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議案

第1号議案 令和３年度事業報告

第2号議案 令和３年度決算報告、監査報告

第3号議案 令和４年度事業計画（案）

第4号議案 令和４年度予算（案）

第5号議案 理事の改選（案）
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第１号議案

令和３年度

事業報告
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事業概要

◆「新しいまちづくり計画」推進の５年目

⇒計画に沿った新規事業を積極的に展開

【Ｒ３年度活動の特記事項】

◆新型コロナの影響により、多くの行事が中止/縮小
・能登川ふれあいスポーツフェスタ（６月・中止）

・やわらぎの郷フェスティバル（９月・Ｗｅｂで開催）

・能登川ふれあいフェア（１０月・中止）

・能登川地区文化祭、文化公演会（１１月・規模縮小）

・ライティングベル（１２月・ＪＲ能登川駅東西口に点灯に変更）

・新春のつどい（１月・中止）

・能登川病院をよくする会・会話チーム活動（１年間・中止）

・コミセン講座（通年、中止または縮小）

令和３年度事業報告
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◆能登川地区中学生以上の全住民を対象としたアンケート調査

• 目的:まちづくり計画の見直しの参考とするため

• 検討開始：R3年4月

• アンケート票発送：R4年２月、発送数＝約20,000

• 回答締め切り：1月末、回答数＝5,312、回収率＝26.6％

• 回答は郵送による方法に加え、Webによる方法も可とした

• 回答者に抽選で賞品を提供

• 結果の公表：総会以降

◆ふるさと散歩道の新しいコース「聖徳太子と猪子山三観音」の
リーフレットの制作と配布

◆びわ湖ホール声楽アンサンブル演奏会の開催

• 地区内４小学校の６年生約２５０名を招待し、11月に開催
5

＜3年度活動の特記事項＞つづき

令和３年度事業報告



◆能登川コミュニティセンター等指定管理３施設の
実費弁償方式の廃止

• 2年度までは、「利益」を得ることは不可。

３年度からは、「利益」を得ながらの事業が可となった。

◆能登川コミュニティセンターで地域福祉事業活動の展開

• 2年度までは、生涯学習を中心とした事業展開

3年度からは、他の地域福祉団体と連携しながら地域福祉事業を
展開
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＜３年度活動の特記事項＞つづき

令和３年度事業報告



まちづくり事業部
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◆中学生以上の能登川地区全住民アンケートの実施＜新＞

・調査項目：全住民対象：10項目、65歳以上限定：4項目

・調査対象総数：約20,000

・実施時期：調査票発送＝12月15日

回答締め切り＝１月末日

・有効回答数：5,312

・その他：

①回答方式は郵送とWeb

②回答していただいた方（希望者）に
抽選で賞品（東近江市商工会
能登川支部の事業所様ご提供）を
プレゼント。

※ 結果の公表：総会以降

令和３年度事業報告

回答のパソコン入力
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◆「まちづくりカフェ」（自治会との意見交換会）の開催

・垣見自治会と開催(１２月)

◆びわ湖ホール声楽アンサンブル演奏会に小学生を
招待

・11月、コミュニティセンターホールで

・能登川地区内４小学校の６年生
（221人）を招待

・三密回避のため２回に分けて上演

＜まちづくり事業部＞つづき

令和３年度事業報告
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◆「能登川大好き人間大集合!」イベントの仕掛けづく
り（デジタルフォトプロジェクト）

・能登川駅東西口で点灯されたﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾍﾞﾙの模様を撮影し
たデジタル写真を募集

・45点(11名）の写真投稿

・抽選で食事券をプレゼント

・２月にコミセンで展示

＜まちづくり事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆食のイベントの開催
・「元気のつどい（３月）」の中で、参加者に健康増進支援
ツール「べジチェック（野菜摂取の充実度を測定）」を体験

◆若者チャレンジ応援
・「やわらぎの郷フェスティバル2021オンライン」（９月）を支援

・「中学生以上の能登川地区全住民アンケート」の実施に併せ
、中学生限定のアンケート（自由記述4問）を実施し、その結
果を中学校にフィードバック＜新＞
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＜まちづくり事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆空き家問題勉強会の開催

・空き家の現状把握と情報収集を行うための「空き家問題
勉強会」を開催 (４月）

・東近江市空家等対策推進協議会に藤居会長が出席
(５月、３月）

◆子ども食堂への支援

・「おかげSUNのとが和」と協働・連携して能登川コミュニティ
センターで実施（4月から3月までの間、計11回）

・「おかげSUNのとが和」主催の「津守慎二氏講演会」

（１０月）の支援
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＜まちづくり事業部＞つづき

令和３年度事業報告



ふるさと散歩道事業部

◆「聖徳太子と猪子山三観音」リーフレットの制作と
配布
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令和３年度事業報告
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◆制作済みパンフレット・リーフレットの増刷、
ＪＲ能登川駅での補充設置

・「猪子山巨石の神々」

・「ふるさと散歩道」

・「伊庭内湖の野鳥」

◆授業・ガイド要請対応

・能登川南小学校6年生対象に猪子山ガイドの実施(６月）

・能登川高校１年生３クラス対象に「能登川地区の魅力」
講義(３月)



◆情報紙「ホップ♪ステップ♪のとがわ」
の発行
・年６回偶数月、能登川地区全戸配布（8,700部）

◆ホームページの運営、Facebookの運営

◆「のとまち協NEWS」発行
・毎月１回、会員等向けに発行

◆「まち協ラジオかわらばん」の放送
・毎週土曜日８：００～３０分間、ＦＭひがしおうみ
・年間４３回（2，３月は放送設備改修のため休み）
＊本番組は令和３年度で終了

（放送開始：H２１.６、総放送回数：６４９）

広報事業部
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◆環境こだわり農業の推進支援

・「魚のゆりかご水田」活動(鮒寿司の漬け込み実地研修(７月)のＰＲ

◆ＳＮＳを活用した観光口コミ情報の収集と発信

・Facebookを通じて発信

・コミセン玄関前にポスターを随時掲示して、観光情報（観光
ボランティアガイドの活動を含む）を発信

◆当協議会活動紹介のためのパネル展示
・能登川地区文化祭（11月）
・東近江市市民活動推進交流会「わくわくこらぼ村」
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＜広報事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆「元気のつどい」の開催（３月）

・テーマ：「食の改善」（約７０名参加）

健康福祉事業部
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令和３年度事業報告



◆「婚活」事業
・市内協議会合同事業「東近江市結婚サポート連絡会」に

参加（年間8回、６回は中止）

◆まち協おしゃべりカフェ「すまいる」の開催
・年間で計12回開催
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元気のつどい

＜健康福祉事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆生活支援サービスの連携体制への参画
・東近江市社会福祉協議会が主導する「能登川地区住民福祉

活動計画推進会議」に継続して参加

・「レコードカフェ～楽しもう・つながろう～」の開催
(参加者：７月=43人、３月=57人）
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＜健康福祉事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆日常活動

・植栽チーム：
年間４5回

・病院と「よくする会」事務局との意見交換会：年間7回
＊会話チーム：活動休止 19

能登川病院をよくする会

令和３年度事業報告



◆フラ輪ープロジェクト協働

・「フラ輪ープロジェクト～学校周辺を花で飾る運動～」
（能登川中学校生徒会活動）への支援・協力
（5月、6月、11月・２回）

環境事業部

20

令和３年度事業報告

中学校の活動 南小学校の活動



◆廃食油の回収（毎月第３木曜日）

・回収ボックスの設置（２３自治会とコミセン）

・奇数月は当協議会が、偶数月は業者が回収

・年間回収量：ペットボトル約2,0００本（まち協回収分）

◆段ボールコンポスト利用促とゴミの減量化

・段ボールコンポストの販売（１51個）

・段ボールコンポスト講習会の開催
（７月、１１月、３月）

21

＜環境事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆東近江市琵琶湖岸、愛知川の清掃、環境整備

・「栗見プロジェクト」の取り組み
・目的：琵琶湖岸の美観を損なう

流木やごみ、草木の除去

・開始:平成30年度

・３年度活動内容：
栗見新田町地先、
栗見出在家町地先の清掃
各地元自治会と連携
（6月、10月、3月）

・「びわ湖の日一斉清掃」に参加
・７月、栗見出在家地先

・「環境美化の日」一斉清掃に参加

・11月、阿弥陀堂地先愛知川左岸 22

＜環境事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆「伊庭の水辺景観」等の保全・活用に対する支援

・3月の『NHK「鶴瓶の家族に乾杯」安藤サクラが滋賀県
東近江市へ』の放映で、伊庭町が大きく取り上げられ、
この番組の告知に協力

◆水文化の普及啓発

・「水文化」の事例をFacebookを通じて掘り下げて紹介
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＜環境事業部＞つづき

令和３年度事業報告
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安全･安心事業部

◆「能登川地区防災研修会」の開催
（12月、42自治会・3団体、133名参加）

・「地区防災計画」
の必要性と効用

・能登川地区
新ハザードマップ

・能登川地区の
取り組み

令和３年度事業報告
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◆「自治会(自主防災会)防災力チェックシート」
の回収

・４７自治会より回答回収

◆「防災出前講座」の実施

・自治会：若葉、佐生、東佐生、本町(資料提供)

・小学校：東小(避難所開設・運営訓練)
北小(避難訓練)

◆「安全・安心事業部会」の開催

・防災意識啓発：研修会等の企画・開催

・地区防災課題：「地区防災計画モデル事業」推進

＜安全・安心事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆猪子山古墳群の整備、里山（森林）整備

・「猪子山森林再生プロジェクト」事業に参加
（能登川南小学校・県立八日市南高校、猪子町自治会等協力、

平成１９年から継続実施中）

・６、８、１１月に５・６年生が実施する猪子山森林再生活動
（竹の伐採・草刈り作業等。３年度は中止）実施場所の整備作業
（月1回）

◆東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部の
活動協力

・平和堂旅行センター「じもとりっぷ登ろう！能登川ガイド」
(４月、１０月、１１月）

・東近江市観光協会まちあるきガイド（能登川地区内）(６月)
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歴史・文化事業部

令和３年度事業報告



・ 「レイカディア大学サポートの会」の伊庭ガイド(１０月)

・JRふれあいハイキングの企画・実施協力(１１月。下の写真)

27

＜歴史・文化心事業部＞つづき

令和３年度事業報告



◆指定管理施設を利用した自主イベントの開催計画
策定と実行

・コミセンホールで開催されたイベントの開催支援

・ 第5回能登川寄席（11月）

・ 能登川地区文化協会映画観賞会
「ぼけますから、よろしくお願いします。」(11月)

・ Rêve Papillon(レ―ヴパピヨン)演奏会（12月）

・やわらぎの郷公園でのイベント開催

・ さくらを観る日(4月）

・ グラウンドゴルフ大会（４月、3月）

28

施設運営事業部

令和３年度事業報告
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令和３年度事業報告

・ ゲートボール大会（4月、７月）

・ やわらぎの郷フェスティバル＜Webで開催＞（9月）

・ 毎月第３日曜日：やわらぎの郷公園芝生広場開放
「ようこそ日曜広場」

＜施設運営事業部・やわらぎの郷公園イベント＞つづき



◆指定管理施設を活用した新しいコミュニティの形成
と居場所づくり

・ 市民活動団体がコミュニティセンターを拠点に同センターの
活動と有機的に連携しながら活動できる機会の創出に努
めた。

・ 市民活動団体からやわらぎの郷公園の清掃奉仕活動をし
ていただいた。

・ 市民活動団体がやわらぎの郷公園で行う屋外研修、バザ
ー開催等の機会創出に協力した。
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＜施設運営事業部＞つづき

令和３年度事業報告
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事務局

◆当協議会の総務業務

・会議の開催

・総会：１回（５月）
・理事会：６回（内、R３年度理事による理事会は５回）
・その他（運営委員会、事業部長会、正副会長会）

◆用具の貸し出し、印刷等のサービスの提供

◆障がい者手帳に類する証明写真の撮影事業

◆能登川地区防災減災連絡会の開催

◆「ブラタモリ研究会」の開催

◆行政等主管の会議に出席

令和３年度事業報告
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まちづくり計画書に記載された事業（５４項目）の
取り組み状況と自己評価（カッコ内は前年の評価）

評価Ｓ：計画以上の進捗＝ ４（ ７）

評価Ａ：計画どおり ＝２２（２５）

評価Ｂ：一部を除き計画どおり＝１４（ ８）

評価Ｃ：遅れている ＝ ４（ ４）

評価Ｄ：未実施・未着手＝１０（１０）

令和３年度事業報告



〇東近江市観光協会との連携による観光ガイドの育成

〇生活支援サービスの連携体制への参画

〇体験（実践）型防災訓練への支援

〇まちづくりカフェの開催（住民アンケートの実施）
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＜まちづくり計画書 記載事業の取り組み状況と自己評価＞つづき

令和３年度事業報告

評価Ｓ（計画以上の進捗）

評価Ａ（計画どおり）

〇森林再生プロジェクト等への支援

〇ふるさと散歩道ガイドの実施

〇観光モデルコース（プラン）の提案

〇子育て応援活動支援

〇健康づくりのための講座・セミナー等の開催

〇指定管理施設を活用した新しいコミュニティの形成、居場所づくり

〇「フラ輪ープロジェクト」への支援 〇廃食油回収 他



〇能登川博物館・図書館との連携を強化した歴史・文化イベントの拡充

〇SNSを活用した観光口コミ情報の収集と発信

〇まち協主催のスポーツイベントの開催

〇住民が親しく交流できるイベント情報の収集・発信の充実

〇若者チャレンジ応援

〇空き家・空き店舗の活用 〇（防災）出前講座の実施 他
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＜まちづくり計画書 記載事業の取り組み状況と自己評価＞つづき

令和３年度事業報告

評価Ｂ（一部を除き計画どおり）

評価Ｃ・Ｄ（遅れている・未実施・未着手）

○「eてんこもり（仮称）」自治会ページの更新

〇地域資源のマップづくり 〇食のイベントの開催

〇地域のボランティア団体との連携協力による森林整備

〇政策提案要請活動 〇防災ワークショップの開催

〇災害時における自噴井戸の利活用システムの構築研究

〇自然エネルギーの地産地消の推進 他
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指定管理部門

施設 業務
令和３年度

利用者数[名]

（前年度利用者数）

能登川
コミュニティセンター

・施設管理運営

・生涯学習(文化)事業、
地域福祉事業等

６４，０６２

（５７，３４１）

やわらぎホール

・施設管理運営
※４月から10月までコロ

ナワクチン接種会場の
ため貸館休止

２，７５３

（７，２１９）

やわらぎの郷公園 ・施設管理運営
１５，４１８

（１４，３２９）

令和３年度事業報告



◆生涯学習(文化)事業

・大人講座
「クラフト小物づくり」等２講座

36

能登川コミユニティセンター事業（1/5）

・子ども講座
「夏休み！お出かけ学習会」等

４講座

令和３年度事業報告
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能登川コミユニティセンター事業（2/5）

・文化公演会
映画：「ぼけますから、

よろしくお願いします」

・能登川水車塾(高齢者講座)
春：４講座 秋：４講座

＜生涯学習(文化)事業＞つづき

令和３年度事業報告



＜生涯学習(文化)事業＞つづき

38

能登川コミユニティセンター事業（3/5）

・文化祭 ・子ども芸術展

令和３年度事業報告
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能登川コミユニティセンター事業（4/5）

・人権のまちづくり協議会
町別懇談会、現地研修会（雨森芳洲庵）

令和３年度事業報告

◆人権･青少年事業



＜人権･青少年事業＞つづき

40

能登川コミユニティセンター事業（5/5）

令和３年度事業報告

・青少年の主張展 ・あいさつ運動



第２号議案

令和３年度

決算報告

41

令和４年度定時総会



貸借対照表(1/2)

令和３年度決算報告

42

単位：千円

科目
当期
決算額

前期比較

前期実績 増減額

資産

流動資産

現金預金 10,896 10,179 716

未収入金 262 9 253

計 11,158 10,188 969

固定資産
長期性預金 5,052 5,052 0

計 5,052 5,052 0

計 16,209 15,240 969

R４．３．３１現在



貸借対照表(2/2)

43

単位：千円

科目
当期
決算額

前期比較

前期実績 増減額

負債

流動
負債

未払金 6,952 6,638 313

預り金 516 615 -99

計 7,467 7,253 214

計 7,467 7,253 214

正味
財産

正味
財産

別途積立金 5.438 5,437 0

繰越利益剰余金 3.304 2,549 755

計 8.742 7,986 755

負債・正味財産 計 16,209 15,240 969

令和３年度決算報告



正味財産増減計算書（1/3）

44

単位：千円

科目
当期
決算額

予算比較

予算額 増減額

経
常
収
益

まちづくり

東近江市交付金 5,421 5,421 0

その他の収入 430 505 -75

合計 5,851 5.926 -75

指定管理

指定管理料 65,740 65,740 0

その他の収入 811 643 168

合計 66,551 66,383 168

経常収益計 72,402 72,309 93

Ｒ３．４．１～Ｒ４．３．３１

令和３年度決算報告



正味財産増減計算書（2/3）

45

単位：千円

科目
当期
決算額

予算比較

予算額 増減額

経
常
費
用

まちづくり

管理事務費 2,309 1,491 818

事業費 3,198 4,715 -1,517

合計 5,507 6,206 -699

指定管理

人件費 28,654 29,328 -674

管理事務費 35,529 34,666 863

事業費 1,957 2,389 -432

合計 66,140 66,383 -243

経常費用計 71,647 72,589 -942

令和３年度決算報告



正味財産増減計算書（3/3）

46

単位：千円

科目
当期
決算額

予算比較

予算額 増減額

経常利益

まちづくり 345 -280 625

指定管理 411 0 411

経常利益計 755 -280 1,035

正味財産増減額 755 -280 1,035

期首正味財産 7,986 7,986 0

期末正味財産 8,741 7,706 1,035

令和３年度決算報告



監査報告

47

令和４年度定時総会



監査報告

監査報告

48

１．監査実施日：R4.4.22
２. 監査の方法及びその内容

・理事会その他の重要な会議に出席

・会計帳簿、会計書類、重要な決裁文書及び報告書を閲覧

・理事等から職務の執行状況等について定期的に報告を受け、また、
随時説明を求めた。

３. 監査の結果

（1）事業報告及び決算報告⇒当法人の状況を正しく表示

（2）理事の職務の遂行⇒不正の行為又は定款等に違反する事実はない

（3）当法人の業務の適正を確保するために必要な体制の整備等
⇒理事会の決議の内容は相当

（4）計算書類とその附属明細書⇒当法人の損益の状況を適正に表示



第３号議案

令和４年度

事業計画（案）

49

令和４年度定時総会



【概要】

50

・令和４年度は,新しい「まちづくり計画書」に基づく事業展

開の６年目

⇒「住みよい 住みたい 住み続けたい 水る車のまち 能登川」の

まちづくりの推進

・自治会との連携：まちづくり委員との連携強化

「まちづくりカフェ」の開催

・市民活動団体との協働：フラットな立場で、真摯な連携を継続

・行政との協同：重要な協働のパートナー

・まちづくり８事業部門や指定管理部門の活動：独立性を保ち

ながらも、事業によっては連携

令和４年度事業計画



51

・新型コロナウイルス感染症の対応

⇒正しく恐れ、工夫を凝らして当初計画プラスαを目標にする

・新しい「まちづくり計画書」の策定

⇒前年度に実施した「能登川地区全住民アンケート調査」の結果

等を参考に、策定に着手

・能登川コミュニティセンター・やわらぎホール、やわらぎの郷

公園利用者満足度（CS）向上

⇒多様化する利用者ニーズに応え、指定管理者としての企画・ア

イデア・サービスで魅力的な事業・イベントを計画する

令和４年度事業計画



まちづくり事業部

52

【まちづくり部門】

（１）新しい「まちづくり計画書」の策定

（２）まちづくりカフェの開催
（住民アンケート結果をテーマにした自治会懇談会ほか）

（３）JR能登川駅利用促進と東口の活性化

（４）道路整備（JR東口・愛知川左岸道路の早期整備）

（５）ちょこっとバス（タクシー）の利用促進

（６）まちづくり委員研修会（現地研修を含む）

令和４年度事業計画



53

（７）イベント開催と応援
（歴史・文化事業部、施設運営事業部等と連携）

（８）「能登川大好き人間大集合!」イベントの仕掛けづくり

（９）食のイベントの開催

（１０） 若者チャレンジ応援

（１１） 「新春のつどい」の開催

（１２） 空き家・空き店舗の活用

（１３） ブラタモリ研究会の開催
（NHK番組「ブラタモリ」の東近江市誘致を図る）

（１４） 年間を通じた、まちづくり支援制度の相談窓口

＜まちづくり事業部＞つづき

令和４年度事業計画



（１） リーフレットの増刷

・「ふるさと散歩道」・「伊庭内湖とその周辺の野鳥たち」

・「岩神山のおはなし」・「聖徳太子と猪子山三観音」

（２） 「ふるさと散歩道」ルート散策会開催や探訪団体の案内

（３） 観光モデルコース（プラン）の提案

（４） JR能登川駅及び駅周辺施設への観光情報提供
（歴史・文化事業部と連携）

（５） 「ふるさと散歩道DVD」・「ふるさとばなしCD」の活用

54

ふるさと散歩道事業部

令和４年度事業計画



（１） まちかど情報紙「ホップ♪ステップ♪のとがわ」の発行

（２） まちづくり協議会ホームページ、Facebookの運営
（「自治会の宝」等の情報発信）

（３） 会員情報紙「のとまち協NEWS」の発行

（４） 環境こだわり農業の広報と参画

（５） SNSを活用した観光口コミ情報の収集と発信
（歴史・文化事業部と連携）

（６） イベント情報の収集と発信の充実

55

広報事業部

令和４年度事業計画



（１） 子育てや食育活動を行っている関係機関等への支援と
協働

・ のとがわ福祉の会

・ 健康推進員協議会

・ ほほえみ

・ 学童保育所

・ 子ども食堂

（２） 「元気のつどい」の開催

（３） 結婚応援セミナーの実施

（４） 認知症・声掛け見守り訓練 56

健康福祉事業部

令和４年度事業計画



（５） 健康づくりの講座・セミナー開催

（６） おしゃべりカフェ「すまいる」の運営

（７） 郷土料理の普及（食の地産地消）

（８） 生活支援サービスの連携体制への参画

（９） 「能登川病院をよくする会」等、健康福祉活動団体への
支援と協働

57

令和４年度事業計画

＜健康福祉事業部＞つづき



（１） やすらぎの花公園の管理運営

（２） フラ輪―プロジェクト支援

（３） 廃食油の回収

（４） 段ボールコンポスト利用促進とゴミの減量化

（５） 能登川コミュニティセンター周囲の環境整備

（６） 東近江市琵琶湖岸の清掃、環境整備
（栗見プロジェクトとの連携）

（７） 地域のボランティア団体との連携協力（森林整備等）

58

環境事業部

令和４年度事業計画



（８） 「伊庭の水辺景観」等の保全・活用に対する支援

（９） 水文化の普及啓発

（１０） 地域資源のマップづくり（安全・安心事業部と連携）

（１１） 自然エネルギーの地産地消の推進

59

令和４年度事業計画

＜環境事業部＞つづき



(１)「能登川地区防災・減災連絡会」(自治会連合会長主催)

の開催

(２)「地区防災計画策定推進モデル事業」の実施
(滋賀県と東近江市との協働)

•「水害時世帯別避難方法調査」の実施
（全自治会対象）

•「東学区地区防災計画」の作成

•「災害時避難行動要支援者 個別避難計画」の推進

60

安全・安心事業部

令和４年度事業計画



（３） 「自治会自主防災活動支援」の実施

• 「防災力チェックシート」＆「防災ヒヤリング」

（４） 「防災会議」の開催

• 「地区防災検討会」（毎月）

• 「自治会長・防災担当者会議」(四半期毎)

（５） 「防災講演会」の開催

61

令和４年度事業計画

＜安全・安心事業部＞つづき



（１） 森林再生プロジェクトとして猪子山古墳群の整備・里山
（森林）整備

（２） 能登川博物館・図書館等と連携した歴史文化イベントの拡充

（３） JR能登川駅及び駅周辺施設への観光情報提供
（ふるさと散歩道事業部と連携）

（４） 「能」・「びわ湖ホール声楽アンサンブル」公演事業協力
（まちづくり・施設運営事業部と連携）

（５） （一社）東近江市観光協会との連携による観光ボランティア
ガイドの養成

（６） 東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部の活動支援

62

歴史・文化事業部

令和４年度事業計画



（１）能登川コミュニティセンターホール・やわらぎホールを利用し
た自主イベントの開催計画策定と実行

・ 「能登川寄席」、「びわ湖ホール声楽アンサンブル演奏会」他

（２）やわらぎの郷公園の利用促進のためのイベント開催

・ まち協主催グラウンドゴルフ大会やゲートボール大会の開催

・ 親子フェスタの開催

・ 観桜会の開催（4月）

・ 子どもの日の公園開放（5月）及び、「ようこそ日曜広場」の提供

・ 第3回やわらぎの郷フェスティバルの支援

（３）先進地見学

（４）指定管理施設を活用した新しいコミュニティの形成と居場所
づくり 63

施設運営事業部

令和４年度事業計画



（１）総務業務

（２）地域イベントの共催

（３）雇用確保のための官民協働の取組み

（４）簡単テント・プロジェクター等の貸出し、長尺印刷等の提供

（５）ちょこっとバス乗車券販売

（６）福祉証明写真撮影

64

事務局

令和４年度事業計画



65

活動団体連絡会

「東近江市協働のまちづくり条例」（18条）に則り、市民、

とりわけ、市民活動団体相互の交流を深め、協働を推進

し、地域課題の解決に向けて、適宜、会議等を開催し

方策を検討する

（１）新春のつどい開催

令和４年度事業計画
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指定管理部門

施設 業務

能登川コミュニティセンター

・管理運営

・生涯学習(文化)事業、
地域福祉事業等

やわらぎホール ・管理運営

やわらぎの郷公園
・管理運営
・自主事業

令和４年度事業計画



◆生涯学習（文化）事業

講座(大人対象、子ども対象）

文化講演会(７月)

能登川地区文化祭(１１月）

能登川地区子ども芸術展(１２月）

能登川水車塾（高齢者対象）（春、秋）

◆生涯スポーツ事業

トップアスリートに学ぶ「子どもスポーツ教室」(６月）

ドラゴンカヌー大会(７月）
能登川ふれあいスポーツフェスタ(９月）

67

能登川コミュニティセンターの事業計画（貸館以外）

令和４年度事業計画



◆人権・青少年事業

人権のまちづくり事業
(町別懇談会、人権研修会、現地研修会等)

青少年健全育成事業（年間）
（青少年育成大会、あいさつ運動、愛のパトロール等）

少年補導員会事業、青少年団体の育成支援（年間）

◆地域事業

能登川ふれあいフェア(１０月）

◆地域福祉事業（年間）

のとがわ福祉の会

まち協健康福祉事業部との連携事業

＊その他 二十歳のつどい支援 68

能登川コミュニティセンターの事業計画（貸館以外）

令和４年度事業計画



第４号議案

令和４年度

予算（案）

69

令和４年度定時総会



正味財産増減計算書

70

単位：千円

令和４年度予算（案）

項 目 金 額

経常収益

まちづくり部門

東近江市交付金 5,415

その他 450

合計 5,865

指定管理部門

指定管理料 66,744

その他 499

合計 67,243

経常収益 計 73,108

経常費用 まちづくり部門

事務・管理費 1,245

事業費 4,900

合計 6,145



71

単位：千円

項 目 金 額

経常費用
指定管理部門

人件費 28,933
事務・管理費 36,271
事業費 2,039
合計 67.243

経常費用計 73,388

経常利益

まちづくり部門 -280

指定管理部門 0

当期純利益計 -280

当期純利益 -280

期首正味財産 8,742

期末正味財産 8,462

＜正味財産増減計算書＞つづき

令和４年度予算（案）

まちづくり部門の－２８万円は、別途積立金の「取り崩し」で対処



第５号議案

理事の改選（案）

72

令和４年度定時総会



◆提案の理由：定款第２８条第1項、第2項に定める任期満了のため

◆退任理事＜敬称略・順不同＞
中村 三藏 令和３年度能登川地区自治会連合会会長

藤木 利彦 同 能登川地区自治会連合会副会長

川南 壽 同 同

森 孝志 同 能登川地区自治会連合会幹事

森野 仁太郎 同 同

坪田 幸大郎 同 同

大櫛 貢 同 同

佐生 喜太郎 同 同

西村 守 同 同

森野 佐喜子 同 同

井ノ口 修 同 同

福永 繁和 同 能登川地区自治会連合会監事

井口 一孝 同 同 73

理事の改選



74

森野 才治 令和４年度能登川地区自治会連合会会長

大西 惠三 同 能登川地区自治会連合会副会長

高川 典久 同 同

大橋 忠司 同 能登川地区自治会連合会幹事

三穂 友幸 同 同

田中 信雄 同 同

桂田 康弘 同 同

河井 正 同 同

居原田 修治 同 同

松村 千佳子 同 同

今堀 成人 同 同

小坂 裕二 同 能登川地区自治会連合会監事

藤田 欽司 同 同

中村 三藏 令和３年度能登川地区自治会連合会会長

理事の改選

＜選任理事＞



75

◆選任理事の任期：定款２８条第１項、第２項定めるとおり

ただし、中村 三藏氏については、
定款第２８条４項に定めるとおりである。

＜選任理事＞つづき

理事の改選



76
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