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志津地区まちづくり協議会 

（志津市民センター内） 

〒525-0041　　　　　　　 

草津市青地町561番地 

TEL・FAX 077-562-0047まちづくり通信 まちづくり通信 

住民による地域ぐるみのまちづくり！ 

志津小学校正門前の桜 

HP:http://machikyou.jp/shizu/

志津地区まちづくり協議会会長　山　元　忠　三 

地域の皆さまには、平成23年12月17日に設立しました「志津地区まちづくり協議
会」に対し、献身的なご支援ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。平成24年度の主
要事業として、「平和祈念戦没者追悼式典」や「敬老のつどい」「区民運動会」「ふ
れあいまつり」「自主防災研修会」等を展開することができました。詳細につきまし
ては、今までに発行しています「志津まちづくり通信（創刊号～第４号）」をご高覧
いただければ幸甚であります。 
一方、「草津川上流部の平地河川化」や「山手幹線の整備促進と交通対策」「小学
校の通学区域の再編成」「クリーンセンターの建て替えと運動公園の整備」「志津地

区まちづくり協議会の区域の再編成」など、志津地区の共通課題が山積しております。解決に向けて、
行政に対して協力するとともに、地域の総力を上げて、要望や働きかけなどの取り組みをしていかなけ
ればならないと考えております。 
ところで、昨年の７月１日から12月20日にかけて志津地区在住の皆様を対象に募集していました「志
津まちづくり協議会の歌」の発表と表彰式を、来る８月31日(土)午後１時30分より、志津市民センター
において開催する運びとなりました。なお、詳細は後日、回覧にてお知らせします。 



志津地区まちづくり協議会 

去る５月11日（土）午後２時から志津市民セ

ンターで、平成25年度定期総会を開催しました。 

当日の総会は、組織・団体代表者41名のうち

39名（委任状４名含む）の出席の中で、総会が

始まりました。 

議事の進行は、会則の規定に従い会長が議長を

務め、総会議案書に沿って慎重なる審議を重ね、

７議案の総てが可決されました。 

 

第１号議案：平成24年度事業報告 

三役会（月２回）、部会長会（年７回）、理事

会（年４回）の会議報告と自治・総務部会、防災・

防犯・交通部会、福祉・健康部会、教育・文化部

会、体育・スポーツ部会の５つの部会の事業を各

部会長が報告しました。 

 

第２号議案：平成24年度収支決算報告 

　　　　　　および会計監査報告 

地域一括交付金（７事業）269万円と市補助金

30万円、会費157万円などを合わせた500万円余

りを財源として、平成24年

度事業を実施しました。また、

監事より適正に記帳整理され

ている旨の会計監査報告があ

りました。 

 

第３・第４・第５号議案： 

　　会則の一部改正、 

　　組織図、役員 

大きな改正点としては、去

る３月31日付けで発展的に

解散された「志津地区自治連

合会」に変わる「町内会長委員会」を創設するこ

とに伴い、会則の一部改正や組織を変更しました。 

 

第６号議案：平成25年度事業計画 

志津地区まちづくり協議会の「活動方針」と「主

な役割」の説明の後、町内会長委員会と４つの各

部が平成25年度の業務・事業計画を説明しました。

また、平成25年度からの３年間で「地域ふるさ

とづくり活動事業」に取り組みます。 

 

第７号議案：平成25年度収支予算 

地域一括交付金（21事業）658万円と会費160

万円、地域ふるさとづくり活動事業交付金150万

円、自治連合会等の移管金270万円など合わせて

1241万円余りを予算財源として、平成25年度事

業を実施します。 

 

※平成24年度事業・収支決算報告、平成25年度

事業計画・収支予算、会則については、別途に

配付します。 

 

平成25年度 

「定期総会」開催！ 
７号議案総て可決 

平成25年度 

「定期総会」開催！ 
７号議案総て可決 



平成25年度「志津地区まちづくり協議会」組織体制 平成25年度「志津地区まちづくり協議会」組織体制 
（順不同・敬称略） 

総　　　会 

会　　　長 

理　事　会 

部　　　会 

防災・防犯・交通部 

　部　長　青木　　光 

　副部長　田渕　　進 

●組織・団体 

　町内会長委員会 

　　田渕　　 進 

　草津市消防団第二分団 

　　　田　憲一 

　少年補導委員会 

　　竹村　孝雄 

　草津・栗東交通安全協会 

　　奥村　平一 

　交通安全会 

　　青木　　 光 

　青地第一カンガルークラブ 

　　岡　　 祐子 

◆主要事業 

・防災研修、訓練の実施　

・防犯活動、危険箇所の点検 

・通行危険箇所の点検・対策 

福　祉　部 

　部　長　山本　彌夫 

　副部長　服部　孫司 

●組織・団体 

　町内会長委員会 

　　乾　　 英男 

　社会福祉協議会 

　　西垣　和美 

　民生委員児童委員協議会 

　　服部　孫司 

　身体障害者更生会 

　　丸山　菊男 

　草津市赤十字奉仕団 

　　山本　真由美 

　更生保護女性会 

　　西垣　和美 

◆主要事業 

・平和祈念戦没者追悼事業 

・敬老のつどい 

・「命のバトン」事業 

教育・文化部 

　部　長　奥村　　弘 

　副部長　鈴木　　登 

●組織・団体 

　町内会長委員会 

　　鈴木　　 登 

　青少年育成地区民会議 

　　奥村　次一 

　志津わんぱく協働合校実行委員会 

　　宮城　詠子 

　子ども会指導者連絡協議会 

　　土肥　成子 

　民生委員児童委員協議会 

　　小林　いつ子 

 

 

◆主要事業 

・志津ふれあい広場 

・青少年の健全育成 

　（年間） 

体育・健康部 

　部　長　奥村五十六  

　副部長　山口　　茂 

●組織・団体 

　町内会長委員会 

　　山口　　 茂 

　体育振興会 

　　竹村　　 勇 

　老人クラブ連合会 

　　青地　吉継 

　健康推進員連絡協議会 

　　臼杵　照代 

 

 

 

 

◆主要事業 

・志津ふれあい区民運動会 

・スポーツの振興と推進 

　に関すること 

 
事務局員

 谷口　純一 － 

 政川　純子 谷口　朋子 

◆主要業務 

・広報紙（志津まちづくり通信）発行  

・まちづくり協議会ホームページ更新 

・備品管理、貸与等 

町内会長委員会 

◆主要業務 

・地域ふるさとづくり活動 

・市長とまちづくりトーク 

・町内学習懇談会 

・不法投棄対策、環境美化 

・危機管理の構築等 

 委 員 長 宇野　敬造 

 副委員長 中井　　守 

 委　　員 奥村　　毅 

  山口　　茂 

  名倉　武志 

  野崎　寛人 

  山元　貞男 

  乾　　英男 

  古池　淳也 

  　岡　昭義 

  鈴木　　登 

  田渕　　進 

  出村　照男 

  大村　和弥 

  八木　恵美 

  － 

【役　　　員】 

 会　　長 山元　忠三 

副 会 長 奥村　金二 宇野　敬造 

会 計 長 山本　一房 

事務局長 吉田　和子 

理　　事 中井　　守 大村　和弥 

 奥村　　毅 八木　恵美 

 山口　　茂 青木　　光 

 名倉　武志 山本　彌夫 

 野崎　寛人 奥村　　弘 

 山元　貞男 奥村五十六 

 乾　　英男 服部　孫司 

 古池　淳也 丸山　菊男 

 　岡　昭義 土肥　成子 

 鈴木　　登 山本真由美 

 田渕　　進 臼杵　照代 

 出村　照男 奥村　厚夫 

監　　事 北川　新二 宇野　米蔵 

相 談 役 － 



志津地区まちづくり協議会の組織・団体の活動を紹介する志津地区まちづくり協議会の組織・団体の活動を紹介するコーナーです。コーナーです。 志津地区まちづくり協議会の組織・団体の活動を紹介するコーナーです。 

安全運転をお願いします！ 
草津・栗東交通安全協会志津支部 
志津地区交通安全会 

５月９日（木）にJA草津市志津支店前広場に

おいて、交通安全活動「交通安全は母の願い」に

取り組みました。毎年の恒例事業として、母の日

を前に志津生産のカーネーション200本を車の運

転者に手渡し、

「交通安全の意

識向上と交通事

故防止」を呼び

掛けました。 

この日は、ジ

ュニアポリスに

扮したかわいい志津幼稚園児が「気を付けて運転

してください！」と声を掛けていました。 

「優秀賞」地域での活動が 
　認められました！ 

志津地区交通安全会 

５月14日（火）に市役所で行われた草津栗東

地区交通対策協議会全体会において、平成24年

度学区・地区別事故防止啓発運動の優秀賞を受賞

しました。 

この啓発運動は、

悲惨な交通事故を

防止するため、学

〈地〉区住民が一

体となって交通事

故防止活動を積極

的に推進し、交通

事故のない明るいまちをつくることを目的に行わ

れています。 

春の自然を知ろう！ 
志津わんぱく協働合校実行委員会 

５月11日（土）に志津市民センターで小学３

年生から６年生の49人が参加し、第１回「春の

自然を知ろう」を開催しました。この日は、あい

にくの雨模様で、当初予定していた竹の子掘りや

野草摘みを行うことができませんでしたが、子ど

もたちは、ゲームやボランティア団体「ほほえみ

会」のみなさんの指導のもと野草の学習を行いま

した。またその後、「ドクダミやユキノシタ、タンポ

ポ」などの野

草のてんぷら

と健康推進員

のみなさんに

炊飯していた

だいた「竹の

子ご飯」で、

春の味覚を満

喫しました。 

地域スポーツの活性化に向けて！ 
志津地区体育振興会 

５月19日(日)に各町内会体育委員と体育振興会

役員が参加して、ミニスポーツ講習会を開催しま

した。 

この講習会は、地域スポーツ推進に係わる者が

一堂に会し、スポーツへの愛好心を培い、スポー

ツの生活化を図るとともに、ミニスポーツの普及

と役員の連帯、資質向上を図ることを目的に実施

しています。当日は、「ペタンク」や「ディスコン」

の講習を行った後、「囲碁ボール」「シャフルボ

ード」などの体験を行いました。今後は、講習会

の成果をふ

まえ、地域

のスポーツ

の推進に向

け活動する

予定です。 


