
□まちづくり推進会議 □防災防犯部会

4/22 評議委員会 　38名 7回 部会

毎月第１水曜 正副会長会 　12回 8/23 備蓄倉庫見学会 　20名

隔月第２火曜 理事会 　 6回 12/15 防犯講座 　24名

2022/4/10 会計監査 　 管外研修 　中止

10月 ジュニアポリス広報啓発活動 　中止

□総務委員会 随時 情報収集・提供

10/29 市長とまちづくりトーク 　12名 随時 町内防災活動支援

2022/1/12 総務委員会 年間 青色パトロール車両維持管理

年4回 広報玉川発行(第51号～54号）

□文化教育部会

□人権委員会 6回 部会

7/6 第1・第2講座 　18名  (子ども体験合校実行委員会も兼ねる)

7/19 人権講座 　28名 ◇子ども体験合校

9/6 第3講座/人権講座 　中止 6/5 「防災学習」 　14名

10/4 第4講座 　中止 7～8月 「ふれあい交流」　4回 　計20名

11～12月 各町内会の人権学習 11/6 「もちつき体験」 　29名

2022/2/26 人権講演会 16名 2022/1/5 「書き初め体験」 　19名

2022/3/31 人権だより「たまが和」発行 2022/2/19 「アート体験」 　中止

□健昻(すこやか)委員会 □まち環境部会

【地域課題解決応援交付金事業】 8回 部会

随時 ・萩の植樹、育成管理 5月～9月 グリーンカーテン事業 14世帯

随時 ・(萩)竹トンネル活用イベント 年間 花いっぱい運動

11/25 ・史跡ウォーク 　19名 10/30 研修会(クリーンセンター見学) 21名

【一括交付金事業】 11/1、3/1 まち環境部会ニュース発行

5/22，3/13 ・健幸ウォーク 32名 11月 葉ボタンの斡旋

2022/3/12 ・健幸フェスタ 延べ90名 2022/2月 こども環境会議パネル出展

通年 ・キッズダンス・ハートけん玉

２０２１（令和３）年度遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議　事業実績報告

第１号議案



　　　

収入

予 算 額 決算額 増　減

1,878,801 1,878,801 0 前年度繰越金

7,491,000 7,491,000 0

350,000 350,000 0 草津市地域課題解決応援交付金

18,032,000 18,032,000 0 草津市指定管理料

0 32,000 32,000 草津市減災協働コミュニティ推進事業補助金

249,922 206,712 △ 43,210

28,001,723 27,990,513 △ 11,210

支出

予 算 額 決算額 増　減

管　理　費 2,845,000 2,497,012 347,988

職員費（１名分） 2,540,000 2,396,412 143,588

運営費 305,000 100,600 204,400

　　　　　（計） 2,845,000 2,497,012 347,988

事　業　費 23,579,599 21,341,393 2,238,206

総務委員会 3,761,000 3,185,709 575,291

人権委員会 145,000 85,389 59,611

健昂委員会 125,000 159,809 △ 34,809

防災防犯部会 175,000 164,356 10,644

文化教育部会 190,000 180,247 9,753

まち環境部会 250,000 253,136 △ 3,136

　　　　　（計） 4,646,000 4,028,646 617,354

減災コミュニティ補助金 0 32,000 △ 32,000 減災コミュニティ事業補助金 0 32,000 △ 32,000

萩の植栽、管理 350,000 20,900 329,100

史跡ウォーク、遺跡と萩の案内看板設置 301,677 266,076 35,601

　　　　　（計） 651,677 286,976 364,701

職員費（4名分） 12,000,000 10,442,017 1,557,983

業務委託費 2,000,000 2,174,596 △ 174,596

通信運搬費 150,000 131,081 18,919

消耗品費 771,922 835,921 △ 63,999

修繕費 220,000 181,760 38,240

光熱水費 1,000,000 912,261 87,739

使用料及び賃借料 800,000 774,775 25,225

保険料 130,000 105,840 24,160

公租公課 800,000 907,700 △ 107,700

手数料、印刷製本費等 110,000 157,620 △ 47,620

備品購入費 300,000 0 300,000

今期法人税及び住民税 0 370,200 △ 370,200

　　　　　（計） 18,281,922 16,993,771 1,288,151

本　部　費 1,577,124 175,196 1,401,928

本部事業

28,001,723 24,013,601 3,988,122

収入済額　　 27,990,513 円

支出済額　　 24,013,601 円　　　余剰金　3,976,912円

市への返金額 1,020,682 円　　　※1一括交付金管理費、※2事業費、※3事業収入、※4修繕費残金の合計

差引金額 2,956,230 円は次年度へ繰越

２０２１（令和３）年度　遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議の収支決算を上記のとおり報告いたします。

２０２２（令和４）年４月７日

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議　　会計　　石垣　雅野　　 ㊞

（本人の自署捺印書類は、偽造防止のため事務局保管とさせていただいております。）

交付金
草津市地域まちづくり一括交付金

　　　　　　（単位：円）

項　　目 内　　　　　　　　容

繰越金

　２０２１（令和３）年度　 遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議決算書 

項　　目 予 算 額 決算額 増　減
内　　　　　　　　容

指定管理料

雑収益 　　　事業収入(17,100）　　コピー使用料、利息等

合 　計

　　　　　（単位：円）

補助金

地域まちづくり一括交付金
事業

2,845,000 2,497,012 347,988

地域まちづくり一括交付金
事業

4,646,000 4,028,646 617,354

草津市地域課題
　　　解決応援交付金

651,677 286,976 364,701

指定管理事業 18,281,922 16,993,771 1,288,151

1,401,928

合    計

1,577,124 175,196 1,401,928 消耗品費他 1,577,124 175,196

第２号議案

※4

※1

※2

※1

※3



              会則の一部改正について           

 

 提案理由 

  ①実働できる部会員を確保するために、追加する。 

  ②職員の任期として雇用契約期間は１年であることに鑑み、実情に合わせ変更する。 

 

   会則の一部を次のように改正する。新旧対照表（下線部分が変更箇所を示す。） 

 

 

遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議会則 

改 正 前 改 正 後 

（専門部会） 

第１３条 推進会議は、事業の円滑な実施を

図るため、評議委員会の承認を経て、専門

部会を設置する。 

２ 専門部会は、次に掲げる部会員で構成す

る。部会員は、専門部会を構成する各種団

体から推薦された代表者とする。 

 (1) 部会長  １名 

 (2) 副部会長 若干名 

 (3) 部会員  若干名 

３ 専門部会は、次に掲げる事項を審議執行

する。 

 (1) 専門部会の事業の計画および報告並

びに運営に関すること。 

 (2) 専門部会の事業の企画および執行に

関すること。 

４ 専門部会は、必要に応じて部会長が招集

する。 

 

（事務局） 

第１７条 推進会議の円滑な運営を行うた

め、推進会議の事務局を玉川まちづくりセ

ンターに置く。 

２ 事務局に次に掲げる職員を置く。 

 (1) 事務局長  １名 

 (2) 事務局員 若干名 

３ 事務局長は、まちづくりセンター長を兼

ねるものとする。 

 

 

 

 

２ 専門部会は、次に掲げる部会員で構成す

る。部会員は、専門部会を構成する各種団

体から推薦された者および推進会議事業に

賛同する者も含む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４号議案 



４ 事務局長は、推進会議の運営に関する事

務を担当するとともに、各組織や行政との

連絡調整を行う。 

５ 事務局長の任期は、２年とする。ただし、

再任は妨げない。補欠の事務局長の任期は、

前任者の残任期間とする。 

６ 事務局員は、理事会の承認を得て、会長

が任命する。 

 

  附 則 

 この会則は２０２１年４月２２日から施行

する。 

 

 

 

 

５ 事務局長の任期は、１年とする。ただし、

再任は妨げない。補欠の事務局長の任期は、

前任者の残任期間とする。 

 

 

 

  附 則 

 この会則は２０２１年４月２２日から施行

する。 

  附 則 

 この会則は２０２２年４月２１日から施行

する。 

 

 

 



下記２１団体及び委員は、会則第１１条第２項の規定に基づき推薦されたものである。

★は新役員

団体名 役職 名前 まち推所属

1 野路町内会 野路町会計監査 ★加藤　新輔 監事

2 野路小林町内会 副会長 ★奥村　正明

3 桜ヶ丘町内会 副会長 ★七尾　敦子

4 ローレルコート南草津町内会 副会長 ★大串　多喜子

5 玉川中学校PTA 副会長 ★伊串　登志子

6 玉川小学校PTA 会長 ★窪田　美幸

7 玉川こども園PTA 会長 ★浅沼　菜央

8 学区社会福祉協議会 会長 　中野　和彦

9 学区民生委員･児童委員協議会 会長 　島田　良輝

10 学区青少年育成区民会議 副会長 　中嶋　昌美

11 学区体育振興会 会長 　福井　俊幸

12 野路ことぶき会 会長 　髙田　正孝

13 野路小林町シニアクラブ 会長 　大江　一男

14 桜ケ丘熟年会 会長 　神永　強

15 学区更生保護女性会 会長 ★田辺　玉恵

16 日赤奉仕団　玉川分団 分団長 　島田　佳世子

17 学区健康推進員連絡協議会 副代表 ★福井　礼子

18 少年補導委員 幹事 　藤原　悟 文化教育

19 玉川地区保護司会 会長・理事(兼務）

20 草津栗東交通安全協会 常任理事 　田中　康明 監事

21 酒・味・湯の会 副代表 　西川　保夫

２０２２（令和４）年度遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議　評議委員

第5号議案



職名

 会長　　 　 (理事）　　  中野　宗城

 副会長　　 (理事) 石垣　雅野

 副会長　　  (理事)　　  ★ 堀池　　寛

 副会長/会計 (理事)　　  ★ 大島　順子

 理事 　　　　部会長 西川　　鉄

 理事 　　　　副部会長 遠藤　研次

 理事 　　　　部会長 奥井　さよ子

 理事 　　　　副部会長 加藤　公士

 理事 　　　　部会長 音揃　宏勝

 理事 　　　　副部会長 奥井　　学

 監事　評議委員 田中　康明

 監事　評議委員 ★ 加藤　新輔

２０２２（令和４）年度 遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議　役員

★は新役員（新役職）

役員

所属 名前

　下記の役員は、会則第８条第２項の規定に基づき、指名または推薦されたもので

　あり、会則第１０条第２項第４号の規定により、承認を求めるものです。

　文化教育部会

　まち環境部会

 　野路町内会

　 草津栗東交通安全協会（野路町内会）

 　野路町内会／学区自治連合会　町内会長・会長

　 野路小林町内会　　　　　　　　　　町内会長

 　桜ヶ丘町内会　　　　　　　　　　　　町内会長

 　ローレルコート南草津町内会　　　町内会長

　 防災防犯部会

第6号議案



『遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議』 

＝２０２２（令和４）年度活動方針＝ 

基本コンセプト 

 玉川まちづくり推進会議は、健康都市「みなくさ」の新たなまちづくり

の拠点として、若さと弾力性に満ちた活動をとおして人が育むことをめ

ざします。 

 

五つの柱 

（1）地域の人々が、このまちをどのように見据えているかに傾注します。 

（2）個人的な感性ではなく、より多くの人々が共感するような魅力の輪

を広げます。 

（3）玉川学区にふさわしい、まち環境やみどりの保全につとめます。 

（4）文教のまちとして保育園から大学までの皆が支え合い、地域や企業

との絆を大切にします。 

（5）楽しんで助け合い、ボランティア精神を発揮して活発な地域コミュ

ニティをめざします。 

 

 以上の柱を基に令和４年度も、令和３年度に引き続き次の３項目に視

点を置いたまちづくりの推進に努めます。 

 

みんなで 

（1）萩苗の定植を推進し、遺跡と萩のまちを育もう。 

（2）いつ何が起こるか、有事について深堀りしてみよう。 

（3）健康と運動を提唱し、豊かさを追求しよう。 

 

  以上を基に、各部・委員会で具現策に取り組みましょう。 

 

※新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、地域コミュニティを育

くみ続けるために、様々な取り組みを行います。 

 学区住民や行事参加者、役員の健康に注視し、地域への影響にも留意

して、今できる工夫をみんなで話し合い、すすめていきたいと考えます。 

 地域のみなさんで力を合わせて元気で明るいまちづくりを推進してい

きましょう。 



□まちづくり推進会議 □防災防犯部会

4/21 評議委員会 随時 部会

毎月第１水曜日 正副会長会 随時 防災・防犯講座、各種講習

隔月第２火曜日 理事会 別途調整 視察研修

10月 ジュニアポリス広報啓発活動

□総務委員会 随時 情報提供、町内防災活動支援

年間 企画調整 随時 他団体との交流・情報共有

随時 玉川萩まつり・萩まつり広報発行 年間 青色パトロール車両維持管理

年4回 広報玉川発行(第55号～58号）

随時 各部会・委員会事業調整 □文化教育部会

随時 地域福祉事業助成 随時 部会

随時 体育振興会事業助成  (子ども体験合校実行委員会も兼ねる)

随時 青少年育成区民会議事業助成 ◇子ども体験合校（異文化・世代間交流、体験型活動等）

別途調整 まちづくり講演会、先進地研修 6月 第1回「防災体験教室」

10～12月頃 市長とまちづくりトーク 6～7月 第2回「別途調整」

年間 軽トラック車両維持管理 夏休み期間内 第3回「夏休み地域ふれあい交流」

11月 第10回みなくさまつり支援 11月 第4回「もちつき体験」

R5/1 第5回「書き初め体験」

□人権委員会 R5/1～2月 第6回「別途調整」

7月 人権講座

7月 第1・第2講座(市全体) □まち環境部会

9月 第3講座/人権講座 随時 部会

10月 第4講座 別途調整 講習会

10～12月 町内学習懇談会 通年 花いっぱい運動

別途調整 管外研修 別途調整 まち環境部会ニュース（広報玉川に掲載）

R5/2/25 実践発表のつどい 別途調整 研修会

R5/3月 人権だより発行 別途調整 環境学習会

□健昻(すこやか)委員会

地域課題解決応援交付金事業

随時 　　　・草津田上IC看板

随時 　　　・萩染め製品作り体験・萩のPR

随時 　　　・地域資源健幸ラリー

一括交付金事業

5月・11月・３月 　　　・健幸ウォーク支援

2月～3月 　　　・健幸フェスタ

通年 　　　・キッズダンス・ハートけん玉

２０２２（令和４）年度遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議　事業計画

　　　※学区の行事予定

　　　・運動会　　　　　　10/10（月）

　　　・萩まつり　　　　　10/22（土）

　　　・みなくさまつり　　11/20（日）

第 ７号議案



　　　

収入

予 算 額 前年度予算額 増　減

2,956,230 1,878,801 1,077,429 前年度繰越金

7,490,000 7,491,000 △ 1,000

800,000 350,000 450,000

18,173,000 18,032,000 141,000 草津市指定管理料

250,000 249,922 78

29,669,230 28,001,723 1,667,507

支出

予 算 額 前年度予算額 増　減

管　理　費 2,844,000 2,845,000 △ 1,000

職員費（１名分） 2,544,000 円

運営費 300,000 円

　　　　　（合計） 2,844,000 円

事　業　費 24,234,651 23,579,599 655,052

総務委員会 3,666,000 円

人権委員会 160,000 円

健昂委員会 200,000 円

防災防犯部会 270,000 円

文化教育部会 150,000 円

まち環境部会 200,000 円

　　　　　（合計） 4,646,000 円

草津田上IC看板設置 1,100,000 円

萩染め製品作り体験 9,200 円

地域資源健幸ラリー 15,000 円

玉川萩まつりPRなど 41,451 円

　　　　　（合計） 1,165,651 円

職員費（4名分） 12,000,000 円

業務委託費 2,000,000 円

通信運搬費 130,000 円

消耗品費 785,000 円

修繕料 220,000 円

光熱水費 950,000 円

使用料及び賃借料 800,000 円

保険料 150,000 円

公租公課 1,000,000 円

手数料、印刷製本費等 195,000 円

備品購入費 193,000 円

　　　　　（合計） 18,423,000 円

2,590,579 1,577,124 1,013,455

29,669,230 28,001,723 1,667,507

本　部　費

本部事業 2,590,579 1,577,124 1,013,455

合    計

草津市地域課題
　　　解決応援交付金

  　前年繰越
　　（365,651円含む）

1,165,651 513,974

指定管理事業 18,423,000 18,281,922 141,078

651,677

地域まちづくり
　　　一括交付金事業

2,844,000 2,845,000 △ 1,000

地域まちづくり
　　　一括交付金事業

4,646,000 4,646,000 0

項　　目 内　　　　　　　　容

　　　　　　（単位：円）

項　　目 内　　　　　　　　容

繰越金

交付金
草津市地域まちづくり一括交付金

草津市地域課題解決応援交付金

指定管理料

雑収益 コピー使用料、利息等

合 　計

　　　　　　（単位：円）

　２０２２（令和４）年度　遺跡と萩の育む玉川まちづくり推進会議予算書

第８号議案


