
平成２６年度一般社団法人水口岡山城の会 

第１回通常総会 次 第 

 

日時：平成 26年 7月 25日 

18：30～20：00 

会場：水口中央公民館 

 

1. 開会 

2. 理事長挨拶 

3. 来賓挨拶並びに紹介 

4. 総会定足数の確認 

5. 議長選任 

6. 議事録署名人の選任 

7. 議事 

第１号議案 平成２５年度事業報告及び収支決算報告 

     ～監査報告～ 

第２号議案 平成２６年度事業計画(案)及び収支予算計画(案) 

第３号議案 監事 1名選任の件 

第４号議案 その他 

8．勉強会 

講師：小谷徳彦氏 甲賀市教育委員会歴史文化財課 

9．閉会 

 

懇親会 相撲茶屋賀位の山にて 
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平成２５年度事業報告 

 

  平成 25年 7月 1日から平成 26年 6月 30日まで 

 

一般社団法人水口岡山城の会 

 

１ 事業の成果 

水口岡山城をより多くの方に認識して頂き、市民の誇り、また、観光資源としての城跡に成り

うるべく一般社団法人を発足し一年間事業展開をして参りました。初年度ということで、水口岡

山城の会としての組織作りが急務であったため、我々が目指す事業をすべて計画通りに進めるこ

とが出来ませんでしたが、よみがえれ水口岡山城 2014 を中心とし、甲賀市内外に水口岡山城の

存在、そして、当会の会員の想いは、甲賀市民はもとより全国に発信出来たものと確信をしてお

ります。本年は市制 10周年でもあり甲賀市とも密に連携を取り、ご支援頂きながら活動出来たこ

とは、今後の水口岡山城の事業展開にとって大きな原動力になると思います。市民の方々からも

多くの激励を頂きながら活動できる水口岡山城の会として、会員一丸となり夢の実現に向かって

今後とも活動して参りたいと思います。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

定款の事業名 

事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

（１） 水口岡山城の復元・整備の促進 

当会を設立し、官民一体となった復

元・整備の協力体制を確立した 

7/1  25名  200 

（２） 水口岡山城に関するイベントの開催 

第 12回近江中世城跡 

琵琶湖一周のろし駅伝 共催 

11/23 古城山 20名 甲賀市内外 0 

よみがえれ水口岡山城 2014開催 4/17 ～

20 

古城山 50名 市内外 

来場者 3000 

5340 

（３） 水口岡山城に関する学習会の開催 

シンポジウム「地域資源を利活用した

まちづくりについて」共催 

パネリストとして小山理事長出演 

7/28 碧水ホ

ール 

20名 甲賀市内外 0 

講演会「水口岡山城と城下町」共催 11/17 碧水ホ

ール 

20名 甲賀市内外 0 
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（４） 水口岡山城に関する調査・研究・情報収集及び発信 

広報誌「Shall We Castle」発刊 12月  15名 全会員 10 

水口岡山城 第 2次発掘調査 

現地説明会参加 

3/9 古城山 15名 甲賀市内外 0 

企画展「水口岡山城」参加 10/12

～

11/27 

水口歴

史民俗

資料館 

 甲賀市内外 0 

（５） 水口岡山城に関する観光資源の保存及び創出 

当該年度は実施しなかった      

（６） 水口岡山城の観光客の誘致及び斡旋 

全国山城サミット朝来大会参加 

甲賀市が山城サミット加盟 

11/9,10 朝来市 5名  0 

（７） 水口岡山城の観光商品の開発・宣伝・販売及びその支援 

当該年度は実施しなかった      

（８） 水口岡山城を通じたまちづくりに寄与する人材の育成及び活用 

当会の運営・事業を通じて会員資質の

向上を行った 

   全会員  

（９） その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

甲賀夏まつり 2013 PR出店 7/27  10名 甲賀市民 0 

月見交流会（雨天中止） 10/20   全会員 0 

古城山合同清掃（雨天中止） 10/25   全会員 0 

スポーツチャンバラ交流会 11/7  30名 全会員 0 

「2014年度、城の会のヨガ明ける」 

～みんなでヨガ体験～ 

2/7  30名 全会員 0 

古城山合同清掃 4/10  10名 関係団体 0 

 

 

 



第1号議案　平成25年度事業報告及び収支決算報告

[税込]（単位：円）

科　　目 金　額 科　　目 金　額
 【流動資産】  【流動負債】
  （現金・預金）   前受年会費 60,000 
   現　　　金 35,686    流動負債  計 60,000 
   普通　預金 151,831  【固定負債】
    現金・預金 計 187,517   長期借入金 5,000,000 
     流動資産合計 187,517    固定負債  計 5,000,000 
 【固定資産】 負債の部合計 5,060,000 
  （有形固定資産）
   什器　備品 3,806,460  【正味財産】
    有形固定資産  計 3,806,460   前期繰越正味財産額 0 
     固定資産合計 3,806,460   当期正味財産増減額 △ 1,066,023 

   正味財産　計 △ 1,066,023 
正味財産の部合計 △ 1,066,023 

資産の部合計 3,993,977 負債・正味財産の部合計 3,993,977 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
全事業所 平成26年 6月30日 現在
一般社団法人水口岡山城の会
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第1号議案　平成25年度事業報告及び収支決算報告

[税込]（単位：円）

一般社団法人水口岡山城の会
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 710,000 
    賛助会員受取会費 250,000 
  【事業収益】
    事業　収益 15,600 
  【その他収益】
    受取　利息 163 
        経常収益  計 975,763 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      印刷製本費(事業) 31,500 
      消耗品　費(事業) 689,342 
      水道光熱費(事業) 25,079 
      地代　家賃(事業) 10,000 
      賃  借  料(事業) 412,000 
      保　険　料(事業) 3,800 
      雑　　　費(事業) 162,600 
        その他経費計 1,334,321 
          事業費  計 1,334,321 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 
    （その他経費）
      印刷製本費 47,250 
      通信運搬費 78,136 
      消耗品　費 56,500 
      接待交際費 6,232 
      減価償却費 200,340 
      保　険　料 54,080 
      諸　会　費 10,000 
      租税　公課 6,224 
      管理　諸費 3,065 
      支払　利息 41,758 
      創　立　費 200,000 
      雑　　　費 3,880 
        その他経費計 707,465 
          管理費  計 707,465 
            経常費用  計 2,041,786 
              当期経常増減額 △ 1,066,023 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 1,066,023 
        経理区分振替額 0 
          当期正味財産増減額 △ 1,066,023 
          前期繰越正味財産額 0 
          次期繰越正味財産額 △ 1,066,023 

自 平成25年 7月 1日  至 平成26年 6月30日

損　益　計　算　書
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第1号議案　平成25年度事業報告及び収支決算報告

【重要な会計方針】
　当会は一般社団法人ですが、財務諸表の作成は市民に対する情報公開を第一義としているＮＰＯ
法人会計基準（2010年７月20日　2011年11月20日一部改正　ＮＰＯ法人会計基準協議会）によってい
ます。
　なお、ＮＰＯ法人会計基準による、活動計算書を損益計算書としております。

(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法
　棚卸資産はありません
(2).固定資産の減価償却の方法
　有形固定資産：定額法
　無形固定資産：所有していません
(3).引当金の計上基準
　計上しておりません
(4).消費税等の会計処理
　消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】
　初年度であり、変更はありません。

【事業費の内訳】
　本年度、収益事業は行っておりません。

[税込]（単位：円）

科目 非収益事業 収益事業 合計
（人件費）
  人件費計 0 0 0 
（その他経費）
  印刷製本費(事業) 31,500 31,500 
  消耗品　費(事業) 689,342 689,342 
  水道光熱費(事業) 25,079 25,079 
  地代　家賃(事業) 10,000 10,000 
  賃  借  料(事業) 412,000 412,000 
  保　険　料(事業) 3,800 3,800 
  雑　　　費(事業) 162,600 162,600 
    その他経費計 1,334,321 0 1,334,321 

      合計 1,334,321 0 1,334,321 

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】
なし

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】
なし

【使途等が制約された寄付等の内訳】
なし

【固定資産の増減内訳】
[税込]（単位：円）

科目 期首取得価額 取得 減少 期末取得価額 減価償却累計額 期末帳簿価額

（有形固定資産）
　什器備品　バルーン一式 0 3,565,800 0 3,565,800 △ 178,290 3,387,510 
　什器備品　提灯一式 0 441,000 0 441,000 △ 22,050 418,950 

　    合計 0 4,006,800 0 4,006,800 △ 200,340 3,806,460 

【借入金の増減内訳】
平成26年1月31日借入、平成26年7月より返済開始します。（84回元金均等返済）

[税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
　(長期借入金)
　滋賀銀行 0 5,000,000 0 5,000,000 

合計 0 5,000,000 0 5,000,000 

財務諸表の注記
一般社団法人水口岡山城の会 平成26年 6月30日 現在
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第 2号議案 平成 26年度事業計画（案）及び収支予算計画（案） 
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平成２６年度事業計画（案） 

 

  平成 26年 7月 1日から平成 27年 6月 30日まで 

 

一般社団法人水口岡山城の会 

 

１ 事業実施の方針 

 水口岡山城の会として 2年目を迎える 26年度は、今後の水口岡山城の会の将来を左右する非常

に重要な年度であると認識をしております。前年度開催をした、よみがえれ水口岡山城 2014 は

水口岡山城の会の根幹の事業でもあり、継続事業としてより一層の事業内容の充実を図りたいと

考えております。また、会員はもちろんのこと、市民の皆さまにも水口岡山城の歴史的背景やこ

の地域での観光資源としての大切さを、より深く理解していただくための活動にも重きを置いて

いきたいと考えております。今日まで様々な団体あるいは人々が水口岡山城に対して、それぞれ

の想いで活動されてこられました、甲賀市や今日まで携わった様々な方々と連携を図りながら、

水口岡山城としての確固たる礎を図って参りたいと思います。今後の水口岡山城の会の発展には

欠かすことのできない会員の拡大にも重きを置き、水口岡山城の広報活動と共に推し進めていき

たいと考えております。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

定款の事業名 

事 業 内 容 
実施 

日時 

実施 

場所 

従事者

の人数 

対象者 

の範囲及び 

人数 

支出額 

(千円) 

（１） 水口岡山城の復元・整備の促進 

甲賀市と意見交換を実施し、水口岡山

城の発掘整備事業がより効果的な内容

になるよう働きかけを行う 

随時    0 

（２） 水口岡山城に関するイベントの開催 

かぶとづくり 通年  イベン

ト部 

甲賀市内外 70 

ＰＲビデオ制作プロジェクト 通年  歴史学

習部 

全会員 70 

第 14回近江中世城跡 

琵琶湖一周のろし駅伝 

11/23 古城山 歴史学

習部 

甲賀市内外 70 

よみがえれ水口岡山城 2015開催 4月 古城山 一夜城

部 

甲賀市内外 800 

まるごと水口岡山城 2015 4月 古城山 イベン

ト部 

甲賀市内外 100 
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（３） 水口岡山城に関する学習会の開催 

甲賀市歴史フォーラム共催 11/16 碧水ホ

ール 

一夜城

部 

甲賀市内外 30 

（４） 水口岡山城に関する調査・研究・情報収集及び発信 

広報誌「Shall We Castle」発刊 9、3月  広報部 甲賀市内外 50 

水口岡山城 第 3次発掘調査 

現地説明会参加 

9月 古城山 歴史学

習部 

全会員 0 

水口岡山城 第 3次発掘調査 

現地説明会参加 

3月 古城山 歴史学

習部 

全会員 0 

（５） 水口岡山城に関する観光資源の保存及び創出 

当該年度は実施しない予定      

（６） 水口岡山城の観光客の誘致及び斡旋 

当該年度は実施しない予定      

（７） 水口岡山城の観光商品の開発・宣伝・販売及びその支援 

当該年度は実施しない予定      

（８） 水口岡山城を通じたまちづくりに寄与する人材の育成及び活用 

研修旅行 2月  会員交

流部 

全会員 20 

当会の運営・事業を通じて会員資質の

向上を行う 

随時  事務局 全会員 0 

（９） その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

月見交流会 9月 古城山 会員交

流部 

全会員 20 

古城山合同清掃 10月 古城山 事務局 関係団体 0 

甲賀市市制 10周年記念事業 10月 市役所

周辺 

一夜城

部 

甲賀市内外 30 

古城山合同清掃 4月 古城山 事務局 関係団体 0 

      

 



第2号議案　平成26年度事業計画（案）及び収支予算計画（案）

[税込]（単位：円）

一般社団法人水口岡山城の会
前年度決算額 予算額

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 710,000 1,000,000 
    賛助会員受取会費 250,000 500,000 
　　受取補助金 2,500,000 
  【事業収益】
    事業　収益 15,600 20,000 
  【その他収益】
    受取　利息 163 200 
        経常収益  計 975,763 4,020,200 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 0 
    （その他経費）
      印刷製本費(事業) 31,500 80,000 
      消耗品　費(事業) 689,342 700,000 
      水道光熱費(事業) 25,079 30,000 
      地代　家賃(事業) 10,000 10,000 
      賃  借  料(事業) 412,000 420,000 
      保　険　料(事業) 3,800 10,000 
      雑　　　費(事業) 162,600 150,000 
        その他経費計 1,334,321 1,400,000 
          事業費  計 1,334,321 1,400,000 
  【管理費】
    （人件費）
        人件費計 0 0 
    （その他経費）
      印刷製本費 47,250 50,000 
      通信運搬費 78,136 80,000 
      消耗品　費 56,500 50,000 
      接待交際費 6,232 10,000 
      減価償却費 200,340 801,360 
      保　険　料 54,080 55,000 
      諸　会　費 10,000 10,000 
      租税　公課 6,224 7,000 
      管理　諸費 3,065 5,000 
      支払　利息 41,758 81,000 
      創　立　費 200,000 0 
      雑　　　費 3,880 5,000 
        その他経費計 707,465 1,154,360 
          管理費  計 707,465 1,154,360 
            経常費用  計 2,041,786 2,554,360 
              当期経常増減額 △ 1,066,023 1,465,840 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 1,066,023 1,465,840 
          当期正味財産増減額 △ 1,066,023 1,465,840 
          前期繰越正味財産額 0 △ 1,066,023 
          次期繰越正味財産額 △ 1,066,023 399,817 

注記
受取補助金は、甲賀市市制施行１０周年記念 市民提案事業のものです

収支予算計画（案）

自 平成26年 7月 1日  至 平成27年 6月30日
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