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長浜市の概要 

 

長浜市は、滋賀県の東北部に位置し、北は福井県、東は岐阜県に接し、681.02平方

kmの面積をもつ県内最大の市域を有するまちです。周囲は伊吹
い ぶ き

山地などの山々と、ラ

ムサール条約の登録湿地でもある琵琶湖に面しており、中央には琵琶湖に注ぐ姉
あね

川や

高時
たかとき

川、余呉
よ ご

川等により形成された豊かな湖北平野と水鳥が集う湖岸風景が広がり、

県内でも優れた自然景観を有しています。 

さらに、北国街道やこの街道と中山道を結ぶ最短経路であった北国
ほっこく

脇
わき

往還
おうかん

、戦国時

代を偲ばせる長浜城跡や小谷
お だ に

城跡、賤ヶ
し ず が

岳
たけ

、姉川の古戦場をはじめ、竹
ちく

生島
ぶ し ま

の宝
ほう

厳寺
ご ん じ

と都久夫須麻
つ く ぶ す ま

神社、向源寺
こうげんじ

（渡岸寺
どうがんじ

観音堂）の国宝十一面観音立像をはじめとする数

多くの観音像が祀られる観音の里など、すぐれた歴史的・文化的遺産を有していま

す。 

また、京阪神や東海、北陸の経済圏域の結節点としての位置にあり、京都市や名古屋

市からはおおよそ 60 ㎞圏域、大阪市からはおよそ 100 ㎞圏域にあり、ＪＲ北陸本線・

湖西線や北陸自動車道を主な広域交通軸として、これらの経済圏域と利便性高く結びつ

いています。 

 

人口と世帯の推移 

 H22.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 

人 口（人） 126,039 121,532 120,595 119,748 118,808 118,125 117,403 

世帯数（世帯） 44,166 44,604 44,776 45,096 45,327 45,842 46,359 

 

 



長浜市の地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域での担い⼿ 
 

めざす姿 
 

 
 

⼿段・⼿法 

 

 

期待される効果 
 

 

 

 

⾏政の⽀援等（⼈・財政・権限委譲等） 

新たな公共の担い⼿として期待する組織 
（共助の効果が最⼤限に発揮できる組織） 

・財政の硬直化 
・地⽅分権の進展 
・地⽅⾃治体の役割と責務の

拡⼤ など 

・市域の拡⼤ ・職員の削減 ・類似施設の統廃合 
↓ 

住⺠の声が届きにくくなる・周辺部の 
活気がなくなっていくという不安 

・少⼦化等による⼈⼝減少 
・コミュニティの衰退 
・住⺠ニーズの多様化 
・⾼齢化・担い⼿不⾜ など 

・「新たな公共の 
領域※」への対応 

社会情勢・不安要素 

 
※広がる公共的なサービスニ
ーズに対して⾏政が対応でき
る範囲との差で、担い⼿が求
められる新たな範囲のこと 

地域づくり協議会の組織⼒を⾼めるために 
 

・持続可能な地域づくりのための担い⼿育成 
・事業実施ノウハウの取得 
・活動拠点を確保し、⼈が集う仕組みづくり 
・⾃発的な情報交換や研修の場づくり 
・多様な主体が連携し、⻑所を活かし補完しあ

う仕組みづくり 
・組織の法⼈化 
 

地域の⾃治⼒・総合⼒の向上 
 

・市⺠が主体となったまちづくり 
・市⺠協働の取組 
・市政への市⺠参画機会の拡充 
・安⼼安全のコミュニティ 

新たな感性を⽣かし  
みんなで未来を創るまち ⻑浜 

上記に対応できる組織とは… 
・⾃治会枠を超えて広域的な課題に公平・公正に対応できる組織【公共性】 
・事業に⻑期的に取組み、⾃ら意思決定と実⾏ができる組織【⾃⼰決定・実⾏⼒】 
・地域の特⾊を活かし、地域内分権が推進できる組織【財源と権限委譲】 

地域づくり協議会が【地域住⺠の暮
らしを⽀える運営体】となって、地
域の課題を地域の創意⼯夫で解決で
きるようになると、きめ細やかで顔
が⾒える関係性のサービスとなり、 
 

暮らす⼈々の満⾜度の向上 
 
につながることが期待できる。 

地域づくり協議会 
 

⾏政の情勢 
地域の情勢 

合併の影響 



01：中間支援組織 (イメージ) 04：コミュニティファンド (イメージ)

• 急激な人口減少が進み、あらゆる主体の規模が縮小化・脆弱化
• さらに、今後30年間で、長浜市の人口が約22％（約2.6万人）減少する見込み
• これまでの価値観や制度、仕組みでは対応できない転換期にある

• 幅広い主体の参画を促す新たな仕組みをつくる

• 市民、地域づくり協議会、自治会、市民活動団体、事業者、教育機関など、
多様な主体の協働を推進する新たな仕組みと体制をつくる

✓ こうした変化に対応するために

条例 ・多様な主体による協働の考え方や各主体の役割などを明記
・地域課題の解決に必要な新たな仕組みと体制づくりの推進を明確に担保

計画 ・9つの協働の仕組みづくりとその推進体制などを明記
・市民協働を推進する取組を着実に進める

✓ 幅広い参画と多様な主体の協働を進めるために

市
民
協
働
を
推
進
す
る
9
つ
の
仕
組
み

01
多様な主体の協働を進める

仕組みづくり
中間支援組織の設立を柱とする、多様な主体
間の連携を促進する仕組みをつくる

02
地域づくりを推進する

仕組みづくり
地域づくりを担う組織の機能強化を図るなど、
地域づくりを活性化する仕組みをつくる

03
みんなで議論する話し合いの

仕組みづくり
みんなが当事者意識を持って活発な議論が行
えるような話し合いの仕組みをつくる

04
新しいお金の流れを事業支援に

活用する仕組みづくり
市民協働のまちづくりの推進に必要な資金の
調達と効果的な活用を図る仕組みをつくる

05
新しい形の共助を構築する

仕組みづくり
シェアリングエコノミーの推進による新しい
形の共助を推進する仕組みをつくる

06
情報共有・活用を図る

仕組みづくり
各主体間の情報のやり取りを活性化する仕組
みをつくる

07
協働の担い手を育成・確保する

仕組みづくり
市民協働の担い手となる人材を育成・確保す
る仕組みをつくる

08
市が保有する情報を活用して
課題を解決する仕組みづくり

市が保有するデータを活用し、新たな視点か
ら地域課題を発見・解決する仕組みをつくる

09
先端技術を活用した地域課題を
発見・解決する仕組みづくり

先端技術を活用してこれまでにない新しい方
法で地域課題を解決する仕組みをつくる

• 「長浜市市民協働のまちづくり推進条例」制定／「長浜市市民協働推進計画」改定

■新たな市民協働の仕組みと体制づくり

ファンド
(基金)

ノウハウ・

情報・場所

労力・技術・

イノベーション等

協 働

地域課題

中間支援組織

大学・企業・
金融機関等市

地協・NPO等自治会・PTA等

住民

担い手育成 担い手育成
担い手
育成

知恵

4
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地域づくり活動事例 



（１）長浜地区地域づくり連合会 
自治会数 79自治会 世帯数（R2.4.1） 4,036世帯 

人口（R2.4.1） 8,932人 高齢化率 32.61％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0037 長浜市高田町 12-34 ながはま文化福祉プラザ内 

電話番号 0749-64-2753 ファックス番号 0749-64-2753 

メールアドレス ntd.rengoukai@gmail.com 

設立年月日 平成 20年 4月 1日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 暮らしデザイン懇談会（まんまる会議）開催事業 

実施期日（期間） H29～（11 月頃） 参加者数 163 人 

【目的】これからの肩車社会を見すえ、今から、協働手法によ

る暮らしの仕方を見直していくことを目的に、様々な主体の参

画のもと、懇談会を実施。特に、令和元年度は、沖縄式地域円

卓会議の手法を導入して開催しました。 

【テーマ】人口減少や少子高齢化の進展に伴う様々な課題があ

るなか、実際の困りごとについて、わが事として、協働により、

その解消方策を多面的に議論します。 

 

 

事業名 治水から利水へと 米川・かわまちづくり事業 

実施期日（期間） 令和元年度～ 参加者数 20 人 

【目的】地域の歴史や文化が引き継がれ、人々の暮らしと密接

につながり、四季折々の自然が鮮烈な米川。かわまちづくり事

業は、米川に潜在する可能性を関係者が共有し、そこに、まち

なか特有の空間を掛け合わせ、地域の「誇り」「顔」づくり、水

辺空間を活かした地域活性化や観光振興につながることを目的

とします。 

【内容】令和元年度の川歩き体験から、2年度には、米川の再発

見と気運醸成、米川での灯篭流しや、川床づくり、米川バーな

どを実施します。 

 

 

事業名 おしゃべりボランティア・話咲隊（はなさかたい）スタート 

実施期日（期間） 令和元年度～ 参加者数 39 人 

【目的】「閉じこもりがち、孤立しがちな高齢者を支えよう！」

を目的に、地元と関係行政機関の地域担当メンバーで構成したス

マートウェルネスシティ研究会からの提案を受け、地域事業とし

てスタート。 

【内容】ボランティア連続講座への参加者を中心に、出入り自由

な「話咲交流会」を定期的に開催することにつながる。希望者を

募り、「話咲隊」を結成して、高齢者の方や、悩みを抱えている人

の話を聞いて、相手の心に寄り添い心のケアをするため、各家庭

を定期的に訪問します。 

 

川歩き体験  

 利害関係者による話し合い 

話の花を咲かせましょう  



（２）六荘地区地域づくり協議会 

自治会数 24 自治会 世帯数（R2.4.1.） 6,030 世帯 

人口（R2.4.1） 14,376 人 高齢化率 20.35％ 

ＵＲＬ http://rokusyo.org/  https://www.facebook.com/rokusyou  

事務局住所 〒526-0042 長浜市勝町 490 六荘まちづくりセンター内 

電話番号 0749-62-0198 ファックス番号 0749-64-2750 

メールアドレス r694053@yahoo.co.jp または rokusyou0198@wing.ocn.ne.jp 

設立年月日 平成 20年 11 月 8日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 地協創設 10周年記念事業「100 万人のクラシックライブ」 

実施期日 平成 31年 4月 6日 参加者数 84 名 

創設 10周年記念事業の第１弾。毎年１回、才能あふれる

若手演奏家の方々に、至近距離で演奏していただいていま

す。毎回“七夕”“月”などテーマを決めそれにちなんだ演

目が揃います。今年は“桜”で、ホールの南側を流れる長

浜新川の両岸の桜並木が満開になる季節を選び、会場であ

るホールのカーテンを全開にし、満開の桜を背景に楽曲を

演奏していただきました。小さな子ども連れでも大歓迎の

気軽で楽しい演奏会で、毎回大勢の来場者でにぎわいます。 

 

 

 

事業名 地協創設 10周年記念事業「長浜新川遊歩道完成記念健康ウォーク」 

実施期日 令和元年 6月 23 日 参加者数 約 250 名 

創設 10 周年記念事業の第２弾。平成 31年 3月末に長浜

新川の遊歩道が琵琶湖岸まで開通したのを記念し、三世代

が気軽に参加でき、長浜新川をもっと身近に感じてもらえ

るような事業として実施しました。 

当日は天候にも恵まれ、子育て世代や伊吹高生など多世 

代の参加があり大盛況、また給水ポイント設置や抽選会な

どの運営を長浜北高生がスタッフとして担ってくれ、今後

も彼らの協力に期待しています。 

 

事業名 地協創設 10周年記念事業「記念式典および記念講演会」 

実施期日 令和元年 11月 16 日 参加者数 100 名 

創設 10 周年記念事業の第 3 弾。平成 20 年 11 月に協議

会設立以後、同 21 年 4 月から六荘まちづくりセンターの

指定管理を受託し 10 周年を迎えたことから、活動の節目

として記念式典と記念講演会を開催しました。記念式典で

は、協議会の設立と運営に功績のあった 10 名に感謝状を

贈呈。また記念講演会では、IIHOE の川北秀人氏をお迎え

し、“六荘地区のまちづくり”をテーマに、これからのまち

づくりを考えるにあたって、他市の事例を紹介しながらお

話いただきました。 

 

新川の満開の桜をバックに演奏会
♪ 

新緑の新川をみんなでウォーキ
ング 

川北秀⼈⽒を迎えて記念講演
会 



（３）南郷里地域づくり協議会 
自治会数 21自治会 世帯数（R2.4.1） 4,495世帯 

人口（Ｒ2.4.1） 10,656人 高齢化率 24.35％ 

ＵＲＬ http://www.nangouri.main.jp 

事務局住所 〒526-0841 長浜市新栄町 1065-2 南郷里まちづくりセンター内 

電話番号 0749-50-1295 ファックス番号 0749-64-2751 

メールアドレス chikyou-nangouri@zeus.eonet.ne.jp 

設立年月日 平成 19年 12月 1日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 子育て支援事業 子育て広場「はぐみんぐ」 

実施期日（期間） 通年／月 2回 参加者数 約 20組の親子 

地域の子どもは地域で育てようと子育て支援事業と

して、地域のボランティアにより平成 26 年度から、ま

ちづくりセンターで月 2回開設。 

未就園児の親子の出会いの場、家族の交流の場をめざ

すなか、創意工夫された活動内容と気楽に話し合える場

として地域から大きな評価を得ています。（注）「はぐみ

んぐ」は、「ハグする」「育む」「みんなで」「子育て進行

形の ing」の意味があります。 

 

事業名 命のバトン推進事業 

実施期日（期間） 通年 参加者数  

災害や救急時、一人暮らしの高齢者、しょうがい者世帯へか

けつけた救急隊員などが素早い救命対応につなぐことのできる

「命のバトン」を家庭に配置してもらう事業を推進しています。 

命のバトンには、かかりつけの病院やいつも飲んでいる薬、

緊急連絡先が記載された情報用紙が入っています。配置数は 152

世帯、利用者数 186人（H31.4.1現在）。 

 

事業名 地域づくりサポーター設置事業 

実施期日（期間） 通年 参加者数 サポーター19人 

事業企画（プランナー）の業務推進の支援人材として、

自治会ごとに地域づくりサポーター（正式名称：地域活

力プランナーサポーター）１名を配置しています。 

サポーターは、協議会の業務支援、自治会等とのパイ

プ役、地域課題の発見や問題提起、ふるさと通信員の役

割を担い、協議会の大きな支えとなっています。 

 



（４）神照地区地域づくり協議会 
自治会数 37自治会 世帯数（R2.4.1) 7,995世帯 

人口（R2.4.1） 19,938人 高齢化率 21.05％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0015 長浜市神照町 286-1 神照まちづくりセンター内 

電話番号 0749-62-0265 ファックス番号 0749-64-2752 

メールアドレス kamiteru-mati2@iris.eonet.ne.jp 

設立年月日 平成 22年 11月 6日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 かみてるこども広場 

実施期日（期間） 年 6 回 参加者数  のべ 348 人 

神照学区の小学生を対象に昼食をメインにした子どもの

居場所・交流の場として、年間６回開催しました。「学ぶ・

遊ぶ・つくる」をテーマとし、毎回約 30 名の児童が参加、

保護者やスタッフを含めると 50～60 人が集まり、楽しく賑

やかな場となっています。特に昼食ではテーブルを囲み、

会話も弾み笑顔も絶えません。工作や遊びも毎回工夫を重

ね、徐々に地域に根ざした活動になっています。 

 

事業名 高齢者お楽しみ会 

実施期日（期間） 令和元年 7 月 11 日 参加者数 91 人 

 日ごろ外出機会が少ない高齢者の方々に神照まちづく

りセンターに来ていただき、みんなとふれあいや、演劇

などの鑑賞で一日をゆっくりと楽しんでいただきたいと

開催しました。民生委員や福祉委員の協力のもと、歌謡

舞踊や浪曲・民謡・津軽三味線などを鑑賞していただき、

またみんなで一緒に歌を歌ったり、腹話術を見て笑った

りして盛り上がり、大いに満喫していただきました。 

 

事業名 防災研修会 

実施期日（期間） 令和元年 9 月 1 日 参加者数 92 人 

 各自治会役員・消防団員・自警団員などを対象に、いつ

発生するか分からない自然災害に備えるため、本年も防

災研修会を開催しました。最初に複数のグループに分か

れ避難所運営ゲームでの運営管理を体験、次に「大地震・

水害への備えと自主防災」と題した講演を聞きました。  

より安心で安全な地域づくりをめざして、一人でも多

くが防災に関する知識や技術を習得できるよう、研修内

容を工夫しながら毎年続けていきたいと考えています。 

 



（５）北郷里連合地域づくり協議会 
自治会数 10 自治会 世帯数（R2.4.1） 1,777 世帯 

人口（R2.4.1） 4,081 人 高齢化率 31.46％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0802 長浜市東上坂町 976-7 北郷里まちづくりセンター内 

電話番号 0749-62-5479 ファックス番号 0749-64-2754 

メールアドレス kitagouri-machisen@aioros.ocn.ne.jp 

設立年月日 平成 26 年 5 月 14 日 団体の種別 任意団体 

 
事業名 北郷里グラウンドゴルフ大会 
実施期日（期間） 令和元年 5月 26 日 参加者数 100 人 
子どもから大人まで気軽に楽しめる生涯スポーツで

あるグラウンドゴルフの大会を開催。大会終了後、結果

発表までに「ホールインワンゲーム」を行ってよりいっ

そうの地域間交流を図っています。子どもたちが活躍す

ると、側にいる大人たちはみんなで拍手をして応援しま

す。地域が一体となって親睦を深めるという事業の目的

が達成できたかなと思います。 

 
 

 
事業名 三世代交流自然・防災体験事業 
実施期日（期間） 令和元年 7月 13 日 参加者数 81 人 
青少年育成専門部会主催の三世代交流「さかなつかみ大

会」と、環境安全専門部会による防災体験事業をコラボし

て開催しました。さかなつかみでは自然に親しみ塩焼きし

た鮎を食し、みんなで命をいただくことを学びました。 
また起震車での地震体験では必死にテーブルなどにし

がみついて地震の恐ろしさを感じ、消防車での放水体験で

は地域住民が災害の恐ろしさや、訓練の大切さを自らの体

験で感じることができたと思います。 

 

 
事業名 北郷里ラジオ体操「10周年記念ラジオ体操」 
実施期日（期間） 令和元年 8月 18 日 参加者数 120 人 
 平成 21 年から始まり、雨の日も風の日も行ってきたラジ

オ体操 10 周年記念の事業として開催しました。すがすがし

い朝日を背に、全国ラジオ体操連盟ラジオ体操１級指導士の

もとラジオ放送に合わせて参加者全員でラジオ体操をしま

した。体操ですべての関節や筋肉をまんべんなく動かし、体

と気持ちを目覚めさせ一日をスタートさせることは大事で

す。これからもたくさんの人の参加のもと長く続けていく事

業になります。 

 

 



（６）西黒田ふるさと振興会議 
自治会数 11 自治会 世帯数（Ｒ2.4.1）  754 世帯 
人口（Ｒ2.4.1） 2,149 人 高齢化率 33.97％ 
ＵＲＬ http://www.nishikuroda.sakura.ne.jp 
事務局住所 〒526-0823 長浜市常喜町 500-1 西黒田まちづくりセンター内 
電話番号 0749-62-0381 ファックス番号 0749-64-2746 
メールアドレス nishikuro-machisen@nishikuroda.sakura.ne.jp 
設立年月日 平成 19 年 12 月 13 日 団体の種別 任意団体 
 
事業名 「転倒予防教室」と「ちょこっとサポート」 
実施期日（期間） 通年月 2 回 参加者数 のべ 869 人 

年齢を重ねても転んで大けがをしたり、寝たきりにならな

いように、月 2 回の「転倒予防教室」を、ボランティアスタ

ッフによって運営することが定着しています。また、2025 年

問題を目の前に控え、高齢者世帯や身体が不自由な方の世帯

を対象に、「ちょこっとした困りごとのお手伝い」と「お買い

物ツアー」を実施するため、サポーター約 90 人の登録を得

て、きんたろうサポート会を設立し、着実に実績を積み上げ

てきています。 
 
事業名 金太郎をシンボルとした地域づくり 
実施期日（期間） 令和元年 6 月 30 日 参加者数 320 人 

就学前児童（年中、年長）から小学 6 年生までの児童を

対象とした相撲大会を、長浜相撲連盟の指導のもとに毎年

開催しています。昨年、第 20 回の節目の年を迎え、その記

念事業に「金太郎のひとつ違いの妹」のイラストを募集し、

新しいキャラクターを加えることができました。また、「金

太郎とその妹」をテーマとした絵を地元の認定こども園と

南小学校に、夏休みの課題として協力いただき開催する絵

画展が、今年で第 22 回となりました。 

 
事業名 金太郎の里「西黒田」の特産品開発 
実施期日（期間） 令和元年 4 月～ 参加者数 のべ 66 人 

お米以外に地区の特産物、特産品がないことから、地区

内にある県立長浜農業高校の協力を得て、金太郎まくわと

さつまいも（鳴門金時）を栽培し、「まくわジャム」や「ま

くわクッキー」等の特産品開発にチャレンジしました。結

果、収穫したマクワ（約 500個）や鳴門金時（軽トラ 1台
分）を通して、地域住民やまちづくりセンター利用者とコ

ミュニケーションを深めることができました。来年度は、

販売をめざしています。 
     



（７）神田地域づくり協議会 
自治会数 8自治会 世帯数（R2.4.1） 469世帯 

人口（Ｒ2.1.1） 1,178人 高齢化率 35.48％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0828 長浜市加田町 2727 神田まちづくりセンター内 

電話番号 0749-62-7037 ファックス番号 0749-64-2748 

メールアドレス  kanda-machisen@tiara.ocn.ne.jp 

設立年月日 平成 20年 12月 14日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 かんだサポート会 

実施期日（期間） 毎週１回（延べ 33 回） 参加者数 延べ 193 人 

身近な地域の助け合いを目的として、平成 24 年 4 月に発

足。高齢者のみの家庭や、障害がある人、公共施設の事業を

対象に困りごとを手助けしています。そのなかで、高齢で一

人暮らしの方、または買い物に不自由を感じておられる方へ

のお手伝いとして、乗用車の乗り合いで買い物支援を行って

います。以前は月 2 回だったのを４回に増やし、新しいメン

バーの利用も増えています。(1 回につき６人程度の参加者) 

  

事業名 神田フレンズ 

実施期日（期間） 月 2 回（第 1・3 金曜） 参加者数 毎回 11～23 名 

始まりは、市から委託を受けたアンタレスが『転倒予

防教室』を神田地区住民を対象に平成 26 年 5 月から実

施。その後、受講者の間から体操の教室を続けてほしい

と要望があり健康体操グループ『神田フレンズ』を発足。 

月 2 回実施しており、第 1 金曜は講師と一緒に体操やス

トレッチ。第 3 金曜は歌の会や 8 人麻雀、ゲームや勉強

会、講演会など毎月いろいろな行事を行い体力の維持や

認知症予防につなげています。お友達と誘い合って参加 

して下さる方も多いです。 

 

事業名 神田地区町民運動会 

実施期日（期間） 令和元年 10 月 6 日 参加者数 約 600 名 

毎年 10 月に神田町民グラウンドで行われる運動会は、

全自治会が集まり未就園児から高齢者までが参加できる

行事です。恒例の玉入れや綱引きのほか、少子高齢化に対

応して子どもから大人まで一緒に参加できるように考え

た種目や、人数も参加しやすい数に変えたりしています。

町民同士のコミュニケーションの場にもなり、種目に参加

されない人でも観戦を楽しみにされています。 

 



                             

（８）浅井湯田地域づくり協議会 
自治会数 17自治会 世帯数（R2.4.1） 2,151世帯 

人口（Ｒ2.4.1） 6,197人 高齢化率 20.83% 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒〒526-0244 長浜市内保町 2645 湯田まちづくりセンター内 

電話番号 0749-74-1438 ファックス番号 0749-74-1427 

メールアドレス azaiyutatiiki@zd.ztv.ne.jp 

設立年月日 平成 21年 3月 7日 団体の種別 任意団体 
 
事業名 第 12回 湯田小・浅井中通学合宿 

実施期日（期間） 令和元年 9月 26～29日 参加者数 16名 

【目的】家庭を離れた集団生活の中で、自主性や自立性、創造性、

協調性、社会性を育み、豊かな人間形成をめざす。 

【概要】小学 4～6年生の 16名が参加し、湯田まちづくりセンタ

ーに宿泊し 3泊 4日の共同生活をしながら、通学。子どもたちが

食事や洗濯などを自主的に行い、大人のスタッフはサポートにま

わりました。また、地域内の７軒の家庭でのもらい湯や浅井三姉

妹ゆかりの寺で座禅体験、ふくらの森で野外活動を行いました。 

【成果】子どもたちからは、楽しく自主性や支えてくれたスタッ

フへの感謝の気持ち、また保護者からは子どもが大きく成長した 

と思える感想が寄せられました。 
 
事業名 湯田っ子広場 

実施期日（期間） 令和元年 7月 23日～8月 22日のうち、7日間 参加者数 25名 

【目的】夏休みの平日、仕事などで保護者が留守の家庭の子ど

も達に集団生活の場を提供し、友達と過ごす楽しさを味わって

もらう。 

【概要】今年度の新規事業。夏休みの宿題、読書感想文、絵画

教室、水鉄砲作り、調理実習などを協議会の委員などが指導。

最終日は夏まつりと称して新聞紙でのカバン作りやヨーヨー釣

り、缶バッジづくりなどをスタンプラリー形式で実施しました。 

【成果】スタッフが限定され負担が大きかったことは反省材料

ながら、参加定員を上回り制限するほどの申し込みがあり、ニ

ーズを痛感。参加児童には大変好評で、異学年との交流や連携 

が貴重な体験となりました。 

 

事業名 ふくらの森を活用した特用産林物（原木シイタケ）振興 

実施期日（期間） 通年 参加者数  

【目的】地域の自然資源であるふくらの森は市街地に残された平地の雑

木林です。森の恵みとして原木シイタケの栽培を広く普及しています。 

【概要】ふくらの森では様々な視点で保全活動を定例的に行っていま

す。その一つとして森の環境を利用して原木シイタケの栽培を始めよう

と約 10 年前から栽培研修や植菌作業を行い、栽培管理をしながら発生

したシイタケは道の駅などに販売しています。 

【成果】多くの人に原木シイタケの魅力を理解していただくとともに、

栽培を継続して行う農林家や愛好家が増えています。 

 



（９）田根地区・地域づくり協議会 

自治会数 13自治会 世帯数（R2.4.1） 561世帯 

人口（R2.4.1） 1,548人 高齢化率 39.02％ 

ＵＲＬ http://tane.shiga.-saku.net/ 

事務局住所 〒526-0273 長浜市高畑町 316-1 田根まちづくりセンター内 

電話番号 0749-74-1450 ファックス番号 0749-74-1445 

メールアドレス yusanjin@hera.eonet.ne.jp（事務局長） 

設立年月日 平成 19年 3月 24日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 空き家ネットワーク化事業 

実施期日 令和元年 9～12月 参加者数 20名程度 

過疎化に伴い「負の財産」として増え続ける空

き家を「地域資源」と捉え、新たな地域の魅力と

して活用し交流人口・関係人口・移住人口の増大

をめざすため、「空き家の実態調査」及び「所有

者の意向調査」を実施し、点在する空き家のネッ

トワーク化を図るとともに、具体的な活用策を

検討しました。 

 

 

 

事業名 〝森のほとりで職人の技を学ぶ〟体験型交流事業 

実施期日 夏（3泊 4日×2回） 参加者数 20名程度 

職人の技術を学ぶ「実習体験」やチップボイラー

を介した「環境学習」などを通じて、都市住民と地

域住民との交流を図り、交流人口・関係人口の増加

による移住や定住を促進します。加えて、少子高齢

化や過疎化に伴い増え続ける「空き家」を参加者の

宿泊や実習の拠点として活用し、地域資源とするこ

とをめざします。 

事業名 通学合宿 

実施期日 秋（2 泊 3 日） 参加者（児童）数 20 名程度 

 田根小学校 5、6年生を対象に、まちづくりセンター

から学校へ通学しながら、子どもたちに共同生活の機

会を与え、自らの手による衣・食・住の生活体験を通

して生活技能を体得するとともに、お互いの立場や役

割を理解し、協力し合ってよりよく生活する能力を高

めるため、地域住民や大学生がボランティアとして支

援する事業です。 



（10）下草野地区地域づくり協議会 
自治会数 14 自治会 世帯率（R2.4.1） 917 世帯 

人口（R2.4.1） 2,471 人 高齢化率 24.08％ 

ＵＲＬ Facebook 「下草野地区地域づくり協議会」 

事務局住所 〒526-0214 長浜市北ノ郷町 105 下草野まちづくりセンター内 

電話番号 0749-74-2340 ファックス番号 0749-74-1462 

メールアドレス chikyou-shimokusano@za.ztv.ne.jp 

設立年月日 平成 20 年 12 月 21 日 団体の種別 任意団体 

 
事業名 秋祭り 
実施期日（期間） 令和 10 月 20 日 参加者数 800 名 
「地域の輪を大きく広げ、秋の収穫に感謝しよう」を

合言葉に、浅井小体育館で開催された秋祭りも 11 回目

になりました。キッズダンス、浅井小学校児童の歌の発

表などで会場を盛り上げていただきました。スタンプラ

リー形式で回るお楽しみコーナ―は沢山の子ども達が参

加してくれました。初めての試みの景品つき餅まき大会

で祭りを締めくくりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
事業名 草野川雑木伐採作業 
実施期日（期間） 令和 2 月 29 日 参加者数   39 名 
草野川の中に雑木が茂っている個所があり、洪水時に災

害につながる恐れがあるため伐採作業を行いました。実施

当日は、協議会と連合自治会と協力しあいチェンソーで伐

採し、運び出し、軽トラックに積むなど担当分けし 3 時間

作業を行いました。皆さんのおかげで見晴らしが良くなり

ました。 
 
 
事業名 買い物ツアー 
実施期日（期間） 令和 9 月～3 月末 参加者数 10～15 人／回 

7・8 月に試行し、9 月から第 2、4 水曜日の午前中実施

しています。8 月に買い物ツアーの年間スケジュールを全

戸配布し周知を図り、利用者は実施日の 1 週間前までに

申込していただく仕組みです。長浜社会福祉協議会から

借用したワゴン車 2 台で運行しています。地域住民スタ

ッフ 42名の協力のもと 3月末までの利用者は延べ 122名

で、今後も、継続して実施していく予定をしています。 

 
 
 

      



                             

（11）七尾地区地域づくり協議会 
自治会数 7自治会 世帯数（R2.4.1） 455世帯 

人口（Ｒ2.4.1） 1,344人 高齢化率 34.30％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0234 長浜市佐野町 181 七尾まちづくりセンター内 

電話番号 0749-74-0458 ファックス番号 0749-74-1469 

メールアドレス nanao-machisen@city.nagahama.lg.jp  

設立年月日 平成 20年 11月 20日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 七尾山登山道・山頂環境整備・七尾山健康登山 

実施期日（期間） 令和元年 10 月 14 日・11 月 3 日 参加者数 のべ 35 人 

市の中でも標高の高い山だが、百名山の霊峰伊吹山が背景に

あり、観光面では知名度は低い。また、山頂付近は雑木等が生

い茂り、眺望も良くなかったのを、登山道と山頂付近の整備を

し、長浜を一望できる眺望を得ることができてきました。地域

づくりの一大行事として、整備をさらに今後も進め、地域の皆

さんに愛される七尾山として護っていこうと考えています。 

 

事業名 北国脇往還道、旧七尾小学校前桜並木環境整備 

実施期日（期間） 令和元年 8 月 2 日、11 月 30 日 参加者数 のべ 30 人 

旧中山道から北国街道への脇往還として有名だが、七尾

山の山あいの街道は林業者等の利用も少なく、竹や雑木で

道をふさぐような現状があり、市道であるが整備はできて

いない。また、旧七尾小学校前の桜並木のすばらしさも類を

みない。これも地域で守り、景観を楽しんでもらいたい。 

 

 

事業名 高齢者グラウンドゴルフ・世代交流グラウンドゴルフ大会 

実施期日（期間） 令和元年 9 月 8 日、11 月 10 日 参加者数 のべ 150 名 

旧七尾小学校を利用し、高齢者の心身の健康増進、地

域のつながりと地域コミュニティの場を設けて、地域の

協働のまちづくり精神の醸成を図り、世代交流の場とし

ても活用し、子ども達のよりよき成長と健全育成を図り、

郷土を愛し、高齢者へのいたわりや思いやりのある人間

関係を築くことのできる人の育成をめざしています。そ

の他事業である秋まつり、春の音楽祭、健康ウォーキン

グ等も世代を超えて参加していただいています。 

 

mailto:nanao-machisen@city.nagahama.lg.jp


 

 

 (12) 上草野地区地域づくり協議会 

自治会数 9 自治会 世帯数（R2.4.1） 489 世帯 
人口（R2.4.1） 1,201 人 高齢化率 44.46％ 
ＵＲＬ － 
事務局住所 〒526-0203 長浜市野瀬町 809 上草野まちづくりセンター内 
電話番号 0749-76-0001 ファックス番号 0749-76-1155 
メールアドレス － 
設立年月日 平成 21 年 8 月 8 日 団体の種別 任意団体 
 

事業名 市道バイパス清掃作業 

実施期日（期間） 令和元年 8 月 31 日 参加者数 約 160 人 
午前 7 時 30 分から、草野川に沿って上草野地域

を縦断する(通称)市道バイパスの草刈り作業とゴミ

拾いを実施しました。今年で 9 回目となった作業

に、各自治会からボランティア約 130 人と、連合自

治会や日赤奉仕団、協議会役員の総勢約 160 人が参

加しました。 おかげで全長約 5km の道路の両脇の

雑草が刈り取られ、見違えるようにきれいになりま

した。 
 

事業名 お市マラソンコース(コスモスロード)整備 

実施期日（期間） 7 月中旬～11 月下旬 参加者数 延べ約 90 人 
今年で 8 回目を迎えました。お盆の帰省者や行き来

する人に気持ち良く通行してもらおうと始めた事業

でしたが、お市マラソンのコースでもあるので、全

国から来られる選手の皆さんをおもてなししよう

と、今ではお市マラソンの開催日に花が咲くよう種

まきをし、雑草の刈取りや蔓取りをして育てまし

た。（令和元年度のマラソンは天候の都合で中止） 

 

事業名 上草野まつり 

実施期日（期間） 令和元年 10 月 27 日 参加者数 約 430 人 
協議会を地域の皆さんに理解してもらうため、地域の

誰もが参加できる事業として始めて、今回で 9 回目を迎

えました。毎年 10 月の最終日曜日に開催。ステージイベ

ントや個人・団体の出店、竹細工教室や生け花の作品展

示などで地域の皆さんに楽しんでいただいています。な

かでも、鮎のつかみ取りは人気のコーナーです。今年

は、メインゲストに米原市出身の岡田兄弟や、JA レーク

伊吹のスコップ三味線を迎え大変盛り上がりました。 

 



（13）びわ地域づくり協議会 
自治会数 28 自治会 世帯数（R2.4.1） 2,290 世帯 

人口（R2.4.1） 6,656 人 高齢化率 33.89％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒526-0108 長浜市難波町 448 びわまちづくりセンター内 

電話番号 0749-50-2584 ファックス番号 0749-50-2584 

メールアドレス ― 

設立年月日 平成 19 年 12 月 16 日 団体の種別 任意団体 

 
事業名 竹生島タブノキ再生事業 
実施期日（期間） 通年 参加者数 90 名 
カワウの影響ではげ山と化した竹生島の緑を取り戻そう

と、約 10 年前から地元の小学生と取り組んでいます。島か

らタブノキの芽生えを採取し、協議会環境部会が地元の神

社で育成、大きくなったら島に植えます。苗の採取には、県

立大学学生・教員・地元ボランティア・小学生総勢 90 名余

りが参加、４年前に島に植えた 80 本の苗は、現在 2m にま

で成長しました。  
 
事業名 未就学児子育て支援事業 ホットサロン 
実施期日（期間） 毎月第 2 火曜日 参加者数 20～50 名 
毎月第 2 火曜日、市内の子育て中のお母さんが少しでも

休んでもらえるようにと、主に６人のボランティアと日赤

奉仕団・更正保護女性会・民生児童委員で行っています。 
親子バランスボール・人形劇・ミニミニ運動会・正月遊び、

そしてお母さんにはリース作り・フラワーアレジメント・陶

芸などを行います。開催を経て、お母さん達のふれあいの場

となり、子育てや悩み事の相談の場となっています。 

 
事業名 びわっこ通学合宿 
実施期日（期間） 毎年 9 月末 3泊 4 日 参加者数 50 人 
心身共にたくましい人間性豊かな青少年の育成をめざし、

びわ地区内の小学生 4～6 年生及び中学生がまちづくりセン

ターで宿泊しながら通学し、夕食作り・洗濯・掃除等をこな

す生活を送ります。学生・一般ボランティアが寝泊まりを共

にしての支援のもと、日頃親任せになっている身の回りのこ

とを自分でする習慣を身につけるとともに、異年齢の集団生

活で協調性や社交性を育み、交流を深めています。 

 



（14）虎姫地域づくり協議会 
自治会数 16自治会 世帯数（R2.4.1） 2,052世帯 

人口（R2.4.1） 4,889人 高齢化率 32.48％ 

ＵＲＬ http://toraco.shiga-saku.net 

事務局住所 〒529-0142 長浜市田町 108 虎姫まちづくりセンター内 

電話番号 0749-50-1850 ファックス番号 0749-50-1850 

メールアドレス torahime.chikyou@gmail.com 

設立年月日 平成 24年 5月 19日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 虎姫田んぼアート 

実施期日（期間） 4 月～9 月 参加者数 300名（観覧者約 2500名） 

多世代交流、環境学習、農業対策、観覧者の来街を目的

に田んぼアートを実施しています。田んぼアートとは、葉

の色の違う稲を使い、田んぼに絵を描くアートです。見頃

は 6月末～8月上旬頃で虎御前山の展望台から見える 7000

㎡の田んぼいっぱいに広がる絵は感動ものです。毎年、地

元の中学校１年生が田植え体験を行い、郷土愛の醸成にも

役立っています。 

 

事業名 防災（避難）訓練 

実施期日（期間） 令和元年 11 月 3 日 参加者数 130 名 

虎姫地域では各自治会で防災訓練を実施しているところ

もありますが、地域全体での訓練を実施しました。内容は、

自治会での避難シミュレーションを行い、その後指定避難

所の虎姫運動広場に集合し、「水害に強い地域づくりを目指

して」と題した研修会を実施しました。また、防災に関す

る展示や体験コーナーも設けました。参加者は、地域に関

する話や展示物を真剣に見聞きし、理解を深めていました。 

 

事業名 土曜朝市 

実施期日（期間） 4 月〜11 月 参加者数 1500 名 

地域内のスーパーが撤退し、住民の方は買い物に困られ

ています。また、家庭で野菜を作っておられる方もすべて

消費することができ、多くが破棄されている状況であり、

消費者、生産者どちらも喜んでいただけるよう、土曜朝市

を地域の中心である県道丁虎線沿いの広場で開催してい

ます。（4 月の竹の子から 11 月までの毎週土曜日朝 7 時

30 分から 9 時まで）利用者は毎回新鮮な野菜が割安で購

入でき、またおしゃべりにも花が咲き毎回賑わっています。 

 



（15）小谷地区地域づくり協議会 
自治会数 11自治会 世帯数（R2.4.1） 656世帯 

人口（R2.4.1） 1,984人 高齢化率 34.98％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0304 長浜市小谷丁野町 808 小谷丁野自治会館内 

電話番号 0749-78-0705 ファックス番号 0749-78-0705 

メールアドレス ― 

設立年月日 平成 23年 11月 5日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 小谷城戦国まつりの支援活動と戦国千人鍋ブースの活動 

実施期日（期間） 令和元年 10月 6日 参加者数 43名 

【目的】浅井三姉妹の故郷 小谷城。その麓で、小谷城

址の歴史・文化の顕彰、自然のすばらしさと共に、地域

の振興に繋げます。 

【概要】毎年開催されている「小谷城戦国まつり」の実

施運営・準備作業等の支援。まつりでは、毎年「戦国千

人鍋」のブースを設け、大鍋で作った猪鍋をふるまって

います。「豚コレ」が報道され心配しましたが、皆さん

においしいと喜んで召し上がっていただきました。 

 

事業名 東日本大震災被災地への支援活動 

実施期日（期間） 令和元年 10月 6日 参加者数 20名 

【目的】3・11東日本大震災から今年で 9年。今、大切なこ

とは、「過去のこと」にしない「忘れないこと」です。一人

でも多くが「絆」の大切さを思い出し、改めて記憶に留め

てもらうように実施しています。 

【概要】宮城県 PTA連合会との継続したつながりのなか

で、毎年「小谷城戦国まつり」でブースを設け、現地の子

ども達のための文房具や遊び道具を来場者に支援していた

だき、同県に送っています。 

 

事業名 子供たちを守る交通安全 

実施期日（期間）  参加者数  

【目的】未来を担う子どもたちが、安心安全に地域で過ごせる

よう、交通事故防止の看板を危険箇所に設置を進めます。 

【概要】これからの地域に大切な子どもたちを交通事故から守

るため、昨年は「ストップ・マーク」を、今年は「飛び出し人

形」を地区内自治会に配り、危険な場所に設置していただき、

運転者のみならず、子どもたち自身も交通事故から身を守るた

めに、交通安全の「見える化」に取り組んでいます。 

 



（16）こほく地域づくり協議会 

自治会数 13 自治会 世帯数（R2.4.1） 1,195 世帯 

人口（R2.4.1） 3,627 人 高齢化率 27.21％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0344 長浜市湖北町速水 2745 湖北まちづくりセンター内 

電話番号 0749-78-1287 ファックス番号 0749-78-1749 

メールアドレス chikyou@dream.jp 

設立年月日 平成 23 年 3 月 26 日 団体の種別 任意団体 

 
事業名 第８回 こほくイルミの広場 

実施期日（期間） 令和元年 2月 14 日～1月 13 日 参加者数 点灯式 約 500 名 

◎雨に祟られながらも 500 余名(例年 800 余名)の参加があり、

しっかりと道行く方達に「湖北の冬景色」と称賛頂けるように

なり、事業目的の「地協活動に欠かせない潤滑剤」と着実に成

長した。 

◎特色①テーマのイルミモチーフを湖北中学地域貢献活動の一

環として第 1回から連続製作②電気代を太陽光発電の売電益で

賄う(長浜きずな発電第 1号認定)③後援(長浜市＆市教委)来賓

には、藤井市長/板山教育長はじめ沢山の方々にご参加頂きお

祝辞を頂く④豚汁の振舞い(すっかり地協名物に育つ) 

 
事業名 長浜市見守り支えあい制度の啓発活動 

実施期日（期間） 通年 参加者数 部会員他 48 名 

◎平成 24 年度から続けられている息の長い事業です。この

看板は、毎月単位自治会長の手で、自治会内の目立つ所に

掲示して頂いています。地協で２枚作成し北と南の単位自

治会から中央に向けて毎月巡回しています。エリア内 13 自

治会で一巡 7ヶ月を要します。 

◎2月は、新自治会長と民生委員さんのタッグで高齢者世

帯や独居世帯/しょうがいのある方宅等を傾聴訪問。本制度

への申請者増は、5～10 人/年で、成果を感じます。最近、

子供達も関心を持ってきてくれています。「向こう三軒両

隣」の合言葉を実践しています。  

    

事業名 第７回 三世代交流グラウンド・ゴルフ大会 

実施期日（期間） 令和元年 9月 29 日 参加者数 143 名 

◎第 1世代(61歳以上) 第 2 世代(高校生から 60歳) 第

3 世代(小中学生)が一緒になったチームで賑やかに交流

しながら気持ちの良い汗を流しました。上位入賞者は右

の写真です。馬渡自治会は、住民の 4人に 1人参加され

3年連続参加高率賞受賞。                          

◎大会当日は、湖北地域消防本部のご協力により「防災

イベント」を同時開催。プレーの待ち時間を利用して地

震体験車「ナマズン号」に乗車したり記念撮影で今まで

にない賑わいでした。 

◎長浜市＆長浜市教育委員会の後援事業です。 

 

⼩倉⾃治会での掲⽰例(R 元７
⽉)  

上位⼊賞者の顔ぶれ 
 

湖北中 3 年⽣のテーマモチーフ 
 



（17）朝日地区地域づくり協議会 
自治会数 11自治会 世帯数（R2.4.1） 857世帯 

人口（R2.4.1） 2,587人 高齢化率 31.62％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0341 長浜市湖北町速水 2745 湖北まちづくりセンター内 

電話番号 0749-78-1287 ファックス番号 0749-78-1749 

メールアドレス ko-kohoku@mx.bw.dream.jp 

設立年月日 平成 23年 9月 20

日 

団体の種別 任意団体 

 

事業名 ふるさと歴史探訪事業（主催：朝日小学校）協賛事業 

実施期日（期間） 令和元年 5 月 25 日 参加者数  

ふるさと歴史探訪事業「ふるさとの山を歩こう」と

して、地域の小学校全児童親子が参加しており、今年

度で９回目を迎えました。高学年は、賤ヶ岳から山本

山まで歩き、途中のポイントで歴史の話や自然に関す

る話を聞き、たくさんのことを学びます。山本山を中

心に毎年違った場所を学年ごとに歩き、違った話を聞

くので、みんな楽しんでいます。 

 

事業名 水とロマンの祭典 

実施期日（期間） 令和元年 7 月 27 日 参加者数 約 2000 人 

地域振興イベントとして、母なるびわ湖の恵みに

感謝するとともに葛籠尾崎湖底遺跡等歴史文化の継

承と地域づくりをめざして毎年開催。ビワマスを使

った「夏グルメ」や「稚魚の放流」「流しそうめん」

「親子魚釣り体験」「スーパーボールすくい」「真夏

のステージ」や模擬店などで会場を盛り上げます。 

 

事業名 朝日学区通学合宿（朝日小学校 4～6 年生対象） 

実施期日（期間） 令和元年 11 月 4 日～7 日 参加者数 23 名（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ除く） 

今年度で 13 回目を迎えました。山本自治会会議所を

借り上げて、３泊４日で開催。家族を離れて異年齢と

活動します。お風呂は、朝日学区のご厚意あるご家庭

へ「もらい湯」。宿題や掃除、夕食や朝食の準備もボラ

ンティアの助言指導ですべて、自ら行います。テレビ

もゲーム機もない３泊をみんな仲よく過ごしました。 

 



（18）高月地域づくり協議会 
自治会数 33自治会 世帯数（R2.4.1） 3,344世帯 

人口（R2.4.1） 9,539人 高齢化率 30.34％ 

ＵＲＬ http://www.a-takatsuki.org 

事務局住所 〒529-0233 長浜市高月町渡岸寺 141-1 高月まちづくりセンター内 

電話番号 0749-85-5204 ファックス番号 0749-85-5744 

メールアドレス machisen@a-takatsuki.org 

設立年月日 平成 23年 3月 23日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 古保利連合自治会合同防災訓練 

実施期日（期間） 令和元年 9 月 29 日 参加者数 199 人 

 新たな枠組みのコミュニティ体制を創出するための実践

活動として、平成 28 年度から連合自治会単位で防災訓練

を開催しています。自治会ごとに集結し、指定避難所（古

保利小学校）への避難訓練に始まり、応急手当・AED 操作・

煙脱出・避難所生活などの各種の体験コーナーを順次まわ

りました。  

 

 

事業名 通学路安全点検活動 

実施期日（期間） 令和元年 5 月 14 日～15 日 

 

参加者数 36 人 

 小中学生の安心安全な通学路対策を目的に、登校時

間に合わせて、学校・PTA・自治会・警察署・市の関係

者と協議会で小中学生通学路の危険個所を点検しま

す。今年は、4 小学校区のうち 2 小学校区を対象に実施

しました。活動のまとめとして、安全点検報告会を開催

し、安全対策の協議を行い、市・県・警察署への要望活

動へと進めています。  

 

事業名 健康とふれあいウォーキング 

実施期日（期間） 令和元年 11 月 24 日 参加者数 39 人 

 健康に暮らせることの喜びを実感し、健康を維持する 

ために年 2 回ウォーキングを実施し、散策しながら地域 

の歴史や文化を知る機会としました。秋のウォーキング

では、紅葉の奥びわ湖「賤ヶ岳」をめざして約 7 ㎞の行 

程でした。山頂では、奥びわ湖観光ボランティアガイド 

さんから「賤ヶ岳合戦」の講話も聞け、余呉湖と琵琶湖 

の眺望を堪能しました。  

 

煙体験 

七郷小学校区安全点検 

山頂での講話と余呉湖 



（19）杉野地区地域づくり協議会 
自治会数 4 自治会 世帯数（R2.4.1） 196 世帯 

人口（R2.4.1） 445 人 高齢化率 54.38％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 ― 

電話番号 0749-84-0221 ファックス番号 0749-84-0221 

メールアドレス takami53@za.ztv.ne.jp 

設立年月日 平成 23 年 5 月 21 日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 国道 303 号線清掃作業（生活安全環境部会） 
実施期日（期間） 令和元年 5 月 4 日 参加者数 約 120 名 
杉野地区内の生活道路として南北に貫く国道 303 号線の

路肩部分に不法投棄されるゴミ等を地区住民が清掃するこ

とにより、郷土愛をはぐくむと同時に、不法投棄される人に

も、この清掃作業風景を見てもらうことにより、その人の心

が「美化の心」に目覚めていただけたらと考えています。 

 
事業名 さつき盆栽展（地域活性化部会） 
実施期日（期間） 令和 6 月 8 日、9 日 参加者数 来訪者のべ約 260 名 
さつき盆栽愛好会との協賛事業として、金居原合歓の里

で盆栽展のお手伝い、模擬店出店、グランドゴルフ大会の同

時開催等で杉野地区内を盛り上げ、さらには来訪者に、さつ

きの花の美しさを感じ取っていただいています。 
今回より写真の愛好家の方々にさつき撮影写真の募集出

品をお願いし、令和 2 年にはその作品の展示も予定してい

ます。 

 
事業名 出前講座＆大道芸（保健体育福祉部会） 
実施期日（期間） 令和元年 11 月 20 日 参加者数 36 名 
出前講座には木之本警察署より 2 名お招きし、オレオレ

詐欺、自動車の運転マナー、運転誤操作、夜間の歩行時の

事故などについて高齢者が被害にあわない様に講演して

いただきました。引き続いての大道芸では、湖北町丁野の

「よっちゃん会」の 4 名によるアドバルーンアートと皿

回しの演技を鑑賞だけではなく、体験の時間も設け、楽し

い時間をすごしました。 

 



（20）高時地区地域づくり協議会 

自治会数 5自治会 世帯数（R2.4.1） 408世帯 

人口（R2.4.1） 1,050人 高齢化率 42.38％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0412 長浜市木之本町小山 319 

電話番号 0749-82-2828 ファックス番号 ― 

メールアドレス okumurahiroaki@gmail.com 

設立年月日 平成 22年 12月 17日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 グラウンドゴルフ大会・文化祭 

実施期日 毎年 10 月初旬 参加者数 450 名 

 高時地区住民の相互の親睦をはかるために、高時小学校のグ

ラウンドで実施しました。就学前の児童から高齢者まで、同じ

チームでプレーします。ふだんは出会うことも少ない他の自治

会との交流を深めることもできました。今年度から、高時小学

校児童による模擬店の出店もありました。 

 同日に小学校の教室や廊下において、文化祭も開催。絵画や

立体の他にも、多様な分野からの出品がありました。 

 

事業名 児童クラブ（TOKids クラブ） 

実施期日 本年度長期休業期間中 参加者数 20 名 

 若い親が働きやすい環境を作る・子どもたちの遊びや生活

の場を作る・地域の子どもたちの仲間作りをすることを目的

とし、協議会の子ども部会を中心に、地域の人たちが支援員

として関わります。午前中は自主勉強や読書午後は自由遊

び。学年の違う子どもたちが一緒に遊び、遊びや約束事など

の文化を伝えていく活動をしています。 

今年度は長期休業（春夏冬休み）に実施しました。将来的

には通年開所をめざします。 
 

事 業名 もみじ祭り 

実施期日 毎年 11 月下旬 参加者数 30 名 

 例年、紅葉の時期には多くの観光客が鶏足寺に来られま

す。この期間中、高時地区の特産品の委託販売やけんちん汁

のふるまいをします。会場には高時地区の紹介の展示など

をして、地域の PR をしています。高時小学校の児童達の、

ふだんの学習（総合的な学習の時間）の成果発表も同時に行

われて、観光客から感心の声をいただいています。 

 恒例の事業になり、「今年も来ました」と繰り返し来てく

ださる方もいます。 



（21）木之本地区地域づくり協議会                        
自治会数 8自治会 世帯数（R2.4.1） 1,837世帯 

人口（R2.4.1） 4,259人 高齢化率 34.09％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0425 長浜市木之本町木之本 1757-2 木之本まちづくりセンター内 

電話番号 0749-82-5915 ファックス番号 0749-82-5903 

メールアドレス kinomoto-machisen@za.ztv.ne.jp 

設立年月日 平成 24年 9月 29日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 健康講演会 

実施期日（期間） 令和元年 8月 3日 参加者数 107名 

 平成 30年度からの継続事業で、健診の受診率アップをめ

ざし、「知っておきたい『がん』のはなし」と題し講演会を

開催。木之本地区だけでなく、他の 3地域づくり協議会にも

チラシ広報でお知らせすることにより他地区からも多くの

参加者がありました。がん対策は早期発見が一番、それには

健診を受ける事が大事との理解を深めることができ、抹消

循環血流量測定等体験コーナーも設けました。 

 

事業名 きのもと映画祭 

実施期日（期間） 令和元年 8月 31日 参加者数 のべ 187名 

 平成 29年度からの継続事業で、昔映画館であった“しも

た家”を使い、空き家対策の利活用事業の一環として開催。

昔ながらの風情が残る木造のレトロな建物「日吉座」で 1960

年代の懐かしの映画 4 本を上映し、市内外からの映画愛好

者に楽しんでいただきました。この「日吉座」に残るシルバ

ースクリーンは全国でも珍しく、残す方策がないか検討を

要するところです。 

 

事業名 地域防災研修会 

実施期日（期間） 令和 2年 1月 25日 参加者数 50名 

 日本全国各地で地震、台風、大雨等の災害が起こっている

なか、日々大きな災害もなく暮らしている木之本地区の方々

に災害の恐ろしさを再認識していただく意味と、今後いつど

こで被災者となるかもしれないその心づもりをもつ意味で、

今回は地区内自治会町内会の長ならびに防災担当の方々を

対象に研修会を実施。特に今回の研修では非常食５種類を試

食し簡単にできること、思ったよりおいしかった等の感想を

いただけました。今後は対象者を広げての実施を考えています。 



（22）伊香具地域づくり協議会 
自治会数 7 自治会 世帯数（R2.4.1） 370 世帯 

人口（Ｒ2.4.1） 1,005 人 高齢化率 35.52％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0431 長浜市木之本町大音 1114 

電話番号 ― ファックス番号 ― 

メールアドレス ― 

設立年月日 平成 24 年 9 月 22 日 団体の種別 任意団体 

 
事業名 防災訓練 
実施期日（期間） 令和元年 10 月 14 日 参加者数 約 60 名 
 毎年、災害発生時の避難訓練、救護活動などの防災訓

練を実施しています。本年度は、長浜市防災危機管理局

の指導のもと、約 60 名の地域住民が参加し、避難所運

営ゲーム（HUG）での訓練を実施しまた。このゲームは、

カードに書かれた対策避難者の性別、年齢、身体の状況

等を考え、避難所の割振りや運営を行うものですが、参

加者は皆真剣に取り組み、避難所運営の難しさを経験・

勉強し、良い防災訓練になりました。 
 
事業名 「よっといデー」 
実施期日（期間） 通年 参加者数 約 60 名 
 子ども支援委員会の活動の１つとして、小学生を対象

に１年を通して「よっとデー」活動を実施しています。本

年度は、スポーツ雪合戦、ボーリング、かき氷つくり、餅

つき体験、ゲーム大会等を実施しました。12 月 14 日の

「餅つき体験」では、かつては臼と杵で餅つきをされてい

た地域住民の皆さんも参加。児童と一緒に餅つきをして

つきたてのおいしいお餅を口いっぱい頬張ってました。 

 
事業名 お楽しみ弁当の配食サービス 
実施期日（期間） 1 月～3 月 参加者数 20 名 
 健康福祉委員会では、年２回、独居老人や高齢世帯の住

民の方々に「お楽しみ弁当」をお届けしています。日赤奉

仕団、ボランティア連絡協議会、健康推進委員の方々の協

力を得て、令和元年度は１月 22 日に配食サービスを実施

しました。弁当は「おいしかった」、「次も楽しみにしてま

す」とたいへん好評でした。 
 

 



（23）余呉地域づくり協議会 
自治会数 19自治会 世帯数（R2.4.1） 1,219世帯 

人口（Ｒ2.4.1） 2,972人 高齢化率 41.89％ 

ＵＲＬ ― 

事務局住所 〒529-0515 長浜市余呉町中之郷 1117-1 余呉まちづくりセンター内 

電話番号 0749-86-8126 ファックス番号 0749-86-2236 

メールアドレス yogochikyou@live.jp 

設立年月日 平成 23年 12月 17日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 余呉まちづくりセンターオープニング事業 

実施期日（期間） 令和元年 9月 23日 参加者数 約 350名 

地域住民の念願であった「余呉まちづくりセンター」が「余

呉地域の小さな拠点づくり」の一環として整備がされ令和元

年 10 月 1 日に開館。これに先駆けオープニング事業は多数

のご参加のもと盛大裡に催すことができました。協議会で指

定管理を受け、まちセン機能を活かした地域コミュニティ活

動や情報発信また、まちづくりの拠点として利活用の促進を

図ります。 

 

事業名 移動コンビニ「かえる号」の運行による高齢者見守り支援 

実施期日（期間） 通年 参加者数 年間利用者 

余呉地域は、162㎢の中に 19の自治会があり、高齢化

率は 41%超となっています。こういったなかで高齢者の寄

り合いどころ事業として移動コンビニ「かえる号」を運行

しています。週に 1回定期的に、各地域へ出向いて「買い

物支援」と、安全安心対策として利用者の状況等に応じて

ちょっとした声掛け等の「見守り支援」を行っています。 

 

事業名 冬期除雪対策支援事業「小型建設機械作業講習会の開催」 

実施期日（期間） 令和元年 6月 22～23日 参加者数 28名 

余呉地域は特別豪雪地域に指定されています。例年、各

自治会では降雪に備えて除雪体制が整備され、生活道路の

除雪作業を行っています。特に、早朝の降雪時の除雪作業

は危険等を伴うため、安全に作業を進めらるよう「小型建

設機械作業講習会」を専門講師を招聘して地元で開催しま

した。参加者は総勢 28名で、全員に講習修了証が交付され

ました。 

 

 



（24）西浅井地区地域づくり協議会 
自治会数 20 自治会 世帯数（R2.4.1） 1,412 世帯 

人口（R2.4.1） 3,829 人 高齢化率 36.67％ 

ＵＲＬ http://www.nishiazai.com/ 

事務局住所 〒529-0721 長浜市西浅井町大浦 2590 西浅井まちづくりセンター内 

電話番号 0749-89-1125 ファックス番号 0749-56-1193 

メールアドレス nishiazai-koumin@zd.ztv.ne.jp 

設立年月日 平成 24 年 3 月 3 日 団体の種別 任意団体 

 

事業名 西浅井助け合いの地域づくり推進事業～スマイルサポート西浅井～ 
実施期日（期間） 通年 参加者数 サポーター25 名 
高齢化率が進むなか、ひとり住まいのお年寄りや、日々

の生活でお困りの高齢者を対象に、身近な助け合い事業を

展開しています。内容は、買い物支援、草刈り等がメイン

で、わずかですが料金を徴収しています。2 年目の現在、

リピーターも増えており、今後も周知を続け、地域の小さ

な困りごとを解決するべく、取り組んでいきます。 

 
事業名 防災啓発事業 
実施期日（期間） 令和元年 9/7、1/26～2/9 参加者数 100 名 
南海トラフ地震や風水害への備えを身につけること

を目的とし開催。9 月 7 日に研修会では各自治会の役員

が参加し、災害時における自治会ごとの行動や、日頃の

備え、防災に関する知識等を学びました。1 月 26 日～2
月 9 日の防災展では、過去の災害や近隣の活断層図、防

災グッズ等を展示し、災害の恐ろしさを再確認すると共

に、防災への関心を深めました。 
 
事業名 子育て広場 
実施期日（期間） 令和元年 9/12、12/4 参加者数 70 名 
未就園児をもつ親の交流の場所作りを目的とし、ふく

しの会との共催で、子育て支援事業を開催しました。1回
目は、親子そろって粘土遊びをしたあと、講師を招き、

親子リトミックを行いました。2 回目はクリスマスシー

ズンであり、サンタさんからのプレゼントや指人形を楽

しんでいただきました。今後もフリースペース等を利用

し、未就園児と保護者が気軽に集える場所作りに取り組

んでいきたいと思います。 

 



地域の姿（令和 2年 4月 1日現在） 

地域づくり協議会名 
自治会数 世帯数 人口 

構成数 限界集落 世帯 構成比 人数 構成比 

1 長浜地区地域づくり協議会 79 10 4,036 8.71% 8,932 7.61% 

2 六荘地区地域づくり協議会 24 0 6,030 13.01% 14,376 12.25% 

3 南郷里地域づくり協議会 21 0 4,495 9.70% 10,656 9.08% 

4 神照地区地域づくり協議会 37 0 7,995 17.25% 19,938 16.98% 

5 北郷里連合地域づくり協議会 10 0 1,777 3.83% 4,081 3.48% 

6 西黒田ふるさと振興会議 11 0 754 1.63% 2,149 1.83% 

7 神田地区まちづくり協議会 8 0 469 1.01% 1,178 1.00% 

8 浅井湯田地域づくり協議会 17 0 2,151 4.64% 6,197 5.28% 

9 田根地区・地域づくり協議会 13 2 561 1.21% 1,548 1.32% 

10 下草野地区地域づくり協議会 14 0 917 1.98% 2,471 2.10% 

11 七尾地区地域づくり協議会 7 0 455 0.98% 1,344 1.14% 

12 上草野地区地域づくり協議会 9 3 489 1.05% 1,201 1.02% 

13 びわ地域づくり協議会 28 0 2,290 4.94% 6,656 5.67% 

14 虎姫地域づくり協議会 16 0 2,052 4.43% 4,889 4.16% 

15 小谷地区地域づくり協議会 11 0 656 1.42% 1,984 1.69% 

16 こほく地域づくり協議会 13 0 1,195 2.58% 3,627 3.09% 

17 朝日地区地域づくり協議会 11 0 857 1.85% 2,587 2.20% 

18 高月地域づくり協議会 33 1 3,344 7.21% 9,539 8.13% 

19 杉野地区地域づくり協議会 4 3 196 0.42% 445 0.38% 

20 高時地区地域づくり協議会 5 2 408 0.88% 1,050 0.89% 

21 木之本地区地域づくり協議会 8 0 1,837 3.96% 4,259 3.63% 

22 伊香具地区地域づくり協議会 7 0 370 0.80% 1,005 0.86% 

23 余呉地域づくり協議会 19 7 1,219 2.63% 2,972 2.53% 

24 西浅井地区地域づくり協議会 20 2 1,412 3.05% 3,829 3.26% 

その他（病院・施設・寮など含む） － － 394 0.85% 490 0.42% 

合 計 425 30 46,359 100.00% 117,403 100.00% 

 



（（出典：住民基本台帳） 

年少人口(～14歳) 生産年齢人口 
(15歳～64歳) 

老年人口(65歳～) 外国人 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 世帯数 世帯割合 人口 人口割合 

991 11.09% 5,028 56.29% 2,913 32.61% 153 3.79% 244 2.73% 

2,246 15.62% 9,205 64.03% 2,925 20.35% 307 5.09% 491 3.42% 

1,489 13.97% 6,572 61.67% 2,595 24.35% 540 12.01% 781 7.33% 

3,075 15.42% 12,666 63.53% 4,197 21.05% 668 8.36% 1,352 6.78% 

424 10.39% 2,374 58.15% 1,284 31.46% 193 10.86% 287 7.03% 

241 11.21% 1,178 54.82% 730 33.97% 3 0.40% 5 0.23% 

103 8.74% 657 55.77% 418 35.48% 8 1.71% 14 1.19% 

1,071 17.28% 3,835 61.88% 1,291 20.83% 74 3.44% 122 1.97% 

134 8.66% 810 52.33% 604 39.02% 2 0.36% 6 0.39% 

337 13.64% 1,539 62.28% 595 24.08% 49 5.34% 135 5.46% 

137 10.19% 746 55.51% 461 34.30% 0 0.00% 4 0.30% 

95 7.91% 572 47.63% 534 44.46% 0 0.00% 1 0.08% 

786 11.81% 3,614 54.30% 2,256 33.89% 8 0.35% 24 0.36% 

563 11.52% 2,738 56.00% 1,588 32.48% 45 2.19% 127 2.60% 

217 10.94% 1,073 54.08% 694 34.98% 2 0.30% 4 0.20% 

563 15.52% 2,077 57.26% 987 27.21% 16 1.34% 36 0.99% 

313 12.10% 1,456 56.28% 818 31.62% 1 0.12% 2 0.08% 

1,301 13.64% 5,344 56.02% 2,894 30.34% 49 1.47% 71 0.74% 

16 3.60% 187 42.02% 242 54.38% 0 0.00% 1 0.22% 

100 9.52% 505 48.10% 445 42.38% 0 0.00% 3 0.29% 

455 10.68% 2,352 55.22% 1,452 34.09% 17 0.93% 37 0.87% 

107 10.65% 541 53.83% 357 35.52% 0 0.00% 3 0.30% 

222 7.47% 1,505 50.64% 1,245 41.89% 18 1.48% 32 1.08% 

395 10.32% 2,030 53.02% 1,404 36.67% 7 0.50% 18 0.47% 

35 7.14% 330 67.35% 125 25.51% 11 2.79% 11 2.24% 

15,416 13.13% 68,933 58.71% 33,054 28.15% 2,171 4.68% 3,811 3.25% 

注１）限界集落数は、高齢化率が50%以上の自治会数を掲載しています。 

２）外国人世帯数は、外国人のみで構成する世帯です。 

３）端数処理により、合計が100%とならない項目があります。 



地域づくり協議会別活動区域・自治会一覧 

全425自治会 

地域名 旧市町名 活動区域 
自治

会数 
自治会名 

長浜 

長浜市 

旧坂田郡長浜町行政

区域(※1) 
79 

第一連合

(13) 

一の宮・月見ヶ丘・八幡中山南・神

前東・神前西・御坊東・神前栄・三

の宮北・三の宮中・三の宮南・神前

上・北門前・米川 

第二連合

(5) 

高田東・高田北・高田・高田中・高

田西 

第三連合

(10) 

片・南片・宮・十軒・金屋・錦南・

神戸・伊部・御堂前・グラン・ブル

ー長浜 

第四連合

(9) 

三ツ矢南・三ツ矢中東・大通寺・中

三ツ矢・東三ツ矢北・東三ツ矢中・

東三ツ矢南・三ツ矢新道・京 

第五連合

(8) 

三ツ矢北・仏光寺・北三越・南三

越・北日吉・中日吉・南日吉・三ツ

矢新 

第六連合

(6) 

郡上・相生・北呉服・祝・南呉服

東・大手 

第七連合

(10) 

南呉服上・南呉服元・南呉服南・

殿・公園・豊公園前弐番館・長浜駅

西・公園新・鐘紡町緑風苑・大島 

第八連合

(10) 

横・西本・東本・八幡・永保・箕

浦・紺屋・北船東・北船北・北船南 

第九連合

(8) 

南船・栄船・船山・南新・上田・中

田・下田・田旭 

六荘 
旧坂田郡六荘村行政

区域(※1) 
24 

八幡東・南川・八幡泉・南高田・東高田・三和・地

福寺・平方・四ツ塚・勝・大辰巳・室・永久寺・大

戌亥・下坂中・寺田・田村・高橋・下坂浜・平方

南・柳・勝北・弥高・平方北 

南郷里 
旧坂田郡南郷里村行

政区域(※1) 
21 

宮司東・宮司西・小堀・大東・今川・七条東・七条

中・七条西・南小足・新栄・日の出・加納・榎木・

南田附東・南田附西・小足新・小足北・七条新・加

納新・小堀新・コーポ小堀 

神照 
旧坂田郡神照村行政

区域(※1) 
37 

川崎・山階・口分田・保田・今・国友東・国友西・

泉・新庄寺・新庄中・新庄馬場・小沢・下之郷東・

下之郷中・下之郷西・森・相撲・祇園元・列見・十

里・神照東・神照西・シティライフ・八幡中山・中

山・分木・北新東・北新西・北新南・北新北・北新

暁・上祇園・美浜・緑ヶ浜・八幡中山栄・十里南

新・相撲西 

北郷里 
旧坂田郡北郷里村行

政区域(※1) 
10 

春近・石田・堀部・保多・垣籠・東上坂・西上坂・

千草東・千草中・千草西 

西黒田 
旧坂田郡西黒田村行

政区域(※1) 
11 

八条・本庄・常喜東・常喜西・鳥羽上北・鳥羽上

南・名越・布勢・小一条・本庄新・常喜新 

神田 
旧坂田郡神田村行政

区域(※1) 
8 

加田東・加田西・加田南・加田北・加田今・加田

新・加田栄・加田促進 



地域名 旧市町名 活動区域 
自治

会数 
自治会名 

湯田 

東浅井郡浅井町 

小学校区 17 

内保・大路・三田・大依・八島・平塚・尊勝寺・山

ノ前・西野・尊野・湯次・新三田・西新三田・野

上・中瀬・北新三田・大路楽門 

田根 小学校区 13 

高畑・力丸・野田・木尾・上野・小室・黒部・谷

口・北野・池奥・瓜生・田川・須賀谷（竜安寺は1

世帯のため除外） 

下草野 旧小学校区(※2) 14 

北ノ郷・東野・小野寺・醍醐・徳山・飯山・当目・

大門・乗倉・西主計・東主計・南郷・浅井高原・高

尾 

七尾 旧小学校区(※2) 7 相撲庭・今荘・佐野・南池・北池・法楽寺・野村 

上草野 旧小学校区(※2) 9 
野瀬・草野・高山・寺師・西村・太田・郷野・鍛冶

屋・岡谷 

びわ 東浅井郡びわ町 
旧びわ町行政区域

（＝中学校区） 
28 

細江・曽根・錦織・落合・難波・新居・野寺・八木

浜・大浜・中浜・南浜・川道・小観音寺・稲葉・弓

削・香花寺・富田・北富田・十九・上八木・下八

木・早崎・下益田・益田・安養寺・御館・鶴ヶ島・

みずべの里 

虎姫 東浅井郡虎姫町 
旧虎姫町行政区域

（＝中学校区） 
16 

唐国・月ヶ瀬・虎姫本町・大寺・中野・三川・宮

部・大井・西大井・桜町・柿ノ木・長田・新旭町・

酢・五村・田 

小谷 

東浅井郡湖北町 

小学校区 11 
小谷郡上・小谷美濃山・小谷上山田・下山田・二

俣・小谷丁野・山脇・河毛・別所・留目・小谷伊部 

速水 小学校区 13 
小今・賀・馬渡・大安寺・南速水・小倉・湖北高

田・速水・八日市・青名・猫口・沢・湖北今 

朝日 小学校区 11 
山本・五坪・大光寺・田中・海老江・延勝寺・今

西・津里・石川・東尾上・尾上 

高月 伊香郡高月町 
旧高月町行政区域

（＝中学校区） 
33 

富永連合

(8) 

井口・持寺・洞戸・高月尾山・保延

寺・雨森・高野・新井口 

高月連合

(9) 

柏原・新柏原・渡岸寺・落川・馬上・

森本・高月・宇根・東阿閉 

古保利連合

(9) 

東柳野・柳野中・西柳野・重則・松

尾・高月西野・熊野・片山・西阿閉 

七郷連合

(7) 

高月東高田・高月布施・唐川・横山・

東物部・西物部・磯野 

杉野 

伊香郡木之本町 

旧小学校区(※2) 4 金居原・杉野・杉本・音羽 

高時 小学校区 5 大見・川合・古橋・石道・木之本小山 

木之本 旧小学校区(※2) 8 
木之本・廣瀬・黒田・黒田新町・駅前黒田・アット

リ・田部・千田 

伊香具 小学校区 7 大音・飯浦・山梨子・西山・田居・北布施・赤尾 

余呉 伊香郡余呉町 
旧余呉町行政区域

（＝中学校区） 
19 

坂口・下余呉・中之郷・八戸・川並・下丹生・上丹

生・摺墨・菅並・文室・国安・余呉東野・今市・新

堂・池原・小谷・柳ケ瀬・椿坂・中河内 

西浅井 伊香郡西浅井町 
旧西浅井町行政区域

（＝中学校区） 
20 

塩津浜・祝山・野坂・塩津中・余・集福寺・沓掛・

横波・岩熊・余南・大浦・菅浦・月出・八田部・山

田・西浅井小山・山門・中・庄・黒山 

※1 旧長浜市内の地域づくり協議会の活動区域は、昭和18年の町村合併前の行政区です（現在の小中学校区とは

一致しません）。 

※2 小学校は現在統合しており、旧小学校区は統合前の学区を指しています。 

 



H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

◆1市2町合併 ◆1市6町合併 ◆市民自治基本条例施行 ◆市民協働部創設 ◆市民活動センター開所 市民協働推進条例施行◆
◆地域づくり指針策定 ◆地域づくり指針改定 地域活力プランナー（集落支援員）制度開始◆ 市民協働推進計画全面改定◆

◆長浜市基本構想策定 ◆長浜市基本構想変更 新総合計画施行◆ 名称変更◆
◆市民協働推進計画策定 第2期市民協働推進計画策定◆ （市民活動センター→

公民館のまちづくりセンター化◆ 市民協働センター）
◆提案事業交付金交付要綱施行
◆地域づくり交付金交付要綱施行 市民活動センター条例施行◆ ◆地域づくり一括交付金交付要綱施行

◆事務局員支援交付金交付要綱施行地域活力プランナー設置要綱施行◆ ◆法人化支援交付金交付要綱施行
◆地域支援職員設置規定施行 地域連携一括交付金交付要綱施行◆

◆地域支援職員派遣開始

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

◆田根/発足
◆南郷里/発足 ◆南郷里/計画策定 ◆南郷里/地域づくり基本方針策定 南郷里/第2次計画策定◆
◆西黒田/発足 ◆西黒田/計画策定
◆びわ/発足 ◆びわ/計画策定

◆長浜/発足 ◆長浜/計画策定 ◆長浜/第2次計画策定 ◆長浜/名称変更
◆六荘/発足 ◆六荘/計画策定 （地域づくり協議会→
◆七尾/発足 ◆七尾/計画策定 地域づくり連合会）
◆神田/発足 ◆神田/計画策定
◆下草野/発足 ◆下草野/計画策定
◆北郷里/発足 ◆北郷里/計画策定

◆上草野/発足 ◆上草野/計画策定
◆湯田/計画策定

◆神照/発足 ◆神照/計画策定 ◆神照/計画改定
◆高時/発足 ◆高時/計画策定

◆高月/発足 ◆高月/計画策定 ◆高月/第2次計画策定
◆速水/発足 ◆速水/計画策定 ◆速水→こほく/名称変更

杉野/発足◆ ◆杉野/計画策定
◆朝日/発足 ◆朝日/計画策定

◆小谷/発足 ◆小谷/計画策定
◆余呉/発足 ◆余呉/計画策定 ◆余呉/計画改定

◆西浅井/発足 ◆西浅井/計画策定
虎姫/発足◆ ◆虎姫/計画策定

◆伊香具/発足 ◆伊香具/計画策定
◆木之本/発足 ◆木之本/計画策定

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2

◆六荘/指定管理 ◆六荘/指定管理（更新） ◆六荘/指定管理（更新）
◆神田/指定管理 ◆神田/指定管理（更新）

◆西黒田/指定管理 ◆西黒田/指定管理（更新） 西黒田/指定管理（更新）◆
◆高月/指定管理 ◆高月/指定管理（更新）

◆西浅井/指定管理 ◆西浅井/指定管理（更新）
◆湖北/指定管理 ◆湖北/指定管理（更新）

◆南郷里/指定管理 ◆南郷里/指定管理
余呉/指定管理◆

◆神照/指定管理 神照/指定管理（更新）◆
◆北郷里/指定管理
◆木之本/指定管理

虎姫/指定管理◆

まちづくりセンター等の
指定管理状況

地域づくり施策の経過等

1 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11

市の動き

1 3 5 7 9 11

地域づくり
協議会の動き
(発足と計画策定)

1 3 5

1 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11

3 5 7 9 11

7 9 11 3 5 7

5 7 9 111 3 5 7 9 11 1 3 5

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 111 3

1 3 5 7 9 111

1 3 55 7 9 117 9 11 1 31 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11

5 7 9 111 3 5 7 9 11 1 3 5

1 3 5 7 9 11

1 3 5 7 9 111 3

1 3 5 7 9 111

1 3 55 7 9 117 9 11 1 31 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11

9 11 1 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11 5 7 9 111 3 5 7 9 11 1 3 1 3 51 3 5 7 9 111 3 5 7 9 111 3 5 7 9 11

7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5

7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5



地域づくりに関する支援制度 

 

■人的支援 

 

市民協働センター（平成 28年 5月～） 

市内の地域づくり協議会や市民活動団体の活動全般を支援するため、下記の事業を実施していま

す。また、専門のコーディネーターによる相談業務を随時行っています。 

・「 ひ と づ く り 」… 市民自らまちの将来を考え、課題を解決できる人材を育成するため、 

課題解決型ワークショップやファシリテーター研修などの実践研修、

地域で活躍する人を講師にした研修など、多様な研修プログラムを提

供します。 

・「つながりづくり」… 多様な主体が社会に関心を持ち、関係性を構築（つながる）しながらイ

ノベーションを起こすきっかけを作ります。 

・「ひろがりづくり」… 市民活動に有用な情報を発信し、市民活動の機運を盛り上げます。 

           （広報紙、ホームページ、Facebook等） 

 

地域活力プランナー設置（平成 28年 4月～） 

地域の課題を解決するためには、行政のみならず地域づくり協議会が自ら考え行動することも必

要になってきます。そこで、地域住民とともに地域の現状把握、課題の認識共有、解決の方針決

定、取組の実践を行うための中心的な役割を担う地域活力プランナーを、希望する地域に設置して

います。なお、この制度は集落支援員制度（総務省）に基づく施策で、地域づくり協議会へ設置を

委託しています。 

地域活力プランナーの活躍により、イベント中心の事業から、地域住民の「日常生活支援」を中

心とした事業に取り組まれる地域づくり協議会が増え、今後「地域の暮らしを支援する運営体」と

しての転換が期待されます。今後も市内全地域への地域活力プランナーの設置を進めていきます。 

 

地域支援職員の派遣（平成 24年 7月～） 

地域づくり協議会の会議や事業に出向き、地域の生の声を行政に届け、または行政施策との調整

を図るなど、地域と行政の橋渡し役を担う制度です。若手行政職員を中心に、希望する地域へ各２

人を派遣しています（任期２年）。派遣職員は、地域の声を関連施策に反映でき、かつ地域との顔

つなぎができるなど業務面（分析力・企画立案力・コミュニケーション能力・交渉力の向上）でも

メリットがあります。 

  



■財政的支援 

 

地域づくり活動交付金（平成 23年 4月～） 

地域づくり協議会が地域の課題解決やコミュニティ醸成にかかる取組を推進するため、世帯数に

応じて活動を支援します。 

交付金額＝均等額額（350,000円）＋世帯数割額（4月 1日現在世帯数×200円） 

 

地域づくり協議会提案事業交付金（平成 23年 4月～） 

地域づくり活動のモデルとなる事業や、地域住民のニーズが高い公益的な事業などで地域づくり

協議会が独自に企画・提案するものに対し、外部委員による審査会を経て交付金を交付します。 

 

地域づくり一括交付金（平成 28年 10月～） 

地域づくり協議会がより活発かつ自発的・自立的に取組を進めるためには、市からの権限と財源

の移譲が必要となってきます。市から各地域づくり協議会へは今まで関係課から直接補助や委託を

行ってきましたが、より地域にとって利便性が高く融通の利く制度とするため、今後関係課と調整

のうえ、できるだけ制度を簡素化・集約し、一本化しての交付金化を進めていきます。 

【一本化した交付金メニュー】 

・自治会宛て文書引渡し業務 … 市から住民に配布する文書等を当該地域づくり協議会活動 

範囲内の各自治会市政事務嘱託員等に引き渡す業務 

・生活支援窓口設置業務 … 生活支援事業を行う地域づくり協議会において、地域住民の

暮らしに関する相談を受理し、適切なサービスの紹介又は関

係機関への情報提供を行う業務 

■その他の支援 

 

公民館のまちづくりセンター化（平成 29年 4月～） 

社会教育を主に取り組んできた従来の公民館を、平成 29年度から地域づくり協議会の活動拠点

となるようにまちづくりを主軸としたものに転換し、合わせてこれまで禁止してきた飲食や物販を

一定可能としました。まちづくりセンターを拠点としたコミュニティビジネスなど多様な地域づく

り活動の展開を期待しています。 

 

施設の指定管理（平成 21年 4月～） 

地域のみなさんに使いやすく、また地域づくり協議会の拠点施設として活用いただくため、地域

のまちづくりセンターや公共施設の指定管理者として地域づくり協議会を指定しています。今後、

より地域に根ざしたまちづくりセンターとなり、より多くの地域のみなさんに活用いただけるよう

指定管理施設を増やしていく方針です。 



長浜市市民自治基本条例 

 

長浜市では、まちづくりの基本的な考え方を明確にし、協働の自治によりまちづくりを推進

するため、自治の共通ルールを定めることを目的とした市民自治基本条例を平成23年に制定

しています。この条例では市民や行政の役割を示すとともに、市政運営の仕組みを定めること

によって協働による自治の実現をめざしており、中でも地域づくり協議会については、第25

条にその位置付けや役割を明記しています。 
 

 

 

長浜市市民自治基本条例（抜粋） 

 

第７章 協働のまちづくり  
（地域づくり協議会） 

第２５条 市民は、地域の様々な課題の解決に向けて、市民自らが継続的に取り組み、それぞ

れの特徴を活かした地域をつくるため、地域づくり協議会を設置するものとする。 

２ 地域づくり協議会は、地域課題の解決のほか市民にかかわる公共的な活動を担い、様々な

主体が行う活動について連携しながら、より効率的、効果的に実施できるよう調整する役割

を担うものとする。 

３ 地域づくり協議会は、当該地域の市民に開かれたものとし、市その他の組織と連携しなが

ら地域における自治をすすめるものとする。 

４ 市は、地域づくり協議会の活動に対して必要な支援を行うものとする。 

５ 市は、地域づくり協議会との協働により、事務事業の一部を当該協議会に委ねることがで

きる。この場合において、市は、その実施にかかる経費等について必要な措置を講じるもの

とする。 

６ 市は、地域づくり協議会の活動その他必要な事項について、別に指針で定める。 
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