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運営委員会が 8 月 23 日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。 

1.能登川地区まちづくり計画書(原案） 

まちづくり計画策定委員会より、計画

書(原案)の説明があり、修正意見等があ

れば、事務局まで連絡することとなった。 

（参考：「まちづくり計画書(原案)の

構成」は右欄のとおり） 

また、今後の進め方についても説明が

あり承認された。計画書の承認のための

総会開催についても、その方向で進める

こととなった。 

【今後の主な予定】 

・9/9 市民活動団体への説明 

・9/24,25 住民への説明(まちづくり 

カフェ) ＊下欄参照 

・10/21 理事会に付議 

・未定  臨時総会 

・11-12月 住民への説明会 

2.まち協設立 10周年記念事業計画 

標記記念事業を具体的に検討する実行

委員会を早急に立ち上げることとなった。 

3.やわらぎの郷公園指定管理事業(継続) 

について 

やわらぎの郷公園指定管理事業は、

今年度末に契約更新の時期を迎えるが、

まち協として、これを継続することを確

認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考：まちづくり計画書(原案)の構成 

 

はじめに 

第１章 計画改定に当たって 

 １-１ 計画改定の趣旨 

 １-２ 計画の期間 

第２章 能登川地区の現状と特性 

第３章 能登川地区の課題 

第４章 まちづくりの理念 

 ４-１ まちづくりにおける将来像とは 

 ４-２ 能登川地区の望ましい姿 

 ４-３ 能登川地区の共通の目標 

第５章 事業計画～課題解決に向けて～ 

・生きものにぎわい 

・地域の宝 

・歴史・文化 

・産業振興 

・交通（鉄道・道路） 

・教育・福祉・生きがい・人材

づくり 

・防犯・防災・地域エネルギ- 

第６章 まちづくり計画とまちづくり

協議会 

 ６-１ まちづくり協議会の基本姿勢 

 ６-２ まちづくり協議会の役割 

おわりに 

 

資料編 

１.計画改定の経過 

２.住民まちづくりアンケ-ト調査 

（H26 年、H28 年）の結果 

３.能登川中学校生徒さんに対する

まちづくりアンケ-ト結果と懇談

会結果 

4. びわこ学院大学学生さんの提言 
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【内容】 

① まちづくり計画(原案）の説明 

② 意見交換 

※ ・受け付けは、それぞれ 30 分前から開始します。 

  ・いずれの会場へご参加いただいても結構です。 
(学区にこだわりません) 

【開催日時、会場】 

H28.9.24(土）10:00～11:00 北小学校 

H28.9.24(土）14:00～15:00 南小学校 

H28.9.25(日）10:00～11:00 西小学校 

H28.9.25(日）14:00～15:00 東小学校 

「まちづくりカフェ」～能登川地区まちづくり計画(原案）の住民説明会～ 

＊＊ 多くの方のご参加をお持ちしています ＊＊ 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

8/2 火 健康福祉 食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川北小学校保育所） 山本、健康推進員

8/4 木 事務局 第1回文化祭実行委員会(19:30-、コミセン) 木下

2 広報 今井

2 環境

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1 8/8 月 健康福祉 食育 かんたんおやつ作り(9:30-、能登川南・西小学校学童保育所） 山本、健康推進員

2 8/9 火 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

3 8/12 金 事務局

2 8/13 土 広報 藤居会長

5 8/14 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 今堀、事務局、山本、松田

8/16 火 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

6 健康福祉 山本

7 事務局 四方、櫛田、三木

8 8/18 木 環境

2 広報 今井

事務局

10 8/23 火 事務局

会長 会長

11 安全・安心 今井

2 8/27 土 広報 今井

13 歴史・文化 杉浦

14 広報 広報事業部メンバー

15 8/30 火 歴史・文化 杉浦

16 環境

9/1 木 健康福祉 元気のつどい実行委員会(11:00-、能登川支所） 山本、松田

9/2 金 事務局 能登川中学生の職場体験学習でまち協の概要を説明（9:15-10:00、コミセン)

17 広報

2 環境

19 事務局

9/5 月 広報 広報部会（10:00-、事務室） 広報事業部メンバー

20 9/9 金 活動団体連絡会

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

健康福祉 松田

施設運営

事務局

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ふるさと散歩道

22 9/15 木 環境

11 9/16 金 安全・安心 今井

環境 猪子山木道補修整備作業支援

広報 広報部会（10:00-、事務室） 広報事業部メンバー

9/22 木祝会長 会長

6 健康福祉 山本

23 事務局

24 9/24 土

9/25 日

13 9/26 月 歴史・文化 杉浦

9/27 火 会長 会長

9/28 水 会長 会長

9/29 木 健康福祉 松田、居原田

26 環境

1 【能登川病院をよくする会】関係   

2 ８月実績 ９月予定 備   考

3 会話チーム・会話活動  土日祝日,15,16を除く毎日 (計20日）  土日祝日を除く毎日（計20日） 10:00-12:00

4 植栽チーム・植栽活動  6(土)、20(土)、25(木)  3(土)、17(土)、27(火)  9:00-

5 事務運営チーム・打合せ  なし  なし

6 よくする委員会  26(金)  23(金) 16:00-

運営委員会(19:30-、コミセン)

老ク連能登川ブロックスポーツ大会・会長来賓（8:20-、能登川ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ)

能登川地区文化祭第1回打合せ会（19:30-、コミセン）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊地域防災実践ネット

東近江市内まち協合同事業実行委員会(10:00-、本庁）
8/17 水

8月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。偶数月は業者が回収)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 臨床検査科長 奥 雅彦先生

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 奥橋様

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

イルミネーション作業（9:00-）

東近江市内まち協合同事業実行委員会(10:00-、本庁）
9/23 金

能登川BON!!おどり(能登川青年団主催) 模擬店出店(15:00-20:00 JR能登川駅西口広場）

第2回自治会連合会役員会(19:30-、コミセン）

「ｅ防災マップ」パソコン操作講習会(19:00-21:00、コミセン)

(8/6-8/16)ドリームハイツ、新宮東、稲枝青少年育成協議会へｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ球の貸出し

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

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊「私の思い2016学校広場」能登川中学校作文発表会②

活　動　内　容

8/6 土

土

市内まち協交流会(14:00-17:00、八日市商工会議所大ホール)

月
猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

8/29
広報部会（13:30-、事務室）

能登川南小学校 森林再生作業(10:00-）

9月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。22自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

「ｅ防災マップ」パソコン操作講習会(19:00-21:00、コミセン)

能登川交通安全推進大会・会長来賓（9:30-11:40、コミセン)

9/20 火

認知症高齢徘徊者発見声掛け訓練実行委員会（13：30-、佐野公民館）

運営委員会(19:30-、コミセン)

正副会長会(8:00-、事務室）

8/26 金
第1回 東近江市認定こども園 園名等選考委員会（19:30-、ちどり幼稚園）

まちづくり計画(案）を市民団体に説明(19:30-、コミセン)

9/12 月

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

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

9/3

能登川中学校文化祭・会長来賓（13:30-,能登川中学校）

9/10 土
のとがわ福祉の会 役員会(13:30-、能登川保健センター）

(9/24-9/25)まちづくりカフェ（まちづくり計画(案)の対住民説明会）
　①9/24 10:00-11:00 北小学校 　②9/24 14:00-15:00 南小学校
　③9/25 10:00-11:00 西小学校 　④9/25 14:00-15:00 東小学校

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ふるさと散歩道事業部 部会（19:30-、コミセン）

(8/12-8/16)まち協事務局夏季休暇

まちづくり計画策定委員会(19:00-、事務室)

まちづくり計画策定委員会(19:00-、事務室)

9/13 火
まちづくり計画策定委員会(19:00-、事務室)

赤十字奉仕団清掃奉仕活動(8:00-、やわらぎの郷公園）

8/20 土

８月の活動実績と今後の予定 （H28.9.1現在） 
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