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　吉江地域づくり協議会令和2年度定期総会を4月25日（土）に開催する予定でしたが、新型コロナ

ウイルス感染予防対策として、本年度の定期総会は書面による議決とし、4月30日を期限とし書面表

決書を提出頂きました。その結果について下記の通りご報告いたします。

第1号議案 平成３１（令和元）年度事業報告について 第５号議案 組織の改正(案)について

第２号議案 平成３１（令和元）年度決算報告について 第６号議案 役員の改選(案)について

第３号議案 令和２年度事業計画(案)について 第７号議案 地域づくり協議会会則の改正(案)について

第４号議案 令和２年度収支予算(案)について

結果 すべての議案について、過半数の賛成をもって可決承認されました。

◆交付金会計

◆一般会計

▲予算対比減
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平成３１（令和元）年度決算報告
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吉江地域づくり協議会令和2年度定期総会は書面表決に！！
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▲予算対比減

11,110,120 11,110,120 0 南砺市より

項　目

住民自治推進費

予算額 決算額 増　減 摘　要（内訳）

センター管理費 1,935,000 2,238,938 303,938

638,920 ▲ 94,080 敬老会、ケアネット、ふれあいいきいきサロン

活動費（企画総務） 1,400,000 1,452,187 52,187

活動費（子ども子育て）

住民運動会。ふれあい文化祭、ﾋﾞｰﾁﾎﾞｰﾙ大会他

いきいき祭り、総会・会議費、研修会

活動費（健康福祉） 733,000

0

事務局準備費 200,000 230,180 30,180 交流センター開設事務対応費（本年度のみ）

光熱水費、修繕費、通信費、賃借料他

事務費 270,000 358,908 88,908 事務用品、郵送料、振込手数料

損害保険料、備品購入引当

諸手当（人件費） 4,920,000 3,644,175 ▲ 1,275,825 職員給与、会長・副会長手当、リーダー手当

45,000 39,939 ▲ 5,061

活動費（安全防災） 578,000 228,484 ▲ 349,516 防犯灯設置補助、防犯パトロール他

活動費（環境） 255,000 364,671 109,671 ごみステーション設置補助、環境整備費

親子ふれあい教室

活動費（生涯学習） 650,000 654,314 4,314

自治会・町内会、社会福祉協議会会費収

入

収入計

支出計

項　目 予算額 決算額 増　減 摘　要（内訳）

前年度繰越金 1,345,805 1,345,805 0 自治振興会、地区社協、公民館他

11,110,120 10,064,526 ▲ 1,045,594 余剰金　：　￥1,045,594-

雑費 124,120 213,810 89,690

会議費 450,000 642,605 192,605 総会、理事会

支

出

収入計 3,778,534 3,966,589 188,055

諸手当 465,000 464,990 ▲ 10

負担金 216,000 149,000 ▲ 67,000

活動費（各部会） 573,000 572,916

地域づくり協議会連合会、生涯学習連絡協

補助金（団体） 385,000 385,000 0 吉江福寿会、消防吉江分団、吉江壮年クラブ他

部会長、自治会長・町内会長、流雪溝管理者

研修費 660,000 549,324 ▲ 110,676 役員研修会、生涯学習部会研修

保険料 16,000 13,080 ▲ 2,920 公園遊具保険、ボランティア保険

▲ 84 企画総務部会、健康福祉部会、生涯学習部会

慶弔費 200,000 29,301 ▲ 170,699 酒代、香典

支出計 3,778,534 2,806,216 ▲ 972,318 次年度繰越金　：　￥1,160,373-

予備費 813,534 0 ▲ 813,534

総会構成員　６４名

雑入 249 46,729 46,480 利息、芸能ﾁｬﾘ配分他

参加者負担金 645,000 707,000 62,000 研修会参加費負担金

センター利用協力費 200,000 191,172 ▲ 8,828 センター利用団体協力金、コピー機使用料

各種補助金 537,480 630,737 93,257 南砺市社会福祉協議会、南砺市防犯協会他

1,050,000 1,045,146 ▲ 4,854

吉江地域づくり協議会広報



　地域づくり協議会の円滑な運営や、充実した地域づくり活動につながるよう各部会との連携を図りながら関係

団体との調整を図っていきます。また、地域づくりの計画及び施策を地域住民に対しての周知及び情報発信を行

っていきます。

スマホ教室（体験編） 生涯学習

吉江地区シニア健康ウォーク（春の吉江路） 健康福祉

防犯パトロール出発式・鍵かけ運動啓発活動 安全防災

スマホ教室（初級編①） 生涯学習

親子体験事業　さつま芋苗の定植

交流センター花壇　花苗植え 環境

スマホ教室（初級編②） 吉江交流センター 生涯学習

第1回親子ふれあいハッピータイム 吉江交流センター 子ども子育て

サロン・ケアネット要員勉強会 吉江交流センター 健康福祉

第30回吉江地区三世代交流住民運動会 福光東部小学校グラウンド 生涯学習

スマホ教室（初級編③） 吉江交流センター 生涯学習

吉江地区健康麻将大会（第1回） 吉江交流センター 健康福祉

第３回がんばる吉江いきいき祭り JR福光駅前 企画総務

夏休み子ども教室　プラネタリウム鑑賞 福光東部体育館 生涯学習

生涯学習部会　夏の日帰り研修旅行 高山・郡上八幡方面 生涯学習

吉江ふれあい地域食堂（夏） 吉江交流センター 健康福祉

第2回親子ふれあいハッピータイム 吉江交流センター 子ども子育て

防災避難訓練 吉江地区全域 安全防災

吉江地区敬老会＆ふれあい文化祭 福光中央会館 健康福祉

親子体験事業　さつま芋収穫 北山田地区圃場

吉江地区シニア健康ウォーク（秋の吉江路） 吉江地内 健康福祉

第3回親子ふれあいハッピータイム 吉江交流センター 子ども子育て

鉄道フェスタ（ベルモンタ運行5周年記念） 吉江交流センター 生涯学習

吉江ふれあい地域食堂（秋） 吉江交流センター 健康福祉

第41回吉江地区ビーチボール大会 東部小体育館・東部体育館 生涯学習

防火・消火訓練（救急救命講習会） 吉江交流センター 安全防災

吉江地区健康麻将大会（第２回） 吉江交流センター 健康福祉

第4回親子ふれあいハッピータイム 吉江交流センター 子ども子育て

子育て講演会 吉江交流センター 子ども子育て

防火・防災研修会 富山四季防災館 安全防災

消防団吉江分団初放水 JR福光駅前 安全防災

令和3年度福光地域成人式 福光中央会館 生涯学習

第5回親子ふれあいハッピータイム 吉江交流センター 子ども子育て

事業については延期もしくは中止となっています。また、会議体については記載されていません。

　７月５日（日）に開催を予定していました『第３０回吉江地区三世代交流住民運動会』はコロナウイル
ス感染拡大の影響で参加者の安全を最優先に今年度の開催は中止する事を決定しました。

（５/１５　スポーツ文化推進委員会にて）

6月15日（月）防犯パトロール（吉江地区周辺）　……………………………………………安全防災部会
6月20日（土）吉江地域づくり協議会　第2回理事会（吉江交流センター）……………… 企画総務部会
6月 未定 サロン・ケアネット要員勉強会（吉江交流センター）……………………… 健康福祉部会

1月11日

7月24日・25日

10月24日・25日

生涯学習・子ども子育て

生涯学習・子ども子育て

吉江交流センター

北山田地区圃場

8月2日

8月20日

9月21日

9月26日

吉江地区三世代交流住民運動会中止！！

7 月

9 月

10 月

11 月

令和２年度事業計画（抜粋）

実施月

4 月

5 月

6 月

担 当 部 会

参加者の安全最優先

事　業　名 摘　　要

8 月

※

4月18日

5月23日

5月24日

5月16日

5月15日

7月18日

7月5日

6月20日

7月23日

12 月

1 月

2 月

吉江交流センター

吉江交流センター・JR福光駅前

吉江地内

吉江交流センター

吉江地区 の予定


