
令和 2年度 第 1回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録 

      日時：令和 2年 4月 8日(水)  19:30～20:50 

      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 川上 粟津 木ノ下 中村 浅井長 田中秀 浅井基 東良 鵜飼 宮田 黒栁 

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) 長島(サイドタウン) 

自治会 眞野(菩提寺代理区長)  宇野(北山台自治会副会長) 木下(三上台自治会長)  

植西(みどりの村自治会会長) 山本(イワタニ自治会長) 亀川(近江台自治会会長)   

  服部(サイドタウン自治会長) 

 

まず会議に先立ち副会長より合同役員会の目的とルール説明が行われた。 

今回から令和 2年度合同役員会出席者が初参加になるため自己紹介を行った。 

 

会長報告     川上会長 

皆さん、御苦労さまです。 

総会が終了していませんが、実質はまち協としての新年度がスタートしました。特に今回は各自

治会より新しいメンバーが参加していただき、大いに歓迎したいと思います。 

今日、初めて参加された各自治会代表の方々は、まち協とは何かがまだまだ理解されていないと

思います。 

まち協も自治会も、最終的な目的は全く同じで、「住みよい地域」をつくる事で、その構成員（サ

ービス提供者）もサービス享受者も同じ住民です。 

その扱う範囲・期間・規模の大小によってどちらが担当するかが違うだけで、両組織は互いに助

け合い、補完しあう関係でなければなりません。 

その事を意識して、単なる傍観者ではなく、まち協のメンバーとして積極的に関与していただき

ますようお願いします。 

新型コロナウィルスの感染が日増しに酷くなっており、今にも湖南市でも感染が発生するのでは

と危惧されています。湖南市内での感染が発生した時には湖南市立小中学校は再度休校になると

の発表もありました。その時点でまち協の事業・イベントに関しても再考しますが、それまでは

十分注意を払った上で各委員会の判断にお任せします。 

 

１．【報告・依頼】４月１９日予定のまち協通常総会について 

新型コロナウィルス感染予防のため、書面による決議に変更しました。 

各自治会代表の代議員の方々は４月１９日までに表決書の提出をお願いします。 

 

２．【報告】４月１日より「地域支え合い推進員」が就任しました。   

今まで、センター長が地域支え合い推進員を兼任していましたが、４月１日より専任の推進員と

して黒柳さんをお迎えしました。今のところ、週３日の勤務で、各自治会や施設の実情調査・協

力依頼に伺いますので、ご協力をお願いします。 

それに絡んで、地域支え合い推進会議の立ち上げ・推進を実施するための担当として地域支え合

い推進支援担当を福祉安全委員会の中に設置します。 



協議事項及び承認事項 

 

○福祉安全委員会   浅井長委員長 

子ども食堂は運営団体の判断によりますが 4 月 18 日は開催したいと考えています。4 月 13日の

スタッフ会議にて決定します。 

《その後、小中学校の臨時休校が決まったため、4月の子ども食堂も中止と決定しました》 

 

〇文化芸術委員会   田中委員長 

１．文化芸術委員会定例会 3月 21日（土）11:00～12:30 

 １）報告事項 

  第 14回歴史講座（3月 7日（土）13:30～15:30）はコロナウイルス感染拡大防止のため中止 

・講座のテーマ：「姫路藩（国宝姫路城）・鳥取藩・岡山藩・と甲賀武士」 

・講師： 武田一夫氏（甲南町池田に在住） 

     今回中止の為次回歴史講座の時に計画をやり直す。6月に変更予定 

 ２）次年度計画（案） 

  ① 歴史文化資料室 

  ・第 14回 歴史講座 6月 13日（土） 

  ・第 15回 歴史講座 11月 

  ・第 16回 歴史講座 R3年 3月 

  ・企画展 10月 25日～11月 30日 テーマは 8月までに決定 

  ・滋賀県博物館協議会への参加 

② ロビー展示 

  ・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 

  ・書初めの展示 

  ・一般の申込があったものの展示（天文観測同好会等） 

  ・一般募集した展示会 

  ③ 土曜日事業 

  ・夏休み勉強会でのかき氷提供 菩小、菩北小 各１回 

  ・書初め準備から展示まで担当。 

  ・歴史ワークショップ 土曜日事業の中で実施 8月（予定） 

  ④ 菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。 

  ・子どもたちでも分かる歴史資料の作成。（冊子、DVDなど） 

 ３）その他 

  ① 菩提寺山の地図の修正。現地確認して地図を修正する。地権者のエリアを出来るだけ細

かく記入する。 

 ４）今後の予定 

   4月 25日（土）9:00～10:30歴史の小径整備作業  

          11:00～12:30文化芸術委員会定例会 

 

 



 

〇地域活性化委員会   浅井基委員長 

１ 報告事項 

1）3月 21日平茸、椎茸の植菌のボランティア募集 

当日参加の方を含め 21名の多くの皆様が参加していただきありがとうございました。 

天候もよく、皆様のご協力により午前中で終了しました。大変有難うございました。 

2）県立大学との今後予定 

  甲西北中と県立大学とのコミュニティースクールのまとめをロビーで展示する予定で進めて

いますが、新型コロナウイルスで、来場者が少ないので、時期を見て展示を行います。4 月

に来る予定でしたが、新型コロナウイルスが落ち着いてからにしてもらっています。 

3）粉砕機作業場の防音工事 

  3月 22日に防音シートの貼り付け工事を行いました。携帯アプリの騒音計ですが、測定結果

粉砕機周辺では、80db～95db ですが、竹林入り口の駐車場から、周辺を測定した結果、場

所により 70db でしたが、殆どの測定地点では 60db 程度でした。（1ｍ前の普通の対話の音、

70db混雑した車道、掃除機の音になります） 

4）椎茸用のコナラの木を菩提寺区の中野さんより頂きました。 

  4 月 4 日に竹林へ運びましたが、もう一か所イワタニランドのファミリーマート横の農園に

も伐採した木が有るのですが、大きな木の為、椎茸も植菌し辛いので薪ストーブなどに使用

される方がおられましたら、利用して下さい。 

２ 今後の予定 

1）4月 11日 8時にセンター集合で、頂きましたコナラの木に植菌を行います。 

 

承認事項 

地域活性化委員会の新メンバーの承認をお願いします。 

瀬角（セスミ）明さん(サイドタウン区)   賛成多数で承認された 

 

次回運営委員会は 4月 15日 

 

〇子ども育成委員会   東良委員長 

日時：令和 2年 4月 7日（火）20:00～22:00 

場所：まちセン会議室 

出席者： 東良喜代一、粟津寬三、大黒直子、平塚和行、柴田栄一、横井茂人 

       二社谷晴美、林ゆき 

報告事項 

1、総会資料の確認（来年度事業計画・予算案の共有） 

①子どもは地域でまもり、安全安心できるまちづくり 

・夏休み夜間巡回 

・愛のひと声あいさつ運動                予算案 50,000円 

②子ども達と、地域の人達との親睦を深める 

・土曜日事業支援  予定ポンポン船、8/29(土)       予算案 80,000円 



・ハリキリンピック・菩提寺まちづくりフェスタ（10/25日） 予算案 160,000円 

・すくすく広場 （令和 3年 1/31日）          予算案 120,000円 

              前年度 100% 合計予算案 410,000円 

③市民会議との連携 

詳細は 4/10（金）理事会にて（中止によりメール交換で対応） 

決定は 5/15（金）評議員会にて（総会） 

2、サポーター増員計画 

3月末日、民生委員児童委員様全員、20名が登録 

3、両小学校入学式におけるあいさつ運動。 

4/8（水）は中止。 新しいのぼり旗の配布を行った 

4、サポーター会議 （予定） 

6/8（月）19：30まちセンにて、令和 2年度事業計画の説明 

（昨年は、川上会長、粟津副会長、地域支えあい推進員木ノ下様がご出席） 

(質問) サポーターに誰が案内するのか 

(回答) 個人あてに往復はがきで連絡する 

5、湖南市青少年育成市民会議、令和元年度事業・決算報告の共有 

4/2資料提出済み、市民会議よりの交付金は暫定 20万円の予定 

 

〇自治会からの連絡・要望等 

 三上台 夏まつり開催の判断基準は?   

(会長回答) 区長・自治会の判断になる 

     各自治会の判断期日は? 

   (会長回答) 2ヶ月前を目途。統一するかは区長会で協議する 

        (区長会学区長) 統一するのは難しい。もう少し様子を見たい。 

 サイドタウン 4/5総会予定だったが、4/3協議により中止とした 

 他の区・自治会からは無し 

 

○総会議案について 

 ・議案内容については議案書を一読していただくこととし、会計予算計画を会長より説明 

  (意見) 区支出金を今年度取り止めると復活は難しい 

  (回答) 区支出金は各自治会も一体としての意味合いもある。今年に限りで理解ください。 

  (意見) 北山台では過去に議論されている。続けた方が良い。 

  (回答) 検討する。 

 ・書面決議での代議員依頼封筒内容について事務局長より説明 

 ・監査報告を監事より報告 

 ・第 3号議案 令和 2年度役員推薦(案)について役員推薦委員長より説明 

  

〇監事より 

  まち協は委員会事業が主体で動いている。大変です。委員会事業・行事にご協力を願う。 

  まちづくりフェスタが盛大に行うことが出来ればと思う。 



 

○その他 

 ・令和元年度監事 宮田氏から退任挨拶 

   業務監査もありまち協事業をできるだけ見させてもらった。短いようで長かった。 

  (宮田さん ご苦労様でした。有難うございました) 

 ・菩提寺区長より菩提寺区からの出火のお詫びがあった 

   4月 6日 14時に出火  

   初期消火で北山台自治会が消火栓放水を行って頂いた。類焼は避けられた、感謝します。 

・今回の合同役員会出席者の名札が間に合わなかったので、次回には準備するよう指示あり 

 

以上 

次回合同役員会 令和 2年 5月 13日(水) 19:30～ 

 

 

 

 

承認署名 
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