
令和 3 年度 第 11 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 4 年 2 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 長島 中村 田中秀 浅井基 大黒 鵜飼  

区 長 廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台) 山本(イワタニランド)  

自治会 和田(三上台自治会長) 服部(サイドタウン自治会長) 志賀(みどりの村自治会長)   

高野(北山台自治会副会長)  

欠席者 浅井長会長 小川監事 眞野(菩提寺代理区長)  小野(近江台書記広報)   

西田(イワタニ自治会長) 

 

会長報告  川上副会長 

1) ローソン裏開発 

従来あった開発話は中止となった。 

守山の不動産業者が、新たな計画を作成している。 

大山池を１ｍ下げる代わりに、土地を 1m 上げる。 

ため池を 3 ヶ所設け、雨水を一旦そこに溜めて、大山川に放水する。 

審査及び説明会を来年 5 月に実施する予定。 

5 ヶ所の商業施設と 136 区画の住宅地を予定している。 

 

2) ササ薬局前道路 

道路の冠水問題は、未解決として、市に再調査を依頼している。 

みどりの村の公園方向への水路が、枯れ草等で詰まっているようで、次の大雨時に市に立ち会っ

てもらう。 

 

3) その他 

2 月 25 日（土）開催予定だったすくすく会議は中止とします。 

その代わりに 2 月 25 日 19 時から、まち協役員推薦会議を開催しますので、各区 2 名の出席を

お願いします。1 名は区長の出席をお願いします。 

まちセンロビーで、フリーWIFI の使用ができるようになりました。但し、それにより多人数が集まり、

密になるようであれば、即使用中止とします。 

 

協議事項及び承認事項 

○自治会からの連絡・要望等 

 北山台 

1.連絡事項 

① 役員の改選について。 

新会長、副会長、書記、会計、委員長、副委員長、ブロック長が決まりました。今後各委員会

へのブロック長の希望を2月12日迄に募っています。 



新会長：松永氏 

総務広報担当副会長：山本（涼）氏、委員長：市村氏、副委員長：桑名氏 

安全環境担当副会長：奥村氏、委員長：野間氏、副委員長：神田氏 

催事文化担当副会長：白木氏、委員長：布施氏、副委員長：山本（由）氏 

会計：森下氏 

書記：伊藤氏 

今後の日程・2月19日臨時役員会―総会議案検討 

     ・2月26日新旧役員会―総会議案、予算案決定 

     ・3月5日新旧ブロック長会議 

     ・3月19日役員会議総会議案確定 

     ・4月10日総会資料配布 

     ・4月17日2022年度定時総会 

② 催事文化委員会：こども110番の更新有無についてアンケート調査中。（2月20日提出期限） 

③ 次期各委員会への引継ぎを3月5日に行う。 

④ その他： 

・どんど焼を1月15日（土）10時～実施済。 

・総会に向けての資料作成等 

2.自治会活動で困っている事 

①コロナ禍における自治会活動の継承 

役員数も減なので継承について次年度も検討。行事の減や外注化、事務員さん？の常設が

必要か等、次年度に引継ぐ。 

②備品台帳作成中――8割がた出来ているが次年度へ引き継ぐ 

③桜ライトアップは行う予定。 

 

 みどりの村 

2 月 16 日 次期役員が決まり、引き継ぎを終了しました。 

2 月 6 日 大山池の清掃を無事終了しました。 

3 月に総会を行いますが、書面決議とすることに決まりました。 

（補足） 

大山池の清掃時にイワタニランド区の方々の協力をいただき、ありがとうございました。 

 

 三上台 

２月度 報告内容 

        

 １）会議開催関連 

  ・２／５ 新役員・旧役員の引継ぎ会実施、班長除く本部役員及び専門部部長の具体的な引き継ぎ実施。 

        

  ・２／６ 決算、事業統括検討会実施 

   会計 

   １月までの収入及び支出実績の確認と、各専門部のＲ３年度実績予測を踏まえ本年度の収支を予測する。 



               

  ・２月１９日（土） ２月度定例役員会 

   今回より新本部役員も出席してもらい、役員会の雰囲気、進行内容を確認してもらう事にする。 

         

 2）自治総会関連     

  ・各部、事業統括＆計画及び予算書の作成 

        

   ・２月中旬頃に議案書原稿作成 総会は書面決議とする 

               

   ・３月上旬 議案書最終校正、総会資料各戸に配布＆委任状回収。 

 

 ハイウェイサイドタウン 

4 月 3 日に総会を開催することに決定しました。2 月 11 日の班長会議で、自治会館かまちセンで

開催するか、もしくは書面決議にするかを図る予定です。 

2 月 27 日 会計監査を無事終了しました。 

 

 菩提寺 

1 月 30 日に役員改選を行い、区長と会計が決定しました。区長は、留任となりました。 

2 月 13 日に新旧役員が集まり、体制を整える会議を行います。 

3 月中旬に次年度予算を決め、4 月に決算を締めます。 

5 月 22 日に総会を行うが、書面決議は、その後の対応が大変なため、対面で行う予定 

 

 イワタニランド 

1 月末の組長との合同役員会は、配布物の受け渡しのみをしました。 

2 月 6 日にみどりの村と合同で大山池の清掃を行いました。 

 

 近江台 

〇1 月 23 日役員定例会 

議題 

・区長選挙について        ・次年度役員引継ぎについて 

・どんど焼き、防災訓練総括    ・その他 

 

〇区長選挙について 

区長選挙は次年度役員の方から選挙管理委員を選出し、告示書を回覧・全戸配布済みです。 

 

〇次年度役員引継ぎについて 

次回の役員会（2/13）で次年度の役員の方に役を決めていただき、個別で引継ぎをする予定

です。倉庫の中身を台帳に記入していく作業を進めているところです。 

引継ぎにあわせて、ゴミステーションの掲示物や底板等をきれいにする計画もしています。 

 



○福祉・安全委員会報告   浅井長委員長 

【報告事項】 

 １．子ども食堂の開催 

   １）第 44 回菩提寺「すくすく食堂」の開催（1 月 15 日） 

     ・参加者 42 名（未就学５名、小中学生 24 名、保護者１３名） 

     ・参加費 6,800 円（子ども 100 円/名 大人 300 円/名） 

     ・食事の提供のみ（親子どんぶり＋白玉ぜんざい） 

   ２）第 45 回菩提寺「すくすく食堂」の開催予定 

     ・開催日 2 月２６日（土） 

     ・食事の提供→テイクアウト（内容は牛すじシチュー） 

   ３）第 46 回菩提寺「すくすく食堂」の開催予定 

     ・開催日 3 月 19 日（土） 

２．支えあい推進活動 

１）支えあい推進員連絡会議出席・・1/19 

２）楽らく会メンバー対象「フレイル予防の基礎知識」・・２/1  中止 

３）安心応援ハウス事業（毎月第 2 水曜）  

・1/12 (水)「ウッドクラフト」・・参加者 6 名 

・2/9 の「陶芸」は、コロナ感染拡大のため中止 

・３/2 の「簡単ポーチ」は状況により判断 

４）認知症講演会・・２/6(日) 13:30～15;00 Zoom 配信で実施 

・講 師 南草津けやきクリニック 宮川 正治先生（ご自宅から） 

*人権研修（懇談会）との共催は変更（中止）  

・参加者 Zoom 参加   27 名（2 団体含む） 

まちセン参加 33 名（自宅で視聴できない方中心に） 

５）第 1 層地域支えあい推進会議・・２/16（黒栁支えあい推進員が参加予定） 

６）生活支援コーディネーター学習・情報交換会・・２/18  

・「移動・外出支援の推進に関する研修会」（黒柳支えあい推進員が参加予定） 

７）菩提寺フレイル予防講座・・３/1(火) 

・テーマは「栄養と口腔衛生」 

・講師･指導等は滋賀県管理栄養士会､高齢福祉課､歯科衛生士に協力を頂く 

・開催の可否は状況により判断 

８）まちづくり連絡会議 

・2 月 15 日（火）10 時 30 分～ 菩提寺まちづくりセンターにて 

（まち協会長､副会長、支えあい推進員、社協、高齢福祉課、福祉政策課） 

９）すくすく会議（支えあい推進活動の協議体） 

・2 月 25 日（金）19 時～ 菩提寺まちづくりセンターにて 

・参加者は各区々長､各区の民生委員代表､健康推進員代表､まち協代表 

社会福祉課､高齢福祉課､社協､北中コーディネ―タ､ボランティア団体代表 

・4 月に延期（日程は別途調整） 

（補足） 



2 月 27 日（日）に予定していた、区長対象の「声掛け訓練」は中止となっています 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

報告事項 

 １，歴史の小径整備作業 

   １２月は歴史の小径の整備作業はなし。 

 

２，文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会 

日時：  2022 年 1 月 22 日（土）14：00～16：３0 

場所：   菩提寺まちづくりセンター 

出席者：  井上謙二、岡島敏弘、新谷浩二、阪口久美子、加野晴樹、黒川隆志、田中秀明、 

 

１）文化芸術委員会の活動 

 ①歴史講座 

   ２月２７日（日）の予定だったが、コロナ感染拡大のため延期とした。日程は未定。 

   次年度になる可能性もあり。 

 ②菩提寺小学校・菩提寺北小学校の６年生が作成した「歴史パネル」の展示を実施。今年は

両校とも作成したので、２月４日に展示をした。一週間展示する。 

   菩提寺北小・菩提寺小同時開催 ２月７日～１３日 展示準備２月４日 片づけ２月１４日 

 

２）歴史文化資料室の活動 

 ①菩提寺の紹介ビデオを作成  歴史の小径・道標・菩提寺山が出来ている。齋神社の祭礼

のビデオも完成した。 

 

３）その他 

 ①菩提寺山の散策路に設置している丸太の階段の補修のため、丸太を購入した。山への運

搬は歴史の小径の整備作業の時を利用して運ぶ予定。 

   階段の補修作業は、別途日程を決めて行う予定。 

 ②菩提寺山の散策路の案内板を更新するためにパネルを購入することにした。散策路の点検

の時に付け替え、追加を行う予定。 

 

４）今後の予定 

 ①次回の歴史の小径整備作業は２月２６日（土）９：００～１１：００ 

 ②次回定例会 ２月２６日（土）14：０0～16：30 

 

 依頼事項 

２月２６日（土）９：００～菩提寺山の散策路の階段用の丸太を運搬します。協力して頂ける方は

９：００に歴史の小径の三体地蔵前に集まって下さい。人数が多ければ早く運べます。協力をお

願いします。 

 



○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

委員会の報告事項、予定 

1 月度の地域活性化委員会ですが、浅井の職場で（私自身は濃厚接触者では有りませんが）コロ

ナの陽性者や、濃厚接触者が数人出た為、気になりましたので急遽 LINE のグループ電話で会議

を行いました。 

 

1) 県立大生のＷＳ 

滋賀県で感染者も増えている中、当初宿泊を伴う予定でしたが、大学より泊りの活動は禁止とな

った為、1 月 29 日、30 日通いで実施。 

参加人数は両日 5 名で 12 月にやり残した、2 号機の補修を行った。  

 

2) 竹林整備 

委員会は当初 1 月の整備は休みの予定でしたが。学生に併せて整備を行いました。事前に住

民の皆さんへ案内していなかったので、粉砕機の稼働は行いませんでした。竹林全体の整備と、

竹林入口の住宅地付近の竹の伐採を行いました。もう少し残っていますが、日を見つけて伐採

予定です。 

 

3) 椎茸、平茸の育成 

コロナ渦の中でも有るので、ボランティア募集は行わず、委員会のメンバーで  3 月 12 日（土）

9 時にセンター集合後竹林で植菌を行う。合同役員会の皆さんでお手伝いいただける方は、よ

ろしくお願いします。 

 

4) 各自治会さんによる筍堀の実施 

昨年は、不作により筍の生育が悪く皆さんにご迷惑をおかけしました。 

今年は豊作と期待して 4 月第 1 週より実施したいと思います。 

コロナの影響も有るかと思いますが、皆さん感染対策十分行った上で参加をお願いします。4 月

2 日（土）～各自治会さんの、都合の良い日を検討お願いします。 

申し込み順に受け付けします。 

よろしくお願いします。 

 

次回運営委員会は 2 月 16 日（水） 

 

○子ども育成委員会報告    大黒委員長 

報告事項 

1. すくすく広場  

残念ながら、新型コロナ感染拡大の状況により、中止としました。 

事前の参加申込み者には、予定していたお土産を受取りに来ていただいた。 

 

日にち 令和 4 年 2 月 5 日（土） 

時間 13：00～15：00（参加申込み者にお土産の配布） 



場所 菩提寺まちづくりセンター 

お土産 福豆、鬼の面付きお菓子、ジュース、缶バッジ 

 折り紙とイラストメッセージ（甲西北中生ボランティア部制作） 

 

2. 土曜日事業支援（ポンポン船作り） 

   令和４年３月５日（土）予定、中止となった。 

 

3. 湖南市青少年育成市民会議 

   役員（理事）について  後任、大黒 

理事会 1 月 26 日（水）20 時～（書面表決に変更） 

 

依頼事項 

「子ども育成委員会」サポーターの推薦について 

推薦依頼案内をお渡し（区長様） 

３月３１日をめどに回答をお願いします。 

推薦いただきましたサポーターには、可能な範囲で行事へのご協力をお願いしています。 

運営委員派遣依頼文を巻末に添付します。 

 

承認事項 

イベントの際の感染防止対策、また、子どものけが防止のため、購入をお願いします。 

①ジョイントマット ·············· すくすく広場などのイベントの際や、子どもの部屋の床に使用したい。 

 50 枚 79,800 円×2 セット、159,600 円（１００㎝ ×１００㎝ ） 

②小さめの三角コーン ··· ゲームコーナーや、会場内の動線を誘導するため 

 10 個組 1,480 円×10 セット、14,800 円 

（承認結果） 

全員賛成により承認されました 

 

次回委員会 令和 4 年 2 月 28 日（火）１９時～ 

 

○監事より 

いよいよ期末を迎えて、新役員が決まったところ、まだ決まっていない区もあるようです。また、現役

員も総会に向けて何かと大変とは思いますが、くれぐれも感染対策をしっかり行った上で、開催して

いただきたい。 

 

○その他 

認知症講演会では、初めてまち協としてリモート会議ソフト Zoom を使って実施したが、想定外に高

齢者の方が Zoom で参加したようで、感動されていました。皆さんもぜひ Zoom を使用した会議を開

催してもらいたい。 

承認署名 



各自治会長 殿 

 

子ども育成委員会 

大黒 直子 

 

2022年度 子ども育成委員会への運営委員選出の依頼 

 

今年度も委員会への運営委員の派遣をお願いします。 

 

〇子ども育成委員会の目的 

・子どもたちの健全な成長を、地域で見守り・育むまちづくり 

 

〇活動の目標 

・地域の大人と子どもたちとの秩序あるつながりを創る 

・子どもたちと保護者が、地域と世代間交流する場を創る 

 

１．委員会メンバー 

・１０名 

・委員長：大黒 直子   副委員長：柴田 栄一 

・サポーター 別途依頼（サポーターはイベント等を補助していただく方です） 

 

２．定例役員会 

・毎月第１月曜日１９時００分～ 

・その他確認事項等を LINE グループで共有 

サポーター会議 

・６月ごろにサポーターに向けた年間スケジュール等を説明するサポーター会議を開催 

 

３．活動内容 

①夜間巡回 

夏休み期間中約１０回実施、２１時から２２時の間、菩提寺小、菩提寺北小学区を巡回。

委員会、サポーターメンバーから男性２名一組で分担し、まち協の軽トラックを使用す

る 

②早朝あいさつ運動 

９月から１２月までの毎月第一月曜日、菩提寺小、菩提寺北小校門付近で実施 

区ごとのグループで担当する 

③小学校土曜日事業のお手伝い 

土曜日事業は市から推奨されている学校・家庭・地域の連携協力推進事業の 

取組で主に小学生を対象とした事業 

過去にはペットボトルロケット作りやポンポン船作りを企画 

④菩提寺まちづくりフェスタ「ハリキリンピック」 

まちづくりフェスタの１コーナーとして未就学児、小学生を対象としたイベント 

魚釣りゲームや輪投げゲーム等をし、参加者全員に景品を渡す 

委員は会場の設営や子どもたちのゲームの誘導を担当する 

⑤節分時期の未就学児対象イベント「すくすく広場」 

社会福祉協議会の絆づくり事業として、民生委員・児童委員との共同事業 

未就学児を対象とし紙しばいや豆まきのイベントを開催 

⑥湖南市青少年育成市民会議との連携 


