
令和元年度 第 4 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録 

    日時：令和元年 7 月 10 日(水)  19:30～21:30 

    場所：菩提寺まちづくりセンター第 2 会議室 

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 

区 長 廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台)  松本(近江台) 溝口(サイド) 

自治会 眞野(菩提寺代理区長) 宇野(北山台自治会副会長) 木森(みどりの村自治会副会長)  

山田(イワタニ自治会長) 安田(近江台自治会会長) 

欠席者 永田(イワタニ区長)  谷口(三上台自治会長) 

 

会長報告 

1．【連絡】甲西北中学校との連携 

 本年度より甲西北中学校が CS(コミュニティースクール)として運営を始めました。それを契機とし、

北中では学校と地元との交流を深める事をやっていきたいとの事。 

そのために、まずは生徒たちがフェスタに参加する事を検討して欲しい。また、地元の方が学習ボラン

ティア等のかたちで、どんどん学校へ来てほしいとの話がありました。 

我々まち協としては、 

①１つの模擬店を企画段階から生徒にまかせる。 

②まちカフェの運営も生徒に任せる。 

③ブラスバンドの参加。(顧問の先生との確認必要） 

④美術部の出展。(顧問の先生との確認必要） 

⑤美術部によるポスター作成。 

等を提案しました。 今後、実現に向けて検討していきます。 

ただし、①②に関しては、まち協より 1人以上のアドバイザーを付ける。 

2．【連絡】まちづくりフェスタ２０１９の開催日を 10月 27日(日)とし、準備をスタートします。 

 （詳細は議事の中で説明） 

3．【検討項目】8月度の合同役員会議の予定は 1週間早めて 8月 7日(水)に変更を提案。 

理由は本来の第 2水曜日は 8月 14日で、盆の最中であるため。 

 

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 

１．６月度活動報告 

1)6 月 15 日（土）第 20 回「すくすく食堂」開催結果報告 

①参加者：未就学児 11 名 小中学生 55 名 保護者 24 名 計 90 名 

・上記に加えて、調理スタッフとしての新たに 2 名の体験参加あり。 

・参加費は合計 13,800 円。 

②メニューは「チキンの香草焼き＋肉団子＋野菜＋サフランライス」､お味噌汁､リンゴ 

③“遊び・学ぶ”は「ボッチャの競技体験」⇒県ボッチャ協会の指導を得て実施 

   ・多目的ホールに４面のコートを設置、４ブロック１６チームに分かれて実施 

   ・ルールも簡単で、安全な屋内競技 

2) 第３回湖南市防災士設立準備会の報告 



  ①開催日時：6 月 22 日（土）19 時～21 時 サンライフ甲西 

  ②参加者 粟津副会長、浅井 

  ③議事内容  

   ・地域説明会で出された意見の集約結果報告（活動内容、組織、会費、その他） 

   ・規約案（目的、事業内容、組織体制）←地域説明会で出された意見を反映 

   ・役員は会長、副会長 2 名、会計、事務局長、事務局次長、監事 

   ・各区 1 名の幹事を推薦いただき、その中から役員を選出する。 

    （地区によっては､まち協にて幹事を選出することも認める。構成区の総枠範囲で） 

   ・市からは顧問として参画 

   ・会費は各区からの拠出⇒人口または世帯数比例をベースに検討（上限も検討） 

   ・今後のスケジュール 

    再度、区長会とまち協会長会議に検討結果を報告する。その後、区長の協力を得て各区の防災

士に案内書（市が作成した入会確認書）を配付する。⇒7 月 

   ・幹事の選出（各区）、幹事名の作成（市事務局）⇒8 月 

   ・第４回防災士会準備会開催（役員体制の素案）⇒8 月～9 月 

   ・防災士会設立総会⇒10 月 

  (確認意見) 各区の防災士への案内書はどこが出すのか 

  (回答) 湖南市が出します 

  (意見) DIG 研修が提案されており、入会の案内を合わせたほうが良い 

  (回答) 防災士会に確認します。一任ください 

 

２．今後の活動予定 

1) 7 月 20 日（土） 第 21 回「すくすく食堂」の企画 

   ①食事の内容 「そぼろどんぶり＋お吸い物」 

②“遊びと学ぶ”は、 水鉄砲の製作 

  ③ 事前スタッフ会議兼福祉・安全委員会 7 月 16 日（火）19:30～ 

2) 8 月 22 日（木）第 22 回「すくすく食堂」(夏休み期間中)の企画 

   ① 食事の内容 「夏カレー」 

②“遊び・学ぶ” 「歴史検定（土曜日事業）」⇒文化芸術委員会、土曜事業ＰＪ 

③ 事前のスタッフ会議  日程調整中 

3) 9 月 21 日（土） 第 23 回「すくすく食堂」の企画 

① 食事の内容 候補「ハヤシライス」 

   ② “遊び・学ぶ” 「天文工作（土星模型）」製作 

      ・湖南天文同好会の協力を得る 

   ③ 観望会（雨天中止）⇒19 時より（駐車場を区切って） 

4)ひとり歩き高齢者の発見・保護訓練の実施 

   ①全体スケジュール 

第 1 回勉強会（キックオフ） 

兼人権まちづくり懇談会 

2019 年 9 月 8 日(日) 18:30～ 

案内チラシは８月初旬に発行 

依頼内容は 7 月の合同役員会にて説明 

対象者：人権まちづくり推進員、訓練参加予定者 



第 2 回勉強会 

・発見・保護訓練要領（体制､役割） 

2019 年 10 月 1３日(日) 18:30～ 

対象者：発見・保護訓練参加者（体制確定） 

  民生委員・児童委員の協力者 

発見・保護訓練実施 

訓練終了後、全体報告会 

2019 年 11 月 24 日(日) 各区： 8:45～ 

             全体：11:00～ 

 

  ②第１回勉強会（9 月 8 日）の開催要領 

   □各区・自治会への参加要請⇒開催案内（本日、内容を確認いただく） 

区長、自治会代表者に電子データを送信します。 

   □参加要請対象者 

・各区の人権まちづくり推進員＋発見・保護訓練参加予定者 

           （出来れば自治会役員も参加下さい） 

    ・参加者名簿の提出（8 月 31 日迄に）⇒名簿様式は開催案内と一緒に送信します。 

    ・発見・保護訓練は 2 人で 1 チームとなり、捜索隊を結成します。 

     各区で 4 チーム（8 名）を目標に参加下さい。 

   □勉強会の内容 

    ・認知症を理解いただき、発見・保護訓練のこれまでの経緯・目的・意義を知っていただく。 

    ・地域支え合い推進活動の具体的事例として位置付けます。 

□人権まちづくり懇談会 

・人権まちづくり推進班員（市職員）への開催連絡⇒各区長から依頼下さい。 

    ・人権まちづくり懇談会の開催は、19 時 20 分～を予定しています。 

    ・テーマは高齢者の人権として「ここから歩き始める」のビデオを見ていただきこのビデオの

内容を参考に意見交換を行っていただきます。（進行役は区長） 

5)ふるさと防災チーム代表者会議の開催（協議事項） 

  ①目的  

・9 月 29 日(日)に各区で行われる防災訓練の一環として行う、地区連絡所（まちづくりセンター）

と各区との「トランシーバーを使用した情報連絡訓練」の要領を確認する。 

   ・各区のふるさと防災チームの課題を出し合い、菩提寺地域の防災活動と体制の充実を図ってい

きたい。 

例えば、防災計画の有無（平日の昼間に災害が発生した時、機能するのか） 

防災組織はどのようになっているか。 

住民の安否確認はどのような方法でするのか。 

各ふるさと防災チームの課題（悩んでいること） 

   ・避難所設営・運営マニュアルの作成に向けての協力依頼 

  ②第１回代表者会議日程案 

   ・8 月 31 日（土）19 時～ 菩提寺まちづくりセンター 

  ③参加依頼書の発行 

   ・7 月末に区長宛てにお送りします。 

   ・代表者は各区 1～2 名 

  (会長より) 9/29 に各区避難訓練が予定されている。代表者会議で訓練のことも確認してください 

 



○文化芸術委員会報告    田中委員長 

日時   2019年 6月 22 日（土） 

出席者  黒川隆志 脇坂良弘 副島京子 田中秀明 

１．歴史の小径整備作業 9：00～10：30 

   ・散策路の柵の補修 

２．定例会 11：00～12：00 まちづくりセンター事務室 

 １）．合同役員会及び総会の報告 

  ① 合同役員会の内容（文化芸術委員会に関係ある項目） 

   ・会長報告より 

   ＊ 管理・特に経費、物品の管理を本来あるべき姿にしていきたい。 

   ＊ 軽トラックの使用について。運転日誌を設置し、まち協以外の使用（自治会等）は燃料費を

頂く。 

 ２）．今年度の行事予定  

  ① 6月 8日（土）の第 12回歴史講座について。13：30～15：20 実施済み 

 テーマ「少菩提寺と関連の寺院」 

 講師  藤岡 英礼氏（栗東教育委員会） 

 参加人数 33名 

  ② 今後の予定 

    ・秋のフェスタに合わせた企画展 

  6月 26日に資料を持ち寄り、テーマを選定する。 

  企画展は 10月 21日～11月 30日とする。 

    ・企画展までの展示について 

  オープン当時の展示に近づける。歴史の流れを時代毎に見て行けるようにしたい。 

  展示パネルの大きさを考慮して、スペースを確保していく。 

  ③ 歴史ワークショップ 

 8月 22日（木）9：00～11：00 

 学年毎に資料室で展示を見ながら解説をする。その後、学年毎に部屋を分かれて菩提寺検定 

（小学生版）を受けてもらう。終了後、参加者に認定証を渡す。 

  ④ 今後の歴史講座 

 第 13回 11月 9日（土）13：30～15：30 テーマ：企画展に沿った内容にしたい 

 第 14回  3月 7日（土）13：30～15：30 テーマ：未定 

  ⑤ 土曜日事業（夏休み期間） 

 ・7月 25日（木） ・8月 1日（木）菩小かき氷 ・8月 7日（水）菩北かき氷 

 ・8月 22日（木）歴史ワークショップ ・8月 31日(土）ペットボトルロケット 

  ⑥ 歴史パネルセンター多目的ロビー展示 

 ・菩提寺小学校   9月中旬  40周年記念行事の前 

 ・菩提寺北小学校  2月中旬  11月の音楽祭の後 

 ３）．今後の予定 

  ① 6月 27日（木）13：30～滋賀県博物館協議会総会 琵琶湖博物館 

  ② 7月 11日（木）14：00～歴史文化資料室運営協議会 

  ③ 7月 20日（土） 9：00～ 歴史の小径整備作業   11：00～文化芸術委員会定例会 



○地域活性化委員会報告   浅井基委員長 

日  時：Ｒ元年 6月 19日（水) 19：30 ～ 21：10 

場  所：菩提寺まちづくりセンターまち協事務室 

出席者：浅井基義、井上光生、青山憲一、福島 昭、保田芳利 

1）合同役員会報告 

令和元年度第３回まち協合同役員会報告  ホームページを見ておいて下さい。 

備品台帳を整理し、新たに購入したもの等を追記して備品の棚卸しを実施する。 

2）北山台側、他の草刈りについて 

きずな会に依頼し、3点ほどの要望があり 

・草刈は 7月 21日（日） 暑いので朝 7時 30分から行う。予備日として 7月 28日（日） 

・近隣住民に騒音迷惑を掛ける(約 80軒に)案内文のポスティングを行う。 

・以前作業中に知らない人から、そこも刈っといてくれと言う経緯が有るので、草刈まち協の役員も

立会い作業を行う。 

・保険を掛ける。 

・草刈に関して、6 月 21 日 20 時から、きずな会会長、まち協会長、副会長、事務局長と、地域活性

化委員長で打ち合わせる。 

・当場所にタケノコが 6本生えているので伐採すると、相変わらずゴミが捨てられている。 

(会長より) 7/21は選挙投票日であり各委員会からも出席してください。7/17(水)までに地域活性化

委員長に連絡ください。 

3）コミニティースクールについて 

・甲北中川邊校長・コーディネーターと菩提寺まち協会長を含む関係者で、環境学習のあり方につい

て 6月 20日まちづくりセンターで打ち合わせする。 

4）今後の活動予定 

・カブト虫  7月 20日頃よりまちづくりセンターで販売予定。 

・ヒラタケ  9月 21日～23日  10時から 12時にまちづくりセンターで販売する。 

     8月 14日の合同役員会議で販売予定・方法を住民に回覧できるように配布する。 

     現物は 9月 14日に竹林からまちづくりセンターに移動する。 

・シイタケ  菌が打ててないのが多数あり、順次穴埋めしていく。追加購入 500 個 

・なめこ   出来たら、安全確認を含め地域活性化委員で試食する。 

5）その他 

・夏祭りの予定 (カブト虫を販売したいのでご協力を) 

   7月 27日  近江台、サイドタウン、三上台 

   8月 10日  菩提寺 

   8月 17日  イワタニランド 

   8月 24日  みどりの村 

 次回日程  7月 17日（水）19時 30分～ 

 

○子ども育成委員会報告   東良委員長 

日 時：令和元年 7 月 2 日（月）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、鵜飼八千子、平塚和行、大黒直子, 柴田栄一 



１、サポーター会議についての反省。6/17（月）19：30～20：30 

1）サポーター登録 50 名、参加者 27 名。（出席率 54％  昨年 57%） 

2）川上会長挨拶、木ノ下地域支えあい推進員の説明も、資料を用意くださり、的を射、引き締まっ

た会議となった。 

3）メインの夏休み夜間巡回・愛のひと声あいさつ運動と、その他の行事、ペットボトルロケット大

会・ハリキリンピック・すくすく広場を分けて資料づくりをし、説明したのが良かった。 

２、ペットボトルロケット大会。（土曜日事業） 

  日 時 8 月 31 日（土）9：00 受付 9；30～12：30 

  会 場 菩提寺小学校体育館とグランド 

  対象者 小学生（保護者同伴） 

  申込み 参加申込書に必要事項を記入し 7 月 16 日（火）までに学校に提出 

        (小学校担当は永田リーダー、中学生サポーターは東良) 

  ※ 雨天の場合はロケット作成のみを行い、発射大会は翌日（9 月 1 日）とする。 

    翌日も雨天の場合は中止とする。 

  試作・試射会は、8 月 13 日（火）10：00 よりまち協事務所、多目的グラウンドで行う。 

 (要請) カッターの刃は提供するので新品を使ってください 

３、湖南市青少年育成市民会議協働事業 

  1）6/21（金）イベントの作り方・考え方研修（鵜飼、平塚、大黒） 

      〃   理事会（東良） 

2）7/1 （月）社会を明るくする推進運動大会（大黒） 

3）8/24（土）滋賀県第 22 回中学生広場「私の思い 2019」 

     高島市藤樹の里文化芸術会館にて （大黒+サポーター1 名） 

４、その他 

  次回委員会 8 月 6 日（火）20：00 よりまちセンにて 

 

〇まちづくりフェスタ計画  川上会長    別紙：フェスタ実施要項参照 

  (意見) 実施体制の実行委員に自治会長名になっているが、合同役員会出席者が副会長である自治

会は合同役員会出席者の副会長としてください。 

  (回答) 副会長に変更します 

  (意見)  ①模擬店出店者に出店料を取られてはどうか 

      ②消防団の交通警備依頼は負担が大きい 

      ③駐車場に手間がかかるのに、駐車場は必要か 

  (回答) 会長に一任ください 

 

〇土曜日事業報告   永田リーダー欠席 前回報告されており今回報告なし 

  

○会計報告      中村会計  会計報告・予算実績対比表・監査報告参照 

  会計報告に引き続き、会計監査報告あり(適正に事務処理されており正当である) 

 (意見) 報告年度の扱い 平成ではなく令和に変えるべきではないか 

 (意見) 総会承認は平成 31 年度でありそのままでよい 

 (決定) 会長判断 そのまま平成とする 



 (意見) 会計報告は毎月でなく四半期でよいのではないか 

 (回答) 検討して次回報告する 

 

〇事務局       木ノ下事務局長 

7/18 支えあい推進会議第 1 回準備会議を民児協・区長会・まち協の代表者で開催する 

 

〇自治会からの連絡・要望等 

  議事内容が理解できていないことが多く、質問に迷う。 

  (回答) 丁寧な説明を心掛ける 

 

〇監事 

  各委員会も大変な事業ご苦労様です。甲北中の生徒たちの参加については安全に事故の無いよう注

意を心がけてください。 

○その他 

次回合同役員会日程の変更について 

原案 令和元年 8 月 14 日(水) 19:30～ 

変更案 令和元年 8 月 7 日(水) 19:30～ 

   賛成多数で変更案に決定 
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