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令和 2年度こみゅにてぃほっと新潟役員及び推進委員 総数 76名・・・承認数 76名 非承認数 0名 

以上の結果をもって全ての議案について承認されました。今年度もよろしくお願いいたします。 

こみゅにてぃほっと新潟 定期総会 書面議決報告 
4月に役員会、部会、5月に定期総会の開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の

拡大防止のため、本年度の総会は書面での議決とし、令和 2年 4月 28日必着で書面表決書をご提出い

ただきました。その結果について下記のとおりご報告いたします。なお、新年度事業につきましては、

今後の様子を見ながら、進めていきたいと思います。何卒、ご理解とご協力をお願いします。 

【収 入】 

1.市交付金 4,988,688円 

2.会費   298,800円 

3.事務委託費 600,000円 

4.諸収入   452,218円 

5.繰越金  871,713円 

合 計 7,211,419円 

【支 出】 

1.管理費 4,321,498円 

2.事業費 1,392,982円 

3.補助金 516,500円 

4.予備費  8,640円 

合 計 6,239,620円 

※次年度繰越金 971,799円 

【収 入】 

1.市交付金 5,163,502円 

2.会費    302,400円 

3.事務委託費 600,000円 

4.諸収入   300,049円 

5.繰越金 971,799円 

合 計 7,337,750円 

【支 出】 

1.管理費 4,941,579円 

2.事業費 1,741,623円 

3.補助金 518,000円 

4.予備費   136,548円 

合 計 7,337,750円 

 

顧 問： 内山大助 

会 長： 星野義明 

副会長： 加藤久夫  加藤秀之 

鈴木裕樹  石田庄作 

役 員： 樋口久夫  内山孝博 

高橋賢史  三本一雅 

田口洋一  増井輝男 

滝澤 守  駒形信行 

原 宏治  阿部 衛 

名古屋光章 佐藤功雄 

高橋幸司 齋藤あゆみ 

監 事： 小林和也  小林仁志 
（敬称略・順不動） 

 

【たから部会】 

副 会 長 加藤久夫 

鈴木裕樹 

部 会 長 名古屋光章 

副部会長 三澤人志  

・滝澤守   ・駒形信行 

・星野正夫  ・江田武 

・諸橋英美子 ・小師一夫 

・三沢妃佐江 ・加藤美由紀 

・清水恵子  ・山岸秀男 

・小川一夫  ・松井長一 

・山村倶美子 ・新井田義一 

・佐々木善男 ・三澤恭子 

・曽我靖代 

◆ほっとぱーく維持管理事業 

◆伝統文化支援事業 

◆フラワーロード事業 

【つながり部会】 

副 会 長 加藤秀之 

石田庄作 

部 会 長 佐藤功雄 

副部会長 大橋耕一 

・高橋賢史  ・小林仁志 

・原宏治   ・阿部衛 

・柿坪加奈子 ・小林和也 

・松井敏   ・岡田雅昭 

・高橋日出隆 ・小川公一 

・西澤宏昭  ・本間謙一 

・山下忠平  ・久保利隆 

・並木和憲  ・渡辺実 

・小林伸子  ・近藤和宏 

・野本恵美子 

◆視察研修バスツアー事業 

◆地域住民交流事業 

【あんしん健幸部会】 

部 会 長 高橋幸司 

副部会長 大谷宏憲 

・樋口久夫  ・内山孝博 

・三本一雅  ・田口洋一 

・増井輝男  ・大谷哲夫 

・小林武幸  ・藤井正彦 

・坂井新吾  ・岩崎昭文 

・加藤みちよ ・菅沼祐司 

・小林茂一郎 ・小林大祐 

・横坂克志  ・岡田文代 

・髙橋麗名 

◆防犯ボランティア事業 

◆防犯看板整備事業 

◆消防団との共催事業 

◆健康づくり事業 

【こども未来部会】 

部 会 長 齋籐あゆみ 

副部会長 小林寿江 

・小林聡美 ・江田和也 

・村山美穂 ・小師大和 

・江田智子 ・金井章 

・大谷悦子 ・佐藤彩 

・高橋未来 ・嘉代康成 

・三本哲平 

◆あいさつ運動促進事業 

◆親子交流事業 

◆市内各種イベント 

参加事業 

令和 2年度予算 

算 
 

令和 2年度 

こみゅにてぃほっと新潟役員 

 
 

推進委員名簿及び事業内容 
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男 性  929人（－4） 
女 性  982人（－1） 
総人口 1,911人（－5）  
世帯数 599世帯（－2） 

※（ ）は前月比 

町内別人口・世帯数 
 

町 名 
人 口 

(人) 

世帯数 

(世帯) 

白銀町 112   40   

松の木町 68  20  

東 町 124  30  

四ツ屋町 103 33  

西の上町 113 36  

西の下町 70  24  

千刈町 539 182  

小栗山町 180 59  

指出町 193 59  

下鳥町 141  42  

片桐町 249 68 

美里町 19 6 

見附市「住民基本台帳」登録データ 

人口の動き 
2020.５.1 現在 

▲三本利基（下鳥町） 

関川村出身の三本利基です。

地域の方との交流を深めて、

家族と地域の方々のために頑

張ります！ 

▲永嶋希望（小栗山町） 

栃木県出身、33歳おとめ座で

す。好きな食べ物は餃子で

す。一生懸命がんばります。 

 

▲三沢隼（小栗山町） 

新しく入団しました三沢隼

です。よろしくお願いしま

す。 

高橋分団長より一言  

入団おめでとうございます。新潟地区住民の皆さんが消防団の活躍に期待をしています。 

家族の住む町を守るために、地域の防災活動を一緒に頑張りましょう! 

新潟駐在所発 
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う 10万円の 

特別定額給付金の給付申請を装う詐欺事件の発生が

予想されます。 

 「口座の暗証番号等を聞く」、「キャッシュカードを取りに来る」、「ATM

に行って」は詐欺です。また、全国では他にも 

・「新型コロナの薬を 200万円で販売する」 

・病院を名乗り「コロナウイルスの研究費用を募っている」 

など、新型コロナウイルス感染症に関する不審な電話が相次いで 

かかってきています。公的機関等を名乗る電話でも一旦切って 

確認する、防犯機能付き電話機を利用するなどして特殊詐欺を 

防ぎましょう。 

 
特殊詐欺防止 

消防団第 4分団 新入団員紹介 
令和 2年見附市消防団第 4分団に新しい 3名の仲間が加わりました。 

－見附市役所市民生活課からのお知らせ－ 

現在、新型コロナウイルス感染症による世界的な経済停滞や流通の混

乱等により、リサイクルが滞っていることから、見附市では「古着・古

布類」の回収を、 ６月１日（月）から一時休止します。 

なお、回収を再開する際は、別途お知らせいたしますので、その間は

ご家庭での保管にご協力をお願いいたします。 


