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理事会が 10 月 20 日に開催されました。

主な内容は以下のとおりです。なお、運営委

員会が 10 月 17 日に開催されましたが、重

複する部分が多いので、報告を省略します。 

1. 平成 29年度上半期の会計収支状況 

下表のとおりであり、特に問題はない。 

2. 実費弁償方式の継続について 

現状では指定管理の契約は実費弁償方式

となっているが、これを廃止しても当まち

協にとっては特段のメリットがないことか

ら、実費弁償方式を継続することとなった。 

3. 「新春のつどい」開催計画について 

次の内容で開催することが承認された。 

①日時：1/20（土）16：30～18：00 

（但し、自治会連合会会議が、開催日

の後の週に予定されているので、1

週程度繰上げ開催を検討する。） 

②場所：やわらぎホール 

③内容：・飲物：アルコール提供 

・地産（特産）物の提供 

＊その他、アトラクションの導入

を検討（日本舞踊・能登川音頭・

能登川町時代の DVD上映等） 

④会費：2,000円 

（アトラクション程度の費用をまち協が

支出し、他の費用は会費で賄う。） 

⑤案内状発送先： 

・来賓（市長、能登川地区出身の県会議

員、市会議員）  

・会員 

・市民活動団体  ・商工会関係等企業 

⑥その他：詳細は、実行委員会を立上げ検討

する。 

4. 九州豪雨災害被災地復旧支援活動結果 

9/25、次の支援金を朝倉市社協へ送金し

た。 

・支援金募金(7～8月に実施)  47,149円 

・災害復旧支援活動会計残高 23,055 円 

・合計           70,204 円 

5. 会員の動向 

個人会員 2名の入会を承認 

（総会員数の現状：個人 118名、自治会 53

名、団体 16 名 計 187名） 

6. まちづくり部門の新規事業（21事業）

進捗状況:別紙のとおり 

7. コミセンの上半期利用状況 

上半期利用者は 46,767人（前年同期より

7,324 人、19%増）で、年間 9 万人超の見込

み。 

8. 能登川病院をよくする会活動の受賞 

公益財団法人あしたの日本を創る協会の

「平成 29 年度 あしたのまち・くらしづく

り活動賞・振興奨励賞」の受賞が決定した。 

表彰式・交流会が、11/3（金・祝）に東京

で開催され、菊川事務局長が出席する。 

 

平成 29年度上半期の会計収支状況 単位：千円 

部門 項  目 
29年度 

上半期実績 

29年度 

予算 

対予算 

比率％ 
  

まちづくり 

部門 

収 入 11,116 11,258 99  
一般会計、基金会計、災害

復旧支援活動会計の合計 
支 出 3,693 5,963 62  

収支差 7,423 5,295 140  

指定管理 

部門 

収 入 35,073 63,249 55  コミセン会計、やわらぎホ

ール会計、やわらぎの郷公

園会計の合計 

支 出 29,403 62,534 47  

収支差 5,670 715 793  

合  計 

収 入 46,189 74,506 62  

  支 出 33,096 68,497 48  

収支差 13,093 6,009 218  

(注)「収入」には、前期繰越金を含む 
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月/日 曜 主管事業部等 備     考

10/1 日 歴史・文化 杉浦

10/3 火 健康福祉 居原田、松田

10/5 木 安全・安心

広報 今井

施設運営

10/10 火 事務局

10/11 水 事務局
会長、居原田、
三木

10/11 水 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

10/14 土 広報 今井

10/15 日 広報 雨天中止

事務局
事務局

10/19 木 環境

10/20 金 環境

10/20 金 事務局

10/21 土 広報 今井

10/22 日 歴史・文化 台風により中止

10/23 月 まちづくり

10/26 木 健康福祉 山本

広報 今井

施設運営
健康福祉 徘徊保護訓練 事前研修会(14:00-16:00、コミセン 居原田、松田

10/29 日 歴史・文化 台風により中止

10/30 月 広報

10月 随時 環境

11/2 木 健康福祉 松田

広報

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

広報

まちづくり まちづくり事業部員

11/5 日 まちづくり まちづくり事業部員

11/6 月 広報

安全・安心

健康福祉 居原田、松田

11/9 木 健康福祉 山本、松田？？

健康福祉 居原田、松田

環境 今井

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ

まちづくり まちづくり事業部員

11/12 日 歴史・文化 杉浦、門脇

11/14 火 事務局

11/16 木 環境 今井、三木

11/17 金 事務局 三木、今井、門脇

11/20 月 環境

11/21 火 事務局

11/23 木 施設運営 今堀

11/25 土 歴史・文化 杉浦

11/27 月 健康福祉 山本

11/29 水 まちづくり

11/30 木 環境 雨天中止

11月 随時 環境

【能登川病院をよくする会】関係   

10月実績 11月予定 備   考

会話チーム・会話活動  土日祝日を除く毎日（計21日）  土日祝日を除く毎日（計20日） 10:00-12:00

植栽チーム・植栽活動  7(土)、21(土)、24(火)  4(土)、18(土)、21(火) 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  26(木)  22(水) 16:00-

 -
 10/3(金・祝)（公財）あしたの日本を
創る協会主催「あしたの日本を創る活動
賞（振興奨励賞）」表彰式参列

東京、
菊川事務局長

収益事業についての勉強会（19:30-21:30、本庁）

中間会計監査(9:00-12:30、コミセン)

第3回通常理事会(19:30-21:10、コミセン)

猪子山木道整備作業(10:00-12:00、猪子山)

活　動　内　容

土10/28

猪子山作業(13:00-16:00、猪子山)

徘徊保護訓練 徘徊役、観察係 説明会(19:30-21:00、やわらぎホール）

10/7 土

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

廃食油回収(毎月第3木曜日に回収。23自治会+コミセン。偶数月は業者回収)

笑福亭智丸の会（13:30-16:30、コミセンホール）

運営委員会(19:30-、コミセン)
10/17 火

第24回能登川ふれあいフェア(9:00-15:00、ふれあい運動公園）

ライティングベル実行委員会（19:30-、アズイン）

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、コミセン）

素人創作落語大会（13:00-、コミセンホール）

運営委員会(19:30-、コミセン)

徘徊保護訓練 実行委員会（13:30-15:00、佐野公民館）

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・安心事業部長今井

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）
＊能登川病院 小児科 辻井 久先生

第5回東近江市結婚サポート連絡会（10:00-12:00、本庁)

FM81.5「ラジオかわらばん」（8:00-8:30）＊毎週土曜日に放送

正副会長会(8:00-9:00、事務室）

(11/4、5)文化祭 パネル展示、模擬店出店 （模擬店は11/5のみ11:00-16:00)

東近江市社会福祉大会(9:50-16:00、五個荘コミセン大ホール）

広報部会（10:00-、事務室）

安全・安心事業部会議(10:00-11:00、事務室）

まちづくり事業部会議(19:30-21:00、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)

親子フェスタ（10:00-15:00、やわらぎの郷公園）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

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）

徘徊保護訓練 自治会との打合せ(19:30-21:00、やわらぎホール）

11/11 土

徘徊保護訓練 （8:00-12:30、能登川地区内）

11/7 火

その他

やすらぎの花公園の整備、JR能登川駅の清掃等

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（9:00-12:00、林中央公園）

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙ準備（林中央公園）
＊11/11(土)から12/16(日)までの毎土日曜、9:00-12:00、13:00-16:00）

H29市政懇話会(19:00-21:00、コミセンホール)

「環境美化の日」一斉清掃(9:30-11:30、葉枝見橋～八幡橋南詰の愛知川左岸）

猪子山作業(9:00-12:00、猪子山)

段ボールコンポスト講習会（10:00-11:00、コミセン)

第6回東近江市結婚サポート連絡会（13:00-、本庁)

能登川地区自治会連合会研修旅行（福井）

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)

まちづくり事業部会議(19:30-、コミセン)

11/4 土

まちづくりカフェ（19:00-、佐生自治会）

まちづくりカフェ（18:30-、尾芼台自治会）

まちづくりカフェ（18:30-、林町自治会）

「ＪＲふれあいハイキング」ガイド（9:30-16:00、能登川地区内)

10月の活動実績と今後の予定 （H29.11.1現在）
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