令和 2 年度 第 3 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会
日時：令和 2 年 6 月 10 日(水)

19:30～

場所：菩提寺まちづくりセンター多目的ホール
出席者 (敬称略)
まち協

川上 粟津 長島 中村 浅井長 田中秀 浅井基 東良 小川

区 長

廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台)

自治会 眞野(菩提寺代理区長)

木下(三上台自治会長)

植西(みどりの村自治会長) 亀川(近江台自治会長)

山本(イワタニ自治会長)
服部(サイドタウン自治会長)

欠席者 鵜飼(監事) 黒栁(地域ささえあい推進員) 永田(イワタニランド区長) 北山台自治会長

会長報告

川上会長

先月は緊急事態宣言が発令されていたため、5 月度のまち協合同役員会議をはじめ大半のまち
協事業を中止していました。ようやく、6 月からは制限付きですが通常状態に戻りつつあります。しか
しながら、この「制限」は当分の間継続すると考えられますので、その前提での事業再開をお願いし
ます。
１．【連絡】新型コロナウィルス感染拡大防止対策
・まちセン・コミセンは通常の貸館開始。ただし、「新しい生活様式」を遵守する事を前提とする。
3 密回避 → 貸館時の人数制限（定員の５０％）
コーラス・カラオケ・大規模（100 人以上） → 貸館中止
途中で確認し、違反があれば貸館中止
・湖南市作成チェックリストの遵守
２．【連絡】学区別意見交換会
5 月 21 日 10：00～ 市 3 役・当地区区長・まち協 4 役で新型コロナウィルス感染症の対応や現
在の状況についての話し合いを行った。
・各区の状況説明
夏祭りはほぼ全区中止
草刈りは少人数にて実施
班長会議は代表者による会議または書面・電話連絡
・まち協の状況
フェスタは検討中
自粛しながら実施できる方法を模索中
事業の実施率が下がるため、予算管理が大変となる予想
・感染状況が落ち着いてきてもコロナ菌が無くなる訳ではないので、カラオケやコーラス等の大
きな声を出すイベントは今後も注意が必要。
・特別定額給付金について、生活保護受給者への収入認定されない旨を周知すべく担当課に
確認する
・湖南市でのＰＣＲ検査は 31 検体すべて陰性。県では 1 日 60 検体の受け入れ可能。
指定感染症病棟は甲賀病院４床。現在入院患者なし。ホテルピアザ琵琶湖で軽症者専門に
受け入れ体制。
・高齢者サロンは、補助金の関係があるので、一定のガイドラインを示すよう担当課と協議する。
・４か月水道料金無料だが、下水道料金の無料化は考えていない。
・小学校夏休み短縮は検討中。・・（その後決定。小学校７月２３日～８月２３日の３２日間。）
(会長補足) 土曜日授業で補うかは、ただいま確認中です。
(補足)
三上台自治会長より、夏祭り開催についてのアンケートを自治会内で実施中で、その結果により、
開催の可否を決定します

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．福祉安全員会の開催
・５月度は中止
・６月度は６月１５日(月)開催予定
２．菩提寺「すくすく食堂」（子ども食堂）の再開（３月～６月の間、中止）
１） ７月度から再開［実施予定日７月１８日(土)］したい。
■判断材料
・学校の再開、学校給食の再開⇒再開後、２週間経った段階で判断（６月中旬）
・市内及び 2 つの小学校で感染者が発生していないこと。
■菩提寺「すくすく食堂」再開での新型コロナウイルス感染防止対策
・開催の時間帯を短縮（11 時 30 分～13 時）
・食事の提供のみとし。“遊ぶと学ぶ”は実施しない。
・運営スタッフの健康確認
・受付の工夫（参加者名簿は従来から作成、参加確認方法や参加費の受取り）
・調理段階での工夫（簡単なメニューにする。調理台毎の人員配置）
・食事の提供段階での工夫
・会場設営での工夫（換気、机・座席の間隔、衝立）
・参加人数が多ければ、ホール以外の他の会場も使用する。
・子どもの部屋は閉鎖する。
■子どもの参加費無料の検討
２） ８月の開催日は再検討（当初計画では夏休み期間中、土曜日事業に合わせて）
３） 子ども食堂の開催回数減に伴う予算への影響が発生（50 万円⇒38 万円）
４） 湖南市地域活性化推進事業交付金の申請を行う。（20 万円）
３．ひとり歩き高齢者発見・保護訓練は予定通り実施
１） 規模を縮小し、当初どおり実施する。
２） ２回の勉強会（９月６日、10 月 10 日）、発見・保護訓練実施は 11 月 22 日
３） 新型コロナウイルス感染防止のための対策
・勉強会のレイアウトを工夫（密の回避）
・参加者の絞り込み
・サポーター養成講座の内容検討
・全体振り返りの中止⇒後日、報告書作成し配布する。
４） 全体像は 7 月度の合同役員会に提案します。（参加依頼人数、区代表の参画）
４．地域支えあい推進事業「まちづくり連絡会議」の開催（参加）
１） 開催日 6 月 9 日 9 時 30 分～11 時
２） 出席者 市： 服部理事(健康福祉部)、芦田氏(社会福祉課)、奥邨氏(高齢福祉課）
社協：冨田氏（事業全体統括）、井上氏（校区担当）
まち協：川上会長、粟津副会長、黒柳（支えあい推進員）、浅井

３） 内容
①地域での事業の推進状況確認
■体制の確認（社会福祉課・高齢福祉課・社協の役割、菩提寺まち協）
■事業の目的・めざす姿の再確認
・介護保険財政の長期的な視点から、地域の支えあいによって高齢者

の生活支援

をめざす。
■地域の社会資源の把握（各区・自治会の活動マップの作成）
・各区･自治会での“介護予防の視点”からの活動一覧表（マップ）を作成
⇒自治会内のサークル､ボランティア活動､サロン活動､自治会行事等
⇒各区で実際に行われている支えあい活動(ゴミ出し､買物・病院送）
⇒まちづくりセンター利用のサークル・同好会の状況（区を越えて）
・支えあい推進員が各区､自治会や実際の活動現場を訪問しての聴き取り
⇒区長・自治会長（代表者）への協力依頼
②定期的な「まちづくり連絡会議」の開催
・次回は 8 月 19 日（火）9 時 30 分～
５．2020 まちづくりフェスタ（サークル等の活動発表）の開催検討
１）新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上での開催実施
■屋内、屋外でのステージ設定
・昨年の参加実績から、屋内・屋外での出演の可否を検討
出演人数、出演内容（歌・合唱､楽器演奏､詩吟､スポーツ的､体操､ダンス）
出演団体は減少すると予測
■出演者自体の接触をどう考えるか。⇒ダンス、武道（試合的）
■観客との距離を空けるだけでよいのか。
■控室、誘導、出演待機（舞台裏倉庫）での密が回避できるか。
■屋外でも間隔を空けて出演（屋外ステージの物理的制限は）
■マイク等は毎回消毒する必要があるのか（可能か、代替方法は）
２）各団体への出演の意志確認は毎年 8 月初旬に発送（昨年は 8 月 1 日）
６．避難所運営訓練（参加要請対応）
・ 開催主旨

新型感染症脅威下における避難所運営のあり方を学ぶ

・ 開催日時

6 月 14 日（日）9 時～12 時

・ 開催場所

甲西中学校体育館

・ 主 催

危機管理・防災課

・ 参加要請

まち協から 2 名（川上会長、浅井で対応）
粟津副会長は、防災士連絡会の副会長として参加

○文化芸術委員会報告

田中委員長

１）報告事項
①歴史の小径整備作業（５月２３日）

今回は磨崖五輪塔までの散策路の横に付けている柵の杭を一部交換した。木の丸太の杭を
使用していたが、土に入っている部分が腐ってきて、柵が倒れてしまっていた。今回樹脂製の
杭を試してみる事にし、５本を交換してみた。様子をみて良ければ、次回杭の更新をする時に
樹脂製に変更していきたい。（単価が木の杭の約２倍するが、メンテの手間を考えると安くなる
見込み）
２）今年度計画（案）
① 歴史文化資料室
・第１４回 歴史講座は６月に延期する予定だったが、さらに延期し、９月の予定にする。
・第１５回 歴史講座 １１月

第１６回 歴史講座 R3 年３月

・企画展 １０月２５日～１１月３０日 テーマは８月までに決定
・滋賀県博物館協議会への参加
② ロビー展示
・菩提寺小学校、菩提寺北小学校の６年生が作成した歴史パネルの展示は学校の授業が大
きく変更になる可能性があり、歴史パネルの作成が出きるかどうか確認し予定を決める。
・書初めの展示 土曜日事業が実施出来るかどうか不明。
・一般の申込があったものの展示（天文観測同好会等）
・一般募集した展示会
③ 土曜日事業
・土曜日も授業が入ってくる可能性があり、夏休みも期間短縮の計画があるため予定が立てに
くい。
・歴史ワークショップ 実施出来るかどうか確認して学校と相談していく。（予定）
④ 菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。
・子どもたちでも分かる歴史資料の作成。（冊子、DVD など）
・歴史の史跡ごとの解説 DVD 等を作成していきたい。２～３年かけて一か所１０～１５分程度の
資料にする。
３）その他
① 菩提寺山の地図の修正。現地確認して地図を修正する。
② 地権者がほぼ確認できたので（一部不明あり）覚書をかわす準備をする。
③ びわ湖放送の「アミンチュプロジェクト」への参加の案内があり、応募した。６月３日に取材があ
った。
６月末から７月初に放映される予定。
４）今後の予定
① ６月２０日（土）９：００～１０：３０歴史の小径整備作業
１１：００～１２：３０文化芸術委員会定例会
(副会長要望)
びわ湖放送から、放送日の連絡がありましたら、まち協のホームページに掲載するか、役員に連絡を
お願いします

○地域活性化委員会報告

浅井基委員長

1）会長より、まち協としても、活動自粛を徐々に解除していきますが、所謂「新しい生活様式」を意識

した活動が前提となります。結果、当初の活動計画を変更せざるを得ない事業もあるかと思います
ので、各委員会での活動計画およびそれに準じた予算案の見直しの検討。
・ 地域活性化委員会の活動は、主に屋外活動になるので、活動内容に変更はないものの、作業中
は距離を保ちながら、「新しい生活様式」を基に行う。予算については、今後一部変更が出てくる
場合もある。
2）竹林整備
・ 6 月 6 日に竹林整備を委員会のメンバー6 名で実施しました。
本年は、筍堀を中止させていただいた事により、多くの新しい竹が生育しています。
古い竹を順次処理をして行く予定です。
3）北山台側の草刈りについて
・ 菩提寺きずな会さんと電話で打ち合わせ。
6 月 7 日にきずな会の会合が有るので日程の調整を行い委員会の方へ連絡予定。
4）竹林整備で、椎茸、平茸育成用に備品の購入の承認依頼。
・ 竹林で栽培している椎茸、平茸の散水用にローリータンクが 21,900 円。を購入
しますので、購入の承認をお願いします。その他の付属必要備品は 2 万円以下の品物です。
以上よろしくお願いします。
5）その他
・ 湖南市の 7 月号広報にバンブーハウスを掲載予定、原稿と写真を提出。
次回運営委員会は 6 月 17 日 短時間で会議を終了する予定
（補足）

ローリータンクとポンプの購入は、出席者の賛成多数で承認されました
北山台の草刈りは、きずな会との協業で、7 月 19 日（日）に実施予定
きずな会とは、菩提寺区の個人が集まって結成された団体ですが、菩提寺区の外団体であり、
営利を目的とした団体ではありません

○子ども育成委員会報告

東良委員長

１、5 月 25 日（月）サポーター資料発送について
（案内 サポーター49 名、運営委員 9 名、三役 3 名、センタ長１名、教育関係３校、予備 3 合計
68 冊）
2、事業計画の個別コロナ対策
①夏休み夜間巡回 7/24（金）～
・マスクの着用
・窓全開で換気よく
・場合によっては、フェイスシールドの支給
・目視により巡回時短に努める（60 分以内）
②あいさつ運動 9/1（火）～
・マスクの着用
・例年の様に校門付近に固まらず、スロープに分散
③ポンポン船を作ろう 8/29（土）（土曜日事業支援）

・マスクの着用
・作成は、多目的ホールにて家族単位で間合いを取る
・空調を駆使し、また換気に配慮する
・ポンポン船レースは屋外自転車置き場で、簡易プール２か所に分散
熱中症対策として、タープを張る
④ハリキリンピック 10/25（日）（まちづくりフェスタ）
6/8（月）委員会にて方向性を決定
⑤すくすく広場 Ｒ3 1/31（日）（子育て支援）
6/8（月）委員会にて方向性を決定
３、湖南市青少年育成市民会議協働事業
7/1（月）青少年の非行・被害防止 強化月間参加（中止）
10：00～社会を明るくする推進大会、サンライフ甲西にて
11：45～街頭啓発
8/22（土）第 23 回中学生広場「私の思い 2020」（本部役員一部参加）
13：15～きさらにて
4、その他 7 月委員会

まちセンにて

（補足）
ハリキリンピックの会場は、福祉安全のサークル発表が多目的ホールであれば、外での開催になり、
サークル発表が外であれば、多目的ホールでの開催になります。
すくすく広場に関しては、まだ、方向性が打ち出せていないので、もう 2，3 か月待ってもらいたい。
ポンポン船レースの開催日は、夏休みが終わった後になるが、予定通りに行います。

○土曜日事業報告

下記計画表参照
令和2年度 (2020) 土曜日事業支援計画
記入日 令和2年2月28日

日時表

企画内容

場所

事業主体

予算出費委員会

今年度の予定

地域活性化委員会

3密を避けるため中止

3密を避けるため中止

第1回

2020年6月20日(土)
9：00～11：30

魚つかみ
名前調べ

イワタニ自治会館
大山川

まち協地域活性化委員会
まち協文化芸術委員会
土曜日事業プロジェクト

第2回

2020年6月20日(土)
夜間19：00～21：00

ホタル観賞＆
環境学習

イワタニ自治会館
大山川
保護者同伴

まち協地域活性化委会
まち協文化芸術委員会
土曜日事業プロジェクト

地域活性化委員会

第3回

2020年7月未定
9：00～11：30

夏休みわくわく教室
宿題 ・ カキ氷

菩提寺小学校
菩提寺北小学校

学校コーディネーター

文化芸術委員会

第4回

2020年7月未定
9：00～11：30

夏休みわくわく教室
宿題 ・ カキ氷

菩提寺小学校
菩提寺北小学校

学校コーディネーター

文化芸術委員会

第5回

2020年8月未定
9：00～11：30

夏休みわくわく
絵画教室

菩提寺小学校
菩提寺北小学校

学校コーディネーター

文化芸術委員会

第6回

2020年8月未定
9：00～11：30

歴史検定＆
子ども食堂

まちづくりセンター
会議室

まち協文化芸術委員会
土曜日事業プロジェクト

文化芸術委員会

未定

第7回

2020年8月29日(土)
9：00～11：30

ポンポン船づくり

まちづくりセンター
多目的ホール

まち協子ども
育成委員会

子ども育成委員会

未定

第8回

2020年12月19日(土)
9：00～11：30

門松作り＆
子ども食堂

まちづくりセンター
多目的ホール
保護者同伴

まち協地域活性化委員会
まち協文化芸術委員会
土曜日事業プロジェクト

地域活性化委員会

未定

第9回

2021年1月9日(土)
9：00～11：30

新春書初め大会
まちづくりセンター 展示

菩提寺小学校
菩提寺北小学校

学校コーディネーター
文化芸術委員会

文化芸術委員会

未定

第10回

2021年2月20日(土)
9：00～11：30

竹馬・タコ・作り＆
子ども食堂

まちづくりセンター
保護者同伴

まち協地域活性化委員会
まち協文化芸術委員会
土曜日事業プロジェクト

地域活性化委員会

未定

夏休み中の土曜日事業、
今後のコロナの終息状態を
小学校と見守り開催及び
回数を協議中の為未定

○自治会からの連絡・要望等
三上台：敬老会でまちセンを使用したいが、他区と重なった場合はどうするのか？
会長：個別で調整を行う
サイドタウン：夏祭りは中止決定、草刈りは 7 月 12 日に実施（19 日が予備日）

○監事より
新監事の小川泰幸氏より、事故照会がありました。イワタニランド区に在住で、会計役員をされて
いたとのことで、今後、会計及び事業に対する監査を行っていただきます。

○その他
会長：卓球台の型番選定の件はどうなった？
副会長：元卓球選手に尋ねたいが、時節柄、直接訪問が難しいため、進んでいない。そのため、
今年度中の卓球大会開催は難しい
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