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運営委員会が 7 月 17 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.栗見プロジェクト（別紙参照）への取組み

（対策）について 

①藤居会長より、計画どおり進んでいな

い現状について説明があった。 

②これに対し、次の様な意見が出され、継

続して検討していくこととなった。 

・地元を差し置いてまち協だけで作業

を進めるのは疑問である。 

・北小学校生徒が抱く湖岸イメージを

参考にする。 

・実行委員会形式にする等、計画を再構

築（根本的な練り直し）してはどうか。 

・地元へ再度の依頼をすべき。 

2.市政懇話会でのまち協サイドからの課

題提出について 

①事務局より、「能登川自治連事務局（能

登川支所）から、10/25開催の市政懇話

会で取り上げる能登川地区の課題をま

ち協からも出して欲しい」旨の要請が

あったことを説明。 

②これに対し、次の様な意見が出された

が、7/19 に開催の自治連役員会の結果

を待つことになった。 

・過去 3 年の市政懇話会で取り上げた

課題の中で、まだ解決されていない

点を課題として揚げる 

・今まで通りの自治連主体で良い。 

・栗見プロジェクトを課題として取り

上げ、県にもっと注力させる。 

3.人材（財）確保について 

①事務局より、「現在空席となっている広

報事業部長および会長自身の兼任とな

っている環境事業部長の扱い、その他

一般的な人材の発掘育成等について意

見を頂きたい」との説明があった。 

②中野地区まち協の「円卓会議」も参考に

なるのでないか、との意見が出たが、審

議を尽くせなかった。 

4.地域担当職員紹介 

H30/7/1に新任された横江優吾・藤田

智史両氏の紹介があった。 

5.その他 

(1)東近江市内まちづくり協議会交流会 

まちづくり自慢大会 

7/14(土)、アピアホールで開催された

標記大会において、当まち協から「自慢

する活動」として、ラジオかわらばん、

能登川病院をよくする会活動、フラ輪―

プロジェクトの３点を紹介した。 

(2)大津市平野学区自治会連合会来訪対

応 

・日時、来訪者：7/30（月）、15名 

・説明内容：能登川まち協の法人化につ

いての経緯と現状 

 

 

 

理事会が 7 月 27 日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。 

1.栗見プロジェクトについて 

①藤居会長より、内容及び停滞している

現状の説明があった。 

②本事業の進め方について、当該自治会

以外の自治会の協力が必要、県の参画

が必要、2年間の期限付きの事業では効

果が疑問等の意見が出たが、事業の推

進には異論が出なかった。 

2.会員の入会承認 

入会:個人 3名、（退会：団体１名） 

＊以上の結果の会員数:個人会員 126、

団体 16、自治会 53 合計 195名 

3.平成 30 年度第 1 四半期 会計報告、事

業報告 

表題の件について、まち協全体の会計

報告、まちづくり部門およびコミセンの

事業報告があった。会計収支報告が読み

づらいとの意見が出された。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考7/1 日 歴史・文化 杉浦施設運営 老ク連清掃奉仕作業（8:00-、やわらぎの郷公園）事務局 事務局広報7/3 火 環境 藤居会長、会員広報 今井環境 今井事務局 駅前チンドン夏まつり（まち協後援） 天候不良中止7/8 日 事務局 天候不良中止事務局 正副会長、事務局事務局 藤居会長、事務局施設運営 今堀安全・安心事務局7/13 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ広報 藤居会長事務局 藤居会長他7/17 火 事務局事務局 五個荘地区まちづくり協議会との意見交換会(13:00-、五個荘コミセン） 藤居会長他まちづくり施設運営環境 今井、三木ふるさと散歩道事務局 藤居会長他7/20 金 環境7/21 土 広報 今井7/23 月 健康福祉 山本7/24 火 まちづくり環境健康福祉 松田健康福祉 山本、健康推進員7/27 金 事務局広報 今井歴史・文化 杉浦健康福祉 山本、健康推進員事務局 大津市平野学区自治会連合会からの視察対応(10:00-12:00、コミセン） 藤居会長他7/31 火 広報環境事務局 コミセン、能登川支所避難訓練(15:00-、コミセン、能登川支所）事務局8/4 土 広報健康福祉 山本、健康推進員安全･安心 2回 愛知川流域自治会防災対策会議第（19:30-、コミセン）8/10 金 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ8/13 月 事務局8/14 火 安全・安心8/16 木 環境8/18 土 安全・安心 今井8/20 月 環境8/21 火 事務局8/22 水 まちづくり8/25 土 歴史・文化 杉浦8/26 日 安全・安心 今井健康福祉 山本広報8/28 火 健康福祉 松田環境【能登川病院をよくする会 関係】   7月実績 8月予定 備   考会話チーム・会話活動  土日祝を除く毎日(計21日）  土日祝、11～13日を除く毎日（計19日） 10:00-12:00植栽チーム・植栽活動  7(土)、21(土)、26(木)  4(土)、18(土)、21(火) 9:00-10:00よくする委員会  24(火)  28(火) 16:00- 

第2回通常理事会(19:30-、コミセン)東近江市結婚サポート連絡会（9:00-12:00、本庁)

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

のとがわ福祉の会正副部長会（19:30-22:00、能登川保健センター）

のとがわ福祉の会役員研修会（19:30-21:00、能登川保健センター）

食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川北・西小学校学童保育所）7/25 水 食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川東小学校学童保育所）7/30 月
食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川南小学校学童保育所）

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-12:00、本庁)
8/6 月 安全・安心事業部会議(10:00-、事務室）防災出前講座（10:00-、佐生自治会）防災出前講座（10:00-、伊庭町自治会）広報部会（10:00-、事務室）8/27 月8月 随時

7月 随時
運営委員会(19:30-、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊能登川中学校 私の思い2018学校広場 作文発表7/7 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊能登川消防署 山本署長、脇坂副署長、辻川さん
FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊能登川病院放射線科 園 政彦先生7/28 土

7/9 月 来年度能公演に関する能登川中学校校長との打合せ（午後、能登川中学校）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送
廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

7/18 水

さわやか道路デー（16:00-、能登川支所前道路清掃）8/2 木 広報部会（10:00-、事務室）
猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

7/2 月

第3回まち協杯ゲートボール大会(8:30-、やわらぎの郷公園)
第25回ドラゴンカヌーヤングフェスティバル（まち協後援、出役）社会を明るくする運動ミニ集会（9:30-12：00、コミセン）
地域担当職員任命式（14:00-、本庁）

運営委員会(19:30-、コミセン)事業部長会(19:30-21:20、コミセン)
猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:10、コミセン)

広報部会（10:00-、事務室）びわ湖の日(9:00-11:30、能登川漁港・栗見出在家地先）
ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）部会・防災カフェ(10;00-11:00、コミセン）FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊NPO法人エトコロ北川陽子様7/14 土

7/19 木 第1回能登川地区自治会連合会役員会、市議会議員、自治連役員との情報交換会（18:00-、コミセン等)

活　動　内　容

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)
(8/13-8/16)まち協事務局夏季休暇

正副会長会(8:00-9:00、事務室）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

東近江市まちづくり協議会交流会 まちづくり自慢大会(14:00-、アピア）
猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

7/10 火

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

まちづくり事業部会議(18:00-、ちきゅう屋)
段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

長浜市高月町雨森地区を視察（10:00-12:00)

能登川地区選出市議会議員との懇談会(19:30-、コミセン）

7777月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定月の活動実績と今後の予定 （（（（H30.8.1H30.8.1H30.8.1H30.8.1現在）現在）現在）現在）
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栗見プロジェクト事業内容 

 

目的及び事業内容 

琵琶湖岸の景観の美化及び自然環境の保全に努めることを目的に、住民参加で湖辺

に漂着した流木、ごみ及び美観を損なう草木の除去を行う。 

 

計画期間 

県からの交付金を充て、平成３０年度から平成３１年度までの 2年間実施。 

 

組織 

能登川地区まちづくり協議会、能登川支所、森と水政策課、廃棄物対策課、生活環

境課で構成した協議会（事務局：生活環境課）） 

栗見新田町自治会、栗見出在家町自治会に協力要請 

 

実施場所 

栗見出在家町地先（能登川漁港側の砂浜） 

栗見新田町地先（大同川河口左側の砂浜） 

 

内容 

１ 流木及び漂着ゴミの除去、回収及び運搬作業 

・ゴミは、日野清掃センター（可燃）と能登川清掃センター（不燃）へ搬入  

・流木は、現在、滋賀県が回収して湖岸で一時保管している場所又は愛知川左岸

にある流木の一時保管場所に置く。 

 

２ 草刈、樹木の剪定、回収及び運搬作業 

・砂浜の整備されていない場所の草刈りと樹木の剪定 

・ごみと刈り草は、日野清掃センター（可燃）へ搬入 

 

３ 実施回数 

年間２回 

別 紙 


