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花南地区コミュニティ会議  

  （花南振興センター内）  

   電話・ FAX 24-4415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．収入  （単位：千円） 

項目 予算額 備考 

交付金 11,720 市交付金 

委託料 6,393 市の施設管理委託料 

繰越金 1 前年度繰越金額 

雑入 1 預金利息等 

合計 18,115  

２．支出   （単位：千円） 

項目 予算額 備考 

(１)地域づくり

交付金事業 

＜内訳＞ 

①事務費 

 ・報酬 

 ・日当 

 ・賃金 

 ・需用費 

 ・役務費 

②事業費 

 ・本部事業 

 

 ・地域づくり 

  支援事業 

11,722 

 

 

2,395 

360 

100 

1,235 

500 

200 

9,327 

2,180 

 

 

7,147 

①＋② 

 

 

 

会長報酬 

役員手当 

事務職員賃金 

消耗品、コピー機維持 

通信費、振込手数料 

 

情報発信、生涯学習

人材育成、講演会ほか 

 

 道路整備、街路灯整

備、自治公民館整備、

防災事業ほか 

(２)花南振興セ

ンター管理事

業 

 

5,915 振興センター管理運

営（夜間土日祝日管理

報酬、清掃賃金、職員

給料、燃料費ほか） 

(３)花南地区社

会体育館管理

事業 

478 社会体育館管理運営

（夜間土日祝日管理

報酬、清掃賃金ほか） 

合計 18,115  

第１８８号  

コミュニティだより 

令和４年度事業計画及び収支予算を決定  

          花南地区コミュニティ会議 

会長 伊 藤  實 

先ずもって本年４月から役員改選により、引き続

き会長職を務めることになりましたのでよろし

くお願い申し上げます。 

 さて、この２年間は新型コロナウイルス感染症

の感染防止のため、花南振興センターの活用を中

止し「まちづくり関連事業」がなかなか出来ない

まま経過してきました。 

 今年に入り未だ感染拡大が収まらない状況下

で「まちづくり」につきまして、皆さまとの連携

が薄れてきているようでありますが、コミュニテ

ィ会議は毎月２回「花南コミュニティだより」を

発行し皆さまとの連携を大切にして参りました。 

 しばらくは新型コロナウイルス感染症が続く

ことになると思いますので、皆さまにはくれぐれ

も感染症対策の順守をお願いします。当面のコロ

ナ禍の中で、何か「まちづくり」の方策を考え取

り組んで参りますので、なにとぞ皆さまからのお

知恵を参考に生かして参りたく存じますので、よ

ろしくご協力いただきますようお願い申し上げ

ご挨拶といたします。 

 

 令和４年度の事業計画と予算等を審議する令和

４年第１回総会を３月 19 日、花南振興センター

で開催しました。 

 この日の総会には 29 人の代議員が出席（本人

出席 10 人、委任状 19 人）。議長は輪番制により

桜町一丁目地区の木村昭弘代議員が務められ、提

案された 3 議案はいずれも全会一致で承認、決定

しました。 

 議案第１号 令和３年度予算の補正について 

 議案第２号 令和４年度事業計画及び収支予算 

について 

 議案第３号 役員の選任について 

 

 

 

 

 

 

令和４年度のまちづくりに向けて  

令和４年度当初予算  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 潮風と新緑が眩しい浄土ヶ浜（宮古市）の大自然

を全身で感じてみませんか。浄土ヶ浜の浜辺から

様々なお花が咲き誇る臼木山まで散策します。 

・期 日 ５月 21 日（土） 小雨決行 

・場 所 宮古市「三陸復興国立公園・浄土ヶ浜」 

・日 程 8：30 集合（花南振興センター） 

     8：45 出発～16：30 帰着予定 

・コース 浄土ヶ浜ビジターセンター～竜神崎展 

望台（昼食）～浄土ヶ浜レストハウス～ 

臼木山 

     ※坂道など一日で約 5 ㎞歩きます。 

・服 装 活動しやすい服装、履きなれた靴 

・持ち物 マスク、昼食、飲み物、おやつ、雨具、 

     帽子、着替え、タオル、筆記用具など 

・参加料 100 円（保険代） ※貸し切りバス代 

はコミュニティ会議が負担します。 

・定 員 25 人（先着順） 

・受付期間 4 月 25 日（月）～5 月 13 日（金） 

 参加希望の方は、花南地区コミュニティ会議

（☎24－4415、平日の８時 30 分～17 時）へ

お申し込み願います。 

 地域の交流を図ることを目的に開催する「花南地

区自治会対抗グラウンドゴルフ大会」ですが、今年

度は感染症対策のため規模を縮小して開催するこ

ととしました。詳しくは各自治会へ別途ご案内しま

すので、チーム編成等よろしくお願いします。 

花南振興センターと花南地区社会体育館の 

利用開始について  

 コミュニティ会議の教育文化部会では、今年度も

様々な事業を企画しています。その中から、バスで

移動するアウトドア系の事業を紹介します。 

◇第２回自然観察会 

  期日：６月８日（水） 

  場所：千貫石森林公園（金ヶ崎町） 

◇第６回賢治さんゆかりの地を歩く 

  期日：６月 24 日（金） 

  場所：一関市（石と賢治のミュージアムほか） 

◇花南地区民ふれあいハイキング 

  期日：７月 30 日（土） 

  場所：八幡平（御在所沼湿原、八幡沼） 

○参加者募集は花南コミュニティだよりでお知ら

せいたします。また、新型コロナウイルス感染症の

感染状況により、期日や場所等が変更になる場合が

あります。 

■第１回自然観察会参加者の募集  

第 10 回花南地区自治会対抗  

グラウンドゴルフ大会について  

新緑の「浄土ヶ浜」を散策  

■教育文化部会からのお知らせ  

ふれあいの森公園球場利用開始について 

 花巻市の公共施設利用制限の緩和を受けまして、

令和４年４月８日から利用受付並びにグラウンド

使用を開始しました。ただし、当面の間、利用対象

者は市内団体に限定します。 

 利用者の皆さまには長らくご不便をおかけいた

しました。 

ふれあいの森公園球場 

（花南地区屋外運動施設運営協議会） 

会長 関 喜平 

 花南振興センター及び花南地区社会体育館は、感

染症拡大により休館措置を取っていましたが、４月

８日より利用制限「レベル３」を設けて開館するこ

とになりました。施設の利用にあたっては基本的な

感染症対策の徹底をお願いいたします。 

 また、岩手県が発出している岩手緊急事態宣言の

動向や、今後の感染状況により利用制限のレベルを

変更することがあります。 

 花南振興センター 

  ・利用対象者 市民、市内の団体 

  ・開 館 日 平日のみ（土日祝日は閉館） 

  ・開 館 時 間 9：00～17：00 

  ・利 用 時 間 ２時間まで 

  ・利 用 人 数 部屋ごとに制限あり 

  ・そ の 他 飲食、調理不可 

 花南地区社会体育館 

  ・利用対象者 市民、市内の団体 

  ・開 館 日 平日のみ（土日祝日は閉館） 

  ・開 館 時 間 8：30～17：00 

  ・利 用 時 間 通常通り 

  ・利 用 人 数 50 人まで 

  ・そ の 他 水分補給と弁当のみ可 


