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志津学区人口12,548人　男6,471人　女6,077人（平成28年４月30日現在)　昨年度から引き続き第３回目の会議を開催しました。

今回の会議では、過去２回の会議のあり方を、原点に戻っ

て振り返った中で、地域の諸団体、医療、介護、行政が

協力し合える関係づくり・ネットワークづくりが目的で

あることを再認識し合いました。

　このことを踏まえ、今後の会議の持ち方についてそれ

ぞれの立場での思いや意見が活発に交換され、結果、一

定の方向性を示すことができました。

　志津学区では、「知る」「つなぐ」「見守る」「地域で長

く暮らせる」をキー

ワードとして「ご

当地ケア」システ

ムの構築に向けて

会議を進めていき

ます。

本協議会は、平成23年12

月17日に設立して以来、草津

市の “新しい住民自治の仕組

み” である「住民による地域

ぐるみのまちづくり」の主旨

に基づき、多くの事業を展開しております。

ところで、本協議会は早くも６年目を迎えており

ますが、標題の『まちづくり協議会』（定義・役割）

についての意見が散見されることがあります。この

ことから、【草津市協働のまちづくり条例制定に向

けて】より関係の項目を抜粋し参照に期したいと思

います。『まちづくり協議会の定義』まちづくり協

議会とは……概ね小学校区域内で、基礎的コミュニ

ティ等を中心として地域の課題は地域において解決

することを基本として設置される、地域を代表する

総合的な自治組織であり、市に制定されたものをい

います。『まちづくり協議会の役割』①まちづくり協

議会は、地域の代表として地域の意見、要望を把握

し、地域課題の解決に向けて、計画的に取り組むも

のとします。②まちづくり協議会は、市、市民公益

活動団体等と連携、協力し、協働によるまちづくり

を推進するよう努めるものとします。と列記されて

います。なお、本協議会は平成26年８月11日に〔草

津市協働のまちづくり条例第11条に基づくまちづく

り協議会〕として、草津市長より認定を受けており

５月６日（金）午前10時からＪＡ志津支店駐車場において、ジュニアポリ

スの制服姿の園児達は、マスコットの「けいた君」と一緒に「交通安全運転」

を呼び掛けました。

母の日を前に園児たちは、恥ずかしがりながらも「安全運転してネ」とド

ライバーに声を掛け、地元で栽培されたカーネーションを手渡しました。ド

ライバーは「ありがとう」とやさしく、にこやかに言葉を返し、「交通安全

の意識向上と交通事故防止」に心がける決意をされた様子でした。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（草津栗東交通安全協会志津支部　奥村　平一）

安全運転してネ！安全運転してネ！ 草津栗東交通安全協会志津支部・志津地区交通安全会

『まちづくり協議会』（定義・役割）について！
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  
 ６月中旬 高齢者・障害者団体との交流ふれあい
 ７月15日 やすらぎ学級との共催「健康講座」
 10月中旬 高齢者・障害者団体との郊外交流会
 12月中旬 高齢者・さくら坂保育園とｸﾘｽﾏｽのつどい
 Ｈ29.２月18日 地域福祉交流会
 年　間 「お互い様」のまちづくり事業推進
 年　間 70歳以上ひとり住まいの方への支援
 年　間 買物支援・閉じこもり予防支援の取組
◇志津地区交通安全会  
 ７月～ 12月 交通安全啓発ポスター募集～展示
◇青少年育成志津地区民会議  
 7月～ 8月 夜間巡回パトロール
 12月 青少年問題セミナー
 Ｈ29.２月 親と子のふれあいセミナー
 年　間 小中学校前でのあいさつ運動
◇志津学区健康推進員連絡協議会  
 ９月 食育推進研修会
◇志津地区民生委員児童委員協議会  
 ４月～ 12月 児童の安全確保と見守り活動
 年２回 市社協施策に伴う研修会・意見交換会
 年３回 高齢者・障害者との交流活動への支援
 10月 他地域の民児協との意見交換会
◇青地第一カンガルークラブ  
 年　間 毎月１回交通安全教室例会の開催
 ７月 湖南広域消防局南消防署見学
 10月 志津ふれあい運動会交通安全パレード
 12月 交通安全啓発にジュニアポリスで参加
◇志津学区子ども会指導者連絡協議会  
 年４回 ジュニアリーダー養成講座開催
 １月上旬 書き初め大会
 ２月末 思い出のつどい（６年生）
 ３月 卒業記念
◇志津地区体育振興会  
 6月26日 ソフトバレーボール大会
 Ｈ29.1月１日 元旦マラソン
◇草津市赤十字奉仕団志津分団  
 ９月 県主催・奉仕団研修旅行
 11月 むつみ園奉仕作業
 11月 市社協ボランティアフェスティバル
 12月 草津市赤十字奉仕団主催研修旅行
◇志津地区更生保護女性会  
 7月9日 一般公開ケース研究会
 12月 更生施設の研修
◇身体障害者更生会志津分会  
 ６月 湖南４市スポーツ大会
 年２回 分会対抗、県障害者グラウンドゴルフ
◇志津学区少年補導委員会  
 毎月 小学校近辺の安全パトロール（第３水曜）
 毎月 学区内街頭パトロール（第１土曜）
 夏・冬休み 安全パトロール
◇草津栗東交通安全協会志津支部  
 5月6日 「母の願い」交通安全運転呼びかけ
 毎月１日､15日 街頭指導・シグナル作戦
 10月 志津ふれあい運動会交通安全パレード
◇草津市消防団第二分団  
 毎月 機械器具点検
 12月 年末夜間警備
 Ｈ29.1月 左義長の警戒活動

　５月24日(火)に事業の一環として、会員と家族、民生

委員児童委員協議会、まちづくり協議会、社会福祉協議

会との交流を図るため、郊外研修を行いました。

　当日は、ＪＲ草津線の貴生川駅から信楽駅までの信楽

高原鉄道の旅を楽しみ、陶器のまち信楽では、登り窯の

説明や陶器のたぬきの由

来について、窯元からお

話を聞きました。

　参加者のみなさんは、

ゆったりした時間の中

で、なごやかに交流を深

めることができました。

また、今年は、不幸な事

故から25周年の慰霊祭

の直後とあって、信楽高

原鉄道に乗車した参加者のみなさんは、すこやかに暮ら

せる幸せを実感された様子でした。

　　　　　　　　　　（身体障害者更生会志津分会　澤　定男）

　地域の皆さんの参加をお待ちしています。

と　き　８月３日（水）午後７時30分～

ところ　志津市民センター　大会議室

内　容　テーマ　絆・奏でる ～気づきから行動へ～

講　師　Ａ＆Ｂ（エイトビート：歌と語り）

共　催　志津人権教育推進協議会、志津市民センター

　　　　志津小学校ＰＴＡ

きずな

協力し合える関係づくり

かな

組織・団体の事業計画（予定）

志津学区の医療福祉を考える会　５月19日（木）

いつまでも元気に暮らすために……
介護予防・見守り・生活支援

ます。

本協議会の【地域課題に向けての行政への提言や

要望活動】では、①山手幹線の早期整備や②草津川

上流部の平地河川化、③国道１号草津川トンネル撤

去後の草津川跡地（区間６）の利用、④国道１号草

津三丁目交差点の抜本的な改良などについて、草津

市や滋賀県、国土交通省近畿地方整備局に対して継

続して取り組む考えであります。さらに、「福祉の

まちづくり」や「浸水時避難協力施設としての一時

使用に関する協定」の拡充とともに、「敬老のつど

い」や「志津ふれあい区民運動会」、「志津ふれあい

広場」、「志津学区自主防災研修会」、「志津わんぱく

協働合校」等の実施。広報紙「志津まちづくり通信」

の発行を計画しています。

さらに、平成29年４月からは、『多様化する住民

のニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の

能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図るこ

とを目的とする指定管理者制度の導入』とともに、

『志津まちづくりセンターの建設工事』（平成32年

度完成予定）の新規事業への検討が急務となってお

ります。

結びに、「ふれあい　支え合い　住み続けたいま

ち」の具現化にあたり、引き続き本協議会の事業に

対し、ご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い

申しあげます。

第３講座・人権講座のお知らせ！



【事業報告】

　町内会・自治会等の地域の組織・団体と『地域の問題

は地域で解決すること』を基本に、事業を遂行しました。
●  会議：三役会（年12回）、本部会議（年12回）、

　　　　理事会（年６回）、会計監査（年１回）、

　　　　総　会（年１回）
●  市・県・国への要望活動

　・草津川跡地利用計画（区間６）の整備促進と山手か

らの道路整備

　・志津運動公園、体育施設等の早急の整備

　・（仮称）志津まちづくりセンターの新設に伴う地元

要望

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進の早期取

り組み

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

　・草津川上流部の河川平地化の促進
●  浸水時の緊急避難協力３施設と協定を締結

　・㈱平和堂フレンドマート志津東草津店

　・無量壽寺

　・西方寺
●  志津まちづくり計画（Ｈ28～Ｈ32年度）の改訂
●  志津ふるさとづくりマップ作成（4/1全戸配布）

●  町内会長委員会
　・先進地視察研修（蒲生地区まちづくり協議会) (11/27)
　・市長とまちづくりトーク（9/18）
　・不法投棄の監視活動、地域環境整備の実施　　　　
　・馬場、岡本の県道沿いの清掃活動（Ｈ28.2/20）
●  防災・防犯・交通部
　 ・防犯カメラ２台設置
　・「志津学区自主防災研修会」開催（Ｈ28.1/23）
●  福祉部
　・「災害時要援護者登録制度」研修（7/2）
　・「安心（命）のバトン」事業（年間）
　・「敬老のつどい」12町内会・自治会、２施設で実施
　　（9/12 ～ 9/21　参加者555人　参加率36.6％）
●  教育・文化部
　・志津ふれあい広場（11/14　参加者　約2,400人）
　・「志津わんぱく協働合校」事業
　　　7/22 ～ 23　夏休み子ども広場31人
　　　7/29 ～ 30　夏休み絵画広場117人
　　　9/26　志津の宝物ミステリーハイキング41人
　　　Ｈ28.2/13　うばがもちづくり体験55人
　　　Ｈ28.3/12　子どもスタッフ交流会
●  体育・健康部
　・志津ふれあい区民運動会（10/18　参加者　約1,500人)
　・親子の食育教室（10/10　参加者　16人）
●  事務局
　・広報紙「志津まちづくり通信」の発行
　　（6/15・9/1・Ｈ28.1/5・3/15）

【事業計画】
●  会議

　・本部会議　毎月第2火曜日　・理事会　随時

　・会計監査　Ｈ29.4月中旬　・総会　Ｈ29.4月下旬
●  町内会長委員会

　・まちづくり協議会の企画事業を町内会・自治会へ展開

　・地域全体に関する課題整理と行政機関への要望

　　☆「敬老のつどい」（福祉部と連携）

　　☆「町内会・自治会の人権学習懇談会」の実施

　　☆「先進地視察研修」の計画・実施

　　☆「市長とまちづくりトーク」の開催等
●  防災・防犯・交通部

　　☆「自主防災研修会」の開催（Ｈ29.1/21）

　　☆地域の安全研修・啓発事業

　　☆夏休み絵画広場（教育・文化部と連携）等
●  福祉部

　　☆敬老のつどい（敬老の日1週間前後）

　　☆安心のバトン事業等

　　☆高穂・地域包括支援センターの臨時相談会を開催
●  教育・文化部

　　☆志津ふれあい広場（11/20）の実施

　　☆「志津わんぱく協働合校」事業

　　☆志津の魅力再発見プロジェクト

　　☆夏休み絵画広場、夏休み子ども広場の開催等
●  体育・健康部

　　☆志津ふれあい区民運動会（10/16）の実施

　　☆「食育推進」事業等
●  事務局

　　・まち協の運営、管理業務、

　　　広報紙「志津まちづくり通信」発行、

　　　ホームページの更新等

【要望内容】

　草津市

　・草津川跡地利用計画（区間６）の整備促進の協議

　・志津運動公園、体育施設等の早急の整備

　・（仮称）志津まちづくりセンター（公民館）の新設

に伴う地元要望

　・都市計画道路、進捗状況の確認と今後の進展

　滋賀県

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進は国の直

轄化で早期取り組み

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

　・草津川上流部の平地河川化の促進

　国土交通省近畿地方整備局

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進に必要な

道路予算の確保

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

【健康まちづくり事業】（Ｈ28～Ｈ30年度）

　市が提唱する「健康のまち草津モ

デル事業」を本協議会の事業として

取り組み、地域の子どもから高齢者

までの住民がいきいき元気で過ごせ

るまちづくりを進めます。

【がんばる地域応援事業】（Ｈ28～Ｈ31年度）

　地域の住民が自分たちの住む地域の魅力をより高めて

いくことを目的に、草津市が交付する「がんばる地域応

援交付金」を受けることにより、志

津学区のめざすべき地域の将来像を

実現するための取り組みを行い、地

域のコミュニティ振興を図ります。

平成27年度「事業・決算報告」

平成28年度「事業計画・予算」
「活動方針」

　志津学区の自然環境や人とひとの結び付きを大切にする良さを背景にしながら、町内会・自治会などの組織・団体

と 『地域の課題は、地域で解決する』 ことを基本に、住民自治・行政サービスに関して、地域の現状を把握し、老若男

女が参加し易い方向性を見い出す活動を遂行します。

　平成28年度「志津まちづくり協議会」定期総会を４月23日（土）に市民セ

ンターにおいて開催しました。

　平成27年度事業報告・収支決算報告および会則の一部を改正する会則（案）、

平成28年度役員（案）、志津まちづくり計画の改訂（案）、平成28年度事業計

画（案）・収支予算（案）・検討委員会を立ち上げることについての理事会委任

について（案）の８議案を提出し、総て可決されました。

　今後は、平成28年度事業計画に沿って事業を運営していきますので、地域

の皆様のご支援・ご協力をお願いします。

平成28年度定期総会を開催しました！

 市一括交付金 3,809,460
 まち協職員雇用交付金 7,375,200
 まち協運営交付金 300,000
 会費 1,581,250
 志津ふるさとづくり活動交付金 700,000
 雑収入 322,396
 補助金（用途特別指定事業) 573,264
 繰越金 1,786,087

 　　　　　合　　　計 16,447,657

 広報発行活動事業 472,639
 町内会長委員会業務 406,898
 防災・防犯·交通部事業 141,338
 福祉部事業 1,891,208
 教育・文化部事業 835,882
 体育・健康部事業 658,183
 志津まちづくり計画作成事業 11,538
 交流の場づくり事業 95,000
 福祉事業交付金 410,362
 慶弔・見舞費 67,072
 管理需要費 8,002,031
 予備費 0
 その他(用途特別指定補助金事業) 573,264
 志津ふるさとづくり活動事業 1,212,995
 災害対策積立金 200,000
 　　　　　合　　　計 14,978,410

 広報発行活動事業 558,000

 町内会長委員会関連事業 646,000

 防災・防犯·交通関連事業 1,043,000

 福祉関連事業 2,410,000

 教育・文化関連事業 974,000

 体育・健康関連事業 773,000

 職員雇用経費 7,536,500

 本部(事務局)運営経費 1,220,000

 予備費 46,247

 災害対策積立金 200,000

 未払金 282,253

 　　　　　合　　　　計 15,689,000

収入の部 支出の部

収入の部 支出の部

１６，４４７，６５７　－　１４，９７８，４１０　＝１，４６９，２４７円　（２８年度への繰越金）
２７年度収入総額　　２７年度支出総額　　 ２７年度差引残高

【決算報告】

科　　　　　　目 決算額 科　　　　　　目 決算額

科　　　　　　目 予算額 科　　　　　　目 予算額

（単位：円） （単位：円）

【収支予算】

（単位：円） （単位：円）

 市一括交付金 4,469,260

 まち協職員雇用交付金 7,536,500

 まち協運営交付金 300,000

 会費 1,580,000

 雑収入 333,993

 繰越金 1,469,247

 　　　　　合　　　　計 15,689,000

（ （



【事業報告】

　町内会・自治会等の地域の組織・団体と『地域の問題

は地域で解決すること』を基本に、事業を遂行しました。
●  会議：三役会（年12回）、本部会議（年12回）、

　　　　理事会（年６回）、会計監査（年１回）、

　　　　総　会（年１回）
●  市・県・国への要望活動

　・草津川跡地利用計画（区間６）の整備促進と山手か

らの道路整備

　・志津運動公園、体育施設等の早急の整備

　・（仮称）志津まちづくりセンターの新設に伴う地元

要望

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進の早期取

り組み

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

　・草津川上流部の河川平地化の促進
●  浸水時の緊急避難協力３施設と協定を締結

　・㈱平和堂フレンドマート志津東草津店

　・無量壽寺

　・西方寺
●  志津まちづくり計画（Ｈ28～Ｈ32年度）の改訂
●  志津ふるさとづくりマップ作成（4/1全戸配布）

●  町内会長委員会
　・先進地視察研修（蒲生地区まちづくり協議会) (11/27)
　・市長とまちづくりトーク（9/18）
　・不法投棄の監視活動、地域環境整備の実施　　　　
　・馬場、岡本の県道沿いの清掃活動（Ｈ28.2/20）
●  防災・防犯・交通部
　 ・防犯カメラ２台設置
　・「志津学区自主防災研修会」開催（Ｈ28.1/23）
●  福祉部
　・「災害時要援護者登録制度」研修（7/2）
　・「安心（命）のバトン」事業（年間）
　・「敬老のつどい」12町内会・自治会、２施設で実施
　　（9/12 ～ 9/21　参加者555人　参加率36.6％）
●  教育・文化部
　・志津ふれあい広場（11/14　参加者　約2,400人）
　・「志津わんぱく協働合校」事業
　　　7/22 ～ 23　夏休み子ども広場31人
　　　7/29 ～ 30　夏休み絵画広場117人
　　　9/26　志津の宝物ミステリーハイキング41人
　　　Ｈ28.2/13　うばがもちづくり体験55人
　　　Ｈ28.3/12　子どもスタッフ交流会
●  体育・健康部
　・志津ふれあい区民運動会（10/18　参加者　約1,500人)
　・親子の食育教室（10/10　参加者　16人）
●  事務局
　・広報紙「志津まちづくり通信」の発行
　　（6/15・9/1・Ｈ28.1/5・3/15）

【事業計画】
●  会議

　・本部会議　毎月第2火曜日　・理事会　随時

　・会計監査　Ｈ29.4月中旬　・総会　Ｈ29.4月下旬
●  町内会長委員会

　・まちづくり協議会の企画事業を町内会・自治会へ展開

　・地域全体に関する課題整理と行政機関への要望

　　☆「敬老のつどい」（福祉部と連携）

　　☆「町内会・自治会の人権学習懇談会」の実施

　　☆「先進地視察研修」の計画・実施

　　☆「市長とまちづくりトーク」の開催等
●  防災・防犯・交通部

　　☆「自主防災研修会」の開催（Ｈ29.1/21）

　　☆地域の安全研修・啓発事業

　　☆夏休み絵画広場（教育・文化部と連携）等
●  福祉部

　　☆敬老のつどい（敬老の日1週間前後）

　　☆安心のバトン事業等

　　☆高穂・地域包括支援センターの臨時相談会を開催
●  教育・文化部

　　☆志津ふれあい広場（11/20）の実施

　　☆「志津わんぱく協働合校」事業

　　☆志津の魅力再発見プロジェクト

　　☆夏休み絵画広場、夏休み子ども広場の開催等
●  体育・健康部

　　☆志津ふれあい区民運動会（10/16）の実施

　　☆「食育推進」事業等
●  事務局

　　・まち協の運営、管理業務、

　　　広報紙「志津まちづくり通信」発行、

　　　ホームページの更新等

【要望内容】

　草津市

　・草津川跡地利用計画（区間６）の整備促進の協議

　・志津運動公園、体育施設等の早急の整備

　・（仮称）志津まちづくりセンター（公民館）の新設

に伴う地元要望

　・都市計画道路、進捗状況の確認と今後の進展

　滋賀県

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進は国の直

轄化で早期取り組み

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

　・草津川上流部の平地河川化の促進

　国土交通省近畿地方整備局

　・大津能登川長浜線（山手幹線）の整備促進に必要な

道路予算の確保

　・国道１号草津三丁目交差点の抜本的な交差点改良の

取り組み

【健康まちづくり事業】（Ｈ28～Ｈ30年度）

　市が提唱する「健康のまち草津モ

デル事業」を本協議会の事業として

取り組み、地域の子どもから高齢者

までの住民がいきいき元気で過ごせ

るまちづくりを進めます。

【がんばる地域応援事業】（Ｈ28～Ｈ31年度）

　地域の住民が自分たちの住む地域の魅力をより高めて

いくことを目的に、草津市が交付する「がんばる地域応

援交付金」を受けることにより、志

津学区のめざすべき地域の将来像を

実現するための取り組みを行い、地

域のコミュニティ振興を図ります。

平成27年度「事業・決算報告」

平成28年度「事業計画・予算」
「活動方針」

　志津学区の自然環境や人とひとの結び付きを大切にする良さを背景にしながら、町内会・自治会などの組織・団体

と 『地域の課題は、地域で解決する』 ことを基本に、住民自治・行政サービスに関して、地域の現状を把握し、老若男

女が参加し易い方向性を見い出す活動を遂行します。

　平成28年度「志津まちづくり協議会」定期総会を４月23日（土）に市民セ

ンターにおいて開催しました。

　平成27年度事業報告・収支決算報告および会則の一部を改正する会則（案）、

平成28年度役員（案）、志津まちづくり計画の改訂（案）、平成28年度事業計

画（案）・収支予算（案）・検討委員会を立ち上げることについての理事会委任

について（案）の８議案を提出し、総て可決されました。

　今後は、平成28年度事業計画に沿って事業を運営していきますので、地域

の皆様のご支援・ご協力をお願いします。

平成28年度定期総会を開催しました！

 市一括交付金 3,809,460
 まち協職員雇用交付金 7,375,200
 まち協運営交付金 300,000
 会費 1,581,250
 志津ふるさとづくり活動交付金 700,000
 雑収入 322,396
 補助金（用途特別指定事業) 573,264
 繰越金 1,786,087

 　　　　　合　　　計 16,447,657

 広報発行活動事業 472,639
 町内会長委員会業務 406,898
 防災・防犯·交通部事業 141,338
 福祉部事業 1,891,208
 教育・文化部事業 835,882
 体育・健康部事業 658,183
 志津まちづくり計画作成事業 11,538
 交流の場づくり事業 95,000
 福祉事業交付金 410,362
 慶弔・見舞費 67,072
 管理需要費 8,002,031
 予備費 0
 その他(用途特別指定補助金事業) 573,264
 志津ふるさとづくり活動事業 1,212,995
 災害対策積立金 200,000
 　　　　　合　　　計 14,978,410

 広報発行活動事業 558,000

 町内会長委員会関連事業 646,000

 防災・防犯·交通関連事業 1,043,000

 福祉関連事業 2,410,000

 教育・文化関連事業 974,000

 体育・健康関連事業 773,000

 職員雇用経費 7,536,500

 本部(事務局)運営経費 1,220,000

 予備費 46,247

 災害対策積立金 200,000

 未払金 282,253

 　　　　　合　　　　計 15,689,000

収入の部 支出の部

収入の部 支出の部

１６，４４７，６５７　－　１４，９７８，４１０　＝１，４６９，２４７円　（２８年度への繰越金）
２７年度収入総額　　２７年度支出総額　　 ２７年度差引残高

【決算報告】

科　　　　　　目 決算額 科　　　　　　目 決算額

科　　　　　　目 予算額 科　　　　　　目 予算額

（単位：円） （単位：円）

【収支予算】

（単位：円） （単位：円）

 市一括交付金 4,469,260

 まち協職員雇用交付金 7,536,500

 まち協運営交付金 300,000

 会費 1,580,000

 雑収入 333,993

 繰越金 1,469,247

 　　　　　合　　　　計 15,689,000

（ （



研修をとおして交流を深めました研修をとおして交流を深めました

第17号
発行：平成28年６月15日
志津まちづくり協議会
（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

志 津
まちづくり通信まちづくり通信 HP:http://kusatsu.or.jp/machikyou/shizu/

志津学区人口12,548人　男6,471人　女6,077人（平成28年４月30日現在)　昨年度から引き続き第３回目の会議を開催しました。

今回の会議では、過去２回の会議のあり方を、原点に戻っ

て振り返った中で、地域の諸団体、医療、介護、行政が

協力し合える関係づくり・ネットワークづくりが目的で

あることを再認識し合いました。

　このことを踏まえ、今後の会議の持ち方についてそれ

ぞれの立場での思いや意見が活発に交換され、結果、一

定の方向性を示すことができました。

　志津学区では、「知る」「つなぐ」「見守る」「地域で長

く暮らせる」をキー

ワードとして「ご

当地ケア」システ

ムの構築に向けて

会議を進めていき

ます。

本協議会は、平成23年12

月17日に設立して以来、草津

市の “新しい住民自治の仕組

み” である「住民による地域

ぐるみのまちづくり」の主旨

に基づき、多くの事業を展開しております。

ところで、本協議会は早くも６年目を迎えており

ますが、標題の『まちづくり協議会』（定義・役割）

についての意見が散見されることがあります。この

ことから、【草津市協働のまちづくり条例制定に向

けて】より関係の項目を抜粋し参照に期したいと思

います。『まちづくり協議会の定義』まちづくり協

議会とは……概ね小学校区域内で、基礎的コミュニ

ティ等を中心として地域の課題は地域において解決

することを基本として設置される、地域を代表する

総合的な自治組織であり、市に制定されたものをい

います。『まちづくり協議会の役割』①まちづくり協

議会は、地域の代表として地域の意見、要望を把握

し、地域課題の解決に向けて、計画的に取り組むも

のとします。②まちづくり協議会は、市、市民公益

活動団体等と連携、協力し、協働によるまちづくり

を推進するよう努めるものとします。と列記されて

います。なお、本協議会は平成26年８月11日に〔草

津市協働のまちづくり条例第11条に基づくまちづく

り協議会〕として、草津市長より認定を受けており

５月６日（金）午前10時からＪＡ志津支店駐車場において、ジュニアポリ

スの制服姿の園児達は、マスコットの「けいた君」と一緒に「交通安全運転」

を呼び掛けました。

母の日を前に園児たちは、恥ずかしがりながらも「安全運転してネ」とド

ライバーに声を掛け、地元で栽培されたカーネーションを手渡しました。ド

ライバーは「ありがとう」とやさしく、にこやかに言葉を返し、「交通安全

の意識向上と交通事故防止」に心がける決意をされた様子でした。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（草津栗東交通安全協会志津支部　奥村　平一）

安全運転してネ！安全運転してネ！ 草津栗東交通安全協会志津支部・志津地区交通安全会

『まちづくり協議会』（定義・役割）について！
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  
 ６月中旬 高齢者・障害者団体との交流ふれあい
 ７月15日 やすらぎ学級との共催「健康講座」
 10月中旬 高齢者・障害者団体との郊外交流会
 12月中旬 高齢者・さくら坂保育園とｸﾘｽﾏｽのつどい
 Ｈ29.２月18日 地域福祉交流会
 年　間 「お互い様」のまちづくり事業推進
 年　間 70歳以上ひとり住まいの方への支援
 年　間 買物支援・閉じこもり予防支援の取組
◇志津地区交通安全会  
 ７月～ 12月 交通安全啓発ポスター募集～展示
◇青少年育成志津地区民会議  
 7月～ 8月 夜間巡回パトロール
 12月 青少年問題セミナー
 Ｈ29.２月 親と子のふれあいセミナー
 年　間 小中学校前でのあいさつ運動
◇志津学区健康推進員連絡協議会  
 ９月 食育推進研修会
◇志津地区民生委員児童委員協議会  
 ４月～ 12月 児童の安全確保と見守り活動
 年２回 市社協施策に伴う研修会・意見交換会
 年３回 高齢者・障害者との交流活動への支援
 10月 他地域の民児協との意見交換会
◇青地第一カンガルークラブ  
 年　間 毎月１回交通安全教室例会の開催
 ７月 湖南広域消防局南消防署見学
 10月 志津ふれあい運動会交通安全パレード
 12月 交通安全啓発にジュニアポリスで参加
◇志津学区子ども会指導者連絡協議会  
 年４回 ジュニアリーダー養成講座開催
 １月上旬 書き初め大会
 ２月末 思い出のつどい（６年生）
 ３月 卒業記念
◇志津地区体育振興会  
 6月26日 ソフトバレーボール大会
 Ｈ29.1月１日 元旦マラソン
◇草津市赤十字奉仕団志津分団  
 ９月 県主催・奉仕団研修旅行
 11月 むつみ園奉仕作業
 11月 市社協ボランティアフェスティバル
 12月 草津市赤十字奉仕団主催研修旅行
◇志津地区更生保護女性会  
 7月9日 一般公開ケース研究会
 12月 更生施設の研修
◇身体障害者更生会志津分会  
 ６月 湖南４市スポーツ大会
 年２回 分会対抗、県障害者グラウンドゴルフ
◇志津学区少年補導委員会  
 毎月 小学校近辺の安全パトロール（第３水曜）
 毎月 学区内街頭パトロール（第１土曜）
 夏・冬休み 安全パトロール
◇草津栗東交通安全協会志津支部  
 5月6日 「母の願い」交通安全運転呼びかけ
 毎月１日､15日 街頭指導・シグナル作戦
 10月 志津ふれあい運動会交通安全パレード
◇草津市消防団第二分団  
 毎月 機械器具点検
 12月 年末夜間警備
 Ｈ29.1月 左義長の警戒活動

　５月24日(火)に事業の一環として、会員と家族、民生

委員児童委員協議会、まちづくり協議会、社会福祉協議

会との交流を図るため、郊外研修を行いました。

　当日は、ＪＲ草津線の貴生川駅から信楽駅までの信楽

高原鉄道の旅を楽しみ、陶器のまち信楽では、登り窯の

説明や陶器のたぬきの由

来について、窯元からお

話を聞きました。

　参加者のみなさんは、

ゆったりした時間の中

で、なごやかに交流を深

めることができました。

また、今年は、不幸な事

故から25周年の慰霊祭

の直後とあって、信楽高

原鉄道に乗車した参加者のみなさんは、すこやかに暮ら

せる幸せを実感された様子でした。

　　　　　　　　　　（身体障害者更生会志津分会　澤　定男）

　地域の皆さんの参加をお待ちしています。

と　き　８月３日（水）午後７時30分～

ところ　志津市民センター　大会議室

内　容　テーマ　絆・奏でる ～気づきから行動へ～

講　師　Ａ＆Ｂ（エイトビート：歌と語り）

共　催　志津人権教育推進協議会、志津市民センター

　　　　志津小学校ＰＴＡ

きずな

協力し合える関係づくり

かな

組織・団体の事業計画（予定）

志津学区の医療福祉を考える会　５月19日（木）

いつまでも元気に暮らすために……
介護予防・見守り・生活支援

ます。

本協議会の【地域課題に向けての行政への提言や

要望活動】では、①山手幹線の早期整備や②草津川

上流部の平地河川化、③国道１号草津川トンネル撤

去後の草津川跡地（区間６）の利用、④国道１号草

津三丁目交差点の抜本的な改良などについて、草津

市や滋賀県、国土交通省近畿地方整備局に対して継

続して取り組む考えであります。さらに、「福祉の

まちづくり」や「浸水時避難協力施設としての一時

使用に関する協定」の拡充とともに、「敬老のつど

い」や「志津ふれあい区民運動会」、「志津ふれあい

広場」、「志津学区自主防災研修会」、「志津わんぱく

協働合校」等の実施。広報紙「志津まちづくり通信」

の発行を計画しています。

さらに、平成29年４月からは、『多様化する住民

のニーズに対応するため、公の施設の管理に民間の

能力を活用しつつ、住民サービスの向上等を図るこ

とを目的とする指定管理者制度の導入』とともに、

『志津まちづくりセンターの建設工事』（平成32年

度完成予定）の新規事業への検討が急務となってお

ります。

結びに、「ふれあい　支え合い　住み続けたいま

ち」の具現化にあたり、引き続き本協議会の事業に

対し、ご理解とご支援を賜りますよう重ねてお願い

申しあげます。

第３講座・人権講座のお知らせ！


