
  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政区 世帯数 男（人） 女（人） 計（人） ３月末比較 
土沢第６ ２６９ ２３８ ３０１ ５３９ ２人減 
谷内第１ １４７ １９０ ２２０ ４１０ ― 
谷内第２ １４５ ２１０ ２１４ ４２４ ４人減 
谷内第３ ６９ ８６ ９１ １７７ ― 
谷内第４ １０３ １７３ １５８ ３３１ １人減 

計 ７３３ ８９７ ９８４ １，８８１ ７人減 

 新型コロナウイルス感染症予防対策により、総会の議題は書面議決となりましたが、すべての
議題が原案通り承認されました。今後は、承認された事業計画･予算を基に、本年度も住み良い
「晴谷の郷土」の地域づくりを進めていきます。皆さんのご理解とご協力をお願い致します。 
 令和２年度 収支決算 令和３年度 収支予算 

令 和 ３ 年 ５ 月 号 

東和東部地区コミュニティ会議 

〒028-0132 東和町舘迫 5－22 

電話/ＦＡＸ：0198-44-3281 

※花巻市住民登録人口集計表を基に作成しています 

決算額

6,250,000
29

6,250,029

事　業　名 決算額

1,910,584 会議費 11,971
需用費 190,130
事務員賃金 704,000
役員手当 475,000
事務員手当 42,889
旅費 101,850
役務費 48,944
備品購入費 335,800

4,339,445
総務企画部 1,034,120 保険料 101,460

防災対策事業 495,000
集会施設整備事業 437,660

建設産業部 1,526,306 側溝・排水整備事業 1,477,306
地域文化活動支援事業 49,000

生活環境部 689,249 交通安全対策事業 181,288
防犯灯整備事業 200,038
バス停留所整備事業 42,273
ゴミ集積所整備事業 265,650

教育振興部 887,961 郷土芸能伝承活動支援事業 526,400
文化財保存活用支援事業 210,900
スポーツ振興事業 101,640
生涯学習支援事業 49,021

保健福祉部 201,809 デイホーム運営支援事業 26,122
介護支援事業 175,687

事業準備金 0 準備金 0
6,250,029 6,250,029

事務局経費

事　業　費

合　　　計

項　目 決算額
内　　　訳

収入の部　　　　　　　　　                      　　　　　               　        　（単位：円）

内　　　訳

花巻市交付金

預金利息等

項　目

交　付　金

雑　収　入

合　　　計

支出の部　　　　　　　　                    　　                       　       　      （ 単位：円）

本年度予算額

6,250
1

6,251

本年度予算額

1,880 会議費 50
需用費 300
事務員賃金 520
役員手当 460
事務員手当 200
旅費 200
役務費 50
備品購入費 100

4,371
総務企画部 710 保険加入 110

集会施設整備事業 600
建設産業部 7,740 側溝・排水整備事業 270

地域文化活動支援事業 504
生活環境部 5,520 交通安全対策事業 239

防犯灯整備事業 313
教育振興部 1,571 郷土芸能伝承支援事業 445

文化財保存活用支援事業 397
スポーツ振興事業 372
生涯学習事業 357

保健福祉部 483 デイホーム支援事業 228
介護支援事業 230
AED設置事業 25

事業準備金 281 準備金 281
6,251 6,251

項　　　目

交　付　金

雑　収　入

合　　　計

収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
内　　　訳

合　　　計

花巻市交付金

預金利息等

支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
内　　　訳項　　　目

事務局経費

事　業　費

 在宅で寝たきり等によりおむつを常時使用している方の日常生活の利便や介護者の負担軽減を

図るため、今年度もおむつ等の費用補助事業を実施します。申請書の受付を５月１７日（月）から

開始しますのでご活用ください。 

 

補助対象者：東和東部地区コミュニティ会議管内に居住し、在宅で寝たきり等により常時おむつを

使用している方で費用の補助を希望する方。 

※寝たきり等とは・まったく寝たきりの方 

・身体に障害のある方で人の手を借りなければ生活できない方 

 

内 容：おむつ等の費用補助額は、年度内 1回、１人につき５，０００円（定額）とします。 

 

申 請 方 法：おむつ等の費用の補助を希望する方は、おむつ代補助申請書を東和東部地区 

コミュニティ会議（谷内振興センター）に提出をお願いします。 

 

※申請書には各地区民生委員の署名・捺印が必要となりますので、各地区の民生委員にご相談くだ

さい。また添付していただくレシートは令和３年 4月 1日からのもののみ有効です。 

防火用水池泥上整備（谷１） 

集会施設畳表替（谷３） 

側溝蓋設置工事（土６） 

ゴミ集積所改修整備（谷４） 

丹内山神社ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ作成（谷２） 

震災学習 

令
和
２
年
度
の
主
な
実
施
事
業 

 

使 用 料 

冷暖房料 

エアコン 

使用料 

石油ストーブ 

使用料 

区 分 
9 時から 

正午まで 

正午から 

17 時まで 

17 時から 

21 時まで 

1 時間あたり １時間当たり 

（1 台） 

小会議室 630 円 1,160 円 1,580 円 80 円 1７0 円 

中会議室 630 円 1,160 円 1,580 円 1１0 円 1２0 円 

和  室 630 円 1,160 円 1,580 円 1１0 円 1２0 円 

交 流 室 630 円 1,160 円 1,580 円 80 円 1７0 円 

調 理 室 100 円 200 円 200 円 80 円 1９0 円 

谷内振興センターの使用料は左記の通りです。

活動の内容によっては、使用料が減免になる場合

がありますので、お尋ねください。エアコン・スト

ーブの使用料金は減免対象ではありません。使用

する時間が３０分未満は切り捨て、３０分以上は

切り上げて１時間とします。電気料金や灯油価格

に著しい変動がある場合は、冷暖房料の見直しを

行う場合があります。 

4 月 12日より当面の間、施設の利

用制限を「レベル３」で運用します。 

施設利用の際は、３密を避ける、利

用者全員の体調の確認（発熱・風邪症

状がある人を参加させない）、マスク

の着用（スポーツ時は除く）、手洗い・

消毒の徹底、換気、ゴミの持ち帰りな

ど、使用者の責任において感染防止に

努めてください。また、谷内振興セン

ターは各室の広さにより利用人数に

制限がありますのでご確認ください。 

 

 谷内振興センター 谷内地区社会体育館 
対象者 原則、市民・市内の団体のみ 
開館日 平日のみ（土・日・祝は使用不可） 通常通り 
開館時間 9：00～17：00 8：30～21：00 

利用人数 
対人距離 2m最低 1m 50名まで 
※各室の広さにより制限あり 

対人距離 2m最低 1m  
最大の利用人数 100名まで 

利用時間 ２時間以内 通常通り 
飲食・調理 飲食・調理不可 飲食は水分補給・弁当のみ可 
その他 管理者が必要と認める場合は休館 

ｼｬﾌﾙﾎﾞｰﾄﾞ用具購入 

車イス購入 

・各部屋の利用制限人数（１人/３．３㎡で計算） 

 調理室 会議室（中） 会議室（小） 
和室 

（36畳） 
地域交流室 

地域交流室 
（中央部） 

面積（㎡） ５８．２３ ７５．８２ ７０．５２ ７５．８２ ７０．５２ ６０．８６ 

収容人数（人） １７ ２２ ２１ ２２ ２１ １８ 

※各室の利用人数の制限は上記の通りとなりますが、振興センターの最大利用人数は５０名です 

 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

・県内で感染者が確認された場合 

・県外で感染が拡大中（隣接県を除く） 

・市内に感染者が確認されたが、直ちに 

感染が拡大する恐れがない場合 

【県外感染拡大期】 
・緊急事態宣言が県外

に発令された場合 

・隣接県で感染が 

拡大した場合 

【県内市内感染拡大期】 
・市内で感染拡大の恐れがある場合 

・県内で感染拡大の恐れがある場合 

【県内市内感染蔓延期】 
・緊急事態宣言が岩手県に 

発令された場合 

・県内・市内で感染が拡大して 

いる場合 

・市内で感染者が連続して 

発生している場合 

対象者 原則、市民・市内の団体のみ 

レベル１と同様 
左記に追加制限なし 

原則、市民・市内の団体のみ 

休館 

開館日 １２／２９～１／３以外は開館 平日のみ（土・日・祝日は閉館） 

開館時間 ９：００～２１：００ ９：００～１７：００ 

利用人数 
対人距離２m最低１m ５０名まで 
※各室の広さにより制限あり 

対人距離２m最低１m ５０名まで 
※各室の広さにより制限あり 

利用時間 ２時間以内 ２時間以内 

飲食・調理 飲食・調理一部可（一部〇） 飲食・調理不可（×） 

その他 管理者が必要と認める場合は休館 



  

 

 

 

  

  

○側溝・排水整備事業 

 （側溝蓋設置） 

・舘迫３区地内合澤バス停裏２２ｍ…谷内第１行政区 

 ・鷹巣堂地内…谷内第 2 行政区 

○地域文化活動支援事業 

・谷内・鷹巣堂ふるさとまつり開催支援…谷内第２行政区 

・いさご夏まつり開催支援…谷内第３行政区 

・倉沢文化祭開催支援…谷内第４行政区 

  ・第１４回晴谷コミュニティまつり開催（全域） 

 

○デイホーム支援事業 

 ・たてまちサロン…谷内第１行政区 

・砂子いきいきの会…谷内第３行政区 

 ・くらさわ友愛サロン…谷内第４行政区 

○介護支援事業 

 ・介護用品（オムツ）購入助成…全域 

 ・介護教室開催…全域 

〇AED 設置事業 

 ・パット交換（小児用・成人用） 

…谷内振興センター設置分 

○集会施設整備事業 

 ・外壁補修工事…土沢第６行政区 

 ・床補強工事・会議用折りたたみ机１０基…谷内第２行政区 

 ・空気清浄機１台・イス用台車２台…谷内第３行政区 

 ・公民館物置新設１棟・石油ファンヒーター１台…谷内第４行政区 

 

 

○生涯学習事業 

 ・砂子地区生け花教室…谷内第３行政区 

 ・倉沢地区（趣味の作品作り・お正月用生け花・楽しい料理・男の料理） 

                           …谷内第４行政区 

 ・コミュニティ主催（視察研修・体験教室・晴谷芸術祭・雪合戦教室…） 

                           …全域 

 

 

○郷土芸能伝承支援事業 

・社風神楽習得講師料…谷内第１行政区 

・丹内山神社雅楽再興支援…谷内第２行政区 

・鷹巣堂大神楽衣装購入（５着）…谷内第２行政区 

・人形歌舞伎講師謝礼…谷内第４行政区 

 

 

 

〇交通安全対策事業 

 ・交通安全旗設置（全域） 

〇防犯灯整備事業 

 ・防犯灯新設（東晴山５区地内）…土沢第６行政区 

 ・防犯灯更新 

（東晴山 11 区地内・東晴山 3 区地内）…土沢第６行政区 

（倉沢 9 区地内・小原 1 区地内）…谷内第４行政区 

 

○文化財保存支援事業 

 ・東晴山小正月行事支援…土沢第６行政区 

 ・鷹巣堂公葬地灯篭祭支援…谷内第１行政区 

 ・観光案内版整備…谷内第２行政区 

 ・お盆灯篭祭り等伝承…谷内第２行政区 

 ・倉沢小正月行事支援…谷内第４行政区 

・ 

 

 

○スポーツ振興事業 

 ・地域親睦グランドゴルフ大会開催…全域 

・シャフルボード大会開催…全域 

・行政区グラウンドゴルフ大会経費補助…（土６・谷１・谷３） 

 ・行政区シャフルボード大会経費補助…（谷１・谷３・谷４） 

 ・行政区ソフトバレー大会経費補助…土沢第６行政区 

 ・若者スポーツ交流大会参加支援…全域 

（北日本雪合戦大会・八幡平雪合戦大会） 
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