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平成 29 年度 4月 第 1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 4月 12日（水） 19：40～21：40 

場所： 菩提寺まちづくりセンター 第 2会議室  

2017.04.14 記録者：日高博憲 

 

１．出席者：藤原福祉・安全委員長、田中文化芸術委員長、保田旧・浅井新地域活性化委員長、 

東良新子供育成委員長、川上新事務局長、松本近江台区長、片伯部サイドタウン区長、 

永田イワタニランド区長、廣嶋新菩提寺区長、樋口新三上台区長、 

坂田新菩提寺副区長、湯浅旧・西久保新北山台自治会副会長、長瀬新三上台自治会長、 

平澤新イワタニランド自治会長、園山サイドタウン自治会長、 

中林幹事、木ノ下会長（北山台区長）、中野副会長、桒名旧会計、日高書記 

 

 

２．会長報告 

1）先程、再度役員選出委員会を実施して新役員を承認いただきました。改めて報告いたします。 

  新事務局長  川上区長(みどりの村) 

  新会計    中村春次さん(北山台) 

  新幹事    鵜飼前区長(菩提寺) 

   総会にて最終承認事項ですがよろしくお願いします。 

 

2）平成 29 年度活動に入りました。正式には総会終了後になりますが新旧が一緒に動く必要が 

をお願いします。 

 

3）今日の議題は総会資料の確認と承認です。委員会からの報告を聞きながら全員で確認したい

と思います。疑義のあるところは質問して確定を行ってください。 

 ①平成 28 年度事業報告・会計報告 

 ②決算報告 

  ③平成 29 年度事業計画・予算計画 

 また、準備と役割を決めたいと思います。 

 

３．議事：総会資料の確認と承認（配布資料を参照） 

1）Ｈ２８年度事業報告・会計報告 

①福祉・安全委員会報告   藤原委員長 

・予算；￥550,000- 支出；￥475,932- 

・総括；第 5 回すくすく広場で子ども 58 名、保護者 42 名と過去最高の 100 名の参加を得ること

が出来た。民生委員さんとの協力体制も定着してきたと思われる。 

②文化芸術委員会報告    田中委員長 

・予算；￥330,000- 支出；￥278,380- 

・総括；まちづくりセンターが出来て 3 年になり、歴史文化資料室も 2 年が過ぎ、地元の歴史を

地元の人にもっと知ってもらうための工夫をしてきた。何度も足を運んでもらうために、

企画展を開き、歴史講座も実施してきた。歴史文化資料室運営協議会も定期的な会合を

開き、内部研修会などで知識を吸収して企画展に生かしてきた。 

③地域活性化委員会報告   保田委員長 

・予算；￥580,000- 支出；￥296,690- 収入（椎茸・ﾋﾗﾀｹ・筍等売り上げ）；￥267,861- 

・総括；筍が豊作で北山台、ｻｲﾄﾞﾀｳﾝ自治会の方々に筍堀を楽しんでい頂けた。筍の売上も例年

に比べて多額になった。初めての試みでカブト虫を育成し販売した。今後のコミュニテ

ィビジネスにつながった。 
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Ｑ＆提案）：竹林施設の維持管理費用で￥144,385-と多くの費用が支出されている。施設が活用

されていないように感じておりバンブーハウス廃止を含め見直しが必要ではないか？ 

Ａ）竹が劣化した箇所の修理が必要である。次年度以降の検討課題としたい。 

④きらめき湖南プロジェクト報告 田中委員長 

・予算；￥1,000,000- 支出；￥951,233- 

・総括；きらめき湖南地域活性化事業は今年度で終了するため、これまで活動して作り上げてき

た物を維持管理して行くためその方法を作り上げるための活動をしてきました。各自治

会との連携を取りながら活動していきたい。 

⑤菩提寺まちづくりフェスタ 永田事務局長 

・予算；￥300,000- 支出；￥292,827- 

・総括；事務局体制の不備で出演・出展者にご迷惑をおかけした。開催日を変更して、過去雨が

多かったフェスタが天候に恵まれ実施できた。送迎バスを運行して各区からの足の確保

が出来た。 

⑥親善事業 中野副会長 

・予算；￥120,000- 支出；￥114,674- 

・総括；今回は菩提寺多目的グランドにて実施したため、コースに難しさが無く参加者皆が楽し

めた。天候に恵まれたこと、湖南市グランドゴルフ協会のご協力が得られ、コース作り

から運営までご指導ご手配いただいた。  

⑦土曜日事業支援プロジェクト報告 桒名会計 

・予算；￥150,000- 支出；￥147,626- 

・総括；菩提寺・菩提寺北小及び北中生、地域ボランティアとの交流が図れた。 

合同のまち協事業（4 回）と両校での参加事業（6 回）とした。 

⑧H28 年度収支決算書   桒名会計 

・予算；￥10,174,050- 支出；￥9,379,475- 次年度繰越金；￥794,575- 

・総括；積立定期を解約した。￥2,708,188-。解約金は各自治会に￥2,555,000-、備品購入費に

￥153,188-充当した。 

Ｑ）支出の中で、備品購入費￥3,182,413 と非常に多くの費用が発生しているがその中身は？ 

Ａ）Ｈ27 年度に宝くじ基金支援（￥2,500,000-）に申請を行い、結果承認された。その申請時 

購入申請した品目は、承認後の実行する際には品目変更出来ないルールになっている。 

宝くじ基金の実行が費用を押し上げた要因である。因みにＨ29 年度の予算は￥50,000-。 

    修正提案：決算書の中で 28 年度当初予算・現計予算の項目に定期解約金が記入されているが、 

     年初の予算化はされていない。削除し、合計金額を含め修正が必要である。 

2）Ｈ２９年度事業計画・予算計画 

①福祉・安全委員会報告   藤原委員長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）菩提寺地域防災事業                   ￥350,000- 

  ｲ）子育て事業                       ￥100,000- 

  ｳ）認知症捜索隊研修会                   ￥80,000- 

  ｴ）合同事業                        ￥0-             

                       予算計画計   ￥530,000- 

 ・コメント；子育て事業のすくすく広場は子供育成委員会とコラボで開催する。 

②文化芸術委員会報告    田中委員長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）歴史文化資料室の維持管理及び新企画           ￥190,000- 

  ｲ）菩提寺山の歴史の小径・霧降の瀧等の散策路の整備     ￥100,000- 

  ｳ）正しい歴史の伝承と新しい菩提寺との融合         ￥40,000- 

  ｴ）コミセン案内板の更新を追加               ￥80,000-             
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                        予算計画計  ￥410,000- 

 ・コメント；菩提寺山の歴史の小径・霧降の瀧等の散策路の整備に各区から 1 名の参加を依頼

する。参加者には＠500 円／日を支給する。 

③地域活性化委員会報告   浅井委員長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）地産地消の推進                     ￥55,000-, 

  ｲ）まちづくりセンターを地域情報の発信の場にする      ￥41,000- 

  ｳ）自然を大切にし、触れ合うまちづくり           ￥450,000- 

  ｴ）合同事業        ￥0-             

                       予算計画計   ￥546,000- 

 ・コメント；新たに竹材を利用した加工品の製作に取り組む。（ホーキ作り） 

④子ども育成員会 東良委員長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）安全安心できる街づくり推進               ￥30,000- 

  ｲ）子どもたちと地域の大人との親睦を図る          ￥280,000- 

  ｳ）市民会議との連携                    ￥0-             

                       予算計画計   ￥310,000- 

 ・コメント；新たに組織化された委員会です。子どもたちと地域の大人との親睦を図る事業の

中で、「すくすく広場」は福祉・安全委員会とコラボで開催する。 

予算化はこの役員会で当委員会が計上して運用することに決定された。 

⑤「まちづくりフェスタ」プロジェクト 川上事務局長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）まちづくりフェスタ準備委員会の開催      平成 29 年 7 月 

  ｲ）まちづくりフェスタ実行委員会の開催      平成 29 年 8 月～9 月 

  ｳ）まちづくりフェスタ事前準備とフェスタの開催  平成 29 年 10 月 

                       予算計画    ￥300,000- 

                       - 

⑥親善事業プロジェクト 中野副会長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）親善事業準備会議の開催            平成 29 年 5 月 

  ｲ）グランドゴルフ大会実行委員会の開催      平成 29 年 9 月～10 月 

  ｳ）グランドゴルフ大会事前準備と大会実施     平成 29 年 11 月 

                       予算計画    ￥120,000- 

⑦土曜日事業支援プロジェクト報告 永田区長 

 ・事業＆予算計画 

  ｱ）土曜日事業企画会議    

  ｲ）年間 10 回の土曜日事業の実施        

       予算計画計   ￥200,000- 

⑧H29 年度菩提寺まちづくり協議会予算（案）   木ノ下会長 

 ・予算；￥4,349,575- 前年度実績比；－￥570,497- 

 ・コメント；収入の部について、市からの事業交付金が対前年度比¥400,000－減額され

￥550,000-となる。 

各区からの交付金を対前年比 ￥342,000－減額し￥331,000-とした。 

きらめき湖南地域活性化事業は H28 年度で終了し、H29 年度は湖南市地域活性

化先進モデル事業交付金として個々の事業別計画書にて申請を行い承認を得て

企画推進を行う。 

配布資料に下記 4 件の事業別計画書があり参照願いたい。 
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         a）メニュー番号＆事業名；番号 1、地域プロモーション、事業費￥140,000- 

         b）メニュー番号＆事業名；番号 17、歴史文化保存事業、事業費￥295,000- 

         c）メニュー番号＆事業名；番号 8、子供育成事業、事業費￥100,000- 

         d）メニュー番号＆事業名；番号 12、地域防災事業、事業費￥350,000- 

a）項の事業計画書は提出を行い、4 月 12 日に事前協議を終えている。 

  

3）総会準備と役割 

 ①会場準備：当日午前中に実施する。 

 ②受付担当：センター職員に依頼済である。 

③議長：井上氏（三上台） 

④書記：日高氏（北山台） 

⑤議事録署名人：圓山氏（サイドタウン）、平澤氏（イワタニランド） 

 

  4）閉会の辞 中野副会長 

    長時間色々協議いただき有難うございました。 

審議いただいた内容の修正事項は修正を行います。 

    この一年活動宜しくお願いします。 

  

 

次回合同役員会の会議は、平成 29年 5月 10日(水)１９:３０～ 

 

以上 

 

承認署名  


