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2020年度 おゆみ野ほたる食鋳災会 会計報告書 案  [資料4-2曇

町内会費より防災拠出金受け入れ

科 爾
~金

壼 摘要

防災器具関連費および防災議1綾費 (夏・冬) 142,985 下記曲訳のとおり

支養合計

計上爾 金額 内訳 丁爾 悪野職 摘要

務災関連備轟

合計

防災議1練 (夏 )

哺導l11

2020年 12月 20甕 83,160 非常食 :おかゆ3種セット

鋳災議1繍 (冬 )

110織帯分

2020奪li2.騨 2G爾 59,460 弁当代 大入́93機 、子供22購

2020年 12月 20露 365 飲料代 お茶5本 (消防士用)

合計 142,985

20鵞 1彙鮮3理 31簿

会計 薬糠 轟続
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毅入合計 : 1警■ 予



[資料 理

im糠 輔

虚0ま争奪鑽 翁話難菫纏裁

嘘幸難量鍛対象

≪博 菫020年度 お申み野憲難轟壼察話

≪ま≫292参 年度 姦ゆみ野懸建轟会鑢災会会計

2.監量勢熱行甕

2拳盤理奪 拿簿 2理 鐘 ≪轟≫

3.麗奎嚢難

≪博≫整嚢就溌

(2≫ 謹纏警簸

≪奪》轟金及び通帳籍管理

≪4》 饉量

4.饉量鱚難

鍼上参盆●鵞舎等鑽湊簿鐘参繰て、金酢難菫し難纏果、

通亜であ惨饉題なかつたこと覆趙め積す。

2攀倉輝撃奪露量で濃 《懸≫
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:資料彗整

おゆみ野 慧たる会役彙選任

202●年度執行役桑     202弩 年度執行役彙 ≪案≫

役職 班 氏名

会長 4班 長嶺

轟会長 電競 票 薗

副会長 2班 野澤

書轟 5班 加藤

会計 3班 票林

電班班長 電班 佐々本

2班班長 盆班 度見

穣班班長 3班 逓藤

4班班長 4班 佐藤

5班班長 5班 上加世圏

監事  15班 :小出

役職 班 氏名

症長 3班 構∫|‡

剛会長 4班 盤還 ′

副会長 電班 酒丼

書記 5班 性議

会計 2班 神銀

1班班長 金澤

2班班長 伊藤

3班班長 野上

4班班長 金井

5班班長 Fjヽ∫i:

監事  13班 :粟林
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[資料 7]

おけみ鱚ほ驚膠屹虚02電 年度瀧颯計画 ≪案》

電)おゆみ野地区連臨 織会

2)お0み野ばた機会役量念

3)スポーツ振興盆協力嚢轟鐵

4)鑢縄パ ト翻―ル隊纂簾 。計画策定

6)預金圃鰹名畿変更

3)役彙・ 整帯懇簿 。預金勝座届出

1)おゆみ野地区達協盆長会 (箋弩圏)

2)おりみ野憲たる食役員会

3)おゆみ野地区スポーツ振興念総食

4》 社会福祉協議会おゆみ諄地区郡倉総会

6)縁区踏鐘自治念達縫協議会定鷺鑢会

6)避難所運鸞委員会

7)自主鋳災組織変更轟曲

8)赤十字社寄付

1)千葉南警察署管内防犯協会総会

2)おゆみ野地区連協会長会 (第2圃 )

3)おゆみ野ほたる会役員会

4)町内清掃、鑢災譲練 (繭難)

5)自治会費集金

1)おゆみ野地区達協会長会 (第3圃 )

2)おゆみ野ほたる会役員会

3)予ジオ体撰 (前半≫

4)賣祭り実行委員会 く全体会議)

5)避難所運堂委員会

1)夏祭り舗圏準騰

2)夏祭り

3≫ 菫祭り後片付け

4)おゆみ野地区スポーツ振興会

5)ラジオ体撰 (後華)

6)避難所運営甕彙奎

で)鑢災翻l練 〔避難所議!続・連麓隷1練 )

2)お0み野地区連協会長会 (鶴4爾 )

3)おゆみ諄懸たる食投彙金

4)敬老懇畿余

5)避難所運鸞委員会

電》おゆみ野地区達協会長会 (第5圃 )

2≫ 総0み野ほたる会役轟奎

3)お畿み野市民体竃祭

1)おゆみ野地区連協会長金 (第6爾≫

2)お0み野llyたる食役員会

3)赤移ゝ羽穣募金

4)ソフトボール大会

可)おゆ諄野地区連協会長会 (第7圃 )

2)おゆみ野ほたる会役員余

3)覇内溝撮 e鶴災副|1練 (後鐵≫
44)闘松カード配額

3)議末鑢け倉い募金

1)おゆみ野地区達協会長会 (第8画 )

盆)おゆみ野ほたる会役量余

3)飾災倉庫機卸・溝鶴

4)避難所運堂委員会

1)おゆみ野地区連機会長会 (第9圃 )

2)おゆみ野ほたる会役員会

お≫新機投鼻馨|き継ぎ余

4)会計難量

5)おゆみ諄ほたる余織盆

違協会長食 :鱗戦塾ミュニティセンター

【特記事項・課題。そ働鶴】
書鮪J鶏パ ト趣―ル用1圃 (第二■9理謹≫実施

|||■|||■■‐■●:用■



2G扱 年度 おゆみ野ほたる会 予算案 [資料8彊

塞 20露 1年 4月 1轟 至 202盆年 3月 31購 雛位 :爾

収 入 の 部

科 目 金  額 備 考

町内会費 670,000 679,90感

正会員        2,400円 /世帯。年×世帯
準会員。共同住宅所有者 2,400閑 /世帯 0年 X世帯

(室数 XO。 7の不動産会社ありのため)

補助金

134,160

288,480

千葉市緑区地域振興諜

108,400 千葉市市民自治推濃会  (400爾 /国覧世書/年 )

920 爾本赤十字社、千葉県共同募金

12,100 若葉緑環境事務所、廃棄物適正化委員補助

33,000 千葉市高齢福祉課 :敬老会補助金 (3,O00門 /人 )

雑収入 100,000 100,000 夏祭り売上金、普通預金利息など

繰越金 600,900 600,000 消火器の新規購入、廃棄費用として

合計 雄.658=486

支 銀 参 難

科 目 金  額 備 考

町内行事 280,000 280,000 諄内清掃,夏祭り,ジフトボープレ,ラジオ繁操,市民運動会,敬老
会飽

議会費 186,600 186,609

ζ
の600/世帯数311(@201解ポーツ振興会、社会福祉協議

会、地区連絡協議会)

寄付金 30夕 550 30,550 赤十字 (1万 )、 畿末(3千)赤い刑穣 (50再 X311)

消耗轟費
10,000

20,000
事務用 (事務用晶購入など)

10,OG0 美化篤 (ゴミステーション関連)

運営費 25,000 25,O00 ホームページ運営費、会議費、コピー代、切手代など

防犯関連費用 20,000 20,O00 防犯用晶購入等

防災関連費用
198,000 198,θ 09 鋳災議1練 (夏、冬)永質調査,飲物,お弁奎代など

導〇〇,009 60◎ ,000 消火器鍛新規購入、廃棄等 (1回ん年、2016年度実施 )

電気料金 16拿,000 168,000 慇なが轟割彗度丁75質丁 ¥14000/月 X12浄 月ゝ

活動保険 50,000 50,C100 自治会活動に関する賠償責任。費用損害 :こ係る損害保険

慶弔費 2G,000 20,000 番典、議f礼など

雑費 10,0準 0 16,900 銀行手数料、門松カードなど

役員報難 24,000 24,OOO ¥200/月 X12浄 月ゝ X ll堪

予備費 26,摯 30 26,331

合計 1,658,導 80

2021/4/電

苺盆


