地区まちづくり協議会平成２３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２３年度活動内容

⑤支援制度活用

●１０月３０日 第４回「白川金色院ロマンの夕べ」を開催
【内
容】 白川野鳥の会、軽音楽、地蔵院での落語、白川玉露の販売などを集会所で実施した。
●１２月 ３日 先進地視察 場所：滋賀県高島市針江地区
【参加人数】 ２４名
【内
容】 琵琶湖畔でのヨシ刈りとカバタと呼ばれる湧水を利用した施設を見学した。地区が自主 ・まちづくり専門家派遣（森 正美氏） １回
的にカバタの利用や見学者の案内など、地域資源の保護と運営を独自で行っていることに、白川区と
して勉強になった。
・活動費助成
● ２月１９日 文教大学 森教授のゼミ報告会 まちづくり専門家派遣 森 正美氏
【参加人数】 ４０名
【内
容】 白川区の歴史、「人々の暮らしとお茶の生産」について学生が勉強したことを報告いた
だいた。

● ４月 ５日 「自治会だより」等を通じて、地区まちづくり計画認定申請の報告
● ８月１７日 第１２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計画」の認定の審議について
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南陵町地区
まちづくり協議会

● ８月２２日 「南陵町地区まちづくり計画」の配布準備
【内
容】 まちづくり計画認定後に配布する冊子の配布先の調査（地区外地権者）を含めて、作成
よい町を育んでゆくことを目的 の準備と配布方法を決定した。
Ｈ２０年
とし安心、安全、良好な住環境を
・活動費助成
１２月８日
守る為の活動。
●１２月２２日〜翌年１月３０日 「南陵町地区まちづくり計画」の保存版を配布
● ２月 １日 工事等に関する協定書の見直し
● ３月 １日 空地・空家の実態調査
● ３月２５日 同地区内の会合
【内
容】 「南陵町地区まちづくり計画」施行後の活動報告と今後の取り組み計画を報告した。

● ６月１９日 地区まちづくり協議会総会開催
【内
容】 まちづくり計画作成を中心とする活動方針を決定した。
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南御蔵山地区
まちづくり協議会

● ８月２１日 「まちづくり通信 第３号」を全戸回覧に向けて各街区長に配布
本協議会は、緑ゆたかで閑静な 【内
容】 当地区の計画案作成活動と先進地区で既に作成された計画案を紹介した。
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２２日 出前講座 宇治市建築指導課
８月１４日 まちづくりの実現に向けて、その 【内
容】 「耐震工事とはどんなものか」を受講した。
具体化と推進をはかることを目的
とする。
● １月２３日 まちづくり資料「南御蔵山自治会 住環境関係活動小史」を完成
● ３月１１日 第１０回役員会及び「まちづくり通信 第４号」の全戸配布
【内
容】 「まちづくりの計画案」の一応の完成を了承。まちづくり通信を非自治会員も含み、全
戸配布した。

・出前講座（建築指導課） １回

①名称

②認定日

③協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

④平成２３年度活動内容

⑤支援制度活用

● ５月１２日 総会
● ６月 ９日 臨時会議
【内
容】 宇治ショップ跡地のマンション計画について協議
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5

6

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

明星町地区
まちづくり協議会

六地蔵地区並びに木幡御蔵山地
域の一部の都市機能と生活環境の
Ｈ２１年
向上をはかり、安全かつ快適で文
９月２５日
化的な街づくりを推進することを
目的とする。

Ｈ２２年
２月８日

● ７月 ５日
● ７月１４日
● ９月 ８日
●１０月１６日
●１１月 ３日
●１１月１０日
●１１月３０日
●１２月２８日
● １月１２日
● ３月 ８日

京都銀行新築計画の聞き取り
定例会議開催
定例会議開催
防災訓練実施
六地蔵秋祭り開催に参加協力
定例会議開催
東急建設と工事協定書締結
歳末防犯パトロール
定例会議開催
定例会議開催

・該当なし

●５月 第１８回協議会
【内
容】 ３月の総会で決めた今年度の取り組み「区内で野菜などの栽培をより促進させる」につ
いて議論した。新鮮野菜を提供する場所が必要とのことから、まず販売所を制作することになった。
●５月 第１９回協議会
○ 緑豊かな美しい自然を生かし
【内
容】 吊り売り販売所を制作した。
たまちづくり
●６月 協議会プレ企画
【内
容】 ホタルと焼肉の夕べを開催、ホタルパトロールを実施した。
○ 生涯住み続けられる住環境を ●７月 第２０回協議会 まちづくり専門家派遣 石本幸良氏
・まちづくり専門家派遣（石本 幸良氏） １回
つくるまちづくり
【内
容】 市街化調整区域内における住宅建築など地区計画について学習した。石本氏に、京都大
原地区小出石町の取り組みについて話を聞いた。
・出前講座（都市計画課）
１回
○ 助け合って生きていけるまち ●９月 第２１回協議会 出前講座 宇治市都市計画課
づくりを目標としたまちづくりを 【内
容】 前回に続いて、市街化調整区域内における活性化問題について学習した。「市街化調整
行うことを目的とする。
区域とは」について話を聞いた。
●１０月及び１１月 第２２、２３回協議会
【内
容】 鳥獣被害パトロールを実施した。
●１２月〜３月 「平成２３年度防護柵設置宇治市事業」を実施。
●１月 第２４回協議会
【内
容】 鳥獣害パトロール結果より河川周辺の樹木を伐採した。

明星町地区の住環境を良好に保
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
６月１１日
りの実現に向けて、その具体化と
推進を図ることを目的とする。

●４月 まちづくりフリーマーケットに参加
【内
容】 莵道明星園と地域と仲間たちの集いにまちづくりフリーマーケットで参加、東日本大震
災に義援金として寄付した。
●５月 住民アンケートを実施
●７月 南陵町地区まちづくり計画作成プロセスの聴き取り
【参加人数】 ６名（地区まちづくり委員）
【内
容】 南陵町地区まちづくり協議会会長から、南陵町地区まちづくり計画を制定されたプロセ
スについて聞いた。
・該当なし
●１０月 タウンウォッチング
【内
容】 明星町地区まちづくり協議会員で南陵町地区まちづくり協議会の協力のもと、南陵町の
タウンウォッチングを実施した。
●１１月 まちづくりフリーマーケットを開催
【内
容】 町内三角公園で子ども会の協力を得て開催し、売上の１０％を東日本大震災に義援金と
して寄付した。
●３月 自主防災を考えるフォーラムの開催
【内
容】 前林清和神戸学院大学教授を招いて、開催した。

