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今年度（H29.4.1～H30.3.31）の主な活動内容について
（会議やイベントなどの参加人数）

今年度活動を進められた中で、評価できることは
どんなことか。
（よかったこと、成功したこと）

課題や問題の解決に向けての取り組み、改善
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まちづくり活動支援

平成29年度地区まちづくり協議会活動報告の内容
内容

地区まちづくり協議会名

地区まちづくり協議会の認定日

地区まちづくり計画の認定日

地区まちづくり協議会の活動テーマ（認定申請書より）
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■　課題や問題について
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①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月　７日　白川区児童交通安全啓発活動　（２５名）

●　４月　９日　平成２９年度　白川区総会　（６０名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の会計収支決算報告

●　４月２３日　土砂災害防止法による区域指定説明会　（３０名）
　　【内　　容】　主催：京都府及び宇治市

●　５月１０日　志津川地区まちづくり協議会総会での特別報告　（１名）
　　【内　　容】　志津川地区まちづくり協議会の要請により、会長が出席。
　　　　　　　　　 白川区まちづくり計画策定の取り組みについて報告。

●　６月　８日　社会福祉法人　不動園によるサロン白川の高齢者を
　　　　　　　　　 対象とした、送迎車運行開始記念式典（４０名）
　　【内　　容】　地区内高齢者を対象とした送迎車運行開始記念式

●　６月２６日　まちづくり協議会　幹事会　（１５名）
　　【内　　容】　白川惣門事故による破損事故報告及び
　　　　　　　　　 野犬出没による危機管理について説明

●　７月２４日　まちづくり協議会　幹事会　（１５名）
　　【内　　容】　区内交通安全対策、白川峠バス停移転について

●　８月１０日　区員会、まちづくり協議会幹事会　合同会議　（１５名）
　　【内　　容】　白川惣門の大修理の件、野犬出没対策、
　　　　　　　　　 白山神社拝殿屋根葺き替え等の課題について

●　８月２８日　白川区交通安全啓発活動　（２５名）

●　９月１６日　野犬、有害鳥獣対策講習会　（３０名　うち区民２０名）
　　【内　　容】　講師：宇治市環境企画課

●１２月１５日　区役員会、まちづくり協議会幹事会　合同会議　（１５名）
　　【内　　容】　白川惣門大修理の件及び白山神社拝殿屋根
　　　　　　　　　 葺き替えの課題について

●　１月　９日　白川区交通安全啓発活動　（２５名）

●　１月１３日　府立茶業研究所　内覧会へ参加　（８名）

●　１月１７日　府立茶業研究所　完成記念式典へ出席　（２名）

●　１月２９日　区員会、まちづくり協議会幹事会　合同会議　（１５名）
　　【内　　容】　白川惣門の大修理の件、白山神社拝殿屋根葺き替え等
　　　　　　　　　 の課題について

●　２月１９日　「つながり・居場所・地域の未来」リレー講座　受講　（１名）
　　【内　　容】　主催：宇治市
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○　白川区役員会及びまちづくり
協議会幹事会の合同会議を開催
することにより、まちづくり計画の
具体的着手の視点から、白川区
の諸課題に取り組む考え方が議
論された。
○　まちづくり協議会に関する情
報を区民だよりに掲載すること
で、区とまち協が一体となって活
動に取り組むことが出来た。

■　歴史的遺産の保全に関する
検討を優先したため、まちづくり計
画の年次的実施計画の作成に着
手できなかった。
□　白川区の諸課題と一体となっ
て、全体を見ながらまちづくり計画
の推進に取り組む。

○　白川地域にある各
種団体との連携や交流
を更に深め、地域福祉
の交流をはかる。
○　白川地域における
緊急時の災害避難場所
の確保についての検
討。

白川区
まちづくり協議会

Ｈ20年
6月26日

H28年
8月26日

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
護や整備を検討する。
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。
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①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月２３日　南陵町自治会総会　（１４２名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の２９年度活動報告

●　５月２９日　自治会会長と協議　（役員１１名）
　　【内　　容】　環境管理の今後の取り組みについて

●　８月１９日　夏まつり　（４８２世帯　役員１１名）

●１０月２９日　防災・防犯委員会　（役員１５名）
　　【内　　容】　防犯強化について
　　　　　　　　　 空き家・空き地の管理実態報告

●１1月１２日　防災訓練　（１７０名　役員１６名）

●１２月　１日　本地区まちづくり協議会　４役会議　（役員３名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会規約の見直し等

●　１月２１日　南陵町地区住民アンケート調査　（役員５名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の活動現状を調査

●　２月２０日　本地区まちづくり協議会　４役会議　（役員３名）

●　３月１７日　本地区まちづくり協議会　役員会　（役員１８名）
　　【内　　容】　２９年度事業報告と次年度の活動計画及び
　　　　　　　　　 民泊開始による制度の説明

○　地区まちづくり計画が浸透し
ており、地区内の空き家・空き地
の所有者や管理者の大半が本
計画を理解されている。そのた
め、市と連携した空き家の把握
や庭木の剪定など、空き家の管
理が徹底され、地域の景観や防
災・防犯の面で心配がない。
○　自治会・防災・防犯委員会と
協働して、役員が交代で火の用
心と夜回りを実施しているため、
協議会の活動テーマが実現出来
ている。

■　所有者不明の空き家増加に
伴い、協議会としてその所有者又
は連絡先を全て把握出来ていな
い。
□　空き地・空き家の所有者に管
理の徹底を申し入れた。
□　近隣住民と協力して連絡先の
判明に努める。
□　防犯・防火のための適時見回
りと住環境や景観に配慮した管理
を行うことの取り組みを強化する。
■　地区まちづくり計画が施行さ
れていることやその内容について
知っているか等、アンケート調査を
実施した。結果として、必要な方に
まちづくり計画冊子を配布すること
とした。

○　引き続き、自治会防
災特別委員会と連携し
てまちづくりに取り組
む。
○　まちづくり協議会役
員の中で定める、区住
環境管理委員（１３名）
は住環境管理委員長を
補佐し、区内の住環境
管理に努める。
○　住環境管理委員に
より５月以降に全域で
環境調査を実施。
○　今後も地区内全域
で空き家の現状を把握
し、空き家・空き地の管
理及び防災・防犯対策
のため、随時夜回り等
の活動に努める。
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南陵町地区

まちづくり協議会
Ｈ20年

12月8日
H23年

10月14日

よい町を育んでゆくことを目的
とし安心、安全、良好な住環境
を守る為の活動。
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①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月　２日　自治会総会　（４９名）
　　【内　　容】　協議会２０１６年度活動報告及び２０１７年度
　　　　　　　　　 活動計画の説明。協議会予算案の承認。

●　４月１１日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　うじ井戸端会議、自治会総会、六役会の報告。
　　　　　　　　　まちづくり計画・資料編の検討。

●　５月　９日　協議会役員会　（６名）
　　【内　　容】　まちづくり計画骨子及び添付資料について議論。
　　　　　　　　　協議会総会の準備について協議。

●　５月２１日　自治会役員会
　　【内　　容】　協議会費用の清算方法について。

●　５月３０日　協議会臨時役員会　（７名）
　　【内　　容】　協議会総会の準備。総会案内書、議案について協議。

●　６月　８日　協議会臨時役員会　（７名）
　　【内　　容】　協議会総会での活動報告、活動計画、会計報告について協議。
　　　　　　　　　まちづくり計画骨子についても協議。

●　６月１３日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　協議会総会の最終確認。議長選任、議案などの確認。

●　６月２４日　協議会総会　（４０名）
　　【内　　容】　協議会２０１６年度活動報告・会計報告及び
　　　　　　　　　２０１７年度活動計画の説明。予算案の承認。
　　　　　　　　　まちづくり計画骨子について。

●　７月１１日　協議会役員会　（５名）
　　【内　　容】　協議会総会の総括。
　　　　　　　　　８月開催のまちづくり懇話会の企画検討。

●　７月３０日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり懇話会の準備。

●　８月　３日　うじ井戸端会議へ参加
　　【内　　容】　交通問題について

●　８月　６日　まちづくり懇話会　（２５名）
　　【内　　容】　講師を招いて、住民の交流や防災についての講演会を開催

●　８月２１日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり懇話会の総括。
　　　　　　　　　まちづくり計画について協議。

●　９月１９日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　「まちづくり計画骨子」を「まちづくり計画案」に組み替え。

●１０月１０日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　協議会臨時総会（まちづくり計画案の議論）に向けて協議。

●１０月２４日　うじ井戸端会議へ参加
　　【内　　容】　歩道改修、空き家問題　等

●１０月３０日　協議会臨時役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり計画第１案について議論。

●１１月１４日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案、資料集について議論。
　　　　　　　　　まちづくり計画案の進め方について協議。

●１１月１９日　自治会役員会
　　【内　　容】　まちづくり計画案を配布。

●１２月　９日　協議会臨時総会　（１３名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案及び資料集について議論。
　　　　　　　　　基本的な同意を得る。

●１２月１２日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　協議会臨時総会での意見を踏まえ、まちづくり計画案を修正。

●１２月１９日　宇治市都市計画課と協議　（１２名）
　　【内　　容】　まちづくり計画について。

●　１月　９日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　市との協議を踏まえ、まちづくり計画案を修正。

●　２月　５日　協議会役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案を修正。
　　　　　　　　　まちづくり計画案説明会の開催について協議。

●　２月２２日　協議会臨時役員会　（７名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案について協議、確認。

●　３月１３日　宇治市都市計画課と協議　（２名）
　　【内　　容】　まちづくり計画について。

●　３月１３日　協議会役員会　（６名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案について、自治会役員、代議員への配布準備。

●　３月１７日　協議会臨時役員会　（６名）
　　【内　　容】　まちづくり計画案の配布準備。

●　３月１８日　自治会役員会
　　【内　　容】　まちづくり計画案の配布依頼。

●　３月２５日　宇治市講座へ参加
　　【内　　容】　「市民が地域活動に参加するには」をテーマとした講座
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○　協議を重ね、まちづくり計画
案、資料編案を冊子にまとめ、２
０１８年度実施予定のアンケート
や説明会につなげることができ
た。

■　まちづくり協議会として問題提
起をすることで、自治会の業務が
増え、自治会を退会される恐れが
あると危惧されている。過去にな
かったまちづくり協議会活動に対
する理解をどのようにして得るか
が課題となっている。
□　協議会活動を知ってもらうた
めに、住民に対する広報活動を強
化する。ただし、自治会管理の掲
示板を使用することは難しいた
め、協議会ニュースの発行を検討
する。
□　協議会主催のイベントの参加
者を増やす。

○　まちづくり計画の作
成に注力する。
○　まちづくり協議会の
広報活動を強化する。

－
南御蔵山地区

まちづくり協議会
Ｈ21年

8月14日
未

本協議会は、緑ゆたかで閑静
な住環境を維持し、住民の快
適で安全な生活を守ることを目
標としたまちづくりの実現に向
けて、その具体化と推進をはか
ることを目的とする。
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①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　５月１１日　定例会議　（９名）

●　７月１３日　定例会議　（７名）
　　【内　　容】　JR六地蔵駅について、フレスコの店舗工事について

●　９月１４日　定例会議　（８名）
　　【内　　容】　イトーヨーカドー建物撤去後の跡地利用について

●１０月１６日　説明会　（３名）
　　【内　　容】　イトーヨーカドー建物撤去後のマンション建設について地元
説明

●１１月　９日　説明会　（８名）
　　【内　　容】　イトーヨーカドー建物撤去工事について地元説明

●１２月１０日　定例会議　（３名）
　　【内　　容】　イトーヨーカドーの駐車場が時間貸し駐車場になる件

●　１月１１日　新年会　（１６名）
　　【内　　容】　協議会員と地元選出議員との懇親

●　３月　８日　定例会議　（７名）

―

□　これまでからも行政、事業者と
も密に接してきているが、計画の
段階で説明を受け、行政・事業者・
協議会のお互いにとって最良の方
法を考えていきたい。

○　イトーヨーカドー跡
地利用や周辺道路整備
の内容について確認
し、課題解決に向けて
進めていきたい。

―4
宇治市北の玄関
街づくり協議会

Ｈ21年
9月25日

未

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
環境の向上をはかり、安全か
つ快適で文化的な街づくりを推
進することを目的とする。
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凡例
■　課題や問題について
□　解決に向けての取り組み、改善 5/8

①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月１９日　まち協６役会議　（７名）
　　【内　　容】　まち協総会に向けて協議

●　４月２６日　区民だより第７１号発行
　　【内　　容】　まち協総会案内

●　５月１０日　まち協第７回総会　（１８名）
　　【内　　容】　役員選出

●　５月２５日　区民だより第７２号発行
　　【内　　容】　まち協総会の報告

●　７月　１日　区民だより第７３号発行
　　【内　　容】　７月９日防災避難訓練の案内

●　７月　９日　まち協第６１回役員会　（１８名）
　　【内　　容】　今年度の取り組みについて

●　７月２０日　区民だより第７４号発行
　　【内　　容】　防災避難訓練の報告

●　８月１１日　まち協第６２回
　　【内　　容】　バーベキューで懇親会　（２１名）

●　８月１５日　区民だより第７５号発行
　　【内　　容】　まち協花いっぱい運動

●　９月　９日　まち協第６３回役員会　（１６名）
　　【内　　容】　今年度の取り組みについて

●１０月　６日　区民だより第７６号発行
　　【内　　容】　まち協花いっぱい運動

●１０月１７日　志津川福祉の園後援会役員会へ出席　（３名）

●１０月２４日　第２回うじ井戸端会議へ出席　（１名）

●１１月１１日　まち協第６４回役員会　（１８名）
　　【内　　容】　住み良いまちづくりについて

●１１月１４日　志津川福祉の園後援会役員会へ出席　（３名）

●１１月１６日　区民だより第７７号発行
　　【内　　容】　まち協花いっぱい運動、神社秋祭り、秋のクリーン活動

●１２月　２日　志津川福祉の園陶器まつりへ参加（運営協力）

●１２月　９日　鳥獣被害防護柵点検

●１２月１７日　区民だより第７８号発行
　　【内　　容】　防護柵点検活動報告。区民バスツアー、区役員会取組紹介。

●　１月１２日　まち協第６５回役員会　（１２名）
　　【内　　容】　区の要請事項や組織活性化について

●　１月１６日　志津川福祉の園後援会役員会へ出席　（３名）

●　１月２０日　まち協新年会　（３１名）

●　１月２６日　区民だより第７９号発行
　　【内　　容】　まち協新年会、自主防災リーダー養成講習会の案内

●　２月　２日　資材置き場業者の説明会へ出席　（９名）

●　２月１１日　区臨時四役会
　　【内　　容】　資材置き場覚書締結について問題整理

●　２月２１日　区民だより第８０号発行
　　【内　　容】　区代議員大会案内、天ケ瀬ダム再開発事業説明会報告、
　　　　　　　　　宇治川漁協あまご放流

●　２月２４日　志津川福祉の園後援会役員会へ出席　（３名）

●　３月１７日　区役員会　（１５名）
　　【内　　容】　２０１７年度まち協の活動、会計決算内容の報告

●　３月３１日　区代議員大会　（２５名）
　　【内　　容】　２０１７年度まち協の活動、会計決算内容の報告
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■　志津川区としては区役員業務
が多忙であり、まち協役員との兼
任が難しい。
□　まち協は区とは別の自主的組
織として活動することとした。ただ
し、区にまち協顧問をおき、まち協
との連携を密にして進めることに
改善。
■　区人口の増加と高齢化への
歯止めについて。
□　区からまち協への協力要請が
あれば重要課題として取り組みた
い。区の「守山市石田地区の取り
組みを視察しては」といった提言を
受けてまち協でも協議している。

○　まち協の組織活性
化に向けて女性の視点
から運営していきたい。
○　菜の花やレンゲの
植栽の実施。各家庭に
花や野菜の種を配布。
花いっぱい運動の集大
成として収穫祭を実施。

志津川地区
まちづくり協議会

H22年
2月8日

未

・ 緑豊かな美しい自然を生かし
たまちづくり

・ 生涯住み続けられる住環境
をつくるまちづくり

・ 助け合って生きていけるまち
づくりを目標としたまちづくりを
行うことを目的とする。

○　花いっぱい運動、地場特産
品を目指す取り組みの具体化と
して「ひまわり植栽」を実施。
○　２０１５年度に植栽したブルー
ベリーの収穫。
○　２０１２年府南部豪雨災害で
の被災経験を活かして作成した
地域版ハザードマップについて
周囲から高く評価されている。



平成29年度　地区まちづくり協議会活動報告
凡例
■　課題や問題について
□　解決に向けての取り組み、改善 6/8

①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月　７日　１１５回まちづくり委員会定例会議（１４名）
　　【内　　容】　２８年度活動報告、会計報告と２９年度活動計画・
　　　　　　　　　予算案を提出し了承を得る。
　　　　　　　　　第６回明星町秋まつり・餅つき大会実行委員会の立ち上げ。
　　　　　　　　　明星町自主防災会について。

●　４月２９日　莵道明星園地域の福祉をよくする会総会・莵道明星園まつりへ参加　（６
名）

●　５月　５日　１１６回まちづくり委員会　（１０名）
　　【内　　容】　ハロウィンパレード、秋まつり、餅つき大会の打ち合わせ。
　　　　　　　　　明星町路線バスの８月ダイヤ改正案を説明。

●　６月　２日　１１７回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　明星町路線バスの８月ダイヤ改正を報告。
　　　　　　　　　市への明星町要望書について。

●　６月１１日　集会所大掃除へ参加　（４名）

●　６月１８日　夜間不法ガレージ駐車の調査　（５名）
　　【内　　容】　午後８時～９時半、明星町８５０軒を対象に実施。
　　　　　　　　　違法駐車は４３台。午後１１時に再調査、１００台近くに及んだ。

●　７月　７日　１１８回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　明星町内上水道の汲み上げポンプ破損について、市との交渉と立ち合い。

●　７月１５日　秋まつり実行委員会　（１０名）
　　【内　　容】　イベントや模擬店について打ち合わせ。

●　７月１６日　まちづくり塾　（１７名）
　　【内　　容】　「１０年後のまちづくり」をテーマとした話し合い。

●　８月　４日　１１９回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　地蔵盆の打ち合わせ。明星町路線バスの収益増加の報告。

●　８月１９日　地蔵盆　（５０名）
　　【内　　容】　秋まつり用の灯篭の制作（お絵描き）

●　８月２４日　菟道明星園地蔵盆への参加　（５名）

●　９月　１日　１２０回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　地蔵盆の打ち合わせ。明星町路線バスの収益増加報告。

●　９月　９日　秋まつり実行委員会

●　９月１８日　防災訓練への参加

●１０月　６日　１２１回まちづくり委員会　（８名）

●１０月２９日　明星町秋まつり　（２５０名）

●１１月　３日　１２２回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　秋まつりの報告。

●１１月　５日　ハロウィンパレード　（１５０名）
　　【内　　容】　午後７時から、４カ所のお菓子ポイントを回り町内を一周。

●１２月　１日　１２３回まちづくり委員会　（１４名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の今後について。
　　　　　　　　　バス運営委員会の運営や自主防災会と自治会のかかわりについて

●　１月　５日　１２４回まちづくり委員会　（９名）
　　【内　　容】　餅つき大会の打ち合わせ。

●　１月１１日　餅つき大会打ち合わせ

●　２月　２日　１２５回まちづくり委員会　（１０名）
　　【内　　容】　餅つき大会の打ち合わせ。今後の自主防災会の活動について。

●　２月１１日　餅つき大会

●　３月　２日　１２６回まちづくり委員会　（８名）
　　【内　　容】　自治会に提出するまちづくり協議会活動報告書と
　　　　　　　　　平成３０年度の活動計画書の提案。

●　３月１８日　まちづくり協議会総会　（１７名）

○　施工主に対して提出を求め
ている「建築・解体工事施行にあ
たってのお願い」については、２９
年度の提出は１０件あり、大きな
トラブルもなく工事が行われてい
る。

■　世代間のつながりを深めるこ
とを目的にまちづくり協議会の活
動を行っているが、高齢化のた
め、他の委員会などとの新たな連
携が必要になってきた。
□　自治会の承認を得て明星町
自主防災会が発足した。まちづくり
協議会はその活動を応援したい。
自主防災会を利用して街区単位
でのサポーターを立ち上げ、要援
護者への声掛けを充実したい。
□　会員組織をまとめていく人材
の育成。

○　例年通り（秋まつり
やハロウィンパーティ
等）
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明星町地区

まちづくり協議会
Ｈ22年

6月11日
未

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、住んでよかったと思えるま
ちづくりの実現に向けて、その
具体化と推進を図ることを目的
とする。



平成29年度　地区まちづくり協議会活動報告
凡例
■　課題や問題について
□　解決に向けての取り組み、改善 7/8

①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月１９日　まちづくり協議会会議（６名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の方向性について

●　９月　１日　まちづくり協議会会議（６名）
　　【内　　容】　まちづくり協議会の方向性について

●１０月３１日　まちづくり協議会会議（２０名）
　　【内　　容】　平等院表参道役員、宇治市、平等院との合同打ち合せ

●１２月２０日　まちづくり協議会会議（８名）
　　【内　　容】　商店会、町内会合同会議

○　新たな役員候補の方も加わ
り少し進展した。

■　なかなか思うように連携が取
れず、活動が進展しない部分も
あった。
□　他地域のまちづくり協議会の
活動例の紹介などを全会員と共有
したい。まちづくり専門家等の話を
全体で聞く機会を設けたい。

○　役員会を毎月開
催。方向性の協議とそ
れに見合う企画の検
討。
○　商店会及び町内会
の活動理念の一体化と
協定を定めるための協
議の場の設置。全体会
「みんなの茶話会」の継
続開催。
○　先進地視察及び先
方との意見交換。
○　アンケート調査。

―7
平等院表参道

まちづくり協議会
Ｈ28年

12月26日
未

平等院表参道が国内・国外の
お客様を迎えるにふさわしい通
りとなることを目指し、沿道の事
業者・住民・行政等が協働し
て、地域の歴史的・文化的な背
景を活かした良好な景観づくり
を進めることを本協議会の目的
とする。



平成29年度　地区まちづくり協議会活動報告
凡例
■　課題や問題について
□　解決に向けての取り組み、改善 8/8

①名称
②協議会
認定日

③計画
認定日

④協議会の活動テーマ
（認定申請書より）

⑤平成29年度活動内容 ⑥よかったこと、評価できること
⑦課題や問題の解決に向けての

取り組み、改善
⑧今後の予定 ⑨まちづくり活動支援

●　４月２７日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　総会への提案準備、専門部会の設置
                   第３土曜日を「まち協の日」、定例会、学習会、
                   行事等を行う方針

●　５月２０日　２０１７年度総会（１５名）
　　【内　　容】　２０１７年度の計画と承認、専門部会の報告

●　６月　９日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　定例会・カフェすみやま・清掃行事の進め方

●　６月１０日　カフェすみやま（１５名）
　　【内　　容】　囲碁、将棋、おしゃべり等

●　６月１７日　まちづくり協議会定例会（９名）
　　【内　　容】　専門部会の報告、清掃行事の提案等

●　７月　７日　カフェすみやま（１０名）
　　【内　　容】　浴衣の着付け

●　７月１５日　清掃と地域探索行事（２０名）

●　８月２３日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　前半期の活動まとめ。カフェすみやまを毎月開催する
                   方針。当面役員会が総括。
                   炭山の人口動態資料報告等。

●　９月１７日　カフェすみやま（１８名）

●１０月２５日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　カフェすみやま、清掃行事の検討等

●１０月２８日　カフェすみやま（１５名）
　　【内　　容】　出汁の取り方教室

●１１月１８日　カフェすみやま（１５名）

●１１月２５日　清掃行事第２回（６名）

●１２月　６日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　カフェすみやま運営方針の検討。カフェすみやま・
                   清掃行事について３月までの開催日程。

●　１月２０日　カフェすみやま（１５名）

●　１月２４日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　カこれまでの取り組みと今後の活動、まち協ニュースに
                   「リサイクルコーナー」設置の方針、「交通・まちづくりに
                   関する要望書」と市の回答書の報告

●　２月１７日　カフェすみやま（１１名）
　　【内　　容】　木を楽しむ

●　２月２３日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　３月以降の行事等日程。総会準備。

●　３月１７日　カフェすみやま（３３名）
　　【内　　容】　エプロンシアター

●　３月２２日　まちづくり協議会役員会
　　【内　　容】　介護相談窓口について。総会準備。

●　３月２４日　清掃行事第３回（１２名）

○　「まちづくりの夢」「あったらい
いな」などグループ討議で交流す
ることができた。
○　２つの専門部会が立ち上が
り、まち協行事（カフェすみやま、
清掃行事）ができた。
○　まち協ニュースの発行が定
着した。
○　役員会の開催が月１回定着
した。

■　学習会の開催を意図したが開
催が少なかった。
□　宇治市の「まちづくり専門家派
遣」利用を検討する。
■　会員に役員会の報告を行う機
会が少なかった。
□　行事の運営だけになりがちで
あったため、まちづくりへの期待や
まちづくりの夢を思い起こし、会員
と役員会が意思疎通をはかりなが
ら活動を進めて行きたい。

○　カフェすみやま、清
掃行事、まち協ニュース
の定期発行の継続。
○　地域の要求につい
てアンケートを実施し要
望書を作成する。
○　学習会を開催しまち
づくりの理解を深める。
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炭山地区

まちづくり協議会
Ｈ29年

9月20日
未

若い人も高齢の人も豊かな自
然環境を生かし安心して楽しく
住みつづけられることを目標と
したまちづくりの実現に向け
て、まちづくりの提案・実践と住
民の合意形成に留意し、その
具現化と推進をはかることを目
的とする。


