
１．まちづくり事業について

(1) 5月10日(日)
まちづくり推進員、各種団体長の出席のもと二町まちづくり推進会議を開催した
各種団体長から提案された年間事業計画等を話し合い、団体相互の連携を図った

参加者： ６０ 人

7月06日(月)

11月02日(月)

(3) 8月02日(日) 「二町納涼祭」を自治会館前広場にて開催 参加者：５８０人

(4) 8月～12月
筈井孝氏の休耕田を借りて「そばづくり体験」を実施：協議員・福祉部会・福祉協力員・
かがやきクラブ・ボランティア絆協力により子供会が「遊友ホリデー事業｣に参加

参加者：１５０人

(5) 年　　間
居場所づくり事業：　集会所で「ＣＡＦＥふたまち」を１２回
自治会館で夏休みに「ふたまちっ子」会館を実施

参加者３６０人/１回平
均    ３０～３５人

(6) 年　　間
自転車マナーアップ啓発運動：　かがやきクラブ、中学ＰＴＡ、少年補導委員、
地域安全委員

参加者：延３０人

２．防犯・防災対策事業について

(1) 8月23日(日) カーブミラー点検（自治会三役、班長、協議員）

(2) 12月13日(日)
自主防災訓練の実施：　ＡＥＤ取り扱い、救急救命講習
自治会役員、自衛消防隊、中学生19名ほか参加

参加者：５５人

(3)  12月26～30日 年末特別夜警：　二町自衛消防隊による町内巡回警ら

(4) 1月10日(日) 平成２８年「出初め式」に参加：　二町自衛消防隊 参加者：１７人

(5) 年　　間
物部小児童の通学時安全見守り：　自治会役員・かがやきクラブ有志による
見守隊

ボランティア：４５人

(6) 年　　間 二町自衛消防隊による消防設備、消火栓等の点検（毎月第１日曜） 参加者：18人

３．人権・福祉事業について

5月28日(木)
第１回すこやかサロン： バスによるサントリー山崎工場見学研修、福祉部会員・ 福祉
協力員・民生児童委員・健康推進員の協力のもと実施

参加者：３６人

7月05日(日)
第２回すこやかサロン：　認知症予防・守山市社協　平井さんによる講演と勝部町駒井
さんのハーモニカ伴奏で皆で楽しく歌いました。

参加者：５２人

12月06日(日) 第３回すこやかサロン：子どもたちとそば打ち体験、そば宇宙さん指導協力による　  　　　　　　　　　　参加者：延７０人

2月04日(木)
第４回すこやかサロン：　守山警察署によるマイナンバーによる振り込め詐欺防止講演
と近江落語会による｢出張落語会｣

参加者：５３人

(2) 9月13日(日)
二町町敬老会開催：　会食、翆女穂会による日本現代舞踊、笑門座による啓発喜劇｢お
笑いご隠居さま｣

参加者：５５人

(3) 年　　間 民生児童委員による、高齢者世帯・独居老人・子育て世帯・見守り活動（訪問） 参加者：５６人

6月25日(木)
第１回親子ほっとステーション：初めましての会・自由遊び健康推進員・福祉協力員・民
生児童委員・もりの風こども園の協力

参加者：２５人

7月23日(木) 第２回親子ほっとステーション：　水遊び・すいかわり 参加者：２５人

8月27日(木) 第３回親子ほっとステーション：　身近なもので作って遊ぼう 参加者：２５人

9月24日(木) 第４回親子ほっとステーション：　新聞で遊ぼう 参加者：２０人

10月29日(木) 第５回親子ほっとステーション：　ミニ運動会 参加者：２５人

11月26日(木) 第６回親子ほっとステーション：　クリスマス会 参加者：３５人

1月28日(木) 第７回親子ほっとステーション：　作って遊ぼう 参加者：３０人

2月25日(木) 第８回親子ほっとステーション：　さよならの会 参加者：３０人

2月13日(土) 人権学習会開催：　４班、講師は佐伯一惠氏 参加者：２８人

2月14日(日) 人権学習会開催：　３班、講師は佐伯一惠氏 参加者：２７人

2月14日(日) 人権学習会開催：　６班、講師は佐伯一惠氏 参加者：６１人

(6) 年　　間 二町体操サークルの実施（毎週火・金曜日午後）６班辻村さんの協力 参加者：１００人

(5)

平　成　２７　年　度　事　業　報　告　書

(2)
「 心 と 心 を つ な ぐ あ い さ つ 運 動 」 物 部 小 の 子 ど も 達 に あ い さ つ 運 動 を 展 開
自治会三役、主任児童委員、少年補導員、民生児童委員、子ども会ほか

参加者：１８人

(1)

(4)
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４．環境整備事業について
4月19日(日) 雨天中止

7月19日(日) 参加者：４５１人

11月29日(日) 参加者：２７４人

(2) 年　　間 公園の遊具点検、防犯灯の点検、ゴミ集積所の管理：環境部会員 参加者：６人

6月20日(土) 参加者：２６人

10月17日(土) 参加者：２２人

(4) 7月29日(水) 守山南中の生徒ＶＳ活動：　新中山道の歩道の植込み周辺の清掃・除草 参加者：５０人

(5) 年　　間 公園・景観水路等整備・管理：　ボランティア絆 参加者：延１２０人

(6) 年　　間 ペットマナーアップ：　環境部会 参加者：９人

５．神社・祭礼関係事業について
(1) 4月06日(月) 伊勢太神楽獅子舞巡行：　森本忠太夫一行

(2) 4月19日(日) 市杵姫神社春の小祭り：　足助宮司・巫女さま斎行、中老会の協力

(3) 5月04日(月) 春の例大祭：　子ども神輿町内巡行、大宝神社若宮神輿諏訪神社へ渡り、みこし会 参加者：２４０人

(4) 10月18日(日) 大宝神社秋の相撲祭・神事相撲・子ども相撲大会 参加者：４５人

(5) 11月29日(日) 市杵姫神社新嘗祭：　足助宮司さま斎行、中老会の協力

(6) 12月31日(木) 市杵姫神社正月飾り付け：　中老会

(7) 1月11日(月) 左義長祭：　子ども会、中老会・自衛消防隊の協力 参加者：約７０人

６．２７年度各班の要望事項の対策および設備補修について

①犯罪抑止、犯罪検挙の目的のための防犯カメラの設置を検討して欲しい。
市などに要望し対応
がない時自治会独自
の設置を検討する

②近藤方裏側（南側）の東西に通る通路が凸凹となっているので平坦に舗装し直して欲しい。
市に要望済み。自治
会で費用負担し班で
実施対応済

自治会長への確認事項
１．ごみ集積場等の修繕等や修理（塗装等）についての予算や補助金はあるのか

自治会で費用負担し
班で実施する

①２４年度から要望している旧中山道と３・４組への進入路・伊勢町方面道路の交差点に信号機の
設置を引き続き要望

登録済みのため、再
度の要望はしない

②旧中山道と２班３・４組への進入路・伊勢町方面道路の交差点の栗東から守山に向かう右側にに
外灯の設置要望

市に補助金要望済
み。今年度又は翌年
度当初

①教願寺横の公園内防犯灯の楠が茂り、照明が遮られ防犯灯の役目を果たさないので剪定して
欲しい

実施済み

②教願寺横の公園の遊具、ベンチに不具合が有り修理、交換して欲しい
全ての遊具更新２８
年度予算要望済み

③旧中山道と２班３・４組への進入路・伊勢町方面道路の交差点の横断歩道に当面の処置として
LED発光式道路鋲（発光鋲）を設置して貰いたい（最終的解決策信号設置と併せて要望）。

滋賀県に要望中

①俊太郎道と新中山道の交差点付近（小泉氏宅隣）の空き地は俊太郎道側に塩ビの波板が張って
あり見通しが悪く危険）。T字路（角）から３メートル程度波板を外すよう自治会から地主に交渉して
欲しい。

地主において違法性
も無く自治会としては
対応困難

②同じ場所・時間帯に路上駐車がある。自治会で路上駐車の取り締まりを行って欲しい。
自治会の名の下、班
で対応して頂きたい

(5) ５　　　班 なし

①７組、創価学会守山会館と物部小学校体育館の間の道路に防犯灯を設置して欲しい。
市に要望済み、今年
度又は翌年度当初

②団地内のアスファルト道路が老朽化し、ひび割れ等が数カ所有り、補修して欲しい。 市に要望済み

７．その他
(1) ４月～２月 自治会費徴収、健康相談実施（健康相談員）：　偶数月第１日曜日（１０月除く）

(2) 3月06日(日) 米券清算：  協議員・三役

(3) 年　４　回 自治会便り発行：　広報部会　　８００部

(4) 年　６　回
定例役員会： 偶数月第１土曜日（8月・１０月除く）、自治会三役・顧問・参与・協議員・班長・部会
長・農業組合長　　緊急役員会：（８月１日）

(5) 3月27日(日) 平成２８年度　二町自治会総会 代議員出席：６０人

(6) 年　３　回 自治会館増改築検討委員会（９月６日、１０月18日、11月２９日）

(7) 年　　　間 二町自治会ホームページ・ボランティア絆ブログの運用・更新

(1) 二町町内の河川・公園美化活動

(3)
花いっぱい運動：　自治会館・集会所の花壇に花植え、自治会三役、協議員、子供会役
員

(1) １　　　班

(6) ６　　　班

(2) ２　　　班

(3) ３　　　班

(4) ４　　　班
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