
令和 2年度 第 8回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 2 年 11 月 11 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 東良 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 清水(北山台自治会副会長) 木下(三上台自治会長) 山本(イワタニ自治会長)  

植西(みどりの村自治会長) 亀川(近江台自治会長)  服部(サイドタウン自治会長) 

欠席 小川監事 眞野(菩提寺代理区長) 

 

会長報告  川上会長 

１） 【報告】湖南市「みんなの夏祭り」10月 31日(土)15：00～ 

・フェスタ（展示）・ハリキリンピック・みんなの夏祭りとも予定通り成功裡に終了。 

・まち協として菩提寺の参加数きわだっており、全体半数近くを占めた。 

・特に、初の出し物としての「撮影スポット」は親子連れに好評だった。 

・当日 NHKによる必着取材あり、11月 4日に「びわこ発６３０」にて紹介された。 

 (ビデオ紹介) 

   

２） 【報告】まちづくりフォーラム（10月 24日：土） 

地域運営組織の見直し検討結果の報告があった。 

・まち協が７区を纏める位置づけ（地区共通案件のみ） 

 各区個別の案件に関しては、各区と湖南市が直接 

・まち協会長会議と区長会議の統合 

・まち協会長の公的な立場を担保。 

 

３） 【報告】11月 1日付でセンター職員 2名が新規採用 

石本日香
い し も と く さ か

さん（週 4日）、竹内
たけうち

弥生
や よ い

さん（週 2日） 

 

４） 【報告】長野県上田市との交流再開することとなりました。 

11月 29日（日）・30日（月）・・・まち協役員・区長で対応 

 

５） 【承認依頼】まち協カフェの開設およびそれに伴う備品購入に関する承認依頼 

来館者が気軽に立ち寄れる場、支え合い推進員に気軽に相談できる機会の創出を目的とする。 

当初は週 3日・4～5時間/日を想定。（要員は前述２名を含めたセンター職員） 

コーヒー・紅茶等の飲み物＋クッキー等の菓子 

必要物品を洗い出し、購入の計画を提示する。（冷蔵庫・珈琲メーカー・食器等） 

（質問） 

料金はいくらか？ 



（回答） 

100円～150円程度と考えている 

（質問） 

開設場所はどこか？ 

（回答） 

まちセン内、多目的ルームを予定している 

（質問） 

この事業は、事業計画も予算もないので、役員会の決定承認だけでよいのか？ 

（回答） 

地域支え合い推進活動の一環であり、地域住民が気軽に集まり、推進委員に相談できる場を作るこ

とを目的としている。また、人件費は、地域支え合い委員の人件費を充てるので、そういう意味では、

当初計画年度事業の一つと考えることができる 

今年度は、準備の段階であり、本格的なものとしては、次年度の事業計画の中に入れることとします 

（質問） 

保健所の許可は必要か？ 

（回答） 

許可が必要な形態ではないと思うが、講習はうけてもらうことになると思う 

（質問） 

経費の持ち出しばかりになるように思われるが？ 

（回答） 

人件費分は無理でも、材料費でも回収できればよいと考えている。まちセンの存在を皆に知ってもら

えるきっかけになればよいと考えています 

（承認決議） 

賛成多数により、承認されました 

 

６） 【承認依頼】大判対応プリンターの購入に関する承認依頼 

ポスターの印刷に対応可能なプリンターが無く、他地区まち協にて借用している。今後の利便性

を考え、今回Ａ０またはＡ１対応プリンターを購入する。 

Ａ１対応：15万～20万程度（専用スタンド込み） 

Ａ０対応：30万円前後 

購入後、各自治会へも開放。ただし保守費用（300円/枚）を徴収。 

（質問） 

大判対応プリンターの保守費用は妥当な金額か？ 

（回答） 

柑子袋のまちセンでは、A2サイズで 300円、会社では 1200円であるので、安いかもしれないが、今

後再考します 

（質問） 

パウチングが可能か？ 

（回答） 

無理です 



（質問） 

リースによる購入はできないのか？ 

（回答） 

逆に割高になるし、法人でないので無理のようです 

（質問） 

個人が借りることは可能か？ 

（回答） 

可能です 

利用規定については今後詰めていく必要がある 

（承認決議） 

A1対応プリンターの購入が、賛成多数により、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. 菩提寺ふれあいまつり（まちづくりフェスタ） 

1) 開催期間 10月 25日(日)9時～10月 31日(土)12時まで 

2) 期間中来場者 533名（名簿記載数） 

3) 出展内容 

① サークル紹介 ⇒ 動画、ポスター、チラシ、衣装展示、布絵本展示 

② 団体の活動紹介⇒ ガールスカウト、社会福祉協議会、菩提寺北学区食育啓発 

③ 一般募集展示品⇒ 水彩画・油絵、手芸品、竹細工、絵手紙 

④ こども園の作品展示⇒ひかり幼稚園、くじら子ども園、モンチ 

⑤ 小学校の作品展示 ⇒菩提寺小学校、菩提寺北小学校 

＊準備、後片付け、受付、会場巡回に各区からの応援をいただき、準備・撤去作業を短時間で終

えることができました。 

＊サークルからは、催し物の中止が多い中、このような形で活動発表ができてよかったとの声をい

ただきました。 

２．ひとり歩き高齢者発見・保護訓練(11月 22日実施)の準備状況 

  １）訓練の体制 

    ①各区の訓練体制確定 

    ②徘徊役の確保⇒市高齢福祉課の協力を得て 11名を確保 

     ・湖南市高齢福祉課・健康政策課から４名、福祉安全委員会から 3名 

     ・あんしん相談員（４名、内 3名は昨年度の経験者） 

     ・11月 6日(金)19時～20時 徘徊役と各区代表者との顔合わせ済 

  ２）発見・保護訓練の実施 

    ・11月 22日(日) 8時 30分～ （雨天決行） 

（補足） 

無線は、本部と交信で使用する（発見時及び保護時） 

組織表上、捜索本部長は川上会長であり、副本部長は粟津副会長が担う 



３．第 31回菩提寺「すくすく食堂」（10月 17日）開催 

・参加者  子ども 38名 大人 22名 合計 60名 

・参加費  9,800円（総額） 

・メニュー ハッシュドビーフ 

４．第 32回菩提寺「すくすく食堂」開催企画 

・ 11月 21日（土）に開催を予定 

・ “遊びと学ぶ”を再開⇒クリスマスカード作成 

・ メニューはスパゲティ（トマトソース） 

・ スケジュール 11:00～12:00 “遊びと学ぶ” 

 12:00～13:00 食事 

５．次回の福祉安全委員会開催日程 

  ・11月 16日（月）19時 30分～  

  ・前半はすくすく食堂スタッフ会議、後半は委員会活動の協議 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

報告事項 

日時：２０２０年１０月１７日（土）9:00～10:30 

1) 歴史の小径整備作業 

   今回は雨天のため中止とした。 

2) 文化芸術委員会定例会 11:00～12:30 

① まちづくりフェスタについて 

・ 展示のみの開催となったが、発表部門のサークル紹介などがあり、静かなフェスタとなった。 

・ 一週間に期間を延ばしたため、人が密にならなくて効果があったと思う。 

② 歴史文化資料室関係 

    ・今年度の企画展のテーマは「鈴木儀平氏の拓本展」として実施中。１１月末まで開催。 

③ 菩提寺の史跡の紹介 DVD の作成を始める。台本を作って撮影をしていく。歴史の小径から撮

影開始。 

3) 菩提寺山地権者との確認書  

  ・生産森林組合からの回答待ちであるが、現在まだ回答なし。 

（補足） 

中間報告・・・森林組合での 4役会議で案が出来上がった。11月 22日にそれを理事に見ていただ

き、地権者の案をまち協に今月中に提案する予定である。 

12月にまち協八役会議で検討する 

4) 今後の予定 

  ① 11月 21日（土）9:00～10:30 歴史の小径整備作業 

  ② 11月 21日（土）11:00～12:30 文化芸術委員会定例会 

 

協力依頼事項 

  11月 21日（土）9:00～10:30 歴史の小径整備作業を行います。参加協力お願いします。 

  小径内の落葉、枯れ枝等の掃き掃除。一部草刈りを予定。 



   

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

報告事項と今後の予定 

1. 県立大学のフィールドワーク 

作業は 10月 17日（土）雨で作業は中止 

10月 31日（土）8時からバンブーハウス 1号機と竹扇門の解体 

11月は 14日、21日の予定 

 

2. 平茸の菌着床原木の販売 

10 月 17 日～19 日の 3 日間センターで販売。価格は前回と同じ 200 円、400 円、600 円 合計

38,200円の売り上げ 

（補足） 

ホームページからの質問で、白い平茸が生えてきたが、大丈夫ですかとありましたが、白い平茸は特

に美味しいものであり、昨年植菌したものの残りが生えてきたようです 

 

3. 湖南市「みんなの夏祭り」 

委員会では、会場の動線を考慮して、喫煙所付近で平茸と試験的に作成した、なめこの菌着床

原木の販売。売上 8,500円 

 

4. 竹林整備 

粉砕機稼働予定 

・ 11月 7、14日、21日、12月 5日、12日で周辺の住民の皆様へ粉砕機稼働の案内をポスティン

グの実施した結果、北山台の方より苦情が有り、八役会で検討した結果、今回予定している作

業は保留として、防音工事を行う 

・ ７日に当事者の方と、湯淺区長、川上会長、浅井で、粉砕機を稼働して騒音の状況を測定。騒

音として 60～65db、粉砕している音が不快なので、騒音を抑える工事をして再度測定を行う。11

月 11 日に業者の方と打合せを行う。恒久的な工事ではなく解体が簡単な方法を検討して、菩

提寺区の廣島区長に承認をもらう予定 

・ 北山台側の草刈りを菩提寺きずな会にお願いし、11月 22日 13時から 1時間程度行う 

 

承認事項 

下記備品の購入をしたく、承認をお願いします 

チェンソー 50㎝  税込み 174,900円 

粉砕機替刃     税込み 37,620円 

細目スクリーン   税込み 27,500円 

合計            240,020円 

（承認決議） 

賛成多数で承認されました 

 

次回運営委員会は 11月 18日（水） 19時 30分～  



 

○子ども育成委員会報告    東良委員長 

報告事項 

1. 愛のひと声あいさつ運動 

9/1～12/14 まで両小学校において計 9回の予定 

総括は、来年 1月に  

  

2. ハリキリンピック総括 

日時 10月 31日（土） 133名参加 サポーター25人 

催し物 魚釣り、バスケットボール、わなげ、連想ゲームを取り入れて展開 

 いずれも大盛況であった 

反省点 三密を避ける対策は取っていたものの、入り口の受付がみんなの夏祭りと一緒であっ

たため、一時期込み合った。 

 場内一方通行が徹底されていなかった。 

 参加者予測が、100名であったため、33名の参加賞は後日まちセン事務所渡しとなっ

た。これについてのトラブルは無かった。 

 サポーター同志の密を避けるため、人数を絞った結果、各人休憩が取れない状態とな

った。 

今後の予定 

1. すくすく広場  

社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生委員児童委員さんとの協働 

予定 Ｒ3年 1月 31日（日） 

催し予定 イベントは、紙芝居の様な鑑賞型にする 

 （ソーシャルディスタンスが取りやすい） 

 クッキー作りは、甲北ボランティア部のワッフルが良い 

 （作成準備が単純、かつあまり人手を介しない） 

 豆まき鬼退治は一考する 

対象者 未就学児（保護者同伴） 

サポーター 子ども育成・民生委員児童委員さん+α 

 

2. 湖南市青少年育成市民会議協働事業   

11/29（日）17th青春祭（あおはるさい）2020は中止 

 

（質問） 

愛のひと声挨拶運動とはどういうものか 

（回答） 

小学校校門前で立ち、元気に挨拶して、元気を高めてもらう運動です 

（質問） 

イワタニランド区の通学路で立ち番をしているが、子供挨拶がないが、挨拶の教育ができていないの

か？ 



（回答） 

最近は、良くなって来ているので、時間がかかるが、これから顔見知りになっていけば、挨拶できるよ

うになる 

 

○土曜日事業 永田リーダー 

日  程 企 画 内 容 場  所 事 業 主 体 

第八回       

令和 2年 12月 19日  門松作り＆子ども食堂 まちづくりセンター まち協地域活性化 

 12月 1日（月）   募集チラシ配布      

 12月 14日（月）   参加者集計    

         

第九回        

令和 2年 12月 26日（土）  年末書き納め 
 菩提寺小学校（午後） 

菩提寺北小学校（午前） 
学校コーディネーター 

 12月 1日（火）      募集チラシ配布     

 12月 21日（月）      参加者集計    

         

第十回       

令和 3年 2月 20日(土) 竹馬・タコ作＆子ども食堂 まちづくりセンター まち協地域活性化 

 令和 3年 2月 1日(月)   募集チラシ配布         

 令和３年 2月 15日（月）  参加者集計    

 

○自治会からの連絡・要望等 

三上台・・・今月末にボウリング大会を開催予定 

 

会長より、コロナ禍の影響で今年度予算が余るがどうするのか教えてほしい 

三上台 

5年計画のものを前倒しで使う予定 

街灯の LED化や募金への寄付や全戸にゴミ袋の配布等を検討中 

みどりの村 

古くからある 5台のエアコンの買い替えを提案中 

菩提寺 

安全のため倒木の伐採や畳の取り替えを行っていく予定 

北山台 

街灯の LED化や自治会館の屋根補修予定 

近江台 

必要なものは次年度繰り越して予算化する 

イワタニランド 

次年度への繰越金とする 

サイドタウン 



次年度繰越金とする予定 

○監事より 

みんなの夏祭りが成功裏に終わってよかったと思う 

○その他 

 

 

承認署名 
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