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４月２１日開催の理事会で「書面議決」決定 

◎ 書面議決 

岩谷堂地区振興会令和２年度第１９回定期総会は、

新型コロナウイルス感染症拡大防止という観点から、

書面議決により行うことが理事会で決まりました。 

 

評議員５７名（欠員３）にお送りした総会資料によ

り審議いただき、議題ごとに賛成・反対を問い、書面

により回答をいただきました。 

 

５月１８日集計結果は以下の通りです。 

１ 提出者 ５７人中４７人提出 

     （定足数 2/3 ３８人） 

２ 結果  

全ての議案について、過半数の賛成をもって可決さ

れました。 

承認第１号 承認 47 不承認 0 

議案第１号 賛成 47 反対 0 

〃  ２号 賛成 46 反対 1 

〃  ３号 賛成 46 反対 1 

 

令和元年度事業報告・収支決算、２年度の事業計画・収支予算案、会費額等が原案通り承認決定

されました（詳しくは中面ダイジェスト版をご覧ください）。 

役員は２年任期のため、昨年度に引き続きお願いいたしますが、一部変更がありましたのでお知

らせいたします。 

歌読自治会長  飯森 英善   参与会  平栗  聡（岩小 PTA） （敬称略） 

◎ 併せて意見を頂戴しましたので紹介します。 

・コロナのため事業計画の縮小をお願いします。その為、負担金の半減をお願い 

します。 

   ・コロナのため収支も０にはならないと思われ、繰越にするのか返金があるのか 

気になります。会費の軽減につながればよいのですが。 

   ・新型コロナウイルスの感染収束の状況を見ながら、各自治会の役員等の懇親・ 

交流の場を設定してみてはいかがでしょうか。 

◎ 新型コロナウイルス感染症に起因する情勢の先行きが不透明なことから、

事業計画等については各部運営委員会で状況を見ながらすすめて参ります。 

今年度も振興会事業に一層のご協力をお願いいたします。 

 

岩谷堂地区振興会 
（岩谷堂地区センター） 

江刺大通り 1-61 

電話・FAX 35-1201 

iway-enc@pup.waiwai-net.ne.jp 

書面表決書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

岩谷堂地区振興会　会長　廣野　雅喜　様

住所：

承認・不承認

賛成・反対

賛成・反対

賛成・反対

承認第１号　令和元年度事業報告及び収支決算の承認について

議案第１号　令和２年度事業計画及び収支予算について

議案第２号　令和２年度自治会負担金（会費）納入額及び納期の
決定について

議案第３号　役員の選任について

令和２年度岩谷堂地区振興会総会（書面議決）について、次のとおり議決に関する
権限を行使します。（※各議案について、どちらかに○をつけてください。）

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　令和　　年　　月　　日



令和２年度 第 19回岩谷堂地区振興会定期総会報告（ダイジェスト） 

元年度 各部事業報告及び決算 

収入の部 

 決 算 内 容 説 明 

合  計 19,063,728 

30年度繰越金、自治会負担金（会費）、市運営交付金、防犯協会・区

衛連・区体連・社福協補助金、協働のまちづくり事業補助金、リサイ

クル活動費等 

 

支出の部 

運営部 決 算 内容説明（事業報告） 

経常経費 4,436,750 報酬・賃金、共済費、負担金等 

組織・施設管理費 977,552 消耗品、燃料費、車検等 

組織運営本部 2,358,081 
地域運営研修会・検討会、自治会保険、敬老会補助、戦没者追悼式、振

興会だより、社会福祉協議会補助事業、地区要望・江刺地域統一要望 

防犯対策部 202,418 
青色灯広報車パトロール、防犯パトロール、無施錠自転車点検、防犯風

鈴設置、のぼり旗設置、地域安全マップ 

防災対策部 137,751 火防点検、防災訓練 

交通安全部 275,620 街頭指導、高齢者交通安全訪問、新入生黄色い帽子贈呈、のぼり旗 

環境保健部 1,782,731 
春・秋大掃除検査、クリーン行動、花いっぱいコンクール、ごみ集積所

等整備事業補助、環境活動促進補助 

地域福祉部 515,238 一人暮らし高齢者小旅行、年末交流会、敬老会支援 

体育振興部 1,035,415 地区民スポーツ大会、小学生球技大会、スポーツ振興補助 

生涯学習部 209,876 
青少年育成活動、生涯学習各種講座、子供会補助、リーダー研修補助 

復興支援学習旅行 

その他 1,953,774 元気岩谷堂補助金、団体育成、道路愛護活動奨励金、雑費 

合  計 13,885,206  

差引残高 5,178,522  ２年度へ繰越 

 

協働のまちづくり交付金 

平成 28年～令和 2年度までの 5年間、コミュニティ計画に基づいた事業に対し交付されるもので、自治

会運営の支援や河川等景観美化活動での活用を予定しています。 

元年度執行額 ２年度予算額 内容説明 

3,528,456 5,581,000※１ 

自治会運営支援、河川等景観美化、コミュニティ拠点整備、桜ド

リーム事業、町内屋台支援、振興会各部支援、地域運営検討委員

会 

 ※１ 元年度の残 105,544円と、今年度の配分額 2,476,000円、繰入金 3,000,000円の合算。（端数処理） 

 

 
 
 
２年度 自治会負担金（会費）納入額 

  1戸（世帯）あたり 年額 2,000円 

 
 
 

 

・自治会ごとにとりまとめ、納入し

ていただきます。 

・活力ある岩谷堂の地域づくりを

目指し、各部事業を遂行するために

使われます。 



２年度 各部事業計画及び予算 

収入の部 

 予 算 内 容 説 明 

合  計 20,622,000 

元年度繰越金、自治会負担金（会費）、市運営交付金、防犯協会・区

衛連・区体連・社福協補助金、協働のまちづくり事業補助金、リサイ

クル活動費等 

 

支出の部 

運営部 予 算 内容説明（事業計画） 

経常経費 5,097,000 報酬・賃金、共済費、負担金等 

組織・施設管理費 1,160,000 消耗品、燃料費、車検等 

組織運営本部 2,500,000 
地域運営研修会・検討会、自治会保険、敬老会補助、振興会だより、  

社会福祉協議会補助事業、地区要望・江刺地域統一要望 

防犯対策部 260,000 
青色灯広報車パトロール、防犯パトロール、無施錠自転車点検、防犯風

鈴設置、のぼり旗設置 

防災対策部 156,000 火防点検、防災訓練 

交通安全部 300,000 街頭指導、高齢者交通安全訪問、新入生黄色い帽子贈呈 

環境保健部 2,070,000 
春・秋クリーン行動・大掃除、資源分別講習会、花いっぱいコンクール

ごみ集積所等整備事業補助、環境活動促進補助、環境啓発活動 

地域福祉部 687,000 一人暮らし高齢者小旅行、年末交流会、敬老会支援、福祉活動支援 

体育振興部 1,776,000 
地区民スポーツ大会、小学生球技大会、江刺地区民運動会、江刺地区内

駅伝大会、スポーツ振興補助 

生涯学習部 290,000 
復興支援学習旅行、青少年育成活動、生涯学習各種講座、子供会補助、

リーダー研修補助 

その他 6,326,000 元気岩谷堂補助金、団体育成、道路愛護活動奨励金、雑費 

合  計 20,622,000  

※コロナウイルス感染症の情勢により計画通りとはならないことがあります。 

ご活用ください！！  

★まずはご相談ください！⇒岩谷堂地区センター（３５‐１２０１） 

 

２年度の体育行事 （現在９月からは実施予定です） 

  ★行政区対抗大会への参加を希望する方は、各自治会の体育委員等へお申し出ください。 

月  日 大 会 名 場  所 事業内容 

９月13日（日） 第59回 岩谷堂地区民運動会 江刺中央体育館 行政区対抗 

９月27日（日） 第21回 グラウンドゴルフ大会 総合運動場orカルチュアパーク 行政区対抗 

10月11日（日） 第50回 江刺地区民運動会 稲瀬開催 地区対抗 

10月25日（日） 第28回 バドミントン大会 江刺中央体育館 行政区対抗 

11月３日（火） 第57回 江刺地区内駅伝競走大会 江刺地区内 地区対抗 

11月 8日（日） 第４回 スカットボール大会 岩谷堂総合運動場体育室 行政区対抗 

１月１日（金） 令和３年元旦歩こう会 大通り公園～向山 自由参加 

１月24日（日） 第49回 卓球大会 江刺中央体育館 行政区対抗 

 

 3 人以上のグループ・団体・実行委員会などで、岩谷堂を元気に

する事業を企画してください。1 事業 3 万円まで補助します。 

岩谷堂の魅力ある 

まちづくりを実現する 

事業に補助します 

上限３万円！ 



★がん検診・結核健診が始まります 

＜環境保健部から＞ 

 

 

 

毎年多くの団体が参加

し、岩谷堂のまちを彩り

豊かにしています。 

みんなで協力して花を

育てることで、一体感、

連帯感を深めながら、明

るく元気なまちづくり！ 

多くの団体のご応募をお待ちしています。 

部  門   

団体の部（自治会、老人クラブ、仲良しサークル

など） 

子供会の部（子供会のお子さんと、お父さんお母

さんたち） 

※参加団体には、活動費として 2万円までの助成が

あります。（事前申し込み・前払い可、新規参加団体

更に優遇あります。） 

募集期間 ５月２０日（水）～８月２８日（金） 

※審査は９月中旬（予定） 

 

 

 

 

 

この補助金は、ごみ集積所及び資源回収所

の新築、改築、修理、ネット購入に要した費

用の２分の１以内の額で 50,000円を上限とし

て補助を行うものです。 

予算の範囲内での補助です。事前に問い合わ

せをいただき、修理前後の写真などを準備し

て申請してください。 

 

★ 花いっぱいコンクール参加方法・ごみ集

積所等の補助金については、岩谷堂地区セン

ター（35-1201）までお問い合わせをお願いい

たします。 

 

 

クリーン行動の日  

  ご協力ありがとうございました。 

 4月 19日（日）に実施された

春のクリーン行動には 1,411人

のみなさんにご協力いただきま

した。 

たくさんのゴミが回収され、

きれいな岩谷堂になりました。 

 タイヤと小型テレビの不法投棄もありました。 

 可燃ゴミの主な

ものは緑地公園と

車道・歩道の雑

草、不燃ゴミは公

園のゴミ箱の空き

缶その他でした。 

 参加されたみな

さん大変お疲れ様

でした。 

『混ぜればゴミ、分ければ資源』です！ 

 

6月行事予定 

 

 

 健康で元気な毎日を送るため、検診は欠かせま

せん。忘れずに受けましょう。 

日にち 内 容 場 所 

6/1（月） 振興会理事会 地区センター 

6/6（土） 乳がん検診 江刺保健センター 

6/22（月） 大腸・肺・結核・

乳がん検診セット 

江刺総合支所 

6/29（月） 大腸・肺・結核健診 餅田会館 

6/30（火） 大腸・肺・結核健診 増沢ふれあい

センター 

随 時 防犯パトロール 岩谷堂地区内 

随 時 交通安全パトロール 岩谷堂地区内 

～参加団体募集のお知らせ～

ごみ集積所・資源回収所整備等 

補助金のお知らせ

 回収したゴミ 

ビン類     5.5 袋 

缶類      19.0 袋 

ペットボトル  4.5 袋 

可燃ゴミ   128.5 袋 

不燃ゴミ    34.5 袋 

地区センターからお願い 

マスク着用にご協力ください❣

発熱や咳、だるさ等の体調不良がある(あった)方
の施設利用はお控えください

共有スペースでのマスク着用へのご
協力をお願いいたします


