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１Q ２Q ３Q ４Q

１．学区祭の開催 （公民館祭りを統合） 200
事業部
事務局

２．伝統行事継承事業の実施
2-1．発掘、調査・研究
2-2．事業計画立案
2-3．実施 ▼

３．スポーツイベントの実施
3-1．スポーツ大会の実施
3-2．湖南市スポーツカーニバルへ学区として参加

４．まちづくり拠点づくり
5-1．要件の設定、企画立案
5-2．工程表作成、開設

10
事業部
事務局

各専門部会

「まちづくりセンタ－」の指定管理者を目指し、
PTによる取組みを開始する。（6/21決定事項）
（前月からの進展はなし）

西川事務局長、野口副会長をトップ
にPT作り、年内目標に活動を開始
する。

１．蛍の飛び交うやさしい環境作り
1-1．調査活動 0

1-2．学習会の開催 30 ▼ ▼
1-3．美化作業の実施 （4か所の拠点選択） 20 ▼ ▽
1-4. 諸団体との連携 5

1-4．蛍鑑賞会の実施 10 ▽
1-5．蛍の放流 -

２．里山の整備と活用
2-1．対象地の選定 ▽
2-2．目的林（樹木）の決定 ▽
2-3．整備方法の検討 ▽
2-4．利用方法の検討 ▽

３．休耕地の活用事業の実施（石部南農園(仮称)の開園）

3-1．調査・研究（遊休地の確保・農園企画立案） ▽
3-2．規約書の作成 ▽

４．特産品づくりの推進
調査・研究 ▽

５．地元野菜販売所の設置、販売、お米の展示
5-1．調査・研究 ▼
5-2．規約書の作成 ▽
5-3. 出展者の募集（広報誌）
5-4．実施 ▽

１．地元の歴史探訪
1-1．文化財の調査、講演の実施
1-2．マップの作成
1-3．史跡巡りオリエンテーリングの実施 100 ▽

２．南学区の文化・芸術振興事業の実施

100

■各区夏祭りでの出店
・7/25石部南区
・,8/22宮の森区
・,8/23宝来坂区

■新部員 ＋2名 （計：3名）

・平成21年度から月1回の農産物販
売会実施の方向で検討を行う
・竹炭作りの検討

・9/19 マップ作りポイント写真撮影
・9/27 マップ完成

文化芸術
スポレク

■マップ作成中50

文化芸術

・運営委員所有の農地借用を検討

20 （特になし） （計画に沿った活動の実施）

②

自然
豊かな

ふるさと
づくり
事業

20

地産地消

③
地域の

文化財を
守り、
文化・

・11月に次年度用松明の青竹用意
・次年度開催に向けて、行程表の作
成

0 スポレク （特になし）
スポーツ大会の企画立案は、
下期に入ってから行う

（２０１０年上半期）

20
事業部

文化芸術部
■「いもち送り」（西寺）（7/22 ）参加

（２０１１年から）

里山小川

■8/22 西寺水環境公園の水辺草刈りの実施

①

地域の
連帯感

を深める
ふれあい

事業

▽
・学区祭開催方針の変更により、当該事業計画は中止。まち協として参加の立場に変更。

・11月下旬：カワニナの放流
（子どもたちの参画：学校に参画の
呼びかけを行う）

10
■8/27 東寺森林組合理事長と打ち合わせ
■新部員 ＋2名 （計：8名）

・取り組み案策定

2009年度石部南学区まちづくり協議会 事業計画＆実施状況
９月度活動報告 (2009年９月５日） 事業部

事業区分 事業内容（目標）
予算
（千
円）

担当
実施状況

（▽--：計画▼－実 実施状況 今後の予定・課題
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１Q ２Q ３Q ４Q
事業区分 事業内容（目標）

予算
（千
円）

担当
実施状況

（▽--：計画▼－実 実施状況 今後の予定・課題

2-1．発掘、調査・研究
2-2．立案・実施

1．「あいさつ運動」の展開
1-1．調査・研究
1-2. 関係者による検討会 ▼
1-3．実施要領の作成 ▽
1-4．あいさつ運動の実施 ▽
1-5．あいさつ運動の評価・見直し

2．地元学講座の開催
2-1．調査・依頼
2-2．第1回（福祉：福祉施設など見学・講座） ▼ ▽
2-3．第2回（歴史：湖南三山など見学・講座） ▽
2-4．第3回（自然：阿星山など見学・講座） ▽

3．ボランティアの支援
3-1．既存ボランティア団体の調査 ▽
3-2．広報誌による活動内容の紹介 ▽
3-3．活動発表会の準備 ▽
3-4．活動発表会の実施 ▽
3-5．活動支援（助成）制度の検討 ▽
3-6. 活動支援（女性）制度の実施

１．かつどう拠点（まちづくりセンター）の整備
２．受託事業の推進 （現状調査と試行拡大） ▼ ▽
３．広報誌の発行 40 ▽▼▽▼▽▽▽▽▽▽▽▽ 広報紙#5発行

４．広報掲示板の設置 110 ▽ ▼ 区ごみｽﾃｰｼｮﾝに設置
５．ホームページの開設 10 ▽ ▼
６．協議会シンボルマークの募集、決定 0 ▽ ▽
７．住民アンケートの実施 10

８．その他 - ▼ ▽
895

10/3 第2回地元学講座

⑤

広報活動

事務局
「まちづくりセンター」
指定管理者取り組み方針決定（6/20）

1)対策チーム発足
2)要件の整理、課題対策の検討

広報

0 ボランティアのリストアップ

100
人づくり
事業部

■調査・研究
計画した全団体、学校の訪問終了。
６月）・石部南小学校 ・石部中学校

・三雲養護学校 ・石部南幼稚園
・阿星保育所

7月）・もみじ寮あざみ寮、一麦寮、落穂寮
・近江学園 ・石部共働作業所

1)運営委員による「声かけ・あいさ
つ」の実践要領の策定、実施
2)推進要領の策定

30

人づくり

■第2回地元学講座の企画
・近江学園訪問、片岡園長公園
・10月3日 10:00-12:00
・案内/参加者募集 区回覧 〆9/25

（計画に沿った活動の実施）0
文化芸術

（特になし）

④

人づくり
事業

芸術活動
を

2 / 2 ページ


