
令和元年度 第 7 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 10 月 9 日(水)  19:30～21:10 

      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) 永田(イワタニランド)  松本(近江台)  

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) 谷口(三上台自治会長) 

    木森(みどりの村自治会副会長) 安田(近江台自治会会長) 溝口(サイドタウン自治会長) 

欠席  山田(イワタニ自治会長) 

 

会長報告      川上会長 

今月から平成 31 年度後半に突入しました。各委員会でたてた今年度の計画を再度確認し、計画と実績

がずれている部分に関しては調整をお願いします。もちろん計画に合わせるだけでなく、計画変更も視

野に入れて対応をお願いします。 

1．【依頼】台風 19 号対策 

大型台風 19 号が 12 日（土）に最接近する予定です。 

連絡所・避難所・まち協対策本部等の設置があるかも知れません。関係者は早目の対応をお願します。

また、前回の台風で動いたストッカーの固定等の事前処置もお願します。 

2．【連絡】湖南市都市計画マスタープランの見直し 

 現在、湖南市都市政策課が中心となり、湖南市都市計画マスタープランの見直しを行っています。 

その中の「地域別まちづくり構想」部分を各まち協にて見直しを行っています。 

最終的にはパブリックコメントを頂いた後に正式改訂となる予定です。 

3．【依頼】まちづくりフェスタに向けて 

各部会長を中心に準備が進められていると思います。ありがとうございます。 

各自治会の皆様への依頼事項は極力減らしています。 

その中で、駐車場の草刈、駐車場警備については皆様のご足労を無くす方向で進めています。 

残る部分については、今まで以上のご協力をお願いいたします。 

また、各部会担当の皆さん、大変とは存じますが、当日まで頑張ってください。 

 

協議事項及び承認事項 

○福祉・安全委員会活動報告(活動予定)   浅井長委員長 

報告事項 

１．9 月 21 日(土)第 23 回「すくすく食堂」開設 

・参加者：子ども 46 名 保護者 23 名   参加費：11,500 円 

・メニューは中華どんぶり（クッキーの寄付があり、土星模型製作後に提供） 

・湖南天文同好会の指導で「土星模型」を製作。夜の観望会は雨天のため中止 

２．子ども食堂に対する寄付の受領 

 ・平和堂様より菩提寺「すくすく食堂」に対して商品券 24,000 円の寄付をいただきました。（県下の

全子ども食堂が対象） 商品券を現金化してまち協会計に繰り入れました。 

３．地域防災力向上の取組み 



１）市の総合防災訓練（9 月 29 日）にまち協として対策本部立上げ 

□ 9 月 28 日 無線交信の事前訓練を実施（9 時～9 時 30 分） 

・交信できた区は「菩提寺、みどりの村、イワタニ、近江台」 

□ 9 月 29 日 ８時まち協対策本部立上げ 

・各区の状況把握⇒無線の交信状況も含めて、木ノ下事務局長より報告(別紙まとめ報告書あり) 

無線機による通報連携訓練 

 まち協対策本部・各区対策本部立ち上げ報告～訓練終了報告まで無線機報告の実施 

訓練での残された問題点 

  無線機交信不良 菩提寺区、サイドタウン区 (再度個別に交信確認の必要がある) 

(質問) 各区の安否確認はどのように行ったか 

(回答) ・北山台、イワタニランドから確認方法の説明 

    ・各区の想定設定の違い(風水害・地震)があり一律ではない 

２）湖南市防災会設立準備委員会第４回会議の結果報告 

□ 開催日 9 月 19 日 19 時～21 時（サンライフ甲西１階 大会議室） 

□ 決定された内容 

① 会の名称は「湖南市防災士連絡会」とする。 

② 負担金(会費）は各区定額（一律）負担とし、負担額は 7,000 円とする。 

    ・予算規模を 30 万円として 43 区で均等割りして算出 

    ・10 月 15 日の定例区長会にて説明 

   (意見) 自治会負担は決定していない。代表者を選出していない区も多くある。 

③ 設立総会 

・11 月 17 日(日) 9 時～12 時、防災センターにおいて開催する。 

・総会に合わせて記念講演会も開催の予定。   

④ 体制（役員選出） 

・各区から 1 名の幹事候補を選出。候補を全員幹事とする。  

・幹事候補の推薦は 9 月 19 日段階で 43 区中 27 区に留まっている。 

・第 1 回幹事会を 10 月 11 日（金）19 時から開催（開催案内送付） 

     事業計画・予算案の立案、役員選出は幹事会で行う。 

⑤ 湖南市防災会設立準備会は、第 4 回をもって終了する。 

４．菩提寺まちづくりフェスタ 2019「サークル等活動発表」の準備状況報告 

□ 9 月 18 日 19 時から第２回目の部会を開催済 

・「発表スケジュ－ルの決定」「リハーサル日程の決定」「運営の役割分担決定」 

  ・休憩時間を 30 分確保。終了予定は 15 時 15 分。終了後すぐに閉会式を行う。 

□甲西北中学校吹奏楽部の出演に当たって 

  ・10 月 26 日（土）楽器搬送 12 時 30 分～ ２ｔトラック＋軽トラ 

     「川上会長、浅井（基）、東良、浅井（長）、竹内」で対応 

  ・楽器は舞台裏の倉庫に保管、フェスタ当日の朝（8:15～）セッティング 

  ・当日の部員の移動手段⇒フェスタの巡回バスで送迎 

    迎え）甲西北中学校出発 8:00 

    送り）菩提寺まちづくりセンター出発 10:10（甲西北中学まで） 

  ・楽器の搬出⇒9:30～ 岩根まちづくりセンター手配のトラックが来ます。 



連絡・周知事項 

１．第 24 回菩提寺「すくすく食堂」の開設 

・10 月 19 日(土)11 時～14 時 

  ・メニューはミートスパゲティー 

・“遊びと学ぶ”はレイカディア「えにしの会」の協力を得る。 

  ・事前のスタッフ会議(福祉安全委員会と兼ねる)は､10 月 15 日 19 時 30 分から開催 

２．ひとり歩き高齢者発見･保護訓練第２回勉強会 

  □開催日時 10 月 13 日（日）18 時 30 分～20 時 30 分 於）菩提寺まちづくりセンター 

  □参加者  ひとり歩き高齢者発見･保護訓練参加予定者（各区の本部メンバー＋捜索隊） 

  □内 容  認知症サポーター養成講座（講師：地域包括支援センター＋社協） 

        訓練の概要と体制、役割の説明 

  □台風対応 台風 19 号の影響により、13 日 12 時の段階で「特別警報、暴風警報」が発令されて

いる場合は、11 月 10 日(日)18 時 30 分～に延期します。 

  (質問) 当日行うかの判断は自分でするのか  (回答)警報が出ていれば実施しない 

  (意見) 台風影響はなくなっているので出席することに決めてある。 

３．ひとり歩き高齢者発見･保護訓練「徘徊役・観察役」への説明会 

  □開催日時 11 月 8 日（金） 18:00 もしくは 18:30～1.5ｈ程度 

  □対象者  徘徊役⇒主として「社会福祉法人近江ちいろば会の職員」   

        観察役⇒各区の「民生委員・児童委員」＋「近江ちいろば会の職員」 

        各区の代表者１名（自区の住宅地図を持参して参加下さい） 

  (質問) 民生委員児童委員に案内を別途出すのか 

  (回答) 区長宛てに出席依頼をする 

  □説明会の内容 

・各区の代表者と徘徊役、観察役との顔合わせ 

・捜索エリアの確認、訓練開始前の集合場所の確認 

・各区・徘徊役・観察役への器材の引き渡し 

４．ひとり歩き高齢者発見･保護訓練実施 

  ・日時 11 月 24 日（日） 8:45～ 

  ・当日のスケジュール概要 

   各区への情報提供⇒捜索開始⇒各区の自治会館へ集合⇒菩提寺まちセンへの集合 

  ・各区とまち協本部との連絡は「無線機」を使用したい。 

  (質問) 無線機とは通信訓練で使用した簡易無線機のことか  (回答)そうです 

承認いただきたい事項 

１．簡易登録局用無線機２台の購入（事後承認） 

・計上項目「備品購入費」 金額 53,800 円 

・八役に確認をいただき購入（9 月 14 日発注） 

  (事後になった理由の説明) 市の無線機を借用予定が使えなかった 

    意見なく 承認 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

定例会日時  2019年 9月 14日(土) 11:00～12:30 



   出席者 黒川隆志、脇坂良弘、田中秀明 

１）歴史文化資料室関係 

① 今年度の企画展 

（10月 27日のまちづくりフェスタに合わせて実施する）10月 21日～11月 29日 

・菩提寺の旧小字名を調べて、現在の地図に重ね合わせて見られるようにしていく。 

・明治からの移り変わりをマップなどで見られるようにしていく。 

    現在の進捗状況 ・小字名が入った地図の作成 済 

            ・現在の菩提寺と小字を対比できる地図の作成 済 

    ＊10月 17日に資料室の展示変更を行う。 

 ② 歴史講座 

第 13回（11月 9日（土）13:30～15:30）に予定 

・講座のテーマ「昔の菩提寺の話」」 

   昨年度作成した「諸先輩に聞く、昭和前半の菩提寺」の冊子を作る時に、話を聞かせてもらった

方達に来てもらい、直接話を聞かせてもらう。現在 2名の方に依頼して了解済 

  依頼項目：歴史講座のチラシを各区で回覧をお願いしたい。 

２）ロビー展示 

・菩提寺小学校歴史パネル展示 9月 24日から 10月 4日まで実施した。 

・菩提寺北小学校歴史パネル展示 ２月中旬から約 2週間の予定で行う。    

３）土曜日事業 

  ・12月 7日（土）9：00 年賀はがき作り 各校にて 

  ・12月 21日（土）9：00 門松作り 菩提寺まちづくりセンターにて 

  ・12月 25日（水）書道教室 各校 菩提寺北小 9：00～  菩提寺小 13：30～ 

４）今後の予定  

  ・10月 17日（木）13：30～16：30 歴史文化資料室企画展準備 

  ・10月 20日（日）9：00～10：30 歴史の小径整備作業（雨天中止） 

                     協力していただける方、お願いします。 

11：00～文化芸術委員会定例会 

  ・10月 27日（日）菩提寺まちづくりフェスタ２０１９ 

   ※展示パネル用脚の状況報告があり、修理方法や不足分の応答があったが、合同役員会への報告

や議題ではないので割愛 

 

○地域活性化委員会報告   浅井基委員長 

１、まちづくりフェスタ模擬店部会 

・第二回模擬店部会は 10 月 10 日（木）19:30～開催。最終の確認と打合せを行う。 

・フェスタのテント配置は別紙  明日の第 2 回実行委員会にて詳細資料を配布します 

・テントの引取りが必要な自治会さんは、みどりの村区、サイドタウン区 

 時間はみどりの村 9 時 30 分、サイドタウン区 10 時 00 分位を予定。 

・甲西北中のサポートとして、社協の岡島さんが協力していただける。 

 (質問)マスク・手袋は着用するのか  (回答)食品を扱う模擬店は着用です 

２、今後の予定 

1）１０月２日県立大学との竹林整備内容の打合せ１７時３０分～ 



整備の日程は下記。整備内容として、安全に使用できるように補修の実施 

１号機、２号機の基礎部分の補修、竹扇門の補修、ブランコの補修、時間が有れば２号機に見晴台

の作成予定 

   ①10 月 18 日夜～20 日 

   ②11 月 22 日夜～24 日 

   ③12 月 13 日夜～15 日の合計 6 日間 

委員会も併せ竹林整備を行う。時間は 9 時～16 時まで。皆様のご協力をお願いします。 

どのような整備を行っているか見に来ていただき、一緒に行いませんか？？ 

  (意見) 防音シートはきちんと設置してください。 

2）滋賀県立大学生による甲西北中との環境学習（コミュニティースクール） 

  ①12 月 2 日（予備日 12 月 3 日）３クラス 

  ②12 月 5 日（予備日 12 月 6 日）２クラス   

朝８時５０分スタート  地域活性化委員会のメンバーも竹林整備を行う。 

 3）11 月 4 日湖南市若竹町 親子サークルおひさまっこ 30 名がバンブーハウスでネイチャー体験依

頼。10 月 5 日に連絡が取れ電話で打合せした結果、まち協としては何もする必要は無いと言うこ

となので、当日状況を見に行く予定。 

３、その他 報告事項です 

 1）９月２１日～２３日センターでヒラタケの販売３日間の売り上げは 18,200 円 

2）試験的になめこの菌打ちを行いましたが、倒木の桜を使用した為菌が廻らなかった模様で失敗で

した。来年を期待してください。 

 

○子ども育成委員会報告   東良委員長 

結果報告 なし 

予定      

１、2019 まちフェス、ハリキリンピック、 担当（鵜飼） 

  日時  10 月 27 日（日） 

  催し物  わなげ、ふりふり万歩計、りんごの木、吹き矢 

  対象者  未就学児～小学生低学年 

  参加予定人数  約 300 名（昨年 287 名） 

  サポーター   10/6 現在 11 名の登録（廊下の人員整理 2 名・サークル発表手伝い 2 名）を含む 

          人手不足にて、至急サポーターの枠を広げるように指示する。 

          粟津副会長より、北中ブースより若干名の応援可   

2、愛のひと声あいさつ運動、担当（東良） 

  9/2~12/16 まで、両小学校において計 10 回現在実施中 

3、すくすく広場、 担当（平塚） 

（社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生児童委員さんと協働） 

   予定日   R2 年 2 月 2 日（日）菩提寺まちづくりセンターにて 

  催し予定  今回は新しいイベントを企画します。楽しいクッキーづくり,みんなで豆まき鬼たいじ

は定番で行います。 

   対象者   未就学児 

参加予定人数  130 名（昨年約 130 名） 



サポーター   未定 

4、湖南市青少年育成市民会議協働事業 

  10 月 25 日（金）理事会 20 時（東良） 

  11 月 9 日（土）令和元年度滋賀県青少年育成県民大会 

          13：00～16：30 安土文化セミナリヨにて   （ 粟津、平塚、大黒） 

12 月 1 日（日）第 15 回湖南市青少年育成大会、青春（あおはる）祭  （東良、柴田他） 

 

〇事務局報告・連絡    木ノ下事務局長 

 ・まちづくりフェスタについて 

   フェスタ全体  まち協だより 39 号を配布説明 

   直近各区応援  作業内容減少の連絡  応援者提出済み照会と未提出区への再依頼 

(意見) みどりの村臨時駐車場はいらないのではないか 

     パネル引き取りは住民負担が大きい。次年度は軽減を検討してほしい。 

(回答) 検討します 

 

〇会計報告・監査報告   中村会計 

  別紙予算・実績対比表にて上半期報告 

  監事より監査報告  適正に事務処理されているので、正統でることを認める 

            下半期も適正に活動していただきたい 

  (質問) まちづくりフェスタの事業委託金はどこから何で入っているのか 

  (回答) 指定管理料の中にふるさとまつり事業委託金として予算化されている 

 

〇自治会からの連絡・要望等 

 サイドタウン  わんわんパトロール活動が受賞した。 10/13 河川清掃を予定したが延期 

 近江台     11/3 草刈を行う 

 イワタニランド 10/20 大山川草刈を行う 

 みどりの村   10/14 体育祭、11/10 又は 11/17 草刈(有償ボランティアで行う) 

 菩提寺     11/3 河川環境整備・草刈を行う 

 三上台、北山台   なし 

 

〇監事 

 まち協活動が佳境に入ってきました、皆さんご苦労様です。 

 

○その他 

 粟津副会長  グラウンド・ゴルフ大会説明会はバタバタの開催を謝罪します。 

        10/15 参加者申込締切です。 

以上 

 

承認署名   
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