議第１号

平成２８年度笠縫東学区まちづくり協議会事業
報告について

上記議案を提出する。

平成２９年４月１５日

笠縫東学区まちづくり協議会
会長
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卯田

正明

平成２８年度

笠縫東学区まちづくり協議会事業報告

笠縫東学区は、町内会をはじめとして各種団体が地域活動を展開しており、こうした活動
を通じてコミュニケーションの形成が図られてきました。
しかし、様々な社会環境の変化や市民ニーズの多様化から、近所との交流やこれまでの地
域のつながりなどが希薄化してきています。
このような状況から、まちづくり協議会では住民と行政との協働を基本に、町内会や各種
団体だけではできなかった広がりのある取組みにより地域コミュニティの強化を図り、防
犯・防災・環境・交通・福祉・健康・児童の健全育成等、地域の課題解決に取組むため、
「ま
ちづくり計画」に基づき、的確かつ柔軟できめ細かい取組みを進めてまいりました。
基本とした事業は
① 安全安心で心豊かに暮らせるまちづくり
② 健康でふれあい支え合うまちづくり
③ 子どもたちの夢を育むまちづくり
（総会・本部会・理事会・各委員会等）
開催日
２８．４．１６

内容
（総会）
・平成２７年度事業報告と決算について
・第２次笠縫東学区まちづくり計画（案）について
・笠縫東学区まちづくり協議会会則および笠縫東学区まちづくり協議会会則
施行細則の一部改正について
・まちづくり協議会役員の選任について
・平成２８年度事業計画（案）と予算（案）について

２８．６．２９

（第１回理事会）
・地域まちづくりセンターの指定管理に係るスケジュール、
・草津市総合防災訓練 他

２８．８．３０

（第２回理事会）
・地域まちづくりセンターの指定管理申請、
・先進地視察研修、がんばる地域応援交付金事業の推進 他

２８．９．２６

（第３回理事会）
・地域まちづくりセンターの指定管理申請書（案）
、
・東まつり、先進地視察研修 他

２９．１．２０

（第４回理事会）
・次年度の協議会の体制、平成２９年度総会に向けてのスケジュール
・笠縫東まちづくりセンター開設に向けての諸準備
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他

２９．３．３０

（第５回理事会）
総会議案の検討、２９年度執行体制 他

２８．４．１６

（本部会）

他１１回

まちづくり計画の具現化、協議会体制、まち協の課題と懸案、事業計画、健
康のまち草津モデル事業の展開、がんばる応援交付金事業の展開、ふるさと
絵図の作成、草津市総合防災訓練の対応、東まつりの展開方法と振り返り、
先進地視察研修、体制整備諮問会への諮問、各種要望活動、組織推進体制、
まち協出前講座、地域まちづくりセンターの指定管理、まち協職員体制、防
災マップの制作、２９年度総会

２８．１２． ５

（体制整備諮問会）
次年度まち協組織体制、役員の任期他

２８．１２． ２

（組織推進委員会）
まちづくり協議会構成団体等の在り方

２８． ４．２２

（広報委員会）

他１１回

広報紙の基本方針、年間スケジュールの確認、広報紙予算、記事内容
・まち協の事業 ・各町の事業 ・各種団体の事業 ・教育機関の事業
・地域の身近な情報 ・学区世帯数、人口、高齢化率
・公民館、市民センターからのお知らせ ・その他

２８．１１．２９

（ふるさと絵図作成委員会）

他１回

作業の進捗状況、作業場所の検討、笠縫学区との調整

２８． ５．１１

（健康でふれあい支え合うまちづくり推進委員会）

他７回

事業担当部会の決定、事業の進行管理
① 健康ウォーキングの実施 学習会の開催３回、延参加者 １４１名
② 早寝・早起き・朝ごはん運動の推進
簡単！おいしい朝ごはん講座開催４回、延参加者 ４１名
③ 健康リーダーの育成 研修会の開催９回、延参加者
④ 健康カレンダーの作成

３０６名

３，７００冊

⑤ 健康のまち“笠縫東”写真展の開催 Ｈ２９．３．１６～４．１６
２８． ５．３１

（草津市総合防災訓練準備委員会）

他８回

草津市総合防災訓練の実施（草津市との共催）
と

き 平成２８年１１月２０日
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ところ 笠縫東小学校
避難者総数 ７５０人
笠縫東学区独自の取組
① “みんなで遊ぼうさい”の同時開催 参加者数 １４２人
② 福祉避難所の開設、グループホーム入所者の避難
③ ペットの同行避難
④ かまどベンチでの炊き出し
２８． ７．１１

（第４回地域ふれあい東まつり実行委員会）

他１回

役員会の開催（５回）、開催日・会場・内容の決定、役員および実行委員、来賓
および招待者、予算決算、企業広告協賛、模擬店機器借用計画、会場レイアウ
ト、準備スケジュール、パンフレット、チケット、ふりかえり
と き

１１月６日（日）

ところ 笠縫東小学校
参加者 約２，０００人
（地域協働合校推進協議会）
２８． ６．２７

事業計画・報告（小学校・地域）、予算決算、準備スケジュール、ふりかえり

他２回

他
【地域の事業】
１）ハンター東っ子

と

き ７月２９日（土）～３０日（日）

参加者 １２９人
（内訳 小学生３７人、協力者９２人）
２）みんなで遊ぼうさい

と

き １１月２０日（日）

参加者 １６４人
（内訳 幼児２５人、小学生６８人、保護
者４９人、協力者２２人）
３）東っ子わんぱくプラザ事業
① 大なわ跳び大会 と き

５月２８日（土）参加者 ２４０人

② 茶道体験

と き １０月 １日（土）参加者

４０人

③ 自分でごはん

と き １０月 ８日（土）参加者

３２人

と き １０月１５日（土）参加者

２８人

④ フラワーアレンジメント
と
⑤ 書きぞめ大会

き １２月 ３日（土）参加者

と き

１月 ７日（土）参加者

４０人
４０人

（先進地視察研修）
２８．１１．３０

先進的な運営を進められている下記協議会を研修し今後の参考とする。
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と

き １１月３０日（水）

研修先 与布土地域自治協議会
兵庫県朝来市山東町溝黒３６６－１
参加者 １５人
（ほたるフェスタ）
２８．６．２～４

美しい自然環境を守り育て、ほたるが飛び交うまちづくりや歴史的資源の保存
と啓発の一環として実施
と き ６月２日（木）～４日（土）
内 容 ①環境整備 葉山川および中ノ井川周辺の清掃
② 行灯つくり 約５０個
③ 折紙

折紙でほたるを作り団扇に貼る

④ 勉強会 ほたるの生態等の説明を専門家から教わる
⑤ 観察会 ほたるを散策する
⑥ 手づくり市と夕市
⑦ 宵コンサート
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（地域 ・環境部会）
２８． ６．１１

（地域安全連絡協議会）

他１回

役員選出、事業計画・報告、予算決算、ふりかえり

２８． ６．１１

（同和教育推進協議会）

他５回

役員選出、事業計画、予算決算、第１講座～第４講座への参加、ふりかえり

他

他
町内学習懇談会の開催 ２８年１０月～２９年１月
モデル町の取組内容
・川原町内会

テーマ「イマジネーション」

・平井南町内会 テーマ「人権・同和問題」
・駒井沢町内会 テーマ「同和問題および差別問題について」
２８． ５．１４

（自治連合会関係）

他１０回

・自治連定例会議
町内会長が連携・交流し各町内活動の円滑な運営・活性化、防災、防犯、
交通安全等の活動に努めるとともに、共通課題に協働して解決していく取
組
役員選出、事業計画、予算作成、協議・報告 他
・笠縫東学区防犯マップ作成、防犯カメラの設置（野村町、平井中町）
・学区内の全中学生にサイクルリフレクター（反射材）を配布
・不法投棄監視 ３回巡回
・笠縫東学区通学路安全対策 通学路拡幅整備への取組
（美しい自然環境づくり）

２９． ２．２６

・桜並木を活かしたまちづくりの取組 苗木の植栽・・・７本
（健康リーダーの育成）

２８． ７．２２
他８回

健康のまちづくりを推進するための指導者を育成
と き ７月２２日～２月２４日までの全９回
内 容 ・健康づくりのための運動
・加齢に伴う運動機能の変化
・介護予防に向けた運動療法
・料理教室
参加者 延３０６名
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（福祉・健康部会）
（部会会議）
２８． ６． ８

役員の確認、部会事業計画・報告、各団体事業計画・報告 他

他３回
（社会福祉協議会関係）
２８． ６． ８
他２回

第１回ふれあいサロン・・・カレー大会
参加者：こども園児、協力者等 ６４名
第２回 ふれあいサロン・・・七夕かざり、流しソーメン大会、
参加者：あゆみ保育園児、協力者等 ８２名
第３回ふれあいサロン・・・餅つき大会、
参加者：学区子ども会、高齢者、民児協、協力者等

２８． ９．１９

９２名

敬老会の開催
事前に対象者１,６２９名に記念品を配付（民児協応援）
当日参加者 ３８３名

２８．１１．２４

地域福祉懇談会
講話「薬物乱用の現状と防止策」
講師 びわこ成蹊スポーツ大学

誕生日当日

参加者 ４４名
谷川 尚美

教授

友愛訪問
ボランティア委員と民生委員が手作りのプレゼント品を持って８５歳以上
の高齢者宅訪問。対象は、２５１名

２９．２．２４

ボランティア委員・役員研修 京都水族館他
研修参加者：４５名

各町原則
月２回

学区内で１０グループによる“ミニサロン”
“ほのぼのサークル”を展開
年間参加延人数 ３,２７３人
（民生委員児童委員協議会関係）

誕生日当日

誕生日訪問 ７０歳以上のひとり暮らし高齢者宅を、プレゼント（お菓子）
を持って担当民生委員が近況訪問
対象者：２１１名

毎月第２木曜日

ふれあい親子サロン
０歳～就学前の幼児、保護者を対象に毎月趣向を凝らし開催、お母さんた
ちの交流の場
参加者：２０組～３０組
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（協力＝社会福祉協議会、健康推進員連絡協議会、更生保護女性会）
（更生保護女性会関係）
２８． ７． ９

一般公開ケース研究会 笠縫東公民館で研修

２８．１０．１７

研修会 大津地方裁判所

２８．７～８月

夏休みパトロール
（健康推進員連絡協議会関係）

２８． ５．２８

くさつ健康はつらつ体操

参加者２７０人

２８． ６．１０

離乳食レストラン

２８． ７． ７

集町「のんき会」お弁当づくり

参加者 ３８人

２８． ９．２３

駒井沢町高齢者料理教室

参加者 ３０人

２８．１１．１８

ほのぼのサークル「みちくさの会」

参加者 ２２人

２８．１２．１５

公民館やすらぎ学級「おやつ作り」

参加者 ３８人

２８． １．１８

エプロンシアター

参加者 ３７人

２９． ２． ９

ふれあい親子サロン「おやつ作り」

対象者：乳幼児をお持ちのお母さん ４５人

対象者：笠縫東こども園

参加者 ４８人

※その他 まち協事業を推進
・ほたるフェスタ ・ハンター東っ子 ・早寝・早起き・朝ごはん運動
・わんぱくプラザ（自分でごはん）

・東まつり

・総合防災訓練

・健康リーダー研修会
２８． ９．１７

（早寝・早起き・朝ごはん運動の推進）

他３回

子どもたちの健やかな成長を地域全体で支え合う取組の推進
・朝食およびお弁当のおかずレシピによる料理講座の開催
参加者 延４１名
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（文化・教育・体育部会）
（部会会議）
２８．５．２３

部会の活動計画、子ども大会の計画、ハンター東っ子、会費について、東ま

他１０回

つりについて、まち協組織について、次年度の活動
（青少年育成）
【全体】
・推進委員オリエンテェーション
・推進委員会

４月２３日（土）

年４回実施（５月、８月、９月、１月）

・本部役員会議 毎月定期的に開催
・大縄跳び大会（わんぱくプラザ事業）
５月２８日（土） 会場：笠縫東小学校体育館
参加数等 一般 １２チーム
年少 １０チーム
延参加者 ２４０名
優 勝

平井西チーム

※平井西チームは、６月１２日（日）の草津市スポレク祭に出場し、
大縄跳び部門で１０連覇達成
・冒険ハイキング １０月２日（日）
参加者

５３名

スタッフ ３１名
【各事業】
１）ふれあいパトロール
隔週土曜日各町内で実施 延回数 １４回、 参加延人数 ７８名
２）あいさつ運動
６月２５日（土）笠縫東あいさつ運動実行委員会
延回数 ２１回、 参加延人数 ３１０名
３）町別フォーラム ６月～１２月 １４町で実施
共通テーマ 子どもたちの夢を育む地域づくりフォーラム

（体育振興会）
１）グランドゴルフ大会

と き ５月３１日（日）

３）チャレンジスポーツデー と き １１月１５日（日）
４）第２０回ボーリング大会 と き ２月５日（日）
競技者 １２０名（２０チーム）
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（子ども会）
１）学区子ども会事業への参加
２）市・県・全国子ども会行事等への参加
３）子ども大会

９月３日（土）会場 笠縫東小学校

（健康ウォーキングの実施）
２８．１０．２９
他２回

気軽に楽しく続けられる健康ウォーキングを実施
・正しい歩き方と水分補給
・ウォーキングマップの作成
・健康ウォーキング大会
参加者 延１４１名
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