
令和 2年度 第 7回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 2 年 10 月 14 日(水)  19:30～ 

      場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2 

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 小川 

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)  清水(北山台自治会副会長) 木下(三上台自治会長)  

植西(みどりの村自治会長) 亀川(近江台自治会長)  服部(サイドタウン自治会長) 

山本(イワタニ自治会長)  

 

会長報告  川上会長 

今まで、新型コロナウィルス感染防止のため、ほぼ全てのイベントを中止してきましたが、いよいよ

徐々ではありますがイベントを再開する動きとなってきました。もちろん、その前提としてできる限りの

感染防止策の実施があります。 

菩提寺まちづくり協議会としても今月末にまちづくりフェスタの一部としての展示や子供対象のハリキ

リンピックを開催します。また、先月からこども食堂も再開しています。これらのイベントから感染者が

出ないよう、一層の注意をお願いします。 

 

 

【連絡】湖南市「みんなの夏祭り」 

・日程 10月 31日(土)15：00～ 

・ネットによる予約、まちセンでの受け取り・paypay決済 https://konyan.shop/ 

・甲西北中学校ボランティア部（まち協協賛）としてワッフル販売を予定 

・まち協として「撮影スポット」を準備…ハロウィン用の背景布・かぼちゃバルーン 

  

【依頼】10月 10日（土）一人歩き高齢者発見保護訓練・第 2 回目勉強会が実施されました。次は 11

月 22 日（日）の訓練当日を迎える予定ですが、各区・自治会における当訓練経験者を中心とした本

番用の組織・連絡網の構築をお願いします。 

 

（補足） 

「みんなの夏祭り」について 

・ 甲西北中のボランティア部は、発足間もなく、部費が少ないので、ぜひ売り上げに協力してほしい 

・ 市役所有志による実行委員会が主催であり、市役所及び各まち協が協賛している 

・ 食事注文決済は、市内 3か所で現金決済もできます 

各区において、過去に認知症サポーターを認定された方を名簿化して、今後の発見保護活動に生

かしてもらいたい 

「広報こなん」は、新聞折り込みによる配布が基本だが、戸別配布に対応している。申し込みは、市

HPから申込書をダウンロードして、郵送・FAX・メールで受け付けている 

 

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.「ひとり歩き高齢者発見・保護訓練（11月 22日実施）」の事前準備 

〇地区代表者と徘徊役との打合せ会議への出席 

・開催日時→11月 6日(金)19時～ 菩提寺まちセン 多目的ホール 

https://konyan.shop/


・各地区の代表者 1名の出席をお願いします。 

・各区の地図（住宅地図又は自治会で作成された地図）をお持ち下さい。 

・各地区の徘徊役との顔合わせを行い、捜索エリアを決定します。 

・11月 22日の当日に必要な器材をお渡しします。 

（ゼッケン、事前情報シート、アンケート用紙等） 

報告事項 

１.福祉･安全委員会の開催〈10月度は 10月 12日(月)に開催〉 

  【委員会の内容】 

1) 菩提寺「すくすく食堂」関連（調理スタッフとの合同会議） 

① 第 30回菩提寺「すくすく食堂」（9月 1９日開催）の開催結果 

・参加者 32名（子ども 24名、大人 8名） 

・参加費 4,800円 

・参加者が少ない要因→“遊びと学ぶ”がないのでみんなでワイワイできない。 

② 第 31回菩提寺「すくすく食堂」（10月 17日）開催の準備 

・10月 10日時点の参加申込 28名→最終的には 50名の参加申込であった。 

・次回メニューのトライアルも 17日に行う。（炊き込みピラフ） 

③ 第 32回菩提寺「すくすく食堂」（11月 21日）の開会企画 

・メニューは「炊き込みピラフ」 

・”遊びと学ぶ”は「クリスマスカードづくり」に挑戦 

④ 調理スタッフの新メンバー1名（北山台）紹介（事前スタッフ会議は欠席、当日のみ参加） 

2) 「ひとり歩き高齢者発見・保護訓練（11月 22日実施）」関連 

① 第 2回勉強会（10月 10日）の参加者（約 50名の参加） 

② 発見・保護訓練時の徘徊役について 

→早急に人選が必要（総勢 11名が必要） 

・福祉安全委員からは３名が徘徊役となる。 

・市高齢福祉課の協力を要請→今週中の依頼する（担当：浅井） 

③ 訓練当日の「捜索本部」対応 

・簡易登録局用無線機を使用して各区からの報告を受ける。 

・福祉安全委員会の残りのメンバー2名で対応する。 

3) 菩提寺ふれあいまつり（まちづくりフェスタ） 

〇各サークルのポスター原稿（電子データ）は提出済み 

→A2への拡大が必要、柑子袋まちセンのプリンターで出力 

〇各サークルの動画撮影および動画提出も済み 

→動画を編集して一体化（田中文化芸術委員長が既に着手） 

〇10月 24日（土）9時～12時の作業協力 

・展示作品の受け入れ及びパネルへの掲示 

→福祉安全員会から委員長含め３名で対応（文化芸術委員会と共同作業） 

〇ふれあいまつり全体の協力体制の確認が必要⇒別途資料作成 



4) みんなの夏祭り（10月 31日 15時～）関連 

  〇スタッフとして福祉安全委員会メンバーの協力要請あり。 

・集合→菩提寺まちセン 13時 

・内容→展示物の一部移動、レイアウト変更 

受付､会場整理､予約確認、品物引渡し､支払い等を担当 

 ・委員会の協力３～４名  

 

２.防災訓練時の各区とまちセンとの交信訓練結果 

① 7区とのまちセンとの間で交信を実施（8時～10時） 

〇屋内からの交信時、音声の途切れが発生。屋外に出ての交信で解消。（市との交信も同様） 

〇まちセン側の情報集約に力点を置いたため、各区の訓練実態とズレが発生。 

・被害状況把握と安否確認 

→組長･班長・ブロック長等が白布の確認に向かったのは 8時 30分 

・各区が様々なメニュー（消火・放水訓練、炊出し訓練、救護、避難訓練） 

② 課題と思っていること 

・要援護者の対応→民生委員が安否確認を実施（区からの報告有り） 

  他区はどのように対応しているのか。 

・訓練参加率   →各区での参加率は？ 

・白布の使い方と「出てない家」に対する対応は？ 

 →班長・ブロック長がインターホーンを押して確認 

・世帯全員に安否はどのように確認するのか？（全員が自宅に居るわけではない） 

 →自治会が把握しているのは世帯主だけ。年１回家族名簿提出 

 →区長が住民台帳をもっている。 

 →自治会で住民台帳を持っている。 

・消防団と連携  →今回も消防団が全区を回って状況確認 

  実際の時は、消防団とどう連携するのか。 

  お互いの動きを知っていく必要がある。 

 

（補足） 

会長より、白タオルの意味合いを全区で統一してもらいたい。（安全に避難した時） 

防災訓練内容（安否確認方法や訓練計画等）が各区でまちまちで、効果的に立案実施している区と

うまく機能していない区がある。今後、委員会が主体となって、各区の取り組みを情報交換していく仕

組みを考えてほしい 

防災士連絡会が発足したので、防災士をうまく利用して、各区の防災訓練計画に生かしてほしい 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

報告事項 

１日時：２０２０年９月２６日（土）9:00～10:30 

１）歴史の小径整備作業 

多宝塔の正面側のスペースに竹が伸びて正面に立てない程になっていたので、多宝塔の



周りの柵の内側に伸びている竹、草を刈り取った。 

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 

・展示のみの開催となるが、発表部門に出る予定だったサークルの中で、サークル紹介をし

たいサークルがポスターや DVDなどで展示をする。DVDは６サークル。作成完。 

② 歴史文化資料室関係 

 今年度の企画展 

    ・今年度のテーマは「鈴木儀平氏の拓本展」として行う。 

    ・拓本展示用のアクリルパネルを準備し、これに拓本を入れて展示する。 

③ 第 1４回 歴史講座（９月１２日（土）13:30～15:30） 

・講師 甲南町池田に在住の武田一夫氏 

 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」 

・参加者 ２９名（多目的ホールで、席の間隔をあけて座ってもらった。 

 ３）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、地権者の署名、押印を頂くために、地権者の家をまわった。 

 ４）今後の予定 

① 10月 7日（水）13:30～資料室企画展示の準備 

② 10月 14日（水）13:30～資料室企画展示の準備 

③ 10月 17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 

承認依頼 

・拓本展示用アクリルパネルの購入に 79,200 円支出しました。事後承認依頼となりますが、年度

始めに予算計画をしていて承認されている範囲内の支出ですが、承認をお願いします。 

協力依頼事項 

① 10月 17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。 

 

（補足） 

拓本展示用アクリルパネルの購入は、賛成多数で承認されました 

歴史の小径整備作業は、当日朝 8 時の天候で実施の判断をします。ご協力いただける方は、小径

前広場に 9時までに集合してください 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

報告事項と今後の予定 

1. 県立大学との打ち合わせ 

9月 16日にバンブーハウスの現状と、今後の補修について打ち合わせた。 

バンブーハウスの傷みが激しく（8年経過）、危険個所は順次解体していく。  

日程は 10月から 12月まで月に 1～2日を予定。日程が決まれば運営委員に連絡する。 

10月 12日、県立大学佐藤さん他 5名と井上さん、保田さんで打ち合わせを行ってもらいました。

主な内容は、佐藤さんの後の責任者に 3 回生の寺本さんが内定したこと。作業は 10 月 17 日



（土）8時からと 10月 31日（土）8時から行う予定です。内容はバンブーハウス 1号機の解体で、

解体後のことはこれから検討します。 

2. 平茸の菌着床原木の販売 

センターで販売。価格は前回と同じ 200円、400円、600円とする。 

10月 17日～19日の 3日間、10時～12時の間で販売 

3. 湖南市「みんなの夏祭り」 

委員会では、会場の動線を考慮して、喫煙所付近で平茸の菌着床原木、椎茸の販売予定。（現

金販売） 

4. 竹林整備予定 

県立大学の学生の日にちに合わせ 10月 17日平茸販売後に竹林で作業の予定。 

10月 31日も作業を行う予定。委員会も併せて行う。 

粉砕機稼働予定 

  11月 7日又は 8日   21日又は 22日 

  12月 5日又は 6日   12日又は 13日 

周辺の住民の皆様へ粉砕機稼働の案内をポスティングの実施。 

防音シートの張替えを行い騒音計で測定しながら、シートを調整して騒音を低減するように検討

する。 

北山台側の草刈りを菩提寺きずな会にお願いし、日程の調整をしています（11月の予定）。 

5. 来年の平茸菌打ちの予定 

原木は嶋藤さんが準備してくれるそうなので、菌打ちは行う予定。 

 

次回運営委員会は 10月 21日（水） 19時 30分～  

 

○子ども育成委員会報告    東良委員長 

報告事項 

1、愛のひと声あいさつ運動 

9/1～12/14 まで両小学校において計 9回の予定（4回済） 

総括は、来年 1月に報告予定  

 

今後の予定 

1、2020ハリキリンピック開催 

① 実施概要 

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部屋及び和室 （予約済み）         

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、連想ゲームを取り入れて展開 

参加費 無料 

景品・参加賞 100人分準備 植物の苗ポット（ビオラ・デージー＠100円）ポンポン船キット



（取説入り）、鬼滅の刃ソフト刀、お菓子・ジュース 

 予定を超えた場合、引換券を発行（後日センター事務所にて交換） 

② 実施内容と役割分担 

会場レイアウト・各部署の役割と担当者・準備における担当割り・ゲームの説明     （い

ずれも添付資料にて説明） 

③ 注意事項 

・開催日が夏祭りと重なるため、センター入り口階段は、手すりを境に夏祭り参加者とハリキリン

ピック参加者に分けて上り下りする。   

・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り話は慎むこと。  

・センター内では一方通行の動線に従って移動すること。  

・展示部会の作品が展示してあるため、損傷の無いようまた密に成らないよう、臨機応変にスタ

ッフを配置する。  

 

2、  すくすく広場  

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 

予定 Ｒ3年 1月 31日（日） 

催し予定未定 （イベント・クッキー作り・豆まき鬼退治） 

対象者     未就学児（保護者同伴） 

サポーター  子ども育成・民生児童委員さん+α 

現況では、開催の見通しはかなり難しい。次回委員会までに、各人の方法論を考えおく事。 

 

3、  湖南市青少年育成市民会議協働事業   

   11/29（日）17th青春祭（あおはるさい）2020は中止 

 

○会計報告 中村会計 

予算・実績対比表及び会計監査報告は、巻末ページを参照してください 

 

○自治会からの連絡・要望等 

・ 菩提寺区 

防災士が中心となって、防災訓練を実施 

11月 1日に河川一斉草刈り実施予定 

11月 8日に消防団に指導により放水訓練実施予定 

・ 北山台区 

防災訓練は、安否確認・けが人を想定した救護訓練・民生委員による要介護者の救護訓練を

実施 

安否確認率は、93.67％と低調に終わったことが反省点 

防災サイレンがよく聞こえにくい区域があった 



・ みどりの村区 

区全体の集計はまだ出ていないが、各地区でタオルが出ていない世帯が半数以上あった 

企業でも採用している安否情報システムアプリの活用を今後検討したい 

・ 三上台区 

万全なコロナ対策のもと、敬老会を実施し、参加者からは好評だった 

防災訓練は、小学校まで避難したため、区内での安否確認ができなかった 

・ イワタニランド区 

防災訓練は、計画通り実施した 

防災放送が聞きづらい地域があった 

・ 近江台区 

防災訓練は、ふるさと防災チームに役員が加わって、計画実施した 

安否確認のため、各世帯のタオル確認をこのチームで行った 

防災無線が奥の方にあるため、手前側の世帯では聞きづらかった 

・ ハイウェイサイドタウン区 

毎年担当役員が初めてであるため、とりあえず住民の方に 3 か所の避難場所を実際に知って

もらい、他の役員も訓練を経験してもらうことで終わった 

救護訓練等はできなかった 

10月 11日に河川一斉清掃を実施した 

 

（副会長補足） 

今後、委員会またはまち協が中心になって、各区の訓練情報の意見交換を行えればよいと思う 

市役所に提出した、訓練報告書を委員長に提出してください 

 

○監事より 

まち協事業が、少しずつ動いてきたようだ 

地域の方々が顔見知りになることがまち協の目的でもあり、それによって、災害時の共助に役立

つのではないかと思う 

災害時における対応について、全区が一致して動けるように、各区からの代表者会議等を開催し

たらどうかと思う 

（副会長補足） 

防災士連絡会の中で、各区における防災意識の温度差を解消する必要が話し合われている 

防災士のスキルアップを図り、地域の防災意識の向上を図りたいが、コロナ禍により研修ができて

いないが、今後、防災訓練の在り方等をまとめて、各区に報告したい 

 

○その他 

消防団に対して、何かを依頼したいときには、市役所危機管理課を通じて、お願いして下さい 

 

 

承認署名 



令和２年度　菩提寺まちづくり協議会　予算・実績対比表

委員会名 事業計画 R02予算 実績

項　　目 R02予算 実　績 摘　要（●：終了） 項　　目 R02予算 実　績 摘　要（●：終了）
大規模災害に備えての地域支えあ
い体制構築

50,000 0

市支出金 事業加算金 2,136,000 2,008,000 ●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
認知症独り歩き高齢者の発見・保
護訓練実施

60,000 5,287

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 6,552 まち協会長会議負担金、他
地域特性に合わせた生活支援活動
への参画

30,000 0

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
子ども食堂（菩提寺「すくすく食
堂」）の継続開催

500,000 87,211

事業交付金 50,000 0 人権活動事業交付金 消耗品費 160,000 6,366 事務用品、消耗品 合同事業 0 0

社協支出金 事業交付金 120,000 84,000 絆づくり交付金 通信費 90,000 40,175
ホームページサーバー保守費、
固定電話費用、郵送費

合　計 640,000 92,498

学区支出金 区分担金 0 331,000
●Ｒ2年度はなし⇒一旦徴収し、
年度末に返納を検討する。

役務費 5,000 330 振込手数料
実行率： 14.5%

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 7,300 まち協だより発行費、他
歴史文化資料室の維持管理及び新
企画

140,000 29,990

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

菩提寺山の散策路の整備、維持管
理

70,000 29,462

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※1 2,000,000 402,029 避難所用備品を含む
まちセンのロビーを利用した展示
会の開催

40,000 0

事業収入 福祉・安全委員会 100,000 17,300 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
菩提寺の歴史を子どもたちに伝承
する。

50,000 7,627

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 合　計 300,000 67,079

地域活性化委員会 100,000 72,400 地産品売上金 修繕費 50,000 0 建物・備品の修繕
実行率： 22.4%

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 92,498
防災体制構築、すくすく食堂、
他

地産地消の推進 48,000 11,988

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 67,079
歴史文化資料室管理維持管理及
び新企画、他

自然を大切にし、触れ合うまちづ
くり

420,000 45,390

雑収入 雑収入 0 13,413
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 57,378
地産地消の推進、竹林の整備の
費用、他

合　計 468,000 57,378

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 410,000 222,505
ハリキリンピック、すくすく広
場、他

実行率： 12.3%

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 17,644 展示・発表・模擬店・本部費用
地域の大人と子どもたちとの秩序
あるつながりを創る

50,000 0

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

子どもたちと保護者が、地域と世
代間交流する場を創る

360,000 222,505

土曜事業支援 0 0 ●各委員会で予算化
事業目的達成のため、市民会議と
連携する

0 0

諸支出金 謝礼金 20,000 0 ●甲西北中：フェスタの利益 合　計 410,000 222,505

手当て 120,000 0 地域支え合い推進員支援手当て
実行率： 54.3%

調査費 100,000 0 新規事業の調査費

協賛金 0

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

活動費 200,000 64,144 地域支え合い推進員の活動費

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※2 1,382,976 65,000

11,585,976 8,779,045 実行率：75.8％ 11,585,976 2,455,800 実行率：21.2％

残　　高 6,323,245

令和2年9月30日

合　計 合　計

※2：センター駐車場横の高木の伐採と後片づけの謝礼 65,000円

：9/30時点の残高

収入の部 支出の部

福祉・安全
委員会

文化芸術
委員会

地域活性化
委員会

子ども育成
委員会

※1：多目的グランド用時計（セイコー SF211S）53,236円／竹林散
水用ポンプ一式（４点）50,421円／コロナガード（すくすく食堂用アク
リル板（20セット）243,100円／コロナガードの脚（２セット分）
2,260円／非接触体温計（２個）7,160円／騒音計 27,873円／ボイス
レコーダー 18,015円



elfinpc
タイプライタ
                                           

elfinpc
タイプライタ
                                



作業内容 月日 曜日 割り振り 時間帯　　　　　　　　　　　　　各区の所に名前を入れて下さい。

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

寺村 浅野 徳田一廣 中島かおる 柴田・山本 岡本

9時~11時 11時~13時 13時~15時 15時~17時

10月25日 （日） ①中島かおる ②川又 ③浅井(長) ④文化芸術

10月31日 （土） ⑤児島憲人 ⑥文化芸術 ⑦子供育成 ⑧亀川 ＊午後からハリキリンピック有り。

11月1日 （日） ⑨長島

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

中野 田中雄二郎 寺戸　徹 中島かおる 東峰・岩本 山本 浅井（基）

まちづくりフェスタの協力体制

パネル設置 10月23日 各区1名 9時~11時（金）

作品引取り対応（文化芸術・福祉安全）

各区1名 15時~17時

会場巡回 各区1名

パネル撤収 11月1日 （日）

各区希望の
日・時間帯
（①～⑨）を
選択下さい。
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