
令和 2年度 第 121回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 3 年 3 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（保田）大黒 鵜飼 小川監事  

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  植西(みどりの村自治会長)  

 

会長報告  川上会長 

１） 【報告】コロナ感染状況について 

保育園でのクラスター発生、大阪・京都の緊急事態宣言解除と状況の変化があります

が、現在のところまち協としての対応に変更はありません。 

ただし、保育園でのクラスターによる感染拡大が発生すればイベント等の対応に注意して

ください。 

２） 【依頼】菩提寺まち協通常総会を開催します。 

日時： 令和３年４月２５日（日）１３：３０～ 

場所： 菩提寺街づくりセンター 多目的ホール 

参加者： 各区６名 ←選出をお願いします。 

第１７条 （代議員の選出 ）   代議員は各区から、運営委員及び自治会員の中から

計６名を選出する。   

２  第７条に定める役員および運営委員長は代議員の資格を持たない。 

（補足） 

運営副委員長・委員・サポーターは有資格者です 

代議員選出の書式は後日送付します 

３） 【報告】次の議案を提出予定 

1. 会則変更 

・弔事の際の対象範囲 合同役員会議参加者＋委員会メンバー ⇒現役＋過去１年 

・八役会議の位置づけ 合同役員会議の議案検討 ⇒ 稟議の場（予算内の支出） 

・第３４条 （収入及び資産の管理 ）  ２  寄付金の受け入れは合同役員会の承認を得

なければならない。 ⇒削除  

・第８条 （委員の選任 ）  運営委員長は活動にふさわしいと判断した時、新規会員を

推薦し合同役員会の承認を得た上で運営委員に加える事が出来る 

⇒「合同役員会の承認を得た上で」を削除 

2. 新会長の選出 

次年度より会長と区長の兼任が不可。→会長残任期１年の新会長選出。 

（補足） 

この会議後、区長による選考委員会を開催して、選出します 



3. 各委員会の実績と次年度計画 

次年度計画はコロナの影響を無視して作成。実施段階で調整。 

4. 会計報告・予算 

今年度に繰り入れられたまちセンからの基金（余剰金）の扱いに誤解があり、今年度中

に消化する事に変更。次年度に関しても、今年度の余剰金を次年度内に消化する予算とす

る。 

（質問） 

余剰金 150 万円余の使い道は？ 

（回答） 

まち協カフェの備品に約 40 万円、防音設備に約 40 万円、空気除菌器に約 40 万円、防災

非常電源に約 40 万円、その他消耗品の購入を予定しています 

（質問） 

顔認証の体温計が、約 5 万円で購入できるが、検討してはどうか？ 

（回答） 

検討します 

４） 【依頼】事業の継続性の確保 

各委員会およびまちセンにおいて副委員長・副センター長を専任・育成する。 

 

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 3５回菩提寺「すくすく食堂」開催結果 

・開催日     ２月２０日（土） 11時～14時 

・参加者     104名（内訳 子ども 70名 保護者 34名） 

・参加費     合計 17,200円（子ども 100円、大人 300円） 

・食事内容   牛丼＋デザート（果物） 

・遊びと学ぶ  紙粘土でお雛さま製作 

２）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   ちらしずし 

・遊びと学ぶ  紙飛行機の製作 

３）第 3７回菩提寺「すくすく食堂」開催予定 

・開催日   ４月１７（土）11時～14時 

＊事前のスタッフ会議は４月 1２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 

   １）第 1回菩提寺地区防災連絡会開催結果報告 

・ 開催日  2月 13日（土） 19時～20時 30分 



・ 参加者 各区から湖南市防災士連絡会幹事の方又は代表者（敬称略） 

                    菩提寺：奥野 守  北山台：大平健弘  みどりの村：川上 昭 

           近江台：粟津寛三  イワタニ：中山晋一 

 サイドタウン：竹澤克彦、長島区長 

 三上台：（佐々木）  まち協：浅井長美 

・ 説明内容  菩提寺地区防災連絡会発足の目的と活動内容 

 避難所設営および運営マニュアル作成の必要性について 

・ 協議内容  ①会の参画メンバーについて 

 第 1回は暫定として各区の防災士会幹事の方に集まっていただいた。 

今後、菩提寺地区防災連絡会に各区を代表して参加いただける方の出

席をいただき活動を開始する。⇒各区で選考をお願いします。（複数参

加可） 

    ②次回開催日の決定⇒3月 2７日（土）19時～ 

（質問） 

議事録はあるか？ 

（回答） 

後日送付予定です 

3. 地域支えあい推進事業 

1) 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） 

2) 第 3号「ささえあい新聞」発行 

内容： 12月末に実施した 75 歳以上独居高齢者に生活アンケートについて 

 ２月６日に開催した講演会「認知症について聞いてみよう」の報告 

 フレイル予防に向けて・・・  

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。 

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 



４. 福祉･安全委員会開催予定 

   ・開催日 3月 1５日 19:30～21:00   

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

報告事項 

１．日時：２０２１年２月２７日（土）９：００～１１：３０ 

歴史の小径整備作業  

   多宝塔の周りの竹がかなり伸びており、８割ぐらいの竹を刈り取った。 

２．日時：２０２１年２月２４日（水） 

文化芸術委員会定例会 13:00～15:00 

   （出席者 高井義三 黒川隆志 鈴木妙子 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のまち協担当者が各委員会に入って頂く事が決まって、各自治会

長にお願いした。 

② ヤフーニュースで椿井文書についての記事が出て、歴史文化資料室としてどうするのか、と

いう話が出たが、歴史文化資料室としては、菩提寺の古絵図は江戸時代に描かれた古文書

である事には違いないと考えるので、今後も今まで通り重要な資料として展示していく事を決

めた。 

2） 歴史文化資料室 

① 菩提寺の史跡の紹介 DVD の作成を開始した。歴史の小径から撮影に入り、順次台本が出

来た所から撮影に入って行く。現在編集中。 

② DVD のナレーションの依頼をしていた人と連絡が取れ、打ち合わせの上、録音をしてもらう

事になった。2月２５日（木）打ち合わせをして、録音日を決め、３月 1日、８日に録音した。 

③ 今年度は、歴史の小径、道標・石碑、神社・寺院までを作成する予定。 

3） 菩提寺山地権者との確認書  

① 生産森林組合の協力で１年以上前から準備してきた、地権者との覚書がようやく完了した。

この覚書の中で菩提寺山の入口に注意書き看板を設置する項目があったが、看板の設置

が２月２６日から作業に入る事になり、菩提寺生産森林組合と設置場所を確認して、３カ所の

看板を設置した。 

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。 

② 次年度の計画・予算案を作成する。 

5） 今後の予定 

① ３月２０日（土）9：00～11：00 歴史の小径整備作業 参加協力をお願いします。 

前回出来なかった小径の枯葉、枯れ枝の撤去の予定。磨崖五輪塔側の道。 

② ３月１５日（月）14：00～16：00 文化芸術委員会定例会・運営協議会 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長（保田代理） 

報告事項と今後の予定 



1、 県立大学の予定として、次年度は大掛かりな施設の製作は行わず、プランの作成と既存施設の

メンテナンスが主体となる予定。その為、古い竹の使用が少なくなる。 

2、 先日の県立大学との懇親会で、陶器研究室のＯＢが守山のピエリ守山周辺の、フルーツ園で竹

を利用したイベントが有るので、バンブーハウスの竹を利用したいと要請が有ったので、古い竹

の伐採を承諾しました。3 月 3 日、4 日で実施、バンブーハウス周辺だけでは、不足と言う事で

急遽廣島区長にお願いして、廣島区長の竹林の伐採を行った。搬出を 10日に行う予定。 

3、 防音工事ですが、石部農機に依頼の整地作業を 3月 5日又は 6日に実施予定でしたが、5日

雨が降る予定の為、13日に延期予定。 

4、 湖南市の生活環境課へ粉砕機設置場所の届出を、3月 4日に行いました。 

5、 3月 13日（土）椎茸、平茸、なめこの稙菌を行います。今回は、ボランティアの募集は行っており

ませんので、興味の有る方や、お手伝いいただける方はよろしくお願いします。竹林で、9 時～

実施します。 

6、 防音工事の資材は、3 月中旬までに順次購入予定。防音シートは、会長に依頼済み。単管、ジ

ョイントとも手配予定。 

7、 筍堀については、北山台自治会が 4月 17日約 50名申し込み有り、サイドタウン自治会 4月 18

日。その他の区は現在連絡なし。 

（補足） 

タケノコは、1人 2本までとします 

午前 9時開始とします 

地域活性化の委員が、現地で受け付けてはどうか、要検討 

8、 承認依頼 

現在竹林で個人の三極脚立を使用していますので、委員会で購入したいと思います。竹林で

の雨水回収用にローリータンク承認をお願いします。 

三脚脚立 87,890円、ローリータンク 600Ⅼ 56,100円 

以上よろしくお願いします。 

（決議） 

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 

1． 来年度の事業について 

① 安全安心できるまちづくりの推進について 

事業…夏休み夜間巡回、愛のひと声あいさつ運動 

計画…継続実施する、あいさつ運動…委員とサポーターで年間８日間計画する 

（１人あたり２回程度当番になるように）      （５月～３月の月曜日） 

夜間巡回の担当が男性のみなので、トータルの当番回数は調整する 

② 子ども達と地域の大人との親睦を図る事業について 

事業…ハリキリンピック、すくすく広場、土曜日事業（ポンポン船を作ろう）  

計画…コロナ感染拡大防止対策をし、工夫して実施していきたい 

③ 青少年育成市民会議との連携について 

事業…評議員会(総会)【サンライフ甲西】５月 14日（金）理事、評議員が出席 

社会を明るくする運動推進大会、７月１日（水）動員３名 



第 24回中学生広場「私の思い 2021」【豊栄のさと文化ホール】８月 21日（土） 

滋賀県青少年育成県民大会【藤樹の里文化芸術会館】１１月 1３日（土） 

17th青春祭(あおはるさい)2021【石部文化ホール】１１月 28日（日） 

※第 1回理事会、４月 9日（金）20：00～【石部まちづくりセンター】 

事業の運営にあたり、各区自治会様、例年通りサポーターの推薦をよろしくお願いします。 

（補足） 

推薦依頼文書をこの後渡します 

（質問） 

自治会にお願いすることになるので、区長ではなく、自治会長に依頼してもらった方が、よいので

は？ 

（回答） 

それは、各区の判断にお任せします 

（質問） 

3月 24日の締め切りは、早すぎるのでは？ 

（回答） 

1 ヶ月延ばすことで検討します。 

2． 菩提寺小学校、菩提寺北小学校、入学式におけるあいさつ運動について 

両小学校に確認し、実施の了承していただいた 

4/8（木）登校時に運営委員を中心に両小学校校門にて行う 

3． 来年度の担当 

委員長 柴田栄一、副委員長 大黒直子 

市民会議理事（ 柴田 ）評議員（ 横井 ）（ 林  ） 

4． その他 

懇親会、前委員長 東良さんをしのぶ会について 

日時…３月 25日（木）１９時から 

場所候補…「寿司バル たから船」イオンタウン湖南内  

参加者…川上会長、粟津副会長、委員会メンバー、サポーター、合計１０名 

コロナ感染予防対策店舗の利用とマウスシールドを購入と活用し実施する 

 

次回委員会    4月 5日 (月) 19：００～ まちづくりセンター 

（提案） 

永田イワタニランド区長の退任に伴い、土曜日事業を、子ども育成委員会の 1 事業として、継承し

てもらえないか？実質運営は、これまで通り、永田区長が行うが、どうか？ 

あるいは、土曜日事業を、委員会と同じ並びでまち協事業の一つとして運営していくのはどうか？ 

その場合、合同役員会への毎回出席や委員長手当等に関係してくるので、即決はできないが、今

後の検討事項として、保留させてほしい 

 

○自治会からの連絡・要望等 

菩提寺 

集合により総会開催を 5月 16日に予定 

北山台 

4月 18日に書面決議による総会を予定 

みどりの村 

3月 14日にまちセンの大ホールで実施予定 

近江台 



4月 4日に集会による総会を予定 

三上台 

3月 28日に書面による総会を予定 

イワタニランド 

3月 27日に書面による総会を予定 

サイドタウン 

4月 4日に集合による総会をまちセンで予定しているが、書面になるかもしれない 

 

○監事より 

小川監事 

今後、自分もサポーターとして、活動していくことを検討しています 

鵜飼監事 

年度末の駆け込み買い物は、格好悪いので、もっと計画的に購入してほしい 

 

承認署名 
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