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山中比叡平学区自治連合会 

2019年度 第 1 回理事会 

 

 

＜日時・会場＞ 

 ２０１9年５月２１日（火）１９時～    

＜会場＞ 

市民センター 2階ホール 

 

５月２１日の理事会において 

全ての議案は承認され成立しました。 
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＜日時・会場＞ ２０１９年５月２１日（火）１９時～   市民センター  ホール 
＜出 席＞ 

【理 事】［会長］ 持田 

［単位自治会]  大塚・大木・坂口・礒谷・岡本・・吉村・田畑・町田・塩田・西口・ 

藤田・前平・小野（利）・小野（正）・水野・北尾 

[学区公共団体等] 山内・西口・楠本・松田・藤井・小林・倉橋・河本・佐敷・川岸 

[会計] 立野 

［総務委員長］最上 

【監 事】 神先・滝井 

【総務委員】 最上・林・福田・加登・西山・小倉・吉原・瀬川 

【参加要請】 高橋市民センター所長・今井比叡平小学校長・桜井比叡平幼稚園保育園長・ 

伊藤児童クラブ代表指導員 

＜記録担当＞   吉原総務委員 

 

≪理事の確認≫ 会則第５条２項に基づき、単位自治会及び学区公共団体より選任   

別紙１ 参照 

≪常任理事の確認≫ 会則第１０条４項に基づく          別紙１ 参照 

≪本理事会成立の確認≫ 理事総数３０名、出席理事 27名、欠席理事 3名(内委任状提出 2名) 

             委任状も含め  名＞２０名であり、理事会は成立した。 

≪議長の選任≫ 提案 （ 礒谷比叡平２丁目２区会長 ）  ※単位自治会長の持ち回り。 

 

 

 第１号議案   会則第５条４項に基づく役員の選任 

1) 会長及び副会長 

[各単位自治会長よりの推挙]  会長 持田 貞彦氏    副会長 大塚 照一氏 

2) 会計 

[会長の提案]  【会 計】 立野 さゆり氏 

3) 総務・広報 

[会長の提案]   【総務委員長】 最上 公彦氏、【総務副委員長】林 怜子氏 

【広報委員長】 福田 孝男氏 

[会長の推薦]  【総務委員】  加登佐知子・西山修子・小倉みつの・吉原寛美・ 

瀬川明廣（アドバイザー）・の各氏 

4) 監 査 

[理事会で決定] 神先長敬氏・滝井孝明氏 

 

 

 

≪会長挨拶≫ 
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 第２号議案  ２０１８年度の事業報告及び決算報告 

≪２０１８年度事業報告≫ 

   大津市は「住み続けたいまち大津の実現に向けて」の名のもとに市民センター機能等の改

変を進めてきています。私たちは、大津市がどう進めていくかにかかわらず自らの地域を自ら

の手で安心・安全な住みよいまちづくりに向けて取り組んでいかなければなりません。 

少子高齢化時代は、着実にやってきます。若者を呼び込むためにも山中比叡平地域の活性化・

魅力あるまちづくりは、急務です。魅力ある比叡平小学校を目指し、学校支援を続けてきてい

ます。地域の専門家の力を生かし、だいらっこの森はほぼ完成し、外国語・自然・芸術の分野

で特色ある学校づくりを進めています。本年度も様々な分野の補助金を活用しながら魅力ある

学校づくりを進めます。また、PTAを中心にして「山と街のまん中暮らし」というパンフレット

も作成しました。ほぼカンパで作り上げ、様々な場所に置かれています。これを見てきっと山

中比叡平に住みたいと思う方が増えると思います。今後一層活用していくことが大切です。 

また、今年は山中比叡平まちづくり協議会設立準備会を発足させました。この会を中心にし

て新しいまちづくり構想を進めています。各種公共団体を中心にして「街づくり協議会」を発

足させ、2 か月に一度山中比叡平地域の街づくりについて検討してきています。2019 年度は最

終年度になり、2020年度から「山中比叡平まちづくり協議会」として正式に発足させます。 

南自治会館は 2 丁目自治会 1 区の拠点とともに子供図書館として実績を上げています。今後

も子供の居場所づくりとして重要です。 

  地域の街おこし、活性化は待ったなしです。魅力ある山中比叡平を発信し続けていかなけれ

ばなりません。山中比叡平地域は魅力的な場所がたくさんあります。東南商事からの眺望等を

活用し、地域振興（花火等）を起こしていくことも大切です。 

  支所廃止問題は、2025年度まで先送りされました。しかし、2020年度から職員数の削減、開

館時間が縮小されます。2023年、2024年にかけて実施状況を見ながら再検討することを約束し

ています。公民館は 2020 年度からコミュニティセンター化され 2025 年度までに地域に移管さ

れます。「まち協」との絡みで今後検討していきます。 

 学区要望は毎年出しています。良い返事は返ってきていません。来年度は市政懇談会を中止

し、各担当課との直接の話し合いを進めます。 

  バス問題は三者協議を引き続き行ってきました。若干ですが乗車人数が増えています。今後

は自動運転や京都駅までの乗り入れ、比叡山からのシャトルバス等観光資源（比叡山）を生か

した取り組みを進めます。 

三丁目急傾斜地特別警戒地域の工事は、所在地主不明のため一時中断となっています。 

   4大行事の総括、餅つき大会・各種行事は、その都度行っていますので今回は載せていま

せん。 

 

≪２０１８年度の決算報告及び監査報告≫ 

別紙２－１ 2018年度決算報告書 参照 

別紙２－２ まちづくり協議会設立支援補助金事業会計（特別会計） （参考資料） 
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 第３号議案   ２０１９年度の事業計画及び予算  

≪２０１９年度事業計画≫ 

Ⅰ．はじめに 

 当学区においても少子高齢化の進行、家族の働き方の変化、情報化社会の高度化などによる時代の変

化への対応が求められています。一方大津市をはじめとする行政機関も財政難と人員不足のため、従来

の行政サービスを行えない状況に来ています。 

 これらの状況に対応するために、従来の自治会中心の地域活動から、地域の関係者全体を巻き込んだ

地域活動への移行が求められており、当学区も 2022 年度発足を目標にまちづくり協議会設置を進めて

いく必要があります。 

 今年度は以下の項目を重点的に議論します。 

（１） 公民館のコミニュティセンター化を進めます。 

（２） まちづくり協議会設立支援補助金を申請します。 

（３） まちづくり協議会の中核をなす単位自治会活動のあり方を議論します。 

（４） まちづくり協議会における専門部会のあり方を議論します。 

（５） 学区自治連合会の財政のあり方を議論します。 

     

Ⅱ．まちづくり協議会発足に向けて 

（1） まちづくり設立準備運営委員会およびまちづくり協議会設立準備会議をまちづくり協議会設立

のための議論の場とします。 

（2） 自治会員の加入率向上について議論を進めます。 

（3） 活動課題ごとに専門部会を設置し、各公共団体等、活動サークル、教育関係組織地域事業者等

で専門部会のあり方について議論を深めていきます。 

（4） 現在の市民センターのコミュニティセンターへの移行に向けての施設運営の議論を深めていき

ます。 

（5） 大津市等と学区自治連合会の懇親の場としての市政懇談会は取りやめ、特に重要な案件につい

て関係部署と直接議論できる場を設けます。 

（6） 空家・空地の実態調査を行い、周辺環境への悪影響を改善するとともに、有効活用を図ります。 

（7） 防災・災害対策を積極的に推進します。 

Ⅲ．魅力ある街づくりへの取組み 

  安全で、住みやすい、美しい街づくり実現のための学区全体としての諸課題抽出しその解決に向け

て活動します。 

（１） 地域 PRパンフレットやＨＰを積極的に活用し、山中比叡平学区の良さを発信していきます。 

（２） 山中比叡平地域の特徴や魅力を外に向かって発信していきます。 

（３）地域外の人も呼び込むことのできる新しい楽しみやイベントを開催します。 

① ホタル観賞会 

② 琵琶湖花火大会駐車場運営 

③ 夏祭り 

④ グランドフェスティバル 

⑤ 文化祭 

⑥ フリーマーケット 
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⑦ 餅つき大会 

（４）地域の休眠資源の活用を行政や関係者に働きかけていきます。 

① 「ふれあいの森」の再整備の取り組み 

② 地域周辺の散策路の整備 

Ⅳ．情報発信の取組み 

（１）情報発信ツールを充実し、地域情報を発信していきます。 

① 各単位自治会、公共団体及びクラブ活動団体の情報でＨＰや新聞等で発信していきます。 

② 広報総集編を刷新します。 

③ パンフレットの積極的活用を図ります。 

④ 各単位自治会設置の掲示板の増設を支援します。 

（２） 山中比叡平地区にある史跡・旧跡、店舗、公園、散策路及び店舗などを入れたマ 

ップを地域振興部会で作成します。 

Ⅴ．2019年度の主な事業計画 

（１） 市民センターのコミュニティセンター移行についての検討委員会の設置 

（２） 公共交通対策 

① 引き続き、京阪バスの山中比叡平バス路線の活性化を推進します。 

② 自動運転、コミュニティバス導入についての検討会を行います。 

（３） 山中比叡平住民交流・まちづくりセンター 運営方針の検討 

引続き山中比叡平住民交流会館の維持管理の堅持を行います。 

2018年度には大津市の補助金が終了したので、2019年度以降の抜本的な財政計画を確立しま

す。 

  （４）小学校支援 

① 引き続き、特色ある比叡平小学校を目指し、地域からの支援を強化します。 

② だいらっこの森整備、ビオトープ復活への支援を行います。 

（５）子ども図書館の運営 

① 比叡平子ども図書館の活動を広く大津市全域を対象にＨＰや図書館だよりで発信して

いきます。 

② 蔵書の充実を図るとともに、新書も購入します。 

Ⅵ．2019年度の行事予定表 

   別紙３ 参照 

 

≪２０１９年度予算≫ 

２０１９年度予算案  別紙４ 参照 

［収入の部］ 

① 分担金 

各単位自治会の分担金は、２０１８年度と同額の２０５０円とし、２０１８年度の実績

で計上する。 

② 報償金・助成金  ２０１８年度の実績で計上する。 

③ わがまちづくり活性化事業助成金は広報総集編作成費、わがまち歩きウオッチングで計上

する。 

④ ２０１９年度まちづくり協議会設立支援補助金を２０万円申請する。会計は昨年同様特別
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会計とする。 

⑤ ２０１８年度繰越金 410,403円を予算に計上する。 

 

［支出の部］ 

１） 学区公共団体助成金 

原則２０１８年度と同額を計上する。 

２） 事業費 

① グランドフェスティバル、文化祭費については２０１８年度予算と同額を計上する。

夏祭り費用についてはほぼ同額計上する。 

② 餅つき大会、ユージン学園対応費は増額し計上する。 

③ 子ども図書館事業費は増額し計上する。 

④ ホタル観賞会、まち歩きウオッチングについては新たに予算を計上する。 

⑤ 住民交流センターの分担金に関しては、５万円とする。 

３）運営費・諸費 

２０１８年度の実績を勘案し、計上する。 

 

報告事項  

Ⅰ．まちづくり協議会設立準備会名簿及び体制図      

別紙５－１，５－２ 参照 



所属 　氏　　　名  　住　　 所 　　電　　話

常任理事 　学区自治連合会長 　持田貞彦 　比叡平3-24-16 　　　529-2622

常任理事  自治連合会副会長    山中町自治会長 　大塚照一 　山中町3-11 　　　529-2747

常任理事  一丁目自治会長 　大木文雄 　比叡平1-8-23 　　　575-6364

常任理事 　二丁目1区自治会長 　坂口満子 　比叡平2-14-11 　090-1133-6394

常任理事 　二丁目２区自治会長 　礒谷真也 　比叡平2-36-8 　　　529-0673

常任理事   三丁目自治会長　　　　 　岡本　健 　比叡平3-19-6 　　　529-0267

常任理事 　学区自主防災会会長 　久保田洋 　比叡平3-4-3 　　　529-1552

　理事 　山中町自治会副会長 　吉村有経 　山中町3-8 529-2752

　理事 　一丁目自治会副会長 　田畑　三郎 　比叡平10-24 529-1301

　理事 　一丁目自治会副会長 　町田　照子 　比叡平15-19 090-7880-1567

　理事 　一丁目自治会副会長 　塩田　恒三 　比叡平36-30 529-2516

　理事 　二丁目1区自治会副会長 　西口幸一 　比叡平2-10-7 576-0739

　理事 　二丁目1区自治会副会長 　藤田曜彰 比叡平2-5-12 529-2167

　理事 　二丁目2区自治会副会長   前平俊二   比叡平2-38-24 529-2564

　理事 　二丁目２区自治会副会長 欠員

　理事 　三丁目自治会副会長 　小野　利明 　比叡平3-22-10 529-1703

　理事 　三丁目自治会副会長 　小野　正良 　比叡平3-1-3 529-0192

　理事 　三丁目自治会副会長 　水野　繁一 　比叡平3-34-4 529-2550

　理事 　三丁目自治会副会長 　北尾　博 　比叡平3-40-24 529-2310

　理事 　体育振興会会長 　山内　淳 　比叡平3-26-11 529-2626

　理事 　防犯推進協議会会長 　西口幸一 　比叡平2-10-7 576-0739

　理事 　社会福祉協議会会長 　楠本耕之 　比叡平3-36-21 529-0149

　理事 　文化協会会長 　松田忠敏 　山中町10-9 529-0252

　理事 　青少年育成学区民会議会長 　藤井輝基 　比叡平3-10-15 529-2262

　理事 　交通安全協会山中比叡平支部長 　小林浩之 　比叡平2-22-16 529-0172

　理事 　人権生涯学習推進協議会会長 未定

理事 　消防分団団長 　倉橋　安博 　山中町7－20 529-2414

　理事 　子ざる会会長 　河本　光央 　比叡平2-44-19

　理事   民生委員児童委員協議会会長 　佐敷靖夫 　山中町7-18 529-2748

　理事  　住民交流まちづくりｾﾝﾀｰ事務局長 　川岸茂樹 　比叡平3-40-6 529-0357

　理事 　学区自治連合会総務委員長 　最上公彦 　比叡平1-6-27 507-6760

　理事 　学区自治連合会会計 　立野　さゆり 　比叡平3-55-7 529-0200

　学区自治連合会監事 　神先長敬 　比叡平1-16-11 529-2373

　学区自治連合会監事 　滝井孝明 　比叡平3-54-15 529-2041

2019年度　　山中比叡平学区自治連合会役員名簿（理事）  

７
７



別紙－２‐１

８



様式第１２号（第１０条関係） 

 

まちづくり協議会設立支援補助事業実績報告書 

 

                                ２０１９年３月３１日 

 

（宛先） 

  大津市長 

                 （申 請 団 体） 

                 (1)所 在 地 〒５２０－００１６ 

 

                 (2)団体の名称山中比叡平まちづくり協議会設立準備会 

                 (3)代 表 者 持田 貞彦  ○印  

                 (4)連 絡 先 ０９０－５０６９－４８４９ 

 

 平成３０年９月１日付け大市自第２８１号で補助金の交付の決定のあったまちづくり協議会

設立支援補助事業の実績について、大津市補助金等交付規則第１４条の規定により次のとおり

報告します。 

 

補 助 年 度 平 成 ３ ０ 年 度 

補 助 事 業 の 名 称 山中比叡平まちづくり協議会設立事業 

交 付 決 定 金 額             ２００，０００円 

補助金の既交付金額             ２００，０００円 

補 助 金 決 算 額             ２０１，２３１円 

添 付 書 類 

(1) 事業報告書 

(2) 収支決算書（様式第１３号） 

(3) その他市長が必要と求める書類 

 

 

別紙－2-2 

９ 



様式第１３号（第１０条関係） 

 

収 支 決 算 書 

【支出】                                    （単位：円） 

科  目 予 算 額 決 算 額 内   訳 

報償費 140,000円 140,000円 
月 4 日（月・金）13 時 30 分～16 時 30

分  3時間で 2,500円 1か月 1万円 

需用費 18,000円 24,761円 消耗品 

使用料及び賃借料 42,000円 36,470円 電話料金・インターネット使用料 

    

    

    

    

    

    

    

① 合計 

(① ②) 
200,000円 201,231円  

 

【収入】                                    （単位：円） 

科  目 予 算 額 決 算 額 内   訳 

設立支援補助金 200,000円 200,000円 
報償金・消耗品・インターネット使用料

等 

負担金 1,231円 1,231円 学区自治連合会 

    

    

② 合計 

(① ②) 
201,231円 201,231円  

※必要経費の積算根拠を確認するため、別途必要資料を提出願うことがあります。 

※内容の全部又は一部を公開する場合があります。 
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行事（事業）名2:23B22:21 2019年度 2018年度（平成30年度）

開催予定日：5月　26日（日） 開催予定日：5月27日（日）

実行責任部会：防犯・防災部会 実行責任者：久保田自主防災会会長

開催予定日：6月中旬 開催予定日：6月中旬

実行責任部会：教育・生涯学習部会 実行責任者：青少年育成学区民会議

開催予定日：6月23日（日）　予備日 7 月　7日（日） 開催予定日：7月8日（日）　予備日7月15日（日）

実行責任部会：環境部会 実行責任者：環境担当常任理事

開催予定日：8月　25日（日） 開催予定日：8月26日（日）

実行責任部会：地域振興部会 実行責任者：事業担当常任理事

開催予定日：8月　　日 開催予定日：8月　　日

実行責任者：山中町自治会 実行責任者：山中町自治会

開催予定日：10月　6日（日）　雨天順延　13日（日） 開催予定日：10月7日（日）　雨天順延14日（日）

実行責任部会：健康・社会福祉部会 実行責任者：体育振興会　

開催予定日：11月　3日（日）　11月　2日（土）準備日 開催予定日：11月4日（日）　11月3日（祝）準備日

実行責任部会：教育・生涯学習部会 実行責任者：文化協会

開催予定日：11月中旬　→　取りやめの方向 開催予定日：11月中旬

実行責任者：公共団体担当常任理事

開催予定日：　3月上旬 開催予定日：2月中旬

実行責任部会：健康・社会福祉部会 実行責任者：社会福祉協議会

開催予定日：11月

実行責任部会：地域振興部会

開催予定日：8月　8日（木）

実行責任部会：地域振興部会

開催予定日：　

実行責任部会：健康・社会福祉部会

 理事会 開催予定日：5月21日（火）（第1回理事会） 開催予定日：5月11日（金）（第1回理事会）

 常任理事会 開催予定日：5月7月9月11月1月3月第１火曜日 開催予定日：5月7月9月11月1月3月第１火曜日

 設立準備運営委員会 開催予定日：4月月６月８月10月12月2月第1火曜日

 予算案調整会議 開催予定日：4月19日（金） 開催予定日：4月20日（金）

 まち協設立準備会議 開催予定日：7月、10月、1月 開催予定日：4月6月8月10月12月2月第１火曜日

 公共交通対策協議会 開催予定日：6月9月12月3月第3火曜日 開催予定日：6月9月12月3月第3火曜日

 総務委員会 原則 毎月第4木曜日19時～

 まち協設立準備会事務局会 毎月第3月曜日19時～

 まち歩きウオッチング

 フリーマーケット

 琵琶湖花火大会駐車場運営

山中比叡平学区自治連合会  2019年度　行事（事業）計画

 餅つき大会

 ホタル鑑賞会

 琵琶湖市民清掃

 総合防災訓練

 山中町盆踊り

 ｸﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ

 文化祭
（木下美術館協賛）

 市政懇談会

 夏祭り
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収入の部（単位　：　円）

2018年度予算 2018年度決算 2019年度予算 備　　　　　考 差額

山中町自治会 114,800 114,800 114,800 ￥2,050×56世帯 -                

比叡平一丁目自治会 483,800 461,250 461,250 ￥2,050×225世帯 -22,550       

比叡平二丁目１区自治会 395,650 389,500 389,500 ￥2,050×190世帯 -6,150         

比叡平二丁目２区自治会 284,950 284,950 284,950 ￥2,050×139世帯 -                

比叡平三丁目自治会 721,600 717,500 717,500 ￥2,050×350世帯 -4,100         

自治会負担金小計 2,000,800 1,968,000 1,968,000 837世帯分（全世帯は1283世帯） -32,800      

大津市市政懇談会 90,000 72,000 0 2019年度計上しない -90,000       

イベント反省会 60,000 66,522 0 2019年度計上しない -60,000       

歓送迎会 60,000 56,000 0 2019年度計上しない -60,000       

学区自治連合会報償金 120,000 118,080 118,080 大津市より -1,920         

一斉清掃活動助成金 60,000 59,000 59,000 大津市より -1,000         

防犯自治会助成金 30,000 30,000 30,000 大津市より（地域安全活動助成金） -                

わがまちづくり活性化事業（公募） 0 0 130,000 広報総集編、まち歩きウオッチング 130,000       

0 101,704 0 -                

2,420,800 2,471,306 2,305,080 -115,720    

繰越金 373,196            373,196 410,403 37,207         

収入合計 2,793,996 2,844,502 2,715,483 -78,513      

支出の部（単位　：　円）

２０１８年度予算 2018年度決算 ２０１９年度予算 備　　　　　考

学区自主防災会 150,000 150,000 150,000 -                

体育振興会 200,000 200,000 200,000 -                

地域防犯推進協議会 200,000 200,000 200,000 大津市より￥30,000助成金含む -                

社会福祉協議会 300,000 300,000 300,000 -                

文化協会 60,000 60,000 60,000 -                

青少年育成学区民会議 40,000 40,000 40,000 -                

交通安全協会 50,000 50,000 50,000 -                

人権生涯学習推進協議会 20,000 20,000 20,000 -                

子ざる会 160,000 160,000 210,000 2019年度も外でのキャンプを実施する 50,000         

グラウンドフェスティバル 150,000 158,454 150,000 -                

餅つき大会開催費 30,000 138,931 40,000 10,000         

夏祭り 163,800 155,020 160,000 金券引き換え　その他 -3,800         

文化祭 80,000 73,400 80,000 -                

ホタル観賞会 10,000 10,000         

まち歩きウオッチング 30,000 わがまちづくり活性化事業 30,000         

広報費 180,000 135,204 150,000 広報総集編（わがまちづくり活性化事業含む）、月報 -30,000      

住民交流センター分担金 50,000 50,000 50,000 維持経費分担金 -                

子ども図書館事業費 20,000 17,719 50,000 30,000         

ユージン対応費 10,000 10,000 30,000 20,000         

活動費 65,000 60,722 65,000 一斉清掃諸費用等 -                

会議費 160,000 138,522 10,000 市政懇談会・行事反省会は計上しない -150,000    

通信費 60,000 25,494 0 まち協設立準備会助成金で処理 -60,000      

事務費 66,000 54,690 30,000 まち協設立準備会助成金で負担分あり -36,000       

年会費 45,540 45,000 45,000 大津市自治連合会 -540           

渉外費・慶弔費 63,500 66,242 15,000 歓送迎会会費は計上しない -48,500      

火災予防活動謝礼金 60,000 60,000 60,000 山中比叡平消防分団 -                

餅つき大会費用 13,010 13,010 0 -13,010      

子ども図書館 38,941 38,941 0 -38,941      

卒業生への記念品 12,750 12,750 0 -12,750      

2,448,541 2,434,099 2,205,000 -243,541    

345,455 0 510,483 165,028      

410,403 -                

2,793,996 2,844,502 2,715,483 -78,513       合計

諸
　
費

決

算

未

計

上

分

支出合計

予備費

次年度繰越金

運
営
費

山中比叡平学区自治連合会　　　2019年度予算書案

科　　　　目

自
治
会
分
担
金

参
加
費

報
奨
金
等

雑収入

小計

科　　　　目

学
区
公
共
団
体
助
成
金

事
　
業
　
費
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No 会議構成団体 所　　属 氏　　　名 住　　 所 電　　話 メールアドレス

1 代表 　学区自治連合会長 　持田　貞彦 　比叡平3-24-16 　　　529-2622 nizihausu@yahoo.co.jp

2 　山中町自治会長 　大塚　照一 　山中町3-11 　　　529-2747

3 　一丁目自治会長 　大木　文雄 　比叡平1-8-23 　　　575-6364 oki.fumio@iris.eonet.ne.jp

4 　二丁目1区自治会長 　坂口　満子 　比叡平2-14-11 　090-1133-6394

5 　二丁目２区自治会長 　礒谷　真也 　比叡平2-36-8 090-51219013

6 　三丁目自治会長　　　　 　岡本　健 　比叡平3-19-6 　　　529-0267 takeshi_hiei@yahoo.co.jp

7 自主防災会 　学区自主防災会会長 　久保田　洋 　比叡平3-4-3 　　　529-1552 kubotahy2006@yahoo.co.jp 

8 　体育振興会会長 　山内　淳 　比叡平3-26-11 　　　529-2626 jun-yama@n-kokuen.com

9 　防犯推進協議会会長 　西口　幸一 　比叡平2-10-7 090-5678-1463 kn2415@yahoo.co.jp

10 　社会福祉協議会会長 　楠本　耕之 　比叡平3-36-21 　　　529-0149 cross-media@leto.eonet.ne.jp

11 　文化協会会長 　松田　忠敏 　山中町10-9 090-3996-0153

12 　青少年育成学区民会議会長 　藤井　輝基 　比叡平3-10-15 　　　529-2262

13 　交通安全協会山中比叡平支部長 　小林　浩之 　比叡平2-22-16 090-3275-9819 hirosan3887@maia.eonet.ne.jp

14 　人権生涯学習推進協議会会長 未定

15   民生委員児童委員協議会会長 　佐敷　靖夫 　山中町7-18 　　　529-2748

16 　子ざる会会長 　神野　恵生 　山中町6－5 080-3763-5994 groove440@gmail.com

17 　住民交流まちづくりセンター 　川岸　茂樹 　比叡平3-40-6             529-0357 kk115030@mx.scn.tv

18 　シニア倶楽部 　山部　勝弘 　比叡平1-14-23 529-0665

19 　消防分団分団長 　倉橋　安博 　山中町7－20　　　　 　   　529-2414

20 　比叡平小学校PTA会長 　上野　智史 　比叡平3-40-22

21 　皇子山中学校PTA地域委員長  千葉　マヤ 　比叡平１‐25-8  532-6695  yamabachi@ezweb.ne.jp

22 　施設管理委員長 　（岡本　健） 　比叡平3-19-6 　　　529-0267 takeshi_hiei@yahoo.co.jp

23 　公共交通対策協議会代表 　（大木　文雄） 　比叡平1-8-23 　　　575-6364 oki.fumio@iris.eonet.ne.jp

24 　自治連合会総務委員長　 　最上　公彦 　比叡平1-6-27 　　　507-6760 kmogami.hiei@zd.ztv.ne.jp

25 　自治連合会総務副委員長　 　林　怜子 　比叡平2-5-3  090-3715-9117 hayashireiko@icloud.com

26 　自治連合会総務 　福田　孝男 　比叡平1-10-10 　　　529-2083 fktakao@mwa.biglobe.ne.jp

27 　自治連合会総務 　西山　修子 　比叡平1-7-16 　　　529-1920 ynishiyama@nike.eonet.ne.jp

28 　自治連合会総務　 　吉原　寛美 　比叡平3-47-4 529-0929 3chomeflowerdo@gmail.com

29 会計 　自治連合会会計 立野　さゆり 　比叡平3-55-7 　　　529-0200 sayuri11282146@gmail.com

30 　比叡平小学校校長 　今井　由佳理 　比叡平1-45-1 　529-2596

31 　比叡平幼稚園・ひえい平保育園園長　桜井　人美 　比叡平1-45-3 　529-2060

32 　山中比叡平支所長・公民館長 　高橋　真樹 　比叡平3-57-1 　529-0146

33  児童クラブ代表指導員 　伊藤真理 　比叡平1-45-4 　529-2471

学区自治
連合会
総務

山中比叡平
地区

公共機関

　2019年度　　山中比叡平まちづくり協議会設立準備会議名簿

単位自治会

学区公共
団体

その他の
団体

PTA代表

学区自治連

別紙－5-1
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１．運営委員会役員名簿

No 役員 氏名 専門部会部会長

1 代表 　持田　貞彦

2 運営委員 　大塚　照一

3 運営委員 　大木　文雄 公共交通対策専門部会長

4 運営委員 　坂口　満子 比叡平二丁目１区自治会長 環境部会長

5 運営委員 　礒谷　真也

6 運営委員 　岡本　健

7 運営委員 　楠本　耕之 健康・社会福祉部会長

8 運営委員 　松田　忠敏 教育・生涯学習部会長

9 運営委員 　久保田　洋 防犯・防災部会長

10 運営委員 　土田　雅大 地域振興部会長

11 運営委員 　川岸　茂樹

12 会計 　立野　さゆり

13 事務局長 　最上　公彦

２．体制図

学区自治連総務委員長　

現所属

学区自治連会長

 比叡平三丁目自治会長
（ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ検討委員会委員長）

山中町自治会長 学区自治連副会長

公共団体代表

 比叡平二丁目２区自治会長
（行事担当常任理事）

公共団体代表

比叡平一丁目自治会長

2019年度　まちづくり協議会設立準備会名簿・体制図

学区自主防災会会長

 住民交流まちづくりセンター事務局長

学区自治連会計

設立準備会代表

設立準備運営委員会
委員長 持田貞彦

事務局
会計

専門部会運営
検討委員会

委員長 楠本耕之

自治会組織
検討委員会

委員長 大木文雄

ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
検討委員会

委員長 岡本 健
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