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第１号議案 2020年度事業報告及び決算書について 

 
１．事業報告 

（１） 総会 

・定時総会を 2020年 6月 10日（火）に全会員に書面での評決とし、7月 10

日（金）をもって締め切りとした。 

役員等の選任、2020年度事業計画及び予算が決議された。 

 

（２） まち運営委員会 

まち運営委員会を継続的に開催（５月、10月、１2月、２月の計 4回※）し、

以下の項目等について検討、調整を進めた。 

※5月、10月、12月は書面開催 

【主な議題】 

y まち運営プランの実現に向けた取組み及び検討 

¾ 大崎駅周辺まちづくり進捗状況の共有 

¾ 地域課題の共有 

y 協議会規約の改正に向けた検討 

¾ 書面開催等に関する事項を定めるため、協議会規約の改正に向けた検討を
実施した。 

 
（３） しながわ夢さん橋実行委員会 

① 「しながわ夢さん橋 2020」の開催 

y しながわ夢さん橋実行委員会において、これまでと同様に「ひと・まち・企業」
の融和をテーマとして「しながわ夢さん橋 2020」を開催した。 

開催日は、2020年 10月 10日、11日。（※縮小開催） 

 

② その他イベントの実施 

y 大崎「お花いっぱい運動」活動の実施（2020年 6月 13日、20日、12月

5日） 

※しながわ夢さん橋プレイベント、バレーボール大会については感染症拡大の

影響により中止した。 

 
（４） その他地域活動等 

① 「目黒川みんなのイルミネーション 2020」への協賛 

y 2020 年 12 月 1 日から 2020 年 12 月 24 日までオンラインにて開催した

「目黒川みんなのイルミネーション 2020」へ協賛した。 

② 冬のイルミネーション一斉同時点灯に向けた取組み 等 

y イルミネーションの一斉同時点灯を事前に呼びかけると共に、各街区の点灯開始
日程の情報共有を実施した。 

y コロナ禍における大崎駅周辺地域のイベント等開催状況の情報共有を実施した。 
 
（５） 会員拡大や協議会ＰＲに向けた情報発信 

y 年 2回の会報誌発行、ホームページの更新等を行った。  
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２．2020年度決算書 

 

◆協議会会計            (金額単位：円) 

収入の部 

科目 予算金額 決算金額 差異 摘要 

年会費 3,300,000 3,214,000 ▲86,000 
法人会員 69名、個人会員 2名、 

サポーター2名 

花植え補助金 0 20,000 20,000 
2019年度未収入として計上 

(財団法人東京都公園協会より) 

総会懇親会費 200,000 0 ▲200,000 新型コロナウィルス拡大の為開催なし 

繰越金 762,338 762,338 0  

その他 0 27 27 受取利子 

収入合計 4,262,338 3,996,365 ▲265,973   

支出の部 

科目 予算金額 決算金額 差異 摘要 

会議等運営費 500,000 55,440 ▲444,560 
総会会場費、委員会会場費（3回）が書面開

催となったため 

しながわ夢さん橋実行

委員会拠出金 
2,500,000 2,500,000 0 

夢さん橋 10月 10、11日実施 

（別添資料 1参照） 

その他地域活動 500,000 374,105 ▲125,895 
花植え 2回開催、 

バレーボール大会中止 

ホームページ費用 33,000 33,550 550 サーバー、ドメイン年間使用料 

予備費 729,338 95,081 ▲634,257 振込手数料、郵送代、諸会費等 

支出合計 4,262,338 3,058,176 ▲1,204,162   

     

収支（A） 0 938,189 938,189 次年度へ繰越 

 

◆特別会計 

収入の部 

科目 予算金額 決算金額 差異 摘要 

繰越金 1,721,877 1,721,877 0 東五反田まちづくり推進協議会からの寄付 

支出の部 

科目 予算金額 決算金額 差異 摘要 

イベント協賛金 330,000 330,000 0 目黒川みんなのイルミネーション協賛費用 

     

収支（B） 1,391,877 1,391,877 0 次年度へ繰越 

（イルミネーション等のイベント協賛金に充当していくこととする） 

  

全体収支（A＋B） 1,391,877 2,330,066 次年度へ繰越 
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第 33 回しながわ夢さん橋 2020 実施報告 

しながわ夢さん橋実行委員会事務局 

2021/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日：2020 年 10 月 10 日(土)、11 日(日) 

会場：大崎駅南口改札前東西自由道路「夢さん橋」、および O 美術館 

 

主催：しながわ夢さん橋実行委員会 

「しながわ夢さん橋 2020」が大崎駅周辺にて開催されました。今年は、新型コロナウイ

ルス感染症の影響もあり、行政や出店者の皆さまと綿密に調整を行い、規模を大幅縮小

し、感染症対策をしっかり行ったうえで開催しました。 

台風 14 号接近の影響により 10 月 10 日(土)は O 美術館での特別展示のみとしました

が、11 日(日)は天候も回復し大崎駅前も久しぶりの賑わいをみせました。ノンストップ山

手線「夢さん橋号」も乗車人数を例年より減らし実施しました。例年行っていた飲食物の

出店はありませんでしたが、”新しいかたち”として様々な取り組みを取り入れながらの開

催となりました。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

別添資料１ 



 

 

 

単位：￥

決算 予算 備考

1,301,705 1,301,705

84,200 200,000

 大崎駅周辺まち運営
協議会

2,500,000 2,500,000

 （その他 300,000 300,000

 品川区 2,421,000 5,000,000

6,606,905 9,301,705

決算 予算 備考

チラシ、ポスター、新聞折
込等 865,920 1,230,000

各会場設営、運搬、等 3,052,034 5,490,000 台風の影響に伴い規模縮小

バンドコンテストメダル
等 0 50,000 バンドコンテスト中止

来場者配布物、限定グッ
ズ制作費等 1,461,750 1,000,000

山手線招待制変更に伴う工数、
制作物増

キャラクター出演、バンド
コンテスト審査員 93,500 250,000

台風の影響に伴いキャライベン
ト中止

保険料、事務備品、ス
タッフ人件費、通信費等 295,401 770,000

台風の影響による大幅縮小に
伴う人件費減　等

5,768,605 8,790,000

838,300 511,705
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 周知費用

 会場設営費

 景品費

 出演料

 次期への繰り越し金

 その他経費

※品川区による監査は適正に完了しております

 助成金

 協賛金

支出の部

 合計

 繰越金

 出店料

収入の部

合計

 記念品購入費


