
令和 2年度 第 6回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

 日時：令和 2年 9月 9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 鵜飼 

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) 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 小川監事 木下(三上台自治会長)  亀川(近江台自治会長) 植西(みどりの村自治会長)  

 

会長報告  川上会長 

新型コロナウィルス感染の第 2波もピークアウトし、終息に向かっているように見えますが、まだま

だ予断を許せない状況です。しかしながら、いつまでも「自粛」ばかりしているわけにはいきません。

我々としては、住みやすい地域をつくる目的のため、前へ進まなくてはなりません。 

つきましては、「新しい生活様式」をベースに、新しい形での活動方法を考え、実施していただきま

すようお願いします。 

 

1. 【報告】まちづくりフェスタ（ふれあい祭り）について(日程調整) 

・ 展示公開 10月 25日(日)9:00～10月 31日(土)12:00 

・ ハリキリンピック  10月 31日(土)15:00～18:00 

2. 【承認依頼】消防団空調設備購入のための分担金(寄付)支出承認依頼 

今年度の区分担金332,000円を次の目的のため湖南市消防団第11班へ分担金として拠出する。 

・ 空調機購入費用 250,000円 

・ 水道管工事費の一部 82,000円 

3. 【連絡】地域運営組織の見直し 

昨年度に引き続き、今年度も地域運営組織の見直しの検討会を開催してきました。8 月 29 日

（土）には各まち協単位で区長・まち協役員の意見を集約し、現在は湖南市としての最終案を

まとめている最中です。 

当菩提寺地区としては、概ね現在の組織の在り方が将来的にもベストであると結論づけしまし

た。ただし、その前提として、まち協・区・自治会がそれぞれの役割を理解し、それぞれの事業

をその役割に特化させる事です。 

そして、同じ目的意識を持って、各組織からの問題を出し合い、解決策を話し合う場を持つべ

きです。それが、この「合同役員会議」の目的となります。 

【依頼】 

 上記を意識し、次の事をお願いします。 

 当「合同役員会議」は「まち協会議」ではなく、自治会・区・まち協の「合同会議」である

事を再認識する。 

 各自治会内での問題点や計画を報告し、自治会間での参考とする。 

 各自治会で実施している事業で、合同で実施する事でより大きな成果や効率化が期待

できる事業は、まち協事業として計画する。 

 合同役員会議での自治会への依頼は、区長ではなく自治会代表が直接受けて持ち帰

る。 

 みどりの村・菩提寺の自治会代表はみどりの村区・菩提寺区の全自治会代表として当

会議へ参加する。 

 



(承認決議) 

消防団空調設備購入のための分担金支出は、賛成多数により、承認されました 

（補足事項） 

依頼③に関して、各区からまち協に事業案を持ち込んだ場合、プロジェクトという位置付けになるの

で、各区から担当者を選出して、プロジェクトチームで事業遂行するとういう形になります 

依頼②において、各自治会は内容を報告するのみで決議を必要とするものではなく、他自治会への

横展開を期待します 

依頼⑤に関して、菩提寺区のように複数の自治会が存在するような場合、この場に出席されている

方が、自治会代表として、他の自治会に持ち帰って伝達していただく。その数が多いと思われる場合

は、複数人の方が出席されることも検討していただきたい 

依頼事項のスタートは、即日が望ましいが、10 月に地域運営組織の見直しの検討会が開かれる予

定で、その場で提案された最終案を元に、まちづくり協議会と各自治会との関係を見直し確立してか

らスタートすることとする 

 

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．湖南市総合防災訓練(10/4)時の対応について 

  〇菩提寺まち協⇒各区と間で、簡易登録局用無線機による情報連絡訓練を実施 

   ・菩提寺まちづくりセンターに「地域本部設置」8時～10時 

   ・各区と「被害状況・支援依頼等」について、無線機で交信をする。（第 1報のみ） 

   ・チャンネルは「〇〇ｃｈ」です。（口頭でお知らせ） 

   ・サイドタウン区とは、無線交信の事前確認を実施（後日、日程調整） 

２．「ひとり歩き高齢者発見・保護訓練」第２回勉強会への参加 

  〇開催日時 10月 10日（土）17時～19時 

  〇内 容   認知症サポーター養成講座 

         保護・訓練の要領 

 捜索体制・捜索役・観察役の役割について 

  〇参加対象 各区で捜索役（各区 4名）・観察役（4名）を担当される方 

        ＊発見・保護訓練を未体験の民生委員の方には、捜索役で参加を。 

        ＊発見・保護訓練を体験済みの民生委員の方は、観察役で参加を。 

         （第２回の勉強会の参加は不要です） 

  〇名簿提出 各区の参加者名簿を 9月 30日までに、浅井まで提出下さい。 

報告事項 

１．福祉･安全委員会の開催  

  １）８月度は 8月 17日(月)開催 

    ・準備・運営について 

     →準備 16時から、受付で体温測定実施 

    ・発見・保護訓練時の徘徊役について 

→各区に 1名配置で調整、人選（福祉安全委員＋高齢福祉課の協力を依頼） 

    ・9月の「すくすく食堂」開催について 

     →8月末に開催をするか否かの決定をする。（9月 1日に開催を決定） 



      メニューは「ちらしずし」 

      案内のチラシは先行して手配する。 

      開催日は 9月 19日（土）、スタッフ会議は 9月 13日（月） 

２．「ひとり歩き高齢者発見・保護訓練」第１回勉強会 兼 人権まちづくり懇談会開催 

・開催日時 9月 6日（日）17時～19時 

・参加者 各区より 39名 市職員（人権まちづくり班員）11名 

       高齢福祉課 1名、社会福祉協議会 1名、まち協５名 

区分 菩提寺 北山台 三上台 みどりの村 サイドタウン イワタニ 近江台 合計 

各区より ８ ７ ６ ６ ４ ４ ４ ３９ 

市職員 ３ ２ １ - １ １ ３ １１ 

 １１ ９ ７ ６ ５ ５ ７ ５０ 

  ３．菩提寺ふれあいまつり（まちづくりフェスタ） 

    〇サークル・団体の活動展示について 

・ 今年は、舞台での活動発表は中止 

・ ポスタ、制作物（作品）、用具の展示 

・ サークル・団体の活動を紹介する動画の放映 

・ 2～13サークルが参加予定 

・ 展示期間は 10月 25日（日）～10月 31日（土）12時 

    〇参加サークル・団体に対しての説明会開催 

・ 開催日時 9月 11日 19時～ 中会議室１ 

 

（補足） 

今年度は、密を避けるため、捜索役 1名、観察役 1名を捜索隊 1チームとする 

（質問） 

サイドタウンは本部に 2名で、捜索隊に 2名しか出せないと思われるが、問題ありませんか？ 

（回答） 

参加人数は、各区の判断に任せますが、少なくとも 2チームは出してほしい 

（要望） 

1名が方々徘徊するのは大変なので、徘徊役を増やしてほしい最低 7人ですが、市職員を動員し

て、なるべく増やして行きたい 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

報告事項 

日時：２０２０年８月２９日（土）9:00～10:30 

１） 歴史の小径整備作業 

多宝塔前の竹や草が大きく伸びており、三体地蔵前から多宝塔が見えなくなっていた。 

竹や草を刈って見えるようにした。 

２）文化芸術委員会定例会 11:00～12:30 

①まちづくりフェスタについて 

今年度のまちづくりフェスタは、展示部門だけ従来通り開催。自治会からの応援を頂き展示



中の巡回を行う。 

②歴史文化資料室関係 

今年度の企画展 

まちづくりフェスタに合わせて、１０月中旬から１１月末まで実施。 

今年度のテーマは「鈴木儀平氏の拓本展」として行う。 

③第 1４回 歴史講座（９月１２日（土）13:30～15:30）に実施予定 

・講座のテーマ ３月に予定していたテーマを復活させる。 

講師に甲南町池田に在住の武田一夫氏に依頼して了解をもらった。 

テーマ「姫路藩（国宝姫路城）・鳥取藩・岡山藩・池田氏と甲賀武士」 

３）菩提寺山・歴史の小径整備 

 ①歴史の小径の、入って最初の橋の上にかなり太い倒木があり、橋の手すりが左右とも破損した。 

   8月１９日に発見。応急処置をした。（橋を渡れるように）８月２３日に修理完了。 

 ②竜王社から南へ降りる登山路に設置してあるロープが劣化して切れかけていた。８月２１日に   

交換完了。 

 ４）菩提寺山地権者との確認書  

確認書の正式書類が出来たので、まち協会長の署名押印を記した物を、地権者毎に２通作成

し、地権者に署名押印をしてもらい、地権者、まち協で保管する。まち協の署名押印が出来次

第、各地権者を訪ね署名押印をもらう。 

 ５）今後の予定 

  ① 9月 4日（金）14：00～歴史文化資料室運営協議会 

  ② 9月 12日（土） 13:30～歴史講座 

  ③ 9月 26日（土）9:00～10:30 歴史の小径整備 

           11:00～12:00 文化芸術委員会定例会 

依頼事項 

  ① ９月２６日（土）9:00～10:30 歴史の小径整備作業を行います。参加協力お願いします。 

    小径内の落葉、枯れ枝等の掃き掃除。一部草刈りを予定。 

 

（質問） 

菩提寺山のロープを田中委員長がご自分で張り替えたとのことだが、一般の方も登山で使用するロ

ープだけに絶対安全でないと、万が一切れて怪我をしたのでは困るので、ここは専門家に見てもら

い、しっかりしたロープで張り替えてはどうか？  

（回答） 

しっかりしたロープをしっかり根の張った木に結んでいます。 

さらに、安全のため、ロープの点検頻度や方法について、今後担当委員が変わった時のことを考え

て、何らかのマニュアル等を残すことを検討している 

（質問） 

橋の手すりが破損したとのことだが、橋はだれが作って、だれの責任で修理を行うべきなのか？まち

協なのか？ 

（回答） 

橋は、まち協が作ったものである。 



昔、橋が流されたことがあり、丸木橋を取り付けたが、危険なので、板を張り、手すりを付けた。 

歴史の小径は、まち協が開発整備したものであり、地権者から整備の了解も得ている。 

整備チームを正式に結成して、整備責任をまち協で負えないか、今後まち協で検討する 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

報告事項 

1. まちづくりセンターで 24ケース（48匹 12,000円）その他で 4ケース（8匹 2,000円）の合計 28

ケース 56匹 14,000円を販売した。まち協会計に入金する。 

2. 騒音計を購入しました。27,837円 

3. 甲西北中学校と滋賀県立大学とのコミュニティスクールの纏めを夏休み期間中 8 月 23 日に展

示を撤去しました。 

4. 8月14日に業者と打合せを行いましたが、現状のまま、屋根を付け、内部の共鳴を抑える為に、

下側を少し空けると、作業者の負担が減るのでは。次回の委員会で、実施時期を決めて、騒音

計を使用してどの方法が静かかを検証しながら、シートを設置する。 

本格的な防音工事を行った場合の費用はおおよそ、60万位必要。 

今後の予定 

1. 平茸の販売を下記予定で、センターで販売します。 

10月 17日（土）10月 18日（日）10月 19日（月）10時から 12時の間で販売します。 

各自治会の皆様へ案内のコピーの回覧をお願いします。 

2. コロナの影響で県立大の学生が活動できる状態か不明だが、連絡を取り今後の整備について

打合せが必要。バンブーハウスの補修等、滋賀県立大学学生との今後の打合せについて学生

に連絡。現状を見てもらった方が良い。 

バンブーハウス 1号機は土台部分に損傷が有るので、補修が必要。2号機は軽微な補修が必要

だが、今のところ大丈夫。竹扇門の竹の一部が折れている。スクリーン広場のデッキ部分も補修

が必要。 

甲西北中学校と今年の予定の打ち合わせ日が決まり次第、行う予定。 

 

次回運営委員会は 9月 16日（水） 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、 夜間巡回報告  

7/24～8/29 まで計 9回実施、参加者 18名 

今回はコロナ対策として、車中からの目視とした。 

総括 

・8/8・8/22 と 2回、菩小入り口の扉が開いていたので、生涯学習課へ現況報告をした。 

上記以外は 一部の班が下車して巡回してくれましたが、コロナ禍の学区内は人通りも極め

て少なく、平穏でした。 

2、 愛のひと声あいさつ運動途中経過 

9/1～12/14 まで両小学校において計 9回の予定 



 

今後の予定   

2020ハリキリンピック開催案 

1、実施要項 

日時      10月 31日（土） 準備 13：30 受付開始 15：00～ 終了 18：00 

        後片付け完了 19：00 

場所      まちづくりセンター           

実施場所    多目的ホールと子どものへや及び和室          

対象      未就学児から小学生（未就学児・小学生低学年は保護者同伴） 

催し物     魚釣り、バスケットボール、わなげに連想ゲームを取り入れて展開 

参加費     無料 

景品・参加賞  植物の苗ポット、ポンポン船キット（取説入り）、文具他、お菓子  

注意事項    当日、体温が 37.5度以上の方は入場不可（受付で体温測定） 

        必ずマスクの着用と名簿の作成（受付で確認） 

        玄関と各コーナーでは必ず手指の消毒の実施 

        会場では必ずスタッフの指示に従い、ソーシャルディスタンスを取る事 

        センター内では一方通行の導線に従って移動すること 

2、特記事項    開催時間においては、展示部会の作品が展示してあるため、損傷のないよう、ま

た現場で密に成らないよう、田中委員長の指導の元当委員会のスタッフを配置す

る 

○土曜日事業報告 永田リーダー 

・ 年 10回開催予定で、これまでの 7回開催予定の内、1回のみの開催になってしまった 

・ 9月から 11月まで開催予定なし 

・ 小学校の意向で控えてほしいとのことによるものです 

・ 12月の 1回は開催したい 

 

○自治会からの連絡・要望等 

敬老会及び防災訓練への各区の取り組みを発表してもらった 

・ 菩提寺区 

敬老会は、1人 1000円程度のお祝いと手紙を週末に配布 

避難訓練は、12組の各組長が安否確認を行い、組当たり 3人が避難を行う 

その後、救急訓練。段ボールベッドの組立訓練、消火栓放水訓練を行う 

人権研修を行う予定で、市役所から資料を借りて人権侵害の勉強会を行う 

・ イワタニランド区 

敬老会では、3000円の商品券を配布 

防災訓練は、今週土曜日に詳細は決める予定で、決定すれば、委員長に内容をメールする 

・ 北山台区 

防災訓練は、玄関先に無事を知らせるタオルを掲げる 

救出・救護訓練を行う 

敬老会は、1000円程度の商品券を配布する 



美化作業は、全員参加で、公園を重点的に行う予定 

・ ハイウェイサイドタウン区 

防災訓練は、3か所の避難所に各人が近いところに避難してもらう 

避難が済んだ方は、玄関先にタオルを掛けてもらう。 

金曜日に最終決定します。 

敬老会は、記念品を配布する 

・ みどりの村区 

避難訓練は、昨年同様、安否確認のみで、人数の報告を行う 

昨年は、避難したことの表示のタオルが 3分の１であったため、参加率が低かった 

敬老会は 1000円の商品券を対象者に現在配布中（70歳以上 470人） 

秋の草刈りをどうするかを検討中 

・ 三上台区 

防災訓練は、予定通り行い、菩提寺小に避難する 

予め、参加者名簿を作成し、避難者の確認を行う 

敬老会は、万全の対策を行って、開催しますが、外部からの招待者はなし 

・ 近江台区 

防災訓練は、表にタオルを掛けて、無事であることを表示してもらう 

敬老会は、記念品の配布を行う 

美化活動は、10月末に全員参加で行う予定 

・ 防災士から、 

表のタオル掛けの意味は、「自分たちは無事である」との表示である 

 

○監事より 

前回の議事録において、親睦が失われると災害時共助もできにくくなるとの記述があったが、真

意が伝わっていなかった。言いたかったことは、地域内での親睦が希薄になると、災害時におけ

る近隣への安否確認の共助意識が薄くなるので、親睦は大切である。 

 

○その他 

フェスタの展示会で巡回してくださる実行委員の選出をお願いし他のですが、まだ選出していた

だいていないところが 3区ほどありますので、ご協力をお願いします 

広報まち協だよりの各戸配布をお願いします 

 

〇事務局長から要望 

・ 今回、連絡なしに欠席された方が数名いらっしゃいます。皆さん、お忙しいことは理解いたしま

すが、必ず、事前にどなたかに欠席の連絡をお願いします 
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