
滋賀学区まちづくり構想
～誰もが住んでみたい滋賀をめざして～

（近江神宮）

（榿の木原花文字）

平成２８年１０月

滋賀学区自治連合会



【  目    次  】

Ⅰ 滋賀学区の現状                    2

１．滋賀学区の地勢                        ２

２．滋賀学区の人口動向                                                             ５

３．滋賀学区の土地利用                          6

４．滋賀学区の歴史                                                                      ７

５．滋賀学区の観光                        ８

６．地域住民の意向                                                                 １０

Ⅱ 基本的な考え方                        １１

Ⅲ 具体的な方策～誰もが住みたい滋賀をめざして～     １２          
１．安心・安全なまちづくり                     １２

    ２．誰もにやさしい福祉のまちづくり                 １４

３．歴史と文化あふれるまちづくり                 １５

４．絆の深まるまちづくり                       １７

Ⅳ むすび                                  ２０                    

  

大 津 市 民 憲 章

わたくしたち大津市民は、

一．郷土を愛し琵琶湖の美しさをいかしましょう。

一．豊かな文化財をまもりましょう。

一．時代にふさわしい風習をそだてましょう。

一．健康で明るい生活につとめましょう。

一．あたたかい気持ちで旅の人をむかえましょう。
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Ⅰ.滋賀学区の現状
１．滋賀学区の地勢

（１）地形の特徴

    滋賀学区の地形は、西部が山地、地域中央部がやや傾斜をもった扇状地性

の低地、東部が低平な氾濫原性の低地です。また、40 万年前頃から地殻変動

の活発化に伴って、比良、比叡の両山地が上昇し、多量の砂礫が供給されたこ

とや、流域面積の小さい河川が多数分布することなどにより、複合扇状地とな

っています。
                              

（２）活断層の特徴

    滋賀学区の扇状地分布区域に比叡断層（琵琶湖西岸断層帯の一部）が通過

しています。この断層は、坂本から三井寺付近まで延びる長さ 8.5 ㎞の活断層

で、断層を挟んで相対的に西側が隆起する縦ずれ断層です。 （別図１参照）                     

（３）地質の特徴

    西部の山地は、比叡花崗岩からできています。これは、中生代白亜紀の火

成活動により形成されたものです。このため、比叡山系の山麓一帯は、土砂

災害警戒区域に指定されている個所が多く、平成 26 年 8 月に発生した「広島

土砂災害」と同じような災害が起こる可能性があります。（別図２参照）

（４）河川の状況

    滋賀学区内には１級河川の柳川及び際川が比叡山地から琵琶湖へ流入して

います。柳川は、氾濫性低地部において多量の土砂を河床に堆積するため、

天井川化しています。また、際川についても同じく下流で天井川になっていま

す。なお、際川やその支流の大川では、過去に決壊や氾濫した事例があります。

            （以上(1)～(4)：大津市「防災カルテ 滋賀学区」参照）

（５）道路の状況

    滋賀学区内の幹線道路として、南北方向では、国道 161 号線、西大津バイ

パス、県道伊香立浜大津線、市道幹 2125・1033 号線、その他湖西線側道等

があり、東西方向では、県道下鴨大津線（神宮道）、市道幹 1074 号線（西大
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津バイパス近江神宮ランプ～国道 161 号線（自衛隊北））、市道幹 1031 号

線（西大津バイパス皇子山ランプ～国道 161 号）等があります。

    このように、南北方向に通じる幹線道路は比較的多くありますが、西大津

バイパス周辺から国道 161 号線まで集落内を東西に貫通する幅員の広い道路

が少なく、緊急車両の通行が困難な状況です。  

（別図 1）
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（別図 2）
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２．滋賀学区の人口動向

（１）総人口の推移

    滋賀学区は、昭和 30 年代までは農村地帯でしたが、昭和４９年に JR 湖西

線が開通し、昭和 56 年に西大津バイパスが完成して以降急激に人口が増加し、

平成 27 年度末の人口は 16,756 人で、大津市で 4 番目に多い学区となってい

ます。

    しかし、別表１のとおり、学区人口は平成 25 年度の 16,887 人をピークに

減少傾向にあり、平成 37 年には 16,699 人とピーク時に比べ 98.9％に減少す

ると見込まれています。

（２）年齢別人口の推移（別表１）

   滋賀学区の 65 歳以上の老年人口は別表 1 のとおり年々増加しており、平成

27 年度末では 3,930 人（23.5％）となっており、平成 37 年には 4,571 人

（27.4％）になると見込まれています。一方、14 歳以下の年少人口は平成

25 年度以降毎年減少しており、平成 37 年度には 2,198 人になると予測され、

ピーク時の平成 24 年度人口 2,582 人に比べ、84.4％に減少すると見込まれ

ています。

   また、15 歳～64 歳までの生産年齢人口についても、年少人口と同様平成

25 年度以降毎年減少しています。このように、滋賀学区においては、高齢者の

人口は年々増加していますが、逆に年少人口は減少する一方であり、少子高齢

化の傾向が明白となっています。今後迫り来る少子高齢化社会への対応が喫緊

の課題となっています。

（３）自治会加入率の推移（別表 2）

   滋賀学区の自治会加入率は、別表２のとおり平成 19 年度から同 22 年度ま

で減少を続け、平成 23 年度に一時上昇しましたが、平成 24 年度から再び減

少し、平成２７年度は 53.1％で、９年間に 10％余り低下しました。

   これは、学区内に多数のマンションが建設され、一時期はマンションに自治

会が設立され自治連合会に加入されましたが、近年建設されたマンションにつ

いては、自治会が設立されていても自治連合会に加入しない状況にあります。
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また、自治会が設立されていないマンションもあり、自治会加入率は減少する

一方です。

３．滋賀学区の土地利用  

滋賀学区は、近江神宮境内や西大津バイパス以西（千石台地区を除く）を除き、

ほとんどの地域が市街化区域に指定されています。

用途地域の指定状況については、国道 161 号線沿線及び JR 湖西線大津京駅周

辺が商業系の用途地域となっていますが、商店街の形成はみられません。その他

は、全て住居系の用途地域となっています。この内、西大津バイパスから湖西線

近辺迄は、ほとんどが第 1 種低層住居専用地域及び第 1 種中高層住居専用地域

で、湖西線近辺から国道 161 号線までは概ね第 1 種住居地域となっています。

従って、今後開発が見込まれるのは湖西線から国道までの地域ですが、高層マン

ションの建設といった大規模開発はほとんどないものと考えられます。
（別表１）

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成32年度 平成37年度

年少人口 2,611 2,567 2,582 2,518 2,454 2,427 2,298 2,198
年少人口率 15.6% 15.3% 15.3% 15.0% 14.7% 14.5% 13.8% 13.2%

生産年齢人口 10,783 10,824 10,848 10,662 10,527 10,399 10,015 9,930
生産年齢率 64.5% 64.6% 64.2% 63.4% 62.9% 62.1% 60.1% 59.5%
老年人口 3,322 3,354 3,457 3,648 3,758 3,930 4,355 4,571

老年人口率 19.9% 20.0% 20.5% 21.7% 22.5% 23.5% 26.1% 27.4%
総人口 16,716 16,745 16,887 16,828 16,739 16,756 16,668 16,699

（注）
1.平成22年度～平成27年度までは「学区別年齢別人口統計表」（大津市ホームページ）による
2.平成32年度・平成37年度は「大津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の「将来展望人口」の
　増減率に準じて算出した。

[滋賀学区の人口推移]
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４．滋賀学区の歴史

（１）古代･中世

  ・滋賀学区は、眼下に琵琶湖を見下ろす位置にある恵まれた立地条件があり、

弥生時代前期には集落が形成されていました。南滋賀遺跡や北大津遺跡では

この時期の多数の遺物が出土しています。

  ・古墳時代に入ると、近江では最も古いとさ

れる皇子山巨大古墳が出現します。この他

当学区には、福王子古墳群、大伴古墳群、

宇佐山古墳群、山田古墳群など多数の古墳

群があります。

（皇子山古墳）

     (別表２）　　　　　　　　　滋賀学区自治会加入状況

年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度

自治会加入世帯数
合計(Ａ) 4,082 4,050 4,005 4,145 4,332 4,295 3,941 3,919 3,881

全世帯数合計(Ｂ)
6,236 6,658 6,826 7,047 7,128 7,217 7,191 7,236 7,305

加入率(Ａ/Ｂ)
65.5% 60.8% 58.7% 58.8% 60.8% 59.5% 54.8% 54.2% 53.1%

学区別人口
15,378 16,088 16,416 16,716 16,745 16,887 16,828 16,739 16,756

　　　　　　　　※　大津市市民部自治協働課提供
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・ 7 世紀後半に入ると、667 年に天智天皇に

より現在の錦織に大津の宮が建設されまし

たが、わずか 4 年あまり後に壬申の乱で大

友皇子が大海人皇子に敗れ廃墟となりまし

た。この時代の遺跡としてはこの他、白凰

期の南滋賀町廃寺跡や、この寺の瓦を焼い

た榿の木原遺跡などがあります。            (大津宮跡)

・平安時代、9 世紀後半に入ると、仏教文化の興隆により当地の豪族であ   

り歌人であった、大伴（友）黒主が自らの氏寺を円珍に寄進し円珍が園城寺

とし、当地の大半が園城寺の荘園となりました。

  ・平安中期（１０６５年）に源頼義

（八幡太郎義家の父・河内源氏２

代目棟梁）が大津市錦織の宇佐山

に九州の宇佐神宮を勧請し宇佐八

幡宮を建立しました。毎年９月の

夜に行われる御輿渡御は「夜祭り」

として９５０年の伝統があります。       (宇佐八幡宮)

・戦国時代に入ると、当地区はしばしば戦場となり幕営地となりました。織田

信長軍が浅井･朝倉軍と対峙したときは、宇佐山に城を築き防衛戦を引きまし

た。このあと宇佐山城は明智光秀が城主となり、この城を拠点に信長は叡山焼

き打ちを行いました。

（２）近世～現代

  ・豊臣政権から徳川政権にかけて、当地は山門領（延暦寺）から園城寺領と変

遷しましたが、徳川時代には近世農村として安定した形をとるようになりま

した。

  ・明治に入り、廃藩置県により大津県、滋賀県と変遷し明治２２年に市町村制

が施行されると、当地は南滋賀村ほか５か村が合併し滋賀村となりました。

その後昭和 7 年に滋賀村は大津市に合併し現在に至っています。

  ・この間、昭和 9 年に琵琶湖ホテルが開業し、昭和 15 年に近江神宮が建設さ

れました。
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以上のように、当学区内には豊かな歴史資産が存在していますが、これらが有

効に活用されていない状況にあります。       （以上「大津市史」参照）

５．滋賀学区の観光

（１）百人一首１番を詠んだ天智天皇を祀る近江神宮では、毎年競技かるたのク

イーン戦・名人戦や全国高校選手権も行われています。近年、漫画や映画の

「ちはやふる」で、「かるたの聖地」として人気が沸騰し、入り込み客数

（参拝者数）は別表３のとおり毎年増加しています。

   

                           （近江神宮）

                       

                                   

（資料

提供：近江神宮）

（２）柳が崎湖畔にあるびわ湖大津館（旧琵琶湖ホテル）は、近年指定管理者が

琵琶湖汽船に変更し、また、同汽船が浜大津からの定期航路を開通したこと

等により、利用者数が飛躍的に増加しています。

                          （びわ湖大津館）

（

資料提供：大津市公園緑地課）

別表３ 近江神宮入り込み客数 単位：千人

年（暦年） 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年

人数 321 379 420 423 468

別表４ びわ湖大津館利用者数 単位：人

年（年度） 平成２３年 平成２４年 平成２５年 平成２６年 平成２７年度

人数 54，103 67，386 65，456 97，574 106，139
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（３）当学区の東側は琵琶湖に面しており、柳が崎周辺は、かつては水泳場とし

て広く親しまれてきました。しかし近年になり水泳場は廃止され平成２３年

には、柳が崎湖畔公園として整備され市民の憩いの場となっています。

（４）しかしながら、これらの観光施設相互の結びつきがないためル－ト化をは

かる必要があります。

６．地域住民の意向

（１）滋賀学区社会福祉協議会が実施したアンケート調査等の住民の意見

   平成 27 年 9 月から同年 10 月に、学区社会福祉協議会が「福祉のまちづく

り計画」策定に係わって実施したアンケート及びワークショップでの住民の

意見の概要は、次のとおりです。
   

【高齢者にやさしいまちづくり】

   ・高齢者施設や高齢者マンションについては、地元とのつながりが希薄であ

る。

・高齢者の状況が把握しきれていない。

   ・福祉事業所が増えてきたが日頃の関わりがない。

  【子育てのしやすいまち】

   ・学区内に子どもの遊べる場所が少ない。（子どもの居場所が少ない）

   ・子どもと地域住民のつながりが希薄化している。

   ・中高校生にも地域行事に参加してほしい。

【災害に強いまち】

    ・災害時の対応拠点をどこに置いたらいいかわからない。

    ・要配慮者がどこにいるかわからない。

    ・自治会未加入者には地域の情報が届かない。

  【参加したくなるまち】

    ・自治会加入率が低くなってきた。

    ・住民どうしのつながりが薄くなってきた。

    ・新旧住民の交流の機会が少ない。

（２）大津市開催のまちづくりフォーラム、まちづくり会議の住民の意見
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平成 27 年 10 月から同 28 年 2 月にかけて都市計画マスタープラン策定に係

わって、まちづくりフォーラムやまちづくり会議が開催されましたが、その中

で中部地域（滋賀･長等・山中比叡平・中央・逢坂学区）住民からまちづくりに

ついて様々な意見が出されましたが、その概要は次のとおりです。

  【地域の魅力と問題点】

   ・歴史や自然資源が豊富にあるがそれらの資源が有効に活用されていない。

   ・地域の助け合いのまとまり、コミュニティ活動が充実している。

（祭り・見守り）

   ・その一方で、新旧住民のコミュニケーションが不足している。
  

【今後の取り組み】

   ・歴史･文化拠点の整備

   ・子どもの遊び場や高齢者施設の充実、自治会への参加を増やす取組み       

   ・様々なイベントの開催―――新旧住民の交流

Ⅱ．基本的な考え方
滋賀学区は、豊かな歴史と自然に恵まれていることから、これまで京阪神等

からの流入人口の増加で年々人口が増え、にぎわいのある学区として発展してき

ました。しかし、前項で述べたように、近年、人口減、少子高齢化、自治会加入

率の低下等の課題が出てきました。また、ここ数年の間に全国各地で大きな地震

や土砂災害が発生していることに鑑み、当学区においても、琵琶湖西岸断層帯が

通っていることや比叡山系が花崗岩からできていること等により、災害に強いま

ちづくりの必要性が強く求められるようになってきました。

  このため、これらの様々な課題を解決するため「まちづくり構想」では、

  １． 安心･安全なまちづくり

  ２． 誰もにやさしい福祉のまちづくり

  ３． 歴史と文化あふれるまちづくり

  ４． 絆の深まるまちづくり

という４つの施策の柱を立て、具体的な事業を計画的に推進することにより、
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誰もが住んでみたいと思ってもらえるような「滋賀」のまちづくりを目指しま

す。

Ⅲ． 具体的な方策～誰もが住んでみたい滋賀をめざして～

１．安心･安全なまちづくり

（１）高齢者と子どもが安心して暮らせる環境づくり

    要配慮者にやさしいまち、子どもが安心して遊べるまちについては、環境

整備が必要であることから、設備の充実を図る必要があります。
  
  【具体的な施策･事業】

  ・信号設備、標識の見直し

  ・バリアフリーの必要な個所図の作成

  ・美しいまちには犯罪発生率が低いことから、ゴミのない美しいまちづくり

～ポイ捨てをなくし、捨てる側から拾う側の人になる啓発運動～を進める

  ・老朽化した看板、標識の撤去
  
（２）犯罪のないまちづくり

    現在各種団体が、犯罪防止のため行っている巡回活動を、より効果を上げ

るため、各団体が連携して効果的な巡回活動を行います。
  

【具体的な施策･事業】

   ・夜間の照明の行き届いていない個所の調査と、その結果に基づき市街灯の

ＬＥＤ化および増設を市に要望する。

   ・学区内の南北を通る道路は比較的安心できるが、東西を通る道路に看板等

の設置を行うなど、犯罪防止の啓発運動を推進する。

   ・子どもたちへの地域住民の見守り等の啓発運動を推進する。

   ・滋賀学区独自の防犯ステッカーを作成し学区民全体で防犯に取り組む。

             ～ステッカーに表示する内容は「標語」を募集する～

    ・空き家が増え放火等の犯罪が心配されることから、空き家対策について検

討する。
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（３）交通事故のないまちづくり

    高齢者と子どもの交通事故が多発していることに鑑み、重点的に次のよう

な取り組みをする。

  【具体的な施策･事業】

・自動車・自転車・歩行者が交通ルールを遵守するよう啓発をする。

・交通マナーの向上（特に大人の歩行者が規範となるべき～信号無視が多す

ぎる）

・自転車のルール違反については、警察と連携して指導･啓発をする。

・高齢者については、思い込み、横断歩道でない所の横断、車の陰からの飛び

出し、斜め横断等の行動がよく見かけられるので、自動車等の運転に際して

は高齢者の行動に注意するようを呼びかける。

・子どもについては、遊びに夢中、急な横断、陰からの飛び出し等がよくみら

れるため、高齢者と同様に、自動車等の運転に際しては子どもの行動に注意

するよう呼びかける。

・高齢者や子ども達に反射材の活用（着用）を進める。また、反射材の貸与制

度について検討する。

・神宮道の自転車レーン設置について県に要望する。

（４）災害に強いまちづくり

    学区自治連合会と学区自主防災会が作成する「災害対応マニュアル」によ

り、各種の施策を進めます。

    

  【具体的な施策･事業】

   ・地域自主防災会との連携を図り、役員の研修会・地域住民への啓発運動を

進める。

   ・「防災力向上と減災」を目指して、地域住民の皆さんと意見交換を行い防

災対策に活かしていく。

   ・「災害対応マニュアル」に基づいた実効性のある学区総合防災訓練を実施

する。

   ・災害時、要配慮者の支援の充実を図る。

   ・行政等からの防災に関する情報を地域住民の皆さんに発信する。
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   ・地域自主防災会の活性化に自治会と連携して取り組む。

                                

                                        

                                   

（滋賀学区総合防災訓練～炊き出しの様子～）

２．誰にもやさしい福祉のまちづくり

   平成 27 年度末に策定された「滋賀学区福祉のまちづくり計画」により、  

「つながろう!支え合おう!みんなが主役の滋賀のまち」をスローガンに各種の施

策をすすめます。

（１）高齢者にやさしいまちづくり

  【具体的な施策・事業】

  ・介護の必要な高齢者の増加やひとり暮らしなど家族を取り巻く環境の変化

により、地域福祉の向上を図るため、福祉事業所や地域団体などとのネッ

トワークづくりを進める。

     ・民生委員の見守り活動を支援するため、福祉委員による地域高齢者の見守

りを強化する。

     ・地域の関係福祉団体の協力のもとに高齢者の居場所づくりのため、ふれあ

いサロンの設立を進める。

     ・多くの人の目を借り、高齢者を地域で見守っていくため、声かけ運動を進

める。

     ・地域福祉力の向上のためには、高齢者の自主的な参加が不可欠であること

から、高齢者が参加したくなる事業を企画する。    
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（２）子育てのしやすいまちづくり

【具体的な施策・事業】

  ・学習能力の低下や生活習慣に問題がある子どもたちを地域で支援するため、

    学校･園と協働した子育て支援事業を進める。

     ・多くの人の目を借り、子どもたちを地域で見守っていくため、子どもたちへ

のあいさつ運動を広げる。

  ・子育て中のお母さんを支援するため、子育て教室を実施するとともに、お母

さん方の仲間づくりを進める。

  ・地域社会にともに参加する中高生の増加を図るため、中学生・高校生向けの

事業を一緒に企画する。

  ・これからの地域コミュニティを維持していくために、若者が定住できるよう

空き屋の活用を地域で進める。

３．歴史と文化あふれるまちづくり

  滋賀学区は豊かな自然と歴史遺産に恵まれており、これらを活かし多くの人

が訪れ楽しんでもらえるようなまちづくりを進めます。

   また、文化祭は毎年多くの地域住民の方々の参加を得て開催していますが、

さらに多くの住民の皆様に参加し楽しんでもらえるよう創意工夫を加えて実施

します。

（１）歴史遺産と観光地を巡る観光ルートの整備等

    皇子山古墳をはじめとした数々の歴史遺産や観光地が点在していますが、

これらを点から線へ結ぶルート（皇子山古墳～宇佐山古墳～宇佐山城跡～宇

佐八幡宮～大津の宮跡～近江神宮～榿の木原遺跡～福王子古墳～南滋賀町廃

寺跡～琵琶湖大津館～柳が崎湖畔公園を巡る観光ルート）を整備するととも

に、ホームページなどで情報発信することにより観光客の誘致に努めます。

    また、地域住民に私たちの住むまちの良さを知ってもらえるような事業を

推進します。
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【具体的な施策・事業】

  ・案内板の設置

  ・案内板に史跡や観光地を紹介したＱＲコードを埋め込む（貼り付ける）

・観光パンフレット（案内マップを含む）の発行

・自治連合会ホームページで歴史･観光を PR する。

  ・観光ボランティアの育成

  ・まちあるきウオッチング（わがまちづくり市民運動推進会議助成事業）

   の実施～滋賀の歴史を学ぶ～

  ・京阪電車石坂線の近江神宮参道方面に新駅の設置を要望する。

  ・里山体験

  ・神宮道に、かるたの聖地「ちはやふる」に関連したモニュメントを設置する。

  ・観光拠点に休憩用のベンチを設置する。

  ・レンタサイクルを大津京駅にも設置してもらうよう大津市に要望する。   

また、乗り捨てできる拠点（大津駅・大津京駅・坂本駅）を設ける。

（２）大津山辺の路（仮称）の整備

   比叡山系（長等山～比叡山）の麓には、下記ルートに掲げるように多  

くの名所旧跡が点在しています。これらを結ぶサイクリングロードあるいは  

散策路の整備について、大津市へ要望します。

   長等神社～三井寺（園城寺）～歴史博物館～弘文天皇陵～新羅禅神堂～法

明院（フェノロサの墓）～早尾神社～皇子山古墳～宇佐山城跡～宇佐八幡宮

～大津の宮遺跡～近江神宮～榿の木原遺跡～南滋賀町廃寺跡～福王子古墳～

桐畑古墳～百穴古墳～崇福寺跡～志賀八幡神社～倭神社（赤塚古墳）～穴太

廃寺～高穴穂神社～穴太野添古墳群～日吉東照宮～日吉大社～竹林院等   

  ※ 長等学区・唐崎学区・坂本学区等との連携が必要

（３）柳が崎湖畔公園の整備･活用

    柳が崎湖畔公園は、水泳場が廃止された後平成 24 年度末に整備されました

が、緑地帯のみで利用施設がないため、公園の利用者はあまり見受けられな

い状況です。このため、琵琶湖大津館と一体となった親水公園的な観光施設

の整備を検討するよう大津市に要望します。
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【具体的な施策・事業】  

  ・親水公園施設（魚のつかみ取り、水辺の楽校（仮称）開設、公衆便所設置等）               

  ・国道 161 号線を横断する連絡通路の整備（陸橋･地下通路）――競輪場跡地

   ～柳が崎湖畔公園――   
  

（４）地域住民に親しまれる文化祭の開催

    文化祭は今年で 45 回目を迎える学区の伝統行事で、多くの地域住民や学

校・園の協力の下に開催されてきました。今後は、子どもから高齢者まで多

世代の地域住民の参加（出展を含む）が得られるように創意工夫を重ね、さ

らに多くの住民に親しまれるような祭典になるよう努めます。

【具体的な施策・事業】

  ・出展募集を中高生にも呼びかける。

  ・滋賀学区の良さを知ってもらえるコーナーを設ける。

  ・各種団体の活動状況を PR するコーナーを設ける。

     

（ふれあい文化祭～志賀幼稚園児の竹太鼓～）

４．絆の深まるまちづくり

   滋賀学区社会福祉協議会が昨年実施したアンケート調査や、大津市まちづく

り会議等で「自治会加入率が低くなっている」、「新旧住民の交流機会が少な

い」、「自治会未加入者には地域の情報が届かない」等の意見が出ていますが、

これらを踏まえて、自治会加入促進や多くの人が参加できるイベント等を開催

し、新旧住民の交流を図るなど絆の深まるまちづくりに向けた取り組みをしま

す。   

（１）自治会（自治連合会）加入促進の取り組み
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    滋賀学区の自治会加入率は分譲マンションや賃貸マンション等の建設によ

りここ数年減少を続けています。このため、「防災」を切り口に住民に自治

会加入を働きかけるなど加入率の向上に努めます。

    なお、滋賀学区においては、新たな高層マンションの建設が可能となる商

業系の用途地域が限られていることから、今後大規模マンションの建設がほ

とんど見込まれません。従って、既存のマンションや戸建て住宅を対象に自

治会の加入促進に努めます。

【具体的な施策･事業】

   ・マンションについては自治連合会、戸建て住宅については単位自治会が対

応する。

   ・高齢者向け住宅については、戸別加入が無理な場合は当該住宅の管理者と

して加入してもらう等の工夫をします。

・自治会加入を PR するパンフレットの作成･配布

   ・自治連合会ホームページの活用

   ・イベント開催の中で加入を呼びかける。

・各自治会で、新しく転入してきた世帯向けに地域活動の説明会（含む・懇

親会）を開催する。

・様々な活動の中で、地域リーダーが多くの地域住民とつながる（顔見知り

になる）状況を目指す。

   ・自治会単位でのイベントの開催

・各種団体の連携・一体化――まちづくり協議会（仮称）の設立――
   

（２）地域行事（事業）の担い手育成

    自治連合会をはじめ各種団体や単位自治会では、様々な行事(事業)が行わ

れていますが、その実施に当たっては、ほとんど高齢者が中心的な役割を担

っているのが実態です。また、団体の中には役員の高齢化が進み、組織を維

持することが困難なところも出ています。

このため、組織の担い手としての後継者（特に若い世代の後継者）の育成

に努めます。  

  【具体的な施策･事業】
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   ・行事（事業）の開催日及びその準備作業は土曜日・日曜日の午前中とする

など若年層が参加しやすい工夫を図る。

   ・行事（事業）の実施に当たって、若年層にも興味を持ってもらえる内容を

検討する。

   ・日常の連絡をパソコン・携帯メール等も含めた手段をとる。

   ・「子育て支援」や「防災」といった課題で若い世代を巻き込む。    

（３）住民相互の交流機会の拡充

    滋賀学区での大きなイベントや行事として、学区市民運動会、文化祭、夏

まつりなどがあります。この他各種団体でも独自で「つどい」や「研修会」

等を開催しています。これらのイベント等の開催は、多くの住民が交流でき

る場となっています。

    今後は、内容等に工夫を加え、さらに多くの住民（多世代）が楽しみ、喜

んで参加してもらえるイベント･行事となるよう検討していきます。

（滋賀学区夏祭り～盆踊り風景～）

【具体的な施策･事業】

  ・学区市民運動会 ――― 多世代の住民の参加を促す種目の検討

  ・文化祭   ――― 中高生にも出展を呼びかける。

  ・夏まつり  ―――  盆踊り等、催し物を多世代の住民が楽しる内容とな

るよう検討する。

・地域住民が憩える場所を確保する。（例：カフェテラス等）

（４）健康づくり

    子どもから高齢者まで地域住民が生涯健康でいきいきと暮らしていける地域を

めざして、子どもの心と身体の育成、壮年期の健康増進、高齢期の介護予防、
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転倒・寝たきり・認知症予防等の健康づくりに関係行政機関等と連携しながら

取り組みます。

【具体的な施策･事業】

・手軽に（座ってでも）できる簡単な体操の実施（地域ぐるみ・サークル）

・健康教室の開催（子どもと保護者・壮年期・高齢者といった段階別に実施）

・まちあるきウオッチングの実施（再掲）

（５）その他

  ・大津版「絆カード」（参考例：立川市）の作成について大津市自治連合会に

要望する。

Ⅳ むすび
  ここまで、防災、少子高齢化、自治会加入率の低下、歴史・文化等々多岐にわ

たる地域課題と、これらを解決するための具体的な施策・事業について述べてき

ました。

  これらの施策・事業を具体的に推進して行くには、関係する各種団体が個別に

取り組むより、包括的に取り組む方がより効果的です。このためには、バラバラ

の組織が連携・一体化した自治組織の確立、いわゆる「まちづくり協議会」（以

下「協議会」という。）の設立が必要であると考えられます。

  また、この協議会は、地域を代表し地域を運営する組織であることから、自治

会未加入者を含めた地域住民みんなのための活動を行うことになります。従って、

行政側からの、協議会の事務局体制や財源確立に向けた十分な支援が必要なこと

は言うまでもありません。

  今後、滋賀学区においては、「滋賀学区まちづくり協議会」（仮称）の設立に

向けて、大津市の支援を得ながら、自治連合会をはじめ地域内の関係団体が密接

に連携して取り組んでいきます。
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滋賀学区まちづくり構想検討委員会 名簿
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    所      属    氏   名 備 考

滋賀学区自治連合会会長 大 伴 克 巳 委員長

滋賀学区自治連合会副会長 森 田 泰 弘 副委員長

滋賀学区社会福祉協議会会長 大 伴 泰 明 福祉部会長
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【大津市滋賀学区】

  




