
令和 3年度 第 2回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 3 年 5 月 12 日(水)  19:30～ 

      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 浅井長 川上 粟津 長島 中村 田中秀 浅井基 柴田 鵜飼 小川 

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

自治会 高野(北山台自治会副会長) 和田(三上台自治会長)  

志賀(みどりの村自治会長) 小野(近江台書記広報)  服部(サイドタウン自治会長) 

眞野(菩提寺代理区長)  西田(イワタニ自治会長)  

 

会長報告  浅井会長 

１） 【連絡・依頼】コロナ感染状況について 

 滋賀県・湖南市の感染状況はますます悪くなり、コロナ感染も身近に迫ってきました。また三日

月知事が県独自の緊急事態宣言の発出を検討しているとの報道もありました。 

・緊急事態宣言が発出された時は、参加者を集めるまち協のイベントは中止・延期を基本として

ください。 

・サークル活動や貸館については湖南市指示に従います。（主事が無い場合は従来通り） 

・まちづくりセンターやコミュニティセンターの利用者にコロナ感染者が発生した場合は湖南市

に連絡し、指示に従ってください。（使用した部屋は、椅子・机・ドアノブの消毒＋換気後、通常

どおりに使用可能） 

 

２） 【連絡】菩提寺まち協通常総会 

４月２５日（日）に開催された令和３年度通常総会は、全ての議案が賛成多数で可決されました。 

よって、総会資料に記載された計画の実施をお願いします。 

また、人事については浅井長美福祉安全委員長が会長に就任し、川上は副会長を就任しまし

た。 

総会では２～３のご質問をいただきましたが、それぞれ担当下にて検討中です。 

 

３） 【連絡・依頼】センター長の退任 

今迄センター長を務めて頂いていた木ノ下さんが４月末をもって退任されました。 

後継は探している最中ですが、とりあえず川上副会長が業務を引き継ぎます。 

誰か適任者がおられればお知らせください。 

 

４） 【連絡】まち協カフェ 

５月７日（金）より多目的活動室にてカフェをオープンしました。 

営業は月・水・金の 11:00～16:00 です。 

衛生上の問題があるので、多目的活動室は基本的にはカフェ占有とします。（カフェにて全日

予約） 

（補足） 



6月度より、会長報告を、川上副会長が行います 

（質問） 

前回の合同役員会で、第 30 条の会則変更内容に問題ありと指摘して、「後日検討する」との言質

を得たいたにも関わらず、総会ではそのまま修正され承認されてしまった。変更後の内容では、予

算執行以外のケースで、八役会議での承認があれば、合同役員会の承認はいらないことに解釈で

きるので、今後、八役会議で承認されても、合同役員会で事後承認を得ることを確約してもらいた

い。 

（回答） 

八役会議の決定事項においても、合同役員会で承認を得ることとします。 

 

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 

1. 菩提寺「すくすく食堂」の開設について 

１） ４月度（4/17開催済み） 

 参加者：８２名（子ども５５名 保護２７名）  

 メニュー：ミートソーススパゲティ 

 ”遊びと学ぶ”： 鯉のぼりの製作 

２） ５月度（5/15開催予定）  

 メニューは「ビーフシチュー」、“遊びと学ぶ”は実施しない。 

⇒滋賀県が新型コロナウイルスの緊急宣言を出せば中止にする 

３） ６月度（6/19開催予定） 

 スタッフ会議は 6月 14日(月)19時 30分～ 

 メニューはハンバーグプレート（ロコモコ） 

2. 地域支えあい推進事業について 

１） まちづくり連絡会の開催(予定) 

 5月 12日(水) 13時 30分から開催 

 出席者は高齢福祉課、社会福祉課、社協、支えあい推進員、まち協代表 

 令和 3年度の事業内容について協議をする。 

２） 「すくすく会議」（協議体）の開催（予定） 

 5月 21日(金) 19時から第 3回目を開催 

 今回から各区の民生委員 1名にも参画いただく。（従来は代表者のみ） 

 検討テーマは「独居高齢者の見守り」「フレイル予防活動の展開」等 

3. 第３回菩提寺地区防災連絡会の開催 

１） ５月１５日(土)１９時３０分から「まちセン中会議室２」で開催(予定) 

２） 出席者は各区の防災関係者（防災士、ふるさと防災チーム代表等） 

 各区から防災士に加えてふるさと防災チーム代表者の参加をいただく。 

 今回は市危機管理・防災課の出席をいただきます。 

３） 内容 

 安否確認情報の流れを確認（各区⇒市）、ルート、必要とする情報内容 

 避難所運営マニュアルの作成への道すじ 



 ７区横ぐしの活動内容の検討 

「高齢者世帯を対象にした家具の転倒防止支援」「命のバトン情報更新」 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

1. 文化芸術委員会の活動 

① 菩提寺山（歴史の小径）の整備作業 

    ４月１７日（土）に予定していたが、雨のため中止とした。 

② 菩提寺山の表登山道の注意書き看板を設置したすぐ横の倒木の切断作業を行った。直径４

０ｃｍ近い倒木が散策路を塞いでいたので、森林組合に連絡して、許可をもらってからチ

ェーンソーで切断して撤去した。う回路を作っていたが正常な部分に散策路を戻した。 

③ ４月２５日の総会で承認された内容を説明して確認した。この計画に基づいて進めていく。 

2. 歴史文化資料室の活動 

① 菩提寺の史跡や社寺の紹介ＤＶＤを作成する。 

   ・Ｒ２年度に作成を始めてきたが、引き続き作成を続ける。 

② 撮影日、編集日を決めて実施していく。５月８日（土）13：30～ 5 月 15 日（土）13：

30～ 

③ DVD 作成の台本を作成し、前回作成した物も見直しをする。場合によっては録音もとり

直す。 

3. その他 

① 総会の中で、質問が有りました。「山の整備を進めるためのマニュアルは有りますか。」と

いう質問でした。昨年の役員会で作成していくとの回答をしていたので、出来ているかの

確認でした。 

文化芸術委員会の中で作成し、合同役員会の中で確認して頂き決定していきたい。素案は

作成済。チェックシートも作成しています。（巻末にチェックシートと整備マニュアルを

添付） 

② 資料室の照明について、将来 LED 化が必要になってくる。八役会議で、蛍光灯は LED に

なった物があるので、そのまま使えるだろうとの意見があった。スポットライトについて

は現在業者からライトを３個借用して付けてテストしている。このスポットライトを追加

する事で、蛍光灯が６本少なくできます。見積もり書を見て検討して行きたい。 

4. 今後の予定 

  ① ５月 22 日（土）9：00～11：00 歴史の小径整備作業（雨天中止） 

  ② ５月 24 日（土）14：00～16：00 文化芸術・運営協議会定例会 

③  ５月８日（土）13：３0～ ５月 15 日（土）13：30～ DVD 台本検討 

（質問） 

害獣等に関しての対策マニュアルは作らないのか？ 

（回答） 

添付の整備マニュアルは、整備に特化して作成したものであり、害獣に関しての対策マニュアルは

作成しません 

スズメバチに対しては、注意書き看板に記述している 

 



○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 

4月 27日 9：00～12：00の予定で今期の整備内容の打合せを行いました。 

大学よりマスタープランと、模型を製作して今後の計画を検討。 

コロナの影響も有り、出来る範囲で今年度も活動を行う予定。県立大学より 5 名出席。まち協よ

りの出席者、川上副会長、保田、井上、青山、瀬角、浅井 

 

5 月 10日にコミュニティセンターで県立大学より陶器先生の授業で、学生 25 名、陶器先生、職

員、カメラマンの 29 名がバスで、バンブーハウスの見学と、竹林についての講義が行われまし

た。まち協出席者、川上副会長、保田、井上、青山、浅井で対応川上副会長に菩提寺まち協の

説明、浅井の方でバンブーハウスの経緯について説明を行い、その後竹林へ移動し見学→セ

ンターへ戻り質疑応答を行った。 

 

今回の講義は環境フィールドワークという授業で、以下がシラバスの内容になります。 

地域環境にかかわる情報は多分野にまたがり、性質も多様である。これらの環境情報を収集

し解析するために、対象地域あるいは問題対象を特定し、フィールドワークを通じて、自然調査

や社会調査の基本的な手法を学んでいく。ねらいは、フィールドワークの手法を地域の環境問

題の解析に適用することにより、現場に即した調査態度と解析手法、レポートに作成、発表の方

法を学ぶことである。実際には９つのテーマに分かれ、その１つのテーマについて１５週の授業

を受ける。そこの 1 つのテーマとして、陶器先生の講義では「竹の未来的利用」と題して、竹の

歴史、生態、活用法を知り、地域社会の竹を誰がどのように活用しているかを実際のフィールド

ワークを通じて学ぶことを目的として行っております。そして、その一環として BAMBOO HOUSE 

PROJECTの事例をとりあげて竹林の見学、講義を行っておりました。 

 

2、 粉砕機の防音工事 

4 月 9 日に湖南市の生活環境課の職員の方が粉砕機設置場所を見学、防音工事終了後に稼

働しているところを見学したいそうです。 

 

4月 30日、5月 3日の両日で足場作成、防音施設の骨組みの作成後、北山台の方の承諾を経

て、防音シートを張らない状態で騒音を計測。計測後、シートを全体に貼り騒音の測定を行った

結果、何もしない状態では、最大 62～68db全体を防音シートで覆った場合最大 56～61db と下

がるのは下がったが、作業環境が大変悪くなり、次回シートの張り方を変えてテストを行う予定。 

（質問） 

竹処理の頻度は、どれくらい？ 

（回答） 

年間 15日程度で、時期は、民家が窓を開けて過ごさない頃に行う予定 

（質問） 

騒音レベルの目標値は、どれくらい？ 

（回答） 



60db以下を目指している 

 

3、 各自治会の筍掘り 

4月 11日 鵜が下 18名参加 

4月 18日 サイドタウン 14名参加 

4月 24日 イワタニランド 32名参加 

 三上台 30名参加 

5月 1日 北山台 32名参加 

5月 5日 みどりの村 10名 

5月 9日 近江台 18名参加 

合計 154 名の皆さんが参加して頂きましたが、今年は不作で参加した皆さんには、申し訳ありま

せんでしたが、来年に期待をしていて下さい。  

 

○子ども育成委員会報告    柴田委員長 

１． まちづくり協議会 令和３年度 通常総会（情報共有） 

議案承認結果：全議案に対して承認された。 

開催日時：2021年 4月 25日（日）13：30〜 

内  容：  ①各委員会からの令和 2 年度事業実績・会計報告及び令和３年度事業計画・予

算計画報告 

 ②菩提寺まちづくり協議会会則の変更 

・まちづくり協議会と各区との関係性 

      まちづくり協議会が各区のまとめ役となる。今年度は試行期間とし、 

      来年度より本格稼働となる。 

③令和３年度役員（新任・変更） 

浅井会長（新任） 

川上副会長（変更）理由：区長と会長の兼任不可のため。 

      ④土曜日事業支援プロジェクト 

プロジェクトリーダー：永田さん 

       

２． 八役会議（情報共有） 

開催日時： 2021年４月７日（水）19：30〜 

内   容： 4月 25日（日）総会に向けた資料確認 

開催日時： 2021年５月５日（水）19：30〜 

内   容： 次期センター長募集の件 

      まち協カフェ 

      総会宿題 

      土曜日事業支援プロジェクト活動費とプロジェクトリーダーの件  

      文化芸術委員会のメンバー登録の件 

 

３． 湖南市青少年育成市民会議 第一回理事会（情報共有） 



開催日時： 2021年 4月 9日（金）20：00〜 

内   容： ・令和３年度評議委員会（総会）について 

 開催日時：2021年 5月 14日（金）19時〜 

 開催場所：サンライフ甲西 ２階 大ホール 

 評議委員：例年各地区から２名の選出だがコロナ化に伴い１名選出 林さん 

        ・7月強調月間（非行・被害防止 街頭啓発） 

 推進大会開催日時：2021年 7月 1日（木）の可能性大（要請人員：3名） 

  青少年非公防止啓発チラシ（大型商業店・コンビニ） 

  ※コロナ禍に伴い総会は書面決議に変更となった。 

     

４． 第一回合同役員会（情報共有） 

通常総会内容確認 

 

５． 本年度事業計画と実施要領の確認 

・夏休み夜間巡回 

 サポーターの把握と巡回日程・内容の作成 

 サポーター会議の開催 

（開催日予定：６月 21日 19：00〜多目的ホール or コミセン大ホール）案内作成 

・愛のひと声あいさつ運動 

 日程・メンバー・内容作成 

・土曜日事業支援（ポンポン船を作ろう） 

 平塚さん説明（予約・作成・当日運用・コロナ対策など） 

・まちづくりフェスタ（ハリキリンピック） 

 サポーター会議での説明資料作成 

・すくすく広場 

 サポーター会議での説明資料作成 

 

６． サポーター会議 （予定）６月 21日（月）19：00 多目的ホール（案） 

まちセンにて、令和 3年度事業計画の具体的な人員担当説明とイベントの 

内容説明。（各資料作成） 

※粟津副会長より意見を頂く。 

サポーター担当振り分けは男女や人数等イベントやコロナ対策を考慮して下さい。 

（質問） 

新規サポーターへの連絡は、どこがするのか？ 

（回答） 

子ども育成委員会から、各人へ連絡する 

 

７． その他 

 大黒副委員長より、甲西北中から『ちいき未来塾』の説明あり。 

 中学生向けの勉強サポート頂ける地域の方や大学生の依頼 



８． 次回委員会   2021年  5月  31日 （月）19：00〜中会議室１ 

 

○土曜日事業案内チラシ    永田リーダー（代読 粟津進行役） 

巻末チラシを参考 

 

○自治会からの連絡・要望等 

近江台 

コロナ対策をして、筍掘りに参加したが、1本/人と不況であった 

自治会ニュースにて、まち協活動を報告した 

サイドタウン 

5月末の希望が丘ピクニックを中止にした 

6月 7日に河川一斉清掃を予定 

イワタニランド 

5月 8日に新入生歓迎会を実施して、プレゼントを配布 

6月 27日に河川一斉清掃を予定 

夏祭りは中止になりそうで、子どもへのプレゼントを検討中 

みどりの村 

5月 23日に河川一斉清掃を予定 

夏祭りは中止になりそうで、何らかの形で実施を検討中 

北山台 

筍掘りは残念な結果となった 

夏祭りの実施時期を 10月で検討中 

子ども 110番の協力世帯数を現状 103件から 200件を目処に活動中 

三上台 

筍掘りは、残念な結果となった 

河川一斉清掃・該当の LED化・夏祭りの方向性を検討中 

菩提寺 

特に報告なし 

 

○監事より 

小川監事 

6 月 19 日に土曜日事業と子ども食堂が同日に行われるので、両方に参加したい子どものために

別日での開催を検討してほしい 

7 万円以上（会則では 3 万円以上）の支出は、八役会議での承認が必要とのことだが、この上限

について、別途協議してほしい 

各委員会サポーター委員募集について、もっと早い段階 10 月と 11 月ごろから、どのような活動

をしていただくのかを明確にしていってほしい 

鵜飼監事 

サポーター委員の活動内容を詳しく示すことによって、もっと関心を持ってもらえるのではないか

と思うので、募集の方法を考えてほしい 



 

○その他 

徳田三上台区長から、オリンピック聖火リレーを行う沿道の草刈りを行いましたので、密にならな

い程度に、応援に来て下さい 

浅井会長より、すくすく会議の中で高齢者のワクチン予約サポートができないかを提案する予定

です 

 

 

承認署名 



菩提寺山散策路チエックシート
１．不具合は無し 点検日
２．少し劣化あるが通行に支障なし 点検者
３．1か月以内に対策必要 記入者
４．次回（1週間以内）対策必要 対策実施確認
５．すぐに対策必要（対策出来るまで通行禁止）
  ＊該当するマスに〇印を記入し、下のマップに印を入れる。

No 点検項目 1 2 3 4 5 備考 対策予定日
1 落葉、枯れ枝の散乱状況
2 設置ロープの緩み状態
3 設置ロープの損傷状態
4 散策路に倒木は無いか
5 案内看板の取り付け状態
6 散策路に草が伸びていないか
7 設置階段の破損はないか
8 散策路に通行できない箇所はないか
9 その他の不具合はないか

具体的箇所に◎印を入れる
      まちづくりセンター

   菩提寺公園
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菩提寺山散策路整備マニュアル 2021年5月10日

菩提寺山のハイキングコースが観光協会の発行しているマップに掲載されるようになり、
菩提寺山を訪れる人も次第に増えてきつつあります。他府県から来ている人も多く、この
人達が山に入り、散策路を通行中トラブルが起きないように定期的にチェックし、不具合
をなくしていく必要があります。このために整備マニュアルを決めて実施して行きます。

１．落葉や枯れ枝が散策路に散乱していないか。
秋から冬にかけて落葉が多くなり、落葉で滑って転倒する場合がある。また枯れ枝
などに足を引っかけて転倒する場合もある。歩くのに不具合がないかチエックする。
枯れ枝などは、散策路から撤去する。落葉は後日掃き掃除を行う。

２．設置ロープの緩みがないか確認する。
ロープは立木に括り付けているが、緩みが出ると、ロープにつかまった時に体のバ
ランスを崩して転倒する恐れがある。緩んでいる場合はロープを張り直す。

３．設置ロープの損傷状態
設置ロープは数年で劣化が起こり、切れてくる場合がある。ロープに傷がないかを
チエックする。不具合があれば、後日ロープを交換する。

４．散策路に倒木はないか。
台風や大風、大雨などがあると、遊歩道の上に倒木が被さって通行出来なくなる。
自力で切れるものは切って処理する。大木で自力で処置出来ないものは菩提寺生産
森林組合に連絡し対策を依頼する。

５．案内看板の取り付け状態の確認
小学生に作成してもらった案内看板は麻縄、シュロ縄などで取り付けてあったが、
時間と共に劣化して外れる事がある。順次結束バンドや針金などに交換していく。
描いてある絵は消えてくるが、テプラ―で付けた文字が読めなくなっていたら交換
する。

６．散策路に草が伸びていないか。
シダ類や笹などが伸びて散策路が見えなくなると道を間違う恐れがある。歩きやす
いように刈り取る。

７．設置階段の破損はないか。
散策路に丸太で階段を設置している箇所があるが、丸太を止める杭に木を使ってい
る所があるが、劣化して抜けた箇所があると、足を掛けた時に外れて転倒する恐れ
がある。順次鉄棒に交換していく。

８．散策路に通行できない箇所はないか。
大雨などで倒木があった際に、根こそぎ倒れて散策路の一部が削りとられて通行で
きなくなっている事がある。通れない場合は、対策完了までの間、散策路入口に通
行止めの看板を設置する。

９．その他の不具合はないか。
散策路の途中に枯れ木が倒れそうになっていたり、スズメバチの巣があったりして
危険な箇所がないか、確認する。スズメバチの巣は業者に依頼して撤去する。

                          菩提寺まちづくり協議会 
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