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夏休みに入った７月22日(水)・23日(木)に「子

ども広場」、29日(水)・30日(木)に「絵画広場」を

開催し、合わせて108人の小学生が参加してくれ

ました。　　（志津わんぱく協働合校企画委員会）

志津学区人口12,401人　男6,402人　女5,999人（平成27年７月31日現在)

本協議会では、７月６日（月）に志津学区子ども会指導者連絡協議会によるワークショップを開催しました。志津

地域の将来像の実現に向けた「志津まちづくり計画」の見直しの題材とする

ため、５月15日に続いて２回目です。今回も草津市コミュニティ事業団の

進行により、小学生の保護者13人の参加をいただきました。

志津学区の「好きなところは？」では、「地元での人とのつながりが多い。

蛍が見つかりうれしい。魚とりができる。ご近所の人が野菜をくれる。地域

の大人が子どもに声を掛けてくれるなど」。また、「気になるところ？」では、

「遊具が少ない。街灯がなく道が暗い。道路が狭い。雨が多く降ると川が溢

れるなど」、小学生の保護者ならではの声を聞くことができました。

これらの意見も「志津まちづくり計画」に活かしていきたいと考えています。

人とのつながりが多い！ 第２回ワークショップ開催しました

子 夏休どもたちの み!子 夏休どもたちの み!



要望書「志津学区の課題について」提出！要望書「志津学区の課題について」提出！
　草津市長に
　　「草津川跡地利用について」
本協議会は、７月13日（月）午前11時から橋川渉草津

市長に「草津川跡地利用について」の要望書を提出しま

した。

【要望事項】として、

１．草津川跡地利用計画（区間６）の整備促進におけ

る山手からの道路整備などについて、早期の完成、

供用のための方策を講じていただきたい。

２．グラウンドおよび体育施設等を早急に整備してい

ただきたい。

３．（仮称）「志津地域まちづくりセンター」の新設に

ついては、地域の要望を取り入れて検討していた

だきたい。

の３点を要望しました。

橋川市長からは、「志津地域の状況とか願いは、これ

までからまちづく

りトークなどを通

じてお聴きし認識

しております。3

項目について具体

的にどういう形で 

示すかについては、

志津まちづくり協

議会の皆様などと

協議しながら進め

ていこうと思っています。」との回答をいただきました。

なお、同席いただきました志津在住の市議会議員様に

は、建設的なアドバイスなど、心強いご支援を賜り感謝

申しあげます。

　滋賀県知事に
　　「山手幹線の早期整備について」
７月30日(木)午前９時40分から三日月大造滋賀県知

事に、「山手幹線の早期整備について」の要望書を提出

しました。

【要望事項】として、

１．主要地方道大津能登川長浜線≪山手幹線≫の整備

促進のため、国の直轄化を図るなど早期開通に取

り組んでいただきたい。

２．国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良

に取り組んでいただきたい。

３．草津川上流部の河川平地化を促進していただきた

い。

の３点を要望しました。

三日月知事からは、「国の直轄化を要望しながらも、

国であろうと県であろうと早く整備することが大事だと

思っています。山手幹線が出来ても、その先が詰まるよ

うでは意味がないので、しっかりと京都から１号バイパ

スまで円滑に抜けるような体制を出来るだけ早く作ろう

と今やっています。地域の皆さんにご協力いただかない

といけないこともあります。できるだけ早く整備できる

ようがんばりますので、ご理解とご協力をお願いします。

草津三丁目交差点については、重点化して改良するよ

うになっています。用地買収においては、何とかご理解

いただいて進められるようにします。

河川の平地化については、平成24・25・26年と堤防

の強化をしてきました。河川の問題は難しく、すぐに平

地化は困難だと思います。雨の降り方が変わってきてい

るので考えないといけないと思っていますので、今後の

調査・検討課題とさせてください。」との回答をいただ

きました。

　近畿地方整備局長に
　　「山手幹線の早期整備について」
県に続いて、午前10時30分から国土交通省近畿地方

整備局滋賀国道事務所を訪れ、森　昌文近畿地方整備局

長あてに「山手幹線の早期整備について」の要望書を提

出しました。

【要望事項】として、

１．主要地方道大津能登川長浜線≪山手幹線≫の整備

促進に必要な道路予算を確保していただきたい。

２．国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良

に取り組んでいただきたい。

の２点を要望しました。

所長が不在のため石堂副所長からは、「お話を聴かせ

ていただいたことを所長にしっかりお伝えします。」と

返答を得ています。

なお、同席いただきました志津在住の県議会議員様に

は、滋賀県知事と近畿地方整備局長への要望書提出に対

し、県や近畿、国の動向などを勘案しながらのご助言など、

心強いご支援に厚くお礼申しあげます。

今後も引き続き、「ふれあい　支え合い　住み続けた

いまち」をめざし、関係機関への要望を継続していきた

いと考えています。会員の皆様には、変わらぬご支援を

お願いいたします。

志津まちづくり協議会　会長　山　元　忠　三



志津社会福祉協議会では、６月４日(木)に身体障害者

更生会志津分会会員と家族、民生・児童委員、まちづく

り協議会役員などとの交

流を図るため、四日市市

のユラックスとその周辺

を散策する郊外交流研修

を行いました。

参加された皆さんは、

ゆったりとした時間の中

で、なごやかな交流を深めることができました。

また、６月30日(火)には、当協議会が見守りを続けて

いるひとり暮らしの高齢者の方と身体障害者更生会との

合同で、「高齢者ふれあいサロン」を開催しました。

始めに、高穂地域包括支援センターから「引きこもり

にならないで元気に過ごすポイント」の話に続いて、

『思い出はなつメロとともに』と題して、講師の馬越弘

子さんのおしゃべりと伴奏で、みんな若き日に戻って、

声を合わせて歌いました。

昼食は、健康推進委員さん手づくりの料理や「お楽し

み抽選会」など参加者全員が楽しい時間を共有し、笑顔

あふれる一日となりました。

高齢者には「きょうよう（今日用）があること」と

「きょういく（今日行く）所があること」が大事だと言

われます。サロンを

きっかけにして、地

域の人と人とのつな

がりがさらに深まり

広がるよう活動を続

けて行きたいと思い

ます。

（地域・ボランティア部会　寺尾　信一）

楽しい一日でした！楽しい一日でした！

８月５日（水）志津市民センターにおいて、志津人権教

育推進協議会、志津小学校PTA、志津市民センターの

３者共催で人権講座を開催しました。講師に立岡勇一さ

ん（NPO青少年支援ハウス）を迎え、日が暮れても気

温が下がらない酷暑の中86人の参加を得て、トーク＆

ミニライブ「かんじてみよう　じんけん」と題して研修

会を行いました。立岡さんは、日々向き合っておられる

ひきこもりについて、親子

それぞれの立場や視点か

ら、考え方や接し方、子育

てにおいては反省し、子ど

もに謝罪をしたご自身の体

験談など、心に染みる歌声

を交えながら語り、歌っていただき“自分のありかた”を

学ばせていただく貴重な時間となりました。

（志津人権教育推進協議会　会長　田村　　学）

【協議内容】

◇「敬老のつどい」について

・例年どおり各町内会・自治会ブロック等で開催

・各町内会・自治会等への交付金の提示

【報告事項】

◇要望書の提出（草津市長・滋賀県知事・近畿地方整備

局長あて）について（詳細はＰ２をご覧ください。）

◇「市長とまちづくりトーク」について

　テーマ（町内会長委員会で決定）

　①志津地域のまちづくりの将来展望について

　②日常の安全対策について

◇委員会・各部の取り組みについて

理事会を開催しました！

※詳細については各町内会・自治会などにお問い合わせください。

平成27年度
「敬老のつどい」開催のおしらせ

７月２５日(土)　１３：３０～

本協議会では、多年にわたり地域社会に貢献されてい

る高齢者を敬愛し長寿を祝うため、９月の第３月曜日を

中心とする一週間前後に、各町内会・自治会等において、

「敬老のつどい」を開催します。出席いただくとともに、親

睦の輪を広げられ楽しいひとときをお過ごしください。

 
馬場町

 9/21（祝）

  午前10時30分～ 
馬場町会館

 山寺町 9/21（祝）

 （山寺大空） 午前10時30分～ 
山寺会館

 
山寺新田

 9/20（日）

  午前11時30分～ 
山寺新田会議所

 笠井町 9/20（日）午前11時～ 笠井町集会所

 
岡本町

 9/20（日）

  午前10時30分～ 
岡本町自治会館

 青地第一 9/19（土）午前10時～ JA草津志津支店

 青地第二 9/12（土）午前10時～ 青地第二町会議所

 エメラルドマンション 
9/13（日）午前11時～

 エメラルドマンション
 草津青地自治会  草津青地内集会室

 追分町 9/13（日）午前10時～ 追分町会館

 上尾 9/18（金）午前11時～ ロクハ荘

 ロクハタウン自治会 9/18（金）午前10時～ ロクハタウン自治会館

 特別養護老人ホーム 9/15（火）・17（木） 特別養護老人ホーム
 菖蒲の郷 午後２時～ 菖蒲の郷

 特別養護老人ホーム 9/20（日） 特別養護老人ホーム
 風和里 午後１時30分～ 風和里

 町内会・自治会等 と　　き ところ

　“自分のありかた”を
　振り返る人権講座
　“自分のありかた”を
　振り返る人権講座



７月８日(水)に志津市民センターにおいて、草津市危

機管理課の説明により「災害時要援護者登録制度」につ

いての研修会を開催し、学区内の町内会・自治会長、民

生委員児童委員、福祉推進委員38名が参加しました。

この登録制度は平成22年度から開始されましたが、志

津学区では、この制度が生かされていないことや地域の

皆さんにまだまだ知られていないことが分かったことか

ら、改めて研修会を行いました。

参加者からは、「この制度を災害時にどのように活かし、

対応すればい

いのかなど市

の指導や支援

がほしい」な

ど様々な課題

を、市に対し

て投げ掛けま

した。

今後は、学

区としても災害時にどのように活かすのか、課題解決に

向けて協議していきます。　　（福祉部長　山口　　茂）

「災害時要援護者登録制度」の
研修会を行いました！

第４回村民運動会優勝記念写真：部田村(現在の青地第二町内会)

志津ふれあい区民運動会
昭和26年に第１回運動会が始まる!
今年の志津ふれあい区民運動会は、10月18日（日）に

開催します。今回で第63回を迎えるこの運動会は、草

津市の中でも一番古い歴史があり、志津学区民として誇

るべき行事です。

下記の写真は、第４回村民運動会で優勝された記念写

真ですが、当時は、運動会が楽しみの行事であり、また

その後の慰労会では大いに盛り上がったそうです。

時代が移り変わり、現在では多種多様なスポーツの振

興により、小・中学生や若い人達の参加が少ないように

感じています。また、町内会・自治会によっては、少子高

齢化が進み出場できない種目があり、この運動会の課題

となっています。

今後、多くの人達が楽しんで参加できるような種目を

検討し、第100回大会が開催できるように、志津の歴史

を更新していきたいと思います。志津学区の皆さんのご

協力をお願いします。　　（体育・健康部長　奥村　弘）

去る７月18日(土)、台風の影響が心配された日でした

が、無事に公開ケース研究会を開催することができまし

た。

「第65回社会を明るくする運動」の一環として行わ

れている「一般公開ケース研究会」ですが、今月は、青

少年の非行問題への取り組みに特化した内容で開催しま

した。罪を犯した青少年が立ち直ろうとするとき、地域

社会において私たちはどのようにすればよいのか、何が

できるのかを、ある少年の事案を題材として話し合って

もらいました。

先生方の助言や地域の皆さんの多様な意見交換、ＰＴ

Ａ・組 織・団

体からの深い

ご理解や温か

なご協力によ

り、研究会を

無事終えるこ

とができまし

た。

これを契機

に、今後とも地域の方々とのふれあいを大切にし、次世

代を担う子どもたちが、少しでも良い環境で健全に成長

していくことを願って、微力ながら会員一同、更生保護

活動ならびに青少年の非行防止活動に努め、明るく住み

よい地域づくりに努力してまいります。

（更生保護女性会　会長　臼杵　照代）

私たちにできることは？私たちにできることは？

●テ ー マ：ふるさと志津　大きな“わ”をつくろう！

●趣　　旨：地域住民が主体となって、豊かで住みよい

『ふれあいと親睦』のある地域づくり

●開催日時：11月15日（日）

　　　　　　午前10時～午後２時30分（終了予定）

●会　　場：志津小学校

●内　　容：ステージ発表、模擬店・バザー、遊び・体験

コーナー、展示コーナー、スポーツ体験等

今後の各担当者会議の中で企画を練

り、地域が一丸となって、志津の大き

なイベントの一つとして準備をしてい

きますので、どうぞご期待ください。

詳細については、11月１日に案内

プログラムを全戸配布させていただき

ますのでご覧ください。　（教育・文化部長　鈴木　登）

平成27年度
『志津ふれあい広場』の開催！


