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第１号議案 ２０２１年度事業報告（報告） 

１．中山台コミュニティ 

１）定期評議委員総会  

2021 年 5 月 22 日に予定しましたが、2019 年 12 月に発生が確認された新型コロナウイルス

の感染状況を考慮し 2021年度は書面総会とせざるをえなくなりました。 

総会では、承認事項は全て承認されました。 

議題 １．2020年度事業報告・収支決算及び監査報告 

２．2021年度役員・委員の選任（承認） 

３．2021年度年度常任評議委員・運営委員の選任（承認） 

４．2021年度事業計画及び予算報告 

２）まちづくり事業 

新型コロナウイルスはその後も感染が全国で拡大し コミュニティの活動も大きな影響を受

け、計画していた多くの事業は中止となりコミュニティの活動は停滞しました。 

（１）まちづくり計画の実行 

・新型コロナの影響で 73項目の計画について具体的な取組みは殆ど進みませんでした。 

・まちづくり計画の防災体制について宝塚市防災会議に承認を受けた「中山台地区防災計画

改定版」をさらに見直すために引き続き討議を重ね、2021年 11月に第 2次改訂版を市役

所総合防災課に提出しました。論議すべき事が多くあり、結果的に前年度からの改定箇所

は字句の変更、論理的矛盾点の訂正などごくわずかにとどまりました。本格的な改定は今

後の課題となりました。 

【成果と課題】 

 中山台コミュニティ地区防災計画の見直しも、未だ議論出来ていない項目が残っています。

今後も、継続して見直しの実施をしていくことになります。 

（２）中山台地区教育環境適正化検討委員会 

・中山台コミュニティとして参加している教育環境適正化検討委員会は、今年度も小学校の 

統合問題について統合準備会で準備を進めました。当初より 1年遅れた 2022年度 3月末 

を目標に、中山桜台小学校、中山五月台小学校を廃校として新たに 2022年 4月に中山台 

小学校を開校することで具体的な内容を論議しました。準備はほぼ順調に進められ、予定 

通り 2022年 4月に「中山台小学校」として開校することができました。 

【成果と課題】 

順調に新小学校が開校できたことは、教育環境適正化委員会や統合準備会で「子どもの利益

を第一に考えよう」とみんなで気持ちを合わせて市と一緒に準備を進めた「協働の取組み」

の成果だと言えます。 

今後、この取組みのまとめや統合後の子どもたちのフォローが必要です。 

（３）長寿祭り 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大を受け長寿祭りは中止しました。 

【成果と課題】 

来年度は新型コロナなどの社会状況を見極め、コロナと共存する工夫した取組みが必要です。 

（４）広域災害復興支援事業 

・今年度も新型コロナウイルス感染拡大の影響で、活動ができませんでした。 
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・今後は福祉活動部がこの事業を引き継ぎます。 

２．コミセン管理委員会 

（１）中山台コミュニティセンター指定管理事業と図書館中山台分室窓口業務等委託事業は、 

コミセン管理委員会で統括しています。 

（２）兵庫県の最低賃金(時給)が 28 円引上げられたことにより、コミュニティセンタースタッ 

フ並びに図書館中山台分室スタッフの時給を改定しました。 

（３）令和 3 年 8 月の長雨や豪雨により、8 月 17 日 13 時 30 分宝塚市にも土砂災害警戒情報 

が発令されたことを受け、ご利用者の安全確保のために急遽臨時休館の措置をとりまし 

た。これは 2019年 4月 1日付で制定した「施設管理運営に係る危機対応について」の 

「危機事案 6 土砂災害警戒情報の発令」に基づく措置です。 

（４）中山台コミュニティセンター指定管理事業 

① 宝塚市との指定管理に係る協定書に基づき、管理運営を実施しました。 

  ②当該年度も前年度に引続き、新型コロナウイルスによる感染症の対策に追われた年度で 

ありました。  

❶ 緊急事態宣言や、まん延防止等重点措置により、宝塚市から臨時休館(4月 25日から 5 

月 11日迄)や時短、また利用制限の要請を受けて、繰り返しその対応と、ご利用者への告 

知を行いました。 

❷ その間、部屋のご利用のキャンセルやご利用者自らのご利用自粛により、中山台コミ 

ュニティセンターのご利用が減少し、寂しい状況となりました。 

❸ 9月末で制限解除となり、また感染状況も落ち着きを見せたことにより、10月からご 

利用者も徐々に増加し、従来の賑わいを取り戻していきました。 

❹ 12月に変異株であるオミクロン株による市中感染が確認され、1月から感染者が急増 

し、ご利用者自らの自粛により、部屋の予約キャンセルが相次ぎました。 

❺ 令和 4年 1月 27日から 2月 20日迄を期間として兵庫県にも、まん延防止等重点措置 

が適用されましたが、今回は自粛や時短の要請はなされませんでした。 

また、まん延防止等重点措置が、3月 21日迄延長されました。 

③指定管理に係る基本協定書に基づき、令和 3年 4月 1日付で「宝塚市立中山台コミュニ 

ティセンター備品に係る取扱規程」を制定しました。 

     また、同取扱規程に基づき、備品台帳と備品の突合を行いました。 

 ④令和 3年度施設管理運営事業評価の総合評価は引続き「A」でした。 

⑤前年度末から実施されていた宝塚市の監査委員による定例監査の「監査結果報告書」を令 

和 3年 4月 21日に受領しましたが、中山台コミュニティセンターに対しての指摘事項は 

ありませんでした。 

⑥宝塚市によるモニタリングが令和 4年 2月 9日に実施されましたが、支障なく終了しま 

した。 

⑦9月 13日から約 1ケ月間、アンケート調査を実施しました。 

  ご意見に回答を記して、集計結果を 11月に 1階ロビーにて開示させていただきました。 

   なお、いただきました貴重なご意見につきましては、今後のコミュニティセンター運営 

管理に活かしていきます。 

⑧今年度宝塚市において実施された修理修繕の主なものは下記の通りです。    

  ❶コミュニティセンター玄関前コーキング修理 
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  ❷照明設置個所故障により修理。LEDに変更(複数回、複数箇所) 

  ❸3階多目的ホールの天井、3階学習スペースの角壁の修理。 

  ❹3階トイレ横の手摺修理 

  ❺2階女子トイレ換気扇修繕工事 

  ❻1階トイレ排水管の詰り修理 

  ❼2階女子トイレタイル盛り上り修理 

❽2階屋内階段前非常灯バッテリー交換 

 ❾窓の故障個所(6ケ所)修理 

 ❿1階の配水管経年劣化箇所の修繕工事 

 ⓫屋上防水修繕工事 

⑨土砂災害特別警戒区域(急傾斜地)の測量作業及び地質調査が令和 3年 7月から 12月まで 

の間に実施されました。 

 

【成果と課題】 

新型コロナウイルス感染症の対策として、臨時休館や時短、一部ご利用の自粛をお願いし、 

大変ご不便をおかけしました。 

引続き基本的な感染予防対策を守りつつ、より使い易いコミュニティセンターとなるように、 

努力を重ねてまいります。 

（５）市立図書館中山台分室窓口業務等委託事業 

①宝塚市との業務委託契約により、図書館中山台分室を運営しました。 

   ②新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、中山台コミュニティセンターが令和 3 年 4 月

25日から 5月 11日迄、臨時休館となった事を受け、図書館業務としては、コミュニティ

センター玄関前に貸出本の返却ボックスを設置して、返却本の回収・整理や本の回送業務

を行いました。 

   ③恒例となっていた「おはなし会」は感染防止対策の観点から引続きお休みとしましたが、

夏休み課題本コーナー等、各種のコーナーは実施し、ご利用者に喜んでいただきました。 

   ④図書館中山台分室スタッフ 1名が依願退職し欠員が発生しましたので公募を行い、令和 3

年 11月 1日付で 1名採用しました。 

   中央図書館での研修と中山台分室での実習を経て、現在は中山台分室スタッフとして業

務に従事しています。 

   ⑤図書室の照明が故障したため基盤の取り換え修理を行いました。 

(費用は市立中央図書館負担) 

【成果と課題】  

新型コロナウイルス感染症対策としての休室などにより、ご不便をおかけしました。 

図書館中山台分室スタッフ 5名の体制も整いましたので、更にご利用者の満足度向上に努め 

ます。 

３．常任評議会   

（１）新型コロナウイルス感染症が収束しないままの２年目ではありましたが、８月を除く毎

月第２日曜日を基本に、コミュニティ会長、センター長、運営委員長からの報告を受け、

中山台コミュニティ全般の出来事、課題などの把握に努め、各種の議案を審議しました。

中山台コミュニティエリアの各自治会の報告を受け、地域全般の状況把握、課題解決に

も努めました。 
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（２）中山台コミュニティまちづくり計画の進捗状況を把握、計画完了、継続、未着手などに

分類、問題点を抽出、引き続き取り組んでいく課題を確認しました。 

（３）宝塚市防災会議において「中山台コミュニティ地区防災計画第二次改定案」が承認され、

防災は各自治会や管理組合などが中心になり取組む体制になりました。この結果、地域

の防災対策は、まちづくり計画と整合性がとれる内容になりました。 

（４）新型コロナ感染の第６波が襲う中、各地域の感染状況把握、諸対策に関する情報交換を

密にしました。 

（５）運営委員会から提案された 2021 度事業報告案・決算・監査報告、2022 年度事業計画案・

予算案・役員等候補者を審議して了承し、総会へ提案しました。 

【成果と課題】 

 ・新型コロナウイルス感染が収まらず、中山台各地域のお祭り、バスツアーなど多くの催し

が中止になりました。各種の会議も休会になり、開催しても短時間に止まり、諸活動が停

滞する中、「まちづくり計画」「地区防災計画」などは論議を続け、一定の進展がありまし

た。各地域の新型コロナ感染状況把握、感染下での自治会を中心にした取り組みに関する

情報交換も可能な限り行ってきましたが、防災計画の論議においては“平常時の取組み”

などの審議が間に合わず、次年度への継続審議になりました。 

   今後もこれらまちづくり計画、地区防災計画などの諸課題、中山台地区の老朽化したイン

フラ、人口減、少子高齢化対策などに引き続き取り組んでいく必要があるとともに、生活

環境が一変するといわれるポストコロナ時代への対応が大きな課題になると思われます。 

４．運営委員会 

（１）毎月第二土曜日に会議を開催し、報告や検討必要事項などを話し合いました。 

   新型コロナの影響もあり会議場を多目的ホールとして、対面での会議をしてきました。 

（２）2021年度事業報告・決算・監査報告、2022年度事業系計画案・予算案・役員等候補者を

策定し常任評議会へ提案しました。 

【成果と課題】 

2022年度は新型コロナなどの社会状況を見極め、工夫した取組みが必要です。 

５．各部の活動 

１）総務活動部 

（１）常任評議会や運営委員会の会議の用意とまとめ、開催案内のメール発信等、事務的な準

備などを実施しました。議事録はファイルにまとめコミュニティセンターロビーの棚で

住民に公開しています。 

（２）今年度も新型コロナウィルス感染拡大予防のため、会場設定や消毒作業に留意しました。 

【成果と課題】 

・当分はこの状況での会議開催を念頭に、スムーズに会議が進むような準備が必要です。 

２）広報活動部 

（１）広報誌の発行 

・発行：年間 7回（毎号 5,000部）。2021年 5月（138号）/06月（139号 総会号）/ 

7月（140号）/9月（141号）/11月（142号）2022年 1月（143号）/3月（144号） 

・内容：コミュニティにかかわる情報と各活動部からのお知らせと報告を掲載しました。 
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・配布：各自治会の広報担当者に必要部数の配布を依頼しました。 

・保管等：各号を中山台コミュニティセンターのコミュニティ室にて保管しています。 

（２）コロナ禍の影響 

・新型コロナウイルスの影響で各活動部の事業やイベントが中止・延期となり、広報誌の紙

面づくりに腐心しました。 

・日常生活や、コミュニティセンターの利用に際してのコロナ感染防止の情報を広報誌に積

極的に取り上げました。 

（３））広報誌のタイトルバック改定 

  新年度入りを期して 140号より、タイトルバックとして中山台コミュニティの象徴であり 

  活動拠点であるコミュニティセンターの全景写真をレイアウトしました。 

   

【成果と課題】 

・広報誌を通して新型コロナ感染防止のための情報を発信しました。これからもコロナ禍に 

関する情報を積極的に伝えます。 

・各号の編集済みのデータを広報活動部専用 USBメモリに保管しています。 

３）福祉活動部 

（１）住みなれた地域でいつまでも安心して暮らせるまちづくりを目指し、地域の住民の皆様

が認知症や障碍のある方を正しく理解し見守って頂けるように、またいつまでも健康で

いられるようになどについての映画会を実施しました。 
① 2月 24日：地域交流映画会「人生をしまう時間（とき）」 

  医師から見た在宅看取りの記録     参加 ５６名 

（２）「中山台コミュニティ見守り会議」を企画し参加しました。 

     7月 22日、10月 21日、1月 19日 

（３）福祉施設「中山ちどり」にて行われていた 

① 地域高齢者の交流と憩いの場としての「夕食をたのしむ会」    

  ② 施設入居者対象の「屋上喫茶」 

③ 施設の行事「敬老祝賀会」、「秋祭り」 

はコロナ禍のため今期はすべて中止となりました。 

（４）各事業については、以下の通り実施することができました。 

  ① 報告会： 年１回、今期はコロナ禍のため書面での報告会となりました。 

    幹事会： 毎月第 2月曜日、年間 10回（各グループ代表、社協、地域包括、中山ちど

り、アクティブライフ中山倶楽部）今期はコロナ禍のため回数を減らして

の開催となりました。 

② 各グループの活動 

グループ名 活動回数 利用者 ボランティア 内容 

なごみ会 1 38 9 
高齢者、障がいのある方への昼食サービス 

（奇数月 1 回、火曜・水曜） 

ランチ愛 1 38 16 
高齢者、障がいのある方への昼食サービス 

（偶数月 1 回、火曜・水曜） 

生活支援ゆめんぽ 610 610 630 

家事援助（掃除、洗濯、食事の準備）草引き、水

やり、子どもの見守り、パソコン操作など             

（随時）                  

遊楽会 39 310 80 
高齢者が気軽に立ち寄り、会話や囲碁を楽しむ。

引きこもり老人の予防      （毎週金曜） 



６ 

 

ふれあいサロン桜 0 0 0 

高齢者が誰でも参加でき、共に食事をする楽しさ

を感じていただき、自由に過ごす居場所               

（毎週火・金曜） 

ふれあいの会中山 0 0 0 

地域の高齢者が楽しく健康でいられるためのミ

ニデイサービス。種々な講座への参加など。            

（毎週金曜） 

民生児童委員会 5 100 100 
民生児童委員と関係機関による情報交換や 

研修。イベント参加への連絡調整。 

くらしのパート

ナー中山台 
11 200 80 

地域の身近な困りごと相談、福祉関連イベント企

画。 

  ③ 年間事業       

➊例年、長寿まつりで会食会のお吸い物作り、お弁当手配、会場担当など行って    

    いますが、今期はコロナ禍のため長寿まつりは中止となりました。 

     ❷例年、アートフェスタでは２日間にわたり食堂を、喫茶を担当しますが今期は 

 コロナ禍のため中止となりました。 

     ❸宝塚市社会福祉協議会主催「サロン連絡会」に年 5回、「宝塚市福祉大会」等に 

   出席しました 

【成果と課題】 

  成果 

   ・コロナ禍にもかかわらず福祉活動部および各グループは工夫して活動を維持しました。 

課題 

・福祉活動部の各グループへの新規ボランティア参加が課題です。来年度は引き続きこの

問題に取り組んで行きます。 

・コロナ禍のため地域の福祉施設（中山ちどり、アクティブライフ中山倶楽部）との連携

がうまく出来ませんでした。次期の課題とします。 

４）子ども活動部 

（１）コロナ禍の中、子ども活動部は６のグループがそれぞれ独自に又連携しながら活動を進め

ました。 

（２）小さな子ども達もマスク着用・アルコール消毒・検温などの感染対策を徹底し、遊んだり、

勉強したり、仲間づくりをする場を広げました。 

（３）子育ての不安や負担が少しでも軽くなるよう、親子で集いくつろげる場をつくりました。 

（４）６グループそれぞれが感染対策をとりながら、創作活動、お話し会、クリスマス会、お楽

しみ会、ひなまつりなどの行事を取り入れながら、子どもたちや親子のふれあいを楽しみ

ました。 

（５）コミュニティの広報誌にイベントの情報など掲載しました。 

（６）定例会を、毎月第一水曜日 17:00～19：00、６グループの活動者が集まり、地域の子ども 

の育みについて協議し、情報を共有しました。     11回 延 57人参加 

 

グループ 活動時間 活 動 内 容 

ペンギンくらぶ  毎火曜午前 

地域の未就学児とその親、ボランティアのスタッフに

よる、交流、遊び、育児相談、情報交換の場。 

活動回数：40回    参加延：253名 
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中山台 

のびっこクラブ 
毎木曜午前 

子ども達がのびのびと自由に遊べ、親同士の交流を深

め情報交換をしながら楽しく過ごします。 

活動回数：33回   参加延：446名 

子どもプラザ 毎木曜午後 

子どもたちが集い、楽しく学んだり遊んだりできる放

課後の居場所。 

活動回数：25回    参加延：600名 

ハート＆ハート 毎土曜午後 

子どもたちが生き生きと遊び、心も体もたくましく育

まれる環境づくりを目指します。 

活動回数：28回   参加延：350名   

おーい遊ぼーよ 
8月 28・29日 

1月 16日 

五月台幼稚園卒園アルバム閲覧会、凧作り・凧あげ 

活動回数：３ 回     参加延：96名 

青少年育成 

   市民会議 

地域、学校、保護者が連携し青少年の健全育成に努めます。 

幹事会・スクラム会議   活動回数：2回  参加延：32 名 

青色パトロール      活動回数:48回  参加延：100名 

【成果と課題】 

・本年度も、新型コロナウィルス感染症の影響で、計画した活動がほとんどできませんでし 

た。新年度もコロナ以前のような活動はできないと考えますが、新小学校開校後の子供た

ちの心の変化を察知できるような活動を実施し、子ども達の元気な姿や交流が見られるよ

うサポートしていきたい。 

・校区の一体化に伴い、場所・時間の変更・活動内容などを考え、参加しやすいように努め 

ていきたい。 

５）緑化環境対策活動部 

（１） 2021年度の緑化環境対策活動部と各自治会の取り組みは、作業回数 50回、参加人 926 

名、費用総額は 1,273,584円でした。         

（２）部会を合計 4回開催し、報告や調整などを実施しました。 

（３）私達の活動が住民と行政の｢協働の取り組み｣である意義を充分理解するため、「行政と共

に」と銘打った活動を 25 年間実施してきましたが、今年度も新型コロナの影響を受け

中止しました。 

（４）中山五月台幼稚園付近や中山五月台小学校通学路周辺のアジサイの剪定を実施しました。 

（５）緑化環境対策活動の象徴として「ヒペリカムの丘」｢香りの園｣「コミュ二ティの森」の

3箇所のシンボルゾーンを緑化環境対策部と自治会及び行政が分担して整備しました。 

（６）ニュータウン内の道路沿いや法面の草刈り作業は、主に行政が担当し緑化環境対策部や

自治会も分担して実施しました。 

（７）各自治会は、例年通りそれぞれの地域で緑化環境対策活動部と協力しながら活動を実施

しました。 

（８）今年度も山手台 4丁目バス停近辺の草刈り作業は、新型コロナウイルス感染症の影響が

あり、緑化部の有志で実施しました。 

  

【成果と課題】 

今年度計画していた事業は、住民の作業を除き、ほぼ予定どおり実施でき成果がありました。 

６）地域文化活動部 

（１）コミュニティへの文化的行事の提供や、行事を通じて交流場所を提供し、若い音楽家へ

の後援を目的に活動しました。 
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（２）年間を通じて以下の行事を計画しましたが、一部が新型コロナウィルス禍の為、中止の

止む無きに至りました。（場所はコミュニティセンター） 

① ６月２７日（日）文化講演会とジャズコンサート    参加 約７０名          

② 第九を歌う会 夏にうたう              中止       

③アートフェスタ（作品展 食堂 喫茶 一日教室棟）   中止 

④ １２月２５日（土）「第九を歌う会」クリスマスコンサート（ベガホール） 

                                参加 約１７０名 

⑤ ２月２０日（日）早春コンサート           参加 約１００名  

【成果と課題】 

・諸般の事情で一部が中止の止む無きに至り、残念な結果となりました。来年度こそコミュ

ニティの他の部会と密接に協力し、文化的行事の提供、および行事を通じて交流の場を提

供し、若い音楽家への支援を目指します 

・今後の課題 

 地域の高齢化と活動部スタッフの後継者難。 

７）健康推進活動部 

（１）地域の健康づくり講座開催について 

①例年４回実施している健康づくり講座については、宝塚市健康センター、兵庫県健康財

団、福祉事業所・介護事業所と講座内容を打合せの上、講師の方による座学と実技を約

２時間実施してきました。昨年度も実施ができず、今年度も講師の派遣が難しい中、福

祉活動部と共催で３月２３日講座開設可否について、検討しましたが、感染拡大の中で

の講座開設は非常にリスクが大きいと判断し開催中止と致しました。 

②定例活動として太極拳講座（毎週火曜日）      

転倒防止とリラックス効果大 

 

【成果と課題】 

・健康づくり講座については、今年度も開催はありません。これで２年間一度も講座開設が

出来ませんでした。しかしながら、２年前に実施した①こつこつ骨づくり教室、②住む（老

人施設）を考えると転倒防止体操、③リンパマッサージを体験しようでは多くの方々に参

加をしていただき、地域の皆さんの健康に関する意識が非常に高いと感じていますので、

終息の際には、各関係先と打合せの上、健康づくり講座開催を実施したいと考えています。 

・定例活動の太極拳講座は４月に１回実施、５月全休、６月８日から再開し、マスク着用の

上、３蜜対策を万全に取り組んでいます。実施回数は３５回、参加人数は２５名前後とな

り、昨年に比べて減少しました。 

８）生涯学習活動部 

（１）今年度の事業は以下の通りです。 

１）活動部の運営、会議のまとめ 

・定例会打ち合わせを毎月 1回実施。 

・中山台コミュニティ運営委員会へ出席。毎月 1回   

  ２）実 績 

・本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、計画された２５講座のすべての 

開講を自粛しました。特に受講生に高齢者が多数のため総合的に判断しました。 
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【成果と課題】 

受講者に魅力ある講座を開設する。 

９）災害対策活動部 

（１）新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け今年度も大規模避難訓練は実施することが 

できなかった。 

（２）感染防止対策の下での避難所開設運営の勉強会を開催した。 

（３）定例会は毎月第 2 火曜日に参集での開催としていたが、感染拡大の影響からＺＯＯＭ

を使用したリモート開催と併用した。 

（４）宝塚市の出前講座「マイ避難カードの作成」を、ZOOM で受講した。 

【成果と課題】 

コロナ禍の中で大規模避難訓練は実施できませんでしたが、感染防止対策を施した避難所

運営などの勉強会を開催しました。また、定例会は参集しにくい時期もありリモート開催

を実施しました。 

１０）スポーツ活動部 

（１）スポーツクラブ 21中山五月台とスポーツクラブ 21中山桜台が連携を取りながら地域ス

ポーツクラブの設立理念「だれもが、いつでも、身近なところで、様々な種目のスポー

ツができること」を目指し、「地域住民の自発的・主体的運営によるスポーツクラブ」と

しての活動を実施しました。 

（２）2021年度活動                      

 活 動 種 目 年間活動数 参加人数 

活動の主催 五月台 桜台 五月台 桜台 

やさしいヨーガ教室 ― 33 回 ― 356 名 

子どもサッカー教室 ― 11 回  440 名 

わくわくニュースポーツ①② 3回 ― 39 名 ― 

食育講座 0回 ― 0名 ― 

健康アップ ―  38回 ―   496 名 

グラウンドゴルフ ― 中止 ― ― 

わくわくニュースポーツ ― 9回 ― 190 名 

グラウンドゴルフ大会 ― 中止 ― ― 

合  計 3回 91 回 39 名 1,482名 

第 17回定期総会 1回 1回 書面総会 書面総会 

第１８回臨時定期総会 1回 ― 10 名 ― 

臨時総会 ― 1回 ― 書面総会 

第１８回解散総会 ― 1回 ― 書面総会 

SC21企画会議 2回 ― 10 名 ― 

SC21運営委員会 1回 3回 10 名 21 名 

合  計 5回 6回 30 名 21 名 
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（３）その他、市主催の行事は新型コロナウィルスの影響によりすべて中止になりました。 

また、まん延防止等重点措置により学校体育施設が使用禁止になり、活動場所を学校と

する種目は予定の半分も活動ができませんでした。 

【成果と課題】 

 成果 

・スタッフ及び家族、小学生が多数参加して大変な盛り上がりました。（SC21中山五月台） 

 親子での参加が多く、コロナのストレス発散に楽しんでもらえました。（SC21中山桜台） 

・学校施設を使用しない種目は高齢者が多く参加することにより、感染対策をとりながら 

フレイル防止を目的に活動を続け、健康・体力維持に努めました。 

 課題 

 ・シニア世代対象の「グラウンドゴルフ」は小学校グラウンドを使用するため、今年度は 

  活動ができませんでした。 

 ・高齢者の多い中で、いかに感染対策を取りながらフレイル予防の活動を続けることがで 

きるかが課題です。 

 ・SC21中山桜台が 3月末で解散することにより、スポーツ活動部には所属部員がいなくなり 

ます。 
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第２号議案 ２０２１年度決算報告及び監査報告（報告） 
≪一般会計≫ 

自 ２０２１年４月 １日 

至 ２０２２年３月３１日 

(単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

前年度繰越金 1,550,423 1,550,423 現預金残高 1,505,928、未収入金 44,495 

市補助金 678,000 678,000 まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 1・2・3 号事業（コ

ミュニティ運営）分 

市補助金   まちづくり補助金要領第 5 条 1 項 4 号事業（まちづく

り計画の実行）分 

社会福祉協議会助成金 259,000 282,000 助成金は福祉目的のため福祉活動部へ 

自治会分担金 390,000 379,800 コミュニティ活動費として自治会より会員一所帯当り

100 円×3,798 戸 

その他の収入 40,000      13 利息 

収入の部合計 2,917,423 2,890,236  

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

総務活動部会費 80,000 19,676 コピー、印刷費等総務事務経費 

広報活動部会費 230,000 169,915 広報誌等広報活動編集発行費 

地域文化活動部会費 246,000 198,131 ア－トフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として 

福祉活動部会費 349,500 377,650 社協助成分 282,000 円含む。福祉活動費の一部として 

緑化環境対策活動部会費 21,000 21,000 緑化事業活動費の一部として 

生涯学習活動部会費 77,500 0 講座開催等、事業活動費の一部として 

健康推進活動部会費 21,000 0 健康づくり等、事業活動費の一部として 

子ども活動部会費 21,000 21,000 子ども事業活動費の一部として 

災害対策活動部会費 21,000 21,000 防災事業等、事業活動費の一部として 

スポーツ活動部会費 0 0 ※スポーツクラブ 21 の自主財源で運営し、コミュニテ

ィ予算はゼロ 

まちづくり事業費 230,000 10,300 コミュニティとしての事業（長寿まつり等）を予定して

いたがコロナ禍で中止、支出は印刷費のみ 

市補助金返戻金 0 220,083 前期補助金未使用による返戻金 

予備費 1,620,423   

次年度繰越金  1,831,481 現預金残高 1,831,481 

支出の部合計 2,917,423 2,890,236  

（注１）各活動部の活動はコミュニティからの資金以外に、それぞれ独自の財源により運営されており、 

各活動部の収支にはコミュニティが申請窓口になっているもの以外は含まれず、コミュニティからの

拠出分の表示です 

≪コミュニティ基金≫ 

1,879,542 円 

（注１）コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。 
（注２）コミュニティ基金は、当面、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費の

備えとして用意します。  
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≪コミュニティセンター会計≫ 

  自  2021 年 4 月 1 日 

至 2022 年 3 月 31 日                   (単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

前年度繰越金 2,182,516 2,182,516 前年度の余剰金を繰越した額 

指定管理料 11,022,000 11,022,000 市からの年間指定管理料 

使用料収入 3,150,000 2,555,429 部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収

入に 

印刷機収入 550,000 494,144 印刷機コピー機の使用料収入 

その他の収入 240,300 240,546 図書館管理委託費等 

    

収入の部合計 17,144,816 16,494,635  

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

人件費 7,400,000 7,183,723 スタッフ 7 名、センター長 1 名、会計 1 名の人件費 

労務費 80,000 49,829 スタッフの労働保険、雇用保険料などの費用 

定期清掃費 1,700,000 1,609,296 コミュニティセンターの清掃外部委託費 

光熱水道費 2,000,000 2,331,501 電気、ガス、水道料金など 

通信費 150,000 135,962 事務通信費 

消耗品費 700,000 251,749 印刷機等のインク代、用紙代他、事務消耗品費 

使用料 850,000 771,724 印刷機、コピー機、カラオケリース代、トイレ芳香剤 

事務費 50,000 0 その他事務費 

修繕費 50,000 31,900 指定管理者として実施する施設修繕費 

機械類保守点検費 1,040,000 1,034,220 エレベーター、自動ドア、機械警備、電気設備等の施設保

守点検などの費用 

交通費 2,000 2,640 センター職員の業務上の交通費 

租税公課 670,000 639,600 2021 年度消費税等 

雑 費 270,000 186,446 税理士報酬、ホームページ利用料等 

法人税及び住民税  37,900 2021 年度分（当初予算科目＝予備費） 

予備費 2,182,816   

余剰金  2,228,145  

    

支出の部合計 17,144,816 16,494,635  

（注１）余剰金 2,228,145 円は次期繰越金に繰り入れます。 
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≪図書館中山台分室会計≫ 

自 ２０２１年４月 １日 

至 ２０２２年３月３１日 

(単位：円) 

収入の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

前年度繰越金 1,618,590 1,618,590 前年度の余剰金を繰越した額 

委託金収入 5,094,694 5,094,694 市からの年間図書館業務委託料 

その他の収入 6 14 預金利息 

収入の部合計 6,713,290 6,713,298  

    

支出の部 

科 目 予算額 決算額 備   考 

人件費 4,000,000 3,925,194 図書スタッフ 5 名の年間人件費 

労務費 15,000 14,240 スタッフの労働保険料などの費用 

清掃費 270,000 260,000 清掃費 

通信費 5,000 0 事務通信費 

消耗品費 30,000 11,856 事務消耗品費 

事務費 30,000 24,348 その他事務費 

修繕費 25,000 0 施設修繕費 

交通費 20,000 640 スタッフの業務用交通費 

新聞費 150,000 87,562 ロビーにおいてある新聞の購読料金 

租税公課 232,000 235,500 2021 年度消費税、印紙税 

雑 費 317,000 275,767 上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む） 

予備費 1,619,290  運営予備費 

法人税及び住民税  118,600 2021 年度分(当初予算項目=予備費) 

余剰金  1,759,591  

支出の部合計 6,713,290 6,713,298  

（注１）余剰金 1,759,591 円は次期繰越金に繰り入れます。 

 

《会計監査報告》 
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第６号議案 ２０２２年度予算（報告） 

≪一般会計≫ 

自 ２０２２年４月 １日 

至 ２０２３年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備   考 

前年度繰越金 1,831,481 前年度の繰越金 

市補助金 678,000 まちづくり補助金要領第 5条 1項 1・2・3号事業（コミュニティ運営）分 

市補助金  まちづくり補助金要領第 5条 1項 4 号事業（まちづくり計画の実行）分 

社会福祉協議会助成金 273,000 助成金は福祉目的のため福祉活動部へ 

自治会分担金 379,800 コミュニティ活動費として自治会より会員１所帯当り 100 円×3,798戸 

その他の収入 40,000 長寿祭り参加費等、利息 

収入の部合計 3,202,281  

 

支出の部 

科 目 予算額 備   考 

総務活動部会費 80,000 コピー、印刷費等、総務事務経費 

広報活動部会費 230,000 広報誌等広報活動編集発行費 

地域文化活動部会費 246,000 ア－トフェスタ、講演会等、事業活動費の一部として 

福祉活動部会費 386,500 社協助成分 273,000 円含む。福祉事業活動費の一部として。 

緑化環境対策活動部会費 21,000 緑化事業活動費の一部として 

生涯学習活動部会費 77,500 講座開催等、事業活動費の一部として 

健康推進活動部会費 21,000 健康づくり等、事業活動費の一部として 

子ども活動部会費 21,000 子ども事業活動費の一部として 

災害対策活動部会費 21,000 防災事業等、事業活動費の一部として 

まちづくり事業費 230,000 コミュニティとしての事業、長寿まつり、コミュニティ文化祭等の費用 

予備費 1,868,281 コミュニティの活動の予備として 

支出の部合計 3,202,281  

 

（注１）各部会の活動はコミュニティからの資金以外にそれぞれ独自の財源により運営されており、上記各

活動部の収支はコミュニティが申請窓口になっているもの以外含まれず、コミュニティからの拠出分

の表示です。 

（注２）スポーツ活動部は休部につき科目にあげていません。 

 

≪コミュニティ基金≫ 

1,879,542円 

（注１）コミュニティ基金には、コミュニティ運営で出た余剰金の一部をプールします。 

（注２）コミュニティ基金は、当面は、コミュニティセンター指定管理事業、図書館委託事業の不測の出費

の備えとして用意します。 

 



１５ 

 

≪コミュニティセンター会計≫ 

自 ２０２２年４月 １日 

至 ２０２３年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備   考 

前年度繰越金 2,228,145 前年度の余剰金を繰越した額 

指定管理料収入 11,022,000 市からの年間指定管理料 

使用料収入 3,250,000 部屋及び機器の使用料、指定管理者（コミュニティ）の収入に 

印刷機収入 550,000 印刷機・コピー機の使用料収入 

その他の収入 240,000 図書館管理委託費等 

   

収入の部合計 17,290,145  

 

支出の部 

科 目 予算額 備   考 

人件費 7,560,000 コミセンスタッフ 7 名、センター長 1 名、会計 1 名の人件費 

労務費 60,000 スタッフの労働保険、雇用保険料などの費用 

清掃費 1,700,000 センターの清掃外部委託費 

光熱水道費 2,150,000 電気、ガス、水道料金など 

通信費 150,000 事務通信費 

消耗品費 500,000 印刷機等のインク代、用紙代他、事務消耗品費 

使用料 850,000 印刷機、コピー機、カラオケのリース代、トイレ芳香剤 

事務費 60,000 その他事務費 

修繕費 70,000 指定管理者として実施する施設修繕費 

機械類保守点検費 1,040,000 エレベーター、自動ドア等の施設保守点検などの費用 

交通費 5,000 センター職員の業務上の交通費 

租税公課 672,000 2022 年度消費税、印紙税 

雑 費 240,000 税理士報酬、ホームページの利用料等 

予備費 2,233,145 2022 年度法人税などの他、コミュニティセンターの円滑な運営や利用者満足度

の向上のための費用 

   

支出の部合計 17,290,145  

   

 

  



１６ 

 

 

≪図書館中山台分室会計≫ 

自 ２０２２年４月 １日 

至 ２０２３年３月３１日 

（単位：円） 

収入の部 

科 目 予算額 備   考 

前年度繰越金 1,759,591 前年度の余剰金を繰越した額 

委託金収入 5,137,506 市からの年間図書館業務委託料 

その他収入 13 受取利息 

   

収入の部合計 6,897,110  

 

支出の部 

科 目 予算額 備   考 

人件費 4,100,000 図書スタッフ 5 名の年間人件費 

労務費 15,000 スタッフの労働保険料などの費用 

清掃費 270,000 清掃費 

通信費 5,000 事務通信費 

消耗品費 20,000 事務消耗品費 

事務費 30,000 その他事務費 

修繕費 20,000 施設修繕費 

交通費 10,000 スタッフの業務用交通費 

新聞費 100,000 ロビーにおいてある新聞の購読料金 

租税公課 237,000 2022 年度消費税、印紙税 

雑 費 330,000 上記区分けに入らない費用（図書館管理等委託費を含む） 

予備費 1,760,110 2022 年度法人税などの他、図書館中山台分室の円滑な運営や利用者満足

度の向上のための費用 

   

支出の部合計 6,897,110  

 


