令和 2 年度 第 9 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会
日時：令和 2 年 12 月 9 日(水)

19:30～

場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2
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 鵜飼 小川

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)

自治会

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)

服部(サイドタウン自治会長)
欠席

眞野(菩提寺代理区長) 山本(イワタニ自治会長) 清水(北山台自治会副会長)

会長報告

川上会長

１） 【報告】11 月 22 日（日）独り歩き高齢者発見保護訓練実施
皆さんのご協力のもと、無事実施できました。 ありがとうございました。
２） 【報告】上田市との交流会を実施しました。
・ 11 月 29 日（日）30 日（月）
・ 感想：同じ石造多宝塔つながりといっても、上田市ではそれをうまく利用し観光の中心として
位置付けている。 また、地域と各種組織間の連携が固く、一致団結して組織運営されてい
るように感じられた。 菩提寺として見習うべき点が多々あった事を実感しています。
・ 後日、「まち協だより」にて詳細を報告します。
３） 【報告】生田市長との懇談会
・ 11 月 24 日に生田市長および地域創生推進課メンバーが来館し、見学および話し合いを行
いました。
・ 主な内容は地域運営組織の見直しに絡む「まち協の立ち位置」についてのヒアリングでした。
・ 特に結論はありませんが、来年度より方向性としてはまち協と区長・自治会の連携がより密に
なる予定です。
・ 生田市長自身はまだあるべき姿を模索中で、全まち協メンバーとのヒアリングを実施している
最中でした。
４） 【報告】まち協会長会議
・ 11 月 26 日（木）、まち協会長に対して、前述の各まち協と市長との懇談会の結果を踏まえた、
地域運営組織の見直し検討結果の報告がありました。
・ 報告内容は、前回の「まちづくりフォーラム」の報告の内容と同一内容でした。
・ それに絡んで、各まち協での問題点が話し合われましたが、各まち協によって区・自治会と
の関係がそれぞれ違っているため、画一的な解決策は望めず、行政との連携部分について
のみ行政より明確な方針を提示するといった結果となりました。
・ 今後、まち協・区・自治会との連携について深く検討していく必要があります。
・ 菩提寺まち協としては、もともと当合同役員会議そのような話し合いの場として設けられてい

ますので、この会議を有効にかつ有意義に活用していきます。 皆さんもご協力をお願いし
ます。
５） 【報告】大判対応プリンターを購入しました
・ Ａ１対応プリンター（EPSON SC-T3150EPSON）を購入。価格：156,280 円(税込み)
・ プリンター用インク一式・ロール紙 5 本購入。価格：45,523 円
・ 保守費用を決める必要あり。当面は 300 円/枚。
・ 各自治会・区で必要な時は使用可能ですので相談してください。

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. 菩提寺「すくすく食堂」関連
1) 第 32 回菩提寺「すくすく食堂」開催結果
・ 開催日

11 月 21 日（土） 11 時～13 時

・ 参加者

6８名（内訳 子ども 49 名 保護者 19 名）
クリスマスカード制作のみの参加者３名､食事持参の参加者 1 名

・ 参加費

合計 10,000 円（子ども 100 円、大人 300 円）

・内 容

“遊びと学ぶ”：クリスマスカード制作（11 時～12 時）
（ボランティア団体「紙風船」から３名の支援をいただきました。）
メニュー：トマトソースパスタ＋サラダ＋デザート（みつ豆）

・感 想

久々の“遊びと学ぶ”で好評→クリスマスカード制作のみの参加もあった。
“遊びと学ぶ”を食事の前にもって来ることで、落ち着いた雰囲気で実施出来た。

2) 第 33 回菩提寺「すくすく食堂」開催予定
・ 開催日 12 月 19 日（土）
・内 容

＊事前のスタッフ会議は 12 月 14 日（月）19 時 30 分開催

土曜日事業「ミニ門松づくり」９時～11 時
食事提供 11 時 30 分～「炊き込みピラフ＋チキンの香草焼き＋デザート」

2. ひとり歩き高齢者の発見・保護訓練実施
・ 開催日 11 月 22 日（日）8 時 30 分～11 時
・ 参加者 合計 80 名（7 区合計で捜索隊 25 チームの編成）
・ アンケート→回収中
・ 振返り

各区で民生委員・児童委員の方々に参加をいただき、今後のネットワークづくりに

活かしていきたい。また、徘徊役を福祉安全委員が一部担い、貴重な体験となった。
3. 福祉･安全委員会開催
・ 開催日

11 月 16 日 19:30～21:00

・ 参加者

子ども食堂スタッフ
福祉安全委員

・議 題

第 32 回菩提寺「すくすく食堂」に運営について
第 33 回菩提寺「すくすく食堂」のメニューについて
地域支えあい推進事業について（詳細後述）

次回の福祉・安全委員会開催予定→12 月 14 日(月)19 時 30 分～開催

4. 地域支えあい推進事業について（11 月 16 日での進捗報告）
1) 出席者：

川上会長、粟津副会長、浅井、竹内、井上地域福祉支援員(湖南市社協)、黒柳

支えあい推進員
2) 議題
① 地域支えあい事業を推進するための協議体について
・ 先日の７区長と各学区民生児童委員長との懇談会にて､支えあい推進員の立ち位置､
所属など組織としての位置づけを説明。支えあい推進活動の今後の推進において協力
を取付けた。
→気持ちが高まっているうちに協議体を形成し、会議を行う準備を進めること。
・ 協議体のメンバーとしては、7 区の代表者（区長に限らず）と民生児童委員の代表者、
更に今後実働していける方々に参加をいただく。
・ 日赤奉仕団甲西北支部長から支えあい活動について打診があった件については、現
在活動している区は菩提寺・みどりの村・イワタニ・近江台に限られており、その他は解
散した。
・ 活動されているメンバーは志の高い方たちばかりなので、支えあい活動について理解を
示してくれれば、共に活動あるいは支えあい活動に組織として参加していただくことも可
能ではないか。→支部長に協議体への参加を打診する。
・ 協議体に福祉事業所を依頼するのはどうか。例えばサイドタウンの「おしどり」で総合支
援事業（介護認定の軽度な方を受け入れる）を実施している「ふれあい学舎」という組織
がある。介護認定をうけていない地域住民の寄れる場（早朝ウォーキング、健康講座、
映画を楽しむ会など）を提供し続けている。→協議体を構成する要件を整備する。
・ 協議体の会議開催時間帯は、みんなが出やすい時間となると、夜に実施するのが妥
当。
② 地域支えあい推進事業の母体としての福祉・安全委員会の今後の持ち方について
・ 月 1 回の委員会で前半は「すくすく食堂」の進め方の話し合いで、サポーターも含めて
行い、後半はサポーターが退出した後、委員会の活動を協議する。
・ 委員会の中で支えあい推進事業の協議を行い、合同役員会にも結果を報告する。
・ 協議体ができるまでは、この福祉・安全委員会がその機能を担う。
③ 支えあい推進員から進捗状況を説明（地域支えあい活動・R2 年度目標）
○ 7 区の社会資源調査については、まとめて次期協議体で説明することとする。
○ 認知症の理解を深める講座については、2 月開催を予定。
（2 月初旬～中旬の土・日曜日の昼間で検討）
・講師は高齢福祉課より、水口病院の小宅先生に依頼予定。
小宅先生が無理な場合は、精神保健福祉士の先生となる。
・認知症の基本的理解と現在の治療法､受診のプロセス､時間が取れれば認知症予
防法などについても触れてもらう。
○ 12 月末に「75 歳以上独居高齢者」に民生委員の歳末訪問があるので、その時に生
活の困りごとのアンケート（マスク・アクリルたわし・北中生のメッセージカードつき）を
実施する。手作りボランティアさんに 12/7 に集まってもらい、マスク・アクリルたわし・
メッセージカードの袋詰めをする予定。
○ まちづくりセンターのロビーに血圧計と握力計の設置を検討。
・健康延伸事業の一環として､気軽にまちセンに来て住民が健康チェック出来るよう

にしたい。その時に合せて「フレイル予防講座」を実施できないか、と考えている。
フレイルサポーターが最近、湖南市の「フレイルを学ぶ講座」卒業生から誕生して
おり、菩提寺地区にもたくさんおられる。今後、その方々とのつながりもつけてお
きたい。
＊フレイルとは、健常から要介護へ移行する中間の段階と言われています。
具体的には、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に閉じこもりがちにな
るなど、年齢を重ねたことで生じやすい衰え全般を指しています。
・コロナ禍で高齢者も二極化。「屋外で趣味を楽しむ方たちは結構出かけている
が､それ以外の方々は、感染が怖く自宅にこもって動くことなく、活動しなくなること
による虚弱になっているのでは」と危惧している。
④ まち協カフェの開設について
・まちづくりセンターの多目的活動室にて、週 3 日程度の開催。
・提供できるのはコーヒー等の飲み物
・目的は、「高齢者が気軽に集える場所の提供」「支えあい推進員への相談がしやすい環
境を整える」こと。
・まちづくりセンター職員に 2 名が採用された。そのメンバーに立ち上げから関わってい
ただく予定。
・財源の裏付け・合意形成・什器の調達等、実施に向けての環境整備を進めていく。

○文化芸術委員会報告

田中委員長

報告事項
日時：２０２０年１１月２１日（土）9:00～10:30
1) 歴史の小径整備作業
歴史の小径入口から登山路を、見晴らし大岩までの掃き掃除を行った。
2) 文化芸術委員会定例会 11:00～12:30
① 歴史文化資料室関係
・ 今年度の企画展のテーマは「鈴木儀平氏の拓本展」として実施した。１１月末まで開催し、１
２月２日に展示を元の展示に戻した。
② 菩提寺の史跡の紹介 DVD の作成を始める。台本を作って撮影をしていく。
①歴史の小径 ②菩提寺の石像・道標・石碑 ③菩提寺の古墳 ④菩提寺の神社 ⑤菩提寺
のお寺⑥菩提寺山
・ 今年度中に①から④の DVD を作成していきたい。次年度も引き続き継続していく。
3) 菩提寺山地権者との確認書
・ 生産森林組合からの回答待ちであるが、現在まだ回答待ち。１１月２２日に生森の会合があり、
ここで書面が承認された。この書面をまち協八役会議で内容を確認し承認された。今回は会長
印をもらった後、生森の方で各地権者の所を回って再度署名印鑑をもらう事になった。
・ これに伴い、菩提寺山の入口に、一般の登山者に向けた注意を書いた看板を建てる事になり、
その内容も承認された。今年度中に看板を建てる事になった。
4) その他

・ 企画展終了後、文化芸術委員会の反省会を行う。１２月９日の予定。
5) 今後の予定
① 12 月は歴史の小径整備作業を休みます。
② 12 月 19 日（土）13:00～15:00 文化芸術委員会定例会
（要望）
DVD 作成の件ですが、ネットでの配信やまち協 HP からの動画再生を考えてほしい
（回答）
その方向で考える

○地域活性化委員会報告
1.

浅井基委員長

県立大学のフィールドワーク
1） 11 月 14 日、21 日、12 月 6 日実施
・作業内容として、バンブーハウス 1 号は順次解体中ですが、試験体を採取した関係で少し
時間が必要。竹林奥のスクリーンデッキ解体し新規に製作。途中の歩道に竹で編んだ通路
の設置。
・解体した竹に滑り止めに粘着テープ使用している。粘着テープが着いたまま粉砕すると、マ
イクロプラスティックとなり、環境に悪いのでテープ部分をカットして、市の焼却場へ持ち込む
予定。
・センターの多目的ホール倉庫に保管していた、模型を入れていた大きな木箱を、解体して持
ち帰りを行った。
2） 次回の予定
・1 月 17 日、2 月 13 日、20 日の 3 回予定で今期は終了。

2.

生椎茸の販売
・11 月 19 日、22 日、24 日、27 日、12 月 2 日の売り上げは 5,400 円でした。
今後も発生していれば、順次販売していきます。

3.

平和堂財団環境保全活動助成事業「夏原グラント」説明会に参加
・11 月 26 日草津まちづくりセンターで開催の説明会に参加。
京都・滋賀での環境分野での活動資金を助成。地域活性化委員会の活動には合っていま
すが、申し込みについては次回の委員会で検討する。

4.

竹林整備
1） 粉砕機防音工事について
・ 業者に見積もりを取ったが、金額が高いため再考するように指示。1 月末～2 月初旬には稼
働できるようにしたい。（見積額は 100 万円以上）
2） 北山台側、他草刈り
・ 菩提寺きずな会にお願し、１１月２２日１３時～１４時３０分きずな会１６名、委員会 4 名参加。

北山台側の草刈り、道路側のフェンス沿いの草刈り、駐車場に使用している、空き地の草刈
り、入り口通路の草刈りをしてもらいました。
5.

その他
先月の合同役員会で承認してもらいました、下記備品の購入を行いました。
チェーンソー 50 ㎝

税込み 174,900 円

粉砕機替刃

税込み

37,620 円

細目スクリーン

税込み

27,500 円

合計

240,020 円

（質問）
チェーンソーは、自治会でも借りることはできるか？
（回答）
貸し出しはできるが、扱いが難しいので、2 人以上で扱うことを条件とする
また、ガイドバーが壊れやすく、壊れた場合の修理代が非常に高いので注意
次回運営委員会は 12 月 16 日（水） 19 時 30 分～

○子ども育成委員会報告

東良委員長

報告事項
1、 愛のひと声あいさつ運動
9/1～12/14 まで両小学校において計 9 回の予定
総括は、来年 1 月に
今後の予定
1、 すくすく広場
社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生委員児童委員さんとの協働事業
予定

Ｒ3 年 1 月 31 日（日）
13：30 開演～16：00（受付開始 13：00）
参加予定人数 180 名（昨年 215、一昨年 108 名）

コロナ対策

受付にてマスクの着用の確認、検温、消毒、名簿の作成（自治会別、連絡先電話
番号は必須）

対象者

未就学児（保護者同伴）

催し予定

①ゲーム （輪投げ・バスケットボール・さかな釣りゲーム）
会議室１・２とこどもの部屋を利用
②ミュージック・ケア （新聞紙を使って遊ぶ）
多目的ホール
③ウエッブ紙芝居鑑賞
ホール正面大画面を利用

注意事項

いずれも３密を避けるために、参加者を３分割する。
従って、各催し物は３回の開催となる。

クッキー作り 作成は中止、既存のシュークリームを活用し退出時にお土産
（鬼の面つきお菓子）と一緒に配る
参加案内

菩提寺 7 区自治会での案内リーフレット回覧
地域の園を通して、園児にリーフレット配布
まち協ホームページに掲載

サポーター

子ども育成・民生委員児童委員さん+α

主催

菩提寺まちづくり協議会

後援

菩提寺学区及び菩提寺北学区民生児童委員協議会

協力

菩提寺こども園くじら、光星学園ひかり幼稚園、菩提寺優愛保育園
モンチ、認可保育園 HOPPA 菩提寺西

（質問）
こども園の協力とは何ですか？
（回答）
リーフレットへのこども園等の名前の掲載及びリーフレットによる参加の呼びかけをお願いする
（質問）
参加申し込みをどうやって把握するのか
（意見）
事前申し込みをまち協ホームページから受け付けてはどうか？
リーフレットに QR コードを載せて、スマホから申し込みできるようにするのは？
（回答）
スタッフにこのようなことに長けた方がいないので、よくわかる方に相談します

○土曜日事業 永田リーダー

令和２年度 土曜日事業、予定
日 程
第八回
令和2年12月19日
12月1日（月）
12月14日（月）

企画内容
門松作り＆子ども食堂
募集チラシ配布
参加者集計

場

所

まちづくりセンター

事業主体
まち協地域活性化

門松材料準備日程表
竹切
１２月１２日（土）
9：00～11：30
竹切
１２月１3日（日）
9：00～16：30
飾り付け花収集 12月14日（月）～18日（金）
購入材料・オアシス・結束バンド・シュロ縄・両校玄関門松用葉牡丹等
12月19日（土）当日参加者多数の場合は密を避けるため多目的ホール及び
駐車場での開催といたします。
協力頂ける方よろしくお願いいたします。
第九回
令和2年12月26日（土） 年末書き納め
12月1日（火）
募集チラシ配布
12月21日（月）
参加者集計

菩提寺小学校

菩提寺北小学校

学校コーディネーター

年末書道教室
書道教室当日までに書道用紙及び墨液購入予定しています。
12月26日（土）当日参加者多数の場合は密を避けるため両校教室を
増やしての開催を予定しております。

○自治会からの連絡・要望等
三上台
ひとり歩き保護訓練では、声掛けがうまくできず、また、無線連絡がスムーズにできなかった
ボウリング大会が無事に終了しました
来年、グランドゴルフを開催予定です
みどりの村
ひとり歩き保護訓練はスムーズに早く終わることができた
サイドタウン
ひとり歩き保護訓練を初めてやる者が多く、声掛けが難しかった。その後の会話が続けばよいが、
会話が成り立たない時にこまってしまう
菩提寺
人権懇談会を 12 月 19 日に予定しており、独居老人への対応の勉強会を行う
斎神社のお正月の準備を予定している
イワタニランド
今回、自治会長が初めて、ひとり歩き保護訓練を経験してもらってよかった
区内のガードレールのさびがひどくなってきたので、白ペンキで再塗装を行った
北山台
1 月 16 日のどんと焼きを予定している

○監事より
鵜飼監事
コロナ禍の中、どの事業も、感染対策をうまくとりながらよくやってくれている
ひとり歩き保護訓練に関して、皆さんが真剣に取り組んでいただき、よかった
今後も訓練の度、皆さんのスキルが上がっていくことが期待できる
小川監事
「すくすく食堂」で機会があれば、折り紙を教えたいので、お声がけください

○その他
みどりの村区長より、ごみステーションが壊れているので、修理業者をご存じの方はお知らせくだ
さい
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