地区まちづくり協議会平成２２年度活動報告
①名称
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白川区
まちづくり協議会

②認定日

③協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

１) 白川地区の良好な景観形成を
目指し、景観の保全と育成を検討
する。
２) 白川地区の歴史文化の保全と
継承及び観光振興のため、金色院
跡などの文化財保護や整備を検討
Ｈ２０年 する。
６月２６日 ３) 白川地区の交通問題の解決に
向けて、道路等のあり方について
検討する。
４) 白川地区の特産である茶業の
振興に向けて検討する。
５) 白川地区の福祉の充実に向け
て検討する。

④平成２２年度活動内容

⑤支援制度活用

● ７月２２日 区まちづくり協議会 勉強会 出前講座
【参加人数】 ９名（役員）
【内
容】 講師として、市都市計画課主幹と歴史まちづくり推進課主幹を招いて、区まちづくりに
ついての今後の対応について協議した。
● ８月１９日 区まちづくり協議会 勉強会
・出前講座（都市計画課及び歴史まちづくり推進
【参加人数】 １１名（役員）
課） １回
【内
容】 講師として、市都市計画課主幹と歴史まちづくり推進課主幹を招いて、白川金色院跡の
歴史について協議した。
● ３月２０日 区まちづくり協議会の要綱改正、組織等の充実化
【内
容】 要綱の主な改正点は、組織の中で幹事会を設けて、毎月１回の幹事会を定例化していく
ことが決まった。
● ４月３０日 市当局に地区まちづくり計画(素案)を修正した箇所の説明
● ５月２７日 第８回宇治市まちづくり審議会に出席
【内
容】 「南陵町地区まちづくり協議会の計画(素案)」を提出し、現地視察に立ち合った。
● ６月１４日 「南陵町地区まちづくり計画（素案）」の再修正
● ７月２６日 「南陵町地区まちづくり計画（素案）」再提出
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南陵町地区
まちづくり協議会

● ９月
よい町を育んでゆくことを目的 【内
Ｈ２０年
とし安心、安全、良好な住環境を
１２月８日
守る為の活動。
●１０月
【内

６日 ４役会議を開催
容】 計画(素案)と同意書の最終決定、今後の取り組みに関して意見交換をおこなった。
３日 協議会開催の準備
容】 計画(素案)を地区と地区外の方々に配布をおこなった。

・出前講座（都市計画課） １回
・活動費助成

●１１月２１日 協議会を開催 出前講座 宇治市都市計画課
【内
容】 第１部「南陵町地区まちづくり計画(案)」説明会、第２部定例協議会総会で「南陵町地
区まちづくり計画(案)」が「総会承認(案)」となり、同意書の提出をお願いした。
●１２月 １日 同意書提出のお願いと収集の準備作業
● １月１０日 「南陵町地区まちづくり計画（承認案）」と「同意書」の配布及び収集
● ５月１６日 協議会総会の準備、委員の異動、活動の検討
● ６月１３日 南御蔵山地区まちづくり協議会総会開催
【内
容】 H２２年度の役員の選出と今年度の活動方針「まちづくりに関するアンケートおよび勉強
会」を推進することを決定した。

3

南御蔵山地区
まちづくり協議会

● ９月 ５日 第１回まちづくり協議会開催
容】 アンケート実施の件や今後の協議会活動、その他を協議した。
本協議会は、緑ゆたかで閑静な 【内
住環境を維持し、住民の快適で安
Ｈ２１年 全な生活を守ることを目標とした ●１０月 ３日 第２回まちづくり協議会開催
容】 アンケートの集計・結果、市役所からの依頼の件、その他を協議した。
８月１４日 まちづくりの実現に向けて、その 【内
具体化と推進をはかることを目的
●１１月２３日 第３回まちづくり協議会開催 出前講座 都市計画課
とする。
【内
容】 市当局と他の４地区の代表者と南御蔵山地区のタウンウォッチングをおこなった。
●１２月１２日 勉強会 危機管理課
【内
容】 「宇治市の防災に係わる取り組み」と題する講演会を開催した。
● ３月１３日 第４回まちづくり協議会開催
【内
容】 今年度のまとめや次年度の活動計画、その他を協議した。

・出前講座（都市計画課） １回

①名称
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宇治市北の玄関
街づくり協議会

志津川地区
まちづくり協議会

②認定日

③協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

④平成２２年度活動内容

● ５月１３日 総会
● ７月 ８日 定例会議開催
● ９月 ９日 定例会議開催
六地蔵地区並びに木幡御蔵山地 ●１１月 ３日 六地蔵秋祭り開催に参加協力
域の一部の都市機能と生活環境の ●１１月１１日 定例会議開催 まちづくり専門家派遣 横倉幸司氏
Ｈ２１年
向上をはかり、安全かつ快適で文 【内
容】 今後、進めていくべき活動を商業的視野からのアドバイス
９月２５日
化的な街づくりを推進することを
目的とする。
●１２月２８日 歳末防犯パトロール(雨天の為中止)
● １月１４日 定例会議開催
● １月２０日 京都府くらしの安心推進員養成研修会開催
● ３月１０日 定例会議開催

Ｈ２２年
２月８日

⑤支援制度活用

・まちづくり専門家派遣（横倉 幸司氏） １回

● ５月１５日 第８回協議会役員会
【内
容】 京都府保健環境所の方から、蛍の育成について指導助言を受ける。
● ６月１２日 第９回協議会 「志津川を河川ウォッチング」及び第１０回協議会役員会
【内
容】 蛍や鮎等の生息環境状況を調査をおこなった。役員会では、ホタル育成の先進地視察を
決める。
● ９月１８日 第１１回協議会 井手町多賀地区南谷川
○ 緑豊かな美しい自然を生かし
【内
容】 蛍の自然育成に成功している井出町多賀地区南谷川の状況調査見学した。
たまちづくり
●１０月２３日 第１２回協議会役員会
【内
容】 ホタル保護規則(案)を議論し、区民の意見集約後、３月に決めることを確認した。休耕
○ 生涯住み続けられる住環境を
田の活用について議論した。
つくるまちづくり
●１１月２１日 第１３回協議会 「市道志津川１８号線のフィールドワーク」
・該当なし
【内
容】 東海自然歩道に通じる市道志津川１８号線のフィールドワークを実施した。
○ 助け合って生きていけるまち
●１２月１１日 第１４回協議会役員会
づくりを目標としたまちづくりを
【内
容】 五和の園加入承認、園芸広場の募集の件について
行うことを目的とする。
● １月２２日 第１５回協議会 「市道志津川１８号線の道づくり」
【参加人数】 ２０名
● ２月 ５日 第１６回協議会役員
【内
容】 福祉の園加入を承認。「市道志津川１８号線の道づくり」の反省会と打ち上げを実施し
た。
● ３月 ５日 第１７回協議会 「第１回総会」
【内
容】 記念講演「鳥獣被害の現状と先手必勝の予防対策について」を開催した。
●４月 タウンウォッチング
【参加人数】 １０名（まちづくり委員）
【内
容】 町内ワークショップ及び住環境や街のバリアフリー化、公園の整備等を見て回った。
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明星町地区
まちづくり協議会

●６月 講義の受講
明星町地区の住環境を良好に保 【内 容】 会員募集や運営について、森教授（京都文教大学）に話していただいた。
ち、健康で安心できる、安全で、
Ｈ２２年
住んでよかったと思えるまちづく ●９月 まちづくりウォーキングを開催
６月１１日
りの実現に向けて、その具体化と 【参加人数】 １６名
推進を図ることを目的とする。
【内
容】 ２班に分かれて町内をウォッチングした。
●１１月 まちづくりフリーマーケットを開催
【内
容】 １３名の出店があり、多数の来場者もあったので有意義に住民交流ができた。
●平成２２年度は、まちづくりニュースを２回発行し、町民８６０世帯に配布。

・該当なし

