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運営委員会が 2 月 20 日に開催されまし

た。主な内容は以下のとおりです。 

1.平成 29年度まちづくり部門一般会計

決算見込み（H30.2時点） 

事務局より下表のとおり報告があった。 

［単位:千円］ 

 決算見込 予 算 予実差 

収 入 7,467 6,178 1,288 

支 出 6,320 5,963 357 

収支差 1,147 216 931 

（注）収入には、前年度繰越金（216 千円）

を含む 

収入の決算見込が前月時点の値と比べて

約 100 万円の増となっている理由について、

次のとおり説明があった。 

安全･安心事業部が、防災科学研究所

より、「地域コミュニティにおける地

域防災活動の継続展開に関する予備調

査」事業（具体的には、安全･安心事業

部が今までに行ってきた防災活動の内

容をとりまとめ報告する事業）を今回

受注したことによるものである。 

なお、この収入金は、次年度以降の

安全・安心事業部活動に使用していく。 

2.平成 30年度まちづくり部門事業計画案 

事務局より、事業計画案、予算計画案の

説明があった。 

事業計画については、事業部間の提携事

業関連の見直しを、予算計画についても一

部見直しをすることになった。 

なお、予算計画に関し、「次年度交付金

は前年比概ね 5％減となる見込み」との説

明があった。 

3.市議会議員との意見交換会の開催 

昨秋の市議選で当地区から新人 3名を含

む 6名が選出され交代が図られたことから、

標記の会を開催してはどうかとの提案が

あり、まちづくり事業部で開催に向け検討

することとなった。 

 

4.平成 30年度定時総会 計画案 

・日時：H30.5.26(土)13:30～16:30 

・場所：コミセンホール 

・議案： 

・まちづくり計画進捗状況報告 

・平成 29年度事業報告、決算報告 

・平成 30年度事業計画、予算計画 

・理事の改選（自治連から選出の理

事 13名の改選） 
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春の全国火災予防運動 

(3月 1 日～7日) 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

2/1 木 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議(18:00-19:00、コミセン)

2/3 土 広報 今井

2/6 火 安全・安心

2/10 土 広報 今井

2/15 木 環境

2/17 土 安全・安心 今井

2/17 土 広報 今井

2/18 日 まちづくり 門脇

環境

事務局

広報 今井

歴史・文化 杉浦

2/25 日 安全・安心 今井

まちづくり

健康福祉 山本

2/27 火 広報

事務局 会長、三木

施設運営 今堀、杉浦、三木

2月 随時 環境

広報

環境 今井

健康福祉 山本、松田

3/4 日 健康福祉 山本、松田

3/5 月 広報

3/6 木 ふるさと散歩道 ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、コミセン)

3/12 月 会長 更生保護女性会能登川分区総会(10:00-、コミセン） 会長

3/13 火 安全・安心

3/15 木 環境 今井、三木

3/20 火 環境

3/20 火 事務局

3/21 水 会長 会長

施設運営

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

事務局

3/28 水 まちづくり

3/29 木 事務局 三木

3月 随時 環境

4/2 月 事務局

【能登川病院をよくする会】関係   

2月実績 3月予定 備   考

会話チーム・会話活動
 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行のため休止  当面はｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ流行のため休止

 再開後は、土日祝日を除く毎日
10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  3(土)、17(土)、20(木)  3(土)、17(土)、20(木) 10:00-11:00

事務運営チーム・打合せ  なし  なし

よくする委員会  22(木)  22(木) 16:00-

会話チーム・親睦会  -  17(土)、コミセン 11:00-13:00

活　動　内　容

2/26 月

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

防災教育チャレンジプラン最終報告会（東京）

防災シンポジウム（愛東）

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)
2/20 火

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)

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 山本仁士校長、
　東近江市青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、事務室）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊NPO法人エトコロ 中島みちる様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊自主防災活動 安全・安心事業部 今井部長

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院眼科 吉田裕介医師2/24 土

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、事務室）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

第4回通常理事会(19:30-、コミセン)

辞令交付式(9:00-、事務室)

伊庭のまちづくり報告会（謹節館,10:00-）

広報部会（10:00-、事務室）

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)

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)

第3回まち協会長杯グラウンドゴルフ大会(8:00-、やわらぎの郷公園)

H29年度能登川赤十字奉仕団総会(10:00-15:00、コミセンホール)

能公演第1回実行委員会(19:00-21:00、事務室)

運営委員会(19:30-、コミセン)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

元気のつどい（9:30-12:00、やわらぎホール）

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

東近江市結婚サポート連絡会（13:00-15:00、本庁)

2/28 水
労働契約法改正に伴う無期転換ルールに関する勉強会(13:30-、本庁）

事務局長会議(13:30-、本庁）

元気のつどい 前日準備（13:00-、やわらぎホール）

3/3 土

東近江市結婚サポート連絡会（13:00-15:00、本庁)
3/26 月

3/24 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

２月の活動実績と今後の予定 （H30.3.1現在）
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