
令和 2年度 第 11回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 3 年 2 月 10 日(水)  19:30～ 

      場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2 

出席者  (敬称略) 

まち協 川上 粟津 長島 中村 浅井長 田中秀 浅井基 大黒 鵜飼  

区 長 廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台) 永田(イワタニランド)  

自治会 眞野(菩提寺代理区長) 木下(三上台自治会長) 亀川(近江台自治会長)  

 服部(サイドタウン自治会長) 山本(イワタニ自治会長) 清水(北山台自治会副会長)  

欠席  小川監事 植西(みどりの村自治会長)  

 

会長報告  川上会長 

１） 【報告】各自治会へのお願い 

 各自治会からのまち協担当の任命について、当方より対象委員会を指定して依頼するとして

いましたが、各自治会に対して対象委員会を決定するのが困難でした。結果、当方からの指定

は無く、各自治会から希望委員会の候補（第１・第２）を指定して頂く形で依頼させていただきま

した。 

前回の説明と違う形になって申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。 

（質問） 

各委員会の会議への出席頻度はどのくらいか？ 

（回答） 

各委員会とも、月 1回の会議と月１～2回の活動やその準備があります 

 

２） 【報告】椿井文書の偽作説について 

 当センターに展示してある絵や新道沿いのタイルに記されている史実の出典である椿井文書

が偽の史実であり、地元で語り継がれる“歴史”が真っ赤な嘘だったと報じられています。  

一報、この偽作説の根拠は決定的な証拠とは言えず、偽作説そのものが学問的にも確立されて

いないと言った説もあります。 

この事に対し、まち協および湖南市としての見解や対応を検討中です。 

（補足） 

いくつかの調査によれば、すべてが偽物とは言えない。これらの資料は、今後も大事な資料として

扱っていく 

（要望） 

外部からの取材に関して、事前に会長もしくは副会長に一報入れてください 

 

３） 【報告】「菩提寺すくすく会議」（地域支え合い協議体）の発足 

 １月８日（土）に Kick-off会議を開催し、地域としての支え合い活動がスタートしました。今後、福

祉安全委員会の事業として展開していきます。 

 

４） 【報告】菩提寺地区防災連絡会の発足 



２月１３日（土）に菩提寺地区の防災力工場を目指して「菩提寺地区防災連絡会」を発足します。

第１回目の会議には各区の防災士連絡会幹事に参集願っています。 

当初は福祉安全委員会下でのプロジェクトとしてスタートし、将来的には独立した委員会を目指

したいと考えています。 

（補足） 

湖南市防災士連絡会に倣って、菩提寺で発足したい 

 

５） 【承認】会議用モニターの購入承認 

会議室での会議やビデオ放映等に使用可能なモニター（６５インチ）の購入承認を依頼します。 

価格はモニター約１１万円、スタンド約３万円の予定です。 

（質問） 

このモニターは絶対に必要なものなのか？ 

（回答） 

今後、各種会議において、紙資料をなくしていくのに必要と判断しました 

コロナ禍におけるオンライン会議でも使用することができる 

こども食堂で、WEB紙芝居を視聴するときに使用する 

（承認事項） 

賛成多数にて承認されました 

 

協議事項及び承認事項 

○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」関連 

1)第 3４回菩提寺「すくすく食堂」開催結果 

・開催日    1月 1６日（土） 11時～14時 

・参加者    74名（内訳 子ども 52名 保護者 22名） 

・参加費    合計 11,800円（子ども 100円、大人 300円） 

・食事内容   クリームシチュー＋パン＋デザート（焼きリンゴ） 

・遊びと学ぶ  折紙（ピカチュ―、パンダ、鬼滅の刃の炭治郎と禰豆子） 

  ※折紙指導にボランティアグループ「紙風船」と小川監事の協力をいただきました。 

2)第 3５回菩提寺「すくすく食堂」開催予定 

・開催日   ２月２０日（土）11時～14時 

  ＊事前のスタッフ会議は２月１５日（火）19時 30分開催 

・食事内容  牛丼 

・遊びと学ぶ 紙粘土でお雛様づくり 

3)第 3６回菩提寺「すくすく食堂」開催予定 

・開催日   ３月 20日（土）11時～14時 

    ＊事前のスタッフ会議は３月 15日（月）19時 30分開催 

・食事内容および遊びと学ぶは未定 

2. 菩提寺地区防災連絡会の開催（予定） 



・開催日 2月 13日（土） 19時～20時 30分 

・ねらい   菩提寺地区の地域防災力のアップ 

・活 動   ①各区における防災活動の情報共有（防災計画作成状況、安否確認方法等） 

    ②防災備品の洗い出し→まち協で保有すべき備品の購入は何か 

 ③指定避難所の避難所設営マニュアルの作成 

・参加要請 各区から 1名（各区防災士またはふるさと防災チームの代表者） 

     ※今回は湖南市防災士連絡会の各区幹事に連絡書を送付 

3. 地域支えあい推進事業 

1) 認知症を理解する講座「認知症について聞いてみよう」の開催結果報告 

・開催日 2月 6日（土）13時 30分～15時 （菩提寺まちセン 多目的ホールにて） 

・内 容 「認知症の基本理解」 「アルコールのお話」 

「認知症の予防方法」 「認知症の方への関わり方」 

「医療受診について（水口病院・認知症疾患医療センターの紹介）」 

「認知症予防 10 ヵ条、家族ができる 10 ヵ条、認知症高齢者ケア原則 10 ヵ条」 

・講 師 水口病院認知症疾患医療センター長 小宅 由朗（こやけ よしお） 

・参加者 47名（菩提寺地区外の参加者もありました。） 

2) 第 2回地域支えあい協議体「すくすく会議」の開催（予定） 

・開催日  ３月１9日（金）１９時～20時 30分 （まちセン多目的ホールにて） 

・開催案内 ２月１８日から配布予定 

3) フレイル予防講座開催（予定） 

・開催日：令和３年 3月 16日（火）と 3月 23日（火）  

午前 10 時～11 時 30 分  

（2 回シリーズで、どちらか 1 回でも参加可能） 

・場 所：菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール  

・参加募集：30 名（申し込み制、締め切り３月１０日） 

・講座参加費用：無料 

・対象：６５歳以上のどなたでも 

・内容： 

 

 

 

 

 

 

 

＊フレイルとは、健常から要介護へ移行する中間の段階と言われています。 

具体的には、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に閉じこもりがちになるなど、年齢

を重ねたことで生じやすい衰え全般を指しています。 

４. 福祉･安全委員会開催予定 

  ・開催日 ２月 1５日 19:30～21:00   

 

3 月 16 日（火）10：00～11：30 3 月 23 日（火）10：00～11：30 

フレイルとは？  

食べて元気にフレイル予防 

フレイルチェック・血圧・握力の計測も

します 

フレイル予防に運動  

運動の効果を知り、運動法の提案

を受けます 

講師： 管理栄養士  

浅井 希榮子 氏 

講師：湖南市高齢福祉課  

理学療法士 奧邨 純也 氏 



○文化芸術委員会報告    田中委員長 

日時：２０２１年１月１６日（土） 

１．歴史の小径整備作業 

   今月も歴史の小径の整備作業は休み。 

２．文化芸術委員会定例会 13:30～15:30 

   （出席者 高井義三 黒川隆志 副島京子 田中秀明） 

1) 合同役員会より 

① 次年度より各自治会から、まち協のメンバーとして１名以上の人を委員会に入って頂く。 

各自治会代表の方にお願いをした。 

② 子ども育成委員会の東良委員長が亡くなられて、今回から大黒さんに委員長として参加し

て頂いた。 

2) 歴史文化資料室 

① 菩提寺の史跡の紹介 DVD の作成をするにあたり、担当を決めて台本を作って撮影をして

いく。 

①歴史の小径 ②菩提寺の石像・道標・石碑 ③菩提寺の古墳 ④菩提寺の神社 ⑤菩

提寺のお寺 ⑥菩提寺山   

② ①②の台本は完成。２月１２日から撮影開始予定 

3) 菩提寺山地権者との確認書  

① 最終１名の覚書を作成し、生産森林組合に署名・押印の依頼をした。これが揃うと覚書は

完了。 

② これに伴い、菩提寺山の入口に、一般の登山者に向けた注意を書いた看板を建てる事に

なり、その内容も承認された。看板の見積もりを取ったが、1 基税抜きで、100,000 円ぐらい

となった。設置場所と設置個所について、生産森林組合の組合長 白井氏と総務担当者 

梅本氏に来て頂き文化芸術委員会と話し合いを行い、設置個所は３か所とし、具体的な場

所も決定した。（注意看板を巻末に添付） 

    

4) その他 

① 次年度の計画は、コロナが終息した前提で計画する。実際に実施する場合は世間の情勢

を確認しながら実施していく。 

    ・歴史講座 ６月  １１月  ３月 の３回の予定 

    ・歴史ワークショップ  土曜日事業の中で実施する。 

    ・資料室企画展  まちづくりフェスタの時期に実施 

    ・ロビー展示  写真展 絵画展などを計画する。 

    ・菩提寺を中心に活動している音楽サークルに呼びかけ、音楽祭の計画をする。 

 

承認依頼事項 

① 菩提寺山の入口に立てる注意書き看板の作成依頼をした。費用 税込 330,000 円となりま

す。 

文化芸術委員会の予算の残りと予備費から予算を出して頂きたく承認願います。 

                                                   



5) 今後の予定 

① ２月２４日（火）13:00～16:30文化芸術委員会定例会・歴史文化資料室運営協議会 

② ２月２７日（土） 9:00～10:30 歴史の小径整備作業 11:00～12:00 文化芸術委員会定例

会 

（承認事項） 

全員賛成で承認されました 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

1 椎茸、平茸、なめこの栽培  

1 月 30 日栗東市浅柄野へ桜、クヌギの木を引き取り作業。軽トラ 2 台分持ち帰り、必要ならまだ

有り。お礼として、他の太い伐採した木の玉切作業を行った。 

 

3月 13日（土）菌打ち作業を行う。 

昨年はボランティアを募集したが、コロナの影響を考慮して、募集はしないで、委員会のメンバー

で実施する。 

 

2 県立大学のフィールドワーク 

・電話で打合せ、陶器研究室のメンバーで 2月 13日に少人数で作業を行い、周りを整頓して今期

の活動に区切りをつける。コロナ禍での今後の活動について打合せ。 

 

3 竹林整備 

1） 粉砕機防音工事について 

・ 2 馬力以上の原動機付きの粉砕機使用の届出について、生活環境課へ問い合わせを行っ

た。65ｄｂの騒音が出るという事で、届出が必要 2月 10日行う。 

 

・ 水口土木事務所へ問い合わせ。建築確認申請が必要な内容の問い合わせを行いました。

結果、粉砕機使用の為なら、確認申請を必要のない方向で、設置した方が賢明と言う事でし

た。コンクリートで整地を行っても問題は無いが、物置等何であれ、恒久的な屋根を設置した、

構造物で有れば確認申請は必要となる。簡易なシートで覆い取り外しが可能な構造にすれ

ば問題は無いと確認しました。 

この内容で廣島区長に承諾依頼を行います。 

 

・ 整地は石部農機に見積もり依頼、83,600円、基礎のコンクリートは実施しない。 

建て方は今後の解体を想定して、単管を利用して簡易構造物とする。 

防音シートを厚手の材質を使用（1.8ｍｘ5.1ｍを 4 枚購入。1 枚 49,940 円）、防音効果を高め

る。現状使用している防音シートも利用する。 

単管、他ジョイント等購入に約 10万円。合計約 40万円の予算。 

 

・ 承認事項として、防音工事 40 万円前後位を見込んでいます。年度内に完成したいが、跨ぐ

場合も有りますが、承認をお願いしので、よろしくお願いします。 



・ その他、整備用に仮払い機（草刈り機）59,400円も併せて承認をお願いします。 

 

次回運営委員会は 2月 17日（水） 19時 30分～  

（補足） 

タケノコ堀は 4 月 10 日から始めます。混雑解消のため、各区からの入場希望日を、メールで委員長

までお知らせください。調整します。 

駐車場は、まち協駐車場とし、現場には、運搬用軽トラックのみとします。 

（承認事項） 

全員賛成で承認されました 

 

○子ども育成委員会報告    大黒委員長 

報告事項 

第 9回すくすく広場について報告及び反省点 

① 参加人数 93名（昨年 215名）内訳以下の表のとおり 

参加者 子ども 保護者 合計 世帯数  スタッフ     

菩提寺区 2 (10) 2 (12) 4 (22) 1  まち協役員 2 

北山台区 11 (39) 7 (26) 18 (65) 5  子ども育成委員 7 

三上台区 0 (1) 0 (1) 0 (2) 0  民生委員・児童委員 15 

みどりの村区 6 (8) 6 (9) 12 (17) 4  サポーター 1 

サイドタウン区 6 (24) 5 (22) 11 (46) 5  合計 25 (30) 

イワタニランド区 6 (9) 4 (7) 10 (16) 3    

近江台区 3 (0) 1 (0) 4 (0) 1  甲西北中 生徒 6 

地域外 0 (10) 0 (7) 0 (17) 0  甲西北中 引率 2 

合計 34 (101) 25 (84) 59 (185) 19  講師 1 

   （ ）内の人数は昨年   合計 9 

        
 

② 予算対比 （予算 120,000円に対して、1/31現在 79,921円、残 40,079円） 

精算までに消耗品未払い分、不足備品、啓発用備品の購入予定 

③ 反省点（抜粋） 

・ コロナ禍において、これまでとは異なる状況の中での開催となっ

た。可能な限り感染予防対策を講じて実施した。事前の参加申込

みを取ったことにより、受付での混雑は緩和された。検温消毒に

ついても混乱なかった。 

・ スマホを活用した参加申込みや健康チェックなど大変よかった。 

健康観察のため QR コード読み取りによる回答をお願いした。参

加 19世帯中 15世帯の回答（4世帯は、携帯電話忘れ・読み取り

不能により口頭での回答） 



・ 全館終日予約は、これからも必須である 

・ 開催直前の委員会、スタッフ会議が開ければよかった。 

・ 甲西北中のボランティア部生徒に協力依頼したが、中学生の協

力は大きかった。 

（鬼役は好評、顧問の先生も着ぐるみを着て参加してくださった） 

・ スタッフ間の連携に課題があった。各個人が良かれと思ってそれ

ぞれに判断をすると混乱を招く。進め方の手順については、特に

詳細な打合せと共通理解が重要。 

・ WEB紙芝居は予想以上に子どもが集中していた。このアイデア

は今後も活用できる。 

・ センター事務室に、小学生の参加に関する問い合わせがあり、

未就学児が対象との回答に参加キャンセルの申し出があった。

後に連絡を取り、参加していただいた。問い合わせに対応でき

るように開催内容をしっかりと伝えておくべきだった。また、子ど

も育成サポーターから、協力の必要性の有無について問い合わ

せがあり、心づもりをしていただいていた感謝と共にお詫びを連絡した。サポーターへの事前

連絡は確実にと肝に銘じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

次回委員会    3月１日 (月) 19：００～ まちづくりセンター 

 

○自治会からの連絡・要望等 

菩提寺 

まち協委員会への派遣や防災連絡会への参加を考えると、今後、自組織の改革が必要と感じた 

北山台 

まち協への派遣に関して、役員に協力をお願いします。 

三上台 



1月末にグランドゴルフを開催しましたが、2週間以上たった現在、感染報告はない。 

まち協への派遣は、新役員に説明して、協力します 

イワタニランド 

まち協への派遣役員の決定は、3月中は無理で 4月になるかもしれないが、了承願いします。 

近江台 

新役員への引き継ぎを実施中 

総会の準備中 

サイドタウン 

総会の議案書作りを実施している 

みどりの村 

総会をまちセンの大ホールで実施予定 

収容人数は、50人から 150人 

 

○監事より 

鵜飼監事 

まち協への派遣に関して、自治会から人を出すことは難しいかもしれませんが、そのことによって、

まち協の活動をみんなに理解してもらえる。また、人が増えることによって、地域支え合いにも繋

がっていくと思いますので、各自治会から 1人でも 2人でもご協力をお願いします。 

 

承認署名 
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