令和 3 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 3 年 12 月 8 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

浅井長 川上

区

廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台) 山本(イワタニランド)

長

自治会

長島

中村

鵜飼

小川

眞野(菩提寺代理区長) 和田(三上台自治会長) 服部(サイドタウン自治会長)
小野(近江台書記広報)

欠席者

田中秀 浅井基 大黒

西田(イワタニ自治会長) 高野(北山台自治会副会長)

志賀(みどりの村自治会長)

会長報告

浅井長美会長

【報告事項】
1)

コミュニティープランの見直し
地域運営組織の見直しの最終段階として区・まち協が合同で菩提寺地区コミュニティープラン
の見直しを進めています。このコミュニティープランに準ずるまたはコミュニティ－プランに各組織
のプランを反映させるためには、各組織の事業計画の見直しが必須と思われます。
そのため、各組織（まち協、区・自治会）において、現行の事業計画が真に必要で有効な計画
かどうかを見直してください。5 年先、10 年先を見通して「今迄やってきたから・・・」は忘れて、「目
標は何か」、「それを達成するために役に立つのか」と言った考え方で見直してください。

2)

Zoom 利用による講演会
先日、湖南市防災士連絡会主催の「水害・土砂災害への備え」の講座が Zoom およびサテライト
会場 4 か所（菩提寺まちセンを含む）にて実施されました。参加者は 100 名を超え、その有効性
が確認されました。一方、設備や進行方法等での課題も発見され、課題解決にむけて行政に働
きかける事が決定されました。
ついては、まち協の各委員会や区・自治会も、Zoom 等のオンライン会議を意識した取り組みを
お願いします。特に必要経費は次年度の予算に組み込むよう検討願います。

3)

菩提寺地区人権まちづくり懇談会の開催（予定）
開催日時

12 月 26 日（日）15 時～17 時 菩提寺まちづくりセンター多目的ホール

参加対象

各区の人権まちづくり推進員＋人権まちづくり推進班員（各区行政職員）

研修内容

人権啓発ビデオを全体で視聴後、各区に分かれて意見交換
テーマは「多様な人権を考える」
ビデオには「インターネットによる人権侵害」「高齢者の人権」「外国人の人権」の 3
テーマが収録されています。各区でテーマを選択して意見交換を実施いただきま
す。

依頼内容

各区の推進員と推進班員の名簿を提供下さい。受付名簿作成に使用します。
（12 月 20 日締め切り）
当日、各区の意見交換概要を記録する係を指名下さい。懇談会終了後、提出いた

だき、コピーを取り、返却します。
■第 2 回目のまちづくり懇談会の開催予定
・広く参加いただけるように講演会を企画します。
・2 月 6 日（日）に、講演会と人権研修会を兼ねて開催予定
4)

その他
道路上に設置された消火栓の蓋の開け方について、前月の合同役員会で質問が出されました。
参考となる資料がありましたので説明します。消火栓の蓋は 2 種類あり、それぞれ蓋の開け方が
異なりますので、注意して下さい。

協議事項及び承認事項
○自治会からの連絡・要望等
 みどりの村
年末年始に帰省される方ように、公園の一部を駐車場として開放する。ただし、いくつかのルー
ルを作成して遵守してもらう。例年通り10数台の利用を予定している。
年末警戒パトロールを12月26日27日夜に予定している。
1月9日に前回報告した通りスタンプラリーを、例年のマラソン大会の代わりに開催する。賞品に
加えて、防災の保存食を紹介して配布を予定している。
次年度の区長を公募することとした。
 菩提寺区
 12 月 5 日（日）
森林組合役員と区役員合同による野洲市と竜王町の山の境界確認を実施した。
 12 月 26 日（日）
区管理の 3 神社の正月用飾り付けを行う。
 1月3日
墓地公園で、新春の供養祭を実施する予定。
 1月6日
獅子舞の巡回予定
その他、次期区長候補を募っています。
 三上台
１２月度 報告内容
・１２月の行事予定 他
１）総務部より
１２月１２日 臨時役員会を開催し、次年度新役員と現役員で会議実施、今年度総会３月２
７日(日)まで実施項目とスケジュールの明確化を図る。
２）会計より
自治会内の特別会員(マンション等)募金、会費、配布物、委任状回収等について整理した
い。
現状ははっきりとしたルールが無く、運営の方向性を決めるべきでは。

３）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。
４）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。
５）環境部より
① 冬季大清掃について、１２／５（日）に実施済み。
当日の役割分担は１１月定例役員会にて決定済みで実施済み。
② ゴミ不法投棄対策について
監視カメラを１台６班ゴミステーションに設置して、不法投棄の有無を監視する。（運用開
始）
③ 大掃除に関して、欠席者は大抵決まっており、何らかの措置を講ずる必要性を検討。
６）子供育成会より
１２月１２日 クリスマス会を実施予定で回覧中、自治会報のやまびこにも掲載する。
７）その他


自治会報のやまびこに個人名記載があるが、プライバシー保護の観点から今後

は個人名記載を控えるようにする。


自治会館前の公園に、子供が時間を分かるように時計を設置して欲しいとの要望

があり、設置する方向で検討する。
 イワタニランド
1 月 9 日にどんと焼きを予定しています。
1 月に新役員への引き継ぎを予定しています。
 近江台
1)

11 月 27 日自治会館内の整理、備品確認

2)

12 月 5 日 倉庫の整理、備品確認
自治会、子供会、防災等で台帳を分けて管理していたが、管理の担当はそのままで台帳を
一つにまとめる作業中

3)

11 月 27 日定例会

議題
・次年度引継ぎについて
・どんと焼きについて
・その他
・次年度引継ぎについて
今年活動したことをきちんと残すことを第一に引継ぎを行う。コロナ以前の活動内容の引継

ぎはあまり行わず、次年度の役員が必要なものを過去の資料から探してサポートすることと
する。
4)

今後のスケジュール
・12/26，28，30 年末夜間パトロール
・1/9

どんと焼き

 北山台
1.連絡事項
① 催事文化委員会より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、対象者は 392 名で確定です。
プレゼントは＠1,000 円の商品券を 12 月 4 日から配布します。
② 安全環境委員会より
 不審者事案に対する 3 丁目グランドの生垣の刈り込みの件は自治会役員、植木
剪定チーム、ふるさと防災機器管理班有志にて実施。総工数 33 日・人（８人
が４日）かかったが倉庫裏側については生垣が撤去済で見通しが良くなり長期
的対応済。
 不要物の廃棄が問題となっていたため、2 丁目北の防火水槽の刈り込みは付近住
民にて刈り込みからコンクリート整備迄実施し、恒久対策が完了した。今後の刈
り込みは無くなった。
 ゴミステーションの使用について「自治会員の方以外は使用しないで下さい」
の注意文を掲示する。
 今年、回収されなかった粗大ごみを 11 月 26 日にリサイクルプラザにて処理を
お願いした。
③ 総務広報委員会より
・12 月 25 日の会館の大掃除についての時間分担が決まった。
④ その他
・音響設備の改修・更新の提案があったが再度、専門家と協議する事になった。
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が未実施。
（リストもない）
音響設備も触りまくられ不具合が発生していた。専門家グループにて整備と改修
をお願いする事にしました。誰でもすぐに立ち上げられる様、表示や目盛の貼り
付け等を今後行う。
又、外での活動用の機材も不足しているので当面の調達案を作成する。
② 小中学校の生徒さん達の通学路の安全対策について見守りボランティアより改善策
の効果が提示された。
③ 来年の桜祭りは中止と決定した。桜のライトアップは行う予定。
（今後の準備次
第）

 ハイウェイサイドタウン
11 月 19 日次年度役員を選考しました。
11 月 28 日 AED 体験訓練を 22 名参加で行いました。
12 月 19 日クリスマス会は中止として、代わりにくじ引き大会を予定
12 月 26 日～29 日、20 時～21 時年末パトロールを行います。

○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) 11 月度の開催結果（第４2 回）
・開催日 11 月 20 日（土）11 時 30 分～
・内容

「トマトソーススパゲティ」

・参加者 48 名（子ども 30 名、大人 18 名）
・参加費 8,400 円（子ども 100 円/名、大人 300 円/名）
2) 12 月度の開催予定（第 43 回）
・開催日 12 月 18 日（土）
・9 時～ 土曜日事業（クリスマスカードづくり）
・11 時 30 分～子ども食堂
・メニュー 「オムハヤシライス」＋「デザート」
・スタッフ会議は 12 月 13 日（月）１９時 30 分から開催
3) １月度の開催予定
・開催日 1 月 15 日（土）を予定
２．地域支えあい推進事業（活動）
1) さえあい新聞 第 6 号発行
2) 生活支援サポーター養成講座（3 テーマ分け講座を開催）
・各まちづくりセンターにて開催（第 1 と第２テーマの講座を複数の場所で開催）
・11/5 菩提寺まちセンにて開催済み・・・2３名の参加をいただきました。
・12/12 の第３テーマの講座(社会福祉センター)に黒栁ささえあい推進員が参加予定
3) 安心応援ハウス事業（毎月第 2 水曜）・・・12/８ (水) 1１名申し込み
・来年の干支（寅）づくり（講師：みどりの村の山口 美由里さん）
4) 甲西北中の地域みらい塾と同時並行して中学生の居場所づくりに協力
・ふらっと気軽に来て仲間や地域の大人と出会い、ほっこりとくつろげる場所を目標としている。
（代表 甲西北中地域コーディネータ― 湯室さん）
・「SUKUSUKU かふぇ」＝12/24(金)オープニングイベント
5) 甲賀・湖南ひきこもり支援「奏―かなでー」を運営している「さわらび福祉会」が来訪予定・・・
2022 年 1 月 25 日（火）10 時 ～
・ひきこもりからの社会参加の一つの手段として、ゴミ出し支援を作業所と一緒に行う取り組みを開
始する。地域住民のゴミ出しの困りごとを把握する支えあい推進員と連携して実施展開を図りた
いため。
6) 菩提寺すくすく会議開催（協議体）

・開催日時 12 月 3 日（金）19 時～
・テーマ

高齢者の見守り活動の次ぎのテーマを検討

・結 論

「買い物､通院､通学･通勤における移動手段のあって欲しい姿（市の巡回バス､介護タ

クシー､デマンドバス等の将来）」をテーマに制度の勉強会、事例研究を進めて、意見をまとめ上
げる。
・次回開催 2022 年 2 月 25 日（金）19 時～
３．福祉・安全委員会の開催
・12 月度はすくすく食堂スタッフ会議を兼ねて 12 月 13 日（月）19 時 30 分～開催予定
【協力依頼】
１．「ひとり歩き高齢者の発見・保護訓練」の企画
今年度はコロナ禍での訓練の仕方を検討し、対象は少数に絞り訓練を行いたい。以前より、各区
の区長や自治会長は訓練に参加するよりも、取りまとめの情報集約の場にいることが多かったた
め、実地の訓練の体験ができていなかった。そのため、区長や自治会長対象に訓練を体験して
もらうこととしたい。
【認知症の理解を深める講座】の開催
地域住民広く、認知症の理解を啓発する目的。同時に、訓練対象者は出席を依頼する。
昨年度より、【認知症の理解を深める講座】として住民対象に実施しているが、質疑応答など
で、何らかの示唆を得たくて参加されている住民もおられた。認知症になる前に情報として知
っていることを希望して参加する住民や、認知症になってからも対応に困りいろいろなところで
情報を得たいと、思っている介護者の姿も見られる。その意味で、今後も続けていきたい。
○開催日時 2022 年 2 月 6 日(日)13 時 30 分～15 時 まちセン多目的ホール
○講師

南草津けやきクリニック院長 宮川 正治 先生

○テーマ

「認知症の理解と対応」 ～安心できる声かけを一緒に考えましょう～

○対象

広く住民と訓練参加者（人権まちづくり推進委員を含め、人権研修とする）

【声かけ模擬訓練】
〇開催日時 2022 年 2 月 27 日（日） 10 時～12 時
○講師

高齢福祉課

○テーマ

認知症の方への声かけの具体的な方法を考える。
実地で認知症の徘徊役の人へ、安心できる声かけを体験する。
「発見」ではなく、認知症（役）の方への安心させられる声かけを実地訓練する。

○対象

各区の区長、自治会役員

○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 11 月 27 日（土）9：00～11：00

出席者： ４名参加
・今回は小径の散策路の落葉、枯れ枝などの除去を行った。入口から古墳まで。
2. 文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会

日時：

2021 年 1１月 27 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、新谷浩二、岡島敏弘、鈴木妙子、阪口久美子、加野晴樹、田中秀明
1) 文化芸術委員会の活動
① 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 日に延期となっていた。11
月 20 日に実施された。学生 20 名、引率教授２名が来館された。約１時間、資料室の展
示の説明を行った。
② 歴史講座(予定)
2 度の延期をしたが、コロナのため再び延期となっていた。３月に計画をしていきたい。
③ 歴史パネル、ロビー展示（予定）
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」の展示を実施したい。
今年は両校とも作成するとの事を聞いている。菩提寺まちづくりセンターロビーにて２月頃
実施予定。
2) 歴史文化資料室の活動
① 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
示して終了した。
 12 月 1 日に展示を従来の資料に戻した。一部企画展の資料も残している。
3) その他
① 2022 年元旦に毎年恒例の「初日の出ハイキング」を行う予定。
3. 今後の予定
① 歴史の小径整備作業は１２月・１月は行わない。
② 次回定例会 １２月１８日（土）14：０0～16：30
＊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。
承認依頼事項
○ 資料室に置いている「菩提寺へようこそ」のパンフレットを増刷していきたい。初版から年月が
経ち内容が変化している箇所があるため内容の修正をしてから印刷する。サンライズ出版に修
正の依頼をしてから印刷したい。修正・及び印刷代 70,400 円（修正 30,000 円、印刷 34,000
円+消費税）承認をお願いします。
（質問）
何部印刷予定ですか？
（回答）
3,000 部を予定している。以前 5,000 部印刷したが、配布前に変更が生じると無駄がでるので、今
回は 3,000 部とした。
（依頼）
多宝塔の看板も含めて、他の看板の地図の修正も検討してほしい
（回答）
マップについては、修正を考えている。正確な地図を作成する計画です。
（承認結果）

全員賛成で承認されました。

○地域活性化委員会報告
1.

浅井基委員長

竹林整備及び県立大学とのＷＳ
1) 11 月 20 日～21 日県立大学より 26 名の学生で竹林のＷＳ。20 日に陶器先生と学生の代表
箱田さんと今期の整備計画の打合せ。バンブーハウス 2 号機は、一部解体して補修を行い、
モニュメントとして残す。安全を考慮して、人の立ち入りは出来ないようにする。竹林奥のスクリ
ーンデッキの補修を行う。子どもたちに人気のあるハンモックの新設。1 号機跡地に皆さんが
休憩できる東屋の製作を行う予定。
12 月のＷＳは 12 月 11 日～12 日で 30 数名の予定で実施
2) 防音工事の改良の結果効果ですが、粉砕機稼働による騒音測定と住民の方へのヒアリング。
騒音は 55～60 ㏈以内に収まっており気にはなるが、窓を閉めていれば我慢できる。窓を開け
る時期は考えてほしいという事でした。
発電機のおかげで、コンプレッサー、送風機、ＬＥＤライトで作業環境は大変良くなりました。
3) 委員会も 12 月 11 日～12 日に粉砕機稼働予定。周辺の住民の皆様へは、ポスティングを行
う。廣島区長よりの依頼で、竹林入口道路横の竹を伐採予定。
4) まちづくりセンターで 11 月 1 日～15 日に販売して 17,100 円の売り上げと追加で 5,800 円の
売り上げ。
5) 土曜日事業の題材として委員会の金子さんより竹トンボの制作の方法を教えてもらいました。
準備などが必要ですが、土曜日事業で出来るかと思います。サンプルをまち協事務所におい
ています。
6) 12 月 18 日（土）土曜日事業は、門松作りでしたが内容を変更して → クリスマスカードを作る
事になりました。委員会のメンバーで協力して手伝う。

次回運営委員会は 12 月 15 日（水）

○子ども育成委員会報告

大黒委員長

1. 愛のひと声あいさつ運動
9/6～12/6 まで両小学校において計 8 回の計画
総括は、来年 1 月に
2. すくすく広場
社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生委員児童委員との協働事業
日にち

令和 4 年 2 月 5 日（土）

時間

13：30～16：00（受付開始 13：00）

場所

菩提寺まちづくりセンター

参加予定人数 100 名（昨年約８０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（連絡先電話番号は必
須）事前申し込みを基本とする

催し予定

ミュージック・ケア
WEB 紙芝居
豆まき（甲西北中生、ボランティア部員の協力）

豆まき鬼退治 豆を配る
お土産

鬼の面付きお菓子、シュークリーム

対象者

未就学児（保護者同伴）

サポーター

子ども育成・民生委員児童委員（菩提寺学区、菩提寺北学区）
案内チラシは、１月初旬に地域の園を通して配布の予定

3. 土曜日事業支援（ポンポン船作り）
８月開催予定、延期になっておりました、令和４年３月５日（土）予定
4. 湖南市青少年育成市民会議
湖南市青少年育成大会、青春（あおはる）祭 11 月 28 日（日）役員として参加
子ども育成委員長交代につき、理事登録者の変更予定 後任者は、検討中
青少年育成アドバイザー養成通信講座の案内あり…受講希望者なし
5. 承認事項
すくすく広場など今後のイベントでの、記念缶バッジのプレゼントを展開していきたいため缶バッ
ジマシンの購入の承認をお願いいたします。（80,850 円）
（補足）
缶バッジに貼り付ける写真を受付時に撮影し、イベント中に印刷と缶バッジを作成して、帰るとき
に渡せるように考えています。
（質問）
誰が操作するのか？
（回答）
委員会のメンバーが操作する。キットは、プレス器と最初 100 セット分の材料を含めたものです。
（補足）
材料のみを用意してもらえれば、自治会行事にプレス器の貸し出しもできます。
（承認結果）
全員賛成で承認されました。
次回委員会 令和 4 年 1 月１１日（火）

○監事より
 各自治会の報告を聞いていると、年度末に向けて、役員の改選が行われているようですが、菩
提寺区の場合は大変なようです。他の区においても大変とは思いますが、現役員さんの責任で
辛抱強くお願いしていってほしいと思います。スムーズに進んでいくことを願っております。
 各まち協委員会への自治会からの年度サポートメンバーの依頼にあたっては、委員会の活動
内容を十分に伝えた上で協力依頼が行われるようにお願いします。

承認署名 浅井 長美

電子署名者 : 浅井 長美
日付 : 2021.12.14 16:52:27
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