
 

1 

 

 

 

運営委員会が 1 月 15 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った。 

・各事業部に今年度第 4 四半期の収支見込

みをヒアリングし、これに第 3 四半期ま

での実績を加え、今年度末の収支見込を

試算した。 

・結果は、事務費（事務局）、ふるさと散歩

道事業部の支出が予算より大幅増となる

見込みであるが、予算より少ない事業部

もあり、まちづくり部門全体としては、

赤字となる事は避けられる見込みである。 

・ふるさと散歩道事業部の支出は、リーフレ

ット印刷費用・看板設置費用であるが、

今までの検討の仕上げであり、内容も良

いので、今年度支出とすることについて

承認された。 

 なお、当事業部の今後の事業に関して、

ハード面(リーフレット・看板)が完成し

たといえるので、今後はソフト面（例えば、

小学生、まちづくり委員向けの歩こう会

ガイド等）の充実を目指す。 

2.2019（平成 31年度）事業計画（予算）

について 

交付金決定額が未定のため、今年度の枠

内で計画の準備を進めることになった。 

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が、議決権を与える

べきという意見がある。また一方、現状はま

ちづくり委員を活かしきれていないという

問題もある。 

この件について議論し、次の様な意見が

出たが、結論は出ず持ち越しとなった。 

・．まちづくり委員を無くすことはしない。

（基本路線） 

・正会員にする場合は、定款第 6 条を変更

する必要がある。その場合は、所定の手

順を踏む必要がある。 

・自治会長の兼任を求めることも一つの方

策である。自治会長以外の方が選出され

た場合は、選出されたまちづくり委員に

正会員として入会を求める。 

4.その他 

 (1）「新春のつどい」開催状況 

・日時：H31.1.12(土)16:30-18:00 

・場所：やわらぎホール 

・参加者：110名で前年を上回った。 

(2)「元気のつどい」開催 

・日時：H31.3.2(土)10:00～12:30 

・場所：能登川コミュニティセンターホール 

・テーマ：楽しく動いて 

運動習慣を身につけよう！ 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

1/1 祝 事務局

1/4 金 事務局

1/5 土 広報 藤居会長

1/8 火 安全・安心

1/10 木 まちづくり

広報 藤居会長

事務局 参加者＝110名

1/13 日 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

1/15 火 事務局

1/17 木 環境 今井、三木

1/18 金 事務局 三木

広報 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

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

環境 冬季活動中止

1/21 月 事務局 ＪＲ能登川駅開業130周年記念事業 第２回実行委員会(17:00-、コミセン）

1/22 火 健康福祉 松田

1/25 金 健康福祉 松田

広報 今井

歴史・文化 中止

健康福祉 中止

広報

1/29 火 まちづくり 能登川地区住民福祉活動計画推進会議(13:30-、能登川保健センター） 門脇

1/30 水 安全･安心 今井他

環境

2/2 土 広報

2/4 土 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 門脇

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

2/17 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

2/19 火 事務局

2/21 木 環境

歴史・文化 杉浦

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

広報

2月 未定健康福祉 松田

環境

3/2 土 健康福祉

【能登川病院をよくする会 関係】   

1月実績 2月予定 備   考

 土日祝、1/2-3、1/24以降（インフルエン
ザのため休止)を除く毎日(計13日)

 インフルエンザのため当面休止 10:00-12:00

 12(土)、19(土)、24(木)  2(土)、16(土)、21(木) 10:00-

よくする委員会  22(火)  26(火) 16:00-

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）

2/23 土

安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、コミセン）

新春のつどい(16:30-18:00、やわらぎホール）

活　動　内　容

(12/29-1/3）事務局年末年始休暇

年賀式  ①やわらぎの郷公園(8:15-8:30）
        ②コミセン、まち協事務局(8:45-9:00)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

ふるさと散歩道事業部会議(19:30-21:00、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊新春放談②1/12 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊防災の話 安全・安心事業部今井部長1/19 土

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊老ク連について 老ク連能登川ブロック 北﨑会長1/26 土

安全・安心事業部防災会議(10:00-12:00、コミセン）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

能公演の打合せ(19:00-、コミセン)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊新春放談①

広報部会（10:00-、事務室）
1/28 月

「ラジオかわらばん」収録 ＊龍谷大学生と対談（午前、事務室）

平成30年度滋賀県国民保護共同図上訓練
（13:00-16:30、コミセン、JR能登川駅）

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）

福祉の会部長会(19:30-21:30、保健センター)

2/25 月

まち協おしゃべりカフェ「すまいる」(9:00～12:30 コミセン）

福祉の会 理事会・評議員会

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)

（1/13-14)ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 後片付け（9:00-12:00、13:00-16:00、林中央公園）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 打上げ会（17:00-、アズイン）

会話チーム

美化・植栽チーム

1月 随時 やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

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）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

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)

1/20 日

運営委員会(19:30-、コミセン)

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）

事務局長会議(13:30-15:30、本庁）

東近江市結婚サポート連絡会（9:00-11:00、本庁)

1月の活動実績と今後の予定 （H31.2.1現在）
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