
令和元年度 第 8 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 11 月 13 日(水)  19:30～20:58 

      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 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) 

欠席者 鵜飼監事 山田(イワタニ自治会長) 

 

会長報告    川上会長 

最初にまち協行事「まちづくりフェスタ」「親善グラウンド・ゴルフ大会」へのご協力に対し謝辞を述べ

た。 

１．【報告】まちづくりフェスタ 

 御蔭さまで大きな問題もなく終了できました。 

先日八役会議にて各部会の反省を行い、次のような反省点が挙げられました。 

・前年度に早く売り切れてしまった模擬店があり、販売数を調整頂く事を依頼しましたが、今年度も

同様に早く売り切れになっていました。各模擬店に再度「理解」を求める。 

・ゴミが相当量出た。（軽トラ一杯） 次年度は分別して廃棄してもらう。 

・テントの片付けは一斉に実施する事と決めていましたが、早く片付けようとして注意を受けた模擬

店がありました。 次年度も同様に周知しますが、模擬店側においても代表者から参加者全員に周

知して頂く事をお願いします。 

・共用のテント・テーブル等の片付けに人数が不足(担当が決まっていなかった)。 次年度は終了時の

片付け要員も指定（氏名記入）とする。 

・絵画の出展が少なかった。 募集方法を再考する。 

・展示物の搬入受付に一部混乱があった。受付を置く。また、事前に展示物のサイズを確認しておく。 

・ステージ関連で指示を出す人とスタッフの連絡方法を考える。（無線等） 

・音響セットが片付かず、翌日のホール使用者から苦情があった。 音響セットの見直しを行う。 

・写真撮影担当がいなかった。 次年度は担当を決め、準備段階から記録を残す。 

２．【依頼】役員選考委員の選出依頼 

 次年度役員を決定するため、年内に役員選考会を立ち上げます。 

会則によると「役員推薦委員会は区長及び各区から 1 名選出された委員で構成する。」と定められてお

り、各区より 2 名(区長＋1 名)の選考委員の選出をお願いします。 【期限】12 月度合同役員会議まで 

３．【依頼】次年度の親善事業について 

 親善事業としてグラウンド・ゴルフを実施してきましたが、参加者が高齢層に偏っています。もっと

若年層も参加できる事業を新たに計画し、若年層の方々にまち協への感心を持って頂く起爆剤とした

いと考えます。 

つきましては各自治会から 1 名の「体育担当」を選出いただき、次年度の計画(素案)を作成して頂きた

い。選出にあたっては自治会役員に限定せず、できるだけ長期に渡って関与できる方の推薦をお願い



します。 【期限】12 月度合同役員会議まで 

 

(意見) 各区から 1 人の体育委員選出に対して議論すべきである。大変なことであり、実施可能か。 

(回答) 自治会行事との調整を図りたい。 

(意見) どういうことをやるかはっきりさせないと選べない。 

(意見) ソフトボールは 2014 年で中止になった。 

(回答) 若い人に出てきてほしい。ソフトボールの道具が眠っている。 

(意見) 若い人は忙しい、日程を空けるのに抵抗がある。若い人だけを集めるのは難しい。 

 

４．【連絡】竹林・菩提寺山の立入許可について 

 現在バンブーハウスを設置している竹林と山道の整備を行っている菩提寺山にまち協メンバーが立ち

入って作業を行っています。 

ところが、ここに立ち入る事への許可は口頭でしかなく、まち協事業の継続性や不慮の事故が発生し

た時の事を考えると十分ではありません。 

遅ればせながらですが、廣島菩提寺区長および鵜飼監事のご協力のもと、両区域に対する立ち入り許

可の「覚え書き」を交わす為の準備を行っています。現在は対象となる区域の地権者を限定している

最中です。 

 

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 

報告事項 

１．10 月 19 日(土) 第 24 回「すくすく食堂」開設 

・事前のスタッフ会議を 10 月 15 日（火）に開催 

・参加者は「子ども 34 名、保護者 14 名」、参加費は 7,600 円。 

・地域活性化委員会と共同作業をしていた県立大学生 9 名にも食事を提供 

・メニューは「ミートスパゲティー」＋「ポテトサラダ」＋「デザート」 

・“遊びと学ぶ”はレイカディア「えにしの会」の協力を得て、「手遊び、果物ビンゴゲーム、一緒に

歌おう」を実施。 

・スタッフ交流会 16 名参加（委員会活動費を活用） 

２．菩提寺まちづくりフェスタ 2019「サークル等活動発表」の報告 

□ 10 月 27 日（日）9 時 15 分開始、15 時 15 分終了。 

 ・甲西北中学吹奏楽部と 21 団体が出演。スケジュール通りに進行、終了した。 

 ・出演内容に多様性があり、観客も多く、盛り上がった発表会であった。 

 (補足意見) 発表はビデオ撮影をしてある 

３．ひとり歩き高齢者発見･保護訓練の実施に向けて 

①第２回勉強会開催 

  □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:市高齢福祉課、寸劇:社協） 



       訓練の概要と体制、役割の説明 

 ②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 

□開催日時 11 月 8 日（金）18:30～19:30 ※昨年は日曜日に開催、平日開催に変更 

□対象者 徘徊役⇒「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（自区の住宅地図を持参して参加） 

   □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 

・各区の捜索隊及び徘徊役、観察役への器材の引き渡し（ゼッケン等） 

今後の活動予定 

１．第 25 回菩提寺「すくすく食堂」の開催 

  ・11 月 16 日(土)11 時～14 時  メニューは「ふわとろ玉子のオムハヤシ」 

                 “遊びと学ぶ”は「クリスマスカード製作」 

２．ひとり歩き高齢者発見･保護訓練の実施 

  ・日時 11 月 24 日（日） 雨天決行 8:30～12:00 

  ・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（ch22）」を使用する。 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

１．事業報告 

 １）歴史の小径整備作業 

   日時：2019 年 10 月 20 日（日）11:00～12:30 

   今回は歴史の小径から菩提寺山に登る登山路の階段の補修を行った。 

   昨年の台風で登山路の周りの木が倒れ、根本にあった階段がかなり壊れてしまっていた。 

   今回階段の丸太を止める鉄の異形丸棒を打ち込んで丸太を固定した。２０段修理完了。 

   まだ残っている部分があるので、順次補修していく。 

２．文化芸術委員会定例会 11:00～12:00 

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展示を変更した。10 月 21 日～11 月 29 日まで 

    まだゆっくり見られておられない方は、是非見て下さい。 

② 第 13 回 歴史講座（11 月 9 日（土）13:30～15:30 中会議室 2） 

・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った。 

    話の聞き手 高井 義三氏  話を聞かせてもらった人 荻原 茂氏  鵜飼 良雄氏 

・当日の司会 植中    記録 黒川 

２）ロビー展示 

・新年１月 土曜日事業で書いた書初めの作品を展示する。 



・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。  

 ３）土曜日事業 

    ・12 月  7 日：年賀はがきづくり、 21 日：門松づくり、 25 日：書道教室、 

 参加協力依頼 

    ・11 月 16 日（土）9：00～歴史の小径整備作業（雨天中止） 

      前回残っている階段の補修を行います。 

      参加できる方の協力をお願いします。当日、歴史の小径前駐車場に集合して下さい。 

      （スコップ、クワなどをお持ちの方、持参していただくと助かります。） 

 

○地域活性化委員会報告   浅井(基)委員長 

１ 報告事項 

1）まちづくりフェスタ模擬店部会 

準備とフェスタ当日に各自治会の様より、お手伝いいただき大変ありがとうございました。天候

に恵まれ、模擬店の方も盛況に開催できました。フェスタ開催するに当たり、自治会の皆様始め、

地域の皆様の協力があってこそのフェスタになります。反省する点も有りますが、ご協力大変あ

りがとうございました。来年もよろしくお願いします。 

また、地域活性化委員会では、平茸の稙菌した原木の販売を行いました。売上げ金額は 9,900 円

でした。 

(意見) 会長報告等で模擬店数量が少ないとあるが自治会は販売リスクがあるのでできない。 

(回答) 営利目的ではないので、リスク回避ばかりでなくある程度赤字も見てほしい。 

(意見) 当日の朝にチケット販売すると聞いた。事前に情報を流してほしい。対応がわからない。 

(回答) 次年度は事前説明会で説明をする。 

2）県立大学との竹林整備 

10 月 19 日 20 日竹林整備を行いました。主に 1 号機の土台が傷んでいるので、補修した。20 日

の午後から、竹林で県立大学の陶器先生、学生、川上会長と今年度の整備について打合せを行い

ました。 

3）11 月 4 日湖南市若竹町 親子サークルおひさまっこ竹林見学 

大人を含め約２０名がバンブーハウスでネイチャー体験にこられました。ネイチャーガイドが、

子ども・大人と共に活動していました。竹林に生育しているきのこ類の名前など教えてもらいま

した。 

２ 今後の予定 

1）前回の報告と同じですが県立大学の学生が下記予定で竹林整備を行います。 

整備内容は、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。 次回の整備予定は、下記になります。  

    ①11 月 23 日～24 日 

    ②12 月 14 日～15 日 

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。 

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）土曜日事業に協力 

    12 月 21 日（土）9 時～11 時 30 分  門松づくり 

    永田区長と打合せして準備を行う。 

     

○子ども育成委員会報告   東良委員長 

１、2019 まちフェス、ハリキリンピック総括 

予算￥160,000-、決着￥160,286- 

   日時 10 月 27 日（日）328 名参加（参加票による）(昨年 278 名) 

   ゲーム内容 わなげ、スポーツ吹き矢、ふりふり万歩計、りんごの木。 

     いずれも大盛況であったが、特に吹き矢が常に長蛇の列であった。 

   反省点 ①300 個の参加賞が 12：15 分に無くなった。 

       ②歓声がサークル発表の一部観客に耳障りになった。 

       ③サポーターが足りない。（延べ 17 名エントリーしていたが） 

   対策  ①来年参加賞は、予算内で単価を落とし 350 個用意する。 

②会場こどものへや入口内部に、パーテーションを立てる。 

        後日八役会議で、安全性の担保において、再検討。 

③登録サポーター全員にお願いする。   

2、 愛のひと声あいさつ運動中間報告 

     予算￥50,000、（夜間巡回・あいさつ運動計）予算残あり。  , 

   9/2~12/16 まで、両小学校において計 9 回現在実施中、 総括は翌年 1 月に。 

   予算残の理由・本年は、まち協所有の軽トラを利用させていただいた為、巡回車のお礼がいらな

くなった。また、乗車２名の為保険料が安く抑えられた。 

   予算残の対策・両小学校のあいさつ運動のぼり旗が老朽化し、また主援者が旧青少年育成学区民

会議になっている。現状をふまえ、菩提寺まちづくり協議会とし、刷新する。（市民会議の了解を

得ている） 

3、すくすく広場  予算￥120,000- 

（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）昨年約 108 名参加、本年度は

130 名の見込み。（昨年は未明よりのドカ雪でした） 

    令和 2 年 2 月 2 日（日）菩提寺まちづくりセンターにて 

   対象者・未就学児、 

本年度のイベントについては、現在交渉中。 

おかし（スイーツ）については、民生委員児童委員さんの交代により、簡略化する可能性あり。 

 12 月 3 日（火）の委員会は民生児童委員さん代表と合同会議の予定 

(意見) 12 月 3 日は民生委員児童委員はほとんど替わっており代表も決まっていない。 

4、湖南市青少年育成市民会議協働事業 

   ① 令和元年度滋賀県青少年育成県民大会 

    11 月 9 日（土）安土文化セミナリヨにて（粟津・平塚・大黒・サポーター1 名出席）   

   ② 第 16 回湖南市青少年育成大会、（あおはるさい、東良・柴田他） 



    令和元年 12 月 1 日（日）13：30～16：00 （受付 13：00～） 

    石部文化ホールにて 

    委員長が合同役員会で参加要請を行い、参加者を確認された 

 

〇土曜日事業報告      永田リーダー 

令和元年残りの土曜日事業予定 

日程 企画内容 場所 事業主体 
チ ラ シ

配布 

参 加 者

集計 

12/7(土) 年賀状作り 
菩提寺小学校 

菩提寺北小学校 
学校コーディネーター 11/18 11/29 

12/21(土) 門松作り＆子ども食堂 まちづくりセンター まち協地域活性化委員会 12/2 12/12 

12/25(水) 年末書き納め 
菩提寺小学校 

菩提寺北小学校 
学校コーディネーター 12/2 12/12 

2/15(土) 竹トンボ作＆子ども食堂 まちづくりセンター まち協地域活性化委員会 1/20 1/30 

 

 (確認意見) 門松用竹種別の確認    (回答) 孟宗だけ 

 

〇まちづくりフェスタ報告・会計報告   中村会計   別紙フェスタ会計資料にて報告 

＜フェスタ 2019 会計報告コメント＞ 

・フェスタ 2019 は 340,946 円（一部未確定）、予算 300,000 円に対し、40,946 円超過。 

・甲西北中 CS により、美術部の看板作製、吹奏楽の演奏、模擬店の出店が追加。 

・美術部：9,604 円／吹奏楽：18,903 円／模擬店：53,696 円（計 82,203 円）の支出増。 

・甲西北中 CS の 82,203 円を除くと 258,743 円、昨年 263,291 円とほぼ同額。 

・甲西北中 CS の模擬店（タピオカ・ワッフル）の売上 68,300 円（事業収入・フェスタ）。 

・売上 68,300 円から材料費 48,496 円を差しい引いた 19,804 円を甲西北中に寄付。 

・材料費は売上で相殺されるので、甲西北中の支出のまち協持ち出しは 33,707 円になる。 

 

〇親善グラウンド・ゴルフ大会報告・会計報告 中村会計  

別紙グラウンド・ゴルフ大会会計資料にて報告 

＜GG 会計報告コメント＞  

・予算１０万円に対し、25,468 円のアンダー。 

・ほぼ昨年と同じ（昨年に対し▲2,799 円）。 

 

〇事務局報告・支えあい推進員報告    木ノ下事務局長・支えあい推進員 

1.菩提寺まちづくりフェスタ 

開催趣旨 「出会いふれあい学びあい」から「出会いふれあい支えあい」へ地域福祉の支えあい活

動を織り込みました。 

【支えあい活動】 

サークル発表・展示 出かける場所づくり(まちづくりセンターへ出てきてもらう) 

・知ってもらう(広報活動)  まち協だよりにてフェスタ特集の発行 



・高齢者の足の確保     巡回バスの手配・時刻表の作成 

【事務局】 

・本部・各部会の情報まとめと連絡 

・来賓への案内・招待事務 

・来場者の安全確保 警備員の手配と指示 

・問い合わせ・受付対応 

・会場準備 

・関係者の昼食手配 

2.親善グラウンド・ゴルフ大会 

開催趣旨  7 区親善だけでなく、高齢者が元気で外に出る・運動するという支えあい活動を追加 

【支えあい活動】 

・大会会場の手配・申込み 

・GG 協会と一緒になって参加申し込み・組み合わせの作成 

・大会準備品の手配(音響設備、参加者お茶・参加賞等) 

・大会当日の集計係 

・成績表作成と配付 

3.その他の支えあい活動 

   当月は無し 

   

〇自治会からの連絡・要望等 

 (若い人の参加に対して) 

 菩提寺  社会の仕組みが変わってきている。出るものが出られない時代になっている。 

 みどりの村 自治会でも人は集まらない。人集めは大変。 

 他の区  連絡・要望は無し 

 

〇監事より 

 ひとり歩き高齢者発見保護訓練は基礎的なことはできている。うまくいくように願っています。 

 

○その他 

 なし 

次回合同役員会 令和元年 12 月 11 日(水) 19:30～  

以上 
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