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平成 29 年度 10月 第 7回 菩提寺まちづくり協議会 合同役員会議事録 

日時： 平成 29年 10月 11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  

2017.10.16 記録者：日高博憲 

 

１）出席者：浅井福祉・安全委員長、田中文化芸術委員長、浅井地域活性化委員長、 

東良子ども育成委員長、川上事務局長、松本近江台区長、廣嶋菩提寺区長、 

永田イワタニランド区長、樋口三上台区長、片伯部サイドタウン区長 

坂田菩提寺代理区長、西久保北山台自治会副会長、長瀬三上台自治会長、 

圓山サイドタウン自治会長、 

中林監事、鵜飼監事、木ノ下会長（北山台区長）、中野副会長、中村会計、 

   欠席者：江元みどりの村区自治会長、清水近江台自治会副会長、 

平澤イワタニランド自治会長、日高書記 

 

２）会長報告 

 まち協会長会議が 9 月 28 日に開催されましたので報告します。 

 

１．市健康福祉部より、支えあいのまちづくりの推進のためまちづくり協議会の福祉部会の強化を提

案されています。生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築する協議体を包括する組織とし

て、民生委員・健康推進員・事業所・ボランティア・生活支援サポーター・学校地域支援本部員・

地域活動諸団体・市職員・市社会福祉協議会職員などの参画。 

2～3 年をかけて検討と提案されています。 

 

２．地域で支え合うまちづくりフォーラムが開催されます。 

  福祉部会の担当者主体で 3 名の出席を依頼されています。 

   11 月 14 日(水) 午後 3 時～5 時 甲西文化ホール 

   同志社大学 永田准教授の公演 & 健康福祉部各課から各分野の課題の報告 

 

３．中学校区別地区懇談会が計画されています。 

   平成 29 年度・30 年度で開催し 1 年間かけて地域課題の明確化、何に取り組むか、そのための体

制を協議していくこととしたいと説明されています。 

  1/18(木) 石部まちづくりセンター  石部中学校区 

  1/23(火) サンヒルズ甲西   日枝中学校区 

  1/25(木) 菩提寺まちづくりセンター 甲西北中学校区 

  1/30(火) 三雲まちづくりセンター  甲西中学校区 

 

４．平成 30 年度より生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)の養成が進められます。 

  市主催のコーディネーター研修(各まち協 2～3 名)  

  ⇒ 県主催のコーディネーター研修(各まち協 1 名) 

  ⇒ 平成 31 年度から委嘱されまち協に配置 

 

３）議事：協議事項及び承認事項 

1.福祉・安全委員会報告   浅井委員長（配布議事録参照） 

 ①子供食堂開設について 

  ｱ）調理スタッフ 

・まち協だよりやＨＰでスタッフを募集⇒現在 16名の協力申し入れあり 

・事前説明会：10/12（木）19：30～ 多目的活動室で開催 
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・年内の子供食堂日程：11/18（土）、12/16（土） 

Ｑ）継続的に行うのであれば別組織で実施していかねばならないのでは？ 

Ａ）2～3回走りながら今後の進め方を整理して進めて行く。 

ｲ）遊びのスタッフ 

・竹細工の代表者；廣瀬 保氏（北山台） 

・紙細工の代表者；紙永真紀子（北山台） 

ｳ）予算：今年度は５回開催を予定 ￥１０万円を計上、参加者の参加費は１００円。 

②防災研修会ついて 

・開催日時；12／3（日）9：30～12：00 機材を北山台区から借用予定 

③認知症高齢者発見・保護訓練 

ｱ）打ち合わせ会議：10/15（日）19:00～21:00 

・体制の確認 

ｲ）徘徊役＆観察役について 

・徘徊役＆観察役を高齢者支援センターぼだいじ（真鍋氏）依頼⇒24名確保を要請 

・11/10 19：30～ 徘徊役＆観察役と各区代表者打ち合わせ 

 

2.文化芸術委員会報告    田中委員長（配布議事録を参照） 

 ①9/23（土）９:００～１０：３０菩提寺山登山道整備作業 参加者 4名 

  次回は 10/14 旧墓地の草刈り 協力をお願いします。 

 ②博物館協議会に入会したことで発刊紙「デュエット」に菩提寺歴史文化資料室を紹介してもらう

ことになった。情報誌は１１月発刊予定であり発刊されたら入手する。 

 ③土曜日事業の第 7回 魚つかみまで終了。 

 ④ 新型交付金事業 

  ｱ. 地域プロモーション；菩提寺地域の全 7区の夏祭り撮影を終了しＤＶＤで残す。 

   ＤＶＤ化のソフトを購入し、ＰＣに取り込み済。 

  ｲ.歴史文化保存事業：委員会からテーマを出し、老人会に依頼して座談会形式で聞き取りを行い 

   まとめる。３回３名で実施。追加で 5～7名人選中であり聞き取りを予定している。 

 

3.地域活性化委員会報告   浅井委員長（配布議事録を参照） 

①フェスタでのシイタケ・ヒラタケの販売準備  

・シイタケ：価格は干しシイタケ 50ｇ３００円、生シイタケ 150ｇ３００円。  

・ヒラタケ： 価格は１本大４００円、中３００円、小２００円 

（前回販売より各１本１００円増とする） 

②カブト虫 カブト虫の卵から幼虫になっていたので竹林で育成中。  

来年も今年同様育成して成虫を販売する。 

③草刈 北山台側の草刈りを７月に運営委員だけで行ったが大変なので応援してほしい。 10 月～

１１月に再度草刈りをする必要あり。 ホームページで協力要請するが、合同会議でも話をする。 

案としては１回２万円×２回分 ４０,０００円予算を取っているのでお茶代として 

一人 １,０００円で募集すればとの意見があった。 

    予算の申請⇒承認 

4.子ども育成委員会報告 東良委員長（配布の委員会議事録を参照） 

※メンバーの瀬戸さん体調不良により 7月以降欠席されている。 

① H30,1/28 日（日）すくすく広場について。 

収集した資料、情報を時系列に整理し委員会で共有する。 初の事業担当につき、前年度の内容

を踏襲する。ただし、前年参加者ゼ ロの「子育て相談」は割愛する。 

・大道芸（バルーンショー） 石部さくら 

・音楽セラピー       ボランティアセンター 
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・楽しいケーキづくり     民生児童委員 

・みんなで豆まき  の４部構成となる。音響は松本区長に依頼し承諾を得た。  

②秋季、愛のひと声あいさつ運動。 9/4（月）、10/2（月）各２小学校にて延べ４回実施。 

   総括報告は 1月の予定 

③2017 まちフェス、ハリキリンピック。 

予算は 8 月 16万円。 参加者見込み、250～260 名。 使用機材は、前日までに搬入。 

センター長に応援を頂く。  

④11/11 日（土）13:00～16:00 米原市民交流プラザ 平成 29 年度滋賀県青少年育成県民大会。 

小・中学生の夏休みに作成した作文＆ポスターの秀作の発表と展示。参加平塚、他１名  

菩提寺学区は優秀との評価をいただいている。 

⑤11/26 日（日）13:30～16:00石部文化ホール、ロビー 

第 14 回湖南市青少年育成大会。参加東良、平塚他 8 名 

 

5.土曜日事業支援プロジェクト報告 永田区長 

①9/16（土）土曜日事業の第 7回 魚つかみまで終了。参加 北小；29名、菩寺；17名。 

雨天であったためにイワタニランド自治会館で実施。川に入れず残念であった。 

②次回以降；12月 年賀はがき作り、 1月 書初め、2月 竹細工を予定 

  

6.親善事業プロジェクト報告 中野副会長  

 11/11（土）開催のグランドゴルフ大会；9月役員会で大会資料は配布済である。 

①10/14（土）申し込み締め切り 

②10/19（木）組み合わせ役員会 

  

 7. まちづくりフェスタプロジェクト報告  

  ①事務局（川上事務局長） 

    ・バス 2 台（運転手 2 名付き） 発注済、 

・小学校への備品借用椅子 50 脚  

・サークル発表プログラム 2,000 部印刷する 

  ②サークル発表部会（浅井委員長） 

    ・最終プログラムを本日決定し、事務局長＆松本区長に提出する 

    ・閉会式の時間を 15：00 に変更する 

    ・機材等の確認でリハーサル最終日は立ち会う 

    ・ 

  ③展示部会（田中委員長） 

    ・仮巻は増加する 

    ・会議室 1 を昨年同様空ける。発表のリハーサルで使用してください。 

    ・学校関係の搬入は木・金曜日、一般は土曜日 

    ・引き取りは当日 15：30 以降、ただし学校は月曜日 

    ・展示パネルの必要数は 60 枚程度。ホール発表の衝立分が無ければ 50 枚で可能。 

  ④模擬店部会（浅井基委員長） 

    ・参加は 18 団体 

    ・保健所＆消防署への届け出申請が必要 

    ・10/4（水）19：00～ 第２回模擬店部会をまちづくりセンターで行う  

・各自治会は模擬店用テントの必要数を浅井まで連絡する 

・各自治会は模擬店用の机＆椅子は自前で準備する 

・消火器が不足するので各自治会で 2 本準備する 

・店頭の撤収は 15：00～ 
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・駐車券を各自治会模擬店分準備している 

・コミセンからの机＆椅子は当日搬入とする 

⑤会場準備（片伯部区長） 

・10/21（土）9 時～11 時アーバン銀行横の駐車場の草刈りを、現地集合 

・10/24（火）パネルの搬入 

    ・集合時間及び場所の確認の徹底 

    ・パネル搬入搬出用（24 日と 29 日）トラックの手配を廣嶋菩提寺区長に依頼。 

     借用した場合お礼の準備が必要。最悪レンタカーを手配する 

   ※いくつかのゴミ箱は準備するがゴミは持ち帰りとする。 

 

8.会計；中村会計より報告 

10/9現在 「菩提寺まちづくり協議会会計簿」を配布して説明  

 ①収入合計；3,859,412- 

 ②支出合計；1,533,560- 

③残金：2,325,852-（進捗率 29.2％） 

  

５）閉会の辞  中野副会長 

フェスタの準備大変ですが宜しくお願いします。 

当日雨が降らないことを祈念し開催したい。 

今夜はこれにて終了します。 

  

次回合同役員会 平成 29年 11月 8日(水)19：30～ 

 

以上 

 

承認署名  


