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運営委員会が12月15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.コミセン管理規程の見直しについて 

新コミセンの運用が始まったことにより、

管理規定の見直し案が提示された。 

本案については、細部について詳細な点検

をするため、小委員会を設置し検討すること

となった。 

2.マイナンバー制度関係の対応について 

平成２８年１月 1 日からマイナンバー制

度の運用が開始されるのに合わせ、「特定個

人情報等取扱規程」の新規制定及び「就業規

則」への条文追加の必要があり、その案が提

示された。 

これらについては、細部について詳細な点

検をするため、小委員会を設置し検討するこ

ととなった。 

3.次年度事業計画について 

各事業部は、次年度事業計画を、1/20（水）

までに事務局へ提出することとなった。 

4.各事業部等の活動状況、予定等 

（1）プロジェクト事業部 

・まちづくり計画策定委員会において、能登

川地区全世帯を対象に、「自治会に対する

思い」についてのアンケート調査を今年度

内に実施することを計画中である。 

（2）ふるさと散歩道事業部 

・「湧水・自噴の道」看板設置を検討中 

・「古代の道」、「中世の道」等 4本の道の

DVD を作成中。完成後は、JR能登川駅自由

通路での放映を計画中 

（3）健康福祉事業部 

・元気のつどい 

・3/6（日）、やわらぎホールで例年と

趣向を変え開催 

・婚活セミナー 

・2/13（土）、五個荘コミセンで開催 

（4）環境事業部 

・12/17（木）、東近江市環境基本計画改定

作業に伴うヒアリングを東近江市より受

けた 

（5）安全・安心事業部 

・「eマップ成果検討会」 

・12/10（木）、コミセンで開催した。

17自治会参加 

（6）施設運営事業部 

・旧こばと保育園に保管されている遊具（滑

り台、ジャングルジム）をやわらぎの郷公

園に移す予定 

・グラウンドゴルフ大会の開催 

・3/19（土）、やわらぎの郷公園 

・個人戦 200名定員 

（7）活動団体連絡部 

・「発足部会」を、12/16(水)コミセンで

開催した。（13団体が参加） 

（8）平成 27年度まち協交流会 

・1/17(日)、湖東コミセンで開催 

参加数：各まち協 10 名程度 

今回のテーマ：10年間の成果、運営・

活動等の悩み、課題等 

（9）高松市川東校区コミュニティ協議会から

の視察来訪の対応 

・12/５(土）、18名が来訪 

・テーマ：協議会活動全般 

（10）第 3回能登川地区自治会連合会会議 

・1/30(土)、やわらぎホールで開催 

（11）その他 

・（新）コミセンの貸館利用の増加が顕著で

ある。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

12/1 火 広報 事務室

H 広報 今井

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

事務局 コミセン

12/8 火 健康福祉 障がい者施設見学会(10:00-13:30) 能登川作業所 松田

12/9 水 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

12/10 木 安全・安心 自主防災研修会（19：30-21:00) コミセン

H 広報 今井

事務局 わくわくこらぼ村出展(11:00-16:30) アピア 三木

会長 コミセンホール

事務局 コミセン

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

12/16 水 活動団体連絡 活動団体連絡部発足会議(19:30-21:00) コミセン

H 12/17 木 環境 22自治会、コミセン

12/18 金 環境 JR能登川駅前広場整備(14:30-16:00) JR能登川駅 西口・東口

H 広報

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

12/20 日 健康福祉 コミセンホール

H 歴史・文化 猪子山 杉浦 雨天中止

広報 事務室

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

H 広報 今井

事務局

12/27 日 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

H 12/28 月 広報 事務室

H 環境 環境事業部メンバー

事務局 理事・監事・運営委員会委員等 新年会(18:30-) 鮒清

施設運営 コミセン

H 広報

H 環境 JR能登川駅 西口・東口

1/14 水 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ コミセン

健康福祉 高齢者施設見学会(10:00-13:30) 能登川園、菊水ホーム 松田

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 林中央公園

事務局 能登川地区まちづくり座談会（東近江市主催）(19:00-21:00) コミセン

1/17 日 事務局 市内まち協交流会(13:30-) 湖東コミセン

広報 広報部会（10:00-） 事務室

事務局 合同地域研修会、交流会(14:00-) ｸﾚﾌｨｰﾙ湖東

1/19 火 事務局 運営委員会(19:30-) コミセン

H 環境 22自治会、コミセン

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

1/23 土 事務局 コミセン

H 1/25 月 歴史・文化 猪子山 杉浦

1/30 土 事務局 能登川自治連会議(15:00-) やわらぎホール

1/31 日 会長 能登川地区健康マラソン 来賓臨席(9:30-) ふれあい運動公園

H 環境 環境事業部メンバー

【能登川病院をよくする会】関係   

H 12月実績 1月予定 備   考

H会話チーム・会話活動
 土日祝、12/26～31を除く毎日
（計18日）

 土日祝、1/4を除く毎日（計18日）

H  5(土)、19(土)、29(火)  16(土)、26(火)

H  なし  なし

H  25(金)  22(金)

1/9 土

1/16 土

12/21 月

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊ｅ防災マップづくり 藤居会長、今井

12/19

1/8 金

土

事務運営チーム・打合せ

12月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院副院長 内藤弘之様12/26 土

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-）

(12/26<土>-1/3<日>）事務局年末年始休み

猪子山作業(9:00-12:00)

よくする委員会

植栽チーム・植栽活動

ライティングベル点灯式（17:00-）
(12/19-26)ライティングベル点灯(17:30-22:00)

猪子山作業(9:00-12:00)

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-）

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)

土

広報部会（10:00-）

広報部会（10:00-）

12/5

運営委員会(19:30-)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊平成27年度まちづくり活動報告 藤居会長

12/12 土

12/15 火

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

広報部会（10:00-）

活　動　内　容

高松市川東コミュニティ協議会来訪(18名）（13:30～15:30)

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会（3.19 やわらぎの郷公園）に関する打合せ(13:00-)

まちづくり計画策定委員会(19:00-21:00)

12/5～12/13の間の毎土曜、日曜（各日9：00-16：00）
ライティングベル[12/19(土)～12/26(土)]準備

老ク連能登川ブロック大会(13:00-)  来賓として出席

ライティングベル後片付

福祉のまちづくり講演会（13:30-15:30)

1月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

(1/16,17)ライティングベル撤収作業(17日は作業終了後反省会)

1/21 木

甲賀市 大原自治振興会からの見学対応(25名程度。13:00-15:00)

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収)

1/18 月

12月の活動実績と今後の予定 （H28.1.1現在）
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