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１ 協議事項 

(1) 議案第１号 令和元年度事業報告及び収支決算について 

(2) 議案第２号 令和２年度運動方針（案）,事業計画（案）及び 

収支予算（案）について 

(3) 議案第３号 役員改選について 

 

２ 資料 

 (1) 令和２年度団体活動事業促進費について 

 (2) 令和２年度“世界につながるまち盛岡”市民会議 推進イベント

概要について 

 (3) 広報・普及活動の強化について 

 (4) 令和元年度役員一覧 

 (5) 構成団体一覧 

 (6) “世界につながるまち盛岡”市民会議規約 
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議案第１号 令和元年度事業報告及び収支決算について 

 

１ 令和元年度事業報告について 

令和元年度は，『世界とのつながりを強く意識して， 国内外から訪れる人に，

盛岡の魅力を伝えよう。』を活動テーマに，これまでの活動の成果を活かしつつ，

市民総参加で盛岡の魅力の向上・発信をする活動を展開した。 

 

(1) 会 議 

次のとおり会議を開催した。 

 

(2) 市民協働推進事業 

 ア 団体活動事業促進 

   市民協働により盛岡市の魅力を培うことを目的に，市民会議の一般会員

から事業企画案を募り，選定委員会で採択した事業に対し，総会の承認を

得て補助金を交付した。 

 

 団体名 事業名 採択額 

1 盛岡市きれいなまち推進協議

会 

「いわて盛岡シティマラソン」市内メ

インストリート一斉清掃 

210,000円 

2 特定非営利活動法人 

いーはとーぶスポーツクラブ 

2019盛岡のすべての小学校で世界に通

じる冬季スポーツ、スキーの授業を！ 

250,000円 

3 特定非営利活動法人 

いーはとーぶスポーツクラブ 

カルガモHAPPYライフケアプロジェクト

～世界につながる子育てへ～ 

190,000円 

名 称 実施期日 場  所 内       容 

第１回  

役員会  

令和元年 

７月３日

（水） 

プラザおでって 

特別会議室 

・平成30年度事業報告及び収支決算について 

・令和元年度運動方針(案)，事業計画(案)及

び収支予算(案)について 

・その他 

総  会  令和元年

７月12日 

（金） 

盛岡市勤労福祉会館 

大会議室 

役員会と同じ 

第２回  

役員会  

令和２年  

２月 18日 

（火） 

プラザおでって 

特別会議室 

・令和２年度運動方針（案）について 

・令和２年度事業計画（案）について 

・令和２年度収支予算（案）について 
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4 盛岡市食生活改善推進員団体

連絡協議会 

健康フェスタ2019 10,000円 

5 盛岡市食生活改善推進員団体

連絡協議会 

卸売市場開放デーにおけるおふるまい 20,000円 

6 盛岡市食生活改善推進員団体

連絡協議会 

盛岡工業高校定時制の生徒への食育事

業 

20,000円 

合計助成額  700,000円 

 

 イ 共催・後援等事業 

  本協議会の目的に合致する他団体の各種事業に対して共催等を行った。 

事業名・所属組織 

（主催団体名） 

内     容  負担金  

ILCで世界につな

がるまち盛岡市民

大会【盛岡市と共

同主催】 

 講演「ILC（国際リニアコライダー）計画の現状と盛岡の

役割」，パネルディスカッション「ILCで世界とつながる盛

岡のまちづくり」を実施。 

主催者を代表して，当会の田口会長があいさつを行った。

また，大会後段では，パネリストとともに，大会メッセー

ジを発信した。 

実施日：令和元年７月25日（木） 

場 所：アイーナ７階 小田島組☆ほ～る 

87,102円 

もりおかエコライ

フ2019実行委員会

【委員会構成団体

及び委員就任】 

実行委員会構成団体として協力するとともに，当会の理

事 ・・・・・ が実行委員会委員に就任。 

「清らかな水と豊かな緑に恵まれたまちもりおかを次の

世代に引き継ぐ」ため，循環型社会づくりの推進や環境に

配慮したライフスタイルへの市民意識の高揚を目指し，「

衣」・「食」・「住」を中心としたエコライフイベントを

開催した。 

実施日：令和元年11月９日（土）・10日（日） 

場 所：イオンモール盛岡（前潟） 

50,000円 

盛岡市ごみ減量資

源再利用市民のつ

どい実行委員会【

委員会構成団体及

び委員就任】 

実行委員会構成団体として協力するとともに，当会の副

会長 ・・・・・ が実行委員会委員に就任。 

循環型社会づくりを推進し，盛岡市のごみ減量資源再利

用の普及・啓発を図ることを目的として，盛岡市ごみ減量

資源再利用市民のつどいを開催した。 

実施日：令和元年12月２日（月） 

場 所：アイーナ７階 小田島組☆ほ～る 

5,000円 
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暴力団追放盛岡市

民会議 

当会の会長 田口幸雄 が顧問を務める。 

総会に，事務局長が会長代理で出席。 

実施日：令和元年５月23日（木） 

場 所：プラザおでって３階 大会議室 

0円 

岩手青少年育成県

民会議 

団体会員。 

通常総会に，事務局員が出席。 

実施日：令和元年６月12日（水） 

場 所：アイーナ８階 804-Ａ会議室。 

6,000円 

柔道マリ共和国代

表東京2020オリン

ピック事前合宿覚

書締結式＆交流会

【共催】 

（盛岡市） 

柔道マリ共和国代表の東京2020オリンピック事前合宿を本

市で受け入れることについて，市及びマリ共和国柔道連盟

双方の合意に至ったことから，覚書の締結を行った。 

実施日：令和２年１月21日（火） 

場 所：サンセール盛岡 

※推進大

会業務委

託費に含

む 

コミュニティリー

ダー研修会【共催

】 

（盛岡市） 

 「お客様を作らない地域づくり」をテーマとして，健や

かで心の通い合う地域社会の形成を目指し，町内会・自治

会及びコミュニティ推進地区等の充実と活動の推進を図る

ため，コミュニティリーダーの養成を狙いとした研修会を

実施した。 

実施日：令和２年２月９日（日） 

場 所：盛岡市総合福祉センター ４階講堂 

1,339円 

令和元年度暴力団

追放盛岡市民総決

起大会【後援】 

（暴力団追放盛岡

市民会議） 

 市民総参加の暴力団追放運動を推進し，もって，社会秩

序を乱し市民に不安と脅威をもたらす暴力団を排除し，「

暴力団のない明るく住みよい街盛岡」を実現するとともに

，市民一人ひとりの暴力団追放意識の高揚を図ることを目

的として大会を開催した。 

実施日：令和元年10月29日（火） 

場 所：盛岡劇場メインホール 

0円 

第５回いわてヤン

グフェスティバル

【後援】 

（いわてヤングフ

ェスティバル実行

委員会） 

 県内の若手トップアーティストにステージ発表の場を提

供し，県民に若者の活躍を知っていただくとともに，県民

が若者たちの活動を支援した。 

実施日：令和２年１月12日（日） 

場 所：岩手県民会館中ホール 

0円 

合計負担額 149,441円  
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(3) 主催事業 

  ア 令和元年度“世界につながるまち盛岡”市民会議推進大会 

    令和元年度運動方針に基づき，「ホストタウンの相手国を知ろう！」をテ

ーマに，盛岡駅ビルフェザン１階広場において，パネル展示及びステージイ

ベントを実施。盛岡市のホストタウンの取り組みについて広く市民に周知す

ることにより，当会の活動を広く市民に紹介するとともに，市民一丸となっ

て東京2020オリンピック・パラリンピックを盛り上げる機運を高める機会と

した。 

 

事 業 名 ホストタウンの相手国を知ろう！ 

開催日時 令和２年１月21日（火）11時～19時 

会  場 盛岡駅ビルフェザン１階 フェザンパティオ 来場者数 のべ452人 

（主な内容） 

 ○ホストタウンパネル展 

当会の活動紹介のほか，カナダの観光紹介，ビクトリア市との姉妹都市交流，

TOKYO2020ホストタウンの取り組みや，マリ共和国の地理や文化などを紹介するパネル

展示を実施。また，上記に関するPVの上映等を行った。 

○ママドゥ・ドゥンビア ミニコンサート＆トークショー 

 マリ共和国の伝統楽器を使ったミニ演奏会を行い，マリ共和国の文化に関する理解を

深めた。 

出演者：ママドゥ・ドゥンビア氏（コラ奏者），ダラマン・ジャバテ氏（ドゥンドゥン

奏者），ラティール・シー氏（ジャンベ奏者）      

 

イ 広報・普及活動 

  ・盛岡市公式ホームページに，令和元年度運動方針や主な活動を掲載。  

  ・盛岡市主催の「地域活動団体ポスターセッション」に，活動紹介ポ

スターを出品。１月 17日～２月 28日まで，市内各地において，活動

紹介パネルを巡回展示した。 

  ・「ILCで世界につながるまち盛岡市民大会」や，「ホストタウンの相

手国を知ろう！」の会場において，市民会議 50周年記念誌を配布し

た。【配布数：21冊】 

  ・「ILCで世界につながるまち盛岡市民大会」や，「ホストタウンの相

手国を知ろう！」のイベントを，各メディアを通じて発信した。 

    【新聞報道：５社，テレビ報道：３社】 

  ・「ホストタウンの相手国を知ろう！」や，「柔道マリ共和国代表東京

2020オリンピック事前合宿覚書締結式＆交流会」の会場において，当会

の活動や盛岡市のホストタウン事業の取り組みを広く周知するためのク

リアファイルを配布した。【配布数：363枚】 
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２ 令和元年度収支決算について 

 

【　収入　】 単位：円

当初予算額 決算額
決算額-

現計予算額
説　　明

1,400,000 1,400,000 0 盛岡市補助金　1,400,000円

149,000 129,000 △ 20,000 寄付金

20 8 △ 12 決算利息

411,680 411,680 0 前年度から

1,960,700 1,940,688 △ 20,012

【　支出　】 単位：円

当初予算額 決算額
決算額-

現計予算額
説　　明

１　事務費 70,700 66,852 △ 3,848

65,700 63,014 △ 2,686 消耗品，郵便料，振込手数料等

5,000 3,838 △ 1,162 会議食糧費等

２　市民協働推進事業費 900,000 849,441 △ 50,559

700,000 700,000 0

200,000 149,441 △ 50,559

３　一般推進事業費 990,000 674,394 △ 315,606

900,000 629,844 △ 270,156 (1)推進大会費

90,000 44,550 △ 45,450 市民会議周知用ノベルティ

1,960,700 1,590,687 △ 370,013

　※総収入－総支出 1,940,688  円－ 1,590,687 円

“世界につながるまち盛岡”市民会議
令和元年度収支決算書

計

計

科　　　　目

科　　　　目

　⑴　事務費

　⑵　広報・普及活動費

１　補助金

２　寄付金

３　雑収入

　＝　350,001　円（次年度へ繰越）

４　繰越金

　⑴　推進大会費

　⑵　会議費

　⑴　団体活動事業促進費

　⑵　共催等負担金
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議案第２号 令和２年度運動方針(案)，事業計画（案）及び収支予算（案）について 

 

令和２年度運動方針（案） 

 

１ 運動方針 

 現在，世界規模での新型コロナウイルス感染拡大が大きな問題となっており，

７月に開催が予定されていた東京2020オリンピック・パラリンピックについては

来年に延期されることとなった。東京2020オリンピック・パラリンピックの開催

は，過去最大の訪日外国人客が見込まれており，盛岡市においても，ホストタウ

ン相手国であるカナダやマリ共和国と，市民との交流事業が行われる予定である。 

 来る東京2020オリンピック・パラリンピックを盛岡から盛り上げ，また，来盛

する多くの人に盛岡の良さを伝えるため，盛岡とゆかりのある国や地域に対する

理解を深める活動を行うとともに，市民総参加で住みよいまちづくりを推進する。 

 

２ 活動テーマ 

東京2020オリンピック・パラリンピックを機会に多様な文化への理解を深める

とともに，盛岡の魅力を積極的に発信しよう。 

 

３ 活動目標 

(1) 心の通い合う住みよいまちづくりを積極的に進めるとともに，青少年の健全

育成に努めよう 

(2) 自然を愛し大切にしよう 

(3) 環境に配慮し，清潔できれいなまちをつくろう 

(4) 日常生活にスポーツを取り入れ，健康づくりに努めよう 

(5) 食育を通して，豊かな暮らしと健康づくりを進めよう 

(6) 貴重な歴史遺産を守り，先人を顕彰し，新たな文化を育みながら，地域の伝

統的文化や創造的文化を発信しよう 
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令和２年度事業計画（案） 

 

 

事   業 実施時期 事   業   内   容 

１ 会議 

⑴ 役員会 

 

 

 

 

 

⑵ 総会 

 

 

４月 

（書面決議） 

 

 

 

 

５月 

（書面決議） 

 

 

（議題） 

・令和元年度事業報告及び収支決算について 

・令和２年度運動方針（案）,事業計画（案）及び 

収支予算（案）について 

・役員改選について 

 

（議題） 

 役員会と同じ 

２ 市民協働推進事業 

 

⑴ 団体活動事業促進 

 

 

 

⑵ 共催・後援等事業 

 

 

 

 

年間 

 

 

 

年間 

 

 

 

 

活動目標達成のため，一般会員が実施する，「令和

２年度運動方針」に即した事業に対し，活動費用を助

成する資料１。 

 

市民協働により盛岡市の魅力を培うことを目的に，

各団体の実施事業に対して，共催・後援等を行う。 

 

３ 主催事業 

⑴ 推進イベント 

 

 

 ⑵ 広報，普及活動 

 

 

 

 

年間 

 

盛岡市の魅力向上・発信を目的に，運動方針に基づ

いた市民運動推進イベントを開催する資料２。 

 

当会の活動に対する理解と協力を得るため，広報，

普及活動に努める。 

 

 なお，令和２年度は，国内外へ積極的に情報発信を行

うため，インターネット環境の整備について検討する

資料３。 
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令和２年度収支予算（案） 

【　収入　】 単位：円

予算額 前年度決算額 比較増減 説　　明

1,400,000 1,400,000 0 盛岡市から

129,000 129,000 0 寄付金

9 8 1 預金利子

350,001 411,680 △ 61,679 前年度繰越金

1,879,010 1,940,688 △ 61,678

【　支出　】 単位：円

予算額 前年度決算額 比較増減

67,010 66,852 158

62,010 63,014 △ 1,004 消耗品，郵便料，振込手数料等

5,000 3,838 1,162 お茶代等

770,000 849,441 △ 79,441

700,000 700,000 0
250,000円×２事業
 50,000円×４事業

70,000 149,441 △ 79,441

1,042,000 674,394 367,606

800,000 629,844 170,156

242,000 44,550 197,450
インターネット環境整備費
データ通信料

1,879,010 1,590,687 288,323

科　目

１　補助金

２　寄付金

３　雑収入

４　繰越金

計

科　目

１　事務費

　⑴　事務費

　⑵　会議費

２　市民協働推進事業費

　⑴　団体活動事業促進費

　⑵　共催等負担金

３　一般推進事業費

　⑴　推進イベント費

　⑵　広報・普及活動費

計
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議案第３号 役員改選について 
１ 総会において選出する役員（案）（規約第５条第２項関連） 

 

２ 会長が推薦する役員（案）（規約第５条第３項，第５項関連） 

任期：令和２年総会の日～２年間 

役職名 氏名 所属構成団体名  

会 長 田口 幸雄 「小さな親切」運動岩手県本部 再任 

監 事 ・・・・・ 盛岡市文化振興事業団 再任 

監 事 ・・・・・ 盛岡青年会議所 新任 

監 事 ・・・・・ 盛岡市社会福祉協議会 再任 

役職名 氏名 所属構成団体名  

会 長 田口 幸雄 「小さな親切」運動岩手県本部 再任 

副会長 ・・・・・ 盛岡市町内会連合会 再任 

副会長 ・・・・・ 盛岡市きれいなまち推進協議会 再任 

副会長 ・・・・・ 盛岡市スポーツ協会 再任 

副会長 ・・・・・ 盛岡の歴史を語る会 新任 

副会長 ・・・・・ 盛岡市市民部部長 新任 

理 事 ・・・・・ 盛岡市教育振興推進委員会 再任 

理 事 ・・・・・ 盛岡市公園愛護会 新任 

理 事 ・・・・・ 盛岡市保健推進員協議会 再任 

理 事 ・・・・・ 盛岡芸術協会 新任 

理 事（市民部次長） ・・・・・ 盛岡市市民部次長 再任 

理 事（庁内幹事課長） ・・・・・ 子ども青少年課長兼少年センター所長 再任 

理 事（庁内幹事課長） ・・・・・ 参事兼環境企画課長 新任 

理 事（庁内幹事課長） ・・・・・ 資源循環推進課長 再任 

理 事（庁内幹事課長） ・・・・・ 参事兼スポーツ推進課長 再任 

理 事（庁内幹事課長） ・・・・・ 教育委員会事務局歴史文化課長 再任 

理 事（事務局長） ・・・・・ 市民協働推進課長 新任 


