
令和 2年度 第 4回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

 日時：令和 2年 7月 80日(水)  19:30～ 

 場所：菩提寺まちづくりセンター多目的ホール 

出席者 (敬称略) 

まち協 川上 粟津 長島 中村 浅井長 田中秀 浅井基 東良 小川  鵜飼  木ノ下 

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)   

自治会 眞野(菩提寺代理区長)  木下(三上台自治会長)  山本(イワタニ自治会長) 

 亀川(近江台自治会長)  服部(サイドタウン自治会長) 清水(北山台自治会長)  

欠席者 植西(みどりの村自治会長)  

 

会長報告  川上会長 

新型コロナウイルス感染防止対策方針として大半の活動が再開される方向となりつつありますが、

東京をはじめとした都市部では感染者が再度増加してきており、まだまだ最新の注意が必要なところ

です。 

皆さんも油断せず、最新の注意を払ってまち協事業の再開をお願いします。 

 

１．【連絡】新型コロナウイルス感染拡大防止対策 

・7月 1日に湖南市新型コロナウイルス感染症基本的対応方針（第 9版）発行。 

  制限事項は先月の連絡と同じ 

3密回避  

貸館時の人数制限（定員の５０％：4㎡/1人） 

イベントは 100人以下 

  コーラス・カラオケ・吹奏楽・・7月 10日以降解禁 

・6月～9月検針の水道料金無料に加え、同下水料の基本料も無料となります。 

    

２．【連絡】湖南市文化祭は中止 

 

３．【連絡】菩提寺まちづくりフェスタ（10月 25日実施予定）の方針 

 ◎模擬店/ステージは中止 

 ◎サークル発表は写真やビデオで発表 

 ◎展示は従来通り。ただし期間を 5日～1週間に延長（混雑を避けるため） 

 ・ハリキリンピックは実施方法を検討中 

 ・その他、対策を講じてできる事を検討する。（まち協） 

（◎は湖南市の方針） 

 

４．【連絡】湖南市役所閉庁の予定 

8月 14日（金）～16日（日）湖南市関連施設は閉館（まちセン・コミセン） 

（会長補足） 

河川愛護運動における注意点が各区に配布されていて、「熱中症対策のためにマスクをしない」や

「対面での会話を避ける」等の点に気を付けて作業して下さい。 

まちづくりフェスタは、市の方針に従い、模擬店は中止にします。各サークル・区には、まち協から

連絡します。ガスの手配等もキャンセルをお願いします。 

自治会長にお願いです。次年度は従来通り開催しますので、次期役員への引継ぎを忘れずにして

下さい。 

 

 

 

 



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 

依頼事項 

１．2020年度「ひとり歩き高齢者の発見・保護訓練」第１回勉強会開催 

  ■開催日  9月 6日（日）18時 30分～20時 30分 

  ■場 所  菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール 

  ■内 容  1)第１部 18:30～「ひとり歩き高齢者発見・保護訓練」第 1回勉強会 

          ・ひとり歩き高齢者発見・保護訓練の概要説明 

         ・湖南市のひとり歩き高齢者の現状と課題 

         ・地域支えあい推進事業について 

         2)第２部 19:30～「人権まちづくり懇談会」 

          ・高齢者の人権にかかわるビデオ視聴 

         ・各区に分かれての人権懇談会 

  ■出席依頼 1)区長＋各区の人権まちづくり推進員（各区で選任され市に報告済み） 

         2)各区担当の人権まちづくり推進班員（市職員） 

          ⇒各区の区長から推進班員のリーダーに開催連絡をして下さい。 

          （これまで第 2部からの参加者が多いです） 

         3)ひとり歩き高齢者発見･保護訓練参加予定者 

         ①各区の取り纏め役 1名（徘徊役との打合せ、捜索範囲の決定） 

         ②捜索隊参加者予定者 各区４～８名 

          ・区および自治会役員 

          ・民生委員・児童委員 

          （民生委員・児童委員の方々には、別途協力依頼をします） 

  ■出席者名簿  8月 25日（火）福祉･安全委員会 浅井まで（FAX 0748-60-2047） 

   の提出期限  提出用名簿様式および開催連絡書は 7月 25日に区長・自治会代表者にお

送りします。          

  ■全体日程  １）第２回勉強会 10月 10日（土） 18:30～ 

          ・認知症サポーター養成講座 

          ・それぞれの役割説明 

         ２）発見・保護訓練 11月 22日（日）9:00～ 

          ・各区にて「ひとり歩き高齢者（徘徊役）」の発見・保護を体験 

          ・各区にて「振返り」を実施⇒報告書（記録）提出 
 

報告事項 

１．福祉･安全員会の開催 

  １）６月度は６月１５日(月)開催 

  ２）７月度は 7月 13日(月)開催予定 

２．菩提寺「すくすく食堂」（子ども食堂）の再開 

１）開催日 ７月１８日(土) 

２）新型コロナウイルス感染防止対策 



・開催の時間帯を短縮（11時 30分～13時 30分） 

・食事の提供のみとする。“遊ぶと学ぶ”は実施しない。 

・運営スタッフの健康確認 

・受付の工夫（参加者名簿は従来から作成、参加確認方法や参加費の受取り） 

・調理段階での工夫（簡単なメニューにする。調理台毎の人員配置） 

・食事の提供段階での工夫（フェースシールド使用、個分け） 

・会場設営での工夫（換気、机・座席の間隔、飛沫感染防止アクリルパネル設置） 

・参加人数が多ければ、ホール以外の他の会場も使用する。 

・子どもの部屋は閉鎖する。 

  ３）8月度は 8月 22日（土）に開催 
 

3．避難所運営訓練（湖南市）参加報告 

・開催主旨 新型感染症脅威下における避難所運営のあり方を学ぶ 

        座学と実習（段ボールにて衝立を作成し、間仕切りを実習） 

・開催日時 6月 14日（土）9時～12時 

・開催場所 甲西中学校体育館 

・主 催  危機管理・防災課 

・参加者  まち協から 2名参加（川上会長、浅井） 

        粟津副会長は、防災士連絡会の副会長として参加 

・訓練に使用された資料は「湖南市防災士連絡会」HPにアップされています。 

https://konan-bousai.com/新型インフルエンザ等感染症脅威下における避難所開設訓練

資料 

（質問） 

ひとり歩き高齢者発見・保護訓練の勉強会の開始時間を早められないか？ 

（回答） 

第 1回と第 2回とも 17時開始とする 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

１．文化芸術委員会  

１）報告事項 

  ①歴史の小径整備作業（６月２０日） 

今回は歴史の小径の散策路の落葉、枯れ枝などを除去するために掃き掃除をした。一部草

刈りも実施した。 

 

２）今年度計画（案）  

① 歴史文化資料室 

・第１４回 歴史講座は６月に延期する予定だったが、さらに延期し、９月の予定にする。 

   第１５回以降は新型コロナウイルスの感染状況を確認しながら時期を決めたい。 

・企画展 １０月２５日～１１月３０日 テーマは８月までに決定 

・滋賀県博物館協議会への参加 

   今年度の博物館協議会の総会は書面での総会となった。 



 

② ロビー展示 

・一般の申込があったものの展示（天文観測同好会等）６:月に日食についての展示を開催。セ

ンター 

   講座の一環として実施された。 

・一般募集した展示会（写真展を実施したい）１２月～１月の時期に予定する。 

    

  ③ 土曜日事業 

   ・土曜日も授業が入ってくる可能性があり、夏休みも期間短縮の計画があるため予定が立てにく

い。 

・歴史ワークショップ 実施出来るかどうか確認して学校と相談していく。（前回と同じ） 

   

  ④ 菩提寺の歴史を子どもたちに伝承する。 

・子どもたちでも分かる歴史資料の作成。（冊子、DVDなど） 

・歴史の史跡ごとの解説 DVD 等を作成していきたい。２～３年かけて一か所１０～１５分程度の

資料にする。 

 

 ３）その他 

  ① 菩提寺山の地図の修正。現地確認して地図を修正する。下書きは完成。 

  ② 地権者がほぼ確認できたので（一部不明あり）覚書をかわす準備をする。名簿の一部修正が

あった。 

    地図上に地権者の区画を記入したものを作成した。（やや正確さに欠ける） 

  ③ びわ湖放送の「アミンチュプロジェクト」への参加の案内があり、応募した。６月３日に取材があ

った。     

    ６月１７日（水）と１８日（木）の２日間で放送された。 

 

 ４）今後の予定 

① ７月１８日（土）９：００～１０：３０歴史の小径整備作業 

             １１：００～１２：３０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 

報告事項 

1）湖南市広報 7月にバンブーハウスの記事が掲載されました。 

 

2）備品購入 

・ 竹林で育成している、シイタケ・平茸の散水用に、エンジン水中ポンプ、300Ⅼ入るローリータンク、

ホース、散水ノズルを購入しました。 

   

今後の予定 

1）北山台側の草刈りについて 



・ 菩提寺のきずな会さんと共同で 17月 19日 9時 30分～実施します。予備日は 7 月 26日予定。

対象の周辺の皆様へは草刈りの案内をポスティングして、周知します 

・  参加人数は、19日 23名、予備日 26日は 19名の予定。 

合同役員会の皆様ご協力をお願いします 

参加者にはボランティア保険を掛ける。昨年同様に、刈払い機持参者には、チップソーを渡す。

熱中症予防にスポーツドリンク、お茶の準備、混合油はまち協で準備する。 

 

2）ロビー展示の実施 

・ 昨年の 11 月に甲西北中学校と県立大学のコミュニティスクール（環境学習の実習の内容）を実施

しました。北中の生徒がまとめたレポートを 4 月位に展示予定でしたが、新型コロナウイルスの

影響で、センターが利用中止等も有、実施できていませんでした。8 役会議で、夏休み期間に

実施してはと言う意見もあり、7 月後半に展示をする予定ですので、センターに来られた時には

ご覧ください。展示しましたら、ｈｐにも掲載します。 

 

3）カブトムシの販売 

・ 例年、各区の夏祭りにお邪魔してカブトムシの販売をしていましたが、今年は各区中止となりまし

たので、7月 20日よりセンターでカブトムシの販売を行います。 

 

次回運営委員会は 7月 15日 短時間で会議を終了する予定 

 

○子ども育成委員会報告    東良委員長 

報告事項 

1、 夏休み夜間巡回   7/24（金）より 

 予定通り実施致します 

2、 あいさつ運動   9/1（火）より 

 予定通り実施致します 

3、 ポンポン船を作ろう（土曜日事業支援）8/29（土） 

 予定通り実施致します 

現時点において、両小学校には」了解を得ています。 

対象は、菩小・菩北児童（親同伴）場所はまちセンにて 

募集チラシを作成し、永田誠治様、両小学校コーヂィネーターさん、甲西北中ボランティア

部に通達済み 

4、 ハリキリンピック  10/25（日）まちづくりフェスタ模擬店部会所属 

         予定通り実施致します 

予定案①  

 開催日時 10月 25日（日） 開始時刻・時間は未定 

 場所 まちづくりセンター 

  受付 ホール（名簿の作成） 

  実施場所 多目的ホールと子どものへやに分散 

対象 未就学児から小学生（親同伴） 



催し物 わなげ、ふりふり万歩計、リンゴの木 

景品・参加賞  文具、スポドリ（熱中症対策）、お菓子  

予定案② 

開催日時    10月 25日（日） 開始時刻・時間は未定 

場所      まちづくりセンター 

        受付 ホール（名簿の作成） 

        実施場所 多目的ホールとまちセン近辺外部周辺 

対象      小学生（親同伴） 

催し物     宝さがし（予めまちセン近辺に番号札を隠しておいて、子どもたちに探させる。セ

ンターに持ち帰り、景品と引き換えるシステムです） 

景品・参加賞  文具、スポドリ（熱中症対策）、お菓子 

5、 すくすく広場 未定 

6、 湖南市青少年育成市民会議協働事業 

     現在、代表のみの参加、及び中止 

 

 

○土曜日事業報告 

ワクワク 夏休み教室 

令和 2 年度土曜日事業が新型コロナウイルス感染症の為開催を控えていましたが、小学校と協議を

重ね、回数を少なくしての開催となりました。 

 

第 1回から第 3回は、コロナ禍により、中止 

第 4回 学校主催の夏休み教室 両校で個別の日時で開催   カキ氷提供は中止 

第 5回 学校主催の夏休み絵画教室 両校個別の日時で開催 

第 6回   まち協文化芸術委員会主催 歴史検定を 8月 19日（水） 9：00～12：00 

 まちづくりセンター多目的ホールで開催 

第 7回   まち協子ども育成委員会主催 ポンポン船を作ろうを 8月 29日（土）9：00～12：00  

 まちづくりセンター多目的ホールで開催 

上記を予定しております。 

 

下記の土曜日事業計画を予定しています。 

第 8回   まち協地域活性化委員会主催門松作り 

第 9回   学校主催の新春書初め大会 

第 10回  まち協地域活性化委員会主催の竹馬・タコ作り 

 

 

 

 

 

 



○会計報告    中村会計 

 

（補足） 

区分担金の返金について 

菩提寺消防団の空調の購入に対し、寄付したいので、賛同をお願いしたい 

見積金額を取得後に、役員会の正式承認をお願いしますが、この場において、その方向性に

対しての賛同決議を実施し、結果賛成多数により、議決された 

今後に関して、菩提寺消防団から、各区に対して、お願い文書を提出配布が先に行われ、まち

協から各区に対して、趣旨説明書面を提出配布する。 

会計上の流れは、まち協から各区へ返金後、各区から消防団へ入金となる 

（質問） 

繰入金の 120万円の差異は何ですか？ 

（回答） 

予算作成後の 4 月以降に確定申告の結果、発生した税金（法人税・消費税）や光熱費等の未

払い経費です。来年以降は、市役所と相談して、適切に処理するようにします。 

 

 

 

 

令和２年度　菩提寺まちづくり協議会　予算・実績対比表

項　　目 R02予算 実　績 摘    　要 項　　目 R02予算 実　績 摘    　要

市支出金 事業加算金 2,136,000 0 地域まちづくり協議会交付金 総務費 総会費 0 0 集合形式の総会は取りやめ

委託料 2,000,000 1,000,000 第2層生活支援体制整備事業委託金 会議費 80,000 1,632 まち協会長会議負担金、他

事業交付金 300,000 0 湖南市地域活性化推進事業交付金 印刷製本費 10,000 0 外部発注印刷製本費

事業交付金 50,000 0 人権活動事業交付金 消耗品費 160,000 486 事務用品、消耗品

社協支出金 事業交付金 120,000 0 絆づくり交付金 通信費 90,000 11,158
ホームページサーバー保守費、固

定電話費用、郵送費

学区支出金 区分担金 0 331,000
Ｒ2年度は徴収なし⇒一旦徴収し、

年度末に返納を検討する。
役務費 5,000 0 振込手数料

事業参加料 0 0 グランドゴルフ参加費は無くした 広報費 150,000 0 まち協だより発行費、他

その他助成金 青少年育成補助金 200,000 208,597
Ｈ31年度活動に対して交付される

補助金
活動費 550,000 435,000

まち協役員の活動費、委員会活動

費、他

寄付金 寄付金 40,000 0
すくすく食堂の協賛（商品券を現

金化）
備品購入費 2,000,000 103,657 避難所用備品を含む※1

事業収入 福祉・安全委員会 100,000 0 すくすく食堂参加費 保険料 80,000 36,800 バンブーハウス障害保険料

文化芸術委員会 0 0 歴史散歩・昭和の記録売上金 賃借料 35,000 35,000 竹林と掲示板の土地賃借料

地域活性化委員会 100,000 58,400 地産品売上金 修繕費 50,000 0 建物・備品の修繕

まちづくりフェスタ 70,000 0 甲西北中の模擬店の売上 事業費 福祉安全委員会 640,000 3,959 防災体制構築、すくすく食堂、他

委託金 事業委託金 150,000 0 まちづくりフェスタ 文化芸術委員会 300,000 11,330
歴史文化資料室管理維持管理及び
新企画、他

雑収入 雑収入 0 9,990
輪転機・備品・軽トラ使用料、預
金利子、他

地域活性化委員会 468,000 9,425
地産地消の推進、竹林の整備の費
用、他

繰入金 繰入金 4,977,891 3,702,250
センター繰越金、センター会計に
未払金があり修正した。

子ども育成委員会 410,000 0
ハリキリンピック、すくすく広
場、他

繰越金 繰越金 1,342,085 1,342,085 前年度繰越金 まちづくりフェスタ 350,000 0 展示・発表・模擬店・本部費用

親善行事 85,000 0
グラウンドゴルフ大会、体育関連
事業計画会議の費用

土曜事業支援 0 0 各委員会で予算化

諸支出金 謝礼金 20,000 0 甲西北中：フェスタの利益

手当て 120,000 0 地域支え合い推進員支援手当て

調査費 100,000 0 新規事業の調査費

活動費 200,000 29,691 地域支え合い推進員の活動費

拠出金 拠出金 1,800,000 900,000 地域支え合い推進員の人件費

基　金 基　金 2,500,000 0
Ｒ3年度に支出予定（防災関係な
ど）

予備費 予備費 1,382,976 0

11,585,976 6,652,322 実行率：57.4％ 11,585,976 1,578,138 実行率：13.6％

残　　高 5,074,184

令和2年6月30日

収入の部 支出の部

：6/30時点の残高

合　計 合　計



○会計監査報告 小川監事 

会計監査報告書は最終頁参照 

 

○自治会からの連絡・要望等 

副会長より、各区において、何か必要な備品の提案があれば、次回役員会にて、発表してほしい 

 

○監事より 

このコロナ禍による事業及び行事の中止で、予算執行が厳しくなっており、必要な備品があれば、

提案をしてほしい。 

また、まち協の理念に沿って、子どもたちのためになるような事業及び行事をおこなっていただき

たい。 

 

○その他 

来月の役員会開催日は、お盆の週に行われるが、1 人を除き、不都合がなかったので、通常通り

第 2水曜日（8月 12日）１９：３０より開催します。 

 

承認署名 



鵜飼監事、監事

R2,7.5.

会計 中村

書提寺まちづくり協議会 令和 2年度 第 1四半期 (4～ 6月 )会計報告

表題に関し、添付資料を添え、以下の通りに報告します。

1.預金通帳 :前年度同様に以下の2通を管理している。

・滋賀銀行 警提寺代理店 : 定期 日座番号 ●●●●●●●● (残高0円 )

・ 滋賀銀行 菩提寺代理店 : 普通 □座番号 ●●●●●●

2。 第 1四半期の収支

添付資料 :第 1四半期 (4～ 6月)会計報告 (概要)/預金通帳の写し

第 1四半期 (4～ 6月)決算書 (収入・ 支出・ 費目別)

会計監査報告

令和 2年度第 1四半期 (4～ 6月 )の書提寺まちづ<り協議会の会計報告に関し、出納簿

ならびに証拠書類などを対照調査した結果、その執行に対して適正に事務処理されているの

で、正当であることを認める。

会計監査日  令和2年 7月 5日

ilJ

収  入 支  出 期末残金 処理件数

前年度繰越金 1,342,085円

4月度 1,003,238円 922,456円 09件
5月度 4,093,640円 590,595円 22件
6月度 213,359円 65,087円 12件

合 計 6,652,322円 1,578,138円 轟 ,074,184円 44件

p.9
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