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運営委員会が 2 月 16 日に開催されました。

主な審議結果、報告等は以下のとおりです。 

1.平成 27年度決算予測 

標記について、次のとおり報告があった。 

・まちづくり部門では、収入・支出ともに

減少の見込み。 

・指定管理部門では、コミセン移転に伴い

収入・支出ともに増加の見込み。 

2.平成 28年度計画について 

事業計画案、予算計画案の説明があり、

本案をもとに今後さらに検討していくこと

となった。 

3.まちづくり計画策定のための自治会アンケ

ートの回収期限の変更 

Ｈ28.1.31(日)の自治会長会おいて各自

治会長に対し、表記アンケートの趣旨を説

明し、協力をお願いして了解を頂いた。ア

ンケートの回収期限は、「3 月 31日まで」と

延長した。 

4.「e防災マップ」活動が受賞 

安全・安心事業部で取り組んできた「e防

災マップ」づくり活動が、「第 6回防災コン

テスト」（主催：国立研究開発法人 防災科

学技術研究所、後援：内閣府、文部科学省、

一般社団法人 防災教育普及協会）の「特別

奨励賞」を受賞した。 

授賞式（3/19、つくば）には、今井安全・

安心事業部長が出席する。 

5.その他 

今井安全・安心事業部長は、「滋賀県地域

防災アドバイザー」として、Ｈ28．2.13(土)

甲南町・ＨＵＧ研修で指導、Ｈ28.2.14(日)

湖東土木事務所で自主防災活動事例発表を

行った。 
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 （一社）能登川地区まちづくり協議会 

平成 28年度定時総会の案内 

・日時：Ｈ28.5.28(土)  

13：30～16：30  

・場所：やわらぎホール 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

施設運営 コミセン

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 全所帯アンケート用紙発送

H 広報 今井

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

ふるさと散歩道 コミセン

2/7 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

2/8 月 環境 環境事業部会(11:00-12:00) コミセン

2/9 火 ふるさと散歩道 コミセン

2/10 水 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

H 広報 藤居会長、事務局

健康福祉 五個荘コミセン

2/16 火 事務局 コミセン

H 2/18 木 環境 22自治会、コミセン

H 2/20 土 広報 藤居会長、今井

広報 事務室

事務局 事業部長会議（19:30-21:30) コミセン

2/25 木 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

H 広報 藤居会長

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

事務局 正副会長会(8:00-9:00) 事務室 正副会長

H 歴史・文化 猪子山 杉浦

広報 事務室

H 環境 環境事業部メンバー

3/1 火 事務局 本庁 藤居会長、事務局

H 広報

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

3/6 日 健康福祉 やわらぎホール

3/10 木 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00) コミセン

3/12 土 環境 段ボールコンポスト講座（10:00-12:00) コミセン

3/15 火 事務局 コミセン

H 3/17 木 環境 22自治会、コミセン

事務局 やわらぎの郷公園

ふるさと散歩道 垣見地先

安全・安心 つくば 今井

ふるさと散歩道 躰光寺地先

藤居会長
コミセン
藤居会長来賓挨拶

広報 広報部会（10:00-） 事務室

事務局 コミセン

3/26 土 事務局
五個荘コミセン
藤居会長、事務局

H 3/28 月 歴史・文化 猪子山 杉浦

H 環境 環境事業部メンバー

環境

【能登川病院をよくする会】関係   

H 2月実績 3月予定 備   考

H会話チーム・会話活動
 土日祝日を除く毎日（計14日）
 ＊22日以降はインフルエンザ
　 予防のため休止

 土日祝日を除く毎日（計22日）

H  6(土)、20(土)、23(火)  5(土)、19(土)、29(火)

H  なし  なし

H  26(金)  25(金)

2/29 月

ライティングベルイルミ球整備(PM)

ライティングベルイルミ球整備(PM)

2/27 土

2/6 土

2/13 土

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

ふるさと散歩道ＤＶＤの編集検討（9：00-12：00）

土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送
＊NPO法人エトコロ中島様

広報部会（10:00-）

施設運営事業部会(10:00-12:00)

婚活セミナー(14:00-15:30)

猪子山作業(9:00-12:00)

ふるさと散歩道事業部会議（19:30-)

ライティングベルイルミ球整備(PM)、反省会(17:00-.アズイン）

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00)

3月 未定 水やり不要なプランターの試作と花苗植え

運営委員会(19:30-)

広報部会（10:00-）

第1回まち協グラウンドゴルフ大会(8:00-15:00)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送
＊自主防災活動 藤居会長、今井

地域担当職員制度説明会(19:30-)

3/21

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-）

よくする委員会

植栽チーム・植栽活動

元気のつどいin能登川(10:00-13:00)

事務運営チーム・打合せ

2月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

月

第6回防災コンテスト・特別奨励賞受賞授与式出席

平成27年度能登川赤十字奉仕団総会(10:00-)

運営委員会(19:30-)

活　動　内　容

3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)

2/1 月

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送
＊能登川病院 遠藤事務次長

2/22 月

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-）

3/5 土

猪子山作業(9:00-12:00)

ふるさと散歩道看板立て（8:00-)

ふるさと散歩道看板立て（13:00-)

理事会(19:30-)

五個荘まち協設立10周年記念式典(9:30-)

3/22 火

3/19

2月の活動実績と今後の予定 （H28.3.1現在）
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