平成 29 年度 12 月 第 9 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 12 月 13 日（水） 19：30～20：50
場所： 菩提寺まちづくりセンター 第 2 会議室
2017.12.14 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）湖南市地域創生推進課の第 2 回まちづくり協議会(指定管理)ヒアリングが行われました。
〇まちづくりセンター指定管理業務について
貸館管理についてはセンター長と非常勤職員 4 名の勤務シフト組み合わせで行っているのでよ
り情報共有を求められています。コミュニティセンターのトイレ改修が 2 月までに実施されます。
〇まちづくり協議会事業について
11 月末現在の委員会事業・プロジェクト事業について進捗と事業収支を説明いたしました。
平成 30 年度については地域活性化推進事業は 29 年度とほぼ同様に実施される見込み。
指定管理については平成 30 年度から 5 年間の契約になりますが、指定管理費用内での修繕費負
担リスクが 20 万円までの限度枠設定に変更になります。
２）平成 30 年度の土曜日事業について、菩提寺小学校・菩提寺北小学校の両校長とコーディネータ
ーの方と協議を行いました。実施主体の確認と菩提寺まちづくり協議会の支援の在り方について
合意いたしました。土曜日事業プロジェクトとしてではなく、各委員会が委員会事業の中で 1 回
取り組むような形で計画していきたいと考えます。
３）平成 29 年度湖南市社会福祉協議会 小地域福祉活動事業としてペットボトルロケット大会とグ
ラウンド・ゴルフ大会の開催を申請し採択されていましたが両事業とも完了しましたので実績報
告書を作成し提出しました。
４）湖南市が友好交流協定を結んでいる鳥取県北栄町が来年 1 月 18 日に湖南市のまちづくり協議会
視察に来られます。代表して石部南まちづくり協議会を視察されます。翌日は東近江市のまちづ
くり協議会の視察が予定されています。
Ｑ）土曜日事業の予算化は？
Ａ）担当する事業ごとに委員会が予算化を行う。
Ｑ）コミュニティセンターのトイレ改修の内容は？
Ａ）１Ｆの中だけ洋式に改修を行う。
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２回子ども食堂の報告
ｱ）参加者（1１月１８日）⇒２４名（児童１９名、保護者５名）
ｲ）食事内容⇒スパゲティー
ｳ）遊び
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・竹トンボ（絵付け）
、折り紙、映画鑑賞
・綿菓子、ポップコーン
ｴ）備品
・大なべ購入、２升炊き炊飯器購入、名札準備
②第３回子ども食堂の計画
ｱ）開催日時
12 月 16 日（土）11 時～14 時（スタッフは１０時集合）
・オムハヤシライス
・折り紙、パチンコ・ヘリコプター
・映画、綿菓子
ｲ）12 月 6 日現在の申し込み状況：１１名（保護者含む）
③第４回子ども食堂の計画（１月２０日実施）
ｱ）遊びの内容とスタッフ
・むかし遊び＋バルンアート
・ボランティアグループ「こなんっこ」に協力を依頼（ボランティアセンター通じ）
④子ども食堂の１月以降計画
ｱ）２月１７日（土）⇒土曜日事業で多目的ホールを使用
ｲ）３月１７日（土）
ｳ）遊び」の内容は他のボランティアグループや個人に協力を要請する。
○今後、各学校にチラシは配布するが、申込みの集約はしない。ネット申込みのみ。
○県社会福祉協議会に補助申請をする。
（書類作成 12 月 25 日めどに）
⑤防災研修会の報告
ｱ）開催日時 12 月 3 日（日） 9 時 30 分～12 時 （天気に恵まれた）
ｲ）救出時の留意点（座学）と救出器材の使い方（実技）を学ぶ
ｳ）湖南中央消防署警防係４名による講義と実技指導
ｴ）参加者（福祉安全委員含む）
イワタニランド
３名
北山台
６名
三上台
１名
菩提寺
１名
近江台
１名
みどりの村
１１名
合 計
２３名
プラス；女性見学者１名
ｵ）参加者の感想
・北山台の救出器材を見ることができ参考になった。
・講義の内容でクラッシュ症候群に対する救出隊側の見解が聞けて参考になった。
・各区ふるさと防災チーム間の情報交換の場があればよかった。
⑥認知症高齢者発見・保護訓練の実施報告
ｱ）11 月 26 日（日）実施 参加者９５名
ｲ）8 時 30 分より各地区で訓練実施⇒まち協 HP アップ済み(川上さん)

徘徊役
観察役
各区
本部

12 名
15 名
66 名
2名

⑦認知症講演会の開催に向けて
ｱ）日時 平成 30 年 2 月 4 日(日) 午前 10 時～12 時
ｲ）場所 菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール
ｳ）講演は「認知症の人と家族の会滋賀県支部」に木ノ下会長が依頼中
木ノ下会長コメント； 講師は要介護３の家族を抱えた方でありテーマ「家族の思い」
。
⑧甲賀社会福祉協議会 を窓口として視察申し込みあり
ｱ）来訪団体
甲賀市佐山学区自治振興会 30～40 名程度規模
ｲ）日程
平成 30 年 2 月 17 日(土) 午後で 1～2 時間程度
結論：当まち協の行事と重なることもありお断りした。
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⑨防災マニュアルの作成
ｱ）内容の見直し⇒見直しが必要なページを委員に振り分ける。（川上さん⇒1 月の委員会で）
2）文化芸術委員会報告
田中委員長（配布議事録を参照）
①11/25 土）９:００～１０：３０ 霧降りの滝入口駐車場整備、
ｱ）参加者８名 菩提寺区から応援有
ｲ）霧降の瀧入口の駐車場と県道との間の溝が埋められており、駐車場からの土が流れ出してい
るとの指摘があり、今回溝を掘って、駐車場を一時使用禁止とし、ロープを張って入れないよ
うにした。
②歴史文化資料室関係
ｱ）11/18（土）に歴史講座を開催し、３９名参加。
ｲ）次回の歴史講座は平成３０年３月３日の予定で計画している。
ｳ）アンケートの中で一番多くの回答は、
「地域の回覧で講座を知って参加した」。
③土曜日事業
ｱ）次回以降の予定； 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 区の夏祭り撮影を完了。
30 分程度にまとめたＤＶＤ化を推進中である。
ｲ.歴史文化保存事業：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。
⑤その他
ｱ）1/1（月）初日の出ハイキング 朝６：００集合 頂上のエリアが狭く 15 名が限度。
Ｑ）駐車場の閉鎖期間は？
Ａ）排水、側溝の整備は県への申請が必要である。駐車場について、まち協として多くの課題を
含めて総合的に整理判断する必要がある。
要望）歴史講座アンケートの結果はＨＰに載せる努力をしていただきたい。
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ヒラタケ・シイタケの販売
11 月 9 日～11 月 20 日までまちづくりセンターで販売
販売合計 10,800 円 まち協会計に入金する。
②竹林整備
ｱ）北山台側の草刈り ＨＰで参加者を募集したが応募者はゼロ。
12/2（土）9：00～12：00 運営委員 5 名サポーター4 名で実施。
草刈り後に菩提寺公園に倒れていたクヌギの木 70 本余を伐採。
シイタケ原木として活用する。
③その他
ｱ）今年度の施設の補修計画を滋賀県立大学と甲西北中生の参加を含めて甲西北中で実施し、
3/15・16 1 グループ２Ｈ単位で実施を計画。
Ｑ）バンブーハウスの事業には多くの費用が外部に流出している。
費用対効果、今後の見直し、事業の必要性について５月の役員会で提起したが検討されてい
るのか？
Ａ）次年度事業計画時に考慮したい。
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）
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
ｱ）本日、各区回覧チラシ＆自治会館掲示板用大型ポスター区長に渡し回覧をお願いする。
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ｲ）開会挨拶； 木の下会長、閉会挨拶；東良委員長
ｳ）スタッフ駐車場確保に墓地駐車場利用を廣嶋区長に依頼。
廣嶋区長より歯医者の駐車場は使用しないことを条件に了解する。
ｴ）予算 120,000 円全額の仮払い（１月）中村会計に依頼。
ｵ）懸案事項；来年度オーブンの購入について 引き続きケーキ作りを行うのであれば、予算組を
する。 （ケーキの代替品を考える事も）
提案）オーブンの件は、まち協の備品か？まち協センターの備品か？を含めて検討する。
②秋季、愛のひと声あいさつ運動終了。
ｱ）9/4（月）～12/4（月）両小学校にて、延べ７回参加人数 36 名。
ｲ）年々早朝より、しっかりとあいさつ出来る児童が増えている。
特に、低学年に顕著に見受けられる。
③11/18（土）すくすく食堂参加。
④11/11 （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。
ｱ）
「たくましく伸びよう伸ばそう湖国の子」をスローガンに、青少年の 活動発表と講演を聴講。
⑤11/26（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。参加東良他 数名
ｱ）
「未来へつなぐ笑顔のかけ橋」をテーマに、市内小中学生 12 名が発表し聴講。
5）土曜日事業支援プロジェクト報告 永田区長
ｱ）次回以降；1/5 書初め、2/17 竹細工（竹箒）を予定
ｲ）竹細工（竹箒）の材料は永田区長と浅井基委員長で準備を進めている。
１/末に募集チラシを予定している。
6）親善事業プロジェクト報告 中野副会長 （第３回菩提寺区親善ＧＧ大会決算書を配布）
①収入：100,000 円（社協 小地域福祉活動交付金）
②支出：83,006 円（但し、コピー用紙、インク費用は別途計上して確定する。
本件、中村会計より会計報告時に確定費用¥101,668 円の報告あり。
7）会計；中村会計より報告
11/30 現在の「平成２９年度菩提寺まちづくり協議会予算・実績対比表」を配布して説明
①収入実績；4,470,298②支出実績；2,085,030- 進捗率；44.3％（支出予算；4,706,415-）
③11 月末末残高；2,085,030ｱ）収入予算；4,349,575- 収入実績；4,740,298増加要因は事業交付金が予算額を 356,840-増加
ｲ）委員会及び地域活性化推進事業の収支実績
・福祉・安全委員会報告 予算；530,000- 実績；57,912- 進捗率；10.9％
・文化芸術委員会
予算；410,000- 実績；146,998- 進捗率；35.9％
・地域活性化委員会
予算；546,000- 実績；178,948- 進捗率；32.8％
・子ども育成委員会
予算；310,000- 実績；167,081- 進捗率；53.9％
・地域活性化推進事業
予算；906,840- 実績；171,840- 進捗率；18.9％
確認事項）通信費（インターネット通信料）はまち協センター回線と一本化したことにより不
要であり解約する。
8）事務局 川上事務局長より「菩提寺まちづくり協議会複写機及び印刷機利用規則」を配布
配布した利用規則の内容について確認いただき承認をお願いしたい。
Ｑ）利用の制限事項について？
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Ａ）センター職員が不在時には使用できない。休館日は使用できない。
料金徴収はまちづくりセンターに依頼する。
出席役員全員で承認。2017 年 12 月 14 日より適用する。
４．閉会の辞
中野副会長
寒い中出席いただき討論・報告有難うございました。
次回来年 1 月 10 日の役員会も宜しくお願いします。
良い新年をお迎えください。今夜はこれにて終了します。
次回合同役員会

平成 30 年 1 月 10 日(水)19：30～
以上

承認署名
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