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運営委員会が 3月 20日に、理事会が 3月

26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年度事業報告・決算見込み 

事業報告、決算見込みの報告が次のとお

りあった。 

＜29年度事業・特記事項＞ 

・5 月の総会において、能登川地区自治会

連合会の役員 13名、市民活動団体から 5

名（うち女性 3 名）が理事に就任した。 

・11 月に「病院をよくする会」が、「あし

たのまち・くらしづくり活動賞振興奨励

賞」＜主催：（公財）あしたの日本を創

る協会＞を受賞した。 

・自主防災、e防災マップづくり、DIG,HUG

等の研修会開催や、自治会への出前講座

等を開き、総括として活動成果発表会を

開催した。また、防災科学研究所より、

まち協の防災活動内容を整理し報告す

る事業（98万円）を受注した 

・新たに策定した「能登川地区まちづくり

計画」の新規事業に積極的に取組んだ。 

  （例：「まちづくりカフェ」の開催） 

・コミセン利用者が、昨年度実績(8万 5千 

  人)より 1割程度増加した。 

＜29 年度決算見込み＞ 下表参照 

２．平成 30年度事業計画・予算 

事務局より事業計画案、予算案の説明が

あり了承された。(予算案は下表参照） 

3.「湖辺環境保全整備事業」について 

次の事業に平成 30 年度から取り組むこ

とに関して説明があり、了承された。 

琵琶湖岸の美観を損なう流木やごみ、

草木を除去する。期間は、平成 30年度か

らの 2 年間(以降は未定)。当まち協、能

登川支所、生活環境課で構成する「協議

会」を発足させ、市は、ここに事業を委

託し、協議会は、当まち協に 45万円を交

付して事業を委託する。これを受け、当

まち協は、各種団体、栗見新田、栗見出

在家自治会等に協力を依頼し、実施する。 

４．平成 30年度定時総会計画 

・日時：5/26（土）13：30～16：30 

・場所：能登川コミセン・ホール 

・議案： 

・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 

 

 

部  門 会  計 項 目 
29年度 

決算見込 

30年度 

予算 

参考：  

29年度予算 
備   考 

まちづくり 

部門 

一般会計 

収入 7,471 6,496 6,179 30年度：交付金 5%減 

支出 7,191 6,217 5,963 29年度:基金積立 98万 

収支差 279 279 216  

災害復旧支援 

活動会計 

収入 23 

（なし） 

23  

支出 23 0  

収支差 0 23  

基金会計 

収入 6,036 6,036 5,056 29年度:基金積立 98万 

支出 0 300 0 30年度;基金取崩 30万 

収支差 6,036 5,736 5,056  

合計 

収入 13,530 12,532 11,258  

支出 7,214 6,517 5,963  

収支差 6,315 6,015 5,295  

指定管理 

部門 

コミセン、やわ

らぎホール、や

わらぎの郷公園 

収入 63,693 64,898 63,249  

支出 61,351 62,556 62,534  

収支差 2,342 2,342 715  

合    計 

収入 77,223 77,431 74,506  

支出 68,565 69,073 68,497  

収支差 8,657 8,357 6,009  
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29年度決算見込み、30年度予算案      ＊収入には、前年度繰越金を含む        〔千円〕 



月/日 曜 主管事業部等 備     考

3/1 木 まちづくり

広報 今井

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 火 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)

3/8 木 環境 会長、今井、三木

3/9 金 事務局

3/10 土 広報 会長

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 今井

3/15 木 環境 今井、三木

3/17 土 広報 今井

3/18 日 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ 四方他

3/20 火 環境

3/20 火 事務局

歴史・文化 中止

会長 会長

3/22 木 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報 今井

施設運営

歴史・文化 杉浦

健康福祉 山本

事務局

健康福祉 松田

3/27 火 広報

3/28 水 まちづくり

3/29 木 環境 会長、今井、三木

3/29 木 事務局 三木

3/31 土 広報 今井

3月 随時 環境

4/2 月 事務局

4/3 火 事務局

広報

施設運営

4/8 日 施設運営

4/10 火 安全・安心

会長 東近江地区更生保護女性会定期総会(13:00-、コミセン）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

環境 会長、今井、三木

ふるさと散歩道

4/17 火 事務局

環境

まちづくり

4/20 金 環境

4/21 土 施設運営

広報

健康福祉 山本

4/24 火 事務局

歴史・文化 杉浦

事務局

4月 随時 環境

広報

事務局

【能登川病院をよくする会】関係   

3月実績 4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
 4/2より再開
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)  7(土)、21(土)、24(火) 9:00-10:00

よくする委員会  22(木)  26(木) 16:00-

会話チーム・親睦会  17(土)11:00-13:00、コミセン  -

 23(金)、30(金)、12:00-、能登川病院  -
 

能登川地区自治会連合会(13:30-、コミセン)
4/28 土

のとがわ水車太鼓20周年記念大会（13：00-、コミセンホール）駐車場整備支援

琵琶湖岸整備清掃に関する生活環境課との打合せ(9:30-11:00、事務室）
4/12 木

辞令交付式(8:30-、やわらぎの郷公園)

活　動　内　容

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:00、能登川地区内)

事務局長会議(15:00-、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)

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

琵琶湖岸整備清掃に関する生活環境課との打合せ(11:00-12:00、事務室)

支所・コミセン合同消防訓練(16:00-16:30、支所・コミセン）

第4回通常理事会(19:30-、コミセン)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

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)

運営委員会(19:30-、コミセン)

元気のつどい（9:30-12:00、やわらぎホール）

水

医師離任式

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）
＊NPO法人エトコロ理事長 中島みちる様

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊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）
＊西小学校アルミ缶コンサート（ハートビート、デキシーランド）

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 福本総務部長

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

ふるさと散歩道事業部会議(19:00-、コミセン)

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。偶数月は業者が回収)

第5回まち協会長杯ゲートボ-ル大会(8:00-、やわらぎの郷公園)

4/7 土
(-4/8)さくらを観る会(9:00-15:00、やわらぎの郷公園

第5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)

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

辞令交付式(8:45-、事務室)

会計監査(9:30-12:00、コミセン)

運営委員会(19:30-、コミセン)

運営委員会(19:30-、コミセン)

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

琵琶湖岸整備清掃に関する生活環境課との打合せ(11:00-12:00、事務室)

（3/1-31))2017ライティングベル応募写真展（コミセン・ショーケースに展示）

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)
4/19 木

広報部会（10:00-、事務室）

広報部会（10:00-、事務室）

広報部会（10:00-、事務室）
5/1 火

3/21 水

のとがわ福祉の会評議員会（19:30-、なごみ）

3/26 月

東近江市結婚サポート連絡会（13:00-15:00、本庁)
4/23 月

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

安全・安心事業部会議(10:00-12:00、コミセン）

安全・安心事業部会議(10:00-12:00、コミセン）

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）
4/11

３月の活動実績と今後の予定 （H30.4.1現在）
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