
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPO 法人 

いきいきおうみ 
かわら版 

第１９号 平成２２年７月２９日 

特定非営利活動法人いきいきおうみ 

 米原市箕浦５２６－１ 

TEL５２－８８５１ FAX５２－８８５２ 

E-mail ikiikiomi@zc.ztv.ne.jp 

「いきいきおうみ」の６年目がスタート！ 

近江町が米原市と合併した年に誕生した「NPO法人いき

いきおうみ」は、関係各位のおかげをもちまして、去る５

月３１日（月）に第６回通常総会を終え、６年目を迎える

ことができました。地域での暮らしが安心安全で快適なも

のとなるよう各自治会ではいろいろな活動にご尽力いただ

いていますが、活動の担い手や資金の不足・活動のマンネ

リ化・プライバシーの壁など多くの課題もお持ちのようで

す。これらの問題の中には、一つの自治会では解決できな

いものも出てきており、現在の枠組みを越えて話し合い協

力し合う場が必要ではないでしょうか。「NPO 法人いきい

きおうみ」は、今年度も地域自治活動の活性化を目指して

取り組みます。 

平成２１年度決算（支出の部） 

人材育成事業
費, 198,161

サービス評価
事業費,

63,000
その他事業費,

8,724

地域自治活動
支援事業費,
2,769,469

法人運営管理
費, 7,920,771

施設管理事業

費,
50,652,083

61,612,208円

平成21年度収支差額　7,937,375円

 

平成 22 年度予算（収入の部） 

雑収入, 424

積立金取崩収
入, 4,042

受取利息収
入, 286

会計間繰入金
収入, 7,920

事業収入,
36,443

市受託金収
入, 12,500

会費収入,
2,090

63,705千円

 

平成 22 年度予算（支出の部） 

人材育成事業
費, 662 サービス評価

事業費, 70

その他事業費,
30

地域自治活動
支援事業費,

3,574

施設管理事業
費, 49,036

法人運営管理
費, 10,333

63,705千円

 

平成２１年度事業報告 

全体 

◆あいさつ運動（毎月１日） 

◆青色回転灯防犯パトロール 

◆プロジェクト B（防災）活動 

◆かわら版発行（年６回） 

◆おうみ地域防犯安全パトロ

ール事務局活動 

◆滋賀県知事・米原市長等対談

会 

福祉部会 

◆絆マップ作成支援 

◆要援護者対策の推進 

◆車いす配備事業 

◆公園遊具安全点検の推進 

まちづくり部会 

◆１集落１テーマの推進 

◆歴史文化ライブラリー事業 

◆おうみ奴の郷連絡協議会事

務局活動 

◆蛍をテーマにした活動（米原

市蛍保護条例） 

◆まちづくり結果報告会 

※事業報告・決算および事業計

画・予算の詳細は、ホームペ

ージをごらんください。 

環境部会 

◆環境指定区域整備活動 

◆生活環境研修会 

施設管理部会 

◆母の郷文化センターの管理

運営 

◆近江母の郷生産者組合事務

局活動 

◆おふくろ市感謝祭 

◆母の郷親睦テニス大会 

◆アトリエ利用による地域振

興啓発 

 

平成 21 年度決算（収入の部） 

受取利息収
入, 1,048,468

積立金取崩収
入, 2,833,354

雑収入,
346,470

会計間繰入金

収入,
6,776,207

会費収入,
2,066,000

市補助金収
入, 170,000

事業収入,
41,986,084

市受託金収
入,

14,323,000

69,549,583円

 

http://www.zc.ztv.ne.jp/ikiikiomi/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらなる「地域特産品の情報発信」と 

「市民交流の場づくり」に邁進  ～施設管理部会～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《平成２２年度の主な事業》 

◆近江母の郷フェスタ（５月９日開催） 

◆近江母の郷感謝祭（１１月２３日開催予定） 

◆LOHS（ロハス）なクラフト・雑貨マーケット in 近江母の郷（毎月第２日曜日開催） 

   LOHS とは、地球環境保護と健康な生活を最優先し、人類と地球が共栄共存できる持続可

能なライフスタイルという意味です。 

◆近江母の郷の集客能力向上対策、拡販活動、環境事業の展開（随時） 

◆新規事業 グランドゴルフ事業の開設 

   簡易なグランドゴルフコースを設定し、みなさまに広く 

活用願うため、企画検討委員会を設置してすすめます。 

◆新規事業 学者と歩く歴史・自然散策ツアーの開催 

   古代史・万葉・中世・自然（山野草）鑑賞などなど 

米原市近江母の郷文化センターの運営に対しまして、関係各位のご

愛顧に深く感謝申し上げます。今後５年間も NPO 法人いきいきおうみ

が引き続き指定管理者として、「くらしの工芸館」「ふれあい広場」「テ

ニスコート」「ふれあいドーム」「物産交流館さざなみ」の施設運営と

「社会貢献事業」「青少年育成事業」に取り組みます。さらなる伝統

工芸や文化諸活動の推進による地域文化の向上、および地域特産品の

情報発信と住民交流の活性化により産業振興の活動にご期待くださ

い。 

企画委員募集！ 

委員会にぜひご参加ください。 

自主自立の地域協働型社会の実現をめざして ～まちづくり部会～ 

本年度は、各自治会間の活動の交流を支援し、成功事例の「ヨコ展開」を図っていきたいと思います。基

本となる事業は次の３つの活動です。 

◆１集落１テーマのまちづくり事業 

自治会によるまちづくり活動は、少子高齢化・核家

族化・合理化など様々な問題に突き当たっています。

この問題を広域的に考え、情報を共有しまちづくり

の支援活動を展開します。 

◆米原市蛍保護条例と環境整備によるまちおこし 

 米原市蛍保護条例をもとに環境整備活動を広く市民

に啓発し、ゲンジボタル発祥の地としての近江地域

を復活させます。 

詳細は・・・近江母の郷文化センター 

℡５２－５１７７（担当：高居）まで 

「リサイクルエコ活動」と「道路美化活動」から環境保全の啓発を 

～環境部会～ 

◆歴史文化継承事業 

 近江地域には「能登瀬武家奴振り」「長沢公家奴振り」「宇

賀野蹴り奴振り」が伝承されています。この３つの奴保

存会のみなさんが「近江地域奴の郷連絡協議会」を設立

され、２年前から「おふくろ市」にて披露されておられ

ます。今年度は、ホームページを開設し広く情報を発信

するなど、歴史的文化活動を支援していきます。 

回収箱設置場所回収箱設置場所回収箱設置場所回収箱設置場所    

◎◎◎◎道道道道のののの駅近江母駅近江母駅近江母駅近江母のののの郷物産交流館郷物産交流館郷物産交流館郷物産交流館さざなみさざなみさざなみさざなみ    

◎◎◎◎JRJRJRJR 坂坂坂坂田駅田駅田駅田駅    

◎◎◎◎ショッピングセンターフタバヤショッピングセンターフタバヤショッピングセンターフタバヤショッピングセンターフタバヤ    

◎◎◎◎息長郵便局息長郵便局息長郵便局息長郵便局    

 

 

近江地域から米原市全域へ・・・広がる「絆マップ事業」    ～福祉部会～ 

《絆マップの進化と展開》 

◆絆マップ更新自治会の支援 

   近江地域において絆マップを作成済みの

１４自治会の更新を支援します。 

◆遊園地遊具点検の継続支援 

◆要援護者支援体制の充実 

◆車いす配備事業の継続実施 

◆米原市他地域の絆マップ作成支援 

                          他 

去る 7月 3日（土）19時 30分より柏原

区公民館（山東地域）において住民約 100

名の参加のもと絆マップ説明会が開催

されました。NPO 法人いきいきおうみ

福祉部会から、絆マップ事業の目的や作

成方法などの説明を行いました。 

地域の課題を見つけて住民同士で共有し解決策を導き出す…

そのための手段である「絆マップ」の効果が、米原市長からも

評価いただき、米原市全域に推進されることになりました。今

年度は、米原市社会福祉協議会との連携を強化して、絆マップ

事業の一環である要援護者支援体制づくりを中心に自治会の支

援を行います。 

 

◆ペットボトルキャップの回収活動 

環境と健康を重視した事業を実施する中

で、昨年度よりペットボトルキャップを回

収し、世界の子どもにワクチンを届けよう

と協力を呼びかけています。 

今年度は、回収場所を増やしました。 

     

◆環境美化指定区域の環境美化活動 

 市民ボランティアとの協働による道路美

化作業等で環境美化と啓発活動を行いま

す。 

 

 

※去る６月１０日１６時から、指定

地域（市道箕浦碇線・顔戸飯線・

母の郷ロード等）の除草作業等を

実施しました。看板等も塗り替え

て美しくなりました。 

 

平成２２年度の 

各部会の取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

執行部の新メンバーが決まりました！ 

役名 氏名（敬称略） 所属部会名 

理事長 山 口 徹 まちづくり 

副理事長 高田 幹雄 まちづくり 

副理事長 田中 直夫 福祉 

理事 河居 郁夫 まちづくり（部会長） 

理事 廣田 正和 福祉（部会長） 

理事 安食 修一 環境（部会長） 

理事 伊藤 一男 施設管理（部会長） 

理事 奥野 八郎 まちづくり 

理事 粕淵 忠雄 まちづくり 

理事 北川 周策 まちづくり 

理事 大橋喜代子 福祉 

理事 須藤ひとみ 福祉 

理事 塚田多佳子 福祉 

理事 林 と く 福祉 

理事 前川 隆子 福祉 

理事 森 勝 昭 福祉 

理事 世森 玉惠 福祉 

理事 川本 德久 環境 

理事 北 澤 隆 環境 

理事 高田 実男 環境 

理事 森 昭 一 環境 

理事 森 沢 進 環境 

理事 川﨑 源一 施設管理 

理事 北村 敏雄 施設管理 

理事 高居 芳美 施設管理 

理事 西 野 猛 施設管理 

監事 田中 教一 まちづくり 

監事 山家英一郎 福祉 

任期：平成 22 年 6 月 1 日～2 年間 

 

次回の「まちづくり 相談」は 8 月 19 日（木） 

自主自立の自治会まちづくり活動において、法的解釈を伴う問題はありませんか？ 

法律の専門家から適切なアドバイスが得られる「まちづくり法律相談所」を開設します！ 

  ☆時   間：午前９時３０分から１２時までの間で、１人１件３０分間 

  ☆場   所：近江地域福祉センターやすらぎハウス 

  ☆相 談 料：無料（裁判等の事件を受任するときは別途費用を要します） 

  ☆担当弁護士：京町法律事務所 吉田和宏先生 （NPO 法人いきいきおうみ顧問弁護士） 

ご希望の方は、８月１４日（土）までに各自治会長（区長）にお申し出ください。 

要援護者の日常生活を支援する自主防災組織へ 

～NPO 法人いきいきおうみプロジェクト B～ 

 

夏休みの子どもたちを地域で守ろう！ 

～おうみ地域防犯安全パトロール隊～ 

去る７月２日（金）息長小学校和室にて「息長小学校自治会代表

委員・PTA 生活部・おうみ地域防犯安全パトロール隊合同会議」

が開催されました。主な内容は、夏休みの過ごし方・自転車点検・

校外補導・プール開放等でした。パトロール隊の代表も参加し、

特に「こども１１０番のおうち」についてのお願いをしました。 

法律 

 

災害時に支援を必要とされる

方は、日常生活においても支援

を必要とされていることが多い

ようです。今年度西円寺区では、

自主防災組織を見直され、要援

護者支援体制づくりに取り組ま

れています。いきいきおうみで

は、去る６月２６日（土）に米

原市社会福祉協議会とともに西

円寺区に出向き、昼間の災害時

にも対応できる組織づくりや要

援護者支援体制づくりについて

話し合いました。  

西円寺防災会 

 


