
令和 3 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 3 年 7 月 14 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 浅井長 川上 粟津 長島 中村 田中秀 浅井基 大黒 小川 

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 眞野(菩提寺代理区長) 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)  西田(イワタニ自治会長) 高野(北山台自治会副会長)  

小野(近江台書記広報)  

欠席者 鵜飼監事 柴田（子ども育成委員長)  

 

会長報告  川上副会長 

１） 【報告】土曜日事業について 

永きに亘り土曜日事業のプロジェクトリーダーを担っていただいた永田リーダーが退任すること

になり、今後のまち協の土曜日事業運営は、まち協執行部が運営責任を担うこととして、現子ど

も育成委員会の柴田委員長が土曜日事業のリーダー代行を務めます。 

永田氏にはプロジェクトリーダーとして永年、土曜日事業を導いていただき感謝申し上げると共

に、機会があれば子ども育成の各場面でご協力いただければと願っています。 

また７月１３日（火）１９時より土曜日事業の体制・スケジュールについて菩小・菩北小・北中コー

ディネーターとまち協とで話しあった。 

今後の窓口は担当委員会、その他の窓口として川上が担当することをお伝えした。 

（現在、柴田委員長が病気療養中のため） 

２） 【依頼事項】隣接の住民より「苦情」 

行政に依頼したが却下（指定管理費に含まれているとの見解） 

⇒ 7 月 22 日９：００～有志にて草刈り・・・協力者募集 

３） 【報告・連絡】地域運営組織の見直しワークショップ 

７月１０日（土）第２回目ワークショップ開催。 

参加者：まち協より３名（会長・副会長・事務局長）・区長 

第１回ワークショップ（６月９日）に洗い出した各区・まち協の事業について、その必要性・重要性

を加味し、事業を統合するか、継続するか、廃止するかの分類を実施。 

次回３回目は８月７日（土）１３：００～菩提寺まち協にて実施。 

内容は ・まち協の部会組織と区組織の連携の仕方 

 ・コミュニティプランの見直し（地域の目指すまちの姿を確認） 

参加者：区長・まち協３役・行政 

４） 【連絡】令和３年度湖南市総合防災訓練 

１０月３日（日）８：００～１２：００ 

新型コロナウイルス感染症脅威下における地震災害（震度６強）を想定。 



５） 【連絡】令和３年度まちづくりフェスタ 

１０月２４日～１週間（展示）の予定。 

サークル発表等についてはビデオ・Zoom 等を考慮し、検討を開始する。 

各区の行事スケジュールにて上記を考慮願います。 

 

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 

【報告事項】 

1. 菩提寺「すくすく食堂」の開設について 

１） ６月度（6/19 開催）⇒第 39 回  

 スタッフ会議を 6 月 15 日(月)19 時 30 分～開催 

 メニューはハンバーグプレート（ロコモコ） 

 参加者 110 名（子ども 75 名、保護者 35 名） 

 参加費 18,000 円（子ども 100 円/名、大人 300 円/名） 

 参加者多数のため中会議室１および２も会場として使用 

 新規委員会メンバーとなった「松井さん（三上台）」「西池さん（近江台）」に見学・参加をい

ただきました。 

２） ７月度（7/17）開催予定⇒第 40 回 

 スタッフ会議を７月１２日(月)19 時 30 分～開催 

 メニューは夏カレー 

３） ８月度（８/28）開催予定⇒第 41 回 

 スタッフ会議は 8 月 23 日(月)19 時 30 分～開催予定 

 メニューはそぼろ丼 

＊土曜日事業（ポンポン蒸気船製作）とコラボして開催。土曜日事業の受付が 13 時から

始まるので、食堂は 12 時 45 分に終了します。 

2. 地域支えあい推進事業について 

１） まちづくり連絡会の開催 

 ７月６日(水)13 時 30 分から開催 

 次回開催は 9 月 8 日（水）13：30～ 

２） 「すくすく会議」（協議体）の開催（予定） 

 ７月３０日(金)19 時から第４回目を開催予定。 

 「独居高齢者の安否確認」について民生委員・児童委員及び各自治会の意向を受けて、

今後の進め方を討議します。 

3. 菩提寺地区防災連絡会の開催（予定） 

 7 月 31 日（土）19 時 30 分から第４回目を開催予定 

4. まち協カフェの実績 

 毎週 月､水､金の 11 時～16 時に開設 

 6 月度実績（コーヒー・紅茶 150 円/杯）  

売上げ：34,500 円（チケット販売 21,000 円、現金販売 13,500 円） 

販売数：222 杯（チケット 132 杯、現金 90 杯） 



 一日平均：17 名の利用 

5. 支えあい推進活動 

１） 安心応援ハウス事業 

7 月はシソジュースを作って、夏に向けて健康講座を開催 

（講師：稲岡さん＝みどりの村・管理栄養士）。 

２） ささえあい新聞発行 

ささえあい新聞夏号（第５号）発行 

 

【前回 各区・自治会に検討依頼した事項の確認】 

1. 独居高齢者の見守り活動への協力要請内容と結果 

□各区・自治会にお願いしたいこと（以下の２点） 

① 区・自治会内独自で把握されている独居高齢者等「見守りが必要」とされている名簿があれ

ば区長・民生委員に情報提供をいただくこと。 

② 上記の名簿と民生委員が訪問して了解を取り付けた独居高齢者の情報をもとに、関係者が

集まり、個別対応の見守り活動の計画・実施に取組むこと。 

見守り活動の具体的方法を上げれば（例えば） 

 班長・組長・ブロック長による見守り（回覧の状況等での気づき） 

 ご近所の方の日常生活での気づき 

（夜､明かりがついていない、郵便受けが満杯、洗濯物が取り込まれていない） 

 見守りサポート隊ボランティアを募集しての見守り活動の展開(計画･実施) 

 定期的な訪問（現在も民生委員や日赤奉仕団の方々がされています。） 

 上記２項目について、自治会内で検討いただき、活動に賛同いただけるか、否かの回答を

7 月のまち協合同役員会（7 月 13 日）で報告いただけるようにお願い申し上げます。 

 短期間での検討のお願いとなります。検討期間が更に必要であれば､その旨を申し出て下

さい。 

□各区・自治会の検討結果を確認（本日） 

（各自治会からの報告をまとめて掲載） 

概ね、各自治会における見守りの協力には同意できるが、一部の自治会では、これまで通り、民

生委員による見守りが行われているので、自治会として改めて取り組むかは検討する。 

独居高齢者のリストが開示されていないため、どのような方法で誰が見守りを行うかの話し合いが

できていない 

 

【参考情報】 

■新型コロナウイルスワクチン接種券発送情報（広報こなん 7 月号から） 

 50 歳以上 55 歳未満の方 7 月 7 日発送予定 

 12 歳以上 19 歳未満の方 7 月 14 日発送予定（夏休み期間中に 2 回の接種完了） 

 45 歳以上 50 歳未満の方 7 月 21 日発送予定 

 4０歳以上 45 歳未満の方 7 月 28 日発送予定 

 

 



○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 

 日時： 2021 年６月 2７日（日）9：00～11：00 

 出席者： 文化芸術委員会より４名参加 

 内容： ・多宝塔のまわりの竹が伸びていたのを刈り取った。 

  ・遊歩道の枯れ枝、落葉を樹去するため掃き掃除をした。 

2. 文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会 

日時： 2021 年６月 2８日（月）14：00～16：00 

場所： 菩提寺まちづくりセンター 

出席者： 文化芸術委員会及びサポーター６名が参加 

１） 文化芸術委員会の活動 

① 歴史講座の計画 

8 月 29 日（日）13：30～からに決定。 

講師：藤岡英礼氏（栗東教育委員会） 教育委員会を通じて依頼した。 

テーマ：「少菩提寺のはなし」 

7 月 14 日の合同役員会で、各自治会にチラシの回覧をお願いする。 

② 土曜日事業歴史ワークショップ 

８月 26 日（木）９：００～１２：００に決定 

各小学校コーディネーターに連絡してお願いした。 

２） 歴史文化資料室の活動 

① 菩提寺の史跡や社寺の紹介 DVD の作成をしていく。完成品の確認 

   ・編集会議を開きながら台本を作成していく。出来たものからナレーションを依頼して録音する。 

    ７月 17 日（土）編集会議 13：30～16：30   ７月 19 日（月）録音日予定 

３） その他 

① 菩提寺山の地図を作り直す。（正確な地図にする） 

    歴史の小径にある、多宝塔の前の案内看板の地図が実際と違っている。修正したい。 

４） 今後の予定 

① 歴史の小径整備作業 ７月２４日（土）9：00～11：00 朝 8：00 時点で雨の場合中止 

② 次回定例会 ７月２７日（火）14：00～16：30 

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる場合があります。 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

委員会の報告事項、予定及び、承認事項 

1. 竹林整備 

6 月 26 日に追加の防音工事を実施 

防音壁の中の粉砕機を囲い防音シートを掛けた事により、65 ㏈前後だったものが、覆う事により

57～60 ㏈に下がった。山側に防音シートを追加して、騒音の削減今以上に行う予定。 

 

 



作業環境改善の為に排気をする為に下記機

材が必要です送風機が必要なのです。  

エンジン発電機、送風機、ダクト、防音シート

の購入が必要です。 

別 紙 購 入 品 の 承 認 を お 願 い し ま す 。     

金額は 202,257 円よろしくお願いします。  

 

 

（質問） 

発電機は、年間何回くらい使用する予定か？ 

（回答） 

年間７～８回程度使用予定。その他、送風機使用以外の電源必要時にも使用する予定 

（決議） 

全員賛成で支出承認されました。 

2. 竹林周辺草刈り 

8 月 1 日（日）少し早いですが、7 時 30 分から菩提寺きずな会の皆さんと草刈りの予定です。委

員会では、資材が間に合えば、粉砕機の防音工事も実施予定です。 

周辺の皆様には、事前に案内予定です。 

3. カブト虫の販売 

今年もカブト虫が生育しています。7 月 12 日よりセンターで販売しています。 

各自治会の皆様へ宣伝をお願いします。まち協の HP にも掲載済み。 

カブト虫の生育状況にもよりますが、販売期間は 8 月中旬位の予定です。 

（補足） 

カブトムシペア+カゴ+餌で、５００円 

開館時間内に販売しています 

 

○子ども育成委員会報告    大黒副委員長 

1. サポーター会議を終えて 

日時： 6 月 21 日（月）19 時〜 まちセン多目的ホール（実施済） 

 反省点と来年度への申し送り 

サポーター：サポーター一覧表の作成が遅かった。５月中旬目処で作成する。 

資料： 当日の修正があり、事前に委員会で確認が必要だった。 

準備： 19 時開始で 18 時集合したが、丁度よかった。 

会議： 内容・時間は丁度良かった。説明をもう少し丁寧にするべきだった。 

 サポーターの皆様にアンケートしても良かったのではないか。 

アフター： 資料訂正し、再度サポーターへ資料送付する。 

２．事業計画の具体的な運用 

  ・夏休み夜間巡回 

   日にち：7 月 23 日（金）24 日（土）から 8 月 27 日（金）28 日（土）まで毎週金・土 

 



   時 間：21:00〜22:00   5 週間 計 10 日（13 日、14 日は除く） 

   実施にあたり事前準備など 

  ・愛のひと声あいさつ運動 

   日にち：９月 6 日（月）〜12 月 6 日（月）まで毎月第一月曜日開催 

   時 間：7:30〜8:00  4 回 

   実施にあたり事前準備など 

  ・土曜日事業支援（ポンポン船作り） 

   日にち：8 月 28 日（土）13:00 受付 13:30 スタート 

   実施にあたり事前準備など 

   8 月 21 日に中学生も含めリハーサル実施 

  ・まちづくりフェスタ（ハリキリンピック） 

   日にち：10 月 24 日（日） 

   時 間：集合９:00 スタート 10:00 終了 12:00 

   内 容：次回会議までにアイデアを各自検討 

  ・すくすく広場 

   日にち：2022 年１月 30 日（日） 

   時 間：集合 11:00 スタート 13：00 終了 16:00 

   内 容：内容検討 

次回委員会   2021 年  ８月  ２日 （月） 

 

○土曜日事業案内     柴田リーダー代行（代読 浅井会長） 

1. 土曜日事業に対するまち協の担当変更 

    窓口 永田さん（イワタニランド区前区長） 

        ↓ 

まち協八役会（四役＋４委員長） 

代表して柴田子ども育成委員長 

 

２．令和 3 年度の土曜日事業計画 

月日（曜日） 開始時刻 場所 教室・行事内容 担 当 

７月２6 日（月） ９時～ 菩小 夏休みわくわく教室 菩小コーディネーター 

７月２1 日（水） ９時～ 北小 夏休みわくわく教室 北小コーディネーター 

7 月 27 日（火） ９時～ 菩小 夏休みわくわく教室 菩小コーディネーター 

7 月 27 日（火） ９時～ 北小 夏休みわくわく教室 北小コーディネーター 

7 月 29 日（木） 9 時～ 菩小 絵画教室 菩小コーディネーター 

8 月 4 日（水） 9 時～ 北小 絵画教室 北小コーディネーター 

8 月２６日（木） 9 時～ まちセン 歴史ワークショップ 文化芸術委員会 

8 月 28 日（土） 13 時～ まちセン ※ポンポン蒸気船製作 子ども育成委員会 

12 月 18 日(土) 9 時～ まちセン ※門松づくり 地域活性化・文化芸術委員会 

12 月 25 日（土） 13 時～ 菩小 年末書き納め大会 菩小コーディネーター 

12 月 25 日(土) 9 時～ 北小 年末書き納め大会 北小コーディネーター 

2 月 19 日（土） 9 時～ まちセン ※竹馬製作 地域活性化・文化芸術委員会 

                              ※子ども食堂が行事に合せて開設されます。。 



●参加者の連絡は、担当委員会の委員長に連絡。 

ただし、ポンポン蒸気船製作は「平塚和行」さんに連絡。 

●費用清算 

コーディネーターが企画される教室・行事の費用前払いと精算は、まち協の中村会計に相談。 

    

○会計報告 中村会計 

会計監査報告及び第一四半期の予算実施状況は、巻末にて添付 

 

○自治会からの連絡・要望等 

 三上台 

７月８日一斉清掃実施 

ゴミステーションへの不法投棄に困っている。他の自治会での状況を教えてほしい 

 北山台 

７月４日 大谷川清掃実施 

自治会館周りでの、セアカゴケグモ退治（１０匹） 

防災倉庫の整理 

自治会館の備品設備の保守計画立案中 

ゴミステーションの不法投棄は、役員が片付けをしている 

防犯カメラを１８台設置しているが、不法投棄防止効果としてはない 

 みどりの村 

６月２７日 一斉草刈りを実施 

夏祭り（秋祭り）を１０月１３日に、まちセンを借りて開催計画中 

体育祭を１０月２４日に予定 

ゴミステーションに関しては、１週間交代で、管理当番がノートに記録している 

 近江台 

夏祭りを７月 24 日に予定している（各家庭での BBQ） 

7 月 4 日草刈りを実施 

半年前に車にイタズラされた住民が、6 月はじめに再度イタズラされ、防犯カメラで録画した 

草刈り等の自治会行事に不参加の非加入者への対応を検討している（徴収金等） 

ゴミステーションの不法投棄は、役員が片付けている 

 イワタニランド 

6 月 27 日一斉草刈り実施 

不燃物の不法投棄は、ゴミ当番か役員が処分している 

自治会非加入者のゴミ捨てマナー協力をどうするか. 

（市から管理費を別途徴収している所もある） 

 ハイウェイサイドタウン 

7 月 24 日夏祭り予定（お楽しみ会を実施する予定） 

ゴミステーションの管理責任者から不法投棄品の連絡を役員にして、役員が処分している 

自治会ニュースで、ゴミ捨てマナーを毎月掲載して周知を図っている 

 

 



○監事より 

小川監事 

高齢者の見守りは、非常によい活動と思います。少しでも早く異常を見つけられ、大事に至らない

よう皆さんのご協力をお願いしたい。 

土曜日事業に関して、永田前リーダーには大変感謝致します。また、書き納め以外の事業には、

参加できますので、お声掛けください。 

 

○その他 

粟津副会長より、下記の提案がありました。 

合同役員会のアジェンダを変更したい。自治会からの報告や提案が以前より増えてきたため、こ

ちらを主体に議事進行を行う。 

１．会長報告 ２．自治会からの連絡・要望等 ３．委員会報告の順に進行する。 

委員会報告は、事前に委員会議事録等の資料配布を行い、この場ではその質疑応答と、他に依

頼承認があれば、議事を行う。 

委員会の負担が増すので、次回八役会議で、内容を詰めたいと思います。 

 

承認署名 





令和３年度　菩提寺まちづくり協議会　予算実施状況 令和3年7月10日

R3予算 実施状況 R3予算 実施状況 委員会名 事業計画 R3予算 実施状況

事業加算金 2,129,000 0 総会費 15,000 12,148
大規模災害に備えての地域支えあ
い体制構築

50,000 0

委託料 2,000,000 1,000,000 会議費 80,000 4,980
認知症独り歩き高齢者の発見・保
護訓練実施

60,000 0

事業交付金 500,000 0 印刷製本費 10,000 0
住民が手軽に集える場の提供（ま
ち協カフェ）

262,800 135,983

事業交付金 0 0 消耗品費 160,000 56,359
子ども食堂（菩提寺「すくすく食
堂」）の継続開催

550,000 199,520

社協支出金 事業交付金 120,000 0 通信費 40,000 0 合　計： 922,800 335,503

市民会議交付金 200,000 207,956 役務費 5,000 0 「菩提寺すくすく会議」主催 30,000 15,057

補助金 100,000 100,000 広報費 50,000 0 社会資源の把握 60,000 17,642

区分担金 332,000 332,000 活動費 550,000 400,000 繫がりづくり・担い手育成 60,000 3,000

事業参加料 0 0 備品購入費 200,000 27,326 まち協が一つの出場所となる 100,000 14,918

寄付金 寄付金 40,000 32,000 保険料 36,800 36,800 合　計： 250,000 50,617

100,000 47,400 賃借料 35,000 35,000
歴史文化資料の維持管理及び新企
画

140,000 26,230

788,600 84,000 修繕費 50,000 0 菩提寺山の散策路の維持管理 70,000 0

0 900 福祉・安全委員会 922,800 335,503
まちセンを利用した展示会、発表
会の計画

40,000 0

文化芸術委員会 0 0
第二層生活支援整備
事業支援

250,000 50,617 菩提寺の歴史伝承 50,000 0

地域活性化委員会 100,000 35,100 文化芸術委員会 300,000 26,230 合　計： 300,000 26,230

フェスタ2021 50,000 0 地域活性化委員会 468,000 1,830 地産地消の推進 48,000 0

スポーツ交流事業 0 0 子ども育成委員会 410,000 0
自然を大切にし、触れ合うまちづ
くり

420,000 1,830

委託金 事業委託金 150,000 0 土曜事業支援 合　計： 468,000 1,830

雑収入 雑収入 0 139,860 フェスタ2021 250,000 0
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

繰入金 繰入金R2 642,858
親善事業プロジェク
ト

85,000 0
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 0

繰入金R3 0 上田市交流事業 100,000 0
事業目的達成のため、市民会議と
連携する

0 0

繰越金 繰越金 1,137,271 1,137,271 みんなの夏まつり 合　計： 410,000 0

合　計： 5,617,871 3,759,345 66.9% ：実行率 調査費 50,000 0 交流事業 事業計画 R2実績 R3予算

軽トラ維持費 50,000 0 発表部会 0

※１：湖南市地域活性化推進事業交付金（最大50万円） 雑支出金 0 0 展示部会 0

400,000 人件費 2,000,000 488,306 模擬店部会 0

100,000 活動費 0 0 共通 0

支援手当て 192,000 48,000 合　計： 250,000 0

300,000 基　金 基金R3 0 グランドゴルフ大会 80,000 0

300,000 予備費 予備費 1,437,271 0 体育関連事業計画 5,000 0

300,000 7,746,871 1,523,099 合　計： 85,000 0

200,000 繰越金 次年度繰越金 地域防災：防災協定協議 0

基　金 基金R4 文化交流 0

7,746,871 1,523,099 19.7% ：実行率 合　計： 100,000 0

まち協カフェ
福祉・安全

無線アンテナ拡張工事

　Ｂ.新事業：

　Ｅ.安全対策：

　Ｃ.防災・避難用備品：

卓球交流事業

菩提寺山安全対策

デジタル発表会の検討　Ａ.コロナ対策：

子ども食堂の継続開催 R2と同様

その他交付
金・補助金

●安心応援ハウス事業補助金

●R2年度の指定管理会計の余剰金

サロン参加費

R3年度の余剰金、R4/3に暫定値が決まる

卓球用具の使用料

●R2年度活動に対して交付される補助金

事業収入

福祉・安全委員会

前年度繰越金

材料費　認められなかった。

※２：基金Ｒ３（候補）優先順位を付け、予備費の活用も考える。

事業計画と予算

項　　目

事務用品、コピー機消耗品、他

郵便料金、サーバー保守費、他

ハリキリンピック、すくすく広場、他

例年通りの20万円とした。

●バンブーハウス障害保険料

●竹林と掲示板の土地賃借料

各委員会で予算化

甲西北中の模擬店の売上

予定なし

すくすく食堂の協賛金

人権活動事業交付金

R4.3に確定、R4の収入に計上

子ども育成
委員会

フェスタ
2021

軽トラの修理費用

デジタル化の調査

実施の場合は予備費を利用

収入の部 支出の部

市支出金

総務費

すくすく食堂参加費

まち協カフェ売上金

項　　目摘　　　要（●：完了） 摘　　　要（●：完了）

まち協だより発行費

役員活動費、委員会活動費、他

地域まちづくり協議会交付金

学区支出金

第2層生活支援体制整備事業委託金

湖南市地域活性化推進事業交付金※１

絆づくり交付金

●

本・DVD売上金

地産品売上金

輪転機使用料、預金利子、他

フェスタ2021委託金

地産地消の推進、竹林の整備費用、他

委員会
事業費

合同役員会お茶代、他

外部発注印刷製本費
福祉・安全
委員会

第二層生活
支援整備事
業支援

文化・芸術
委員会

地域活性化
委員会

振込手数料

防災体制構築、すくすく食堂、他

「菩提寺すくすく会議」主催、フレイル予防事
業、他

歴史文化資料室管理維持管理、他

建物・備品の修繕

●総会のお茶・お花代

100,000
上田市
交流事業

地域
（間）
交流
事業費

拠出金

グランドゴルフ大会、卓球関係費用、他

上田市訪問費用補助、他

地域支え合い推進員とカフェ要員の人件費、　別
通帳へ

地域支え合い推進員の活動費、事業費で管理

地域支え合い推進員の業務のサポート

R2年度繰入金※２

合　計：

小　計：

親善事業プ
ロジェクト

諸支出金

250,000



購入品承認依頼

防音シート　

発電機



送風機

ダクト

合計 202,257円
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