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2018年度 活動報告

2018年度活動方針

小野小学校や支所に関する課題に取り組みます。

１ 防災・防火の組織や設備を計画的に充実させます。

消火器の更新や防災備品の充実など

２ 住民の交流をすすめます。

・楽しい「夏祭り」をめざします。

・楽しい「体育祭」をめざします。

・楽しい「敬老の日のつどい」をめざします。

３ 環境の保全と美化に努めます。

・「美しくしよう会」の活動の促進

・ペット飼育のマナー向上の促進

４ その他

・高齢化に伴う自治会活動における対策を推進します。

・街灯を増設し、町を明るくし、防犯の一助とします。

・自治会加入促進に取り組みます。

・住みよい地域を目指してマナー向上の啓発をすすめます。

・苦情問題の速やかな対応策を講じます。

・自治会広報「つどい」の発行を通して町内の情況を知らせます。

・住民の要望を行政や諸団体に通じ、実現に努めます。

・北部４学区、小野学区自治連合会、小野学区社会福祉協議会など

関係団体との連携を図ります。

・３月２５日（日） 第９回「小野朝日里山公園(仮称)植樹祭」

・その他

[１] 活動内容（専門委員の報告との重複を極力避けて簡略化し、かつ多数の省略をしています。）
１）定例役員会(班長会) 毎月第３土曜日開催 但し３月はなし
２）定期総会 (2018/3/25 と 2019/3/24)
３）大津市及び自治会関係団体との協力

小野学区自治連合会定例会(第２土曜 会長・副会長）
講演会や研修会、関係団体総会などへの参加

（会長・副会長及び関係の専門委員）
小野学区社会福祉協議会役員会等 会議と事業(会長)
志賀わがまちづくり市民運動推進会議
各学校行事 入学・卒業・運動会（体育祭）など

４）主な活動内容
３月 第8回小野朝日里山公園植樹祭実施 25日(日)
４月 自治会各班の構成員調査

行政へ役員構成並びに任務分担表など各種報告
自治会費徴収

５月 夏祭り実施に向けての取り組み開始
ベルマーク回収に協力
住宅地図(関西地図協会)配布
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６月 大津市へ要望書作成取り組み
日本赤十字社の活動資金募集
「緑の募金」/朝日2丁目緑化事業募金実施
6／25 大木伐採 大津市がは、集会所南の、架線に覆
い被さるように茂っていた危険な木を、やっと伐採
しました。

７月 夏祭りの役割分担など細部の最終決定
琵琶湖一斉清掃(7/１)
緑地公園周り除草
竹灯籠用竹切り出し

８月 「ふれあい志賀夏まつり２０１7」(8/3)に協力
そうめん流し実施
夏祭りの準備と実施(8/2・3)
敬老対象者調査
小野学区体育祭出場のエントリー会議
小野学区体育祭への出場要請と応援要請

当日の役割分担の確認
９月 「赤い羽根」共同募金運動

(道路管理課による除草)
「敬老の日のつどい」実施(9/9)とお祝いの配布

10月 第37回学区体育祭(グランド行事 降雨のため中止 体育館事業参加)
11月 小野神社しとぎ祭

「小野妹子まつり」歴史衣裳行列 協力
小野学区総合防災訓練
小野学区社会福祉協議会の協力金徴収
自治会次期会長・副会長選挙公示

12月 小野学区自主防犯の啓発活動に協力
ノーポイ運動 和邇平和堂
歳末助け合い運動の実施
学区(自治会)要望の回答出る
新年度自治会長・副会長選挙開票
消防局消防団年末特別警戒

１月 出初式 大津市民会館・なぎさ公園
ベルマーク回収に協力
就労センター「あおぞら」署名

２月 第1回「未来会議」
『遣隋使小野妹子のふるさと和邇』事業実行委員会 書道展・華道展 協力
「小野学区安心安全事業基金協力金（募金）」実施
消火器更新 防犯灯仮設置

３月 植樹祭用苗木受け取り
定期総会（3/23）
第9回小野朝日里山公園植樹祭実施（3/24）

その他
会員再加入の勧誘
消防団結成に向けての活動(現在１１名活動中)
食用廃油回収（毎月第１土曜）
生ゴミ リサイクル事業への協力
比良ゴルフ倶楽部との話し合いと落葉対策の年次的実施（４月）

［２］ 各専門部の活動

【書記】

・役員会の議事録を作成

・広報｢つどい｣や号外の作成・印刷

・夏祭りの広報ビラ作成、模擬店の注文・集計・チケット作成
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・会長・副会長選挙文書などの書類の作成

・総会資料作成

【会計】

・自治会費の徴収、自治会の現金や預金の出納管理と記帳

・2018年度会計決算書の作成 (一般会計、特別会計、残高証明)

・各種募金の集計と納付

【体育】

・主な活動内容

４月 小野学区男女混合ソフトボール大会への出場要請と応援要請

５月 小野学区男女混合ソフトボール大会(5/27)

８月 小野学区体育祭出場のエントリー会議(8/25)

９月 小野学区体育祭への出場要請と応援要請 当日の役割分担の確認

10月 第37回学区体育祭 前日よりの雨のため グラウンド行事中止 (10/8)

体育館行事 参加

・各専門部の活動

・小野学区体協定例理事会に出席 (毎月第2日曜日午後8時より)

・小野学区体協行事

男女混合ソフトボール大会 (5/27)

第36回区民体育祭 (10/8)

【庶務】

・自治会員数の把握

・各班別軒数の確認

・定例班長会の事前準備

・班長連絡網の作成

・役員、班長の名札作成

・大津市広報、広報｢つどい｣等の配布

及び回覧物の小分けと各班長宅への配布(月２回程度)

・緊急配布物の各班長宅配布

・事務用品の在庫確認及び購入

・コピー機の管理・修理の手配(トナー交換等)

・総会用資料の冊子作り(班長の協力)

【環境】

・一斉清掃 7月１日(日)

清掃用具・備品の点検及び仕分け、新規購入・補充

用具の洗浄、点検、整理、収納

・ごみカレンダー作成

大津市ホームページで確認し作成 啓発やメッセージを入れる

・ごみネットの購入及び配布

要望する班に配布 ごみステーション設置の推奨(更新は従来どおり自治会負担)

・ペット飼育の啓発(数回)

【集会所管理】

・集会所使用者への鍵の貸し出し管理(一部)

使用許可申請書と使用届の管理

集会所及び倉庫管理

・集会所内外の清掃、整理 原則毎月第3土曜日
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・各種備品の点検と補充

【安全（防災・防火・防犯）】

・４月より毎月２回(１日、１５日) 通学路見守り・声掛け

・春の交通安全週間 県道５５８号にて交通安全啓発参加 ４月６日

・小野学区交通安全協会総会 (於小野公民館) ４月２２日

・小野学区自主防災会総会 (於小野公民館) ４月２８日

・小野学区自主防犯推進協議会総会 (於小野公民館) ５月１９日

・地域安全連絡所代表者研修会 (於和邇文化センター) ８月９日

・朝日２丁目防災研修会 (於２丁目集会所) ８月９日

・小野学区自主防災会研修会 消防署による指導 (於小野公民館) ８月２５日

・秋の交通安全週間 県道５５８号にて交通安全啓発参加 ９月２１日

・「みんなでつくろう 安心の街」小野学区･真野北合同防犯キャンペーン

(於小野駅前) １０月１８日

・小野学区自主防災会防災訓練 (於小野小学校) １０月２８日

・消火器の更新２ヶ所(２月)

【福祉】

・毎月第4日曜日「いきいきサロン」参加・手伝い

・「いきいきサロンお花見食事会」（4/22）

・夏祭り前夜祭、そうめん流し 「子供会といきいきサロン合同」（8/3）

・敬老の日のつどい （9/9）

・いきいきサロンバーベキュー大会 （10/28）

・いきいきサロンクリスマス会・忘年会 （12/23）

【小野学区社会福祉協議会】

・小野学区社会福祉協議会総会 （4/28）

・福祉のまちづくり公開講座

「体力測定・福祉委員研修会（認知症サポーター）」小野市民センター（5/26）

・福祉施設見学会「特養老人ホーム他」台風の為中止 （7/7）

・小野学区長寿を祝うつどい「小野市民センター」（9/8）

・30年度福祉委員研修会「近江舞子しょうぶ苑見学会」（9/29）

・福祉のまちづくり公開講座 小野市民センター（2/2）

「エンディングノートについて・小野学区の現状について」

・「健康いきいきまつり」 和邇体育館 （11/10）

【大津市人権・生涯学習推進協議会】

・小野学区人権・生涯学習推進協議会総会 （6/5）

・第3回研修会「人権シネマの夕べ」小野公民館（10/20）

・志賀ブロック秋の集会 「大津市立小松小学校」 11/24

・小野学区、和邇学区合同研修会 「徳川美術館他」 （11/29） 健康いきいきまつり

・第4回研修会「人権シネマの夕べ」小野公民館 （12/8）

・公民館講座「老後の安心のために」小野公民館（共催）（1/31）

・第5回研修会「人権シネマの夕べ」小野公民館（2/9）
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［３］募金等のとりまとめ

・緑の募金/朝日2丁目緑化事業募金 41,446円
・日本赤十字募金 50,706円
・赤い羽根共同募金 48,312円
・小野学区社会福祉協議会協力金 117,914円
・歳末助け合い募金 34,641円
・小野学区安心安全事業基金 139,749円

［４］ ボランティア部「美しくしよう会」

・定例活動日は第４日曜日を原則としている。

除草は随時。

・花壇管理(集会所及び22番地朝日残地森林)は随時。

３月26日 第８回 小野朝日里山公園植樹祭

サツキ、ドウダンツツジ、ヤマモミジを３０株植樹。 参加者２８名。

４月22日 残地森林(22番地)の花壇整備

まんだら山裾を整備(除草下刈) 参加者１９名。

５月27日 残地森林(22番地)の花壇整備

まんだら山裾を整備(除草下刈) 参加者１7名。

６月24日 23番地空地の除草と22番地の花壇辺りの一斉清掃前除草 参加者 １7名

７月22日 猛暑!! 小野朝日わらびの里のモミジ周辺を除草 参加者４名

７月25日 猛暑!! 緑地公園除草 参加者４名

７月28日 猛暑!! 竹の切り出し 参加者４名

８月26日 まんだら山裾の除草や花壇の整備 参加者１５名

９月23日 花壇周り・散策道の一部・集会所近くの除草 参加者１６名

10月28日 (小野学区防災訓練のため中止)

11月25日 台風で荒れたまんだら山の倒木伐採や花壇の整備 参加者７名

12月23日 倒木(クヌギの大木2本など)伐採。山道整理。 参加者１７名

１月27日 (降雪のため中止)

２月26日 まんだら山の倒木整理と草刈り。 参加者１３名

３月24日 第９回 植樹祭

◎ 緑地公園から出た雑木等についてはその都度緑地協会の協力を得て処分。

◎ 残地森林から出た雑木等については自治会として可能なものだけ処分。

◎ 自治会員でないＯ氏の多大な尽力有り。

◎ 農林水産課へは年２回の除草や一部の竹の搬出を要望しているが実現せず。

◎ 花壇のコウテイダリヤ台風で壊滅。

［５］ 第１回「未来会議」 ワークショップ風意見交換と懇談 ２/２（土）18：00～21：30

テーマ ①防災 ②自治会 ③少子高齢化(若者を呼ぼう) 参加者 ３０名

① 具体的で解りやすい《町内防災システム》の構築、《マニュアル》作成が急務 /

防災グッズの備えを(啓蒙) / 災害飛来物の処理法の確認・徹底

② 楽しくなる取り組みを / 副会長を二年制 → 継続性の確保 / 班長の仕事を

どれだけ減らせるか / 「負担」との思い込みがないか /
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③ 若い人は忙しすぎてコミュにケーションをとりにくい現状がある(共働きなど)

その他様々の意見が多数出ました。懇談に移っても、自治会のあり方、小野学区の将

来、果ては市政批判、はたまたあそこの市街灯が暗い……と、大から小まで話題は尽

きることがありませんでした。

【参考】① ＪＲ湖西線折り返し設備の整備の整備 ＪＲ西日本のHPより抜粋

（1）折り返し設備整備箇所

湖西線 和邇（わに）駅 京都方面への折り返し設備

（2）折り返し設備整備による効果

和邇駅以北で運転見合わせ時に、和邇駅までの運行を確保します。

（3）完成予定時期 平成31年春

2019年春 実施 (予定)

【参考】② JR西日本に要望している小野駅の防風壁整備に対して、本年も前進的回答なし。

【参考】③ 大津市の各種基本方針及び地域の動きなど
重要な案件でありますが、資料が膨大なため大津市HPなどを直接ご覧ください。

「大津市公共施設マネジメント基本方針」（2014年3月31日更新）

http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/zaisei/shisetsu/1395728237486.html 大津市HP

「大津市公共施設適正化計画」（2015年12月25日更新）

http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1228/g/1427355032816.html 大津市HP

支所・公民館統廃合問題

2017/11/24 大津市 支所機能の見直し案を発表

2017/12/８ 越市長 「早急とは考えない」という

2018/２/５ 大津市自治連合会 「全支所を残せ」と決議

2018/３/２ 越市長 「早急とは考えない」という立場を転換

昨年度末、市当局は急遽《検討継続を前提にしつつ、本年度は

支所を現状のままとする》と回答。

2018/７/28 市民センター機能等のあり方検討に係る

市民意見交換会 (和邇文化センター)

http://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/145/20180728.pdf 大津市HP

http://www.city.otsu.lg.jp/shisei/zaisei/shisetsu/1395728237486.html
http://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1228/g/1427355032816.html
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2018/11/11 市民センター機能等のあり方検討に係る

学区意見交換会開催結果 (小野市民センター)
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2019/２/１ 市 「市民センター機能等のあり方実施案」を提示 (臨時大津市自治連合会)

２/28

「自治通信」最新版を参照ください

コミュニティスクール(住民参画型学校) 正式名称「小野小学校学校運営協議会」

「大津市立小中学校規模等適正化ビジョン基本方針について」(2016年2月29日更新)

http://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/57/kihonnhousinn.pdf 大津市HP

2016/ 1/17 大津市教育委員会 学校規模等適正化ビジョン説明会(住民意見)

http://www.city.otsu.lg.jp/material/files/group/57/0117.pdf 大津市HP

2016/12/26 「小野小学校の将来を考える懇談会」発足
2017/９/13 「小野小学校の将来を考える会」に改名
2017/10/17 「小野小学校学校運営協議会」準備会 発足
2018/１/18 「小野小学校の将来を考える会」組織変え

●「学校協力者会議」のメンバーを中心に校長をはじめ保護者や元校長、自治連合会（自治会）、

地域関係団体などで構成。●「できる限り小野小学校の存続を図る」ことを確認。かつ、教育

行政が進めようとしている学校の規模見直し施策に向けた対応・対策のためだけではなく、地

域住民として「こうであってほしい小野小学校」、その「子ども像」を大切にし、地域住民が積

極的に学校教育に参画(コミュニティスクール)して、小野小学校教職員とともに「魅力ある小

学校づくり」を目指すこととした。●「小野小学校学校運営協議会(準備会)」は教育委員会、

校長の方針に則って、地域参画型の「魅力ある小学校づくり」を目指していく。●「小野小学

校の将来を考える会(協議会)」は「できる限り小野小学校の存続を図る」ための交渉を進めて

いく。

2018/５/21 第１回「小野小学校学校運営協議会」(発足)
2018/８/６ 第２回「小野小学校学校運営協議会」
2018/３/５ 第３回「小野小学校学校運営協議会」

この一年間で２０以上の事業、延べ３００人以上

の住民が小野小学校の教育活動に協力した。総括の

中で学校長から、子どもたちの安心安全に繋がり、

専門的な技術に至っては教師も学びこどもたちもい

きいきと効率的に学ぶことができたなどと深甚な感

謝の意が述べられた。

さらに新年度に向かっての新たな取り組み案、こ 第３回「小野小学校学校運営協議会」寸景

どもたちとの「ふれあいを深める広場」(週１回)の

実施などを確認した。

第２回「小野小学校学校運営協議会」発表と意見交換会
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「小野小学校に桜を植える会」

2017/１/22 「小野小学校に桜を植える会」発足
2017/３/18 「さくらの森」 小野小学校に植樹(東法面)
2018/２/28 「さくらの森」 小野小学校に植樹(北法面)
2019/３/○ 「さくらの森」 小野小学校に植樹(北法面)

「美しくしよう会」が９年前から行っているまんだら山の自然、景観保護、緑化活動などとコ

ラボする、小野学区、小野小学校の魅力づくりの一環。小野妹子公園とあわせて、小野学区の

象徴づくりの推進。こどもたちのよきふるさと、老いしもののよき終の栖としての地域づくり

でもある。本年度をもって植樹は完了。今後の管理は水明一丁目自治会が主管する。

「安心安全事業基金」

2017/７/10 「安心安全事業基金」設置(小野学区自治連合会)

「小野学区安心安全事業基金」規約

第１条（目的）

安心安全なまちづくりと住民のよりよい生活環境の維持向上を促進する。

防災用備蓄物資 (第一期計画開始)

非常用トイレ・テント２セット 非常用５年保存非常食１００食

非常用５年保存飲料水２Lボトル９０本

５年間で、１００人が３日間の避難生活に対応できる防災用物資を備蓄する。

防犯カメラ

本年、小学校近くの通学路に１基増設。

県警からの貸与品と「安心安全事業基金」カメラを合わせて、９基となる。

2019/２ 朝日二丁目自治会 寄付金・募金活動 １３９，７４９円集まる

(ほぼ防犯カメラ１基分)

【参考】④ 2019/３/１ 大津北警察署防犯連絡協議会

小野(真野学区・真野北学区・小野学区)の犯罪件数は減少。

侵入盗3件、車上狙い部品盗7件、置き引き3件、バイク盗1件、自転車盗4件、

万引き11件、毀損6件、その他17件。

小野学区の防犯カメラ設置、評価される。
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↑
⑨

⑨ Ｈ30年度小野学区によるカメラ設置点


