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 【平成２９年度「志津まちづくり協議会」第５回理事会議事録】 

会議名 平成２９年度「志津まちづくり協議会」第５回理事会 

日  時  平成３０年３月５日（月） １９時００～２１時０７分                

場 所  志津まちづくりセンター 大会議室 

出席者 会長・副会長・部長・理事・事務局員、合計２９名 

議事録作成者 志津まちづくり協議会 事務局員 青木 清 

   

◆会長  

夜分お疲れの所、雨降りで出難い所、理事会にご出席を頂きに誠に、ありがとうございます。 

今回は、３月１７日開催の平成３０年「志津まちづくり協議会」定期総会に提出致します議

案につきまして協議頂くことになっております。お手元の次第をご覧頂きたいと思いますが、

第１号議案 平成２９年度事業報告について 第２号議案 平成３０・３１年度役員（案）

について 第３号議案 会則の一部を改正する会則（案）について 第４号議案 平成３０

年度事業計画（案）について 第５号議案 平成３０年度収支予算（案）について という

ことでございます。限られた時間でございますが、慎重なる審議とともに、スムーズな議事

進行に、ご協力頂きますようお願い申し上げまして挨拶にかえさせて頂きたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

 

 ◆事務局長  

   それでは、これより理事会を開催させて頂きます。理事会の理事総数は２７名で、本日は

２６名の理事の方に出席頂いております。それでは、次第にもとづき進めさせて頂きます。

議事の進行につきましては、会則の第１１条に、理事会の議長は理事の中から選出と明記

されております。どのようにさせていただいたらよろしいでしょうか。（事務局一任との声）

ありがとうございます。只今、事務局一任とのお声を頂きましたので、事務局より指名さ

せて頂きます。理事であります上尾町内会長のＳ理事にお願いしたいと思いますが、Ｓ理

事さんお受けいただきますでしょうか。（Ｓ理事からお受けさせて頂くとの話がある） 

   ありがとうございます。それでは、Ｓ理事さんステージの方にお願い致します。 

     

 ◇議長 

   只今、議長の大役を頂いた上尾町内会のＳです。先程会長から話がありましたように議事

が、スムーズに行きますように、皆様方のご協力をよろしくお願い致します。また、限ら

れた時間でございますので、本部の皆様をはじめとして議案の説明は、簡潔でお願い致し

ます。それでは、議事の第１号議案 平成２９年度事業報告について 本部のほうから順

次よろしくお願い致します。 
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◆Ｏ副会長 

   それでは、平成２９年度「志津まちづくり協議会」事業報告をさせて頂きます。「１．会議

報告」 「２．要望書提出の報告」 「３．まちづくりセンター建設検討委員会の継続会

議」を、資料にもとづき報告させて頂きます。  

 

   （議案書１ページから３ページの会議報告、要望書提出の報告、まちづくりセンター建設

検討委員会の継続会議の報告を行う） 

 

 ◆Ｔ副会長 

   引き続き、「町内会長委員会業務報告」をさせて頂きます。 

 

   （議案書４ページから５ページの報告を行う） 

 

   人権学習懇談会については、Ｕ理事から報告させて頂きます。 

 

 ◆Ｕ理事 

   それでは、「各町別人権学習懇談会 １２町内会の実施状況」を、報告させて頂きます。本

来、上尾町内会長のＳ理事からの報告ですが、議長をされておられますので、私の方から

報告させて頂きます。 

 

   （議案書５ページ６ページの報告を行う） 

 

   最後に、平成３０年度の人権学習モデル町内会は、青地第一町内会で会長は私で、副会長

は、笠井町内会 Ｙ会長が担当することになっております。よろしくお願い致します。 

 

 ◆Ｏ部長  

   それでは、「防災・防犯・交通部」の事業報告をさせて頂きます。 

 

   （議案書６ページ７ページの報告を行う） 

 

補足説明として、山寺新田の土砂災害避難訓練について これは危機管理からの指導で毎年

一町内指定区域が、志津では上四町 馬場・山寺・山寺新田・岡本町が指定区域となってお

ります。そのなかで今年平成２９年度は、山寺新田が訓練を行われました。平成３０年度は、

岡本町が行われるというようになっております。それから、「なくそう犯罪」滋賀安全なま

ちづくり大賞の推薦について ですが、少年補導員として永年功労のあった I理事を、志津

まちづくり協議会で推薦を致しました。結果 ９月３０日 クレアホールの県民大会で表彰

を受けられました。 

 

 ◆Ｈ部長 

   それでは、「福祉部」の事業報告をさせて頂きます。  
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   （議案書７ページ８ページの報告を行う） 

 

 ◆Ｔ部長 

   引き続いて、「教育・文化部」の事業報告をさせて頂きます。 

 

   （議案書８ページ９ページ１０ページの報告を行う） 

 

 ◆Ｏ部長 

   それでは、「体育・健康部」の事業報告をさせて頂きます。 

 

    （議案書１１ページの報告を行う） 

 

   引き続き、「健幸まち志津」事業の事業報告をさせて頂きます。本来、私の担当ではないの

ですが、昨年５月に市役所で発表した関係上、私が報告させて頂きます。 

 

    （議案書１１ページ１２ページの報告を行う） 

 

 ◆事務局長 

   引き続きまして、事務局から、「事務局業務報告」をさせて頂きます。 

  

    （議案書１２ページ１３ページの報告を行う） 

  

 ◇議長 

   ありがとうございました。それでは、第１号議案 平成２９年度事業報告について 

   何かご質問、ご意見がある方は、挙手をお願いいたします。 

 

 ◆Ｕ理事   

   ３ページの「要望書提出の報告」で、わかる範囲で回答をお願いします。まず「志津まち

づくりセンターの改築」は当初の予定通り進んでいるのかどうか。２つ目は、草津川跡地

の区間６は、今トンネルの所でかなり工事が進んでいるが、あと新幹線から区間６が、い

つスタートするのか、その目途を教えて下さい。それと、前からの懸案の「クリーンセン

ター」は出来ましたが、運動公園の再建はありません。どうなっているのでしょうか。 

 

 ◆Ｏ副会長 

   現在の「建設検討委員会」の状況ですが、今までに市長 まちづくり協働部の部長 副部

長へ１１項目の要望を出さして頂きました。議会への説明にはまず理念が必要でしたが、

市の方向として、本年度に設計に入ることになっております。一応平成２９年度の「建設

検討委員会」は、メンバーが平成３０年度大幅に代わるということですので、この場をも

って一旦解散させて頂きたいと思います。新たに、議会の状況で見えてくるかもわかりま

せんが、平成３０年度市は、設計の状況、それに対する予算がある程度ついております。

面積についての要望は８２４㎡ですが、市の基本的な方向は、６３０㎡になっているよう
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です。これは全市のなかでだいたいそのぐらいの大きさを目論んでいるのであろうという

ことで、今後状況に応じて取り組んでいただくことが必要かと思います。区間６について、

基本的には、草津川の国道から新幹線の間の所を平地化をしながら、真ん中に道路を付け

ていくという事が栗東市との間で合意されております。まだ設計の段階ですので、いつか

ら工事がスタートするかはこれからだと思います。運動公園の再建については、馬場町の

協力を得られていないと聞いており、地元の協力を得られないとなかなかうまくいかない

と思います。もう少し様子をみないとと思っております。 

 

 

◆会長 

  運動公園といいますと馬場町も１４項目のなかにあげて頂いており、地元の意向が反映され 

ないと、やはり地権者がおられることですので、今話を進めて頂いている状況です。町内会長 

どうでしょうか。その話を言いますか。その程度でよろしいでしょうね。（馬場町内会長から 

それで結構ですとの話がある）それから今のまちづくりセンターの改築ですが、市議会が始ま 

っておりますのでその中でどういう討議がされているのか情報が全く入ってこない状況です。 

  ただ志津は、昨年度から建設検討委員会で平屋建てでお願いしたいのは強く言っております。  

  現状市議会が終わらないとわかりません。 

 

◇議長 

  ほかにご質問ご意見はございませんでしょうか。ないようですので、この第１号議案を総会

にはからして頂いてよろしいでしょうか。はい、ご了承頂き総会にはからさせて頂きます。

それでは次に第２号議案 平成３０・３１年度役員（案）について Ｙ会長から説明をお願

い致します。 

 

◆会長 

  それでは、平成３０年３１年度「志津まちづくり協議会」の役員案について提案をさせて頂

きます。 

   

   （議案書１４ぺージの報告を行う） 

 

◇議長 

  ありがとうございました。只今の第２号議案 平成３０・３１年度「志津まちづくり協議会」

役員案について なにかご質問ご意見がございましたら挙手にてお願い致します。それでは

ご質問ご意見がないようですので、本案を総会にはからさせて頂いてよろしいでしょうか。

では、総会にはからさせて頂きます。次に第３号議案 会則の一部を改正する会則（案）に

ついてＯ副会長より説明をお願い致します。 

 

◆Ｏ副会長 

  それでは、資料１５ページから１８ページについて説明をさせて頂きます。新旧対照表をご

覧ください。 
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   （議案書１５ぺージから１８ページの報告を行う） 

◇議長 

  ありがとうございました。只今の第３号議案 会則の一部を改正する会則（案）について な

にかご質問ご意見はございませんか。挙手にてお願い致します。 

 

◆Ｕ理事 

  新しく「常任理事会」が出来ましたが、開催頻度について考え方を教えて下さい。 

 

◆Ｏ副会長 

  基本的に学区社協でもやっていますように、大きな事業を執行する前に常任理事さんにはか

らしてもらうことで最大でも年４回ぐらい、本来ですと総会で了承頂ければいいのですが、

総会のあとに詳細な部分がでてくる場合がありその旨常任理事会を開いて頂き予算執行、事

業内容執行にあたって頂ければと思います。 

 

◆Ｋ理事 

  総会の議決で、何人に対して何人との記載がないのですが、どうされるのでしょうか。 

 

◆Ｏ副会長 

  （総会）第１０条 ２項の規定通り 現行会則をそのまま運用されます。総会は、細則で定

める組織・団体代表者等の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数によってこ

れを決し、可否同数のときは、議長の決するところによるとの事です。 

 

◇議長 

  ほかにございませんでしょうか。ないようですので、この第３号議案 会則の一部を改正す

る会則について 総会にはからさせて頂いてよろしいでしょうか。はい、それでは 総会に

はからさせて頂きます。 

 

◆Ｏ副会長 

  総会に通ってからですが、もし総会で議決頂ければ、平成３０年４月１日から施行するとい

う事でお願いしたいと思います。 

 

◇議長 

  次に第４号議案 平成３０年度事業計画（案）について 本部より順次説明をお願い致しま

す。 

 

◆Ｏ副会長  

  それでは、平成３０年度の「志津まちづくり協議会」の事業計画を説明をさせて頂きます。 

 

  （議案書２０ページの報告を行う） 
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◆Ｔ副会長 

  それでは引き続きまして「町内会長会業務」案として説明をさせて頂きます。 

 

  （議案書２１ページの報告を行う） 

  

◆Ｏ部長 

  「防災・防犯・交通部」の事業計画案を説明させて頂きます。 

 

  （議案書２１ページの報告を行う） 

 

◆Ｈ部長 

  「福祉部」の事業計画案を説明させて頂きます。 

 

  （議案書２２ページの報告を行う） 

 

◆Ｔ部長 

  続きまして「教育・文化部」の事業計画案を説明させて頂きます。 

 

  （議案書２２ページ２３ページの報告を行う） 

 

◆Ｏ部長 

  「体育・健康部」の事業計画案を説明させて頂きます。 

 

  （議案書２４ページの報告を行う） 

 

◆事務局長 

    事務局から「事務局業務」報告させて頂きます。 

 

  （議案書２４ページの報告を行う） 

 

◆Ｏ副会長 

  ２３ページの「要望業務」内容を説明をさせて頂きます。 

 

  （議案書２４ページの報告を行う） 

 

◆Ｏ部長 

  「健幸のまち志津」事業について説明させて頂きます。 

 

  （議案書２５ページの報告を行う） 
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◆Ｔ副会長 

  引き続きまして、新規事業となりますが平成３０年３１年市からの補助事業「がんばる地域

応援交付金事業」で、一つ目の志津学区住民アンケート等調査事業について説明をさせて頂

きます。 

 

  （議案書２５ページの報告を行う） 

 

◆Ｔ部長 

  二つ目のふるさと志津の魅力再発見プロジェクト（構想）について説明をさせて頂きます。 

 

  （議案書２５ページ２６ページの報告を行う） 

 

◆事務局長 

  「まちづくりセンター指定管理業務」を、報告させて頂きます。 

 

  （議案書２６ページの報告を行う） 

 

◇議長 

  ありがとうございました。只今の第４号議案 平成３０年度事業計画（案）について 

  なにかご質問ご意見はございませんか。挙手にてお願い致します。 

 

◆Ｕ理事 

  本部会は毎月の開催、町内会長会も毎月開催されます。現行本部会には町内会長会の代表が

１名入っておられますが、４月以降は、町内会長会から本部会にでられません。そうなると

従来にもましてまちづくり協議会と町内会長会とのつながりが希薄になるように思いますが、

他の町内会長様の意見をお聞かせ願えませんか。私は常任理事会を毎月開催するのが良いと

思います。 

 

◆Ｏ理事 

  常任理事会に町内会長会から２名の参加をして頂いており、２人が常任理事会の内容をきっ

ちりと町内会長会に報告頂けば良いと思います。いけると思います。常任理事会の毎月開催

は大変で日程調整が難しいように思います。 

 

◆Ａ理事 

  まちづくり協議会と自治会活動は別だと思っています。各町内会はその組織、運営は違うと

思います。これはまちづくり協議会としての議論をする場ですのでしっかりと議論を頂けれ

ばと思います。これは町にとって必要と思われるものは、常任理事会に町内会長が入ってお

りますので２名の方が中心になって町内会長会を運営して頂ければ良いと思います。今後は、

町内会長会に対して方向づけができる協議会運営をお願いしたいと思います。Ｕ理事が運営

で必要と感じたら変えたら良いと思います。 

 



8 

 

◇議長 

  町内会長から意見が出ましたが、Ｕ理事いかがでしょうか。 

 

◆Ｕ理事 

  私は、町内会長さんの意見を尊重したいと思います。それで結構です。 

 

◇議長 

  他に ご意見ご質問はございませんか。 

 

◆Ａ理事 

  新年度の事業計画について説明を頂き良く解るのですが、平成２９年度と内容がどう違うの

か。ただそれをやることは大事な事だと思います。その中で過去６年間の中で課題がなかっ

たかどうか。それを新年度はどうするのかということがあっても良いのではないでしょうか。

例えば 「志津の誉」の具現化が出来ていますか。それも入っているといえばそれはそれで

いいのですが。コーラスがひとつの流れのようで大変良いと思います。要望ですが、住民ア

ンケートを実施される中で、新しい志津を考えて頂けるように本部会、常任理事会の中でし

っかりとご検討をお願いしたいと思います。それから、フォトムービーが、協議会から各家

庭で居ながらして見ることができるようになれば、高齢者にとってはとても嬉しいことで大

変良いことだと思います。もしこれが出来るとなれば町内会長として敬老会の場に利用した

いと思いますし非常に有意義なものになると思います。フォトムービーの名前を「志津の誉」

にして頂きたいくらいです。 

 

◇議長 

  ありがとうございました。ご意見に対し、本部からお話がありますか。 

 

◆Ｔ部長 

  そういう事も出来るという感じもしてきましたが。その点も交えて皆様と知恵を出し合って

行きます。 

 

 ◇議長 

   それでは、本部の方で来年度の課題としてお願い致します。 

 

 ◆Ｕ理事 

   常任理事会で町内会長会からの出席は２名であるが、少なくないでしょうか。 

 

  ‥２名で充分との声が出る‥ 

 

 ◆Ｕ理事 

   わかりました。結構です。 
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 ◆Ｋ理事 

   住民アンケートを取られているのは良いことですが、活動しているのにほとんどの町民の 

方がご存知なく大変残念です。広く皆さんに活動を知ってもらうようなＰＲ活動が必要だと

思います。アンケートをとってもあまり良い答えがでないのではないでしょうか。それと、

まちづくり通信の配布総数が４，３００部となっておりますが、私が把握しているのは、３，

７００部ぐらいでどういう数字でしょうか。 

 

 ◆Ｙ会計担当 

   まちづくりセンターのニュースですのでまちづくり協議会に所属されておられる方々だけ

でなく、各学区 出先機関等にも配布致しますのでこの数字になります。各社会福祉協議

会 各まちづくりセンター 市役所 交番署 学校にもって行きます。宣伝媒体です。 

 

 ◆Ａ理事 

   私の思いですが、町内会長会業務の中に「市長とまちづくりトーク」の実施とありますが、

これは協議会が主催すべきものだと思いますが。 

 

 ◆Ｔ副会長 

   ご指摘の通りですが、平成２９年度も町内会長委員会でお願いしておりますので、引き続

き新年度も昨年同様、町内会長会にお願いさせて頂きました。ただ、今後総会等で、町内

会長会のご協力を頂いて実施するということに変わってくることもあろうかと思います。 

  

 ◆Ａ理事 

   テーマによりますが、本部と合わせて中身の濃いものにしていければと思います。あらた

めてしっかりと議論をして対応していくべきものと思いましたのでお話させて頂きました。 

 

 ◆Ｔ副会長 

   ありがとうございます。実施については、町内会長会のご協力を得て一緒にさせて頂きた

いと思います。 

 

 ◇議長 

   あと 質問がないようでしたら本内容で総会にはからさせて頂きます。次に第５号議案 

平成３０年度収支予算（案）について Ｙ会計よりご説明をお願い致します。 

 

 ◆Ｙ会計 

   それでは、平成３０年度の収支予算（案）について説明させて頂きます。 

  

    （議案書２７ページの報告を行う） 

 

   以上 

   今後の会計業務について 

   平成２９年度の会計処理は、３月末締めで、４月１３日を目途に小澤会計事務所へ報告致



10 

 

します。小澤会計事務所にて内容を確認審査をされ、５月１０日～１１日頃に当センター

に回答があります。それを持ちまして決算書を作成する段取りになります。決算書を作成

してから会計監査を受けることになります。５月末には、法人税の納付となります。 

    

 ◇議長 

   ありがとうございました。只今の第５号議案 平成３０年度収支予算（案）について な

にかご質問ご意見がございませんか。挙手にてお願い致します。 

 

 ◆Ａ理事 

   昨年町内会で祭りごとをすると協議会からお祝いを頂いておりますが、これは自主財源に

入っているのでしょうか。 

 

 ◆Ｙ会計 

   はい、自主財源のなかに入っております。  

     

 ◆Ａ理事 

   すべての町内会に渡しているのでしょうか。 

 

 ◆Ｙ会計 

   申請を頂いた町内会にお祝いを渡しております。お金でなく物で。 

 

 ◆Ａ理事 

   私の所では、もうやめてもらっても結構です。かわりにまつりに参加していただき、売上 

で貢献をしてほしいです。 

   私の意見ですので他の町内会の意見はわかりませんが。 

 

 ◆Ｙ会計 

   町内会長会でまたご検討（お話）をお願い致します。 

 

 ◇議長 

   他にご質問ご意見はございませんか。それではないようですので、総会にはからさせて頂

きます。以上 第１号議案から第５号議案までのご審議をスムーズに進めて頂きありがと

うございまいした。これにて議長を解任させて頂きます。 

 

 ◆Ａ副会長 

   本日は、時間も大分押し詰まってまいりましたが、慎重な審議をして頂きまことにありが

とうございます。また議長を務めて頂きましたＳ理事にはスムーズな進行ありがとうござ

いました。これをもって３月１７日の総会に提出させて頂きます。当日はまた皆様方に何

かとお世話になると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。  

  


