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科　　目

市補助金

事業収入

雑収入

前年度繰越

合　　計

【支出の部】

科　　目

事務局費

事業費

会議費等

予備費

合　　計
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こちらのコーナーに、記事掲載・イベント報告ができる活動情報を随時募集しております！

ご希望の団体がございましたら、コミュニティ事務局までご一報下さい。よろしくお願いいたします♪

【長岡第三小学校区 地域コミュニティ協議会】

★コミュニティ事務局

≪ 電話 ・ FAX ≫ 963-5544≪メールアドレス≫ kayarinaga3＠gmail.com

≪長岡第三小学校区地域交流センター事務員在室予定時間≫毎週火曜・木曜(祝日除く)午前１０時～午後３時まで(１２時～１時除く)

電話・メールでの
お問い合わせ等は
右のQRコードを ➡
読み取って下さい♪

ご 挨 拶

長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会会長

初夏の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、我が国並びに世界各地におきましては、新型コロナウイルス感

染拡大に対応する取組が進められています。その取組の一つとして、

「密閉」「密集」「密接」を避けようと呼びかけられています。また政

府は４月１６日に全国を対象に緊急事態宣言を発令しました。

この発令を受けて京都府の方針が示され、それを受けた長岡京市の方

針では、今後、市で開催等を予定している１０人以上が集まる集会・イ

ベント等については基本、中止・延期で対応することが示され、地域コ

ミュニティ協議会の行事等の対応についても、市の方針を参考に判断す

るように要請されました。

そのため、当協議会におきましては、市の方針に基づき総会を中止し、

理事会並びに役員会の承認によりまして、総会で議決されたものとさせ

ていただきました。ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

終わりになりますが、新型コロナウイルスの感染拡大が一日も早く終

息し、皆様方の健やかな日々の暮らしが早く取り戻せることを切に願っ

ております。

令和２年度総会中止に伴う、議案内容承認事項のご報告

彦林自治会自主防災会についての

記事は８月１日発行４１号にて

掲載致します。

役　職 氏　名 所　属　団　体

会長 橋本　政道 地域推薦

副会長 山本　博一 今里自治会　会長

副会長 大槻　賢夫 陶器町自治会・青少年健全育成推進協議会　会長

副会長 小林　正明 今里自治会

副会長 真継　壽男 田内自治会

副会長 小林　茂 長岡京市少年補導委員会

理事 梅津　久子 民生児童委員会　会長

理事 山本　博一 長三小学校区すくすく教室　代表

理事 尾瀬　さち子 長岡第三小学校　校長

理事 大平　哲夫 長岡第二中学校　校長

理事 内藤　　泉 長岡第三小学校ＰＴＡ　副会長

幹事 塩谷　美紀 あかね自治会　会長

幹事 金澤　純一 陶器町自治会　会長

幹事 吉岡　功二 田内自治会　会長

幹事 永田　幸夫 畑ヶ田自治会　会長　　

幹事 真殿　尊子 彦林自治会　会長代理

令和２年度長岡第三小学校区地域コミュニティ協議会　役員名簿
幹事 石川　一輝 舞塚自治会　会長

幹事 長谷　忍 薬師堂自治会　会長

幹事 勝田　歳一 田内自治会、学校評議員

幹事 小山　博之 長岡第三小学校区学校開放運営協議会

幹事 平井　俊次 さんSUNスポレククラブ　会長

幹事 正木　信博 第三小校区防犯委員会　代表

幹事 山本　洋子 乙訓地区保護司会

幹事 小山　博之 今里農家組合　組合長

幹事 内藤　順子 長岡第二中学校ＰＴＡ　副会長

会計 網谷　億子 あかね自治会

監査 奥田　賢 長岡第三小学校　教頭

監査 小山　慎也 長岡第二中学校　教頭

事務局長 川浪　仁志 今里自治会

事務局員 稲井　広美 陶器町自治会

事務局員 平野　奈穂子 今里自治会

事務局員 長岡　隆信 陶器町自治会

事務局員 田中　一夫 彦林自治会　

地域コーディネーター 山田　種文 今里自治会　

令和元年度事業実施報告

平成３１年 ４月 １日 コミュニティニュース第３３号発行

平成３１年 ４月 ２４日 第１回理事会　事業報告、決算報告、役員(案)事業計画(案)予算(案)について等

令和１年 ５月 ９日 第１回役員会　事業報告、決算報告、役員(案)事業計画(案)予算(案)について等

令和１年 ５月 ３１日 第１回長三まつり実行委員会

令和１年 ６月 １日 コミュニティニュース第３４号発行

令和１年 ６月 ６日 令和元年度総会

令和１年 ６月 １３日 第２回理事会　総会総括、総合防災訓練、長三まつり(案)について等

令和１年 ６月 ２７日 第３回理事会　長三まつり(案)について等

令和１年 ６月 ２８日 第２回長三まつり実行委員会

令和１年 ７月 ４日 第２回役員会　総合防災訓練、長三まつり(案)について等

令和１年 ７月 １２日 長三まつり準備

令和１年 ７月 １３日 長三まつり

令和１年 ７月 １８日 第４回理事会　長三まつり振り返りについて　　校区内防犯パトロール

令和１年 ８月 １日 コミュニティニュース第３５号発行

令和１年 ８月 ２２日 第５回理事会　総合防災訓練、長三まつりの総括について等

令和１年 ８月 ２９日 第３回役員会　総合防災訓練、長三まつりの総括について等

令和１年 ８月 ３１日 長三小校区内清掃(雨天の為中止)

令和１年 ９月 １２日 第６回理事会　総合防災訓練、校区内清掃振り返りについて等

令和１年 ９月 ２６日 第４回役員会　総合防災訓練、校区内清掃振り返りについて等

令和１年 １０月 １日 コミュニティニュース第３６号発行

令和１年 １０月 ２日 第７回理事会　総合防災訓練、長三ひろば(案)について等

令和１年 １０月 １０日 第５回役員会　総合防災訓練、長三ひろば(案)について等

令和１年 １０月 ２６日 総合防災訓練準備及び長二中周辺清掃

令和１年 １０月 ２７日 総合防災訓練

令和１年 １０月 ３１日 第８回理事会　防災訓練振り返りについて　ながさんひろば(案)について

令和１年 １１月 ７日 第６回役員会　防災訓練振り返りについて　ながさんひろば(案)について

令和１年 １１月 １４日 第１回ながさんひろば実行委員会

令和１年 １２月 １日 コミュニティニュース第３７号発行

令和１年 １２月 ５日 第９回理事会　ながさんひろば(案)について

令和１年 １２月 １９日 第７回役員会　ながさんひろば(案)について　　校区内パトロール

令和２年 １月 ９日 第２回ながさんひろば実行委員会

令和２年 １月 １６日 第１０回理事会　ながさんひろば(案)及び令和２年度事務局体制について

令和２年 １月 ３０日 第８回役員会　長岡第三小学校整備に関するワークショップの実施について(案)

ながさんひろば(案)及び令和２年度事務局体制について

令和２年 ２月 １日 コミュニティニュース第３８号発行

令和２年 ２月 ６日 第３回ながさんひろば実行委員会

令和２年 ２月 １４日 ながさんひろば準備

令和２年 ２月 １５日 ながさんひろば

令和２年 ２月 ２０日 第１１回理事会　ながさんひろば振り返り及び事務局体制について

令和２年 ３月 １日 長三小体育館清掃(中止　コロナウイルスの影響)

令和２年 ３月 ５日 第９回役員会(中止　コロナウイルスの影響)　ながさんひろば振り返りについて

令和元年度事業総括　令和２年度組織体制について　等

令和２年 ３月 １３日 三役会　令和元年度事業報告及び令和２年度事業計画(案)について

令和２年度役員・理事・事務局について

年　月　日
令和２年度　事業実施計画書

月 日 曜日 内　　　　容
　４月 　１日 (水) 　コミュニティニュース第３９号発行

２２日 (水) 　第１回　理事会（コロナの影響で中止）
　５月 １４日 (木) 　第１回　役員会（新役員）
　６月 　１日 (月) 　コミュニティニュース第４０号発行

　４日 (木) 　総会（中止）
２５日 (木) 　第２回　理事会

　７月 　２日 (木) 　第２回　役員会
１１日 (土) 　長三まつり（コロナの影響で中止）
１６日 (木) 　校区内パトロール

　８月 　１日 (土) 　コミュニティニュース第４１号発行
２７日 (木) 　第３回　役員会

　９月 　５日 (土) 　長三小校区内清掃（１０：３０～１１：３０）
２４日 (木) 　第３回　理事会

１０月 　１日 (木) 　コミュニティニュース第４２号発行
　８日 (木) 　第４回　役員会
２４日 (土) 　長二中周辺清掃　　　防災訓練準備
２５日 (日) 　防災訓練

１１月 　５日 (木) 　第５回　役員会
１２日 (木) 　第１回ながさんひろば実行委員会

１２月 　１日 (火) 　コミュニティニュース第４３号発行
１７日 (木) 　第６回役員会　校区内パトロール

　１月 １４日 (木) 　第２回ながさんひろば実行委員会
２８日 (木) 　第７回　役員会

　２月 　１日 (月) 　コミュニティニュース第４４号発行
　４日 (木) 　第３回ながさんひろば実行委員会
１２日 (金) 　ながさんひろば準備
１３日 (土) 　ながさんひろば
２８日 (日) 　長三小体育館清掃

　３月 　４日 (木) 　第８回　役員会
１１日 (木) 　三役会

令和元年度　収支決算報告書

【収入の部】

予算額 決算額 差額

自治振興団体補助金　500000

667000 667000 0 青推協補助金　117000

避難所運営訓練実施事業補助金　50000

170000 183600 13600 ながさんひろば食券売上

40000 45003 5003 教育委員会祝い金5000　ニュース広告40000　利息3

179243 179243 0

1056243 1074846 18603

【支出の部】

予算額 決算額 差額

346000 285812 60188

120000 120000 0 事務局員費

30000 44492 　△14492 消耗品費

10000 0 10000 印刷製本費

10000 0 10000 通信運搬費

176000 121320 54680 備品購入費

695000 643717 51283

110000 87773 22227 単独事業(避難所運営訓練)

270000 268945 1055 コミュニティニュース発行費

5000 1371 3629 防犯パトロール

60000 35061 24939 校内清掃

50000 50000 0 長三まつり

200000 200567 △567 ながさんひろば

5000 0 5000

10243 0 10243

1056243 929529 126714

145317 令和２年度へ繰越

予備費

合　　計

次年度へ繰越

科　　目 説　　明

事務局費

事業費

会議費

事業収入

雑収入

前年度繰越金

合　　計

説　　明科　　目

市補助金

令和２年度　収支予算

【収入の部】

科　　目 ２年度予算額 元年度決算額 差額 説　　明

自治振興団体補助金　500000

市補助金 1567000 667000 900000 事務局強化費　900000

青推協補助金　117000

避難所運営訓練実施事業補助金　50000

170000 183600 △13600 ながさんひろば

40000 45003 △5003 利息、広告費、寄付等

145317 179243 △33926

1922317 1074846 847471

【支出の部】

２年度予算額 元年度決算額 差額

1180000 285812 894188

910000 120000 790000 事務局員費

30000 44492 　△14492 消耗品費

10000 0 10000 印刷製本費

10000 0 10000 通信運搬費

220000 121320 98680 備品購入費(印刷機リース等)

725000 643717 81283

100000 87773 12227 単独事業(防災訓練)

330000 268945 61055 コミュニティーニュース発行費

5000 1371 3629 防犯パトロール

40000 35061 4939 校内清掃

50000 50000 0 長三まつり

200000 200567 △567 ながさんひろば

5000 0 5000

12317 0 12317

1922317 929529 992788合　　計

事業収入

雑収入

前年度繰越金

合　　計

科　　目 説　　明

事務局費

事業費

会議費

予備費


