令和 3 年度 第 5 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会
日時：令和 3 年 8 月 11 日(水)

19:30～

場所：菩提寺まちづくりセンター多目的ホール
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１） 【連絡】新型コロナ感染状況
湖南市に対しても蔓延防止等重点措置が適用されました。
これに伴い、各施設の使用に関する制限が厳しくなります。（～８月３１日）
・センター貸館 ９：００～２２：００ ⇒ ９：００～２１：００
・市外利用者は使用禁止
その他は従来どおりですが、次に特に注意してください。
・感染者が発生した場合に濃厚接触者の確認をする必要があるため、利用者の氏名や連絡先が
わかるようにしておくこと。
・大声での発声を伴う活動 （カラオケやコーラスサークル、それと同様の活動）は、人と人との距
離を最低、前後２メートル、左右１メートルを保つこと。
・30 分ごとに５分間以上、窓を開けての換気を行うこと。
・貸館は、次の団体の利用までに十分な換気を行うため、30 分間使用を停止する。
まち協として、８月中の子供向けイベント（子供食堂、土曜日事業）は中止とすることを決定。
２） 【連絡】お盆休み
８月１４日（土）～１６日（月）まちセン・コミセンを休館とする。
ただし８月１６日（月）は実地棚卸を実施
３） 【連絡】令和３年度まちづくりフェスタ‥予定変更
今年度も湖南市「みんなつ」が１０月２３日（土）に実施されます。
それに合わせて菩提寺まちづくりフェスタのスケジュールを決定
展示：１０月２３日（土）９：００～１０月３０日（土）１２：００
ハリキリンピック：１０月２３日（土）午後
サークル発表：１０月２３日（土）・２４日（日）（ビデオ・Zoom 等）

協議事項及び承認事項
○自治会からの連絡・要望等



近江台

〇7/24夏祭り（近江台夏テラス）について
【概要】
・「各世帯で家族、友人と楽しめる日に」
各世帯においてBBQを推奨し、自治会ではコンロの販売、食材のセット販売、配達を行う。
・「灯りをともそう」
例年、夏祭りで使用している提灯を各戸に配り、当日軒先に吊るし近江台全体で祭りを演出
する。
公園では子供たちが楽しめる企画を行う。
時間
8：30～9：00

内容

会場

備考

夏祭り子供みこし

上の公園

小さいお子さんから中学生まで対象

15：00～17：00

予約食品・提灯配達開始

各世帯

ご自宅まで配達いたします

17：00～

BBQ・宴会開始

各世帯

18：30～

提灯点灯

各世帯

19：00～

子供ビンゴ大会

上の公園

事前配布のビンゴカードを忘れずに

20：00～

花火

上の公園

密にならないよう役員が誘導します

21：00頃

提灯消灯

各世帯

回収は後日いたします

【結果】
提灯 91/163世帯

商品注文数 33/163世帯

品数 263品

原価総額191,267円
（内、岡喜98000円、橋本屋47220円、グリルズハット44850円、トライアル1197円）
販売総額146,400円

自治会負担44,867円

2週間以上経ったが感染者の報告はなし。提灯を回収に全世帯回ったが、批判の声はなか
った。
来年もコロナが収束しておらず公園での祭りが開催できない場合は、これをベースにできる
成果は出せたのではないか。
〇8月7日定例会
議題
･夏祭り総括
・熟年フェスティバル（敬老会）について
・秋の草刈りについて
・独居高齢者の見守り活動について
・その他
・熟年フェスティバル（敬老会）について
参加者を把握するため案内を対象者にポスティング中で、その数に応じて開催方法を検討
する。

・独居高齢者の見守り活動について
民生委員の会議の内容を自治会ニュースに載せる記事を作成中で、役員内でも回覧板
や全戸配布時に何か異変があれば、すぐに民生委員に知らせることを再確認した。
（補足）
夏祭り子供みこしでは、子供向け防災訓練を行った。
熟年フェスティバルにおいて、参加者が多いときは中止、少ない時は開催とする
（質問）
各家庭での BBQ についての感想はなにかあったか？
（回答）
特にないが、提灯を吊るして、雰囲気が出てよかったとか、面白い企画として評価されていた。
（質問）
自治会負担分は、予算課されていたのか？
（回答）
夏祭り予算から支出した。
提灯は電池駆動のため、防災時にも使用できるので、回収して防災倉庫に保管した


みどりの村

8 月 7 日にコロナ禍のため、各委員長のみを集めての会合を開いた。
昨年度の防災訓練で参加者が少なかったので、今年度は訓練の近い日に白布配布することとした。
敬老会は、集合形態は中止とし、記念品配布を検討中
夏祭りを延期して、秋祭りとして開催を計画しており、住民に参加した実感を高めてもらうために宝
くじ形式を採用する方向で進めている。
グランドゴルフの開催を計画しており、8 月末に実行委員会で内容を詰める。
独居見守りについては、人数がわからないので、まだ保留している。
各世帯の名簿の管理について、現在は世帯主のみのため、住所や世帯構成等を含めた名簿の整
備を検討している。
町内を運行しているコミュニティバスのルート変更あるいは拡大の依頼や、デマンドバス方式の採
用依頼も検討している。


ハイウェイサイドタウン
7 月 18 日に AED 体験訓練を実施
7 月 21 日に夏祭りに代わって、お楽しみ会を実施し、約 330 世帯の参加があった。
8 月 4 日に民生委員と話しをして、高齢者見守りについての会合を 19 日に開催します。
8 月 16 日からのラジオ体操は、まん延防止のため中止した。
敬老会は、記念品を配布することに決定した。



北山台
北山台まつりの開催を秋に延期したが、実施に関してアンケートを取った結果、半数の回答が
あり、そのうち 7 割の方が反対との回答を得たので、中止と決定した。
グランド内で、小学 6 年生の女児 2 名が不審者に声をかけられ、倉庫に連れ込みされそうにな
る事件が発生した。犯人はまだ見つからない。
備品倉庫の買い替えを進めるに当たって、倉庫内の備品が何がはいっているかわからない状
況なので、備品管理を実施することを検討中。

グランド内の樹木が 2m 以上にも大きくなったので、50cm 程度に伐採することを検討している。


三上台
夏祭りの開催に関して、事前アンケートを実施した結果、大半が中止となり、代わりに行う行事も
なしとなった。
長寿を祝う会は昨年同様中止となった。
ごみの不法投棄の問題で、写真付きで、自治会ニュースに掲載した。一輪車や布団等が投棄さ
れているが、回収されずに残っている。
サークル活動は、当面の間、休眠となった。
7 月 4 日に一斉草刈りを行ったが、近江カントリーの枝が、側道に相当はみ出しているので、近
江カントリーに伐採を要請することにした。



菩提寺
8 月行事として、14 日に 37 名の戦没者遺族宅に民生委員と役員が訪問して、市からの慰霊品
をお渡しして、15 日には盆供養祭を開催する。
夏祭りは中止とし、敬老会も記念品の配布とした。
高齢者見守りに関して、民生委員と協力して行っていくことで検討していく。



イワタニランド
敬老会はお祝いの品を渡すこととする。

○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」の開設について
１）

7 月度（7/17 開催）⇒第 40 回
・スタッフ会議を 7 月 12 日(月)19 時 30 分～開催
・メニューは「夏カレー」
・参加者 60 名（子ども 39 名、保護者 21 名）
・参加費 10,200 円（子ども 100 円/名、大人 300 円/名）
・スタッフ会議を７月１２日(月)19 時 30 分～開催。

2.

２）

８月度（８/28）開催予定 ⇒ 8 月 8 日中止を決定（市からの指導）

３）

9 月度については、開催準備を進めながら状況を見守る。

地域支えあい推進事業について
１）

第 4 回「すくすく会議」（協議体）の開催
・７月３０日(金)19 時～。
・「独居高齢者の安否確認」について、各自治会の関与について
⇒7 月 1４日に開催したまち協合同役員会での各自治会の考え方を報告
各自治会は「独居高齢者の安否確認」の活動に理解はいただくが、関与の仕方について
は模索の状況
・会議の結論
区長と民生委員が中心となり、各区の進め方を次回のすくすく会議迄に詰める。
各区の検討会･取組みに対して、自治会にどのように参画いただくかは、各区の状況にて

判断していただく。
・次回の「すくすく会議」は 9 月 24 日（金）19 時～
２）

まちづくり連絡会議の開催
・9 月８日(水)13 時 30 分から開催予定

＜支えあい推進活動＞
１）

支えあい推進員連絡会議出席・・8 月 18 日（水）

２）

安心応援ハウス事業（毎月第 2 水曜）
新規事業。今年度は事業の周知と人寄せのため、イベント企画をするが、来年度からは定期
的に高齢者が集まれる場としていく予定。
今後の企画の内容によっては、事前申込制もある。（定員を設ける）
・７月は赤しそジュースづくりと夏の健康講座（講師：影山尚子 管理栄養士：みどりの村） 23
名の参加。
・8 月は夏休み
・9 月 8 日（水）こなんザ・ボイス（音楽健康指導士）による「楽しんで体を動かして脳トレ」

３）

菩提寺版 フレイル予防講座を、楽らく会メンバーの協力により 10 月 5 日（火）開催予定。講
師：高齢福祉課 奧邨 理学療法士。
チラシは全戸配付。民生委員さんに 75 歳以上高齢世帯への個別配布（市作成のフレイルビ
ラとともに）を依頼。遠方の方への送迎支援（BSS タクシー）も盛り込む予定。

3.

菩提寺地区防災連絡会の開催
・7 月 31 日（土）19 時 30 分から第４回目を開催
・各区の防災に関する基礎調査結果の確認
（安否確認方法、名簿の持ち方、どこに避難するか、避難時要支援者の実数等）
・避難所開設・運営マニュアル（対象：菩提寺まちづくりセンター）の作成について
⇒8 月 9 日（月）13 時 30 分より、各区 1 名(防災士等)に出席いただきマニュアル作成に着手
する。ベースは「湖南市避難所開設・運営マニュアル」
（補足）2 回目の開催は、9 月 12 日（日）
・次回開催は 9 月 25 日(土) 19 時 30 分～

○文化芸術委員会報告

田中委員長

報告事項
１） 文化芸術委員会の活動
①歴史講座
8 月２９日（日）１３：３０～
講師：藤岡英礼氏（栗東教育委員会）
テーマ：「少菩提寺のはなし」
当日スタッフは１２：３０に集合
②滋賀県立大学から資料室の見学の依頼があった。
８月１７日（火）１０：００～１１：００
・学生２０名と教員２名

当日資料室の説明をする。

③土曜日事業の歴史ワークショップ
８月２６日（木）９：００～に決定していたが、滋賀県に新型コロナ対策で「まん延防止等重点
措置」が発令されたため中止となった。
（補足）
まん延防止措置により、市外からの参加者を規制するため、歴史講座と県立大の見学について、
見直しを検討するため、後日調整の話し合いを行う
２） 歴史文化資料室の活動
① 菩提寺の史跡や社寺の紹介 DVD の作成。
菩提寺山を作成中
② 今年度の企画展のテーマ案 1・菩提寺の川

2・齋神社の神輿と神社の歴史

３） その他
① ロビーを利用した写真展を企画する。９月中旬 ８月に一般募集する。
依頼事項

写真展作品募集のお知らせの回覧を、各自治会でお願いしたい。

４） 今後の予定
① 歴史の小径整備作業 ８月２１日（土）9：00～11：00 朝 8：00 時点で雨の場合中止
② 次回定例会 ８月２１日（土）1４：０0～１６：30（小径整備の日の午後になります。）
＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる場合があります。

○地域活性化委員会報告

浅井基委員長

委員会の報告事項、予定及び、承認事項
1.

竹林周辺草刈り
8 月 1 日（日）少し早いですが、7 時 30 分から菩提寺きずな会の皆さんと草刈りを行いました。き
ずな会 23 名 浅井会長、委員会 6 名の合計 29 名での参加で行いました。朝早くからでしたが、
苦情はありませんでした。

2.

カブトムシの販売
8 月 11 日現在、販売数 49 ケース、24,500 円の売り上げが有りました。
今のところ 8 月末まで販売予定ですので、ご協力をお願いします。

3.

平茸、なめこの着床原木の販売
10 月 8 日、9 日、10 日 10 時から 12 時に販売します。
8 月の運営委員会で価格設定を行い、次回の合同役員会で案内文を配布しますので、各区回覧
で配信をお願いします。

次回運営委員会は 8 月 18 日（水）

○子ども育成委員会報告

柴田委員長

１．事業計画の推進状況と運用に伴う準備
・夏休み夜間巡回

日にち：7 月 23 日（金）24 日（土）から 8 月 27 日（金）28 日（土）まで
毎週金・土曜日実施
時 間：21:00〜22:00

６週間 計 12 日

内 容：実施にあたって問題点など
結 果：実施については特に問題点なし
2 名実施のところ１名となり連携がうまく取れず 1 名実施となった。
→安全第一の観点から 1 名の場合中止にする。次年度のルールに記載する。
・愛のひと声あいさつ運動
日にち：９月 6 日（月）〜12 月 6 日（月）まで毎月第一月曜日開催
時 間：7:30〜8:00

4回

実施にあたり事前準備の確認
準備物：日報・上着・旗・メンバー表
結 果：夏休み中に両校へグッズを持っていき保管頂く。
・土曜日事業支援（ポンポン船作り）
日にち：8 月 28 日（土）13:00 受付 13:30 スタート
実施にあたり事前準備など
8 月 21 日のリハーサルについて
結 果：２１日リハーサルは９時から実施。中学生参加頂く。（湯室さんに連絡）
当日と同等に準備・説明・作製まで行う
（補足）
ポンポン船作りは、まん延防止措置により延期とします
・まちづくりフェスタ（ハリキリンピック）
日にち：10 月 24 日（日）
時 間：集合９:00 スタート 10:00 終了 12:00
内 容：検討
結 果：湖南市 『みんなつ』と合同開催を検討（正式開催確認）
・すくすく広場
日にち：2022 年１月 30 日（日）
時 間：集合 11:00 スタート 13：00 終了 16:00
内 容：検討
結 果：次回会議から内容検討していく
２．その他
土曜事業プロジェクトについて
結 果：今後の土曜事業の在り方について
今年度は八役＋委員長で対応し今後の運営方法等決める。

次回委員会

2021 年 8 月 21 日 （土）9：00〜 ポンポン船リハーサル
2021 年 8 月 28 日 （土）11：30～ ポンポン船作り開催
2021 年 8 月 30 日 （月）19：00～ 次回会議

○その他
（質問）
人権まちづくり懇談会を年 2 回、市から開催要請されている。まち協単位で開催してもらえないか。
全体で啓発ビデオや講演を聞いた後、各区に分かれて懇談会をするようにすればよい。
（回答）
区長会と連携をとって、人権啓発研修・懇談会をどのように進めるか検討したい。少し検討する時
間がほしい。
承認署名 浅井 長美
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