
地域への愛着と誇りを持って、

いつまでも住みつづけたいまち 朝日

日 時 平成 27 年 4 月 24 日（金） 午後 7時 30 分

会 場 越前町生涯学習センター 会議室

平成 27年度

朝日地域コミュニティ運営委員会 総会



《 総 会 次 第 》

１. 開会のことば

２. 委員長あいさつ

３. 来賓祝辞

４. 議長選出

５. 議 事

第１号議案 平成 26年度 事業報告について

第２号議案 平成 26年度 収支決算報告について

第３号議案 平成 27年度 事業計画 (案)について

第４号議案 平成 27年度 収支予算 (案)について

第 5号議案 区長委員・団体長委員の変更承認について

６. 議長退席

７. 閉会のことば



【第1号議案】 平成２６年度 朝日地域コミュニティ運営委員会 事業報告

事業内容 事　業　名 部　会 備　考

 4月 1日 (火) 事務所移転

14日 (月) 第１回幹部会
26年度事業計画(案)
規約の一部改正他

17日 (木) 平成25年度監査

18日 (金) 第１回役員会
25年度事業報告、収支決算報告、26年度
事業計画(案)および収支予算(案)他

30日 (水) 平成26年度総会 〃

 5月 20日 (火) 木の工芸「フクロウの家族」 コミセンギャラリー(約1ヵ月展示) ふれあい部会 森下定信氏　34点

 6月 13日 (金) 第２回幹部会 各部会事業進捗報告他

21日 (土) 親子ホタル鑑賞会 ホタル鑑賞会事業 自然環境・産業部会 23名

23日 (月) ４地域委員長会議

24日 (火) 絵画「芽吹き時」「アネモネ」 コミセンギャラリー 清水秀紀氏、清水曄子氏

28日 (土) 親と子のスキンシップ体操教室 あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 14組35名

29日 (日) 春の草刈りボランティア 自然ふれあいゾーン整備事業 自然環境・産業部会 39名

 7月 6日 (日) 七夕まつり 季節のイベント事業 ふれあい部会 約150名

12日 (土) 7月コース第２回ゆかた着付け教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  2名

14日 (月)
第１回抹茶教室
第１回お花教室

伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会
 3名
 1名

15日 (火) クラフト「かご」 コミセンギャラリー ふれあい部会 牧野末子氏　5点

19日 (土) 7月コース第3回ゆかた着付け教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

19日 (土) 第1回ノルディックウォーキング講習会 健康ウォーキング事業 安全安心部会 15名

26日 (土) あさひまつり(射的・あさりんスマートボール) あさひまつり出展事業 ふれあい部会 約280名

　　　　　〃 あさひまつり出展事業 ふれあい部会 約120名

あさひまつりカラオケバトル出場 ふれあい部会他  8名

第２回抹茶教室
第２回お花教室

伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会
 3名
 1名

柘植地域まちづくり協議会防災視察 見守り･防災マニュアル作成事業 安全安心部会  7名

31日 (土) とりかえっこバザー あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 8組25名

 8月 2日 (土) 8月コース第1回ゆかた着付け教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  3名

8月コース第2回ゆかた着付け教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  2名

第１回キッズダンス教室 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 16名

11日 (月) 第３回抹茶教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  3名

16日 (土) まが玉づくり体験
番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

歴史文化部会 8組19名

8月コ－ス第3回ゆかた着付け教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  3名

第２回キッズダンス教室 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 13名

蒲生地区まちづくり協議会視察 17名

25日 (月)
第４回抹茶教室
第３回お花教室

伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会
 2名
 1名

木工ふくろう あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 7組21名

第2回ノルディックウォーキング講習会 健康ウォーキング事業 安全安心部会 25名

 9月 1日 (月) 写真「西陽」「秋日和」「かって口」 コミセンギャラリー ふれあい部会 清水久士氏　3点

7日 (日) おひるのお月見会 季節のイベント事業 ふれあい部会 78名

8日 (月)
第５回抹茶教室
第４回お花教室

伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会
 3名
 1名

9日 (火) 丹生高校写真部写真展 コミセンギャラリー ふれあい部会 30点

15日 (月) 番城谷山古墳見学
番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

歴史文化部会 23名

21日 (日) 糸生エコキャンドル 1ブース参加
あさりんの顔をモチーフに
エコキャンドルを点灯

22日 (月) 第５回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

24日 (水) 第１回連続講座 朝日の歴史文化に親しむ事業 歴史文化部会 33名

第３回キッズダンス教室 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 14名

ノルディックウォーキング① 健康ウォーキング事業 安全安心部会 15名

池周囲柵の下準備 自然ふれあいゾーン整備事業 自然環境・産業部会  7名

ハーブで手ごね石けん あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 9組26名

10月 6日 (月) 水彩画「マキノ町　わらぶきの家」他 コミセンギャラリー ふれあい部会 山田和美氏　5点

11日 (土) 第４回キッズダンス教室 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 14名

15日 (水) イルミネーション打合せ イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会  6名

19日 (日) 親子英語ワークショップ あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 10組25名

第６回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

「いろいろな真空管」 コミセンギャラリー ふれあい部会 内藤仁之栄氏　24点

第５回キッズダンス教室 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 14名

ノルディックウォーキング② 健康ウォーキング事業 安全安心部会 12名

秋の草刈りボランティア 自然ふれあいゾーン整備事業 自然環境・産業部会 41名

キッズダンス文化祭出場 ダンス･民謡教室事業 ふれあい部会 13名

27日 (月) 「消防車のミニカー」 コミセンギャラリー ふれあい部会 木下新一氏　40台

28日 (火) イルミネーション事前説明会 イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会  2名

29日 (水) 第２回連続講座 朝日の歴史文化に親しむ事業 歴史文化部会 34名

月　　日

27日 (日)

28日 (月)

9日 (土)

23日 (土)

30日 (土)

27日 (土)

28日 (日)

20日 (月)

25日 (土)

26日 (日)



【第1号議案】 平成２６年度 朝日地域コミュニティ運営委員会 事業報告

事業内容 事　業　名 部　会 備　考月　　日

11月  6日 (木) グラフィック「ボクハ イイコ」 コミセンギャラリー ふれあい部会 上田奈央氏　1点

8日 (土) 泰澄大師ゆかりの秘仏 特別拝観バスツアー 朝日の歴史文化発信事業 歴史文化部会 37名

9日 (日) 楽しい英語イベント 楽しい英語事業 青少年育成部会 29名

10日 (月) 第７回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

11日 (火) ノルディックウォーキング③ 健康ウォーキング事業 安全安心部会 11名

15日 (土) イルミネーション鋼管立て イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会 12名

21日 (金) サークル立ち上げ打合せ あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 22名

22日 (土) 第3回ノルディックウォーキング講習会 健康ウォーキング事業 安全安心部会 17名

25日 (火) 第８回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

第３回連続講座 朝日の歴史文化に親しむ事業 歴史文化部会 41名

第１回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 19名

30日 (日) イルミネーション現場設置 イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会 13名

12月 花いっぱいコンクール表彰式 花いっぱいまちづくり事業 自然環境・産業部会 23名

花の栽培講習会 花いっぱいまちづくり事業 自然環境・産業部会 31名

6日 (土) イルミネーション点灯式 イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会 12名

8日 (月) 第９回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

第３回幹部会
各部会事業進捗報告
26年度補正予算他

ノルディックウォーキング④ 健康ウォーキング事業 安全安心部会 15名

10日 (水) 第２回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 24名

11日 (木) クリスマスコンサート 季節のイベント事業 ふれあい部会 35名

14日 (日) クリスマスリース作り＆プチパーティ あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 26組117名

17日 (水) 第４回連続講座 朝日の歴史文化に親しむ事業 歴史文化部会 19名

第１０回お花教室 伝統文化子ども教室事業 青少年育成部会  1名

ノルディックウォーキング⑤ 健康ウォーキング事業 安全安心部会  9名

24日 (水) 第３回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 18名

 １月 押し花「厳島神社」他 コミセンギャラリー ふれあい部会 谷口みよこ氏　3点

古い計算機「計算機の歴史」 コミセンギャラリー ふれあい部会 北嶋昭雄氏　11点

古典文学「紫式部の源氏物語等」 コミセンギャラリー ふれあい部会 佐々木正純氏　12点

11日 (日) イルミネーション現場撤去 イルミネーション設置事業 自然環境・産業部会  8名

13日 (水) ノルディックウォーキング⑥ 健康ウォーキング事業 安全安心部会 11名

14日 (水) 第４回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 14名

15日 (木) わらべうたマッサージ あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 12組24名

専門部会新年度事業打合せ 32名

部会間交流ボーリング大会 15名

27日 (火) ノルディックウォーキング⑦ 健康ウォーキング事業 安全安心部会 12名

28日 (水) 第５回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 15名

 ２月 9日 (月) 水彩画「雪中花」「祈願」 コミセンギャラリー ふれあい部会 織田彩華氏　2点

10日 (火) ノルディックウォーキング⑧ 健康ウォーキング事業 安全安心部会  6名

18日 (水) 第６回スポーツダンス教室 ダンス・民謡教室事業 ふれあい部会 17名

21日 (土) 昔あそびスタンプラリー あさりんのほっぺ事業 青少年育成部会 18組49名

24日 (火) ノルディックウォーキング⑨ 健康ウォーキング事業 安全安心部会  6名

 ３月 1日 (日) おひなまつり 季節のイベント事業 ふれあい部会 115名

5日 (木) あさりんのほっぺ次年度事業打合せ  6名

ノルディックウォーキング⑩ 健康ウォーキング事業 安全安心部会  7名

「色鉛筆画」 コミセンギャラリー ふれあい部会 色鉛筆画教室　24点

17日 (火) 第４回幹部会
26年度補正収支予算
27年度事業計画(案)他

23日 (月) 丹生高校写真部写真展 コミセンギャラリー ふれあい部会 73点

24日 (火) ノルディックウォーキング⑪ 健康ウォーキング事業 安全安心部会  5名

30日 (月) 手芸絵本「ぞうくんのさんぽ」 コミセンギャラリー ふれあい部会 手芸サ－クル紅花　10点

 ４月 11日 (土) 文化財ウォーキング  ※26年度予算執行分 朝日の歴史文化に親しむ事業 歴史文化部会 33名

定期開催

あさりんのほっぺ

　・開放日　7月1日(火)～27年3月31日(火)　毎週火曜・木曜　9時～17時　計77回　利用者872名

ｅ－とこ寺子屋

　・内　容　卓球・けん玉・オセロ・囲碁・将棋・こま・バランスボール

　・開催日　7月7日(月)～27年3月30日(月)　毎週月曜・水曜・金曜　16時～17時　計107回　利用者1,810名　

26日 (水)

4日 (土)

9日 (火)

22日 (月)

5日 (月)

24日 (土)

10日 (火)



【第2号議案】

【収入の部】 （単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 決算額 比較増減 摘　要

2,905,000 △ 526,000 2,379,000 2,379,000 0

125,000 △ 21,000 104,000 104,300 300 朝日の歴史文化発信事業参加負担金他

0 0 0 115 115 利息

0 0 0 0 0

3,030,000 △ 547,000 2,483,000 2,483,415 415

（単位：円）

当初予算額 補正額 予算現額 決算額 比較増減 摘　　　　　要

119,000 △ 49,000 70,000 67,817 △ 2,183

0 56,000 56,000 55,134 △ 866 国道側にe－とこ朝日のランドマーク

321,000 △ 135,000 186,000 182,906 △ 3,094 古墳公園清掃、カタクリ群生地整備等

74,000 △ 7,000 67,000 65,247 △ 1,753 花壇コンクール

261,000 136,000 397,000 394,151 △ 2,849 道の駅

50,000 0 50,000 49,774 △ 226 ホタル勉強会、鑑賞

706,000 △ 6,000 700,000 692,078 △ 7,922

196,000 △ 36,000 160,000 159,115 △ 885 大谷寺他3寺社

23,000 1,000 24,000 23,792 △ 208 講座全4回

47,000 △ 22,000 25,000 22,563 △ 2,437 古墳見学、まが玉づくり体験

62,000 8,000 70,000 68,970 △ 1,030 幸若舞紙芝居の発信

328,000 △ 49,000 279,000 274,440 △ 4,560

145,000 △ 49,000 96,000 94,770 △ 1,230 保育所年長、小学1･2年生対象

259,000 △ 208,000 51,000 50,216 △ 784 抹茶、ゆかた、お花

181,000 △ 43,000 138,000 136,514 △ 1,486 子育てママ等の集まる場、イベント

0 6,000 6,000 5,065 △ 935 卓球等

585,000 △ 294,000 291,000 286,565 △ 4,435

54,000 △ 21,000 33,000 32,720 △ 280 射的、あさりんスマートボール

319,000 △ 126,000 193,000 192,754 △ 246 クリスマスコンサート、おひなまつり等

30,000 46,000 76,000 75,056 △ 944 絵画等公募展示

53,000 0 53,000 51,812 △ 1,188 キッズヒップホップダンス、スポーツダンス

456,000 △ 101,000 355,000 352,342 △ 2,658

40,000 △ 11,000 29,000 27,847 △ 1,153 見守り、自主防災組織設立等マニュアル作成

58,000 △ 55,000 3,000 2,700 △ 300

55,000 △ 38,000 17,000 16,200 △ 800

183,000 0 183,000 182,215 △ 785 ノルディックウォーキング

336,000 △ 104,000 232,000 228,962 △ 3,038

2,530,000 △ 547,000 1,983,000 1,957,338 △ 25,662

500,000 0 500,000 498,465 △ 1,535 事務消耗品、郵便料他

3,030,000 △ 547,000 2,483,000 2,455,803 △ 27,197

27,612

27,612

平成26年度 朝日地域コミュニティ運営委員会

 収支決算書

区　　分

　越前町交付金

　事業収入

　雑収入

　前年度繰越金

合　　計

【支出の部】

区　　分

活

動

費

　先進地視察研修事業

　広報活動事業

自
然
環
境
・
産
業
部
会

古墳公園と自然池を融合した
「自然ふれあいゾーン」整備事業

花いっぱいまちづくり事業

イルミネーション設置事業

ホタル鑑賞会

小　　計

歴
史
文
化
部
会

朝日の歴史文化発信事業
(泰澄ゆかりの秘仏 特別拝観ツアー)

連続講座
「朝日の歴史文化に親しむ」事業

番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

地域伝統芸能等保存事業

小　　計

青
少
年
育
部
会

楽しい英語ふれあい事業

伝統文化子ども教室事業

あさりんのほっぺ事業

e－とこ寺子屋事業

小　計

ふ
れ
あ
い
部
会

あさひまつり出展事業

季節のイベント事業

コミセンギャラリー

ダンス・民謡教室事業

小　計

安
全
安
心
部
会

見守り・防災マニュアル作成事業

防災講習会開催事業

見守り・防災マニュアル研修会
開催事業

健康ウォーキング事業

小　計

活動費計(①)

運 営 費(②)

総　　計(①＋②)

収支差額(収入－支出)

返還金



監　査　報　告

平成2←6年度朝日地域コミュニティ運営委員会の事

決算について、証拠

報告、収支

および関係帳簿の監査をしました結果、

正確適正に処理されていることを藩めましたので、報告いたします。

平成27年4月13日

朝日地域コミュニティ運営委員会

監　事

監　事

4



【第3号議案】 平成２７年度　朝日地域コミュニティ運営委員会　事業計画

部会名 目標 方針
事業
番号 平成２７年度事業 事業概要

1 先進地視察研修事業
・先進地視察を行うことで、専門部会員のまちづくりに対する
  意欲の高揚を図り、これからの活動の参考に資する

2
越前ふるさと音頭
「みんな美し越前町」普及事業

・あさひまつり等への参加を促すため指導者を養成し、派遣依頼
 のあるところに出向き指導していただく。講習会　5月下旬

3
古墳公園と自然池を融合した「自
然ふれあいゾーン」整備事業

・自然池周辺、登山道、カタクリ群生地整備
・古墳公園周辺清掃（遊歩道、子供広場、休憩所他）
・春、秋の2回 町民参加による清掃奉仕

4 花いっぱいまちづくり事業
・花いっぱいまちづくり（花壇）コンクールの実施
・応募　5月下旬～6月下旬､審査:9月下旬､表彰:10月中
・栽培講習会の実施

5 イルミネーション設置事業 ・道の駅、街中等にイルミネーションを設置する。点灯12月～1月

6 ホタル鑑賞会
・ホタルについての勉強会　6月
・ホタルの生息地を鑑賞する　6月

7 朝日の歴史文化発信事業
(泰澄ゆかりの秘仏 特別拝観ツアー)

・大谷寺、八坂神社、日吉神社、朝日観音福通寺
・募集30名　11月上旬

8
連続講座
「朝日の歴史文化に親しむ」事業

・連続講座　5回開催　古墳、仏像等
・朝日の文化財ウォーキング　1回

9
番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

・番城谷山古墳見学
・まが玉づくり体験　夏休み期間中　水曜4回、土曜1回の全5回

10 地域伝統芸能等保存事業
・朝日地域における伝統芸能、文化財について写真、映像に記録
　し、ｅ－とこ朝日のホームページから広く発信する。本年度は、
  八坂神社の祇園祭を発信する。

11 楽しい英語ふれあい事業
・園児、小学1・2年生対象　11月上旬　外国人講師
・外国の歌と踊り､カードゲーム､オリエンテーリングゲーム等

12 伝統文化子ども教室事業
・抹茶　対象 小4～中学生　10名　月2回の全6回
・ゆかた着付け　対象 親子 ７月コ－ス3回 5組 8月コ－ス3回 5組
・お花　対象 親子　平日の夜　全12回

13 あさりんのほっぺ事業

・子育て中のお母さんが集まる場づくり
　毎週火曜・木曜 9:00～17:00 開放
・親子対象のイベント開催　お母さん達の自主サ－クル企画
・親子スキンシップ体操　月2回

14 e－とこ寺小屋事業
・毎週月曜・水曜・金曜 16:00～17:30 開放
　種目　卓球、けん玉、将棋、囲碁、オセロ、こま、バランスボール

15 プログラミング事業
・ソフトなしでできるホームページの作り方
・対象　小学校高学年～中学生 10名 全6回

16 あさひまつり出展事業
・町民とのふれあいの場づくりおよびe－とこ朝日のPRのため、
　お祭り広場に出展する

17 季節のイベント事業
・コンサート 1回
・クリスマスコンサート 12月
・桃の節句（ひなまつり）

18 コミセンギャラリー
・常設展示(誰でも自由に展示できる)
・テーマ展示(スポット的に展示、団体または個人)

19 ダンス・民謡教室事業 ・キッズダンス 全8回

20 見守り・防災マニュアル作成事業
・｢見守りマニュアル｣、｢防災マニュアル｣について充実を図る
・先進地視察

21 防災研修会等開催事業
・災害時における初動（第一次避難所までの避難等）体制等に
　ついて研修会等を開催する
・見守り体制も防災と表裏一体として捉え並行して推進する

22 健康ウォーキング事業
・ノルディックウォーキング 毎月第2火曜・第4土曜　9:00～10:30
　冬期間(12月～3月)は、第2・第4火曜 朝日体育館
・講習会開催

23 スティックリング事業

・月2回開催「いつでも、誰でも、どこででも、楽しめるスポーツ」
  であり、安全に楽しめるため、主に高齢者を対象とし町民の健康
  づくりを推進する
・講習会開催

将来像　「地域への愛着と誇りを持って、いつまでも住みつづけたいまち　朝日」

自
然
環
境
・
産
業
部
会

自然と共生した緑と花の
潤いのあるまちづくり

①将来の子どもたちに引き継
いでいくために自然豊かな環
境を守り育てる

②花を育て愛する優しい人づ
くりによって、快適な生活環
境と魅力あるまちづくりを推
進する

歴
史
文
化
部
会

歴史・文化を守り、伝え、
活かすまちづくり

①朝日地域の豊かな歴史文化
資源を活かして、みんなの憩
いとなる場として整備し、交
流人口の増加を図る

②郷土の歴史文化の探訪な
ど、住民が地域の歴史を知
り、学び、誇りをもてる環境
づくりを推進する

青
少
年
育
成
部
会

子どもの健全な育成とみん
なが健康なまちづくり

①地域の人たちとの多様なふ
れあいを通して地域に興味・
関心を抱かせることにより、
明日の朝日を担う子どもの未
来を育てる

ふ
れ
あ
い
部
会

地域の活力が芽生え、誰も
が参加できる夢のある楽し
いまちづくり

①気軽に集まれる場をつく
り、交流の輪を広げながら誰
もが参加できる楽しいまちづ
くりを行う

安
全
安
心
部
会

お互いに助け合い安全で
安心して住めるまちづくり

①災害発生時の被害拡大を防
ぎ、住民同士が助け合い防災
活動を組織的に行うことが最
も重要であるため、自主防災
組織の充実を図る

②高齢者、要援護者等が地域
での見守りや支え合いの中で
安心して暮らせるよう支援す
る

③心身ともに健やかな生活が
送れるよう健康について学
び、スポ－ツ等を通して人と
人との交流を深めながら健康
づくりに努める



【第4号議案】 平成27年度 朝日地域コミュニティ運営委員会

【収入の部】 （単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘　　要

2,903,000 2,905,000 △ 2,000

153,000 125,000 28,000 朝日の歴史文化発信事業参加負担金他

0 0 0

3,056,000 3,030,000 26,000

（単位：円）

本年度予算額 前年度予算額 比較増減 摘　　要

119,000 119,000 0

20,000 0 20,000 新規事業　指導者養成

260,000 321,000 △ 61,000 古墳公園清掃、カタクリ群生地整備等

93,000 74,000 19,000 花壇コンクール

353,000 261,000 92,000 道の駅

55,000 50,000 5,000 ホタル勉強会、鑑賞

761,000 706,000 55,000

204,000 196,000 8,000 大谷寺他3寺社

41,000 23,000 18,000 5回講座

37,000 47,000 △ 10,000 古墳見学、まが玉づくり体験

5,000 62,000 △ 57,000 八坂神社祇園祭の発信

287,000 328,000 △ 41,000

118,000 145,000 △ 27,000 園児、小学1･2年生

148,000 259,000 △ 111,000 抹茶、ゆかた、お花

282,000 181,000 101,000 子育てママ等の集まる場、イベント

68,000 0 68,000 卓球等

15000 0 15,000 ホ－ムぺ－ジの作り方

631,000 585,000 46,000

54,000 54,000 0 おまつり広場

406,000 319,000 87,000 クリスマスコンサート、おひなまつり等

66,000 30,000 36,000 絵画等公募展示

29,000 53,000 △ 24,000 キッズヒップホップダンス

555,000 456,000 99,000

40,000 40,000 0 見守り、自主防災組織設立等マニュアル充実

0 58,000 △ 58,000

0 55,000 △ 55,000 研修会等開催

100,000 0 100,000

26,000 183,000 △ 157,000 ノルディックウォーキング

17,000 0 17,000

183,000 336,000 △ 153,000

2,556,000 2,530,000 26,000

500,000 500,000 0 事務消耗品、郵便料他

3,056,000 3,030,000 26,000

 収支予算書

区　　分

　越前町交付金

　事業収入

　前年度繰越金

合　　計

【支出の部】

区　　分

活

動

費

　先進地視察研修事業

　越前ふるさと音頭｢みんな美し越前町｣普及事業

自
然
環
境
・
産
業
部
会

古墳公園と自然池を融合した
「自然ふれあいゾーン」整備事業

花いっぱいまちづくり事業

イルミネーション設置事業

ホタル鑑賞会

小　　計

歴
史
文
化
部
会

朝日の歴史文化発信事業
(泰澄ゆかりの秘仏 特別拝観ツアー)

連続講座
「朝日の歴史文化に親しむ」事業
番城谷山古墳見学と
まが玉づくり体験事業

地域伝統芸能等保存事業

小　　計

青
少
年
育
部
会

楽しい英語ふれあい事業

伝統文化子ども教室事業

あさりんのほっぺ事業

e－とこ寺子屋事業

プログラミング事業

小　計

ふ
れ
あ
い
部
会

あさひまつり出展事業

季節のイベント事業

コミセンギャラリー

ダンス・民謡教室事業

小　計

安
全
安
心
部
会

見守り・防災マニュアル作成事業

防災講習会開催事業

見守り・防災マニュアル研修会開催事業

防災研修会等開催事業

健康ウォーキング事業

スティックリング事業

小　計

活動費計(①)

運 営 費(②)

総　　計(①＋②)



【第5号議案】

平成27年度 朝日地域コミュニティ運営委員会　役員
(任期　平成26年4月1日～平成28年3月31日)

（敬称略・順不同）

役職名 氏名

委員長 佐々木　正純

副委員長 時田　和一良

副委員長 孝久　治宏

副委員長 寺坂　律子

監  事 近藤　克弥

監  事 水島　伸子

会  計 内藤　尚子

書  記 佐々木　博隆

顧　問 坪川　和夫

役員名 氏名

1 区長委員 坪川　和夫 朝日地区区長会・西田中区 会長・区長

2 〃 竹内　英樹 内郡区 区長

3 〃 吉田　龍雄 朝日区 区長

4 〃 月田　善尋 上川去区 区長

5 〃 久保　吉男 春日区 区長

6 〃 三村　克弥 岩開区 区長

7 〃 尾崎　哲二 佐々生区 区長

8 〃 塩屋　輝明 田中区 区長

9 〃 橋本　敏夫 市区 区長

10 〃 千秋　秀樹 乙坂区 区長

11 〃 川端　　修 栃川区 区長

12 〃 城戸　幸一 宝泉寺区 区長

13 〃 山口　賢治 境野区 区長

14 〃 藤﨑　嘉文 大畑区 区長

15 〃 渡邉　清一 小倉区 区長

16 〃 渡邉　久志 脇区 区長

17 〃 松村　紀一 上糸生区 区長

18 団体長委員 野　　賢一 越前町社会福祉協議会 会長

19 〃 森下　定信 越前町商工会　朝日支部 支部長

20 〃 佐々木　正純 朝日商店振興協同組合 理事長

21 〃 時田　和一良 越前町観光連盟 役員

22 〃 木下　賢一 朝日地区民生委員児童委員会 会長

23 〃 為国　信一
青少年育成越前町民会議　朝日支部
町民運動朝日地区推進協議会 支部長・会長

24 〃 遠矢　東洲 朝日福寿会連合会 会長

25 〃 時田　静香 朝日婦人会 会長

所属・役職名



【第5号議案】

平成27年度 朝日地域コミュニティ運営委員会　役員
(任期　平成26年4月1日～平成28年3月31日)

役員名 氏名 所属・役職名

26 〃 高橋　　滋 朝日地区壮年団連絡協議会 会長

27 〃 五島　邦代 朝日地区婦人福祉協議会 会長

28 〃 牛若　いく子 朝日地区赤十字奉仕団 委員長

29 〃 水島　みつい 越前町食生活改善推進員 会長

30 〃 安井　賢二 越前町文化協議会　朝日支部 支部長

31 〃 笠原　秀樹 朝日地区体育協会 会長

32 〃 久保　福治 越前消防団 副団長

33 〃 高山　　登 鯖江交通安全協会　朝日分会 分会長

34 〃 未　　　定 えちぜん男女共同参画まちづくり推進協議会

35 〃 佐々木　俊夫 朝日中学校ＰＴＡ 会長

36 〃 北嶌　昭典 朝日小学校ＰＴＡ 会長

37 〃 佐々木　政幸 糸生小学校ＰＴＡ 会長

38 〃 荒木　隆徳 常磐小学校ＰＴＡ 会長

39 専門部会 寺坂　律子 自然環境・産業部会 部会長

40 〃 時田　典和     〃 副部会長

41 〃 藤川　明宏 歴史文化部会 部会長

42 〃 御嶽　貞義     〃 副部会長

43 〃 高松　一彦 青少年育成部会 部会長

44 〃 浦井　江利子     〃 副部会長

45 〃 内藤　仁之栄 ふれあい部会 部会長

46 〃 時田　静香     〃 副部会長

47 〃 木下　新一 安全安心部会 部会長

48 〃 青山　武男     〃 副部会長



№ 区名 氏名 役職名 № 区名 氏名 役職名

1 三谷　憲夫 副区長 37 森下　利喜雄

2 辻　　知己 38 原　　洋子

3 佐々木　哲也 副区長 39 五島　義信 区長

4 月田　生美 40 五島　三智子

5 佐々木　博隆 副区長 41 井上　幸男

6 藤川　チエ子 42 井上　百合子

7 桒原　茂樹 副区長 43 松山　哲治 区長

8 品川　久美子 44 児玉　百合枝

9 森谷　紀年男 副区長 45 大　畑 藤崎　洋子

10 左近　美千代 46 獅子原　裕 副区長

11 南　　正和 副区長 47 安井　善己

12 山田　富子 48 漆崎　　順 区長

13 松田　利美 副区長 49 漆崎　朝美

14 牧野　広美 50 月田　好孝 区長

15 高田　清貴 区長 51 月田　玲子

16 青山　千穂 52 稲田　精一 副区長

17 吉田　　孝 53 松山　由美子

18 斉藤　美智子 54 脇 渡邉　末子

19 荒木　博文 区長 55 水島　憲若 区長

20 荒木　悦子 56 水島　ひろみ

21 頭　谷 古川　勉 区長 57 中　野 冨山　晃義

22 為国　藤治 区長 58 渡邉　辰也

23 藤井　清恵 59 渡邉　久身子

24 境　野 山口　邦男 60 上山　石雄 区長

25 前原　貞一 区長 61 上山　博子

26 斉藤　美恵子 62 渡辺　　治 区長

27 大橋　国雄 副区長 63 渡辺　恵子

28 大橋　留美子 64 渡邉　俊之 区長

29 藤坪　憲雄 副区長 65 渡邉　美穂

30 伊藤　由美子 66 杖　立 松島　孝恵 区長

31 上山　秋二 副区長 67 野村　祐一郎 区長

32 上山　千秋 68 三田村　由美子

33 木下　芳明 69 真　木 藤木　彌太郎 区長

34 山田　和美 70 柴田　孝男 区長

35 中山　　譲 71 坂下　千津子

36 高橋　裕子

平成27年度 朝日地域コミュニティ運営委員会　代議員名簿

(任期　平成27年4月1日～平成28年3月31日)

（敬称略・順不同）

西田中 宝泉寺

内　郡 横　山

朝　日 牛　越

上川去 野　末

春　日

小　倉

岩　開

葛　野

佐々生

野　田

宇　田

下糸生

金　谷

青　野 大谷寺

茱　原 上糸生

大　玉

気比庄

清　水

田　中

森

市

乙　坂 小　川

栃　川

天　谷

天　王



朝日地域コミュニティ運営委員会規約

（名称）

第１条 本会は、朝日地域コミュニティ運営委員会（以下「委員会」）という。

（事務所）

第２条 委員会の事務所を越前町西田中4丁目501番地の朝日コミュニティセンター内に

おく。

（目的）

第３条 委員会は、朝日地域（以下「地域」）住民が自ら地域の将来像を考え、その実現

に向けて行動すると共に、地域が抱える課題を克服し、みんなが地域への愛着

と誇りを持って、生き生きと安心して暮せる住みよいまちづくりに寄与す

ることを目的とする。

（事業）

第４条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

（１） まちづくり計画の策定および見直しに関する事項

（２） 自然環境の保全および環境美化に関する事項

（３） 安心・安全なまちづくりと生活環境向上に関する事項

（４） 住民の健康と福祉の増進に関する事項

（５） 伝統文化および芸能の継承・保存に関する事項

（６） 教育および青少年育成に関する事項

（７） その他、目的達成のために必要なこと

（組織・会員）

第５条 組織は、委員会組織表(別表１)のとおりとする。

２ 委員会の会員は､地域住民および委員会の目的に賛同する地域内の団体および事業所

とする。

（役員）

第６条 本会に次の役員をおく。

(１) 委員長 １名

(２) 副委員長 若干名

（３）区長委員 ２０名以内

（４) 団体長委員 ２５名以内

（５）各部会長、副部会長 ２０名以内

（６）監事 ２名

（７）会計 １名

(８) 書記 １名

２ 委員会に顧問を置くことができる。



（役員の選出）

第７条 役員の選出は次のとおりとする。

（１）委員長、副委員長、監事は会員の中から役員会において選出し、総会で承認を受け

る。

(２) 区長委員は、朝日地区区長会で選出し、総会で承認を受ける。

（３）団体長委員となる団体は、役員会において指定する。なお、委員は当該団体の代表

とし、総会で承認を受ける。

(４) 会計・書記は会員の中から役員会にて選出する。

２ 前項の規定にかかわらず、任期途中における欠員補充のための役員の選出については、

前項第１号中「総会」を「役員会」と読み替えるものとする。

(役員の任務)

第８条 役員の任務は次のとおりとする。

（１） 委員長は、委員会を代表し会務を統括する。

（２） 副委員長は、会長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

（３） 監事は、委員会の会計・会務を監査する。

（４） 会計は、委員会の運営および活動に伴う経理事務を掌る。

(役員の任期)

第９条 役員の任期は２年とし、再任は妨げない。

２ 役員の中で欠員が生じたときには、欠員役員の補充をすることができる。ただし、任

期は前任者の残任期間とする。

(代議員)

第１０条 代議員は次の者とする。

（１）区代議員選出基準表(別表２)による者

（２）委員会の趣旨に賛同し、その活動に参画する事業所

２ 代議員の任期は、１年とし、再任は妨げない。

(事務局)

第１１条 事務局は、コミュニティに関する庶務全般の処理および行政との連絡調整を図

る。

(会議)

第１２条 委員会の会議は総会、役員会、幹部会、専門部会、実行委員会とする。

(総会)

第１３条 総会は代議員をもって構成し、この規約の定める事項のほか、この会の目的を

達成するために必要な次の事項を審議する。

（１） まちづくり計画の策定および見直しに関すること

（２） 規約の改正に関すること

（３） 事業報告および決算に関すること



（４） 事業計画および予算に関すること

（５） 総会で提案された事項

（６） 委員長、副委員長、区長委員、団体長委員、監事の承認

２ 定期総会は委員長の招集により毎年1 回以上開催する。

３ 臨時総会は委員長が必要と認めたとき、又は代議員の３分の１以上の要求があったと

きには、委員長は臨時総会を招集し、開催しなければならない。

４ 総会は委任状を含め､代議員の２分の１以上の出席により成立し、その議事は出席者

の過半数で議決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。

５ 総会には次の役員を置く。

議長 １名 書記 １名 議事録署名人 ２ 名

６ 議長は出席代議員の中から委員長が指名し、出席代議員の承認により選出する。

７ 書記､議事録署名人は議長が指名する。ただし、議事録署名人は出席代議員の中から

選出する。

８ 議長は総会の議事進行を行う。

９ 書記は総会の議事について、会議の運営状況、発言内容、議事の進行等を記載した議

事録を作成し、議長､議事録署名人２名の署名押印を得なければならない。なお、議事

録は事務局が保管管理する。

（役員会）

第１４条 役員会は、委員長、副委員長、区長委員、団体長委員、各専門部会長・副部会

長をもって構成し、委員長が招集する。

２ 役員会は、次の事項を審議し、各専門部会とともに事業を遂行する。

（１）本会運営の基本事項

（２）まちづくり計画の策定および見直し

（３）総会に付議する事項

（４）緊急を要する重要事項

（５）その他必要な事項

３ 監事は必要に応じ役員会に出席して意見を述べることができる。

４ 事業計画および予算について、緊急を要するため総会の承認を得る暇がない場合は、

役員会で専決することができる。ただし、専決事項を次の総会に報告しなければならな

い。

（幹部会）

第１５条 幹部会は、委員長、副委員長、各専門部会長・副部会長をもって構成し、委員

長が招集する。

２ 幹部会は、次の事項を審議し、事業の効率的かつ円滑な遂行を図る。

（１）全体の事業計画・予算の調整

（２）各部会間の事業の連携・調整



（３）その他必要な事項

(専門部会)

第１６条 専門部会は、全体の計画が樹立された時点に設置する。専門部会員は、公募に

よる部員、各区および各種団体からの推薦の部員等をもって構成し､ 部員の互選により

部会長１名、副部会長若干名、書記２名を選出する。

２ 専門部会は、部会長が招集し、事業の企画、調整、運営実行を行う。

３ 専門部会員の任期は、特に定めないものとする。ただし、欠員が生じたとは、速やか

に補充を行うものとする。

(実行委員会)

第１７条 実行委員会は、事業を行ううえで、必要な場合に設置する。構成は、委員長、

副委員長のほか関係する各専門部会長・副部会長、各種団体長、地域関係機関等をもっ

て構成し委員長が招集し次の事項を審議する。

（１）各専門部会が企画した地域行事に関する事項

（２）その他、地域全体に関する重要な事項

（会計）

第１８条 委員会の経費は、町交付金およびその他の収入をもってあてる。

２ 委員会の経費は、総会で決議された予算の範囲内において、役員会の承認により用途

の変更および流用することができる。

(会計年度)

第１９条 委員会の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月３１日までとする。

（情報等の公開広報）

第２０条 委員会の会議等は、全て公開を原則とし、事業計画、事業報告、および予算・

決算についても地域住民に広く周知するものとする。

２ 地域住民は、いつでも委員会の会計帳簿および議事録の閲覧を申請することができる。

３ 前項の規定による閲覧申請があった場合は、委員長は遅滞なくこれを許可し、関係者

立会いの上、閲覧させなければならない。

(その他)

第２１条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は委員長が役員会に諮り、別に定め

る。

附 則

この規約は平成２４年３月２８日より施行する。

附 則

この規約は平成２５年５月１日より施行する。

附 則

この規約は平成２６年４月３０日より施行する



別表１ 省略

別表２

区代議員選出基準表

各区の世帯数 選出代議員数 備考

１０世帯以下 １名 頭谷、境野、大畑、脇、中野、杖立、真木

１０世帯以上 ２名 上記以外の区



【別表１】

幹部会・・・委員長１名、副委員長３名、専門部会部会長５名、副部会長５名 　計１４名

朝日地域コミュニティ運営委員会　(愛称)ｅ-とこ朝日　組織図

監　　事２名

副委員長 ３名

事務局長 １名
書記 １名
会計１名

代議員 ７１名

顧　　問１名

区長委員 １７名

委員長 １名

団体長委員 ２２名

部会長
副部会長

書記

越前町商工会朝日支部１名
町民運動朝日地区推進
　　　　　　　　　　　協議会１名
福井朝日土地改良区１名
天王川美化活動推進
　　　　　　　　　　　　協議会１名

環境美化推進員1名

越前丹生農業協同組合１名
越前町食生活改善
　　　　　　　　　　　推進員１名

前企画部員
区推薦
公募

自
然
環
境
･
産
業
部
会

歴
史
文
化
部
会

青
少
年
育
成
部
会

実行委員会

部会長
副部会長

書記

朝日中学校ＰＴＡ１名
朝日小学校ＰＴＡ１名
糸生小学校ＰＴＡ１名
常磐小学校ＰＴＡ１名
えちぜんスポーツクラブ１名
朝日地区民生児童委員
　　　　　　　　　　　　　協議会１名
越前町子ども会育成協議会
　　　　　　　　　　朝日支部１名
青少年育成越前町民会議
　　　　　　　　　　朝日支部１名
国際交流協会１名

前企画部員
区推薦
公募

ふ
れ
あ
い
部
会

安
全
安
心
部
会

部会長
副部会長

書記

越前町文化協議会朝日支部１名
朝日婦人会１名
朝日地区壮年団連絡協議会１名
朝日地区婦人福祉協議会１名
住み良い糸生を創る会１名
えちぜん男女共同参画
　　　　　　　まちづくり推進員１名

前企画部員
区推薦
公募

部会長
副部会長

書記

越前消防団２名
鯖江交通安全協会
　　　　　　　　　朝日分会１名
朝日地区体育協会１名
朝日福寿会連合会１名
越前町社会福祉協議会１名
朝日地区民生児童委員
　　　　　　　　　　　　協議会１名
朝日地区赤十字奉仕団１名
朝日地区保健推進員１名
朝日地区福祉推進員１名

前企画部員
区推薦
公募

部会長
副部会長

書記

越前かたりべの会１名
幸若の会１名
歴女の会１名
八坂神社願人坊踊保存会１名
越知山泰澄塾１名

前企画部員
区推薦
公募
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