら、ほっ」の改修事業 つどい場「あら、ほっ」
幼児用トイレ撤去、物置新設工事

手洗い場改修工事

拠点施設整備事業

地域の人が集える場所として一般開放
・定期利用団体：5団体

つどい場「あら、ほっ」の一般開放事業 つどい場「あら、ほづ」 ・一般利用：延べ18団体
・ よってカフェ・ミントの利用者：706人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
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第3号議案令和元年度収支決算の承認及び監査報告について

令和元年度　収支決算書

収　入
（単位：円）

科　　目
本年度予算額 予算現額 本年度決算額 比較

大i 中1　　小科自
交付金等収入 8，395，000 8，395，000 8β95，000 0

交付金収入 8，395，000 8，395，000 8，395，000 0

地域まちづくり交付金 8，395，000 8，395，000 8，395，000 0 村上市より

負担金等収入 47，000 47，000 46，680 △320

負担金 47，000 47，000 46，680 △320

施設使用料電気料負担金 47，000 47，000 46，680 △320 集落支援員事務室電気料

繰入金 1，000，422 1，000，422 1，000，423 1

繰入金 1，000，422 1，000，422 1，000，423 1

繰入金 1，000，422 1，000，422 1，000，423 1 活動拠点施設整備積立金・みらいファンド助成事業積立金

繰越金 1，060，521 1，060，521 1，060，521 0

繰越金 1，060，521 1，060，521 1，060，521 0

繰越金 1，060，521 1，060，521 1，060，521 0 前年度繰越金

雑収入 800，057 800，057 1，111，661 311，604

雑収入 800ρ57 800，057 1，111，661 311，604
．

雑入 800，000 800，000 1，111，643 　　311，643

施設・備品利用料：67ρ00円、ハーブ商品売上：948，910円、子ども

運動教室参加費：22，500円、カフェ協賛金：70，625円、その他2，608

円

受取利息 57 57 18 △39 預金利息

合　　計 11，303，000 11，303，000 11，614，285 311，285

支　出
（単位：円）

科　　目
本年度予算額 繍正額 予算璃額 本年度決算額 比較 説明

大1 中1 ’小科目
汽用額

部会事業費 6，820，000 0 △535，000 6，285，000 5，325，363 △959，637

事業部会事業費 2，200，000 0 0 2，200，000 1，705，447 △494，553

【花いっぱい】印刷製本費：24，870

円、講師謝金：9，000円、消耗品：

167，405円、食糧費：62，721円、製

品用材料費：334，933円、染物材料
費：15428円、ガーデン資材：

弁

128，000円、畑用諸材料費：142，562

円、費用弁償41，000円、その他：

96」87円
【ツリーハウス】資材費：68，631円、

消耗品：135，148円、食糧費：6，967

事業費 2，100，000 △13，000 0 2，087，000 1，592，457 △494，543
円、道具代：110，271円、その他：

20，076円

【冒険】

印刷製本費：5，790円、食糧費：

23，206円、費用弁償：4，000円、消

耗品：23，012円

【ラベひろば】謝礼：116，000円、印

刷製本費：4，758円、食糧費：5，940

円

【おとな時間】印刷製本費4，765円、

講師謝金20，000円、消耗品7，161

円、その他14，626円

研修費 100，000 13，000 0 113，000 112，990 △10
ハーブメイツ視察研修費：112，990
円

育成部会事業費 3，300，000 0 0 3，300，000 2，928，631 △371，369
助成金：【一般部門6件・チャレンシ部

門2件】2，600，000円

報酬：31，500円

活動支援事業費 2，760，000 0 0 2，760，000 2，653，400 △106，600 チラシ印刷：8，495円

審査会用スピーカー：10，101円

審査会・報告会等茶菓子代：3，304

） 円

【高校】講師謝礼：80，000円、諸材

料費：29，047円

【視察研修】講師謝礼：54，000円、

人材育成事業費 540，000 0 0 540，000 275，231 △264，769
バス借上料：95，680円

【地域支援】金屋地区つどい場おら
だり：8，210円ささえる隊ワーク
ショップ：5β81円

へ

　＼

会議茶菓子代：2，913円
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科　　目
本年度予算額 亨涛額 補正額 予算現額 本年慶失算額 比戴 説明

大 『　　小科目
支援・情報部会事業費 1，320，000 0 △535，000 785，000 691，285 △93，715

情報発信事業費 1，190，000 0 △500，000 690，000

　　　、

688，535

η

　△1，465

、

【広報誌】あらかわらばん印刷費：

307575円、会議費：2，597円、雑

費ぼ620円
【あらかわスイーツP】諸材料費：

23，896円、印刷費：127，817円、試

作費：50ρ00円、賞品：20，000円、

雑費：11，545円

【あらかわご馳走P】材料費：32，059
円、研修費：91β20円、保健所許可手数料：4ρ00円【アラカワみんなでガンバロウP】印刷費：15006円

情報収集事業費 30，000 0 0 30，000 2，750 △27，250 広報誌取材費：2，750円

まちづくりネットワーク

事業費
100，000 0 △35，000 65，000 0 △65，000

活動拠点施設費 2，843，000 0 35，000 2，878，000 2，875，312 △2，688

人件費 373，000 △79，000 0 294，000 293，020 △980

給料 373，000 △79，000 0 294，000 293，020 △980 カフェ人件費

施設維持管理費 1，820，000 185，000 35，000 2，040，000 2，038，477 △1，523

光熱費 550，000 △89，000 0 46tOOO 460，903 △97
電気：203β42円、上下水道：99，987

円、』ガス灯油1157，274円

消耗品費 200，000 84，000 35，000 319，000 318，434 △566
施設用品：157，448円、施設補修用
雑費：160，986円

修繕費 100，000 266，000 0 366，000 365，420 △580

事務室床張替：33ρ00円、手洗い
場改修：238，700円、手洗い場サッ
シ入替：93，720円

役務費 290ρ00 △16，000 0 274，000 273，960 △40

セコム：124，260円、消防設備点

検：32，700円、公民館保険料：

117，000円

委託費 80，000 △10，000 0 70，000 70，000 0 建築物定期調査報告書作成

備品費 600，000 △50，000 0 550，000 549，760 △240 エアコン2台（遊戯室）

工事費 500，000

、

△47，000 0 453，000 452，952 △48
幼児用トイレ撤去、改造（物置）工

事

施設活動事業費 ，150，000 △59，000 0 91，000 90，863 △137 カフェ関係事業

事務局経費 1，540，000 0 28，000 1，568，000 1，317，020 △250，980

人件費 445，000 10，000 0 455，000 445，650 △9，350

報償費 435，000 10，000 0 445，000 445，000 0 役員及び部会員報償

費用弁償 10，000 0 0 10，000 650 △9，350 部員旅費（地区外）

事務運営費 1，095，000 △10，000 0 1，085，000 844，194 △240，806

会議費 15，000 △10，000 0 5，000 4，693 △307 茶菓子代

通信運搬費 180，000 31，000 0 211，000 210，303 △697 電話及びプロバイダー料

消耗品費 100，000 △31，000 0 69，000 50，027 △18，973

まち協封筒：13200円、プリンターインク

カートリジ：14322円、その他：22，505

円

燃料費 150，000 0 0 150，000 111，423 △38，577 ガソリン代

使用料 290，000 0 0 290，000 136，850 △153，150 コピー使用料

負担金 260，000 0 0 260，000 260，000 0

【事業協賛金】

清流あらかわさくらつつみウォーク：

60，000円

荒川PAを活用した地域活性化活
動：200，000円

雑費 100，000 0 0 100，000 70，898 △29，102
村上市花火大会協賛金：53ρ00
円、振込手数料：17，898円

次世代育成事業費 0 0 28，000 28，000 27，176 △824 U－50バズミーテイング

基金費　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　0 500，000 500，000 500，000 0 財政調整基金積立金

予備費　　　　　　　　　　　　　　100ρ00 0 △28，000 72，000 0 △72，000

合　　計　　　　　　　11β03COO 0 0 11，303，000　　　　10，017，695 △1，285，305

収入 11，614，285 一支出 10，017，695 差引＝ 1，596，590

（通帳残高と照合済み）
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令和元年度　積立金の状況
（単位：円）

積立金区分 前年度末残高 年度中増減 本年度末残高

利息
12

財政調整基金積立 1，450，012 1，950，024

一般会計より

500，000

令和元年度　監査報告

あらかわ地区まちづくり協議会規約第19条第1項の規定に基づき監査を実施しましたので、
その結果を報告いたします。

（1）収支決算書等は正しく記載されており、会計処理は適正に行われているものと認めます。

（2）事業報告書は協議会の活動状況を正しく示しているものと認めます。

（3）事業は規約等に基づき適正に執行されているものと認めます。

令和2年4月7日 あらかわ地区まちづくり協議会監事

／才
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第4号議案　令和2年度事業計画（案）の承認について

令和2年度あらかわ地区まちづくり協議会事業計画（案）

A 実施
区　分 事業名、取組項目’ 対象人員 取組内容 備考

時期 w

ヒ

花いっぱい作戦
・ハーブ園の管理・整備

・ラベンダーフェスティバルの開催

・ハーブを使った取り組みの幅を広げる。
（商品開発等）

・各種講習会の開催（ハーブ教室）

・ハーブガーデンの管理・整備

・小中学校との連携事業

子どもは風の子元気な子作戦
1事業
部会

あらかわスマイル
プロジエクト

4～3月 全住民 つどい場「あら、ほっ」に常設の遊び場を
整備【ツリーハウスプロジェクト】

・自由に遊べる「遊び場」の開催

小学校の長期休暇中に自由な遊び場の開
催

笑顔いっぱい作戦
・ラベンダー広場の実施（子育て応援）

おとな時間を楽しむ会の実施

荒川みんなが主役プロジェクト

・荒島ミニマルシェの開催など

あらかわみらいファンド助成事業
①活動支援事業　　　，し

4～3月
全住民
団体等

公開審査会の開催・事業報告会と次年度説明会の開催

・助成団体等への支援

荒川高校との協働事業
（地域と若者を結ぶ事業を実施）

地元産業の職業人や達人を講師に迎え、授
業の中で公開特別講座を実施

2育成 高校生の地域活動を支援する
部会

全住民 研修事業

②人材育成事業 6～3月 団体等 （活動の新たな芽を育てる）

部会員 ・視察研修等を行い一般の参加者を募り人
材の目を発掘する。

荒川を活性化するための活動を起こす仕
掛け人を発掘する。

地域活動支援事業
・自ら活動を起こす人材を育て支援する。

まちづくり広報誌「あらかわらばん」発行
・ 毎月1回発行（4月～3月）

3支援・情報

部会

①1青報発信事業 4～3月
全住民

地区外
食を活かしたまちづくり
「あらかわごっつおプロジェクト」

・地元食材を使用した「あらかわご馳走」を
活用し、素材や生産者の紹介なども含め、
地域PRに取り組む。（食推協働事業）
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区　分 事業名1取組項目 実施
時期

対象・人員 取組内容 備考

ホームページ及びSNSの充実と活用
荒川地区の魅力をタイムリーに情報発信
を行う。またSNSの活用により地区外への
情報拡散効果も狙う。

3支援・情報

部会

①情報発信事業

　　　　　　L

4～3月
全住民

地区外
あらかわまるごとPRイベント
・荒川地区の特産品やスイーツなど、荒川地

　区の魅力を総合的にPRするイベントを開
　催する。企画段階から協力者を募り、新た

　な仲間づくりと部会の活性化を意識した
取り組みとする。

’

②情報収集事業 4～3月
全住民

地区外

情報収集活動・ホームページやSNS、あらかわらばんなど

　で紹介する。情報の取材活動を行う。

荒川PAを活用した地域活性化活動

①官民協働事業 4～3月
　　　　一
全住民

村上市内の各種団体により構成された協
議会で、地域の観光資源やイベント、特産
品のPR活動を行い、地域活性化を図る。

つどい場「あら、ほっ」の運営
（まちづくりの拠点地）

・よってカフェ・ミント等住民のみなさんが

4全体 いつでも利用して頂けるように活動する。
・施設の管理運営を行う。

②拠点整備事業 4～3月 全住民

つどい場「あら、ほっ」の整備
サッシの入替

地域の担い手を育てる

③次世代育成事業 4～3月
住民

部会員
協議会部会員を中心としたワークショッ
プ等で地域を考える機会を設ける。

視察研修

④視察研修事業 9月
協議会役員

部会員

・まちづくり活動団体を視察、交流を行い見
聞を広める。
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第5号議案令和2年度収支予算（案）の承認について

’ 令和2年度収支予算（案）

　（令和2年4月1日　～令和3年3月31日）

収　　　入 （単位：円）

科　　目 本年度
予算額

前年度
予算額

、　比較
説　　明

大　　中 小科目

交付金等収入 8，44tOOO 8，395，000 46，000

交付金収入 8，441，000 8，395，000 46，000

地域まちづくり交付金 8，441，000 8，395，000 46，000 村上市より

負担金等収入 47，350 47，000 350

負担金収入 47，350 47，000 350

施設使用電気料金負担金 47，350 一　　47，000 350 集落支援員事務室分

繰入金 970，000 tOOO，422 △30，422

繰入金・ 970，000 tOOO，422 △30，422

基金繰入金 970，000 1，000，422 △30，422 財政調整基金

繰越金 1，596，590 tO60，521 536，069

繰越金 1，596，590 1，060，521 536，069

繰越金 1，596，590 1，060，521 536，069 前年度繰越金

雑収入 800，060 800，057 3

雑収入 800，060 800，057 3

雑入 800，000 800，000 0 施設利用料・ハーブ商品売上・協賛金等

受取利息 60 57 3 預金利息

合　　計 11，855，000 1毛303，000 552，000

〆

支 出 （単位：円）

科　　目 本年度
予算額

比較 説　　明
大　　中 小科目

前年度
予算額

部会事業費 6，310，000 6，820，000 △510，000

事業部会事業費 2，200，000 2，200，000 0

事業費 2，100，000 2コ00，000 0 花いっぱい作戦ほか

研修費 100，000 100，000 0 ハーブ活用研修ほか

育成部会事業費 2，800，000 3，300，000 △500，000

活動支援事業費
2
，
2
6
0
，
0
0
0
／

2，760，000 △500，000 みらいファンド助成金ほか

人材育成事業費 540，000 540，000 0 視察研修、人材育成活動ほか

支援・情報部会事業費 t310，000 t320，000 △10，000

情報発信事業費 1，280，000 1，190，000 90，000 あらかわらばん発行ほか
タ

情報収集事業費 30，000 30，000 0 取材費

まちづくりネットワーク事業費 0 100，000 △100，000
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・科　　目
本年度
予算額

前年度
予算額

比較
大 中 小科目

説　　明

1

活動拠点施設費 3，843，000 2，843，000 1，000，000

人件費 373，000 373，000 0

給料 373，000 373，000 0 　　　　　　　　一カフェ給料

施設維持管理費 t220，000 1，820，000 △600，000

光熱水費 550，000 550，000 0 電気、ガス、上下水道、灯油

消耗品費 280，000 200，000 80，000 拠点施設日用品

修繕費 100，000 100，000 0 施設修繕

役務費 290，000 290，000 0 警備、設備点検、施設等保険料

委託費 0 80，000 △80，000

備品費 0 600，000 △600，000

工事費 2」00，000 500，000 1，600，000 　　　　　　　　　　　　　　∨サッシ入替（遊戯室、カフェ）工事

施設活動事業費 150，000 150，000 0 カフェ運営ほか

事務局経費 1，602，000 t540，000 62，000

人件費 485，000 445，000 40，000

報償費 475，000 435，000 40，000 役員等報償30名＋新部会員3名分

費用弁償 10，000 10，000 0 部会員、役員費用弁償

事務運営費 1，067，000 tO95，000 一 △28，000

会議費 15，000 15，000 0 総会、理事会、運営委員会ほか

通信運搬費 212，000 180，000 32，000 電話料、インターネット接続費、郵便料

消耗品費 100，000 100，000 0 インクカートリッジほか

燃料費 150，000 150，000 0 ガソリン代　　　　　　　　　　　　　　’

使用料 290，000 290，000 0 コピー使用料

負担金 200，000 260，000 △60，000 共催事業負担金（荒川PA）

雑費＼ 100，000 100，000 0 振替手数料ほか

次世代育成事業費 50，000 0 50，000 活動経費

予備費 100，000 100，000 0

合　　計 11，855，000 11，303，000 552，000

※支出科目で予算額に不足が生じた場合は、中科目間までの流用を理事会の決定により行うことが出来る。
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令和2年度積立金の当該年度末における現在高の見込額

（単位：円）

積立金区分 前年度末現在高 本年度中増減見込額 当該年度末現在高見込額

財政調整基金積立 t950，024 △970，000 980，024



第6号議案　理事長、副理事長及び監事の選任について

あらかわ地区まちづくり協議会

理事長、副理事長及び監事（案）

役　職 氏　名

理事長 江端　栄作

副理事長 小島　喜久江

副理事長 川村　三千男

監　　事 遠山　八重子

監　　事 坂上　正信

〆
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