
 

山中比叡平学区まちづくり協議会 

2022 年度 定期総会 

 

 

議 案 書 
 

 

＜開催方法＞ 

総 会 

 

＜開催日＞ 

2022 年 5 月 20 日（金） 

 

＜議 案＞ 

第 1 号議案 役員の選出 

第 2 号議案 まちづくり協議会会則改定案 

第 3 号議案 2021 年度事業報告 決算報告 

第 4 号議案 2022 年度活動方針案 予算案 

 



議案書配布先 

 １．議決権行使者 

［会 長］       大木文雄 

［副 会 長］       岡本 健、久保田 洋 

［単位自治会]      小山、常秋、藤田、礒谷、（岡本）、磯谷、杉村、安倉、岩倉、佐々江、 

坂口、河本、藤後、河南、楠本、小林 

［専門部会長］      （久保田）、松田、山内、楠本、山内、土田、林 

［特別委員会］      岡本 

［学区公共団体等］   （久保田）、（山内）、西口、（楠本）、佐藤、大木、藤井、小林、佐敷、 

上原 

［コミュニティセンター］ 高橋 

［経  理]          藤堂 

［事務局長］        最上 

［監  事］         田畑、滝井 

※（ ）の氏名の方は重複していますので議決権はありません。 

※2022 年度定期総会の議決権の総数は３６票です。 

 

 ２．非議決権行使者 

［NPO、ＰＴＡ関係］  澤野 大津市立比叡平小学校ＰTA 会長 

千秋 大津市立皇子山中学校 PTA 地区委員長 

中本 やまのこひろば・やまのこ会代表 

笈田 ＮPO 法人比叡平・陽だまりの会理事長 

 

［公的機関］       前川 市民センター長、 

礒谷 大津市消防団山中比叡平分団長、 

万木 比叡平小学校校長、 

木下 ひえい平保育園、比叡平幼稚園園長 

神原 児童クラブ代表支援員 

 

 

＜事務局員＞      吉原・福田・加登・西山・小倉 

＜ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ＞  高橋、吉原、藤堂 

＜記録担当＞     吉原事務局員 
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第１号議案    

１ 会則第１２条２項に基づく総会出席者（書面表決者）の確認 

                                    総会添付資料‐１ 

２ 会則第７条２項に基づく運営委員の確認 

総会添付資料‐１ 

３ 会則第７条５項に基づく役員の承認 

1) 会長 

[運営委員会の選出]  会長 大木 文雄氏   

2) 経理 

[会長の推薦]  経理 藤堂 美由紀氏 

3) 事務局長 

[会長の推薦]  事務局長 最上 公彦氏 

 4) 監事 

   ［運営委員会推薦］ 田畑 三郎氏 

   ［運営委員会推薦］ 滝井 孝明氏 

 

なお、副会長 岡本 健氏、副会長 久保田 洋氏は任期がもう 1 年ありますので、今回は選 

任されません 

 

４ 専門部会長の確認 

総会添付資料‐１ 

2



役職１ 役職２ 役職１ 役職２

1 大木　文雄 会長 30 上原　拓哉 委員 子ざる会会長

2 岡本　健 副会長 ３丁目自治会長 31 礒谷　一治 委員 山中町副会長

3 久保田　洋 副会長 防犯・防災専門部会長 32 杉村　涼子 委員 1丁目自治会副会長

4 小山 　松朗 運営委員 山中町自治会長 33 安倉　弘志 委員 1丁目自治会副会長

5 常秋　美作 運営委員 １丁目自治会長 34 岩倉　順子 委員 1丁目自治会副会長

6 藤田　曜彰 運営委員 ２丁目1区自治会長 35 佐々江義博 委員 ２丁目１区自治会副会長

7 礒谷　真也 運営委員 ２丁目2区自治会長 36 坂口　満子 委員 ２丁目１区自治会副会長

8 （岡本　健） 運営委員 ３丁目自治会長 37 河本　光央 委員 ２丁目2区自治会副会長

9 （久保田　洋） 運営委員 安心・安全専門部会長 38 藤後　健二 委員 ３丁目自治会副会長

10 松田　忠敏 運営委員 教育・文化専門部会長 39 河南　厚子 委員 ３丁目自治会副会長

11 楠本　耕之 運営委員 社会福祉専門部会長 40 楠本　耕之 委員 ３丁目自治会副会長

12  土田　雅大　 運営委員 まちおこし専門部会長 41 小林　隆二 委員 ３丁目自治会副会長

13 山内　淳 運営委員 体づくり専門部会長

14 林　怜子 運営委員 環境美化専門部会長 1 笈田　昭 列席者 NPO法人比叡平・陽だまりの会理事長

15 岡本　健 運営委員 施設管理委員会委員長 2 澤野まどか 列席者 比叡平小学校PTA会長

16 最上　公彦 運営委員 まちづくり協議会事務局長 3 千秋明美 列席者 皇子山中学校PTA地域委員長

17  藤堂美由紀　 運営委員 まちづくり協議会経理 4 中本みどり 列席者 やまのこひろば・やまのこ会代表

18 高橋　和宏 運営委員 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ代表者 5 前川典美 列席者 大津市役所山中比叡平支所長

19 田畑　三郎 監　事 6 神原　依子 列席者 児童クラブ代表支援員

20 滝井　孝明 監　事 7 万木　美穂 列席者 大津市立比叡平小学校校長

21 （久保田　洋） 委員 自主防災会会長 8 木下　尚子 列席者 ひえい平保育園比叡平幼稚園園長

22 （山内　淳） 委員 スポーツ振興会会長 9 礒谷　真也 列席者 大津市消防団山中比叡平分団長

23 西口　幸一 委員 防犯推進協議会会長

24 大木　文雄 委員 人権生涯学習推進協会長 1 　福田　孝男　 事務局 まちづくり協議会事務局員

25 藤井　輝基 委員 青少年育成学区民会議会長 2 加登佐知子 事務局 まちづくり協議会事務局員

26 小林　浩之 委員 交通安全協会山中比叡平支部長 3 吉原　寛美 事務局 まちづくり協議会事務局員

27 （楠本　耕之） 委員 社会福祉専門部会長 4 西山　修子 事務局 まちづくり協議会事務局員

28 佐敷　靖夫 委員 民生委員児童委員協議会会長 5 小倉みつの 事務局 まちづくり協議会事務局員

29 佐藤健大郎 委員 文化協会会長

氏名

2022年度まちづくり協議会　総会出席者名簿

まちづくり協議会役職 まちづくり協議会役職
Ｎｏ 氏名 Ｎｏ

総会添付資料-１
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第２号議案   まちづくり協議会会則改定案 

 
１．改定の趣旨 
  自治会館の大規模修繕等不測の出費に備えるために、毎年の決算時の余剰金から積立金を設け

る。 

 

２．改定内容 （追加変更箇所のみ表示） 

 （運営委員会） 

第１３条 運営委員会は、四半期ごとに開催する。ただし、会長が必要と認めたとき、運営委員の過半

数の請求があった場合および監事からの請求があった場合は、会長が速やかに会議を開催しなけれ

ばならない。 

２ 運営委員会は、第 7条に定める役員と運営委員を持って構成する。 

３ 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１） 事業計画・事業報告の作成に関する事項 

（２） 予算・決算の作成に関する事項 

（３） 会則の制定又は改廃等に関する事項 

（４） まちづくり計画の策定又は修正に関する事項 

（５） 専門部会の報告に関する事項 

（６） 特別委員会の報告に関する事項 

（７） 行政等と協議すべき案件に関する事項 

（８） 積立金の処分移管に関する事項 

（９） その他会長が必要と認める事項 

 

 （積立金） 

第２２条 協議会は自治会館の将来の大規模修繕等不測の支出に対応するための、積立金を設けること

ができる。 

 ２ 積立金は金融機関に預金し、監事はその残高を毎年確認する。 

 ３ 積立金の金額は運営委員会にて決定する。 

 ４ 積立金の処分移行については運営委員会で決定する。 

 

第 22 条→第 23 条、第 23条→第 24 条、第 24 条→第 25 条、第 25 条→第 26条、第 26 条→第 27 条 

に変更 

 

（附則） 

４ この会則の一部改定は２０２２年５月２０日より施行する。 
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第３号議案   ２０２１年度活動報告及び決算報告 

Ａ．2021 年度まちづくり協議会事業報告 

１． コミュニティーセンター発足二年目 

山中比叡平学区まちづくり協議会が、大津市と委託契約を結び「公民館」が「コミュニテ

ィーセンター」に変わって二年目が経過しました。三名のコミセン職員も、そこを訪れる住

民の方々もその在り方に大分慣れ、大いに活性化し始めました。印刷、様々な情報、コミセ

ン主催の教室や体操に、あるいは会議等で、一日中人々が訪ねて、にぎわうようになりまし

た。月報『やまひ日和』、ホームページ、ＬＩＮＥ等も充実してきました。 

２． コミセンマーケットの定着 

二ヶ月に一回のコミセンマーケットが定着してきました。店頭数も回を追うごとに増え、

多様性が出てきました。課題は、駐車スペースの確保です。 

３． 住民交流センターが「自治会館こもれび」として管理されることに 

「自治会館こもれび」は、鹿対策のネットが設置され、広々とした中庭花壇にきれいな花々

が咲き誇り始めました。トイレも改装され、真新しい渡り廊下も作られ、Wi－Fi が通り、イ

ンターネットもできるようになりました。コミセンマーケットも一度中庭で開催され、益々

多様に利用されるようになりました。 

４． 滋賀共有山林組合が所有するテニスコートとの委託契約の継続と発展 

新しく整備されたオムニ・テニスコートには、連日、京都や大津から沢山のテニス愛好家たち

が練習をしにやって来ています。さらに山中比叡平の住民の方々にもその存在が認知され始め、

テニスコート使用率がどんどん高まってきました。使用料の配分がまち協にもあり、それはまち協

の自主財源にもなっています。 

５． 山中比叡平環境整備チーム発足 

比叡平三丁目市先市道脇の草刈り及び不要木伐採、あるいは必要に応じてその他の地域の

草刈り等を、実施するために山中比叡平環境整備チームが出来、早速作業を開始しています。 

６． 比叡平小学校からの「だいらっこの森」整備委託事業 

2022 年 1月～3月にかけて、まち協は、「だいらっこの森」整備を行いました。小学校の児

童生徒たちが、その森で楽しく遊び、学べるようにしました。 

７． 市の「花づくり活動」助成金で、花壇を美しく 

 「センター花壇」、「やまびこ花壇」、「こもれび花壇」の三ヶ所が美しく花々で飾られまし

た。 

８． 市の「地域元気づくり事業」の助成金で、『私たちの山中比叡平解体新書：現在と未来篇』発行 

 昨年度の『私たちの山中比叡平解体新書：歴史と記録篇』の発行に続いて、今年度は市の助

成金を受けて『私たちの山中比叡平解体新書：現在と未来篇』を発行しました。 

９． 市の「活性化事業」助成金で『広報総集編』を発行 
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１０． 市の「まち歩きウオッチング」助成金で、比叡平から山中の山城を通って、山中町往復を楽しむ 

 11 月 23 日は、晩秋でかなり寒かったのですが、100 名ほどの参加者がありました。支所セ

ンターを出発し、山中の山城越えをし、山中会館に到着し、広場で、バーベキュー、焼きそ

ば、ピザ、お茶等で昼食をし、しばらく遊んだ後、午後解散しました。 

 山越えの道を予め整備するために、23日前の二日間、関係者で山城越えに登り木の伐採や

トラロープ張り、道路標識制作等の仕事に携わりましたが、その重労働は忘れられないもの

になりました。 

１１． コロナ感染を避けながら、講演会、音楽会、ハロウィン等を開催 

10 月に芥川賞作家高城修三氏、1 月に梁山泊比叡平島元健作氏の講演会が行われました。

12 月には、音楽週間と名付けて、三つの音楽会「バイオリン、ヴィオラ、ピアノによるコン

サート」「愛と平和のコンサート」「うたうたいとダンスのコラボレーション」が連続して行

われました。若い方々の積極的な活動により、街づくりが大いに期待されます。10 月のハロ

ウィンは、子供たちがそれぞれ大胆に仮装して、センター、青い鳥の谷、子ども図書館等に、

遊びに行きました。ハロウィンは子供たちの毎年の定例行事として期待されるものになって

きました。その他、色々な楽しい催し物が開催されました。 

１２． 8 月の大雨災害 

 8 月、大雨災害で、床下、床上浸水が発生。京都側と大津側の幹線道路が寸断され、山中比

叡平は陸の孤島と化しました。まち協では、早急な対策を講じるように、市に要望しました。

県道 30 号線の災害対策の工事が、今年度至る所で行われています。このような災害は毎年起

こるもので、私たちは、自主防災会や消防団と密接に連携しながら、さらなる災害への意識

化をしていかなければなりません。 

１３． まち協は各単位自治会の会長と組長の方々に、自治会の仕事に対するアンケートを実施 

    自治会の仕事軽減がこれからの課題になります。 

１４． 移動スーパー「とくしまる」が巡回販売 

   水曜日と土曜日に、山中比叡平の各地域を巡回しています。 

１５． 南自治会館の入り口を整備 

   南自治会館の図書館に来る子供たちが危なくないようにと、ブロック塀をきちんと作りな

おし、土をその中に運び入れました。長年の課題がこれで解決しました。 

１６． コロナ禍で、イベントが軒並み中止 

   「琵琶湖市民清掃」だけが縮小されて実施されましたが、「総合防災訓練」「グランドフェ

スティバル」「夏祭り」「文化祭」等、中止に追い込まれました。大人数が集まるようなイベ

ントは、今後もしばらくは行われないかもしれません。来年度からのイベント開催は大きな

課題です。 

１７． バス通りの歩道設置に向けて 

歩道のないバス通りを解消するために、学区要望書に「歩道設置」を盛り込みました。

結果、「見なし歩道」の設置が実現することになりました。まもなく工事に入る予定です。 
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１８． 2 月、住宅火災 

      三丁目で、住宅一棟が焼ける火事がありました。私たちが日ごろ親しくしていた高齢者

の方がお亡くなりになりました。こういう悲しいことが起こらないように、きめ細かな対

策を講じていかなければならないと思います。 

１９． ５月、「青い鳥の谷」に鯉のぼりが泳ぐ 

２０． 「やまびこ花壇・農園」が拡大整備される 

２１． 県道 30 号線山中町入口にゴミ捨て禁止の看板を設置 

 

 

Ｂ ２０２１年度決算報告 

１．まちづくり協議会一般会計 2021 年度決算         

i. 主な収入は学区自治連合会からの協賛金および繰越金、大津市からの各種助

成金、事業収入等です。 

ii. 主な支出は各種公共団体等への助成金および行事開催費、運営管理費、記念

出版費、予備費支出です。  

iii. 自治会館の大規模修繕に対応するため、積立金を行うことにしました。 

iv. 特に今年度は比叡平団地５０年を記念して、これまでの当学区の歩んできた記録

の記念出版および現在、未来編を発行しました。 

v. 今年度は新型コロナウイルス流行の影響により各公共団体の活動および夏祭り等

の行事が制限されました。この結果、予算執行が少なく約８７万円の残金が出まし

た。これを２０２２年度への繰越金として計上します。 

vi. 詳細及び監査結果は 総会添付資料３-1 をご覧ください。 

 

 ２．まちづくり協議会特別会計（コミュニティセンター）2021 年度決算 

i. 主な収入は大津市よりのコミュニティセンター委託運営費および繰越金です。 

ii. 主な支出は講座開設費、事業費、人件費、運営費、備品費です。 

iii. コミュニティセンター2 年目であり、パソコンとプリンターを備品として購入しました。 

iv. 今年度は新型コロナウイルス流行の影響により、講座開催や新規講座開設が制

限されました。この結果、予算執行が少なく約７８万円の残金が出ました。これを２

０２２年度への繰越金として計上します。 

v. 詳細及び監査結果は 総会添付資料３-2 をご覧ください。 
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第４号議案   ２０２２年度活動方針案及び予算案 

Ａ ２０２２年度活動方針案 

１． 新型コロナウイルス感染阻止の対策を徹底します。 

２． 自治会への加入促進運動を強化します。 

３． 6 専門部会（①防犯・防災、②地域振興、③環境、④スポーツ振興、⑤社会福

祉、⑥教育・生涯学習）それぞれの充実した活動を推進します。 

４． まちづくり協議会主催行事については、新型コロナウイルス流行等の状況を判

断し、開催の有無を決定します。開催される行事については充実した内容にしま

す。 

５． まち協、コミュニティセンターのさらなる充実・発展を推進します。 

＊子どもたちの学習会、遊び教室等、あるいは地域住民による講演会、展示会、

コンサート等、あるいは２ヶ月に１回のコミセン・マーケットを充実したものにしま

す。 

６． まち協ホームページ、月報『やまひ日和』、まち協『広報』等の情報発信ツールは

より内容を充実し、学区内、学区外の情報をすみやかに、詳細に発信します。 

７． 高齢者への健康、親睦等の新たな対策を考えます。 

８． 子どもたちがすくすくと健康に明るく育つために私たちは全力で応援します。 

９． 特色ある小学校づくりを支援します。 

１０． 防災について、様々な角度から対策を施し、防災意識を高めます。 

１１． 花や木を植え、環境を整備して、美しいまちづくりを推進します。 

１２． まち協の法人化を実現させるために、積極的に審議していきます。 
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Ｂ ２０２２年度予算案 

 １．まちづくり協議会一般会計 2021 年度予算案     ［総会添付資料 ４-1］ 

i. 主な収入は学区自治連合会からの協賛金、前年度繰越金、大津市からの

各種助成金、事業収入等です。 

ii. 主な支出は各専門部会への助成金および行事開催費、運営管理費、記

念出版費、予備費支出です。  

    ⅲ． 特に専門部会へは、構成する各公共団体等や任意団体への助成金を一

括して支出し、専門部会内での調整を可能としました。 

 

 ２．まちづくり協議会特別会計（コミュニティセンター）2021 年度予算案 

                                    ［総会添付資料 ４-2］ 

i. 主な収入は大津市よりのコミュニティセンター運営費および繰越金です。 

ii. 主な支出は講座開設費、人件費、運営費、備品費です。 

iii. コミュニティセンター開設３年目ですので、新規講座や新規事業を活発に

行える予算配分としました。 
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収入の部（単位　：　円）

詳細 決算案  予算額 詳細
単位自治会協賛金
（800円×1000世帯 ）

763,200        800,000        単位自治会協賛金（800円×1000世帯 ）

事業所会費 -                  50,000          事業所会費

学区自治連報奨金 118,000        120,000        学区自治連協賛金

地域安全活動 30,000          30,000          地域安全活動

21年度一斉清掃 59,250          60,000          22年度一斉清掃

まち歩きウオッチング 30,000          30,000          まち歩きウオッチング

広報総集編 100,000        100,000        広報総集編

3年間の2年目 200,000        200,000        3年間の3年目

解体新書 200,000        200,000        子ども図書館関連

広告、テニス、委託他 518,000        400,000        広告、テニス、委託他

単位自治会より 98,100          100,000        単位自治会より
2丁目2区より60,000、
グランド管理費63,910／2

90,410          123,910        2丁目2区より、　グランド管理費・整備費

809,494        869,553        

2                  -                  

3,016,456     3,083,463     

支出の部（単位　：　円）

詳細 決算案 予算額 詳細

学区自主防災会 150,000        

地域防犯推進協議会 190,000        

交通安全協会 50,000          

文化協会 10,000          文化祭費用50,000円

青少年育成学区民会議 10,000          ホタル観賞会10,000円

人権生涯学習推進協議会 -                  人権講演会費用はコミセン

子ざる会 130,000        

餅つき大会費用10,000円

餅つき大会 -                  

スポーツ振興会 97,500          まち歩きウオッチング30,000円

まち歩きウオッチング 30,057          

市民清掃60,000

環境整備事業100,000

空地空家調査費20,000

夏まつり50,000円

小計 881,471        1,220,000     

広報総集編 115,500        120,000        10万円は大津市補助金

月報 まち協設立支援金の内 172,460        180,000        まち協設立支援金の内

月報制作委託費 コミセン1/3負担 -                  240,000        年間36万円の2/3負担

子ども図書館事業費 2021年度よりコミセン事業 -                  190,000        図書購入費、施設使用料、情報設備費

小計 287,960        730,000        

会議費 7,454            10,000          

通信費 1,100            30,000          南自治会館インターネット設置

事務費 まち協設立支援金の内2万円 56,539          70,000          まち協設立支援金の内2万円

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

事務局報奨金 110,000        110,000        大津市学区自治連報奨金の内

渉外費・慶弔費 19,200          20,000          

小計 239,293        285,000        

合計 1,408,724     2,235,000     

全会員に配布 392,590        -                  

自治会館大規模修繕積立金 300,000        300,000        自治会館大規模修繕積立金

南自治会館擁壁他 45,589          548,463        

2,146,903     3,083,463     

869,553        

運
営
費

記念出版費

積立準備金

390,000        

260,000        

150,000        
160,000        

180,000        

63,914          180,000        

-                  50,000          

学
区
公
共
団
体
等
助
成
金

防犯防災専門部会

教育・生涯学習専門部会

社会福祉協議会

まちづくり協議会一般会計　2022年度予算案　

 2022年度予算案

わがまちづくり活性化事業（公
募）

まちづくり協議会支援金

事業収入

元気作り助成金

事
業
費

科　　　　目
2021年度決算

単位自治会負担金（協賛金）

事業所その他負担金（会費）

広報総集編

社会福祉専門部会

受託収入

学区自治連合会    報償金

合計

2022年度予算

予備費支出

繰越金

まち協2020年度繰越金

雑収入

収入合計

科　　　　目
2021年度決算

地域振興専門部会 夏祭り

スポーツ振興専門部会

環境専門部会 市民清掃

総会添付資料 4-１
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収入の部（単位　：　円）

決算金額 詳細 予算金額 詳細

       5,664,010
講座開設費、人件費事業費、運
営費、　備品費

       5,664,010
講座開設費、人件費事業費、運
営費、備品費

       1,131,477 2020年度繰越金           786,271 2021年度繰越金

11                 利息他 -                   

6,795,498       6,450,281       

支出の部（単位　：　円）

決算金額 詳細 予算金額 詳細

講座開催費 120,280          
ニコニコキッズ、ハロイン、クリス
マス、凧作り他　こども各種遊
具、パネル等

300,000          

講演会、展示会開催 113,369          パネル、講師謝礼等 100,000          

新規講座開設費 150,519          150,000          

小計 384,168          550,000          

まち歩きウオッチング 72,333           まち協負担は補助金部分3万円 -                   

月報 360,000          制作委託費（全額負担） 120,000          委託費1/3負担

子ども図書館運営 99,799           図書購入費、運営費他 -                   

文化・スポーツ事業 115,775          ソフトバレーボール用具代他 150,000          

高齢者元気づくり事業 20,860           150,000          

情報機器サポート事業 -                   480,000          パソコン・スマホ使い方指導

記念出版費 -                   第2回出版費用をコミセン負担 -                   

小計 668,767          900,000          

コミセン職員給与 3,575,678       ３名分 3,758,400       3名とも非常勤職員

社会保険料 730,383          労働年金、労災保険、雇用保険 40,000           労災保険、雇用保険

租税 47,400           所得税 47,400           

小計 4,353,461       3,845,800       

会議費 9,587             資料コピー代 10,000           

通信費 73,478           インターネット、郵便等 70,000           

事務費 78,581           全額コミセン負担 150,000          

旅費交通費 35,520           バス代等 50,000           

小計 197,166          280,000          

情報機器整備費 87,149           パソコン、レーザープリンター他

情報環境整備費 17,600           ひかり通信回線導入 -                   

その他備品費 290,306          物置、他 150,000          

小計 395,055          150,000          

10,610           724,481          残金は2023年度へ繰り越し

6,009,227       5,725,800       

786,271          

6,795,498       5,725,800       

2021年度決算

2021年度決算

講
座
開
設
費

科　　　　目

2022年度　まちづくり協議会特別会計予算案（コミュニティセンター）

コミセン管理委託費用

繰越金

2022年度予算案

2022年度予算案

支出合計

繰越金

　予備費

雑収入

収入合計

科　　　　目

事
業
費

人
件
費

運
営
費

備
品
費

合計

総会添付資料 4-2
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行事（事業）名
 アンケー

ト結果 開催日、担当専門部会 備考

40 開催予定日：5月29日（日）

実行責任部会：防犯・防災専門部会

18 開催予定日：6月中旬

実行責任部会：教育・生涯学習専門部会

36 開催予定日：6月19日（日）

実行責任部会：環境専門部会

22 開催予定日：8月下旬

実行責任部会：地域振興専門部会

 グランドフェスティバル 16 開催予定日：未定

実行責任部会：スポーツ振興専門部会

 文化祭 26 開催予定日：10月開催を検討

  （木下美術館協賛） 実行責任部会：教育・生涯学習専門部会

13 開催予定日：11月下旬

実行責任部会：スポーツ振興専門部会

開催予定日：　12月中旬

実行責任部会：教育・生涯学習専門部会

11 開催予定日：2月～3月 開催月日を再検討

実行責任部会：社会福祉専門部会

開催予定日：　10月下旬

実行責任部会：コミセン

開催予定日：奇数隔月第2土曜日

 実行責任部会：まち協事務局

開催予定日：　

実行責任部会：山中町自治会

開催予定日：8月中旬

実行責任者：山中町自治会
 山中町盆踊り

 スポーツフェスティバルと
して新規に考えることも検
討

山中比叡平学区まちづくり協議会  2022年度　行事（事業）計画案

 スポーツフェスティバルと
して新規に考えることも検
討

 ハロウィン

 コミセンマーケット

 餅つき大会

 年末音楽会

 ホタル鑑賞会

 市民清掃

 総合防災訓練

 まち歩きウオッチング

 夏祭り

 樹下神社初詣、
春の大祭、秋の大祭

総会添付資料 ４－３
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