
平成 31 年度 第 2 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録 

    日時：令和元年 5 月 8 日(水)  19:30～21:00 

    場所：菩提寺まちづくりセンター第 2 会議室 

出席者 (敬称略) 19名 

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

区 長 徳田(三上台) 永田(イワタニ) 松本(近江台) 溝口(サイド) 

自治会 宇野 (北山台自治会副会長 ) 谷口 (三上台自治会長 ) 木森 (みどりの村自治会副会長 )    

山田(イワタニ自治会長) 安田(近江台自治会会長) 

欠席者 廣嶋区長(菩提寺)  湯淺区長(北山台) 眞野(菩提寺代理区長)  

 

議事に先立ち、粟津副会長より合同役員会出席者の役割について説明を行った。 

 

会長報告  川上会長 

１．就任挨拶 

先日のまち協総会(4月 21日)にて承認頂き、木ノ下さんに代わってまち協会長に就任いたしました。 

木ノ下さんは私と交代し、まち協事務局長に就任とともにまちセン・センター長も兼任されます。 

また、今年度よりスタートした地域支えあい推進員としても活動していただきます。 

他の役員については従来通りです。 

私の会長就任に際して、今年度のまち協事業を大きく変更する事は一切考えていません。しかしながら

方針として次の点に力を置きたいと考えます。 

新メンバー加入促進とまち協認知度の向上です。 

御存じのように、まち協メンバーは従来からのメンバーが中心で、新たに加入するメンバーが少なく、

日々の活動に支障をきたしています。 

一方、各自治会からは、まち協の存在意義が明確に見えないと言った御意見を頂くこともあります。 

これらを解決するためにまち協活動をアピールし、活動を理解してもらう事に努力します。 

また、各委員会へのお願いとして、自分たちが実施している事業は自治会単位では出来ない事業を実施

していることを意識し、その目的と住民に対する効果を明確にして事業を進めて頂きたい。 

そうする事で、まち協の認知度が向上し、結果として、まち協への新規加入者も増えてくると信じてい

ます。ここにお集まりの皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。 

２．【連絡】会則変更 

 総会にて会則変更が承認されました。変更内容は①現状との乖離を現状に合わせた記述に変更 

②八役会議の位置づけ ③弔事の際の供花について ④子ども育成委員会での青少年育成学区民会議

の事業継続についてです。詳細は総会議案書をご参照ください。 

総会議案書・議事録・変更後会則は近日中にホームページへ掲載します。 

３．【依頼】各区よりの分担金の依頼 

 本年度も各区からまち協事業費への分担金を納入頂けますようお願いします。この分担金は、本年度

の分担金予算(332,000 円)を各区の自治交付金の割合で按分させていただいています。詳細は後ほど会

計から報告させていただきます。よろしくお願い致します。 

４．【連絡】 

 今年度の新たな事業のひとつとして、福祉安全委員会が担当する「菩提寺地区防災士ネットワークの

構築」が計画されています。これを進めるため、各区から防災士代表の推薦をお願い致します。具体的



には、後日、各区長へ依頼文を出させて頂きますので、よろしくお願い致します。 

 

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 

委員会日時 平成 31 年 4 月 15 日（月）19 時 30 分～21 時 

出席者 福祉安全委員会： 川上､粟津,立石､竹内､浅井､井上(社協)､上原 

     すくすく食堂スタッフ： 浅井(春)､今泉､平野､高崎､塚本､中野､川端､重松､山川､坂本 

【すくすく食堂関連議題】 

① 第 18 回すくすく食堂 4 月 20 日（土）開催 

・地域活性化委員会の協力を得て、午前中にタケノコ掘りを実施する。 

・まちセン 9 時 30 分集合⇒バンブーハウス着 10 時⇒竹林整備 10 時 30 分まで（保護者） 

 11 時 15 分までタケノコ掘り⇒11 時 45 分まちセン着 

・誘導：竹内・立石 

・車（浅井車）での移動（道具、収穫したタケノコ） 

・準備物：手袋、収穫したタケノコを入れる袋、太いマジック、飲み物、紙コップ 

・センター受付：井上（食事のみの方３名、タケノコ掘りのみ 1 名） 

・調理サポート：川上 

・現在の参加者 30 名⇒今週木曜日締め切り段階で 60 名と予測 

・食事は参加者 60 名＋スタッフ 17 名＋地域活性化委員会 5 名 ⇒82 名 

・食事内容は「親子どんぶり」＋「吸い物」＋「果物」 

【開催結果】 

・参加者合計７７名 （内訳 子ども５５名、大人２２名） 

・9 時 50 分からタケノコ掘り体験 ⇒地域活性化委員会の協力を得て実施 

   天候もよく、たくさんのタケノコが取れました。 

・11 時 40 分から食事の提供   ⇒親子どんぶり＋お吸い物＋リンゴ 

② 第１９回すくすく食堂【５月１８日（土）開催】の事前打ち合わせ 

・食事の内容 →スパゲティ（ナポリタン） 

・遊びと学ぶ ⇒スライムづくり 

③夏休期間中のすくすく食堂開設について 

・夏休み期間中こそ「子ども食堂」が必要との声あり 

・今年度は土曜日事業の「歴史検定講座」連携して食事を提供したい。 

・開催日は８月２１日（水）⇒スタッフの了解を頂いた。 

・すくすく食堂はこの結果、年間 12 回開催。 

④寄付 

・㈱マルエス代表取締役社長「園田 正」様から お米 1 年分（粟津副会長の仲介）の寄付をいただく

ことになった。⇒５月８日 １回目として３０ｋｇの玄米を寄付頂いた。 

・県の備蓄品から「水」５００ｍｌ 24 本入り４ケースを頂く予定 

⇒4 月 17 日（水）14 時に水口町北脇の辻運輸で引き渡しがある。 

  4 月 20 日の第 18 回「すくすく食堂」にて活用 

⑤事例発表依頼 

・甲賀健康福祉事務所から県社協を通じて依頼あり 



 「甲賀・湖南食育推進担当者会議」での事例発表（20 分程度） 

・5 月 27 日（月）14 時から 15 時 30 分⇒川上さんと浅井で対応 

・参加者 甲賀市： 農業振興課、すこやか支援課、保育幼稚園課、教育委員会学校教育課、栄養教諭             

     湖南市： 農林保全課、健康政策課、子育て支援課、教育委員会学校教育課、栄養教諭             

     県(主催)：甲賀農業農村振興事務所、甲賀健康福祉事務所 

⑥第 20 回「すくすく食堂」の“遊びと学ぶ”の企画 

・井上さん（湖南市社協）に情報提供を依頼⇒新しい室内競技 

【福祉安全委員会議題】 

①菩提寺まち協の総会 4 月 21 日（日） 13 時 30 分から開催 

【ポイント】 

・地域支えあい推進委員がまちづくりセンターに 1 名配置される。 

・センター長がその任に当たる。⇒ 木ノ下会長が事務局長兼センター長に 

                川上事務局長がまち協の会長に就任予定 

・委員会として「地域支えあい推進委員」との連携が必要になる。 

活動の全体像はこれから。 

② 仮称)湖南市防災会設立準備会 第２回会議（3 月 23 日）に参加 

・会の目的、組織（役員、運営体制）、会費、会則について論議した。 

・会の入会対象は、防災士に限定 

・会の目的は、防災士としてのレベル向上をめざすための組織・活動とする。 

・役員と運営組織が必要。各まち協（一部区）から複数名の代表者を選出する。 

・会費（財政）をどのようにするか。 

個人からの拠出や各区一律の拠出は理解が得られない。 

・これまで論議を元に、事務方（市）の方で会則案をつくり、各まち協・区長に一旦報告をして次の 

ステップに進む。 

補足 市から区長に対する説明会が 5 月 28 日 13 時よりまちづくりセンターで開催予定(会長より) 

③委員会メンバーの増強（合同役員会承認事項） 

・上原 (うえはら)阿弥(あみ)さん（みどりの村、前自治会長）に福祉・安全委員会に入っていただく。 

・承認は、５月度の合同役員会にていただく。 

次回委員会予定日  ５月１３日（月） 19 時 30 分から 

承認事項 上原さんの運営委員加入  全員賛成で承認可決 

  

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

委員会日時：２０１９年４月２７日（土）文化芸術委員会 １０：００～１１：００ 

出席者   黒川 孝志  副島 京子  脇坂 良弘  田中 秀明 

１．歴史の小径整備作業 ９：００～９：３０ 

     掘り出した瓦運搬のみ行った。 

質問 市が管轄せずまち協が勝手に処理してよいのか 

回答 市の学芸員の指導で行っている 

意見 文化財であり市のものと思う 

結果 委員長に対して、所有権を明確にして次回の合同役員会に回答を求めた 

２．◎定例会１０：００～１１：００ まちづくりセンター事務室 



 １） 総会の報告 

     総会での議案はすべて承認された。 

   （文化芸術委員会に関係ある項目） 

    今年度より事業内容の中に、まちセンのロビーを活用した展示会等を開催する事を入れた。 

 ２） 歴史文化資料室関係 

  ① 次年度の企画展 

    企画展は７月ぐらいまでにテーマを決め、準備に入る。 

    湖南市学芸員の氏丸さんが生涯学習課から移動されたので、次回から学芸員の堤氏に参画して

もらう事にした。生涯学習課に依頼を出した。 

  ② 今後の展示内容 

    展示内容について、必要な資料を整理してレイアウトを考えることにした。 

  ③ ６月８日（土）１３：００～１５：００ の第１２回歴史講座について。 (自治会回覧する)                 

 テーマ（仮）「少菩提寺と関連の寺院」 

 講師  藤岡 英礼氏（栗東教育委員会） 講師の依頼状を出してお願いした。（本人了解済） 

  ④ 次回以降の歴史講座の予定 

     ・１１月１６日（企画展に関係する内容の講座） 

     ・３月７日 （内容未定） 

 ３） その他 

  ① 菩提寺小学校の歴史授業で作成したパネルの展示 

    菩提寺小学校と菩提寺北小学校のパネル作成時期を確認し、展示期間について打合せをする。 

  ② 滋賀県博物館協議会の総会が６月２７日（木）に行われる。 

 ４） 今後の予定 

  ① ５月２５日（土）９：００～１０：３０ 歴史の小径整備 

            １１：３０～１２：３０ 文化芸術委員会定例会 

  ② ５月１６日（木）１４：００～１６：３０ 歴史文化資料室運営協議会 

  ③ ６月８日（土）１３：３０～１５：００ 第１２回歴史講座 

  

○地域活性化委員会報告   浅井基委員長 

委員会日時 平成 31 年 4 月 17 日（水) 19：30～21：10 菩提寺まちづくり協議会事務室 

出席者 浅井基義、井上光生、青山憲一、福島 昭、保田芳利 

1）合同役員会報告 

合同役員会の議事録を参照してください。 

4 月 21 日（日）まち協総会 

2）北山台フェンス破損の修復状況 

4 月 6～7 日でフェンス修復工事完了。業者には代金支払い済み。現在保険会社に手続き中。 

3）今後の活動予定 

・土曜日事業の協力 

 12 月 21 日（土） 9 時から門松作り 

 2020 年 2 月 15 日（土） 竹工作、竹トンボ、バランストンボ 

 費用は土曜日事業からの予定。 

4）各自治会・子ども会などのタケノコ堀とセンターでの販売予定 



・タケノコ掘り 

 すくすく食堂 4 月 20 日（土）、サイドタウン 4 月 25 日（木）、菩提寺こども園 4 月 26 日（金）、 

 イワタニ 4 月 28 日（日）、みどりの村 5 月 3 日（金・祝）、三上台 5 月 11 日（土） 

 まちづくりセンターでの販売予定は 4 月 22 日（月） ⇒結果 センター販売分は収穫できず 

    なお、既に終わった 4 月 13 日北山台は約 60 名で約 100 本掘り、4 月 14 日鵜ケ下は約 35 名 

    で約 50 本掘った。 

5）その他 

・竹林整備 5 月 18 日（土）～19 日（日） チップ機を稼働し、廃材捨場を整理する。 

・カブト虫 幼虫 150～160 匹育成中 

・ヒラタケ 9 月に販売予定  

・シイタケ 水不足で育成が遅い。水撒きを行うことを検討する。 

・なめこ  テスト育成中で様子を見る。 

・4 月 20 日滋賀県立大学で近江楽座の報告会があり、バンブープロジェクトの発表があり浅井委

員長が出席 

・5 月 13 日（月）に滋賀県立大学の学生と先生を含め 25 名程度竹林見学に来る予定。第 1 会議室

を確保。その時にバンブーハウス 1 号基と 2 号基の間の踊り場を置いておくのか壊すのか聞く。 

・竹林内にゴミが多い。竹を結んでいる紐、テープや地中に埋めていた発砲スチロール等が出てき

ている。施設を壊す時の後始末の徹底と一度ゴミ拾いを行いたい。 

 意見 カブト虫の育て方として処分予定のシイタケ老木を床にすればよい 

次回日程 5 月 15 日（水）19 時 30 分～ 

 

○子ども育成委員会報告   東良委員長 

委員会日時  令和元年 5 月 7 日（火）20:00～22:00  場所：まちセン 

出席者   東良喜代一、粟津寬三、平塚和行、大黒直子、柴田栄一 

１、総会議事の確認及び共有化。          

２、本年度事業計画と実施事項の確認。 

① 安全安心できるまちづくりの推進。 

   夏休み夜間巡回、愛のひと声あいさつ運動。 

② 子どもたちと地域の大人との親睦を図る。 

8/31（土）ペットボトルロケット大会（土曜日事業の支援） 

10/27（日）ハリキリンピック（まちづくりフェスタ） 

R2 2/2（日）すくすく広場 

③ 市民会議との連携。 

   5/10（金）市民会議評議員会決定事項に準ずる 

３、サポーター会議のスケジュール。 

日時  令和元年 6 月 17 日（月）19：30 より 21 時まで 

場所  菩提寺まちづくりセンター 

内容 1、今年度のまち協会長方針 （川上） 

      2、サポーター紹介 （東良） 

      3、事業方針と事業計画 （東良） 

      4、夜間巡回、あいさつ運動の説明 （東良） 



      5、ペットボトルロケット大会、ハリキリンピック、すくすく広場のサポート依頼（平塚） 

      6、介護保険制度地域支えあい推進員業務とは （木ノ下） 

      7、サポーターさんへの激励及びねぎらいのメッセージ （粟津） 

４、サポーター募集の進捗状況 （平塚） 

５、5/10（金）湖南市青少年育成市民会議評議員会（総会） 

  出席者 東良、大黒、柴田 

６、平成 30 年度、市民会議補助金。 

  205,984 円確定  予算 200,000 円 （昨年 205,781 円） 

７、まち協所有軽トラのサブキーの保管方法(案) 

  巡回期間に限り、南京錠型のキーボックスに保管し、まちセン外部または軽トラに付属させる。 

暗証番号は巡回員で共有する。 

 次回委員会 6 月 3 日（月）20 時より 

  

〇土曜日事業報告      永田リーダー 

第一回事業 魚をつかんで名前を調べよう 

 日時 ：6月 8日(土) 9：00～11：30 

 場所 ：大山川・イワタニランド自治会館 

 雨天時：ザリガニ釣りと勉強会(自治会館) 

 １．作業準備(スタッフで行う) 

  ①魚の名前：野洲川系の魚の名前を調べる  ラミネートしたものを準備 

  ②ザリガニつり：容器（フネ）の準備  ３０匹用意する  タコ糸・割りばし・サキイカ 

  ③勉強会：資料の準備と説明文 

 ２．当日のタイムテーブル 

  ①集合    ：イワタニランド自治会館前   8：30  

  ②会場準備  ：大山川の範囲設定   8：30～8：45 

  ③受付    ：自治会館前（コーディネーター担当） 8：45～9：00 

④つかみの説明：まち協スタッフ          9：00～9：05 

  ⑤注意事項  ：担当者            9：05～9：10 

  ⑥魚つかみ  ：大山川イワタニランド自治会館前 9：10～10：40 

  ⑦名前調べ  ：魚の名前と説明   10:40～11：30 

  ⑧閉校     ：             11:30 

 ３．（6月 8日）の実施までのタイムスケジュール  

  ①案内チラシの原稿作成両校配布 永田メールで配信  5月 23日 

  ②募集配布と回収： 両小学校 両校のコーディネーター  5月 8日～30日 

  ③応募集計    永田          5月 30日 

  ④保険の人数決定   永田 保険手続き      5月 31日 

  ⑤資料の作成   まち協スタッフ及び永田  5月 31日 

  ⑥会場の準備：両校のコーディネーター及びまち協スタッフ  当日 

 ４．雨天時の内容 

  ①ザリガニつり イワタニ自治会館内 

  ・１～2年生はボランティアと一緒に釣り道具を作る  9：00～9：05 



  ・3～6年生は自分で作る 

  ・釣り道具が出来たらザリガニを釣る 

  ②ザリガニの勉強 

  ・ザリガニの日本での歴史 

  ・びわこの生態系の学習 

  ③後片付け 

  ・参加者全員が行う     11:30 

 ５．今後の予定 

  ①7月 24日(水) 第二回 夏休み宿題         両校で  コーディネーターが募集 

  ②7月 31日(水) 第三回 夏休み宿題  カキ氷提供  両校で  コーディネーターが募集 

  ③8月  6日(水) 第四回 絵画教室     カキ氷提供  両校で  コーディネーターが募集 

 

○会計報告         中村会計 

  別紙 予算・実績対比表及び 5 月度会計報告書 

  平成 31 年度は、収入として第 2 層生活支援体制整備事業委託料、支出として地域支えあい推進員

拠出金があり予算額が増加している。 

  区分担金は振込または現金にて納入依頼 

 質問 区分担金金額はいくらか ⇒算出根拠を説明(昨年ほぼ同額) 

 

〇事務局          木ノ下事務局長 

・平成 31 年度区自治会行事予定の報告依頼 

 質問 行事報告範囲はどこまでか 

回答 公開に問題ない範囲で依頼 

・まちづくりセンターの使用に関する周知 

 別紙 菩提寺まちづくりセンター・コミュニティセンターの使用に関してお守りください 

 意見 団体使用の許可において、大きな音の出る使用についての制限要請あり 

 

〇自治会からの連絡・要望等 

 イワタニランド (地域課題として)トンネル通路が暗いので明るくしていただきたい 

         区長回答 市担当課と改善確約が取れた 

 他自治会は意見なし 

 

〇監事 

 新しい年・新しい事業計画たいへんでしょうがよろしくお願いしたい。 

 委員会のメンバーを増やす 各区から興味のある方を推薦していただきたい。 

 

次回合同役員会 平成 31 年 6 月 12 日(水) 19:30～ 
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