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  《まちづくり協議会・役員会》 

月/日 活動項目  月/日 活動項目 

５月 １日 第７回定期総会  １０月３０日 第４回役員会 

６月 １日 ３役会議  １１月 ２日 総合防災訓練会合 

６月 ８日 代議員会合(地域活性化・安全安心）  １１月 ４日 まちづくり意見交換会(23 まち協) 

６月１０日 代議員会合(健康福祉・元気な子ども)  １１月３０日 第５回役員会 

７月 ８日 まちづくり意見交換会(23 まち協)  １２月 ６日 まちづくり講演会 

７月３１日 第１回役員会  １月２９日 第６回役員会 

８月３１日 総合防災訓練会合  ２月２６日 第７回役員会 

８月３１日 第２回役員会  ３月１２日 活動報告会(健康福祉・安全安心) 

９月３０日 第３回役員会  ３月１５日 活動報告会(地域活性化・元気な子ども) 

１０月１２日 総合防災訓練会合  ３月３１日 第８回役員会 

１０月 29 日 市長と地域の懇談会(豊浜東地区)    
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発行元 豊浜東まちづくり協議会 

伊勢市東豊浜町 1458-4 
tel・fax 0596-63-6625 
Email toyohigasi@pure.ocn.ne.jp 
URL   http://toyohamahigashi.com 

第８回定期総会 令和３年度 

豊浜東まちづくり協議会 

新型コロナ感染防止により書面議決とし、５月１４日付けで承認！ 

提出議案 ・議案第１号 令和２年度 活動報告 

     ・議案第２号 令和２年度 決算及び監査報告 
     ・議案第３号 令和３年度 役員選出 

     ・議案第４号 令和３年度 予 算 

令 和 ２ 年 度 活 動 報 告 

（市長と地域の懇談会） 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、４月から５月にかけ緊急事態宣言が発出

され、自粛規制される中での一年でしたが、このような状況下で可能な活動を進めてきました。 

mailto:toyohigasi@pure.ocn.ne.jp


 
  《地域活性化委員会》 

月/日 活動項目 

７月１７日 第１回地域活性化委員会 

８月 １日 ハマボウ群生地保全活動 

９月２５日 第２回地域活性化委員会 

１０月２４日 地域保全活動（堤防・群生地） 

１１月１３日 第３回地域活性化委員会 

１月１５日 第４回地域活性化委員会 

４月２１日 鯉のぼり掲揚（避難タワー） 

 

  《健康福祉委員会》 

月/日 活動項目  月/日 活動項目 

６月２０日 グランドゴルフ  １１月１９日 第４回健康福祉委員会 

７月 ３日 第１回健康福祉委員会  １１月２１日 グランドゴルフ 

７月１８日 グランドゴルフ  １２月 ５日 グランドゴルフ 

８月 １日 グランドゴルフ  １２月１９日 グランドゴルフ 

８月 ５日 第２回健康福祉委員会  １月 ９日 グランドゴルフ 

８月２２日 グランドゴルフ  １月２５日 第５回健康福祉委員会 

９月 ５日 グランドゴルフ  １月３０日 グランドゴルフ 

９月２６日 グランドゴルフ  ２月 ６日 グランドゴルフ 

１０月 ２日 第３回健康福祉委員会  ２月２０日 グランドゴルフ大会 

１０月 ３日 グランドゴルフ  ３月２０日 グランドゴルフ 

１０月２５日 グランドゴルフ大会  ４月 ３日 グランドゴルフ 

１１月 ８日 第７回ウォーキング大会  ４月１０日 グランドゴルフ 

１１月１４日 グランドゴルフ  ５月 １日 グランドゴルフ 

 
 
 
 
 
 
 
  《安全安心委員会》 

月/日 活動項目  月/日 活動項目 

６月２２日 交通安全見守り  １１月１５日 (県)総合防災訓練(桜浜中学校) 

７月１３日 第１回安全安心委員会  １１月２０日 交通安全見守り 

７月２１日 交通安全見守り  １２月１４日 第４回安全安心委員会 

９月１４日 第２回安全安心委員会  １２月１８日 交通安全見守り 

９月２３日 交通安全見守り  １月２１日 交通安全見守り 

１０月２１日 交通安全見守り  ２月 ８日 第５回安全安心委員会 

１１月 ９日 第３回安全安心委員会  ２月１９日 交通安全見守り 

 
 
 
 
 
 

（群生地及び堤防保全活動） 

（避難タワーへ鯉のぼり掲揚） 

（グランドゴルフ） （第７回ウォーキング大会） 

（交通安全見守り） （県総合防災訓練） 



 
  《元気な子ども委員会》 

月/日 活動項目 

７月１０日 第１回元気な子ども委員会 

８月 17～21 日 夏休みラジオ体操 

８月２８日 第２回元気な子ども委員会 

１０月２３日 第３回元気な子ども委員会 

１１月１８日 第４回元気な子ども委員会 

１１月２２日 スタンプラリー 

１２月１１日 第５回元気な子ども委員会 

２月 ５日 第６回元気な子ども委員会 

 
 

 

 

 
 
 
 
         【一般会計決算報告】               【活動事業基金決算報告】 

  収入の部                          収入の部 

科 目 決算額 摘 要  科 目 決算額 

前期繰越金 7,158 事務運営費  前期繰越金 318,958 

事務運営費 1,800,000 市助成金  活動事業費繰入 220,000 

活動事業費 900,000 市助成金  その他 4 

一括交付金 2,039,600 市助成金  収入合計 538,962 

その他 124,014 社会福祉協議会他    

収入合計 4,870,772   支出の部  

    科 目 決算額 

支出の部    活動費 0 

科 目 決算額 摘 要  支出合計 0 

事務運営費 1,651,785 事務運営必要経費  活動事業基金残=538,962 円を市へ返

還。（5 年間の基金終了年度の為） 活動事業費 329,059 活動事業必要経費  

一括交付金 2,039,600 自治会一括交付   

支出合計 4,020,444   【臨時特例活動事業決算報告】 

    収入の部  

①事務運営費残=148,215 円を市へ返還。  科 目 決算額 

②活動事業費残=702,113 円  市助成金 100,000 

 ・400,000 円を「設立 10 周年記念事業基金」積立。  収入合計 100,000 

 ・寄付金(健康ﾎﾟｲﾝﾄ)3,000 円を次年度繰越。    

 ・299,113 円を市へ返還。  支出の部  

  科 目 決算額 

  活動費 83,408 

  支出合計 83,408 

  臨時特例活動事業費残=16,592 円を市

へ返還。（健康増進事業の臨時特例） 

 

（夏休みラジオ体操） 

（スタンプラリー） 

令 和 ２ 年 度 決 算 報 告 



 
 
 
 
 
  【役 員】 

会 長 中村 裕紀 副会長 木田 登紀生 副会長 右京 俊光 会 計 中村 勇人 

監 事 中西 与志嗣 監 事 宇佐見 登正     

理 事 北村 長一 理 事 右京 善栄 理 事 佐々木 隆 理 事 前田 愛 

理 事 中山 久昭 理 事 木田 秋男 理 事 中山 久和 理 事 河邉 育代 

 
 

【地域活性化委員】 

中西 与志嗣 酒井 政光 山田 信人 北村 長一 中山 久昭 

角屋 博久 中世古 大助 角屋 英明 角屋 基行 前田 和宏 

西川 晋司 荒木田 弘幸    

  《地域活性化委員会取組》 
   ・ハマボウ群生地及び堤防保全活動の継続。 

   ・地域活性化の取組みとして、鯉のぼりの掲揚継続。（避難タワー） 

 

  【健康福祉委員】 

古野 弘嗣 木田 秋男 右京 善栄 北村 克司 辻井 幸代 

奥田 敏則 堤原 きみ子 中村 博之 南 さよ子 中辻 一恵 

  《健康福祉委員会取組》 
   ・健康維持と軽スポーツの推進（健康フェア―、ウォーキング大会、グランドゴルフ） 

   ・ストレットヨガといきいきサロンの継続。 

 

  【安全安心委員】 

北村 正彦 古野 茂樹 佐々木  隆 中山 久和 中村 竹彦 

宇佐見 登正 堤原 正剛 南 隆通 松野 武史 南 真澄 

  《安全安心委員会取組》 
   ・地域一帯の一斉避難訓練の実施。 

   ・地域の道路事情を踏まえた、交通安全の推進。 

 
  【元気な子ども委員】 

中村 俊博 辻  好民 河邊 育代 前田 愛 大門 寿美 

角屋 喜久夫 堤原 健 堤原 増彦 東浦 宏行 大陽 正智 

右京 奈美子     

  《元気な子供委員会取組》 
   ・子どもとの触れ合いと３世代交流を図る。 

    （カローリング大会、ラジオ体操、スタンプラリー、クリスマス会等） 

 
 
 
 
 
 
 
 

自治会 

 
民生児童委員 

 
ＰＴＡ 

 

ｽﾎﾟｰﾂ推進 

 

一般公募 

 

老人会 

 
豊浜東まちづくり協議会  

協 働 
行 政 
(市役所) 

令和３年度役員・委員会組織 


