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　 岡本町「若宮神社」  創祀年代不詳、明治初年の県への届けには、500年以前創立とある。この神社は 
「若宮八幡神社」であるが、地元では「若宮さん」と呼ばれる。　　【祭神】八意思兼命　【創祀】年代不詳

「志津の歴史」と「自然の美しさ」発信事業「志津の歴史」と「自然の美しさ」発信事業「志津の歴史」と「自然の美しさ」発信事業
地域ふるさとづくり

シリーズ３

ああ　わがふるさと志津ああ　わがふるさと志津！ 志津まちづくり協議会　会長　山元　忠三
去る４月26日の定期総会において、２期目の会長として承認いただきました。現時点では気力・
体力ともに充実しており、情熱を保持しつつ引き続き地域の発展に貢献する覚悟でございます。
さて、本年度も、草津市の 新しい住民自治の仕組み である「自分たちのまちは自分たちでつく
る」の主旨に賛同し、町内会や自治会、そして組織・団体を包括した住民協働組織による多くの事
業を展開する予定をしています。また、２月24日提出の滋賀県知事および近畿地方整備局長に対
する要望書「山手幹線の早期整備について」（併せて「草津川上流部
の平地河川化について」）とともに、４月８日提出の草津市長に対す
る要望書「草津川跡地利用について」（特に「国道１号草津川トンネ
ル撤去後の両側敷地活用について」）の具現化に向けて地元（志津）
からの働きかけを重ねるなど、事業の展開に努めて参りたいと考え
ています。これからも、「触れ合い　支え合い　住み続けたいまち」
をめざして、ご支援をお願い申しあげます。

志津学区人口11,864人　男6,114人　女5,750人（平成26年４月30日現在)

やごころおもいかねのみこと

橋川市長（左）と山元会長

ああ　わがふるさと志津！



平成平成2626年度年度
定期総会において定期総会において
7議案の総てを可決議案の総てを可決!

平成26年度
定期総会において
7議案の総てを可決!

志津まちづくり協議会

去る４月26日(土)に、志津市民センターで平成
26年度「志津まちづくり協議会」定期総会を開
催しました。
当日は、本会総数45名中42名（委任状含む）
の出席を得て、総会の成立要件の過半数の出席の
中、総会が始まりました。
議事の案件は、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25年度事業報告について
〇三役会、部長会、理事会の会議報告
〇町内会長委員会、各部長などによる業務・事業
の実績報告
・国・県・市への要望実施
・「平和祈念戦没者追悼事業」「敬老のつどい」
「志津ふれあい区民運動会」「志津ふれあい広
場」などの事業実施

・70歳以上の独り暮らしの方対象の「安心（命）
のバトン」の実施　　　　
・地域活性化の推進を目的に、テント６張を製
作、「志津まちづくり協議会の歌」の制作

　など
第２号議案：平成25年度収支決算報告および
　　　　　　会計監査報告について
〇市からの地域一括交付金など約808万円、会費
約192万円、その他雑収入などを合わせた約
1,200万円を財源として、平成25年度の事業を
実施
〇監事より会計収支決算の正当である旨の報告
第３号議案：会則の一部改正について
〇第１条の名称を、今年度、市協働のまちづくり
条例が制定され、当協議会は市の認定を受ける
ことから、「志津まちづくり協議会」と改める。
〇第３条会員の構成を区域内で活動する個人や団
体にも参加の機会が保障されるよう改める。
〇第６条の役員の選出で「会長、監事は理事会で
選出する」「副会長、会計長、部長、事務局長は、
会長が委嘱する」とする。
〇第７条の役員の任務で、総会の議長を会長から
「理事の中から選出する」に改正する。
〇第17条の情報の公開で「協議会の総会、理事
会の議事録は、公開する」に改める。

第４号議案：平成26年度役員について
〇第３号議案の会則の改正の承認を得て、役員の
２年任期の満了に伴う役員の改選を行う。
第５号議案：平成26年度事業計画について
〇活動方針と志津まちづくり協議会の主な役割の
説明
〇町内会長委員会、各部長、事務局から業務・事
業計画の説明
・「平和祈念戦没者追悼事業」「敬老のつどい」
「志津ふれあい区民運動会」「志津ふれあい広
場」などの事業実施

・市制60周年記念事業「パワフル交流のつど
い」に参画
・高齢者の防災・防犯・交通安全研修会の実施
・介護福祉講座の開催（年２回）
・志津わんぱく協働合校事業の実施
・志津ふるさとづくり活動事業として「志津の
歴史」や「自然の美しさ」を発信（イラスト
マップの作製）　　など

第６号議案：平成26年度収支予算について
〇市からの地域一括交付金など約760万円、会費
150万円、その他雑収入などを合わせた約
1,100万円を予算として、平成26年度の事業計
画を実施
第７号議案：平成26年度組織図について
〇志津まちづくり協議会組織体制の説明

※平成25年度事業・収支決算報告、平成26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。



防災・防犯・交通部

（順不同・敬称略）

総　　　会

会　　　長

理　事　会

部　　　会

　部　長　青木　　光
　副部長　山元　貞男
●組織・団体
　町内会長委員会
　　山元　貞男
　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
　草津市消防団第二分団
　　片岡　義博
 　青地第一カンガルークラブ
　　上杉　賢美
◆主要事業
・防災研修、訓練の実施
・防災・防犯・交通の研修
 ・交通安全等の事業に助
　成・協力
・県・市開催の研修への参加
 ・ＡＥＤ設置の支援

福　祉　部
　部　長　山口　　茂
　副部長　服部　孫司
●組織・団体
　町内会長委員会
　　乾　　英男
　民生委員児童委員協議会
　　服部　孫司
　社会福祉協議会
　　西垣　和美
　　藤原　　洋
　老人クラブ連合会
　　橋本　勝一
　身体障害者更生会
　　丸山　菊男
　草津市赤十字奉仕団
　　西川　修子
　更生保護女性会
　　臼杵　照代
◆主要事業
・平和祈念戦没者追悼事業
・敬老のつどい 
・「安心(命)バトン」事業

教育・文化部
　部　長　鈴木　　登
　副部長　奥村　次一
●組織・団体
　町内会長委員会
　　安川　亮治
　青少年育成地区民会議
　　奥村　次一
　　宮城　詠子
　子ども会指導者連絡協議会
　　亀尾明日美
　民生委員児童委員協議会
　　細川　忠夫

◆主要事業
・志津ふれあい広場
・志津わんぱく協働合校事業
・青少年の健全育成（年間）

体育・健康部
　部　長　奥村　　弘
　副部長　大石　浩之
●組織・団体
　町内会長委員会
　　大石　浩之
　体育振興会
　　竹村　　勇
　健康推進員連絡協議会
　　我孫子弘子

◆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

町内会長委員会

◆主要業務
・環境整備、不法投棄の監視
 ・町内会・自治会学習懇談会
・危機管理の構築
・市長とまちづくりトーク
・先進地視察交流研修等

 委 員 長 宇野　敬造
 副委員長 中井　　守
  奥村　　毅
  山口　　茂
  名倉　武志
  大石　浩之
  山元　貞男
  乾　　英男
  松本　和良
  竹村　　勇
  鈴木　　登
  田村　　学

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
  奥村　　毅
  山口　　茂
  名倉　武志
  大石　浩之
  山元　貞男
  乾　　英男
  松本　和良
  竹村　　勇
  鈴木　　登
  田村　　学
  青木　　光
  奥村　　弘
  服部　孫司
  竹村　孝雄
  亀尾明日美
  西川　修子
  我孫子弘子
  宮城　成和
 監　　事 寺尾　信一
  小寺喜代美
 相 談 役 －

 
事務局員

 谷口　純一
  政川　純子

 ◆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
 ・パワフル交流のつどいへ
 　の参画
  ・備品管理、貸与等

事業協力グループ
　●ふれあい広場
　　　土肥　成子
　●わんぱく協働合校事業
　　　小椋　數巳
　　　加藤　　勇
　　　丸山　佳子
　　　牧　　達玄
　　　藤木　梨恵
　　　城　　裕子
　　　石松　恒人
　　　子どもスタッフ7名

（順不同 敬称

平成平成2626年度「志津まちづくり協議会「志津まちづくり協議会」組織体制組織体制

資料をご提供ください！！ 平成26年度「志津ふるさとづくり」地域活性化事業の取組み

志津まちづくり協議会では、「志津の歴史」と「自然の美しさ」発信事業に取り組みます。
この事業は、志津地域の成り立ちを取り上げ、志津の歴史や自然を盛り込んだオリジナル「イラストマップ」を

作製します。皆さんの中で、由緒の手持ち資料ならびにそれに伴う写真、また志津の自然の風景写真などをお持ち
の方は、ぜひ事務局まで御連絡ください。

　　

平成26年度「志津まちづくり協議会」組織体制



志津の どま ち か

５月９日（金）に、ＪＡ草津市志津支店前広場に
おいて、今年も交通安全活動に取り組みました。今
年は、母の日を間近に控え、ジュニアポリスに扮し
たかわいいさくら坂保育園児
が元気な声で「安全運転おね
がいします！」と、女性ドラ
イバーに志津生産のカーネー
ションを手渡し、「交通安全
の意識向上と交通事故防止」
を呼び掛けました。

わが町の活動状況

平成26年度「志津わんぱく協働合校」

※対象学年は小学1年生～小学6年生　　※詳細については、志津まちづくり協議会事務局にお問い合わせください。

 日　　　程 タイトル 内　　　　　容
 7月22日(火)・23日(水) 夏休み子ども広場 本大好き会による課題図書の紹介、
  ～本を読もう～ 絵本の開き読み、読書・本の貸出
 7月22日(火) ～ 25日(金) 夏休み子ども広場 図書室で読書や夏休みの宿題をしよう
 7月29日(火)・30日(水) 夏休み絵画広場 夏休みの宿題の絵画や交通安全ポスターを描こう
 　　　　　　・31日(木)  時間をかけてじっくり絵を描こう
 11月16日(日) ネイチャーアート体験 自然とふれあい、自由な発想で作品づくりができる「志津ふれあい広場」同時開催  体験コーナー
 平成27年2月14日(土） 地域の達人に学ぼう 地域の達人と一緒に作品づくりをとおして地域交流を図る

平成26年度から「志津まちづくり協議会」教育・文化部の事業として実施します。地域の子どもと大人が共に活動し、
人が輝き互いに高め合える地域学習社会づくりをめざして事業を展開していきます。皆様の参加をお待ちしています。

志津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。

５月22日、更生会員、民生委員、社会福祉協議会役員、
まちづくり協議会役員など33名が参加し、平成26年度の郊
外交流研修会を行いました。今年は、安土町の「信長の館・
文芸の郷」を訪れ、原寸大に復元された安土城天主の最上部
の５・６階、天正十年安土御献立復元レプリカなどを見学し
ました。中でも安土御献立は、参加
者の興味を引き、当時の豪華な献立
と現在の食材を比べ話が弾んでいる
様子でした。
その後の昼食会では、参加者同士

なごやかに交流を深めました。

身体障害者更生会郊外交流研修会安全運転をお願いします！
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（笠井町町内会長　名倉　武志）

（岡本町町内会長　山元　貞男）

自
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岡本町は最近、宅地開発により町内戸数が244戸となり、昔の面影が失われつつありますが、子ども達
の声が町内に響くようになり活気にあふれています。
一方、核家族化による高齢者世帯・一人暮らし世帯が増えてきているのが現状です。このような状況の

下、町民が一同に会してふれあいのできるグラウンドゴルフやサマーフェスティバル、スポーツフェステ
ィバル、町内美化作業、敬老のつどい等を実施しています。さらに、コンビニ・
量販店等に行くことができない高齢者や身体の不自由な方に、ごみ袋の引き換
えを年間３回（総会・町内美化作業２回）自治会館に障害者福祉施設の方に来
ていただいて実施しているところは、住民の方に大変喜んでもらっています。
また、台風・大雨による洪水に備えて自治会館の敷地内に山砂、土嚢等を用

意して、有事に対応できるようにしています。これからも、住民の方が安心・
安全に暮らし、「このまちに来てよかった」「このまちに住んで良かった」と感じ
ていただけるように努めていきたいと思います。

笠井町町内会は、発足してから12年目を迎え、約70世帯から成る自治会です。夏には、子ども会主催
の地蔵盆が行われた後、夜に町内の親睦を図るため、町内会主催の「町民のつどい」を開催しています。
役員がイベントの企画や模擬店の内容を決め、チケットを配布し全戸に無料で提供しています。児童遊園
内にシートを敷いたり机やイスを置いてくつろぎの場を作っています。
他に、年２回自主防災活動をしており、今年の出初式では、毎年の地道な活動を称えられ、草津市より

自主防災組織優良表彰を受けました。
関係団体として、「きらく会」という高齢者対象
の方々が集まって、集会所で月１回茶話会をした
り、２月からは週に１回「いきいき百歳体操」を
されています。
子どもから年配の方まで、年齢層が幅広く活発

な町内会です。

き
ら
く
会

草津・栗東交通安全協会志津支部
　　　　　　志津地区交通安全会

身体障害者更生会志津分会


