令和元年度 第 6 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録
日時：令和元年 9 月 11 日(水)

19:30～21:00

場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2
記録者：木ノ下
出席者 (敬称略)
まち協 川上 粟津 木ノ下 中村 浅井長

田中秀

浅井基

東良 鵜飼 宮田

区 長 廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台) 永田(イワタニランド)

松本(近江台)

長島(サイドタウン)
自治会 眞野(菩提寺代理区長) 宇野(北山台自治会副会長) 谷口(三上台自治会長)
木森(みどりの村自治会副会長) 山田(イワタニ自治会長) 安田(近江台自治会会長)
溝口(サイドタウン自治会長)
市民憲章唱和
会長報告
1．
【連絡】合同役員会議の効率化
・前回の会議で頂いた会議効率化に対するアクションとして、従来報告していた各委員会議事録
を廃止し、当会議に特化した資料での報告に変更しました。
2．
【依頼】各自治会・区の協力
前回の会議にて、各区・自治会からの参加・応援協力をお願いしました。
しかしながら、一部の自治会では、この合同役員会議の報告がなされていなく、まち協の動きが
知らされていない事があると聞きました。結果として先日の認知症勉強会に自治会から参加され
ていない区がありました。本番の訓練が心配です。
つきましては、会議出席の自治会・区の代表の方は、必ず自治会・区への当会議内容のフィード
バックを実施していただきますようお願いします。
今後は自治会より「まち協は何をしているのか知らない」と言った声をいただく事がないように、
まち協としての情報発信にご協力ください。
3．
【連絡】セアカゴケグモについて
まちセンでセアカゴケグモが見つかったとのことで、階段上の側溝のセアカゴケグモの調査・駆
除を実施しました。結果、60～70 匹のクモと卵を発見駆除しました。駐車場の側溝にも多くのク
モが住みついている可能性があるため、害虫駆除業者に依頼します。
皆さんも注意してください。
4．
【連絡】まち協・まちセンの備品棚卸作業
お盆の休館日中の 8 月 13 日(火)にまち協・まちセン管理の備品の実地棚卸を実施しました。結果
はほぼ問題無しでしたが、発見品として「投光器」展示室から見つかりました。まち協備品とし
て登録します。
（心当たりのある方はお申出で下さい）。また個人の者は持ち帰ってください。
協議事項及び承認事項
○福祉・安全委員会報告

浅井長委員長

【報告事項】
１．8 月 22 日(木)第 22 回「すくすく食堂」開設
・参加者：子ども 46 名 保護者 17 名

参加費：9,700 円

・土曜日事業「菩提寺歴史検定」と連携して夏休み期間中に開催

２．地域防災力向上の取組み
１）DIG 研修開催結果
・8 月 18 日(日)15 時～17 時 於）菩提寺まちづくりセンター多目的ホール
・7 区の防災士､ふるさと防災チーム責任者 32 名が参加（内、防災士は 21 名）
・湖南市危機管理・防災課の指導で風水害を想定しての図上訓練を体験
・あわせて、防災士会設立経緯説明と入会要請がされた。
・感想
「あらためて、自分の区や周辺地域のリスクを認識することができた」
「要援護者・要支援者」の情報が共有できていないことに気づいた」
(質問) 防災士会準備会の構成員は?
(質問)

防災士人数は?

(回答)

(回答) 防災士です

正確にはわからない。各区の防災士は区長が知ってい

ます。
２）ふるさと防災チーム代表者会議開催結果
○開催日時 8 月 31 日(土)19 時～21 時
○出席者 ７区の代表者（区長 or 自治会長 or ふるさと防災チーム代表）が出席
○会議内容
(1)9 月 29 日の湖南市総合防災訓練に合わせての各区の訓練内容を紹介
「風水害想定」菩提寺区、北山台、三上台、サイドタウン
「大規模地震想定」近江台、イワタニ
「風水害＋大規模地震(在宅避難)」みどりの村
(2)会議での決定事項
①総合防災訓練時、
まち協(まちセン)が核となって各区の状況を把握し、市に報告をする。
合わせて７区相互で情報連絡（助け合い）を行う。
②「簡易登録局用無線機」を使用して状況報告と情報交換を行う。
③まち協(まちセン)本部を８時に立ち上げる。（木ノ下事務局長）
・無線の使用チャンネルは「22」
・８時～１０時まで間、いつでも通話ができるようにしておく。
④各区から「被災状況や避難の状況」を 8～10 時の間でまち協（まちセン）に連絡する。
（報告様式作成）
・簡易登録局用無線機が使用できない区は別な手段にて報告いただく。
・７区相互間で情報交換するときも上記のチャンネルを使用。
⑤今後、定期的な情報交換会を開催（年２回～３回）
(3)菩提寺まちづくりセンターの避難所開設・運営マニュアル
・現在はないので、年度内に作成する予定。
３）ひとり歩き高齢者発見･保護訓練第 1 回勉強会（兼）人権まちづくり懇談会開催
□９月８日（日）18 時 30 分～20 時 50 分 於）菩提寺まちづくりセンター
□参加者 ７区合計 61 名 市職員 23 名（人権まちづくり推進班員等）
□内 容 ひとり歩き高齢者発見・保護訓練の意義と取組み概要説明
湖南市での行方不明者捜索状況と“見守りネットワーク”取組み概要
認知症高齢者の人権啓発 DVD「ここから歩き始める」を全体で視聴後、
各区に分かれて意見交換を実施
□次回 10 月 13 日（日）18 時 30 分～ 於）菩提寺まちづくりセンター

(質問) 福祉事業者の方が開催日について要望を出したがどうなったか?
(回答) こちらの方では聞いていないので、確認する
【連絡・周知事項】
１．第 23 回菩提寺「すくすく食堂」の開設
・9 月 21 日（土）11 時～14 時
従来の食堂運営に加えて 19 時より観望会を開催（まちセン駐車場）
・事前のスタッフ会議は 9 月 17 日 19 時 30 分から開催
２．第 24 回菩提寺「すくすく食堂」の開設
・10 月 19 日(土)11 時～14 時
・
“遊びと学ぶ”は NPO レイカディア「縁の会」の協力を得る。
・運営スタッフの交流会実施
３．菩提寺まちづくりフェスタ 2019「サークル等活動発表」の準備状況報告
・発表参加団体は､２１団体＋甲西北中の吹奏楽部
・9 月 18 日 19 時から第２回目の部会を開催します。
「発表スケジュールの決定」
「リハーサル日程の決定」
「運営応援の役割分担」
・今年度は休憩時間を従来の 30 分から 15 分に短縮。終了予定は 15 時 15 分。
【協議事項】
１．湖南市総合防災訓練の前日に無線機の交信テストを実施したい。
・実施日時 9 月 28 日（土）9:00～9:30
・簡易登録局用無線機を使用しての交信訓練を実施
・まちづくりセンター担当は「浅井」
⇒チャンネル「22」で各区に呼び掛ける。
・各区の応答対応⇒区長 or 自治会長
(意見) 設定日は子ども園運動会・あすなろカーニバルと重なる
(質問) 無線機購入するが、どうすればよいか
(質問) 前日の交信のコールは出来ているか
(質問) 区同士の交信はチャンネル設定するのか
○文化芸術委員会報告

(回答) お教えする(他区の区長より)
(回答) 聞こえているか確認だけする
(回答) 今回は全体のみで実施する

田中委員長

１．実施状況報告
①歴史文化資料室企画展（10 月 27 日のまちづくりフェスタに合わせて実施する）
10 月 21 日～11 月 29 日
・菩提寺の旧小字名を調べて、現在の地図に重ね合わせて見られるようにしていく。
・明治からの移り変わりをマップなどで見られるようにしていく。
現在の進捗状況 ・小字名が入った地図の作成 済
・現在の菩提寺のマップの確保 依頼中
②現在の資料室の展示
・企画展の準備と並行して進める。
③土曜日事業・歴史ワークショップ
・8 月 22 日（木）9:00～11:00 終了
・学年毎に資料室展示を見ながら解説を聞き、その後学年毎に分かれ菩提寺検定（小学生版）
を受けてもらい、採点後、認定証を渡した。申込は 54 名だったが、当日、欠席者があり、

44 名となった。
④ロビー展示
・天体観測写真展 8 月 19 日～8 月 29 日
湖南天体観測同好会とのコラボ。9 月にすくすく食堂の日に天体観測同好会の方達とイベ
ントを企画されており、この行事の前に子供たちに天体についての興味を持ってもらうた
めに、ロビー展示を実施した。
２．今後の予定
①歴史講座
・第 13 回（11 月 9 日（土）13:30～15:30）に予定
・講座のテーマ「菩提寺に暮らした人達の生活を聞く」
昨年度作成した「諸先輩に聞く、昭和前半の菩提寺」の冊子を作る時に、話を聞かせても
らった方達に来てもらい、直接話を聞かせてもらう。現在 2 名の方に依頼して了解済
・次回、合同役員会で各区での回覧を依頼します。
②ロビー展示
・菩提寺小学校歴史パネル展示 9 月中旬から約 2 週間 菩提寺小学校 40 周年行事の前に実
施予定
・菩提寺北小学校歴史パネル展示 ２月中旬から約 2 週間 11 月に実施される音楽祭が終わ
ってから実施予定。
③歴史の小径整備作業
・9 月 14 日（土）9:00～10:30 お手伝い出来る方は歴史の小径前に 9：00 集合
○地域活性化委員会報告

浅井基委員長

１、まちづくりフェスタ模擬店部会
・8 月 25 日フェスタ概要を事務局長が説明後、第一回模擬店部会開催。
・各区自治会さん、各種団体の皆さんに出店内容の確認。会場レイアウト案は作成済み。
・自治会さんには昨年と同様にテントの依頼。テントの引取りが必要な自治会さんは、
現状みどりの村区。その他の自治会さんは持参。サイドタウン区は後日連絡。
・甲西北中は、ワッフルと、タピオカドリンクで調整中。
・ガスボンベ・ガスコンロはグローガステックに予約済み。
・第二回模擬店部会は 10 月 10 日（木）19:30～ 開催
(質問) 第 2 回模擬店部会の内容は?

代表者が出席する必要があるか?

(回答) 代理でもよい
２、今後の予定
1）ヒラタケの原木販売を９月２１日～２３日 １０時～１２時にまちづくりセンターで行う。
販売に伴い 9 月 14 日 9 時センター集合で、竹林より移動。
2）県立大学との竹林整備予定
①10 月 18 日夜～20 日 ②11 月 22 日夜～24 日 ③12 月 13 日夜～15 日の合計 6 日間
お手伝い頂ける方、よろしくお願いします
3）甲西北中との環境学習（コミュニティースクール）
①12 月 2 日（予備日 12 月 3 日）9:00～15:00 未定である
②12 月 5 日（予備日 12 月 6 日）9:00～15:00 未定である
4）11 月 4 日湖南市若影町 親子サークルおひさまっこ３０名がバンブーハウスでネイチャ

ー体験依頼。
（まだ内容が不明なので、打ち合わせが必要）
○子ども育成委員会報告

東良委員長

【結果報告】
1、ペットボトルロケット大会（土曜日事業の一環として）
（予算 80,000 円/ 決着 79,324 円）
日時

8 月 31 日（土） 9:00~12：30

場所

菩提寺小学校体育館及びグラウンド

参加者 小学生
保護者

菩小・7 名 菩北・8 名 計 15 名
11 名

スタッフ 委員会 6 名、まち協 5 名、地域協力者 6 名
学校関係者 5 名、コーディネーター2 名
北中サポーター 18 名 その他 2 名

合計 70 名

2、夏休み夜間巡回、
7/20（土）～8/31（土）10 回の実施

延べ 20 名の動員

以前の様に、スーパー・コンビニにたむろしている青少年も無く、地元祭りにおいて、風紀
をみだしている者も無く、いたって平穏でした。
【予定】
1、愛のひと声あいさつ運動
9/2~12/16 まで、両小学校において計 10 回の実施予定
9/2 菩小においては、北山台安全委員さんのご協力で初日を飾ることが出来ました。
2、2019 まちフェス、ハリキリンピック （予算 160,000）
日時

10 月 27 日（日）まちセンにて

対象

未就学児～小学生

催し予定 りんごの木 1 台、輪投げ 1 台、吹き矢 1 台、ふりふり万歩計
景品（文房具他）ジュース、お菓子の提供
予算内で、吹き矢 1 台を購入致します。
（約 28,000 円）
湖南市青少年育成市民会議協働事業
報告 8/24（土）滋賀県第 22 回中学生広場「私の思い 2019」高島市にて
在県中学生 12 名の発表
予定 10 月 25 日（金）理事会 20 時

出席 東良

11 月 9 日（土）滋賀県青少年育成県民大会の開催 （安土町）
〇まちづくりフェスタ準備経過報告

木ノ下事務局長

事務局
・フェスタ一般駐車場 アーバン横は使用不可となり、みどりの村中央公園を借用
・交通整理及び警備

消防団は辞退され、必要箇所のみ警備員を検討(会場準備責任者)

・送迎バス

バス 1 台運転手 2 名を手配

・バス時刻表

出演者送迎があるかの結果により最終決定する

・来賓

開会セレモニーの状況を踏まえて、事務局にて決定し依頼書発送

発表部会
・出演団体数

21 団体＋甲北中吹奏楽部

・発表スケジュール、リハーサル日時、運営応援役割を検討中
・第 2 回部会

9 月 18 日(水) 19 時～

展示部会
・こども園、小学校

出展数確認中

・一般申込

10 月 11 日締切 (以降 レイアウトの決定)

・第 2 回部会

10 月 17 日(木) 19:30～

模擬店部会
・出店数

19 団体(まち協ハリキリンピック含む)

・会場レイアウト案

部会長作成、事務局と調整中

・まち協カフェ

出店できず。他を打診中(事務局)

・第 2 回部会

10 月 10 日(木)

ハリキリンピック
・対象

未就学児～小学生

・催し案作成済み
〇土曜日事業報告

永田リーダー

１．第二～六回夏休み教室報告
菩小
場所

北小
参加者

場所

参加者
参加者

合計

7 月 24 日(水)

第二回

夏休み宿題

まちセン

49

まちセン

45

94 名

7 月 31 日(水)

第三回

夏休み宿題

菩小

76

まちセン

54

130 名

86

まちセン

61

157 名

18

52 名

8

15 名

186

438 名

かき氷提供
8 月 6 日(火)

第四回

絵画教室

菩小

かき氷提供
8 月 22 日(木)
8 月 31 日(土)

第五回
第六回

歴史ワークシ

まちセン&

ョップ

こども食堂

ペットボトル

菩小グラウ

ロケット大会

ンド

34

まちセン&
こども食堂

7

菩小グラウ
ンド

合計

252

夏休み期間中 菩提寺北小学校教室冷房工事の為まちづくりセンターで開催
期間会計報告
品名

金額

かき氷食器

1,296 円

氷ブロック、蜜

6,863 円
951 円

養生テープ、ゴム手袋
氷ブロック、蜜
ボランティア保険
合計

2,543 円
10,108 円
21,761 円

２．今後の予定
第七回

12 月 7 日(土) 年賀状作り

両校で

第八回

12 月 21 日(土) 門松作り&子ども食堂

まちづくりセンター

第九回

12 月 25 日(土) 年末書道書き納め

両校で

第十回

2 月 15 日(土) 竹トンボ&子ども食堂

まちづくりセンター

〇自治会からの連絡・要望等
・サイドタウン 滋賀県安全なまちづくり大賞受賞
・菩提寺

(わんわんパトロール)

9/14 敬老の集い 94 名予定

・他の自治会は連絡等なし
〇監事
合同役員会の改善 わかりやすい資料となった
自治会へのフィードバック、区長の方よろしくお願いします
○その他
川上会長より
・菩提寺小 40 周年記念行事 11/9 子どもと親で校舎のペンキ塗りを計画
事前準備 10/20 9 時～12 時、11/2 9 時～12 時
参加者を自治会へ呼びかけて頂きたい
・夜間センター使用がまち協だけの場合はシルバーへは依頼せず委員会管理・施錠を依頼
粟津副会長より
親善グラウンド・ゴルフ大会準備会議を行う予定
監事より
センター人員の変更は合同役員会で説明してください
(会長が説明を行った)
次回合同役員会 令和元年 10 月 9 日(水) 19:30～
以上
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