
令和 3 年度 第 3 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 3 年 6 月 9 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 

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 和田(三上台自治会長) 志賀(みどりの村自治会長)  

服部(サイドタウン自治会長)  眞野(菩提寺副区長) 西田(イワタニ自治会長)  

欠席者 小川監事 高野(北山台自治会副会長)  小野(近江台書記広報)  

 

会長報告  川上副会長 

１） 【報告】コロナ感染状況 

ワクチン接種が開始しましたが、依然厳しい状況です。気を緩めずに対策をお願いします。 

ワクチン予約が困難な方に対して、すくすく会議の皆さんのご協力のもと、まちセンにて予約支援を

行っています。６月１１日までの予定でしたが、来て頂ければ支援します。 

（補足） 

6 月 11 日以降もまちセン事務所でサポートします。（9 時～17 時） 

 

２） 【承認事項】社協より サークル発表をオンライン配信したいとの問い合わせ（依頼） （前回は北

中ブラバン→ケアハウスへ配信） 

これに限らず、多目的ホールにて TV 会議やサークル発表配信を行うための機器をそろえる必要

あり。 

とりあえずオーディオインターフェース（約１万円） ウェブカメラ（約３５００円） LAN 中継器（約１万

円）およびルーターの買い替え（老朽化による）（約１．５万円） 

を購入。  高齢福祉課からも別件で同様の要請あり。 

他の音響システムは自治会借用またはホール設備を使用 

 

ウェブカメラ 

LAN 中継器 



（質問） 

コロナ関連の事業として、市からの補助金はもらえないのか？ 

（回答） 

市に問い合わせたが、まち協の予算で実施してくれとの回答がありました 

（質問） 

このシステムにより、どこまで配信できるのか？ 

（回答） 

パソコンを持っていれば、どなたでも配信を受けることができる 

（決議） 

全員賛成により承認されました 

 

３） 【報告】自治会からの派遣について 

各委員会への割り振りは下表のとおりとなりました 

選出区 お名前 
委員会 ＰＪ 

地域活性化 文化芸術 福祉・安全 子ども育成 土曜日事業 体育親善 

サイドタウン 住田 邦子 ●      

三上台 松井 喜之   ●    

近江台 西池 明美   ●    

近江台 小野 雅史    ●   

イワタニランド 今村 恵次     ●  

みどりの村 阪口 久美子  ●     

みどりの村 金子 晃次 ●      

北山台 原田 美代子    ●   

北山台 加野 晴樹  ●     

菩提寺 松本 猛     ●  

（要望） 

菩提寺の松本さんは、体育親善の委員で推薦したが、土曜日事業になっているので、本人から承

諾を得て下さい。 

 

４） 【連絡】地域運営組織の見直しワークショップ 

６月９日（水）・７月１０日（土）９：００～１２：００ 総合体育館 

まち協より３名（会長・副会長・事務局長）・区長 

区（自治会）・まち協の組織・事業の見直しが開始されました。 

 

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」の開設について 

１） ５月度（5/15 開催）  



・メニューは「ビーフシチュー」、 “遊びと学ぶ”は実施しなかった。 

・参加者 88 名（子ども：55 名 保護者 33 名） 

・参加費合計 15,400 円（子ども 100 円/名 大人３００円/名） 

２） ６月度（6/19 開催予定） 

・スタッフ会議は 6 月 15 日(月)19 時 30 分～ 

・メニューはハンバーグプレート（ロコモコ） 

＊土曜日事業と同日開催となっていたために日程変更を考えましたが 

土曜日事業が中止になったため、当初日程で開催します。 

３） 7 月度（７/１７）開催予定 

・メニューは未定 

４） 子ども食堂への寄付 

・㈱平和堂様から平和堂商品券  24,000 円分 

・ＪＡバンク滋賀信連様から農協全国商品券   8,000 円分 

・野菜の提供（社協を通じて） 

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 

・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しました。 

・健康福祉部から服部理事が出席され、湖南市の新型コロナウイルスワクチン接種状況と接種券

の発送スケジュールの説明がありました。 

２） 「すくすく会議」（協議体）の開催 

・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 名にも出席いただきました。 

（従来は代表者のみ） 

・検討テーマは「独居高齢者の見守り」に集中しての意見交換を行い、取組みの方向性を決定し

ました。 

・新型コロナウイルスワクチン接種の予約について、相談窓口を 5 月 24 日～6 月 11 日の間、菩

提寺まちづくりセンターに開設することを決定。 

相談窓口役として会議の参加者に協力を要請しました。 

・次回開催は７月３０日（金）19 時～ 

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 

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の参加をいただきました。 

３） 内容 

・市危機管理・防災課から福山課長と長井氏の出席をいただき、災害発生時の情報連絡ルート・

方法等についての説明をいただきました。 

・連絡会として「菩提寺まちづくりセンターの避難所立上げ・運営マニュアルの作成」を優先して取

り組むこととしました。 



４） 次回開催は 7 月 31 日（土）19 時 30 分～ 

４． まち協カフェの開設 

・５月７日オープン（毎週月、水、金 11 時～16 時） 

５． 支えあい推進活動 

１） 安心応援ハウス事業 

①5 月に開設の許可が出て、５/12 に第 1 回目の開催を一部の広報で実施しましたが、参加者

は残念ながら有りませんでした。 

②6 月はポスターと口コミでの開催周知を実施 

・「こけ玉作り」と銘打って 6 月 9 日に開催 

・16 名の参加がありました。 

③今後、広報を毎月 1 回実施予定。広報の方法については検討中 

④7 月はシソジュースを作って、夏に向けて健康講座開催予定 

（講師：稲岡さん＝みどりの村・管理栄養士）予定。 

２） ささえあい新聞発行 

・５/12・・・ささえあい新聞春号（第 4 号）発行 

３） コロナワクチン接種予約の支援実施 

 ・相談窓口担当者として、民生委員､近江ちいろば会､ボランティア､ まち協役員に協力をいた

だきました。 

・来訪者は延べ人数１０名 

 予約ができない人や予約はしたが出来ているか心配で確認という方が多かった。一度目に予

約支援をして二度目も頼ってきてくださった方も居られました。 

 

【各区・自治会への依頼事項】 

１．独居高齢者の見守り活動への協力要請 

１） 経緯 

・第 3 回すくすく会議（地域支えあい活動を推進するための協議体）にて、「独居高齢者等を対象

とした見守り活動の実施」を区長・民生委員・まち協として推進していくことに合意を得ました。 

２） 見守り活動を進めていく上で、民生委員の協力と自治会の協力が不可欠であり、 

① 民生委員の方々には 

・独居高齢者等の見守り活動を行うために名簿を作成することの協力を要請 

・名簿の作成は、民生委員の方々が担当している独居高齢者を訪問して、活動の主旨を説明し

た上で、情報を開示いただけるか確認していただく。 

・訪問活動は「敬老の日」を中心に考えています。 

・そのうえで、具体的な見守り活動に参画をいただく。 

各自治会に対して 

・自治会が把握されている独居高齢者や見守りが必要と思われている方々 に対して見守り活

動を実施していくことへの協力を要請。（名簿作成も含めて） 

・見守り役は対象者の意向や自治会の特性によって複数の方法を考える。 

例えば 班長･組長･ブロック長による見守り（回覧の状況等での気づき） 

ご近所の方の日常生活での気づき（夜,明かりがついていない、郵便受けが満杯、洗濯物が干



されていない等） 

見守りサポート隊のボランティアを募集 

定期的な訪問 

（現在も民生委員や日赤奉仕団の方々がされています。） 

② 具体的な見守り方法 

・各区の特性に合わせて、関係者が集まり協議して進めていきます。 

③ 各自治会での検討結果の報告 

・上記の内容を自治会内で検討いただき、協力の可否を次回合同役員会に報告いただきたい。 

（補足） 

自治会協力の依頼内容については、別途、巻末に詳細を添付します。 

 

【参考情報】 

■新型コロナウイルスワクチン接種券発送情報（湖南市の情報サイトから） 

・5 月 25 日（65 歳から 69 歳の方） 

・6 月 15 日（基礎疾患のある方） 

・6 月 22 日（60 歳から 64 歳の方） 

・6 月 29 日（55 歳から 59 歳の方） 

・7 月上旬（50 歳から 54 歳の方） 

・7 月中旬（40 歳から 49 歳の方） 

・7 月下旬（35 歳から 39 歳の方） 

・8 月上旬（30 歳から 34 歳の方） 

 

○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歴史講座の計画 

8 月 29 日（日）13：30～からに決定。 

講師：藤岡英礼氏（栗東教育委員会） 教育委員会を通じて依頼した。 

内容については後日打ち合わせをして決める。 

②菩提寺山（歴史の小径含む）の年間整備計画を決めた。日程を地権者に連絡する事にした。 

６月２７日（日）9：00～11：00  7 月２４日（土）9：00～11：00 

８月２１日（土）9：00～11：00  9 月１８日（土）9：00～11：00」 

10 月１６日（土）9：00～11：00 11 月２７日（土）9：00～11：00 

２月１９日（土）9：00～11：00  ３月１９日（土）9：00～11：00 

天候やコロナなどのために中止、変更があるかも知れませんが、出来るだけこの日程で進めま

す。 

（質問） 

菩堤寺山（散策路）整備は、どこが主体なのか？ 

（回答） 

まち協全体で本来行うもの 

（質問） 



自治会の協力を求むとのことだが、どこに集合するのか？ 

（回答） 

集合場所の地図を巻末に添付するので、参考にしてほしい 

 

2. 歴史文化資料室の活動 

① 昨年度から引き続き、菩提寺の史跡や社寺の紹介 DVD の作成をしていく。 

・編集会議を開きながら台本を作成していく。出来たものからナレーションを依頼して録音する。 

6 月 5 日（土）編集会議   ６月７日（月）録音日 

3. 今後の予定 

① 歴史の小径整備作業 ６月２７日（日）9：00～11：00 朝 8：00 時点で雨の場合中止 

② 次回定例会 ６月２８日（月）14：00～16：30 

 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる場合があります。 

 

○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、 各区よりのまち協への推薦者 

地域活性化委員会への推薦者への連絡 

サイドタウン区より 住田邦子さん、みどりの村区より金子晃次さんへの連絡を行い 6 月 12 日（土）

に実施する竹林整備に見学をしていただき、地域委員会での活動内容の説明を行います。 

 

2、 粉砕機の防音工事 

6 月 12 日（土）前回の作業に引き続き作業環境の改善と騒音の測定を行いながら、60db 以下に

なるように防音シートの張り方を変えてテストを行う。 

 

3、 椎茸、平茸、なめこの育成 

防音工事の同日に手分けをして、椎茸のほだ木の本伏せを行う。 

朽ち果てたほだ木を廃棄して、入れ替えを行う。 

平茸、なめこは、乾燥具合をみて、散水を行う。 

 

4、 県立大学フィールドワーク 

  6 月 7 日（月）に県立大学より竹の伐採依頼が有り青山さんに対応してもらいました。 

  今後の施設製作の研究に使用との事です。 

（補足） 

6 月 16 日に定例会を開催し、そのときに新委員 2 名も含めて、実施します 

 

○子ども育成委員会報告    柴田委員長 

1. 子供育成委員会 新メンバーの紹介  小野 雅史さん（近江台） 

（補足） 

新委員の原田さんは、7 月から参加していただけます 



2. サポーター会議 

日時： 6 月 21 日（月）19 時〜 まちセン多目的ホール 

議題： 開催に向けてのスケジュール確認 

案内： 郵送（６月４日） 

    愛のひと声あいさつ運動 

    土曜日事業支援（ポンポン船作り） 

    まちづくりフェスタ（ハリキリンピック） 

    すくすく広場 

メモ：案内文とイベント概要を作成し、各区長様よりサポーター様へ渡して頂く。 

   サポーター会議で使用する名札作成（メンバー 一覧データを平塚さんへ送付） 

 

3. 事業計画の具体的な運用 

・夏休み夜間巡回 

日にち： 7 月 23 日（金）24 日（土）から 8 月 27 日（金）28 日（土）まで毎週金・土 

時 間： 21:00〜22:00   ６週間 計 12 日 

内 容： 菩提寺小〜菩提寺北小校区巡回 

        メンバーは男性のみ（2 名/回） 

        まち協軽トラック使用 

        ベスト・懐中電灯はまちセン駐車場 

        巡回日誌記入 

・愛のひと声あいさつ運動 

日にち： ９月 6 日（月）〜12 月 6 日（月）まで毎月第一月曜日開催 

時 間： 7:30〜8:00  4 回 

内 容： 菩提寺小・菩提寺北小校門付近 

メモ：日程・回数について過去資料再確認する。 

・土曜日事業支援（ポンポン船作り） 

日にち： 8 月 28 日（土）13:00 受付 13:30 スタート（事前予約必要） 

内 容： 平塚さん資料参照 

メモ：8 月 21 日（土）9:00〜11:00 委員会と中学生サポーターにてリハーサル実施 

・まちづくりフェスタ（ハリキリンピック） 

日にち： 10 月 24 日（日） 

時 間： 集合９:00 スタート 10:00 終了 12:00 

内 容： 未定 

メモ：内容について昨年までの内容を踏襲しつつ新しいアイデア検討していく。 

・すくすく広場 

日にち： 2022 年１月 30 日（日） 

時 間： 集合 11:00 スタート 13：00 終了 16:00 

 

次回委員会   2021 年 7 月 5 日 （月） 

 



○土曜日事業案内チラシ    永田リーダー（代読 浅井会長） 

          

 ６月に予定していました第一回と第二回は残念ながら両校の希望で中止となりました。  

           

 ７月８月の夏休み期間中の土曜日事業は小学校の希望で開催予定をしています。  

          

 夏休み前に参加者募集を予定しています。      

    

○自治会からの連絡・要望等 

菩提寺 

真野代理区長は、副区長となりました 

今後、区に依頼される場合は、別途詳細資料を用意して下さい 

三上台 

今年 3 件の車へのイタズラ事件が発生しました（タイヤの空気抜きや車体へのキズ付け） 

なにか対応があれば教えてほしい 

7 月 4 日に河川愛護の清掃を予定している 

イワタニランド 

6 月 12 日に大山川の草刈りを予定していて、6 月 27 日に一斉清掃を予定しています 

コロナの影響で、役員会の規模を縮小している 

みどりの村 

6 月 27 日に一斉草刈りを予定している 

夏祭りの開催を検討中です 

ハイウェイサイドタウン 

第一回 中止
第二回 中止

第三回 菩小 未定
第三回 北小 予定

第四回 菩小 未定
第四回 北小 予定

第五回 菩小 未定
第五回 北小 予定

菩小 未定
北小 予定

菩小 未定
北小 予定

9:00〜12:00

第七回

合同 8月21日(土)
日程未定

合同 8月28日(土)
日程未定

ポンポン船を作ろう 9:00〜12:00

第六回 歴史ワークショップ＆こども食堂

9:00〜12:00

9:00〜12:00

夏休み 絵画教室

9:00〜12:00

9:00〜12:00
9:00〜12:00

夏休みわくわく教室
19:00〜21:00

8月7日(土)
8月7日(土)

夏休みわくわく教室宿題を済まそう

夏休みわくわく教室宿題を済まそう
夏休みわくわく教室宿題を済まそう

夏休み 絵画教室

7月24日(土)

7月31日(土)
7月31日(土)

６月１９日(土)
魚つかみ

ホタル観賞

夏休みわくわく教室宿題を済まそう

  土曜日事業支援プロジェクト予定

６月１９日(土) 9:00〜12:00

7月24日(土) 9:00〜12:00



6 月 6 日河川一斉清掃を実施しました 

まち協を通じて、公文から自治会館を借用出来るかの質問があったが、営利目的では貸出不可

として回答しました 

北山台 

6 月 6 日ブロック長による一斉草刈り、グリーンクラブによる公園の草刈りを実施した 

7 月 4 日に河川愛護の清掃を予定している 

近江台 

夏祭りを何らかの形で実施したい 

7 月 24 日に下記のように実施で検討中 

各家庭にて、提灯を掲げ、バーベキューを実施（材料の販売や道具の貸出を区が行う） 

子ども会では、神輿担ぎ 

夕方、防災キャンプと花火を実施 

7 月 4 日に河川愛護の草刈りを予定している 

各区において、自治会に入会されていない方のゴミステーションの使用状況について質問があり

ました。時間が遅くなりましたので、次回の合同役員会で引き継いで行います 

 

○監事より 

鵜飼監事 

皆さん、コロナ禍の中、色々活動されていて、感謝します。くれぐれも熱中症対策を怠らないよう

お願いします。 

 

○その他 

特になし 

 

承認署名 



区長・自治会長 殿                  2021 年 6 月 14 日 

                             菩提寺「すくすく会議」 

                                 菩提寺まちづくり協議会  

                                                        福祉安全委員会 浅井長美 
 

独居高齢者等の⾒守り活動への協⼒依頼書 
□経緯 

 ・第 3 回すくすく会議（地域支えあい活動を推進するための協議体）にて、「独居高齢

者等を対象とした見守り活動の実施」を区長・民生委員代表者・まち協として推進し

ていくことについて合意を得ました。 

 ・見守り活動を進めていく上で、民生委員の方々の協力と各自治会の協力が不可欠とな 

ります。 

・民生委員の方々は既に独居高齢者を対象に見守り活動を実施されておりますが、個人 

情報守秘義務から、区長、自治会は、おかれている状況を把握し難い状況にあります。 

 ・今回、民生委員には、担当されている独居高齢者宅を訪問して、見守り活動の主旨を 

説明した上で、情報を開示いただけるか確認していただく活動を展開いただきます。 

（現在、菩提寺北学区・菩提寺学区の民生委員代表者を通じて協力要請中） 

・この訪問活動で得られた情報をもとに、関係者が個々の状況に応じて見守り活動を展 

開したいと考えています。 

（訪問不要、見守り不要と言われる方も居られると認識したうえで何ができるか。） 
 
□各区・自治会にお願いしたいこと（以下の２点） 

①区・自治会内独自で把握されている独居高齢者等「見守りが必要」とされている名簿

があれば区長・民生委員に情報提供をいただくこと。 

②上記の名簿と民生委員が訪問して了解を取り付けた独居高齢者の情報をもとに、関係

者が集まり、個別対応の見守り活動の計画・実施に取組むこと。 

見守り活動の具体的方法を上げれば（例えば） 

・班長・組長・ブロック長による見守り（回覧の状況等での気づき） 

・ご近所の方の日常生活での気づき 

（夜､明かりがついていない、郵便受けが満杯、洗濯物が取り込まれていない） 

・見守りサポート隊ボランティアを募集しての見守り活動の展開（計画・実施） 

・定期的な訪問（現在も民生委員や日赤奉仕団の方々がされています。） 

 ●上記２項目について、自治会内で検討いただき、活動に賛同いただけるか、否かの 

  回答を 7 月のまち協合同役員会（7 月 13 日）で報告いただけるようにお願い申し 

  上げます。 

●短期間での検討のお願いとなります。検討期間が更に必要であれば､その旨を申し出て

下さい。 
 
□見守り活動を進めていく上での留意点 

①各区・各自治会の実態・特性に合わせた見守り活動を展開していきます。 

②24 時間・365 日の見守り活動は不可能であり、不測の事態に対して「もっと気をつ 

けて見守っていたら」等の責任を感じていただくことは有りません。 

 ③複数の見守り活動によって、今までより少しでも改善して行こうとするものです。 

 ④年々高齢化が進んでいる菩提寺地域において、民生委員の方々の負担が増えています。 

これらの活動により、地域の関心・意識が高まることにより、民生委員の負担軽減を 



図り、今後の民生委員確保に寄与するものと考えます。 

【参考資料】 

１．地域支えあい推進活動（事業）とは 

 私たちの住んでいる地域において、支えあいを必要とする「高齢者」「障がいのあ

るかた」「介護をしている家族」「子どもだけで留守番している家庭」「子育てに悩

むお父さんやお母さん」「地域生活に戸惑う外国籍のかた」など、手助けを必要と

している人が多くおられます。 

 地域のさまざまな課題に目を向け、地域で支えあうことが必要ですが、支えあいを

求めている側と支える側の橋渡しが必要です。 

 菩提寺まちづくり協議会は昨年から、困っておられる方々の相談窓口となる「専任

の地域支えあい推進員」を配置しました。また地域の課題を洗い出し、地域の支え

あいを推進するための調整役となる「地域支えあい協議体」も発足させました。 

 菩提寺地域は高齢者が多く住まわれており、まず高齢者の支えあい活動を優先して

取り組んでおります。菩提寺地域には７5 才以上の独居高齢者が１５５人おられ、

その安否確認が大きな課題となっております。 

 下の図は高齢者の支えあいの「めざす姿（ネットワーク）」示すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．地域支えあい推進協議体（名称：菩提寺「すくすく会議」）とは 

①構成メンバー 

・７区の区長、民生委員代表者（菩提寺、菩提寺北）、各区民生委員１名 

・菩提寺まちづくり協議会（会長､副会長､福祉安全委員会）、地域支えあい推進員 

・協議体の活動主旨に賛同いただいた団体、法人 

近江ちいろば会、日赤奉仕団、健康推進委員、甲西北中地域コーディネータ— 

他ボランティア団体 

・関係する行政機関、社会福祉協議会 

②会議開催 

・２ヶ月に１回開催（原則、奇数月の第３金曜日 19 時～） 

③会議の内容 

・高齢者の困りごとを集約して組織としての支援策を検討.。 

その上で実行組織を調整します。 

・地域の課題、ボランティア団体・福祉法人等の課題（支えあいが必要な課題と 

 



支える側の課題）を共有化し、課題解決策を検討、実行組織の調整をします。 

以上 



  * 歴史の小径の場所の地図です。赤色で書いてある部分が歴史の小径です。入口前の県道を挟んだ
 所に藤森工業の土地が有りますが、ここに車を置かせてもらっています。歴史の小径の整備作業
 の日は、９：００までに歴史の小径を入って２０ｍぐらいの所に三体地蔵が有りますので、この
 前に集合して下さい。当日朝８：００の時点で雨の場合は中止します。

菩提寺まちづくり協議会 文化芸術委員会
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