
ねんりんピックよさこい高知２０１３

いの町実行委員会

第２回　総　会

　日　時 ： 平成２５年５月１日（水）　１４時００分より
　場　所 ： すこやかセンター伊野　大会議室

くろしおくん 
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        　　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会会則

　　　　　　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会事務局規程

　　　　　　ねんりんピック宮城・仙台２０１２大会視察写真

　　　　　　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会委員等名簿

参考資料

　　　　　　交流大会開催要領について

第３号議案　平成２４年度収支決算

　　　　　　ソフトバレーボールリハーサル大会写真

第１号議案　平成２４年度収支補正予算（第１号）の専決処分について

報告第１号　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール

報告事項

目　　　次

ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会委員等の委嘱について

　

第５号議案　平成２５年度収支予算(案）について

第２号議案　平成２４年度事業報告

議　事

第４号議案　平成２５年度事業計画(案)について



　

いの町吾北総合支所長 市川　賢仁 高橋　惠助

いの町代表監査委員 池上　寿之 小松　成喜 監事

いの町教育次長 山﨑　泰代 中澤　一也 運営委員

いの町社会教育課長 山﨑　泰代

いの警察署長 岡﨑　順介 武井　裕彦

土居　　晃

いの町紙の博物館長 別役　理佳 高橋　正代

いの町連合婦人会長 高瀬　科子 土居美代子

いの町区長連合会副会長 松原　恒良 森岡健一郎

ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会委員等交代者名簿

所属団体・役職名 新委員 旧委員 摘　要

いの町小中学校校長会長 上杉　麻里 岡 　則明

　　　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会委員等の委嘱について

　

　　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会会則第８条の規定に基づき、委員

　等が下記のとおり変更になりましたので、報告します。
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第１号議案

≪収入の部≫ (単位：千円)

補正前の額 補正額 計 摘　　　　要

1,600 1,600
ねんりんピックよさこい高知2013実行委員会
からの補助金

1,266 664 1,930 いの町からの負担金

2,866 664 3,530

≪支出の部≫ (単位：千円)

補正前の額 補正額 計 摘　　　　要

927 152 1,079
先催県視察調査費、実行委員会運営費、
県実行委員会・関係団体との連絡調整費等

300 130 430
競技主管団体との連絡調整費、
広報啓発費等

1,066 382 1,448 リハーサル大会実施に要する経費

500 500
競技主管団体への補助金
1競技団体あたり500,000円を限度
※先催県視察調査、審判員等養成費等

73 73

2,866 664 3,530

1.町実行委員会運営事業費

2.交流大会開催準備事業費

3.リハーサル大会実施事業費

4.競技主管団体準備事業費

5.予備費

合　　　計

平成２４年度収支補正予算（第１号）の専決処分について

科　　　目

1.県実行委員会補助金

2.町負担金

合　　　計

科　　　目
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第２号議案

　

　　　②　平成２４年度収支予算

　　　③　ソフトバレーボール交流大会開催要領（案）について

平成２４年度事業報告

⑴　設立総会（平成２４年６月６日）

⑵　第１回総会（平成２４年６月６日）

　

　

　１　実行委員会総会及び運営委員会の開催

　　　《議決事項》

　　　①　平成２４年度事業計画

　　　①　第２５回全国健康福祉祭　宮城・仙台大会視察及び研修について

　　　②　ソフトバレーボール交流大会リハーサル大会について

　　　①　平成２４年度広報・啓発事業計画

⑶　第１回運営委員会（平成２４年１０月５日）

　　　《議決事項》

　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール交流大会の開催に向けて、大会実行委

　　　①　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会の設立

　　　②　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会会則の制定

　　　《議決事項》

　　　③　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会運営委員会への委任事項

員会及び関係団体等との密接な連携のもとに、次の事業を行った。

　　　《報告事項》
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※参考（ホームページアドレス）

　２　広報・啓発活動の実施

活動 実 施 日 内　　　　　容

広報用グッズの
作成

平成24年10月～
広報用名刺の台紙（40,000枚）を作成し、町職員、
大会関係者へ配付。

広報用ジャンパーの
作成・着用

平成25年１月～
広報用ジャンパーを作成し、管理職やリハーサル
大会出務者に配付し、着用。

ポスター等の
配布・掲示

通年
本庁舎、すこやかセンター、各総合支所へ
ポスター、リーフレットを配布し、掲示。

ホームページの
開設・運営

平成25年１月11日
～

設立：第１回総会から第２回運営委員会までの
記事等を掲載。

懸垂幕の作成・掲示 平成25年３月～ すこやかセンター玄関横に設置

町広報誌への
関連記事の掲載

随時
いの町実行委員会の設立、先催県での引継式の
様子、リハーサル大会参加募集等を掲載。

町内各種イベント等で
のＰＲ

随時
県実行委員会（ねんりんズ）に依頼して、11月の
健康まつりやリハーサル大会でＰＲを実施。

http://www.town.ino.kochi.jp/nenrin/

　３　第２５回全国健康福祉祭宮城・仙台大会の視察及び研修等

　　　ねんりんピック宮城・仙台２０１２について、視察及び事後研修を実施。

　　　期　間　　大会視察　平成２４年１０月１３日（土）～１５日（月）

　　　　　　　　事後研修　平成２５年２月１４日（木）

　　　人　員　　大会視察　７人（副町長、事務局員５人、町職員１人）

　　　　　　　　事後研修　２人（事務局長、事務局員）

　　　視察先　　仙台市（総合開会式）、加美町（ソフトバレーボール）

　　　視察先では、大会運営、式典運営等について視察及び後催県への事業説明会に参加。

　　　表彰式では筒井副町長が次期開催地代表あいさつを行い、高知大会への引継ぎを行った。

　４　リハーサル大会の開催

名 称 　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール　リハーサル大会

実 施 期 日 　平成２５年３月２０日（水）

会 場 　高知県立青少年体育館

参 加 チ ー ム 数 　４７チーム（約２５０人）
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≪収入の部≫ (単位：円)

予算額 流充用額
予算現額

(A)
決算額
(B)

増減額
(B)－(A)

摘　　　　要

町実行委員会運営事業

交流大会開催準備事業

リハーサル大会実施事業

競技主管団体準備事業費助成

町実行委員会運営事業

交流大会開催準備事業

リハーサル大会実施事業

予備費

0 0 105 105 預金利子

3,530,000 0 3,530,000 3,530,105 105

≪支出の部≫ (単位：円)

予算額 流充用額
予算現額

(A)
決算額
(B)

残　額
(A)－(B)

摘　　　　要

1,052,000 27,000 1,079,000 1,069,387 9,613

958,000 958,000 958,000 0
ねんりんピック宮城・仙台2012
視察及び事後研修旅費

7,000 7,000 6,300 700 宮城視察土産品

53,000 53,000 44,637 8,363 事務用品

4,000 4,000 3,450 550 駐車場使用料

30,000 27,000 57,000 57,000 0 会長印、ビデオカメラ

430,000 0 430,000 391,230 38,770

344,000 344,000 306,180 37,820 名刺の台紙、啓発用ジャンバー

86,000 86,000 85,050 950 ホームページ構築料

1,448,000 0 1,448,000 1,201,118 246,882

210,000 210,000 136,275 73,725 役員・賞状筆耕者謝金、賞品代

50,000 50,000 31,640 18,360 役員旅費

242,000 242,000 215,866 26,134 事務用品、競技用品、医療品等

100,000 100,000 52,905 47,095 弁当代等

50,000 50,000 16,572 33,428 普通傷害保険

776,000 776,000 747,860 28,140 看板作製、備品レンタル、会場設営等

20,000 20,000 0 20,000 あっせん弁当つり銭

500,000 0 500,000 500,000 0 1競技団体あたり500,000円

100,000 △ 27,000 73,000 0 73,000

3,530,000 0 3,530,000 3,161,735 368,265

収入合計 支出合計 剰余金

　 3,530,105 － 3,161,735 ＝ 368,370 円

剰余金は平成２５年度へ繰り越し

委託料

補償補填及び賠償金

4.競技主管団体準備事業費

5.予備費

合　　　計

3.リハーサル大会実施事業費

報償費

旅費

需用費

食糧費

役務費

需用費

使用料及び賃借料

備品購入費

2.交流大会開催準備事業費

需用費

役務費

3.財産収入

収　　入　　計

科　　　目

1.町実行委員会運営事業費

旅費

交際費

2.町負担金 1,930,000 1,930,000 1,930,000 0

第３号議案

平成２４年度収支決算

科　　　目

1.県実行委員会補助金 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0
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いの町代表監査委員

印

いの町出納室長（いの町会計管理者）

印

ろ、その内容が適正であったことを認めます。

　　　　　平成２５年４月　　日

監　　事

監　　査　　報　　告　　書

　

　ねんりんピックよさこい高知２０１３いの町実行委員会会則第１６条の規定に基づき、

平成２４年度における収入支出決算に関する証拠書類及び諸帳簿について精査したとこ
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第４号議案

　　③　健康づくり（教室）コーナー

　　④　救護所

　　①　ポスター・リーフレット等の印刷物・広報物品の作成・配布

　　②　町広報誌等の各種広報媒体の活用

　　③　ホームページの活用

　　④　各イベントでのＰＲの実施　等

　　①　観光・物産コーナー

　　②　おもてなしコーナー

　⑶　輸送交通対策の実施

　⑷　警備防災対策の実施

　⑸　ボランティア依頼・募集

　⑹　広報・啓発

　　②　大会役員・競技役員等の編成

　　③　大会プログラムの作成、配布

　　④　開始式・表彰式（閉会式）の準備、実施

　　⑤　開始式でのアトラクションの実施

　　⑥　記念品の選定・選手等への配付

　⑵　会場関係

　⑴　総会２回

　⑵　運営委員会３回

２　ソフトバレーボール交流大会の開催準備及び実施

　⑴　交流大会関係

　　①　交流大会の準備、実施

平成２５年度事業計画（案）について

　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール交流大会の円滑な運営に向けて、

大会実行委員会及び関係団体等との密接な連携のもとに、次の事業を行う。

１　会議の開催
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第５号議案

≪収入の部≫ (単位：千円)

金　　額 摘　　　　要

13,694
ねんりんピックよさこい高知２０１３実行委員会
からの補助金

9,915 いの町からの負担金

368 平成24年度繰越金

1 預金利子

23,978

≪支出の部≫ (単位：千円)

金　　額 摘　　　　要

4,223 事務局消耗品、服飾、啓発物品、各種印刷代等

600 歓迎プランター、歓迎看板等作成費等

17,888
関係者報酬・旅費、競技・事務消耗品、弁当代、
会場警備、会場設営、看板等作成料、バス借上げ
料等

400
競技主管団体への補助金
1競技団体あたり400,000円を限度
※審判員等養成費等

867

23,978

5.予備費

合　　　計

合　　　計

科　　　目

1.管理運営費

2.歓迎装飾費

3.交流大会開催費

4.競技主管団体費

平成２５年度収支予算（案）について

科　　　目

1.県実行委員会補助金

2.町負担金

3.繰越金

4.財産収入
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報告第１号

　　　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール交流大会開催要領について　　　

　ねんりんピックよさこい高知２０１３ソフトバレーボール交流大会開催要領については、大会実

行委員会及び競技主管団体と協議のうえ別冊のとおり作成した。
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