
 

 

平成２９年度一般社団法人水口岡山城の会 

第４回通常総会 次 第 

 

日時：平成 29年 9月 1日 

18：00～19：30 

会場：レストラン寿賀蔵 

 

1. 開会 

2. 理事長挨拶 

3. 来賓挨拶並びに紹介 

4. 議長選任 

5. 総会定足数の確認 

6. 議事録署名人の選任 

7. 議事 

第１号議案 平成２８年度 事業報告及び収支決算報告の件 

     ～ 監査報告 ～ 

第２号議案 役員選任の件 

第３号議案 組織図承認の件 

第４号議案 定款変更の件 

第５号議案 その他 

8. 報告事項 

 平成２９年度 事業計画及び収支予算計画について 

9. 閉会 

 

● 歴史学習会 講師：小谷徳彦氏 甲賀市教育委員会歴史文化財課 19:30～20:00 

● 懇 親 会 20:00～21:30 



第１号議案 平成２８年度事業報告及び収支決算報告の件 
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平成２８年度事業報告 

 

  平成 28 年 7 月 1 日から平成 29 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 

２８年度は水口岡山城にとって大きな変革の年となりました。国の文化審議会から平成２８年

１１月１８日付で「水口岡山城跡」を国史跡に指定するよう文部科学大臣に答申が出されました。

そして、水口岡山城跡の歴史的・学術的価値が評価され、将来にわたって保存すべき城跡として

平成２９年２月９日官報に告示され正式に国史跡に指定された記念すべき年度となりました。 

この国史跡指定を受け、２８年度は「よみがえれ水口岡山城２０１７特別編」として、あいこ

うか市民ホール周辺をメイン会場とし、藤岡弘、と忍者大行列やスタンプラリー・餅まき等様々

なイベントを開催し、甲賀市内外から一万人を超える方々にお越しを頂き、水口岡山城跡が国史

跡に指定された事、また、この地域の重要な遺産であることを広く認知していただけたことで、

本会の水口岡山城跡に対する取り組みが大きな成果をあげられたものと確信しております。 

国史跡指定や「よみがえれ水口岡山城２０１７特別編」・市との意見交換等を通して甲賀市とも

良好な関係をより深めることが出来、水口岡山城の会も市民の皆様はもとより、市外の方にも認

知していただけるようになりました。また、メンバーの皆様の水口岡山城への熱き想い・事業の

完成度も成熟した段階になったと実感できた年度となりました。２８年度も、各種団体・賛助会

員・会員の皆様に多大なご協力・ご支援をいただいた年度となりましたが、事業が成功裏に終え

られたことは、ひとえに皆様のご協力とご支援の賜物と深く感謝しております。ありがとうござ

いました。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

定款の事業名 

事 業 内 容 日時 実施場所 従事者 対象者 

（１） 水口岡山城の復元・整備の促進 

甲賀市歴史文化財課との定例会 毎月 甲南庁舎 歴史文化部 全会員 

（２） 水口岡山城に関するイベントの開催 

よみがえれ水口岡山城 2017 開催 

藤岡弘、他出演（来場者 15,000 名） 

5/28 市民ﾎｰﾙ P 

水口神社 

全部会 甲賀市内外 

第 16 回近江中世城跡琵琶湖一周 

のろし駅伝への協力 

11/23 古城山 歴史文化部 甲賀市内外 

（３） 水口岡山城に関する学習会の開催 

水口岡山城 城郭歴史フォーラム 

水口岡山城と豊臣家五奉行の城 

甲賀市と共催・バルーン出展 

11/13 碧水ホール 全部会 甲賀市内外 
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水口岡山城跡国史跡指定記念シンポジウム 

近世甲賀の起点水口岡山城～現代に続く基礎～ 

甲賀市と共催・理事長出演(パネラー) 

5/28 碧水ホール 全部会 甲賀市内外 

（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」第 4 号発刊 10 月  広報部 全会員 

対外版広報誌 全戸配布 5 月  広報部 市内全戸 

（５） 水口岡山城に関する観光資源の保存及び創出 

各事業の中に含む 随時    

（６） 水口岡山城の観光客の誘致及び斡旋 

各事業の中に含む 随時    

（７） 水口岡山城の観光商品の開発・宣伝・販売及びその支援 

水口岡山城グッズ企画 随時  イベント部 甲賀市内外 

（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 戦国ｻﾞ･ﾘｱﾙ at 大阪城 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ SS 席にて観覧 

3/5 大阪方面 会員交流部 全会員 

（９）地域コミュニティーの推進に寄与する事業 

水口東部コミュニティーセンター 

指定管理業務受託・事務所設置 

（指定期間 H27/4/1～H30/3/31） 

 水口町神明 事務局 施設利用者 

（１０）その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

かんぴょう作り体験 

（H28 文化庁伝統文化親子教室事業） 

8/7 

8/20 

水口ﾃｸﾉｽﾌｧｰﾑ 

島本ﾊﾞｲﾑ農場 

イベント部 甲賀市内外 

第 3 回通常総会 8/20 中央公民館 事務局 全会員 

月見交流会 9/19 寿賀蔵(雨天) 会員交流部 全会員 

甲賀市商工まつり バルーン出展 10/16 陶芸の森 一夜城部 甲賀市内外 

古河青年会議所事業 バルーン出展 11/23 茨城県古河市 一夜城部 古河市内外 

甲賀流忍者祭 忍の舞 バルーン出展 11/26 市民ﾎｰﾙ P 一夜城部 甲賀市内外 

ＪＡ大農業祭 バルーン出展 12/3~ 

12/4 

ＪＡこうか 一夜城部 甲賀市内外 

忘年会 12/15 賀位の山 会員交流部 全会員 

親子農業体験事業 

（H29 文化庁伝統文化親子教室事業） 

6/4 

継続中 

オカムラ農産 イベント部 甲賀市内外 

よろいづくり 通年  イベント部 全会員 

東海道水口宿盛り上げ事業検討会議 

への参加（水口自治振興会主催） 

随時 中部コミセン イベント部  
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[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）   未　払　金 1,074,672 
   現　　　金 65,150   前受年会費 30,000 
   小口　現金 30,002   預り寄付金 65,682 
   普通　預金 1,951,567   未払法人税等 82,100 
    現金・預金 計 2,046,719    流動負債  計 1,252,454 
  （売上債権）  【固定負債】
   未　収　金 677,910   長期借入金 2,732,000 
    売上債権 計 677,910    固定負債  計 2,732,000 
  （棚卸資産） 負債合計 3,984,454 
   貯　蔵　品 99,850 
    棚卸資産  計 99,850  【正味財産】
  （その他流動資産）   前期繰越正味財産額 831,542 
   立　替　金 66,000   当期正味財産増減額 △ 412,229 
    その他流動資産  計 66,000    正味財産　計 419,313 
     流動資産合計 2,890,479 正味財産合計 419,313 
 【固定資産】
  （有形固定資産）
   什器　備品 1,513,288 
    有形固定資産  計 1,513,288 
     固定資産合計 1,513,288 

資産合計 4,403,767 負債及び正味財産合計 4,403,767 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表
一般社団法人水口岡山城の会
全事業 平成29年 6月30日 現在

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
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第１号議案　平成２８年度事業報告及び収支決算報告の件

[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）   未　払　金 256,584 
   小口　現金 30,002   未払法人税等 82,100 
   普通　預金 146,659 　本会計より借入 300,000 
    現金・預金 計 176,661    流動負債  計 638,684 

負債合計 638,684 
  （売上債権）
   未　収　金 335,750  【正味財産】
    売上債権 計 335,750   前期繰越正味財産額 △ 100,472 
     流動資産合計 512,411   当期正味財産増減額 △ 25,801 

   正味財産　計 △ 126,273 
正味財産合計 △ 126,273 

資産合計 512,411 負債及び正味財産合計 512,411 

正　味　財　産　の　部

貸　借　対　照　表

資　産　の　部 負　債　・　正　味　財　産　の　部
収益事業 平成29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２８年度事業報告及び収支決算報告の件

一般社団法人水口岡山城の会

本会計
東部コミセン

指定管理
合計

【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 1,060,000 1,060,000 
    賛助会員受取会費 300,000 300,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 100,000 100,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 4,355,000 4,355,000 
  【事業収益】
    事業　収益 1,301,004 1,301,004 
    受託事業収益 1,324,250 1,324,250 
    その他事業収益 50,000 50,000 
  【その他収益】
    受取　利息 22 5 27 
        経常収益  計 7,166,026 1,324,255 8,490,281 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 0 0 
    （その他経費）
      売上　原価 123,760 0 123,760 
      業務委託費(事業) 3,241,396 3,241,396 
      諸　謝　金(事業) 85,000 85,000 
      印刷製本費(事業) 470,006 470,006 
      旅費交通費(事業) 112,943 112,943 
      通信運搬費(事業) 123,740 123,740 
      消耗品　費(事業) 994,332 994,332 
      会　場　費(事業) 522,890 522,890 
      賃  借  料(事業) 124,536 124,536 
      広告宣伝費(事業) 216,547 216,547 
      支払手数料(事業) 4,080 4,080 
      雑　　　費(事業) 380,704 380,704 
        その他経費計 6,399,934 0 6,399,934 
          事業費  計 6,399,934 0 6,399,934 
  【管理費】
    （人件費）
      業務委託費 406,595 406,595 
      給料　手当 186,300 186,300 
      法定福利費 512 512 
        人件費計 0 593,407 593,407 
    （その他経費）
      会　議　費 75,683 75,683 
      通信運搬費 94,204 83,154 177,358 
      消耗品　費 83,801 34,862 118,663 
      水道光熱費 316,795 316,795 
      減価償却費 841,689 841,689 
      保　険　料 45,080 45,080 
      諸　会　費 10,000 10,000 
      租税　公課 404 600 1,004 
      管理　諸費 11,020 133,455 144,475 
      支払　利息 51,422 51,422 
      雑　　　費 14,900 30,000 44,900 
        その他経費計 1,152,520 674,549 1,827,069 
          管理費  計 1,152,520 1,267,956 2,420,476 
            経常費用  計 7,552,454 1,267,956 8,820,410 
              当期経常増減額 △ 386,428 56,299 △ 330,129 

損　益　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成28年 7月 1日  至 平成29年 6月30日
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第１号議案　平成２８年度事業報告及び収支決算報告の件

一般社団法人水口岡山城の会

損　益　計　算　書
[税込]（単位：円）

自 平成28年 7月 1日  至 平成29年 6月30日
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 0 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 0 0 
        税引前当期正味財産増減額 △ 386,428 56,299 △ 330,129 
        法人税、住民税及び事業税 82,100 82,100 

          当期正味財産増減額 △ 386,428 △ 25,801 △ 412,229 

          前期繰越正味財産額 831,542 

          次期繰越正味財産額 419,313 
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第１号議案　平成２８年度事業報告及び収支決算報告の件

【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が、当会は免税事業者となります。

【事業費の内訳】 [税込]（単位：円）

科目
よみがえれ
水口岡山城

伝統文化
親子教室

バルーン出展 その他事業 合計

（人件費）
  人件費計 0 0 0 0 0 
（その他経費）
  仕入高（事業） 44,110 79,650 123,760 
  業務委託費(事業) 3,191,180 50,216 3,241,396 
  諸　謝　金(事業) 25,000 60,000 85,000 
  印刷製本費(事業) 344,790 75,000 50,216 470,006 
  旅費交通費(事業) 112,943 112,943 
  通信運搬費(事業) 15,740 108,000 123,740 
  消耗品　費(事業) 941,384 20,000 13,724 19,224 994,332 
  会　場　費(事業) 337,600 160,000 25,290 522,890 
  賃  借  料(事業) 4,536 120,000 124,536 
  広告宣伝費(事業) 216,547 216,547 
  支払手数料(事業) 4,080 4,080 
  雑　　　費(事業) 174,709 205,995 380,704 
    その他経費計 5,299,676 435,000 440,662 224,596 6,399,934 
      合計 5,299,676 435,000 440,662 224,596 6,399,934 

【使途等が制約された寄付等の内訳】 [税込]（単位：円）

内容 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高
（流動負債）
　預り寄付金 65,671 0 0 65,671

合計 65,671 0 0 65,671

【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 4,208,448 0 0 4,208,448 △ 2,695,160 1,513,288 
　    合計 4,208,448 0 0 4,208,448 △ 2,695,160 1,513,288 

【借入金の増減内訳】 [税込]（単位：円）

科目 期首残高 当期借入 当期返済 期末残高
（固定負債）
　長期借入金（滋賀銀行） 3,488,000 0 756,000 2,732,000

合計 3,488,000 0 756,000 2,732,000

財務諸表の注記
平成29年 6月30日 現在一般社団法人水口岡山城の会

備考

使途：水口岡山城整備事業
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一般社団法人水口岡山城の会役員の任期満了に伴い、定款第 25条の規定により、役員の

選任について提案するものです。 

 

□ 監事候補者 ２名 

金田 周也 （新任） 

谷口 学  （新任） 

 

□ 理事候補者 ２３名 

青木 治亮 （新任） 

阿南 浩二 （新任） 

池田 吉希 

池本 敏和 

石神 義隆 

大河原 佳子 

大谷内 照彦 

岡村 久悦 

小山 剛 

斉内 豊 

島本 光久 

園田 宏 

田中 栄治 

津田 守 

徳地 一久 

永友 賢  （新任） 

西澤 誠  （新任） 

原 瑞世 

平木 和彦 

広瀬 憲一 

文原 弘司 

丸山 茂樹 

宮島 賢二 

 

以上 

 

（敬称略、５０音順） 



 

 

 

2
 

1
1

 

第
4
号
議
案
 
定
款
変
更
の
件

 

 

第４号議案 定款変更の件 

 

（変更理由） 

理事会の議長を柔軟に決定できるようにするため 

 

変更前 変更後 

第５章  理事会 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長

があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従い、副理事長が議

長の代行を行うことができる。 

 

第５章  理事会 

（議長） 

第３５条 理事会の議長は、理事長若しくは理事長が指名した者がこ

れに当たる。 
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平成２９年度事業計画 

 

  平成 29 年 7 月 1 日から平成 30 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 

現在の水口宿周辺の基盤は水口岡山城の築城によって整備され、その後、江戸時代の宿場町と

して栄え現在に至っています。水口岡山城跡が国史跡に指定され、また、日本遺産の一部として

認められたことで、いよいよ注目が集まり、観光資源としての機運が高まってきています。この

機運を逃さず、城跡を含め、周辺を一体とした観光に繋がるまちづくりを考えていかなければな

らないと考えています。また、この周辺一帯には、日本遺産「忍者」などの甲賀地域の多様な観

光資源も絡めながら、甲賀市が魅力あるまちであることを発信していくことのできる潜在力があ

ります。これらの資源の活用を通して街を活性化し、観光の誘客に繋げていく為には、今まで以

上に地域や行政、各種団体と緊密な連携を図っていかなければなりません。 

これからの城跡の活用や再築・周辺一帯の活性化に向けての土壌が出来上がりつつある中で、

積み上げてきた我々の活動がようやく結実する環境が整いつつあります。本年度は足元をしっか

りと固め、水口岡山城下の持続的な活性化の為に市民の方々と共に旧東海道三筋に賑わいを作り、

盛り上げていきたいと考えています。そして、今までの継続事業につきましては、本会にとって

も、市民の方々にとっても大きな役割を果たす意義ある事業となり、市民の方々の期待も今まで

以上に増してきています。我々はその期待に応えるべく創意工夫していかなければなりません。 

29 年度の活動は今まで様々な事業で培ってきた会員の皆様の知恵や力を結集し、甲賀市や市民

の皆様とより一層の連携を図りながら共に取り組んでいかなければならないものとなります。そ

して、なにより会員の皆様のご努力がカタチとして現れる初年度とするべく邁進して参りますの

で、本年度もよろしくお願い申し上げます。 

 

２ 事業の実施に関する事項 

定款の事業名 

事 業 内 容 日時 実施場所 従事者 対象者 
予算額 

（千円） 

（１） 水口岡山城の復元・整備の促進 

甲賀市歴史文化財課との定例会 毎月 甲賀市役所 運営会議 運営会議 0 

水口岡山城基金準備 通年  総務部会  0 

（２） 水口岡山城に関するイベントの開催 

よみがえれ水口岡山城 2018 4～5 

月 

未定 全部会 甲賀市内外 1500 

第 18 回近江中世城跡琵琶湖一周 

のろし駅伝への協力 

11/23 古城山 総務部会 甲賀市内外 0 
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（３） 水口岡山城に関する学習会の開催 

各事業の中に含む 随時    0 

（４） 水口岡山城に関する調査・研究・情報収集及び発信 

対外版広報誌「Shall We Castle」 

第 5 号発刊 

3 月  総務部会 全会員 50 

（５） 水口岡山城に関する観光資源の保存及び創出 

謎解きゲーム「甲賀忍者 VS 長束正

家」 

通年  企画部会  0 

（６） 水口岡山城の観光客の誘致及び斡旋 

旧富田呉服店にぎわい拠点管理運営 4 月 

～ 

水口町 企画部会  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 

水口岡山城グッズ企画 随時  企画部会  0 

（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 

会員の拡大 通年  全会員 甲賀市内外 0 

新役員研修会 9/26 東部ｺﾐｾﾝ 総務部会 理事会 0 

研修旅行 2/24

～25 

 総務部会 正会員 20 

役員研修会 7 月 東部ｺﾐｾﾝ 総務部会 理事会 0 

（９）地域コミュニティーの推進に寄与する事業 

水口東部コミュニティーセンター 

指定管理業務受託・事務所設置 

継続 水 口 町 神

明 

 施設利用者 0 

（１０）その他当法人の目的を達成するために必要な事業 

親子農業体験事業 

（H29 文化庁伝統文化親子教室事

業） 

7/23 

8/5 

8/27 

水口ﾃｸﾉｽﾌｧｰ

ﾑ、島本ﾊﾞｲﾑ農

場、ｻﾝﾄﾋﾟｱ水

口 

企画部会 甲賀市内外 500 

第 4 回通常総会 9/1 寿賀蔵 総務部会 全会員 0 

甲賀エコフェスティバル バルーン出展 9/10 市民ﾎｰﾙ P 一夜城部会 全会員 0 

甲賀市商工まつり バルーン出展 10/15 土山 一夜城部会 全会員 0 

こにゃん元気市場 2017 バルーン出展 11/12 ここぴあ 一夜城部会 全会員 0 

ＪＡ大農業祭 バルーン出展 12/2~ 

12/3 

JA こうか 一夜城部会 全会員 0 

忘年会 12/22 未定 総務部会 全会員 0 

よろいづくり 通年  企画部会 全会員 0 

東海道水口宿盛り上げ事業検討会議 

への参加（水口自治振興会主催） 

随時 中部ｺﾐｾﾝ 企画部会 全会員 0 

水口岡山城の城下町に関する事業 未定 未定 城下町部会 全会員 0 

 



報告事項　平成29年度事業計画及び収支予算計画について

一般社団法人水口岡山城の会

前年度予算額 予算額 差異 前年度予算額 予算額 差異 予算額合計
【経常収益】
  【受取会費】
    正会員受取会費 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 
    賛助会員受取会費 400,000 400,000 0 400,000 
  【受取寄付金】
    受取寄付金 600,000 100,000 △ 500,000 100,000 
  【受取助成金等】
    受取補助金 1,200,000 1,000,000 △ 200,000 1,000,000 
  【事業収益】
    事業　収益 100,000 600,000 500,000 20,000 20,000 0 620,000 
    受託事業収益 1,318,000 1,373,000 55,000 1,373,000 
  【その他収益】
    受取　利息 400 30 △ 370 30 10 △ 20 40 
    雑　収　益 0 0 0 0 
        経常収益  計 3,500,400 3,300,030 △ 200,370 1,338,030 1,393,010 54,980 4,693,040 
【経常費用】
  【事業費】
    （人件費）
        人件費計 0 0 0 0 0 0 0 
    （その他経費）
　　　売上　原価 70,000 50,000 20,000 50,000 
      業務委託費(事業) 350,000 350,000 0 350,000 
　　　諸　謝　金(事業) 120,000 120,000 0 120,000 
      印刷製本費(事業) 200,000 200,000 0 200,000 
      通信運搬費(事業) 15,000 15,000 0 15,000 
      消耗品　費(事業) 500,000 500,000 0 50,000 30,000 △ 20,000 530,000 
      水道光熱費(事業) 20,000 20,000 0 20,000 
　　　会　場　費(事業) 350,000 350,000 0 350,000 
      賃  借  料(事業) 360,000 360,000 0 360,000 
      保　険　料(事業) 10,000 10,000 0 10,000 
      雑　　　費(事業) 100,000 100,000 0 100,000 
        その他経費計 2,095,000 2,075,000 20,000 50,000 30,000 △ 20,000 2,105,000 
          事業費  計 2,095,000 2,075,000 20,000 50,000 30,000 △ 20,000 2,105,000 
  【管理費】
    （人件費）
      業務委託費 430,000 150,000 △ 280,000 150,000 
      給料　手当 170,000 420,000 250,000 420,000 
        人件費計 0 0 0 600,000 570,000 △ 30,000 570,000 
    （その他経費）
      印刷製本費 30,000 30,000 0 30,000 
      会　議　費 20,000 0 20,000 20,000 75,000 55,000 75,000 
      通信運搬費 70,000 95,000 △ 25,000 70,000 85,000 15,000 180,000 
      消耗品　費 50,000 85,000 △ 35,000 100,000 100,000 0 185,000 
      修　繕　費 100,000 100,000 0 100,000 
      水道光熱費 350,000 320,000 △ 30,000 320,000 
      広告宣伝費 20,000 0 20,000 0 
      接待交際費 10,000 0 10,000 0 
      減価償却費 841,689 841,689 0 841,689 
      保　険　料 48,000 45,000 3,000 45,000 
      諸　会　費 10,000 10,000 0 10,000 
      租税　公課 5,000 400 4,600 0 600 600 1,000 
      管理　諸費 50,000 12,000 38,000 10,000 50,000 40,000 62,000 
      支払　利息 53,000 40,000 13,000 40,000 
      雑　　　費 20,000 15,000 5,000 30,000 30,000 45,000 
        その他経費計 1,227,689 1,174,089 53,600 650,000 760,600 110,600 1,934,689 
          管理費  計 1,227,689 1,174,089 53,600 1,250,000 1,330,600 80,600 2,504,689 
            経常費用  計 3,322,689 3,249,089 73,600 1,300,000 1,360,600 60,600 4,609,689 
    当期経常増減額 177,711 50,941 △ 126,770 38,030 32,410 △ 5,620 83,351 
【経常外収益】
    経常外収益  計 0 0 0 0 0 0 0 
【経常外費用】
    経常外費用  計 0 0 0 0 0 0 0 
    税引前当期正味財産増減額 177,711 50,941 △ 126,770 38,030 32,410 △ 5,620 83,351 
    法人税、住民税及び事業税 72,200 72,200 0 72,200 
    　　　当期正味財産増減額 177,711 50,941 △ 126,770 △ 34,170 △ 39,790 △ 5,620 11,151 
    　　　前期繰越正味財産額 831,538 
    　　　次期繰越正味財産額 842,689 

収 支 予 算 計 画
[税込]（単位：円）

自 平成29年 7月 1日  至 平成30年 6月30日
本会計 東部コミュニティセンター指定管理会計
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一般社団法人水口岡山城の会　会員名簿

平成29年9月1日現在

正会員（108名） 順不同・敬称略

青木　治亮 金田　周也 辻　英典 平木　和彦

足立　展英 河合　信也 辻　満志 平田　雅彦

阿南　浩二 菊池　一美 辻　保宏 広瀬　憲一

飯田　正広 北澤　晃 津田　守 福岡　広野

池田　浩一 北出　匡史 寺村　昭彦 藤井　秀吾

池田　惣一 木村　有宏 徳地　一久 藤澤　正幸

池田　吉希 熊木　恒平 冨　浩一郎 文原　弘司

池本　敏和 小玉　悟史 富田　亜衣子 前川　保志花

石神　義隆 小林　忠 永友　賢 松浦　秀男

糸目　仁樹 小山　剛 中道　聡 松尾　あづさ

井上　学 斉内　豊 中村　先喜 松岡　忠司

井用　雅也 坂　龍馬 中邨　悠 松林　沙央莉

上田　恭典 澤　和樹 中山　孝彦 丸山　茂樹

植村　太一 島本　光久 名倉　寿成 水澤　保

上西　良英 杉崎　友彦 名倉　賢彦 水田　裕史

上山　信行 園田　宏 南波　信之 宮島　賢二

大河原　佳子 高橋　歩 西澤　誠 三吉　勉

大野　高志 高橋　由記 西出　光弘 三吉　麻弥

大平　豊 田境　敦史 西野　昌彦 村木　慶太郎

大谷内　照彦 田嶋　耕治 野崎　久一 山北　敬隆

岡村　久悦 田中　栄治 橋本　渓太郎 山田　和範

奥田　昌樹 田中　憲司 長谷川　康太 山田　克仁

奥野　貴清 田中　直秋 服部　昌幸 山名　弘真

奥本　卓司 谷口　奈菜 林　利也 山本　正文

片淵　良 谷口　学 原　瑞世 横川　正巳

金岡　保宏 辻　敦仁 秀熊　順治 吉田　真一

金田　幸太 辻　孝博 平岡　良佑 李川　剛隆

賛助会員（30名）

（株）いと源 黒田紙業（株） 富田博明 （株）マルヨシ近江茶

ヴェール企画 甲賀高分子（株） 日新製薬（株） （株）水口テクノス

旨夢路本舗 （株）小西電工 日新薬品工業（株） 水口霊苑公園　拓石（株）

栄照寺 このはな薬局 東澤自動車工業（株） 山本善通税理士事務所

戎脇　浩 （有）さんぽうどー （有）ひまわり薬局 （株）レークケア

（株）大森商会 滋賀酒造（株） 平尾　忠浩 りょうま

関西硝子(株) 島本微生物工業（株） （合）不二オイルサービス

（有）キジサダップ （株）住まいリー 堀内製粉

総会員数：　138名



年度　（一社）水口岡山城の会　年間スケジュール

開催事業名 開催場所 担当 運営会議 理事会

7月 23日 親子農業体験 水口テクノスファーム 企画部会 6日(木) 26日(水)

8月 5日 親子農業体験 島本バイム研究農場 企画部会 8日(火) 26日(土)

27日 　　〃 サントピア水口 企画部会

9月 1日 第4回通常総会 レストラン寿賀蔵 総務部会 6日(水) 26日(火)

10日 甲賀エコフェスティバル バルーン出展 あいこうか市民ホールP 一夜城部会

17日 東部コミセン大掃除 東部コミセン 全会員

26日 新役員研修会 東部コミセン 総務部会

10月 15日 甲賀市商工祭　バルーン出展 土山体育館周辺 一夜城部会 6日(金) 26日(木)

11月 12日 こにゃん元気市場2017 バルーン出展 ここぴあ 一夜城部会 7日(火) 28日(火)

23日 第18回近江中世城跡琵琶湖一周 古城山 総務部会

12月 2～3日 ＪＡ大農業祭 バルーン出展 一夜城部会 6日(水) 26日(火)

22日 忘年会 総務部会

1月 6日(土) 26日(金)

2月 24日 研修旅行 未定 総務部会 6日(火) 27日(火)

～25日

3月 対外版広報誌「Shall We Castle」 総務部会 6日(火) 27日(火)

第5号発刊

4月 旧富田呉服店にぎわい拠点運営開始 水口町 企画部会 6日(金) 26日(木)

5月 よみがえれ水口岡山城 2018 未定 全部会 8日(火) 26日(土)

6月 6日(水) 26日(火)

7月 役員研修会 東部コミセン 総務部会 6日(金) 26日(木)

会員の拡大 全会員

甲賀市歴史文化財課との定例会 甲賀市役所 運営会議

水口岡山城基金準備 総務部会

水口岡山城の城下町に関する事業 城下町部会

東海道水口宿盛り上げ事業検討会議 水口自治振興会主催 企画部会

よろいづくり 企画部会

水口岡山城グッズ企画 企画部会

謎解きゲーム「甲賀忍者VS長束正家」 企画部会

よろいづくり 企画部会

水口東部ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 指定管理業務

2017

 ※定例会議日

 運営会議 毎月 6日
 理 事 会 毎月26日

 ただし、
 日曜日・月曜日に
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第３号議案　組織図承認の件

一般社団法人水口岡山城の会 組織図 平成29年9月1日現在
※は理事

専務理事 副理事長

総会

顧問
理事会

岩永　裕貴
大橋　淳一 監事
前野　昭雄 金田周也

谷口　学
理事長

※小山　剛

※池田吉希 ※島本光久　　　　　　　　　※文原弘司

東部コミセン 総務部会 企画部会 城下町部会 一夜城部会

片淵良 ※原瑞世 ※石神義隆 ※津田守 ※斉内豊
支配人 部会長 部会長 部会長 部会長

片淵三佳

※岡村久悦

※徳地一久 ※園田宏 ※池本敏和※青木治亮
※大河原佳子 ※平木和彦

事務員 副部会長 副部会長 副部会長 副部会長

※大谷内照彦
※宮島賢二

※丸山茂樹

※阿南浩二

※田中栄治

部会員部会員 部会員 部会員
※広瀬憲一

※永友賢
※西澤誠


