平成 29 年度 11 月 第 8 回 菩提寺まちづくり協議会 合同役員会議事録
日時： 平成 29 年 11 月 8 日（水） 19：30～20：40
場所： 菩提寺まちづくりセンター 第 2 会議室
2017.11.11 記録者：日高博憲
１）出席者：浅井福祉・安全委員長、田中文化芸術委員長、浅井地域活性化委員長、
東良子ども育成委員長、川上事務局長、松本近江台区長、廣嶋菩提寺区長、
永田イワタニランド区長、樋口三上台区長、片伯部サイドタウン区長
坂田菩提寺代理区長、西久保北山台自治会副会長、長瀬三上台自治会長、
圓山サイドタウン自治会長、平澤イワタニランド自治会長、
中林監事、鵜飼監事、木ノ下会長（北山台区長）
、中野副会長、中村会計、日高書記
欠席者：江元みどりの村区自治会長、清水近江台自治会副会長、
２）会長報告
１．菩提寺まちづくりフェスタ 2017 の開催については皆様のご協力により実施できました。
台風の雨の中での開催であり、特に模擬店部会の方々にはご迷惑をお掛けしました。いろいろ批
判もいただきましたが、多くの方が来場いただきました。
ご協力いただいた方には心よりお礼申し上げます。有難うございました。
２．11 月度は親善グラウンド・ゴルフ大会と認知症高齢者発見保護訓練を実施いたします。
自治会のご担当の方々にはご足労ですがよろしくお願いいたします。
３．台風 21 号では各地域で被害が発生しました。
菩提寺まちづくり協議会の範囲でもいくつかの復旧作業や問題点が残っています。
もう一度まちづくり協議会事業の安全性について検討する必要性を感じています。
・県道菩提寺⇔野洲線 霧降の滝駐車場から土砂が流出。
・バンブーハウスが損壊。
事務局長より；菩提寺まちづくりフェスタ 2017 に関し、要望事項及び意見があれば事務局長
もしくはＨＰへ提出していただきたい。

３）議事：協議事項及び承認事項
1.福祉・安全委員会報告
浅井委員長（配布議事録参照）
①第１回子供食堂の報告
・事前説明会：10/12（木）19：30～21：00 の間で開催
調理スタッフ１４名が参加、参加申し込み；児童２０名 保護者４名
・当日の参加：児童１７名 保護者２名、調理スタッフ１３名の協力を得た
・調理スタッフからの要望事項
大容量の炊飯器が必要まち協の備品として購入を申請する。⇒承認
仕様；二升炊き電気炊飯器 約３０，０００円（税抜き）
②第 2 回子供食堂の計画
・年内の子供食堂日程：11/18（土）
、12/16（土）
・食事内容；スパゲティー
・事前打ち合わせ：11/15（水）19：30～
・遊びのスタッフ
竹細工の代表者；廣瀬 保氏（北山台）
紙細工の代表者；紙永真紀子氏（北山台）
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③１１月以降の開設
・子供食堂日程（第３土曜日を基本）
１２／１６、１／２０、２／１７、３／１７いずれも土曜日
④防災研修会ついて
・開催日時；12／3（日）9：30～12：00 機材を北山台区から借用予定
・本日参加締切日である。イワタニランドと北山台は参加申し込み済
みどりの村６名予定
・消防署からの「角材の準備１５ｃｍ＊２ｍ」をするよう連絡を受けている。提供頂けないか？
Ａ）角材であれば購入がしかない。丸材であれば倒木を確保できる。
・他の行事等で不参加区；菩提寺、三上台、近江台、サイドタウン
⑤認知症高齢者発見・保護訓練
ｱ）打ち合わせ会議：10/15（日）19:00～21:00 参加者各区から５７名行政＆関係団体１７名
ｲ）徘徊役＆観察役の説明会
・11/10 19：30～ 各区代表者顔合わせ（徘徊エリアなどの打合せ）
・徘徊役＆観察役の調整については高齢者支援センターに依頼
ｳ）発見保護者訓練
・11/26（日）8：30～各区で訓練実施 11 時からセンターで全体の振り返りを実施
ｴ）菩提寺まちづくりフェスタ 2017 の報告
・サークル発表部会を担当し、１８団体の発表を実施。１４:２１に終了。
2.文化芸術委員会報告
田中委員長（配布議事録を参照）
①10/14（土）９:００～１０：３０菩提寺山登山道整備作業 参加者 3 名
次回は 11/25 霧降りの滝遊歩道 協力をお願いします。
②博物館協議会に入会したことで発刊紙「デュエット」に菩提寺歴史文化資料室を紹介された。
発刊紙「デュエット」本日委員の手元に配布した。資料室の紹介内容と 11/18 開催予定の歴史講
座（斎王群行）等が紹介されており一読を。
③土曜日事業；9/17 第 7 回 魚つかみまで終了。
次回以降の予定；12/9 年賀ハガキつくり、1/5 書初め、2/17 竹細工
④ 新型交付金事業
ｱ. 地域プロモーション；菩提寺地域の全 7 区の夏祭り撮影を終了しＤＶＤで残す。
ＤＶＤ化を推進中である。
ｲ.歴史文化保存事業：委員会からテーマを出し、老人会に依頼して座談会形式で聞き取りを行い
まとめる。３回３名で実施。追加で 5～7 名の聞き取りを予定し、高井氏を窓口に人選中であ
り年内に終える予定である。
3.地域活性化委員会報告
浅井委員長（配布議事録を参照）
①菩提寺まちづくりフェスタ 2017 の報告
・綿菓子の出店予定者が取り止めた為に川上事務局長より提供を受けて委員会で実施した。
・雨と風の中での開催であったが、事故なく実施できたことが良かった。
②竹林整備
・北山台側の草刈り 12/2（土）9：00～12：00 で予定する。
ＨＰで参加者を募集し参加者には￥1,000 円の商品券を渡す。
・バンブーハウス１号の天井が崩れ落ち、竹のトンネルも被害があり今後どうするか検討が必要。
竹が散乱しておりまたシイタケ原木が劣化している物が多い。12/2 これらの整備作業を行う。
③その他
・シイタケ原木の手配を行う。
・ヒラタケ原木の販売で余った物からヒラタケが出て来ている。11/9＠150-で販売を予定。
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4.子ども育成委員会報告 東良委員長（配布の委員会議事録を参照）
※新メンバーとして鵜飼八千子氏が参加。
① H30,1/28 日（日）すくすく広場について。別紙チラシ＆プログラムを配布
・プログラム４部構成。
・ケーキ作りのオーブン、社協より来年度からまち協で用意して下さいとの事。
・チラシ 1,000 部作製。各園に配布する。
各区へは来月の役員会で区長に渡し回覧をお願いする。
②菩提寺まちづくりフェスタ 2017 の総括
・雨天のなか、前年なみの 240 名の参加で大変な賑わいでした。
射的、ピンボールともに人気でしたが、スタッフ 8 名、お手伝い中学生 2 名では、休息が取れ
なかった。
③秋季、愛のひと声あいさつ運動。
・総括報告は 1 月の予定
④10/21 日（土）すくすく食堂参加報告。
お天気のすぐれない中、子ども 20 名、父親 2 名の参加で、楽しくカレーをいただきました。
次回は、スパゲティー。
⑤11/11 日（土）13:00～16:00 米原市民交流プラザ 平成 29 年度滋賀県青少年育成県民大会。
参加予定；東良、平塚。
⑥11/26 日（日）13:30～16:00 石部文化ホール、ロビー
第 14 回湖南市青少年育成大会。参加東良、平塚、鵜飼他 数名
⑦11/2 日（金）湖南市青少年市民会議理事会報告。
各、旧学区民会議の報告。
⑧その他。
みどりの村区の河村千賀子様が、サポーターとして子ども育成委員会に登録されました。
5.土曜日事業支援プロジェクト報告 永田区長
・次回以降；12 月 年賀はがき作り、 1 月 書初め、2 月 竹細工を予定
6.親善事業プロジェクト報告 中野副会長
11/12（日）開催のグランドゴルフ大会；小雨決行
①8：30～ 受付
②9：10～ 開会式
③9：30～ 競技開始
12：00 終了予定
雨天時の中止連絡は 7：00 までに各区責任者に連絡する。
7. 会計監査報告 鵜飼監事
中村会計作成「菩提寺まちづくり協議会 第２四半期（7～9 月）会計報告」
（H2911 月 8 日付）
に通帳の写し＆資料を鵜飼・中林監事が監査を行い会計報告がなされた。
会計監査報告
平成 29 年度第２四半期（7～9 月）の菩提寺まちづくり協議会の会計報告に関し、出納簿な
らびに証拠書類などを対照調査した結果、その執行に対して適正に事務処理されているので、
正当であることを認める。
会計監査日 平成 29 年 11 月 8 日
菩提寺まちづくり協議会 監事
鵜飼 孝
菩提寺まちづくり協議会 監事
中林政綱
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8.会計；中村会計より報告
11/8 現在 「菩提寺まちづくり協議会役員会 11 月度会計報告」を配布して説明
①収入合計；4,765,327②支出合計；2,188,630③10 月の収支
・収入 5 件 882,670 円、支出 9 件 308,693+フェスタ８仮払）340,567 円 合計 649,260 円
・10 月末残高 2,728,476 円
・主な収入：地域活性化先進モデル事業（湖南市） 856,840 円
・主な支出：先進モデル事業 50,000 円、地域提案事業（防災士研修費）121,840 円
・菩提寺まちづくりフェスタ 2017 の会計資料「フェスタ支払い台帳」を配布説明
予算;300,000 円 支出合計；266,806 円
中村会計からの質問；軽トラックの謝礼を何方に支払うのか？
回答確認；中野副会長、永田区長
Ｑ）この役員会での会計報告の目的とその意味合いは何なのか？
Ａ）毎月度の予実の動きを報告することにある。
本来なら各委員会の予実を報告するべきであり次月度から委員会毎に会計報告を行う。
9.事務局 無し
５）閉会の辞
中野副会長
お疲れのところ討論・報告をいただき有難うございました。
当月予定のグランドゴルフ大会、認知症高齢者発見・保護訓練への協力よろしくお願いします。
今夜はこれにて終了します。

次回合同役員会

平成 29 年 12 月 13 日(水)19：30～
以上

承認署名
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