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    近江八幡市安土町地域自治区地域協議会選任書・委嘱状交付式 

日 時：平成 28年 4月 20日（水）午後２時 

場 所：安土町総合支所 3階旧議員控室 

 

１．開 会 

 

２．委員選任書・アドバイザー委嘱状交付式 

 

３．副市長あいさつ 

 

                                         

 

 

第 69回（平成 28年度第 1回） 

近江八幡市安土町地域自治区地域協議会 次第 

日 時：平成 28年 4月 20日（水）午後 2時 30分 

場 所：安土町総合支所 3階旧議員控室 

 

１．地域協議会委員・事務局の紹介 

 

２．地域協議会について  

 ・概要、規則等           資料１ 

 ・第３期までの経過と今後の方向性  資料２ 

 

３．会長・副会長の選出について 

 

４．部会の設置について           

  

５．行政等からの委員選出依頼について    

 

６．報告事項 

（１）安土駅周辺整備事業に係る進捗状況と安土駅南トイレ改修について＜駅・周辺整備推進

室 / 文化観光課＞     （資料 当日配布） 

 （２）安土・老蘇まちづくり協議会の活動状況について 参考１ 

 

７．その他（連絡事項等） 

 ・今後の会議日程 

 ・第 36号地域協議会だよりについて 

  

８．閉 会 
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会議録 

●会議の名称 安土町地域自治区地域協議会 第 69回（平成 28年度第 1回）定例会 

●開催場所 近江八幡市安土町総合支所 3階旧議員控室 

●開催日時 平成 28年 4月 20日（水） 14:30～ 16:58 

●出席者 

（委員等） 

安田惣左衞門委員、茶野初美委員、可須水弘美委員、小杉稔委員、澤秋男委員、 

善住元治委員、仙波謙三委員、矢場義章委員、横川明子委員 

宗野隆俊アドバイザー 

（説明者等） 地域協議会事務局 

（事務局）  津村副市長（選任書交付式に出席） 

安土町総合支所…大林地域自治区長 

住民課 福井次長兼課長、川部課長補佐、助野副主幹、矢野副主幹 

●議題及び議

事 

安土駅周辺整備事業に係る進捗状況と安土駅南トイレ改修について＜駅・周辺整

備推進室 / 文化観光課＞  

事務局 

 

 

 

 

 

 

副市長 

 ただ今から、近江八幡市安土町地域自治区地域協議会委員選任書交付並びに地

域協議会アドバイザー委嘱状交付式を始めさせていただきます。 

 本日、冨士谷市長が他用務のため、津村副市長より選任書と委嘱状を交付いた

だきます。 

 それでは、このたび第４期の地域協議会委員となられました皆様とアドバイザ

ーのお名前を順次お呼びしますので、お一人ずつ前の方へお進み願います。 

 

（委員選任書交付・アドバイザー委嘱状交付） 

 

「中澤 栄子 様」は本日欠席のため、選任書交付は省略させていただきます。 

続きまして、津村副市長から新委員の皆様にご挨拶を申し上げます。 

 

津村副市長 

 

副市長より新委員へのあいさつ 

 

事務局 

 

これをもちまして、近江八幡市安土町地域自治区地域協議会委員選任書交付並

びに地域協議会アドバイザー委嘱状交付式を終了いたします。 

  ただ今から、第６９回安土町地域自治区地域協議会定例会を開催いたします。 

「近江八幡市及び蒲生郡安土町の廃置分合に伴う地域自治区及び地域自治区の区

長の設置に関する協議書」第１１条第３項の規定により、会議が成立しましたこ

とをご報告申し上げます。 

最初に委員の皆様からとアドバイザーの方から、自己紹介を順次お願いいたしま

す。 

各委員 

アドバイザー 

（自己紹介） 
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事務局 福井次長より事務局員の紹介を行います。 

 （事務局紹介） 

地域協議会の概要・会則等、第３期までの経過と今後の方向性について事務局か

らご説明させていただきます。 

（資料１・２に基づき説明） 

ただ今の件について、ご質問等はございますか。 

（質問無） 

無いようですので、議事を進行いたします。 

それでは、協議書第９条第１項の規定により、会長及び副会長を１名ずつ「委員

の互選により」選出をお願いいたします。委員の皆様にお諮りいたします。いか

が取り諮れば、よろしいでしょうか。 

（事務局案の声） 

ただ今、事務局案の声がございました。他にご意見はございますか。 

他にご意見が無いようですので、事務局案として、安田委員を会長にお願いした

いと存じます。 

委員の皆様にお諮りします。安田委員を会長とすることにご異議ございませんか。 

（異議なしの声） 

他にご意見が無いようなので、安田委員に会長にご就任いただきます。よろしく

お願いします。会長は前の席にご移動いただきたいと存じます。 

これからは協議書の規定により、会議の議長につきましては安田会長にお願いい

たします。 

 

会長 規程に基づき、議長を務めます。円滑な議事運営にご協力をお願いします。 

副会長について、皆様方ご意見をお伺いしたいと存じます。 

 

委員 会長の方から案があればお願いします。 

 

会長 会長の方から案があればという意見がございましたが、異議はございませんか。 

（異議なしの声） 

それでは茶野委員を副会長にお願いしたい。異議はございませんか。 

（異議なしの声） 

茶野委員に副会長に就任いただきます。よろしくお願いします。 

私から一言挨拶させていただきます。 

 

（会長挨拶） 

（副会長挨拶） 

 

続きまして、部会の設置について協議を行います。第１期～第３期まで定例会の
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議題を会議運営部会で、我々の活動報告を広報編集部会で協議しました。この２

部会を設けてそれぞれ運営に努めてきたところです。第４期の部会の委員構成に

ついて、何か皆様方からご希望がございましたら伺います。 

（特になし） 

事務局案があればお願いします。 

 

事務局 部会の構成について事務局案を申し上げます。（部会の委員構成用紙を配布） 

 

会長 会長が会議運営部会長、副会長が広報編集部会長に当たるということになってい

ましたので、今回もこの様に上げましたということです。何かご意見はございま

すか。 

 

委員 会議運営部会に副会長は入らないのですか。 

事務局 前期の途中から入ってもらう事になっていました。 

 

アドバイザー 前委員が広報編集部に所属していると次回定例会の会議内容がわからないという

意見があり、会議運営部会の内容をわかっていたほうが良いということであった

のでは。それで副会長が入るようになった。 

 

副会長 定例会の後に広報編集部会を開いていましたので、定例会までにこういう議題で

すよと知らせていただきました。 

 

会長 副会長に入っていただき、会議運営部会と広報編集部会の情報統一を定例会まで

に事務局からお願いします。他にこの件について何かございますか。無いようで

すので、続きまして当協議会から行政審議会等への委員選出依頼を事務局からお

願いします。 

 

事務局 事務局案を申し上げます。（５審議会等の委員選出用紙を配布） 

 

会長 事務局案について何かご質問ございますか。 

 

委員 風景づくり委員ですが、歴史・文化を大切にしながら、地域に密着した細かい知

識をもっておられる方がふさわしいのでは。 

 

会長 風景づくりの安土地域はほぼ出来上がっており、あと市のほうで実行されるとい

う予定ですが。 
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事務局（区長） 担当課より地域協議会委員の中から平成２８年・平成２９年の２年間の任期で選

出してくださいと要請がきております。事務局案は前回から入っておられるので、

内容をよくご存知ということで継続してお願いするという案です。他に誰かとい

うことであればこの協議会中で決めてください。 

 

会長 安土地域の審議を地域協議会委員の中から選出くださいと要請されています。全

市的なこともございますので、引き続きお願いしたいと思います。また地域公共

交通会議には茶野副会長、公共施設等マネジメント推進委員に仙波委員をお願い

しています。定例会にてご報告していただくこともあります。私は庁舎整備基本

設計・実施設計業務委託業者選定委員会と安土駅及び周辺整備促進会議に選出さ

れております。今後も地域協議会に対して委員選出の要請が出てくることもあり

ますのでよろしくお願いします。それでは委員選出の件はこのとおりとさせてい

ただきます。 

続きまして報告事項に進みます。「安土駅周辺整備事業に係る進捗状況と安土駅南

トイレ改修について」でございます。説明の前に大林地域自治区長より駅周辺整

備のこれまでの経過について申し上げます。 

 

事務局（区長） （安土駅周辺整備の経過説明） 

 

駅・周辺整備推

進室、文化観光

課 

（資料に基づき説明） 

会長 ただ今の駅・周辺整備推進室、文化観光課からの説明で何かご質問等ございます

か。 

 

副会長 トイレですが外側はそのままということですが、きれいに塗り替えられるとか。 

 

文化観光課 外側の美観と中側が合うように多少は行いますが、予算規模が限られていますの

で先ずは利便性の向上というかたちで、バリヤーフリー化とか多目的化に経費が

かかりますのでそこを優先させていたこうと考えています。 

 

委員 デザイン検討というかどういう方向で考えられましたか。 

 

駅・周辺整備推

進室 

合併後の平成２２年８月から安土駅及び周辺整備促進会議の設置をいただきまし

て、駅の整備に係るご協議いただいております。平成２７年３月の開催時にＪＲ

の方からその段階で３案、私ども促進会議なり自治連合会、地域協議会なりに案

について考え方、要望を受け賜ってきました。最終的に３案が示されて、今日お

示しした形に近い一案をその場において、これが最も新しい安土駅にふさわしい
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ということで選定いただきました。昨年ＪＲに詳細設計委託して参りまして本日

公表の機会が持てたという状況でございます。 

 

事務局（区長） 先程、地域協議会からも選出委員の件で話しがあったのですが、今も安土駅及び

周辺整備促進会議は継続ですか。 

 

駅・周辺整備推

進室 

２７年度は招集の開催しておりませんが、必要に応じて委員を選任させていただ

いた後に開催するということになっています。この機会は「決まりました」とい

う機会ですので、本来ならその場でのということにはなりますが、時期を逸する

関係、各委員兼ねられているという関係もありまして、これから後自治連合会の

機会を含めてご説明させて頂きたいと思っております。 

 

委員 公表の時期はいつ出されますか。 

 

駅・周辺整備推

進室 

今日以降、信長まつりの駅前使用、安土小学校の通勤利用者等もございますので

関係団体等に説明して参ります。 

 

会長 他にございますか。それでは担当の方ありがとうございました。 

引き続きまして、安土学区まちづくり協議会と老蘇学区まちづくり協議会の活動

状況につきましてご報告願います。 

 

善住委員 （安土学区まちづくり協議会活動状況報告） 

 

会長 安土学区の報告について何かご質問はございますか。 

 

委員 ４月のビジョン検討委員会は何ですか。 

 

委員 これは安土駅前のコミニティーセンター一体化の件です。安土小学校の跡地問題

とかのビジョン検討会です。 

 

澤委員 （老蘇学区まちづくり協議会活動状況報告） 

 

会長 ただ今の報告について何かご質問はございますか。 

 

副会長 信長まつりの運営があるということは、今年は行われるということですね。 

 

委員 一応、日程となっております。 
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事務局（区長） 今、意見が出ましたので、行政としてはその会議に安土支所から区長と次長が出

席しています。本庁からは文化観光課が出ています。内容につきましては、従来

から信長まつりは安土商工会が主導してきましたが、コミセンに置きましては、

まちづくり協議会に伝統的な行事を地域ぐるみで盛り上げて行こう思いがあっ

て、協議会に移行していこうという流れで動いているそうですが、急にまちづく

り協議会にやってくださいとなるとストレートにいかない部分もありますので、

今年は商工会でもう一度やって、それを充分にまちづくり協議会にイベントを継

承してもらうという運びです。結論は今年はやります。ただ実施場所は従来は安

土山一体を含んでいましたが、お寺の関係でいろいろと場所を検討している中で、

小学校から安土城下町再生事業により完成したセミナリヨ史跡公園で休憩して、

農道をわたってＪＲガード下を潜ってセミナリヨに行こうという案もありました

が距離的、事故等の心配があり無くなりました。最終的に文芸セミナリヨをひと

つの会場にして武者行列を考古博物館皮切りに山裾をわたって一周する案に決ま

ったと聞いています。先程、安土学区からは報告が無かったのですが、会議には

安土まち協も出席しています。全体的な安土地域のまちづくりとして老蘇まち協

からも信長まつりの会議に参加したという報告あったということです。 

 

会長 他に学区報告事項について何かございますか。無いようですので、自己紹介もあ

りましたが、宗野アドバイザーに何か思いがあれば、先程、３期を振り返りの文

書もいただきましたが話していただければと思います。 

 

アドバイザー 地域自治区が出来て６年経過し、１０年間の設置期間であり半分過ぎました。仮

に自治区がなくなった場合、例えば総合支所はどうなるのか、総合支所の各課も

再編されていますので、その辺り議論しなくてはならない。もう一つは、地域協

議会はどういう役割を果たすのかということですが、そもそも協議会というのは

合併してすごく大きくなった自治体の中に、小さな区域を作って、区域の中で自

分達の決められることは自分達で決めていこう、大きな市と相談して決めて行こ

うという目論見で作られたものである。仮に地域協議会がなくなれば、市に地域

の意見を伝えること、地域の目指すことを協議して進んでいく仕組みがなくなり、

後にどうなるのだろうか。もう一方で学区まち協が数年前から出来て、地域の活

動を精力的に行っています。学区まち協にこれからどういう役割が求められるの

かとか、学区まち協が地域の方にどんなことが出来るのか、そのためにはどうい

う市の協力が必要なのかを考えなくてはならない。この第４期地域協議会の大き

な仕事は地域自治区がなくなった時、こらから４年後の安土・老蘇両学区、旧安

土地域の姿をどう描いていくという大きな話しになるように思います。これは地

域協議会の中だけで議論していては進まない。総合支所と本庁、とりわけまちづ

くり支援課ですね、と協議しながら地域自治区がなくなった時の旧安土地域の自

治のあり方をどう作り上げていくことを議論することが一番大きなことになる。
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勿論、合併後に残された課題、完全に改善されていない課題もこなしながら、将

来の姿も模索していくというちょっと難しい地域協議会になるように思っていま

す。 

 

会長 今、先生の話しにありましたように、まちづくりを支援するのは本庁のまちづく

り支援課になります。協議の場合は市の担当課も一緒に話しをしながら、市の思

い、我々の思いを共に話して行こうと３期の時には話していました。是非とも今

後はこういうことをやっていかなくてはというご認識でお願いしたい。 

 

アドバイザー 地域協議会と市役所だけではなくて、学区まち協と積極的に議論する。これが第

３期の時から活気的なことをやっていると感じました。あとひとつ任意に議論す

る。とにかく地域協議会の委員だけで議論するには限界がありますので、いろん

な立場・いろんな組織・いろんな人たちに来て頂いて、本会議が終わったあとフ

リートークする、第３期からされていますこれも画期的な取り組みだったと思い

ます。そういったしくみをどんどん取り入れられたと思います。 

 

会長 はい。ありがとうございました。それでは、次第に基づきましてその他連絡事項

等でございます。事務局からお願いします。 

 

事務局 （今後の会議日程説明） 

 

会長 先程の会議運営部会の情報を定例会までに広報編集部会員にお願いします。（了

承）続きまして第３６号地域協議会だよりについて事務局お願いします。 

 

事務局 ７月１日号広報の時期と併せて発行予定です。委員の皆様には写真とコメントを

頂戴したいと思います。後日、依頼させていただきますのでよろしくお願いしま

す。（了承） 

 

会長 それでは、本日予定していた議事についての協議を終えたいと思います。委員の

皆さん事務局から何かございますか。（特に無し） 

 

副会長 （挨拶） 

  

 終了【16:58】 

  

 

 

 
会議録作成 

 近江八幡市安土町地域自治区事務所 

 住民課 庶務グループ 

 TEL: 0748-46-3141 FAX: 0748-46-5320 

  E-mail: 390100@city.omihachiman.lg.jp 


