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【報告事項】
1) コロナ感染状況
現在はコロナ感染状況も収まっており、停止していた活動を再開する好機です。しかしながらヨ
ーロッパでは第６波の兆しも見られ、やがては日本も同様な状況になるのではと危惧します。
また、昨日にはノロウィルス食中毒注意報が発令されました。
ひきつづき気を緩めず、手指消毒・マスク・３密回避等には十分注意したうえでの活動をお願い
します。
2) まち協カフェ
多目的活動室を利用した「まち協カフェ」の営業日を週３日から週５日に増やしました。皆さんも
活用してください。
3) 土曜日事業について
11 月 17 日（水）18 時から菩提寺小学校と菩提寺北小学校のコーディネ―タとまち協八役とで
12 月 18 日に予定している土曜日事業の内容および今後の運営について話し合います。
4) 第３回学区内検討会議
地域自治活動の活動内容と組織のあり方に関する「第 3 回学区内検討会議（菩提寺）」が 11 月
13 日（土）に開催されます。
参加者は区長、まち協会長、市地域創成推進課
【協議事項】
1) 自走式草刈り機の購入
先日、当センターの草刈りを実施しました。みどりの村自治会の自走式草刈り機を借用した結果、
３人で完了しました。
当まち協として同様の草刈り機１台の購入を申請します。（価格は約２５万円）
（承認結果）

賛成多数で購入は承認されました

協議事項及び承認事項
○自治会からの連絡・要望等
 菩提寺区
 11 月 14 日（日）13 時～
防火訓練（消火栓取扱い訓練）
消防団第 11 班の指導による放水訓練を実施（町内 2 ヶ所の消火栓）
対象者：ふるさと防災チーム、防災士、区民（約 30～50 名程度）
 12 月 5 日（日）8:30～
森林境界巡視
龍王山～雨山～希望ヶ丘～竜王町境界の生産森林組合が管理している山の野洲市、竜王
町との境界の確認を行う（木杭打設）
対象者：区役員、森林組合役員
（要望）
昨年、放水訓練の後、赤水が出たので注意してほしい。
（回答）
昨年とは違う場所の消火栓を使用するので、大丈夫と思います。
（要望）
みどりの村の広野地区も参加するので、よろしくお願いします。
（回答）
承知しています。
 みどりの村
1月9日開催予定の「歩こう会」の参加者が少ないので、スタンプラリーで5ヶ所を回る方向で開催
予定している。ゴール後、抽選会を実施する。
秋の一斉草刈りが中止になったので、公園周りの草刈りを役員で実施する。
 北山台
1.連絡事項
① クリスマスの催し物の件
対象年齢は 0 歳～中 3 年生迄です。現在、対象者が何名いらっしゃるのか未だ調査中で
す。
プレゼントは＠1,000 円の商品券（一部図書券）に決まりました。12 月配布に向けて集計準
備中ですがおよそ 208 世帯、395 人くらいになりそうです。
② 4 丁目のゴミステーションのセンサーライトを 2 基設置しました。
10 月 18 日から不法投棄の防止の為、稼働中です。
③ 秋の美化作業の件
10 月 23 日、24 日に実施しました。ブロック長以上にて行い、他の方はお家の周りの草刈り
でした。

23 日はグリーンクラブのご協力も得て草刈機を使っての草刈り、翌 24 日は刈った草を収集。
新しい芝刈り機を 1 台購入しテスト実験中です。広い平面部（石ころの無い）にては楽に刈
れます。
但し、21 万円のクボタ製のプロ用です。55kg 有りますので移動は容易ではないです。
又、充電式のバリカンを購入し使用しました。高い所の枝切や草刈りにも使えますのでもう 1
台購入し、バッテリーの予備も購入します。脚立に載らなくても出来るので安全です。（ムサ
シ製）
本体は 2 万円程度で予備電池は 6 千円前後です。最長３M、時間は 1 時間程度使えます。
もう 1 台手配中です。
④ テント用倉庫の建替えの件
10 月 20 日に倉庫箱物は完了。以降内部の床のゴムマットや支柱受け等内部造作を完了
し、11 月 6 日に古い倉庫より移動を完了しました。尚、仕訳は次のイベントの時に整理の予
定です。
2.自治会活動で困っている事
① コロナ禍における自治会活動の継承
役員の任期が 1 年なので倉庫等の内部備品の整理を行い、表示も含めて実施の予定を引
き続き検討中です。捨てていいのかどうかも判らずに溜まる一方なのでここで整理をしたいと
考えています。
② 修理関係の増加
倉庫も老朽化にて一部新設しましたが他の掲示板、放送機器、ハロゲンセンサーライト等も
寿命がきて次から次に修繕費が発生し、費用は催事関係の中止があったので何とかなって
いるが通常期では賄えない。
来期は修繕関係の予算の組み込みは必要かな？と考えています。
③ 不審者事案に対する植込みの刈り込みの件
どのくらいの労力、時間、費用がかかるのか３M 幅を切り込みました、2 人で 3 時間、のり面
にて危険。一部、ロープを使っての作業となる。
市にお願いしても優先順位は低いのでボランティアにての募集を行うのか？若い人は居な
いので、業者にお願いするのか？今後どうするのかを決めて行きます。（予算的には苦しい
ので会員にて出来る事を考えます）
 三上台
１）防災部より防災パトロールについて
年末恒例の防災パトロールは１２／１９日（日） ２０時から２１時に昨年同様の要領で実施予
定。
尚、班編成は１１月役員会にて決定作成。
２）体育部よりボーリング大会を１２／１８（土）１４時から開催予定、詳細は別途。
３）環境部より

①冬季大清掃について、１２／５（日）に実施予定。
当日の役割分担は１１月定例役員会にて審議
②ゴミ不法投棄対策について
監視カメラの設置に関して、特に不法投棄の多い３箇所のゴミステーションに設置予定だ
が、先ずは、１台購入して３箇所に回して設置してはとの意見あり、最初は一番ひどいゴミス
テーションに設置し、WIFI、充電 等が上手く運用できるか検証し、上手く行けば順次拡大
していく。
尚、運営の際は湖南市の規定を基に運用規定を作成する。
４）班役員より、次年度役員の会合を持って欲しいとの要望で、１２／１２（日）１９時より自治会館
にて会議予定。
５）その他
・10 月１７日（日） 湖南市市議会議員選挙、１０月 31 日（日）衆議院議員選挙を三上台自治
会館で実施され、三上台区長、自治会長、副自治会長（２名）が選挙管理人、選挙立会人
として交代で運営参加。
 イワタニランド
11 月 7 日に一斉清掃を実施しました。
コロナ禍で予算が余っているので、この機会に自治会館のエアコンを入れ替える計画で、11 月
23 日に工事予定です。
コロナによる自宅篭りのせいか、ゴミステーションの廃棄ペットボトルの量が増えて、ゴミ袋が溢れ
ている。
 近江台
倉庫の整理、入退去の手続き、今年度の活動内容等を引き継ぐ日時や方法を検討中。
倉庫についてはイベントの終了している倉庫から台帳と照合しながら整理する。（10/24 実施、
11/27 予定）
12 月ごろに全世帯対象に世帯情報提供の案内、年明けのどんと焼き、建築確認についての議題
があった。
10 月 24 日に秋の草刈りを実施しました。
11 月 7 日子ども育成会で、BBQ をアグリパークでおこないました。
 ハイウェイサイドタウン
10 月 24 日、AED 体験訓練を実施しました。次回は最後で 11 月 28 日の予定です。
11 月 19 日の班長会議で次年度役員を選ぶ予定です。
関西みらい銀行の移転に伴い、自治会のメイン口座をゆうちょ銀行に変更する手続きを進めてい
ます。法人の場合の手続きがかなり厄介です。

○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) 10 月度の開催（第４１回）
・開催日

10 月 30 日（土）

・内 容

「シチュー＋パン」等の持ち帰りを実施（休日の給食）

・打合せ

10 月 25 日（月）19 時 30 分から実施（スタッフ会議）

・参加対象 子どものみ（参加費 子ども：100 円/名）
・参加実績 65 名（参加費 6,500 円）
2) 11 月度の開催予定
・開催日 11 月 20 日（土）を予定
・内容

「トマトソーススパゲティ」（食事のみの提供）

・打合せ 1１月１5 日（月）19 時 30 分から（スタッフ会議）
3) 12 月度開催予定
・開催日 12 月 18 日（土）を予定
・内容

未定

・打合せ 12 月１3 日（月）19 時 30 分から（スタッフ会議）
2. 菩提寺地区防災連絡会の活動
1) 第 5 回菩提寺地区防災連絡会
・10 月 30 日(土)19 時 30 分に開催
・避難所開設・運営マニュアル作成の協議
・近江台地区防災計画、ハイウェイサイドタウン地区避難計画の提供を受ける。
2) 第 6 回菩提寺地区防災連絡会
・12 月 11 日（土）19 時 30 分から開催予定
3. 福祉・安全委員会の開催
1) 10 月度
・10 月 25 日（月）19 時 30 分～ すくすく食堂スタッフ会議後に開催
出席者 浅井、川上、竹内、黒栁
2) 11 月度
・11 月 15 日（月）19 時 30 分～開催予定
4. 地域支えあい推進事業
地域支えあい推進事業について
1) まちづくり連絡会議の開催
・11 月 24 日(火)10 時から
2) 「すくすく会議」（協議体）の開催
・10 月２2 日(金)第５回目を開催した。
・「独居高齢者の見守り支援」について各区の取り組みの参考例として近江台の取り組み事例
（案）を発表いただき、今後の進め方を討議。

・いったん見守り支援については、各区での取り組みを随時発表いただくこととして、次回は、新
たな議題を探して話し合いを行う予定。
・次回（第 6 回）は 12 月 3 日（金）19 時から開催予定。
5. 支えあい推進活動
1) 支えあい推進員連絡会議出席・・11/17（水）第 1 層推進会議にも出席
2) 生活支援サポーター養成講座を社協とまち協が共催・・11/5（金） 参加者 23 名
「高齢者とのかかわり方と生活支援の必要性」
講師：宅老所「心」理事長 村田美穂子 氏
3) 11/9(火)フレイルサポーターフォローアップ研修に推進員として参加。
4) 安心応援ハウス事業（毎月第 2 水曜）・・11/10 (水)参加者 30 名
香りで脳活 アロマ講座（講師：相見和美 氏）センター講座共催

○文化芸術委員会報告

田中委員長

報告事項
1.

歴史の小径整備作業

日時：

2021 年 10 月 16 日（土）9：00～11：00

出席者： ６名参加
・今回は多宝塔のまわりの竹や草を刈り取った。
2.

文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会

日時：

2021 年 10 月 16 日（土）14：00～16：３0

場所：

菩提寺まちづくりセンター

出席者： 井上謙二、岡島敏弘、鈴木妙子、阪口久美子、加野晴樹、副島京子、田中秀明、
1) 文化芸術委員会の活動
① 歴史講座
8 月２９日（日）歴史講座は緊急事態宣言が出されたため中止となった。次回は来年の３月
に予定して計画をしていきたい。講師やコロナの状況を見ながら進めたい。
② 滋賀県立大学から資料室の見学の依頼があったが、11 月 20 日に延期になった。コロナウ
イルスの状況が落ち着いてきているので実施出来る予定。学生２０名と教員２名 当日資料
室の説明をする。
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

資料のないものは絵などを作成して入れる。

② 今年度の企画展のテーマ「村社 齋神社」
・齋神社の総代から資料の写真を借りて、展示用の資料を作成した。11 月 30 日まで展示
する。
3)

その他
① ロビーを利用した写真展を実施した。展示時期を 10 月 3 日から 10 日に変更して、まち協
カフェの中で展示をした。
② まちづくりフェスタはまち協の委員会で準備、片づけをしていく。

展示部門は文化芸術委員会が担当するが、各委員会の協力で行った。
・パネル設営 10 月 22 日（金）9：00～11：00 その後出品者が展示品を持ち込み、展示した。
・片づけ 10 月 31 日（日）12：00 まで展示をして、13：00～15：00 までに作品の引き取りをして
頂く。15：00～16：00 の間でパネル等の片づけを行った。
③ 今年度の菩提寺小学校、菩提寺北小学校で作成する歴史パネルは１１月末ぐらいに完成
するとの情報が入った。年明けの２月頃にロビー展示をしたい。
4)

今後の予定
① 歴史の小径整備作業１１月２７日（土）9：00～11：00 朝 8：00 時点で雨の場合中止
② 次回定例会 11 月 27 日（土）14：０0～16：30（整備作業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。

（補足）
歴史パンフレットの作り直しと増刷を予定しています。製作見積金額がはっきりしたら、支出承認
申請をします。

○地域活性化委員会報告
1.

浅井基委員長

竹林整備
10 月 31 日 滋賀県立大の学生 8 名が竹林整備を実施。バンブーハウス 2 号機の改修方法につ
いて検討。
委員会も粉砕機の稼働を午前中実施。（午後からはフェスタ撤収の応援の為）作業環境の改善
のテストを行った。
 今回粉砕機を午前中しか稼働していなかったので、騒音についての意見の確認は出来てい
ませんが、騒音は改善できていると言う事でした。次回の稼働時に確認を行う。
 シートを 2 重している内側のシートを 20 ㎝横に移動して、チップの取り出しを容易にした。
 送風機設置にて粉塵除去効果確認でき、作業環境が改善された。
 投光器の設置により、暗かった中が明るくなり、安全性が確保された。
作業された皆さん意見ではおおむね改善できたかなと言う事でした。
次回の竹林整備の予定は、11 月 20 日～21 日に県立大の学生が 20 名程で作業する予定。委
員会も併せて実施。
（補足）
粉砕機も稼働予定

2.

甲西北中の校長先生と県立大との打ち合わせ

 コロナ渦で、昨年に引き続き今年も環境学習が実施出来ませんでした。
来年度に向けて継続して実施できるように、依頼を川辺校長先生、打田教頭先生と行いました。
今後の連絡は打田教頭先生と行う。
3.

シイタケの販売

 11 月 1 日からシイタケの販売をセンターで実施しています。1 袋 300 円で販売
11 月 1 日

900 円

4 日 3300 円
8 日 4500 円
（補足）
シイタケの売上は好調で値上げも検討中
販売日は不定で、午前 9 時からまちセンで販売
次回運営委員会は 11 月 17 日（水）

○子ども育成委員会報告

大黒委員長

１．事業計画の推進状況と運用に伴う準備
・愛のひと声あいさつ運動
日にち： 10 月 4 日（月）〜12 月 6 日（月）まで毎月第一月曜日開催
11 月 1 日実施に際しての結果報告
時 間： 7:30〜8:00
結 果： 旗が古いため新しい旗を購入する。
菩提寺北小学校は特に問題なし
菩提寺小学校は、リーダー指示があれば良かった。
次 回： 2021 年 12 月 6 日（月）
・土曜日事業支援（ポンポン船作り）
日にち：2022 年 3 月開催予定（当初の 8 月開催を延期）
結 果：次回会議時に開催日決定する
・まちづくりフェスタ（ハリキリンピック）
日にち： 10 月 2３日（土）
時 間： 集合９:00 スタート 10:00 終了 12:00
内 容： 『みんなつ』との合同開催。開催結果報告
参加者： 16３名（大人を含めて 317 名）
結 果： まちづくりセンターの全館貸切が出来ていなかったため、15：30 終了。
中学生射的ゲームと景品渡す場所が混み合った。
事前予約の要否については今後の課題。
案内チラシに『お菓子無くなり次第終了』など記載しても良いのでは。
各ゲームの人員 2 名は少ない。トイレも行きにくい。4 名必要。
受付で大人と子供の人数識別が出来るようにしておいた方が良い。
・すくすく広場
日にち： 2022 年１月 30 日（日）予定
時 間： 集合 11:00 スタート 13：00 終了 16:00

内 容： 次回以降検討
結 果： 12 月会議で内容決定する。（各自アイデア検討しておく）
次回委員会

2021 年 12 月６日 （月）19：00〜 まちづくりセンター

○監事より
 各区及び委員の報告を聞いていると、コロナ禍の収束が予感され、延期されていた事業もかな
りできているようなので、年度末までにすべての計画事業が実施できるようお願いします。
 また、会計の方も、支出が進んでいないようなので、必要な物品は購入してほしいのですが、余
っているから購入するというようなみっともないことのないようにして下さい。
 各区で役員の改選が予定されているようですが、スムーズに役員移管が進むようお願いします。

○その他
 今月から、子ども育成委員に大黒委員長が就任されました。皆さんのご協力をお願いします。
 まち協カフェでは、先日も刺繍の展示を行っており、現在は水彩画を展示しています。今後も希
望される方の作品等の展示を行っていきますので、皆さんの周りで希望される方がいらっしゃれ
ば、申し出下さい。
承認署名 浅井 長美
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