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3 月 17 日の通常理事会での主な報告・確

認事項は以下のとおりです。 

1. 平成 27 年度における理事の改選、理事

会の見直しについて 

・理事の総数：「18名以内」を据え置く。 

・理事の構成の見直し： 

・能登川地区自治会連合会より 13名 

（H27.3.3 開催の「理事推薦に関する

会議」の答申結果等を考慮） 

・その他の理事は、再度「理事推薦に

関する会議」を開き検討 

2.新会員入会の承認 

・会員名：NPO 法人能登川総合スポーツ 

クラブ（H27.4.1 より） 

（この結果、総会員数は 155 名。内訳、

個人＝90、自治会＝53、団体＝12） 

 

 

 

以下の 2つの交付金が新設されました。 

1.「まちづくり総合交付金」の新設 

これまでの、まちづくり交付金、まちづ

くり事業補助金、自治会連合会活動補助金、

ふれあいフェア補助金が「まちづくり総合

交付金」に統合された。 

【能登川地区に対する総合交付金】[千円] 

区 分 交付金・補助金 金 額 

27 年度 
まちづくり総合 

交付金 
5,704 

参考 

25 年度 

実績 

まち協 交付金 1,360 

まち協 補助金 700 

自治連 補助金 708 

ふれあいフェア 

補助金 
1,959 

合計 4,727 

2.「東近江市住み続けたい地域づくり交付

金」の新設 

平成 27年度から、下記の 2つの事業に対

し支給される。 

(1)住み続けたい地域づくり推進事業 
まち協及び自治会が行う活動で、「住

み続けたい地域づくり」について検討を

行う活動。 

補助限度額は、まち協では 20万円以内

（１回限り）、自治会では、世帯数によ

り 7万円または 10万円（１回限り）。 

(2)結婚活動支援事業 
まち協及び市民活動団体が行う活動で、

出会いの場づくり、婚活イベント等、結

婚の促進に資する活動。 

補助限度額は、1 団体につき 20 万円以

内（3回限り）。 

 
「東近江市協働のまちづくり条例」に基

づく「まちづくり協議会」の認定書交付式

が行われました。（H27.4.2） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右：小椋正清 東近江市長 

左：藤居正博 （一社）能登川地区まちづくり協議会会長 

 

平成 27 年度総会日程 
・日時：H27.6.20(土)13:30-16:30 

・場所：コミセン大ホール 

・議案；26年度報告、27年度計画、 

役員の改選、定款の変更、 

その他（年会費の無料化） 
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H 月/日 曜 主管事業部等 活　動　内　容 備     考

3/2 月 広報 広報部会（10:00-） コミセン

3/3 火 事務局 第1回 理事推薦に関する会議（10:00-） コミセン

3/4 水 プロジェクト 能登川地区まちづくり計画策定委員会(19:00-) コミセン

3/5 木 地域福祉 ふくしの会　理事会 (19:30-) なごみ 松田

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊青少年育成市民会議 能登川支部長 大橋正徳様

今井

環境
JR能登川駅西口道路の花ポットの水やり（フラ輪―
プロジェクト活動）毎土曜日朝9:00に実施

JR能登川駅西口

環境
段ボールコンポスト・ステップアップ研修会
(10:00-)

コミセン

3/8 日 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道看板設置作業 水車ランド

H 3/10 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人「エトコロ」事務局長 中島様

安全･安心 地域防災シンポジウム(10:00-17:00) 仙台 今井

3/15 日 事務局 まち協合同事業実行委員会 婚活セミナー(13:30-15:00) 愛東ﾏｰｶﾞﾚｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 三木

H 3/17 火 事務局 理事会(19:30-) コミセン

3/19 木 環境 廃食油回収 22自治会、コミセン

H 3/21 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊まち協活動報告 藤居会長、今井

藤居会長、今井

H 3/23 月 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

3/24 火 事務局 能登川地区選出市会議員との意見交換会(19:00-) コミセン

3/26 木 事務局 東近江市まち協事務局長会議(14:00-) 本庁 今井

3/27 金 プロジェクト 能登川地区まちづくり計画策定委員会(19:00-) コミセン

H 3/28 土 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊医療法人 昴会 本部長 奈數育夫様

藤居会長

事務局 第2回 理事推薦に関する会議（10:00-） コミセン

広報 広報部会（10:00-） コミセン

3/31 火 会長 能登川病院指定管理引継式(15:30-) 藤居会長

事務局 指定管理部門辞令交付式（10：00-10：30） コミセン

広報 情報紙「ホップ♪ステップ♪のとがわ」発行

4/2 木 会長 まちづくり協議会認定書交付式（市より、8:45-） 藤居会長

H 広報
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊毎土曜日に放送

環境
JR能登川駅西口道路の花ポットの水やり（フラ輪―
プロジェクト活動）毎土曜日朝9:00に実施

JR能登川駅西口

H 4/14 火 事務局 役員会(19:30-) コミセン

環境 廃食油回収(毎月第3木曜日に回収) 22自治会、コミセン

プロジェクト ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ実行委員会会議（19：30-） アズイン

ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議（19:30-) コミセン

広報 広報部会（10:00-） コミセン

H 事務局 理事会(19:30-) コミセン

4/25 土 事務局 能登川自治連会長会(13:00-) コミセン

4/27 月 歴史・文化 猪子山作業(9:00-12:00) 猪子山 杉浦

事務局 会計監査 コミセン

広報 広報部会（10:00-） コミセン

5/8 金 事務局 まちづくり委員研修会(19:30-21:00) コミセン

【能登川病院をよくする会】関係   

H
H
H
H
H

火

3/30 月

 3月実績：土日祝日を除く毎日（計22日）

4/1 水

4/4 土

3/14 土

 4月予定：土日祝日を除く毎日（計21日）

4/16 木

3/7 土

4/28 火

4/21

 3月実績：5(木) 　　　　　           　4月予定：24(金)

植栽チーム・植栽活動

事務運営チーム・打合せ

 3月実績：10(火)、19(土)、28(土)       4月予定：4(土)、18(土)、28(火)

よくする委員会

会話チーム・会話活動

 3月実績：なし　　　　　　　　　　　 　4月予定：なし

3月の活動実績と今後の予定 （H27.4.1現在）
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