
 

 

 

 

 

 

 

                             日時：令和4年１１月２５日(金)18:00～ 

                             場所：志津まちづくりセンター 大会議室 

 

◆ 次第 ◆ 

１．開会の挨拶 

２．会長挨拶 

３．議長選出  議長（                 ） 

４．議長挨拶 

５．議 事 

第１号議案 理事再選の件について 

報告  上半期事業報告 

 

６．議事終了・議長退任 

７．閉会の挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和４年度 

第４回 理事会 

議案書 
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第 1 号議案 

理事再選の件について 

 

志津まちづくり協議会の団体より選出されている理事の再選をする。 

選出組織 退任 新任 任期 

志津学区少年補導委員会 須佐美 富雄 奥村 昌美 
R4 年 11 月 1 日～

R6 年 3 月 31 日 

志津地区民生委員 

児童委員協議会 
加藤 勇 注 

R4 年 12 月 1 日～

R6 年 3 月 31 日 

注）志津地区民生委員児童委員協議会の改選後の会長が理事となるため、改選後の理事 

については、あらためて通知いたします。 

 

 

 

報告 

上半期事業報告 

令和４年度の４月から９月までの半期の事業報告を各プロジェクト毎に行います。 

 

楽座プロジェクト（野口リーダー） 

 

 

福祉プロジェクト（宇野リーダー） 

 

 

里地里山プロジェクト（山元リーダー） 

 

 

安全安心プロジェクト（我孫子リーダー） 

 

 

情報プロジェクト（服部リーダー） 

 



事業執⾏状況 参加⼈数等 課題および問題点等

しづ楽座マルシェ

4/23  4⽉開催9店舗120名参加
5/21  5⽉開催9店舗240名参加
6/16 6⽉開催8店舗121名参加
7/30  こどもマルシェ22店舗参加
9/17 フリーマーケット開催12店舗165⼈参加
くすのきとの共催10/15ハロウィンP開催150⼈参加

←

テントを持っていない出店希望者へのテント貸出
参加料を7⽉から半額。掃除受付など、参画も条
件に。出店及び企画から関わる運営スタッフを8⽉
回覧板にて募集。来期は実⾏委員会の形を⽬指
す。実⾏委員会9⽉3⽇第1回実⾏委員会。9⽉
17⽇第2回開催。
10⽉15⽇第3回開催。
次回11⽉30⽇

楽座チャレンジ 10⽉1⽇まちづくり通信にて、チャレンジ募集

楽座キッチン

年２回開催予定の、7/26 開催、ココヤシカフェの
辻さんにパスタとサラダを⼦どもたちが習い、⾃分たち
で作る。　　　　　　　　　　　　　　楽しかった。また、次
回も参加したいとの声をいただく。次回開催は、2⽉
25⽇

参加者15⼈
スタッフ4名

スタッフが急遽いけなくなり、センターや、ボランティアさ
んにご協⼒を仰いだ。事前の予備スタッフ確保必
要。　　　　また、センターのフライパンは、⼦供に使い
にくく、次回メニューと合わせて、調理道具の検討必
要あり。次年度に向けて、チャレンジでキッチン等やっ
てみたいメンバー募集

楽座カフェ

5/21 持ち寄りランチ開催
6/ 23持ち寄りお菓⼦カフェ開催
7/16マルシェ終了後持ち寄りお菓⼦カフェ開催
10⽉27⽇ぷらっと茶屋にてっハロウィンシフォンケーキ
とお菓⼦カフェ開催

各10名
　〜15名

第1回が、マルシェと同時開催であったため、スタッフ
不⾜になったことから、別⽇で、設営。告知不⾜で
あったことから、参加者少ない時もあったが、平均15
名の参加が、あった。

志津ふれあい広
場 志津ふれあい広場実⾏委員会事業として実施 約5000名

の来場者 別途、実⾏委員会で総括まとめを実施

令和4年度上半期事業報告：楽座プロジェクト
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事業執⾏状況 参加⼈数等 課題および問題点等

⾼齢者健康⻑
寿まちづくり

⾼齢者の⾒守り活動⽀援の為に、従来の敬⽼の集
いを⾒直して頂き、各町内会・⾃治会の課題に合わ
せた⽀援策を講じて頂く事にしました。
①５⽉度の町内会⻑会に於いて事業の主旨説明
をして了解頂きました。
②7⽉度⾼齢者福祉研修会（町内会⻑⾃治会
⻑・福祉推進委員・⺠⽣委員・社協他出席）実施
し⾼齢者の⾒守り、⽀援について話し合いました。話
し合いに基き事業遂⾏して頂きました。

４０名

⾼齢者の⾒守り活動⽀援の為に、⾼齢者福祉
研修会（町内会⻑⾃治会⻑・福祉推進委
員・⺠⽣委員社協他出席）を毎年開催しま
す。

ぷらっとカフェ(居
場所づくり)

まちづくりセンターの交流スペースに、地域の皆さんが
集っていただけるプラット茶屋が⽴ち上がりました。実
⾏委員会形式で運営。スタンプカード配布サービス
等実施。企画事業として
①コーヒーセミナー開催
②夏祭り参画
③琴・クリスマスコンサート
等実⾏中です。⼜開店お知らせの「ぷらっと茶屋のぼ
り」作成掲⽰。今後更に地域の皆さんに喜んで頂け
る様、実⾏委員会メンバー全員でしっかり事業推進
していきます。

ボランティアスタッフの募集

志津くすのきレス
トラン

地域で⼦供たちのを⾒守り育んでいく場、志津くすの
きレストランが、企画運営・調理運営の実⾏委員会
メンバーで⽴上りました。毎⽉開催とし、志津⼩学校
の校⻑先⽣始め全⾯的な協⼒頂いております。コロ
ナ対策開催（黙⾷・学校席並びにて⾷事）。⾷事
前（輪投げ・ボール遊び・紙⾶⾏機等）。⾷事後
（みんなで消毒・後⽚付け）今後⼦供たちを育み
⾒守る為に、実⾏委員会メンバー全員でしっかり事
業推進していきます。

５０名 ⾷材・⾷材費⽀援

認知症があっても
安⼼なまち

認知症があっても本⼈はもちろん家族にとっても安⼼
なまち志津を⽬指していきます。地域で⾒守る為に
市役所・包括センターの協⼒を得て、認知症で考え
られる全ての事に取組みをしていきます。認知症、要
介護状態にならない為のフレイル予防講座（７/２
２・１０/２）認知症の理解を深める為の認知症
サポーター養成講座（１０/１）岡本町内会の協
⼒のもと⾏⽅不明者声かけ訓練対策本部⽴ち上げ
訓練実施（１０/２２）以上の講座訓練を町内
会⾃治会巡回毎年実施します。

５０名

志津の皆さんに認知症の理解を深める為に毎
年実施し⾏⽅不明者の捜索訓練も各町内会・
⾃治会を毎年巡回実施します。⼜マニュアル作
成に取り組みます。
＊認知症の⼈にやさしいお店・事業所を作り、
志津の⾒守りネットワーク体制を⽬指します。
＊認知症カフェ志津・認知症家族の会設⽴の
準備をします。

ベンチプロジェクト
閉じこもり予防や介護予防を兼ねて、近所への散歩
中に「ほっと座れるベンチ」を⾥地⾥⼭プロジェクトと合
同で各町内会・⾃治会に設置していきます。

まめタク利⽤促
進

路線町内会の皆さんの協⼒のもと実証期間が終了
し、全ルート時刻業維持決定しました。新たに１０
年来の念願の草津駅ルートの新設・草津駅⼭寺新
⽥線・草津駅⾺場線が開設されました。11⽉30⽇
から実証期間がスタート。従来と同じ様に関係町内
会巡回ワークショップ実施。便数・運賃・時刻等１年
かけて住⺠の意⾒を反映し、喜んで頂けるまめタクに
します。

令和4年度上半期事業報告：福祉プロジェクト
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事業執⾏状況 参加⼈数等 課題および問題点等

志津⾥⼭
⾃然学校

5/22：開校式「森に⼩道をつくろう」
6/4：ホタルと友達になろう
10/16：みんなで伐採にチャレンジ
11/13：学んで料理して楽しもう

5/22：23名
6/4：19名
10/16：22名
11/13：28名
会議は除く

志津の森づくり

4/13：事業総会
4/16,5/8：⾥⼭整備
5/15：チェーンソー講習会
6/18：機材購⼊&点検格納
7/3：定例会議
7/10：定例会議
7/13：コミュニティ事業団調整
10/16：チェーンソー講習会
11/13：合同収穫祭

4/13：9名
4/16：12名
5/8：5名
5/15：9名
6/18：4名
10/16：6名
11/13：10名
会議は除く

志津⾷べられる
村づくり

4/16：畑の畝⽴て
4/30：マルチ施設
5/14：苗の植付
6/18：畑の草刈り
10/22：収穫
11/13：合同収穫祭

4/16：6名
4/30：15名
5/14：18名
6/18：23名
10/22：20名
11/13：15名

令和4年度上半期事業報告：⾥地⾥⼭プロジェクト
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事業執⾏状況 参加⼈数等 課題および問題点等

志津防災対応
能⼒向上PJ

「学区防災計画」を市の補助を受けて策定する作
業を、計画通りの⾏程で継続中である。
学区防災活動については
➀対象災害は地震・⾵⽔害とする。
②災害時の活動内容としては
広域避難所の⽀援活動、及び学区内被災情報の
集約・共有活動とする。
③防災組織はまちつくり協議会の役職者を中⼼とし
た組織にする。
ことで学区内関係者の合意を得た。
年度末までに、地震災害を対象とした活動内容の
具体化を図り、学区防災計画の1次案を取り纏め、
報告する予定である。
予算については、ほぼ計画通りの⽀出と予想され
る。

第1回指導会
6/11：34名
第2回指導会
11/12：32名
第1回検討会
8/20：40名
防災研修会
9/10：23名

今後の課題としては
➀防災活動要員の確保
②まち協における防災組織の位置付け承認
がある。

安全安⼼マップ
制作

5/16(⽉)打合せ、事業計画説明
6/8(⽔)打合せ、研修会について
7/16(⼟)研修会
    テーマ志津の事故犯罪状況について

7/16   21名 ⼩学校関係者との連携

交通安全横断
旗設置

6/8(⽔)打合せ
    　8⽉調整会議
       県道信号機設置調整
6/15町内会⻑会状況報告

6/8    8名 設置効果の検証
効果的な次設置

令和4年度上半期事業報告：安全安⼼プロジェクト
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事業執⾏状況 参加⼈数等 課題および問題点等

まちづくり通信
の発⾏

〇第41号（4⽉1⽇発⾏）
〇第42号（7⽉1⽇発⾏）
〇第43号（10⽉1⽇発⾏）
◆R4年度よりデザインを⼀新し制作に取り組む
（特に表紙写真は地域の⽅の撮影素材を利⽤）
◆編集、印刷、配布の実施
◆年間発⾏スケジュール通り進捗

各回
4500部発⾏

・記事掲載におけるガイドラインや寄稿募集等の仕
組み作りが必要

情報系Web
サイトの
⽴ち上げと運営

◆「志津・まち・掲⽰板」と題し⽴ち上げ済み
◆催事ごとの参加申し込みにおいてオンライン申込
システムを実装（11の催事で利⽤）
◆まち協事務局、情報PJメンバーにて情報更新対
応

－

・記事投稿、更新にあたって現在は事務局ならびに
情報PJで対応しているが各種団体やPJ担当者が常
時⾏える環境へシフトしなければならない
・上記対策は現在未実施のIT活⽤研修にて⾏う予
定

LINEによる
プッシュ型の情報
発信

◆まち協LINEアカウントの設置完了後、運⽤開始
◆各情報への便利アクセスメニュー設置
◆まち協事務局より情報の発信
◆各種媒体、センターでのチラシ配布等による登録
者拡⼤対応の実施を継続
◆登録者数　192名(11⽉17⽇現在)

192⼈

・徐々に登録者は増えているが、さらに拡⼤させるべ
く、コンテンツの付加価値づけや周知活動が必要
・メッセージ配信通数にそれぞれ予算上の制限があ
るため、配信⽅法の⼯夫が必要
(当初⽬標⼈数:3000⼈)

IT活⽤研修
未実施 8⽉開催において都合により延期

インターネット環
境維持管理

⼀般利⽤者向けセンターWi-Fi設備の安定稼働に
おいて問題なし（⽉次運⽤経費執⾏）

－

問題なし

令和4年度上半期事業報告：情報プロジェクト
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