
平成30年度決算報告書
（平成30年4月1日一平成31年3郎1日）

収　　　　　　　　　　入 ����支　　　　　　　　　　出 

境目 �予算額 �実績額 �備考 �項目 �予籍額 �実績額 �備考 

蜜　　赫 �l詳92，000 �1，353，800 �536世帯 �本部運営籍 �1如，000 �約2．352 �総務部 

本部運営賞 �50i，000 �27，773 �防災部 

町由市助成金 �128．000 �128．000 �町内会補助 �本部運営費 �50，的0 �18，擁盆 �駆独謡 

町田市助成金 �0 �0 �示板謡漬鵜 �本部運営費 �勘的0 �43，332 �文化厚生部 

町田市助成金 �70，000 �74、000 �自主駆災補助 �本蔀運営費 �50，000 �47，055 �鶏入部 

費諒回収金 �敏恥000 �489記25 �中町．轟大谷 �本部運営輿 �50，000 �1㌦000 �青年離 

雑　収　入 �10，0的 �15番073 �l息・権藤募上 �本部運営輿 �50、000 �63，224 �会長職 
ちl農事売上 �諸　会費 �30，劇場 �49，000 � 

繰越金 �3，064，138 �3，064工38 �現金・預金 �交流舜 �80．000 �168，430 � 

三太鉾統行革 �0 �2、677 �最終利益 �負担金 �150．000 �168，000 � 

請助金 �350，調的 �312，467 � 

解鰐賞 �750．000 �708，410 � 

（明　　細） �建朔預金 �2．関の，0的 �さら要し鎖綺 �消耗出費i �30，000 �18，311 � 

普通預金 �823．597 �さらばし銀詣 �慶弔i費 �120．000 �77，3鈍 � 

現　　金 �240、541 � �賃借料 �50，000 �40，000 � 

送受 �100．000 �100，伽 � 

雑　　穀 �0 �17，約2 � 

通信費 �20，000 �0 � 

備　品言強 �50．000 �0 � 

予備隷 �234．1認 �0 � 

三太伝滋行革 �200．000 �△2677 �祭・ご祭礼・傭龍 

親睦バス旅蒋 �100，1的峨 �92，3雅 �37名参加 

髄災麗辞見学 �l関，000 �145章563 �36名参加 

繰越金 �2，350華00 �2．706，204 � 

（明　　細） �定期預金 �2．000，000 �さらばし銀符 

普通預金 �402，875 �きちぽし銀行 

現　　金 �303、329 � 

f � � � � � � � 

合計 �5．164万38 �5．104，136 � �合計 �5，164，宣38 �5．104．136 � 

上謎の通り平成30年盛会勧請告申し上げます。

平成31年3月31日　　会　　　計

会計　補佐

会計　補佐

上謡平成30年度決算報告書南中町三丁目町内会規約第五車会計に準じて適逓信執行されており、
報告書通り相違無い事を認めます。

平成31年3月31日　　会計監査　　上　野　次郎

＊会計藍轟・野島政雄氏が病気捺菱の為、軽重及び総会欠席となります。

轡籾扶持縄繕食は主食農機の競少ぜ72．僻農着く機具、山喜の大農糠修繕）＋708．的03．東軍回収の減少－50345筆により
1劇場的寄程度の減少が鼻込まれましたが議連各轟の努力により一鈍即晦円に瞳縞されました義持虚します。



平成31年度予算
（平成31年4月1日～令和2年3月31日）

単位　円 
収　　　入 ���支　　　出 

項目 �予算額 �調書■漢語 �項目 �予算額 � �備　　　　考 
会　　費 �1，286，400 �2，400×536 �本部運営費 �250，000 �総務部 � 

市助成金 �120，000 �町内会補助金 �本部運営費 �80，000 �防犯置防災部 � 

市助成金 �70，000 �自主防災補助金 �本部運営費 �50，000 �文化・厚生部 � 
資源回収 �450，000 �中町、南大谷 �本部運営費 �80．000 �婦人部 � 

本部運営費 �50，000 �青年部 � 

雑　収‾入 �10，000 �模擬店、預金利息 �本部運営費 �200，000 �子ども会 � 
前年度繰越金 �2．706，204 � �本部運営費 �50，000 �HP運営黄 � 

本部運営費 �70，000 �会長職 � 

繰越金明細 �定期預金 �￥2，000，000 �本部運営費 �30，000 �副会長職（1－5 �000＊2） 

普通預金 �￥402，875 �諸　会　費 �50，000 �支払先下櫛資 �料参照 

現　　金 �￥303，329 �交　流　費 �150．000 �支払先下欄資 �料参照 

負　担　金 �180，000 �支払先下欄資 �料参照 

補　助　金 �200，000 �支払先下欄資 �料参照 
備　品　費 �50，000 �支払区分下欄 �資料参照 

消耗品費 �30，000 �支払区分下欄 �資料参照 
慶　弔　費 �120．000 �支払区分下欄 �資料参照 

修　繕　費 �50，000 �支払区分下欄 �資料参照 
賃　借　料 �40，000 �支払区分下欄 �資料参照 

配　送　料 �100，000 �支払区分下欄 �資料参照 

雑　　費 �30，000 �支払区分下欄 �資料参照 

伝統維持費 �200，000 �三大行軍補助 � 

親睦推進費 �100．000 �親睦パス旅行 �補助 

防災対策費 �100，000 �防災施設見学 �補助 

次期繰越金 �2．382．604 � � 

合　計 �4，642．604 � �合、計 �4．642，604 � � 

諸　会　費 �連合会費7，000“第二地区10，000・桜美会3．000 

交　流　費 �地域交流費（本町田町内会、南大谷天神、連合会研修費・懇親会、第二地区研修費“懇親会費） 
負　担　金 �消防団・赤十字“赤い羽根“社会福祉協議会 
補　助　金 �あづま会150．000°同好会60，000〃他 

備　品　費 �￥30，000を超えて購入された物品は備品台帳に記載 

消耗品費 �￥30，000以下の購入費 

慶　弔　黄 �香典〃祝い金“敬老の日記念品及び類する記念品“ 
修　繕　費 �主に町内会備品台帳に記載された物品の修理費 
賃　借　料 �山車保管量“倉庫等の賃借料 
配　送　料 �回覧・他班長宛の配送費 
雑　　費 �小額の支払の内区分けのし難い支払 

＊納涼祭〃御祭礼“餅つきの三大伝統行事、親睦パス旅行“防災施設見学は特別会計で別途報告



本部運 �営費の管理規定 

総務部
防犯防災部
文化厚生部
婦人部
青年都
子ども会

HP運営委員会

会長職
副会長職

支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲
支出範囲

総会費、役員会費、町内会運営に関する諸費用
防犯、防災に関する啓蒙、告知他防災施設見学外のイベント企画“実施“関連費用
文化厚生に関する啓蒙、告知ほか部独自のイベントの企画。実施・関連費用
婦人部独自のイベントの企画。実施，関連費用、その他諸経費の支払
町内会三大行事参加を中心に部独自のイベント企画〃実施“関連費凧諸経費
子ども会独自のイベント企画“実施〃関連諸費用。三大伝統行事参加費用不算入
HPのセキュリティー“サーバーレンタル代“顧問料等

会長職遂行に関し役員会の承認を必要としない費用の支払後妻年間行動報告
副会長職（2名）遂行に関し役員会の承認を必要としない費用の支払・行動報告

予算の執行に際し金額の修正が生じた場合は、役員会に諮り橋成者の過半数の賛成を得た後修正を可とする。

付帯事項・本部運営費の支給を受けた防犯防災部、文化厚生部、婦人部、青年部、子ども会、HP運営委員会、
正副会長職の出納責任者は出納簿の記帳、管理の責任を負い、会計より要請のある場合は本部運営費の
状況を速やかに公開する義務を負う。年度末に残金が生ずる場合は3月10日を目処に概算清算を要す。
上記出納簿の記帳、管理が運営費管理規定を順守と確認された場合、会計担当者の負担を減ずる為
当該年度決算報告書への反映を免除する。尚、疑義が生じた場合役員会は調査権を有するものとする。

会計 �運用規定 

1・不測の会計資料喪失2．不正な予算執行3．会計担当者の負担軽減の為、平成30年6月16日の役員会で
以下の文言の承認を求めました処、賛成多数で承認されましたので追記します。

会計担当者はその任の遂行の為、2名の会計補佐を指名する権限を有する


