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議案第１号

区分 期日・会場 内　　　容

♦市青少年健全育成連絡協議会総会

　書面開催

♦青少年健全育成要請活動

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

♦市青少年健全育成連絡協議会情報交換会

　書面開催

♦定期総会
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため書面表
決により開催

♦常任理事会

　・各部会活動計画

♦常任理事会

　・各部会活動計画

♦成人式運営協力

♦常任理事会

　・予算執行状況の確認及び総会準備

♦防犯パトロール

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

♦年末街頭指導（防犯パトロール）
　危険個所マップ作りのため、パトロール時間帯を
日中に変更して実施
　参加者　２７人
♦例年１２月に開催している「子育て講演会」は、
新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催を見送った。
♦令和２年度に引き続き「危険個所マップ作り」を
継続する。
♦広報「あすなろ」第４３号発行
　配布箇所：自治会等（２２自治会）、鶴一小、
長久保小、鶴中、市内公共施設他

令和３年度事業報告

連絡
協議会

全体事業

指導部

広報部

８月

１１月

３月

６月２５日（金）

１２月２７日(月)
１４時～１５時

長久保小学校～坂戸駅方面等

１２月

３月

研修部

１１月９日（火）
１８時３０分～１９時３０分

北市民センター学習室

１２月７日（火）
１８時３０分～１９時
北市民センター学習室

１月９日（日）
１３時～１５時３０分
長久保小学校体育館

３月２６日（土）
９時～９時５０分

北市民センター学習室

８月  
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議案第２号

収入の部 （単位：円）

項 目

137,000 0 137,000 137,000 0
交付金 137,000 0 137,000 137,000 0

10,926 0 10,926 10,926 0
繰越金 10,926 0 10,926 10,926 0

74 0 74 0 △ 74
雑収入 74 0 74 0 △ 74

148,000 0 148,000 147,926 △ 74

支出の部 （単位：円）

項 目

121,000 0 121,000 27,916 93,084
研修活動費 78,000 0 78,000 0 78,000
広報活動費 33,000 0 33,000 22,052 10,948
指導活動費 10,000 0 10,000 5,864 4,136

25,000 0 25,000 23,936 1,064
通信運搬費 10,000 9,000 19,000 18,150 850
消耗品費 15,000 △ 9,000 6,000 5,786 214

2,000 0 2,000 0 2,000
予備費 2,000 0 2,000 0 2,000

148,000 0 148,000 51,852 96,148

 《収入合計》 147,926 円
 《支出合計》 51,852 円
 《差引残額》 96,074 円

　上記差引残額のうち、85,148円については、鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会に返還し、
10,926円については、次年度へ繰り越しいたします。

   鶴ヶ島市第一地区青少年健全育成推進協議会   会長 五伝木　隆幸　

    　令和4年3月31日北市民センターにおいて、関係帳簿並びに領収書を照合した結果、
   適正に処理されていたことを報告いたします。

  監事   　 安達　隆元

  監事   　 江原　美和子
　

令和4年3月31日

【監査報告】

流用額

流用額
流用後
予算額

流用後
予算額

予備費

事務費

合    計

   　　　　上記のとおり報告いたします。

事業費

広報紙印刷代
飲み物代、カイロ、除菌シート等

切手代
色上質紙、PPC用紙、封筒代等

 雑収入

利息等
合    計

科    目
予算額 決算額 執行残額 備    考

 交付金

事業費交付金（市）
繰越金

前年度繰越金

自 令和３年４月１日　至 令和４年３月３１日

令和3年度　鶴ヶ島市第一地区青少年健全育成推進協議会決算書

科    目
予算額 収入済額 比較 備    考
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議案第１号

各部

3月11日

青少年健全育成キャンペーン
（サマーカーニバル会場や管内コンビニエンスストア等）

中止

3月19日

中止

部会　広報紙｢つばさ６４号」編集会議

部会　広報紙｢つばさ６４号」印刷等

広報紙｢つばさ６４号」発行

鶴ヶ島市成人式（鶴ヶ島第二小学校会場）協力

鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会情報交換会（市役所）

第二地区青少年健全育成推進協議会常任理事会（南市民センター）

中止

本

部

ふ
れ
あ
い

　
促
進
部

さ
わ
や
か
企
画
部

広

報

部

7月10日

7月10日

12月24日

中止

7月10日

1月9日

中止

7月10日

中止

メール実施

3月10日

広報紙｢つばさ６５号」印刷等

広報紙｢つばさ６５号」発行

部会

健全育成講演会

年末巡回パトロール

通学路巡回パトロール

部会　フェスティバルのチラシ、ポスター印刷作業

部会　フェスティバル前日準備

青少年健全育成フェスティバル及び反省会

部会

部会

部会　フェスティバルの実施について

部会　フェスティバルの具体的対応について

月　日

書面開催

令和３年度事業報告

鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会定期総会（市役所）

事業内容（会場等）

第二地区青少年健全育成推進協議会定期総会
（南市民センター）
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1 収入の部 単位：円

予算額 決算額 比　較 備　考

137,000 137,000 0 鶴ヶ島市より

9,205 9,205 0 前年度繰越金

795 0 △ 795

147,000 146,205 △ 795

2 支出の部 単位：円

予算額 決算額 予算残額 備　考

会議費 1,000 583 417

1,000 583 417

事業費 98,000 38,709 59,291

10,000 6,114 3,886 防犯パトロール経費等

55,000 466 54,534 部会開催経費

18,000 17,129 871 用紙代・インク代等

15,000 15,000 0
鶴ヶ島第二小学校、藤小学校
藤中学校緑化活動経費

事務費 43,000 38,833 4,167

8,000 7,000 1,000 切手代

5,000 2,833 2,167 事務用消耗品

30,000 29,000 1,000 プリンター

予備費 5,000 0 5,000

147,000 78,125 68,875

3 差引きの部

　146,205円（収入合計）－78,125円（支出合計）＝68,080円（差引残額）

　差引残額68,080円のうち58,875円（137,000円－78,125円）については、

鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会に返還し、残りの9,205円については、

令和４年度に繰越します。

上記のとおり報告いたします。

　令和４年６月１１日

鶴ヶ島市第二地区青少年健全育成推進協議会　 会長代行　髙橋　剣二

監査報告

　令和４年５月１４日、鶴ヶ島市南市民センターにおいて関係書類並びに証拠

書類照合の結果、いずれも適正であることを認めます。

監事　青木　真紀

監事　小林　尊子

消耗品費

備品費

合計

項　　　目

合　　　計

緑化活動経費

通信費

議案第２号

令和３年度　鶴ヶ島市第二地区青少年健全育成推進協議会　決算書

項　　　目

補助金

繰越金

雑収入

総会費

ふれあい促進部活動費

さわやか企画部活動費

広報部活動費

P.16

第二地区



第１号議案 

   令和３年度事業報告について 

令和３年度事業報告について、下記のとおり承認を求めます。 

総会     会場：東市民センター 研修部 

 令和３年６月１９日（土）１０時 

総会 

（書面表決とし新旧会長、副会長、監事に

よる役員会をもって総会とした） 

 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

本年度の研修部事業は中止となった。 

 

（中止） 

・親子教室 

・冬の運動会 

・どんど焼き（正月遊び） 常任理事会  会場：富士見市民センター 

 第１回（中止） 

令和３年７月２０日（火）１９時 

・各部事業計画及び予算について 

・本部事業について 

第２回 

令和３年１１月１９日（金）１９時 

・各部会活動報告 

・本部事業について 

指導部 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響によ

り夏休みパトロール及び中学校卒業式パ

トロールは中止となった。 

□年末パトロール 

令和３年１２月２４日（金）２７人参加 第３回 

令和４年３月１１日（金）１９時 

・各部会活動報告 

・令和４年度定期総会について 

・役員選出について 

本部事業 広報部 

 □小中学校環境整備事業 

（杉下小学校、栄小学校、富士見中学校へ

花苗及び用具類等の整備を行った） 

□令和４年鶴ヶ島市成人式の運営協力 

（２人） 

日程：令和４年１月９日（日） 

会場：栄小学校体育館（富士見中学校区） 

 □すこやか通信発行 

（令和４年２月１５日） 
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第２号議案 

   令和３年度決算報告について 

 令和３年度決算報告について、下記のとおり承認を求めます。 

１ 収入の部                            （単位：円） 

款 項 本年度予算額 収入済額 比較増減 備考 

交付金 137,000 137,000 0 青少年健全育成連絡協議会交付金 

繰越金 9,029 9,029 0  

雑収入 71 0 △71  

計 146,100 146,029 △71  

 

２ 支出の部                            （単位：円） 

款 項 本年度予算額 支出済額 執行残額 備考 

会議費 2,500 2,640 △140  

 総会費 2,500 2,640 △140 総会資料等用紙代 

事業費 129,000 117,449 11,551  

 本部 56,000 100,104 △44,104 環境整備事業、本部事業用タブレット等購入 

研修部 35,000 0 35,000 研修部事業中止のため 

指導部 3,000 0 3,000  

広報部 35,000 17,345 17,655 「すこやか通信」２月発行 

事務費 14,100 14,663 △563  

 消耗品費 5,000 10,703 △5,703 事務用品 

通信運搬費 9,100 3,960 5,140 切手代 

予備費 500 220 280 口座振込手数料 

計 146,100 134,972 11,128  

３ 差し引き（残高）の部 

  収入合計 146,029円 ― 支出合計 134,972円 ＝ 残額 11,057円 

  繰越金 11,057円は次年度に繰り越します。 

 

上記のとおり報告します。 

令和４年６月１８日 鶴ヶ島市第３地区青少年健全育成推進協議会  

会長 中島 利秋 

 

監査報告 

令和４年６月４日 富士見市民センターにおいて帳簿及び関係書類を照合の結果、相違
ないことを認めます。 

監事 菅原 孝 

 

監事 持木 朝正 
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第１号議案  令和３年度事業報告 

 

 
期      日 内      容 

定期総会 令和 ３年 ６月１９日 各議案の承認及び専門部会引継ぎ等 

常任理事会 

令和 ３年 ９月１４日 

 

 

令和 ４年 ３月 

 

 

◆第１回常任理事会（資料郵送により報告） 

・令和３年度各部事業内容について 

・全体事業について 

◆第２回常任理事会 中止 

※常任理事に令和３年度各部会の活動報告及び会計報告

等の資料を送付 

全体事業 令和 ３年１１月２７日 
◆「元気モリモリふれあいまつり」（全体事業） 

 ※新型コロナウイルス感染防止の観点から中止 

研 修 部 

令和 ３年 ７月１７日 

 

 

 

 

１０月１９日 

１０月２０日 

１０月２３日 

１０月２９日 

令和 ４年 １月 ８日 

      １月 ９日 

 ３月上旬 

第１回研修部会（事業内容について検討） 

※走り方教室、人権講座、クリスマスコンサートは、 

新型コロナウイルス感染防止の観点から中止とし、 

代わりに、小中学校の児童生徒に本を紹介し、学校 

への本の寄贈に変更 

新町小学校へ本を寄贈 

西中学校へ本を寄贈 

寄贈本のチラシ作成 

新町小学校及び西中学校全児童生徒に配布 

令和４年鶴ヶ島市成人式準備協力（７人） 

令和４年鶴ヶ島市成人式協力（６人） 

第２回研修部会（中止） 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から中止 

 

 

指 導 部 

 

 

 

令和 ３年 ７月１５日 

８月２０日 

９月 ８日 

     

１０月 ６日 

１３日 

第１回指導部会（事業計画等の検討） 

夏休み防犯パトロール（中止） 

放課後防犯パトロール（中止） 

第１回朝のあいさつ運動（中止） 

放課後防犯パトロール（１３人） 

第２回朝のあいさつ運動（１７人） 

P.19

第四地区



 

 

 

 

 

 

 

 

 

指 導 部 

 

 

１１月１０日 

１９日 

下旬 

１２月 ８日 

２１日 

令和 ４年 １月 ８日 

９日 

１９日 

 

２月 ９日 

１６日 

３月 ２日 

３月上旬 

 

        １１日 

１５日 

 

  

放課後防犯パトロール（１５人） 

第３回朝のあいさつ運動（２１人） 

市内コンビニエンスストア等への要請（中止） 

第４回朝のあいさつ運動（１９人） 

年末防犯パトロール（１８人） 

令和４年鶴ヶ島市成人式準備協力（８人） 

令和４年鶴ヶ島市成人式協力（８人） 

放課後防犯パトロール（１４人） 

第５回朝のあいさつ運動（１６人） 

放課後防犯パトロール（１３人） 

第６回朝のあいさつ運動（１４人） 

第７回朝のあいさつ運動（新町小学校１５人） 

第２回指導部会 中止 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から中止 

放課後防犯パトロール（中止） 

第８回朝のあいさつ運動（西中学校）中止 

西中学校卒業式防犯パトロール 中止 

※自宅周辺パトロール（各指導部員自宅周辺の見回り） 

9/14・10/20・11/24・12/14・1/25・2/15・3/24 

※年末及び放課後防犯パトロールについては、西部地域

支え合い協議会と実施 

広 報 部 

令和３年 ７月１５日 

１１月１８日 

令和４年 １月 ８日 

９日 

     ２月１２日 

     ２月２４日 

３月 上旬 

第１回広報部会 けんぜん７０号企画会議 

第２回広報部会 けんぜん７０号内容 

令和４年鶴ヶ島市成人式準備協力（３人） 

令和４年鶴ヶ島市成人式協力（３人） 

けんぜん７０号印刷 

新町小学校及び西中学校児童生徒に配布 

第３回広報部会 中止 

※新型コロナウイルス感染防止の観点から中止 

 

P.20

第四地区



第２号議案

（収入の部）

比較

0

0

0

△ 436

△ 436

（支出の部）

予算額 流用額
予算額

（流用後）
決算額 予算残額

事務費 35,000 △ 12,000 23,000 6,094 16,906

通信費 14,000 0 14,000 13,920 80

全体事業費 30,000 △ 30,000 0 0 0

指導活動費 18,000 42,000 60,000 59,620 380

広報活動費 25,000 25,000 7,950 17,050

5,000 0 5,000 0 5,000

187,000 0 187,000 139,507 47,493

　残額　４７，０５７円については、令和４年度予算に繰り越します。

　上記のとおり、決算報告いたします。

鶴ヶ島市第四地区青少年健全育成推進協議会

会　　長 長　島　安　一

　監査年月日

　監 査 場 所 　

　監 査 結 果

監事

監事

令和３年度決算報告

（単位：円）

項　　　目 予　算　額 決　算　額 摘　　　　　要

交付金 137,000 137,000 鶴ヶ島市より

繰越金 29,564 29,564 令和２年度からの繰越金

項　　　目 摘　　　　要

共催金 20,000 20,000 研修部事業共催金

雑収入 436 0 銀行の利息等

合　　　　計 187,000 186,564

（単位：円）

事務費
指導活動費へ12,000円流用

事業費

指導活動費へ30,000円流用

研修活動費 60,000 60,000 51,923 8,077

事務費から12,000円流用
全体事業費から30,000円流用

予　備　費

関係帳簿並びに領収書を照合した結果、適正に執行されていたことを報告します。

小　川　直　哉

中　島　義　一

合　　　計

（収入合計）　１８６，５６４円-（支出合計）１３９，５０７円＝（残額）４７，０５７円

令和　４年　６月１８日

令和　４年　４月　１日

鶴ヶ島市西市民センター
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令和３年度 鶴ヶ島市第５地区青少年健全育成推進協議会事業報告書 

【理事会等の報告】 

年 月 日       内             容      

４．１７（土） トウモロコシ種まき 

４．２１（水)  理事会 ・令和３年度総会について 

５．１３（木)  理事会 ・令和３年度総会について 

書面開催    

６．５（土） 

（集計日）   

令和３年度 総会（第１号議案～第５号議案） 

新型コロナウィルスによる感染拡大のため書面にて開催 

賛成多数にて書面通りに議決 

６．１６（水） 理事会・書面総会集計結果について、収穫祭について 

７．１０（土） 収穫祭（トウモロコシの収穫１９４名参加） 

  ７．２１（水） 

～７．２７（火） 

  ８．２３（月） 

～８．２９（日） 

夏季パトロール実施 １４日・延２９回 延９１名参加 

１０．２０（水） 
理事会 ・わいわいがやがや祭りについて、夏季パトロール報

告等 

１１．１３（土） わいわいがやがや祭り用数珠玉取り 

１１．２４（水） 
理事会 ・わいわいがやがや祭りについて、サザンウォークラ

リー大会について 

１２．１１（土） サザンウォークラリー大会（サザンとの共催） 

 １２．２５（土） 

～１２．３１（金） 
冬季パトロール実施 ７日・延１３回 延４６名参加 

４．１．９（日） 成人式運営協力 

２．１６（水） 
理事会 ・サザンウォークラリー大会報告、冬季パトロール報

告、備品購入について、来年度総会について 

３．２６（土） 理事会 ・令和４年度総会について 

書面開催 鶴ヶ島市青少年健全育成連絡協議会情報交換会（市役所） 

４．２１（木） 理事会 ・令和４年度総会について 

５．７（土） 会計監査・年度決算について 
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１　収　　入 単位 ： 円

予算額（A） 決算額（B） 予算比（B-A）

137,000 137,000 0 ・市からの交付金

75,843 75,843 0 ・前年度繰越金

32,157 32,201 44

・収穫祭参加費（100円×194人）
・ウォークラリー大会参加費（一部）
・寄附金（サンセットカフェ）
・決算利息

・19,400円
・2,800円
・10,000円
・1円

245,000 245,044 44

２　支　　出

予算額（A） 決算額（B） 予算比（A-B）

5,000 5,000 0

諸会議費 5,000 5,000 0 ・総会開催用消耗品等 ・5,000円

215,000 203,006 11,994

研修部活動費 55,000 0 55,000

広報部活動費 20,000 4,360 15,640 ・広報紙「わかくさ」印刷代 ・4,360円

指導部活動費 100,000 100,373 ▲ 373

・数珠玉取り協力者お茶代
・ウォークラリー大会消耗品
・反射タスキ50本
・差し込み式ゼッケン付きベスト25枚
・ポップコーンメーカー1台

・1,296円
・12,322円
・12,750円
・41,225円
・32,780円

地域活動費 40,000 98,273 ▲ 58,273

・収穫祭協力者お茶代

・南小中退職・異動者へのお祝い記念品

・農業体験経費
・農業用畑看板製作用材料費
・農業用畑賃借料

・2,603円
・15,350円
・43,808円
・33,512円
・3,000円

20,000 1,156 18,844

事務費 20,000 1,156 18,844 ・封筒代 ・1,156円

5,000 0 5,000

予備費 5,000 0 5,000

245,000 209,162 35,838

３　差引残額

　　　　（収入総額） （支出総額） （差引残額）

245,044         - 209,162        = 35,882

予　備　費

合　　　　計

　　　　　監査の結果、諸帳簿及び関係書類等適正に処理されていたことを報告いたします。

鶴ヶ島市第５地区青少年健全育成推進協議会　　監　事　　内 藤　惠 里

　　　　　差引き残金　35,882円　は次年度に繰越します。

　　　　　上記のとおり報告いたします。

　　　　　　　　　令和４年６月４日

鶴ヶ島市第５地区青少年健全育成推進協議会　　　会　長　　大 塚　肇

鶴ヶ島市第５地区青少年健全育成推進協議会　　監　事　　佐 伯　裕 之

　　　　　　　　　令和４年５月７日

備　　　考

備　　　考

令和３年度　鶴ヶ島市第５地区青少年健全育成推進協議会決算書

事　業　費

事　務　費

合　　　　計

項　　　　目

会　議　費

項　　　　目

交　付　金

繰　越　金

雑　収　入
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