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運営委員会が２月 19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 30年度まちづくり部門一般会計 

決算見込み 

事務局より次の報告があり、了承された。 

・各事業部に２月、３月期の収支見込みをヒ

アリングし、１月末までの実績を加え、

年度末の収支見込を試算した。 

・結果は、下表のとおりである。 

[千円] 

 30年度見込 30年度予算 

収入総額 6,451 6,418 

支出総額 6,365 6,178 

収支差 86 240 

(注)「収入総額」には、前年度繰越金 

240千円を含む 

 

2.2019（平成 31）年度まちづくり部門事

業計画及び予算について 

事務局より次のとおり説明があり、概ね

了承された。 

(1）事業計画 

H31年度の主な新規事業は次のとおり。 

・ＪＲ能登川駅開通 130周年記念事業支援 

・やわらぎの郷フェスティバル（仮称） 

の開催支援 

(2)予算 

[千円] 

 30年度見込 31年度予算 

収入総額 6,451 6,304 

支出総額 6,365 6,218 

収支差 86 86 

(注)「収入総額」には、前年度繰越金 

86千円（見込）を含む 

3.まちづくり委員の処遇（在り方）につ

いて 

まちづくり委員は、現在は準会員であり

総会での議決権がない。今後、積極的にまち

づくりに参画頂くために、議決権を与える

方策が検討された。 

この件について、3月の理事会で検討を行

い、その結果を 4 月の自治連総会で説明を

行うことで了承された。 

 

JR能登川駅開業 130周年記念事業

実行委員会の動向について 

①第３回実行委員会(2/25(月))で、下記

項目が検討された。 

駅東口整備促進署名活動 

協賛金集め 

ロゴ（案）の決定(下図) 

幟のデザイン、本数 

展示・式典予定 

博物館他展示日程 

②引き続いて、広報戦略担当と、イベン

ト・式典担当別に小委員会が開催され、

さらに詰めの協議が行われた。 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

2/2 土 広報 今井

事務局

施設運営
藤居会長、
今堀、三木

2/5 火 ふるさと散歩道

2/8 金 まちづくり
藤居会長、
今井、門脇

2/9 土 広報 今井

2/12 火 安全・安心

2/13 水
まちづくり
広報

門脇、今井

2/14 木 まちづくり

2/15 金 健康福祉 松田

2/16 土 広報 門脇、今井

2/17 日 施設運営 やわらぎの郷公園芝生広場開放「ようこそ日曜広場」毎月第３日曜日

会長 藤居会長

事務局

2/21 木 環境

広報 今井

歴史・文化 杉浦

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

広報

事務局

2/26 火 健康福祉 松田

2/28 木 まちづくり 藤居会長他

環境

広報

健康福祉 松田、山本

3/4 月 広報

3/5 火 健康福祉 松田

3/5 火 環境

3/9 土 環境 今井

3/12 火 安全・安心

3/14 木 まちづくり

3/15 金 健康福祉 松田、山本

3/17 日 施設運営 やわらぎの郷公園芝生広場開放「ようこそ日曜広場」毎月第３日曜日

3/19 火 事務局

3/21 木 環境

3/23 土 施設運営

健康福祉 山本

事務局 30年度理事

3/30 土 歴史・文化 杉浦

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境

【能登川病院をよくする会 関係】   

2月実績 3月予定 備   考

 25(月)以降の毎日（計4回）24日までは
インフルエンザのため活動休止

土日祝日を除く毎日（計20回) 10:00-12:00

 2(土)、16(土)、21(木)  2(土)、16(土)、26(火) 10:00-

よくする委員会  26(火)  26(火) 16:00-

ライティングベル実行委員会3月未定

のとがわ福祉の会 会長、副会長会(18:00-、能登川保健センター）、
　　　　　　　　 理事会(19:30-、同）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

元気のつどい(10:00-12:30、コミセンホール)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

2/25 月

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業 第3回実行委員会(18:00-、コミセン）

地域創生講座－まち・むらの課題をまち・むらの力で解決するためにー
（19:00-、市役所）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送
3/2 土

運営委員会(19:30-、コミセン)

2/19 火

広報部会（10:00-、事務室）

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)
3/25 月

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:00～15:00 コミセン）

段ボールコンポスト講習会 講師：桂田昌彦氏（10:00-11:00、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川まち協 藤居正博会長

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊龍谷大学政策学部深尾ゼミナール「水辺の里 伊庭を考える会」の皆さん

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院総務課 澤居宏樹様

2/23 土

第4回まち協グラウンドゴルフ大会(8:30-、やわらぎの郷公園)

環境事業部会議(10:00-、事務室）

安全・安心事業部会議(10:00-、コミセン）

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-、能登川保健センター）

第4回通常理事会(19:30-、コミセン)

会話チーム

美化・植栽チーム

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)

2月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

広報部会（10:00-、事務室）

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:00～12:30 コミセン）

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。23自治会、コミセン。奇数月はまち協が回収)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

地域から医療福祉を考えるフォーラム＆地域創生講座
(13:00-、コミセンホール）

安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、コミセン）

活　動　内　容

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊東近江市青少年育成市民会議能登川支部長 大橋正徳様

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、コミセン)

能公演の打合せ(19:00-、コミセン)

「ラジオかわらばん」収録 ＊龍谷大学生と対談（午前、事務室）

東近江市まちづくり協議会連絡会(15:00-、本庁）

ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業 第1回小委員会(イベント・式典関係)
(17:30-19:00、コミセン）

東近江市未来を育む取組体系図検討ワークショップ(16:00-、浜野会館）

2/4 月

2月の活動実績と今後の予定 （H31.3.1現在）

のとまち協NEWS第119号.活動実績と今後の予定  2 H31.3.1


