
令和元年度 第 3 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 6 月 12 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 

記録者 : 木ノ下 

出席者 (敬称略) 

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 廣嶋(菩提寺) 湯淺(北山台) 徳田(三上台) 永田(イワタニ)  松本(近江台) 溝口(サイド) 

自治会 眞野(菩提寺代理区長) 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) 

 

市民憲章唱和 

 

会長報告 

1．【連絡】運営方針 

 まち協も創立 10年を過ぎ、現在のプロセスが「当たり前」となりつつあります。管理と運用とは裏 

腹で、管理を厳しくすれば運用しづらく、管理を緩めれば運用がやり易くなります。経年により運用 

が優先されつつあるのが現状で、会長が交代したのをきっかけに、管理・特に経費・物品の管理を本 

来あるべき姿にしていきたいと考えます。 

先日の 8役会議にて次の事を確認いたしました。 

・予算外の支出、予算超過の支出および予算内でも 3万円超えの支出に関しては 8役会議にて審議した 

後、合同役員会議にて承認を得る。 

・3万円以上の備品および以下であっても業務遂行上非常に重要な備品に関しては、備品台帳に記載す 

る。 

・備品台帳に記載された備品に関しては棚卸を実施する。 方法・タイミングは別途検討。 

2．【連絡】喫煙場所の見直しについて 

 健康増進法の一部改正により、本年 7月より学校・病院・診療所等の第一種施設では原則敷地内禁煙。

その他の大勢が使用する第二種施設（まちセン等）は来年度より原則屋内禁煙となります。 

これにともない、当まちセンの喫煙場所を移動します。（建物西側を予定） 

3．【連絡】軽トラックの使用について 

 軽トラックがまちセン駐車場に置かれていますが、まち協事業で必要な時は事務室内の「予約票」に 

記入の上、使用可能。使用後は車に設置される「運転日誌」に氏名・走行距離等を記入。 

まち協事業以外に区・自治会事業で必要な時は使用可能です。区長または自治会長よりの申請を受け 

付けます。 使用時は 10Km/100 円の燃料費を頂きます。（1～10Km:100 円、11～20Km:200 円・・・） 

4.【連絡】菩提寺担当職員 

《湖南市地域まちづくり担当職員》 

チーフ：山中直樹（議会事務局長） サブ：松尾淳（建設経済部理事）・井上勝（図書館長） 

担当職員：服部昌美（健康福祉部管理監）・氏丸隆弘（図書館副館長）・永坂隆明（農林保全課長） 

     加藤善彦（土木建設課長）・播口嘉紀（学校給食センター長） 

《地区連絡所職員》 

班長：合田裕美（健康政策課） 副班長：廣嶋勇輔（高齢福祉課） 

班員：山川伸一（収納課）・松山円（人権擁護課）・中川純伶（市民課） 



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 

開催日時 2019 年 6 月 10 日 19:30～21:20 

出席者  福祉・安全委員：川上、粟津、立石、竹内、浅井 

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

１．５月度活動報告 

1) 5 月 18 日（土）第１９回「すくすく食堂」開催結果報告 

①参加者 未就学児:６名 小中学生:６４名 保護者:２４名 計 104 名（過去最多） 

・上記に加えて、スライムのみの参加者 3 名あり 

・朝日新聞大津総局記者の取材を受けた。（川上会長と浅井で対応）←県社協を通じて 

取材の主旨は「県が子ども食堂を２００ヵ所に増やそうとしていること」に対して、 

現状把握と問題点の洗い出し⇒菩提寺まち協の取組み経緯、考え方、実績を説明した。 

②メニューは､スパゲッティ（トマトソースベース）、デザートは缶詰ミカンの寒天ゼリー 

③“遊び・学ぶ”は「スライム」づくり⇒今回２回目、大好評 

④課題 

・机が不足（今回は会議室２の 10 脚＋まち協事務室の４脚も使用） 

  ・ホールに収容されているのは元々34 脚←まち協事務室 4 脚をホール倉庫移動 

  ・後片付けの確認（今回はスライムがトイレに飛散していた） 

2) 甲賀・湖南食育推進担当者会議での事例報告 

①主 催：甲賀健康福祉事務所、甲賀農業農村振興事務所 

②日 時：5 月 27 日（月） 14 時～16 時 40 分 （甲賀健康福祉事務所会議室） 

③参加者：１６名 湖南市と甲賀市の担当者､県事務所の担当者､滋賀県子ども・青少年局 

④県下の子ども食堂展開概要説明⇒滋賀県社会福祉協議会（滋賀の縁創造実践センター） 

⑤菩提寺「すくすく食堂」の事例報告（川上会長・浅井⇒約 20 分） 

その後質問、意見交換（参加者の受け止め、地域の実情、課題、農作物の提供） 

3) 湖南市地域活性化推進モデル事業交付金の申請⇒３０万円（今年度が最終年） 

   ・市役所と協議済み（川上会長） 

   ・助成金の使用は 6 月～来年 2 月の間（期間中９回の食堂開催で使用） 

〈意見〉参加者推移と合わせて各回毎の材料費、器材費等の内訳が分かれば教えて欲しい。 

      （将来に備えて、予算を強く意識しての献立を検討する必要があるため） 

２．今後の活動予定 

1) 6 月 15 日 第２０回「すくすく食堂」の企画 

  ① 参加者 6/9 現在 ネット 23 名、センター窓口５名 合計 28 名⇒子ども 60 名 

  ② メニュー                            保護者 20 名 

・チキンの香草焼き（寄付をいただいたスパイスを活用）＋味噌汁＋デザート 

・食材調達⇒チキンは胸肉を使用＋寄付をいただいたミートボールを添える。 

・調理器具⇒ホットプレート４（保温用）←今後のことを考え購入も検討 

③ “遊び・学ぶ” 

・「ボッチヤ」の競技体験（やわらかいボールを使用してのカーリング） 

     ・県ボッチャ協会の指導を受けて実施（指導員１名） 



     ・ホールに４面のコートを取る。（当日の朝、１０時から養生テープでライン引き） 

     ・１チーム６名（少なくてもＯＫ）、８チームなら同時進行可能（事前にチーム分け） 

     ・運営員として各コートに 2 名必要（１名はスコアー係←保護者に依頼） 

     ・リーグ戦、トーナメント戦かは参加者の状況で考える。 

     ・賞品準備（優勝、準優勝）、器材は養生テープ、ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ２、ﾎｲｯｽﾙ４、巻き尺 10m 

2)7 月 20 日 第２１回「すくすく食堂」の企画 

   ① 食事の内容 「そぼろどんぶり＋お吸い物」 

   ② “遊び・学ぶ” 「水鉄砲」製作 

    ・竹の調達､竹材の加工 ⇒ 7 月 6 日（土）9 時 30 分まちセン集合(予備日は 7/7) 

   ③ 事前スタッフ会議 7 月 16 日（火）19:30～ 

3)第２２回「すくすく食堂」(夏休み期間中)の企画 

① 日程変更 8 月 21 日（水）⇒8 月 22 日（木）に会場の関係で変更 

② 変更理由 8 月 21 日は多目的ホールを別な団体が定例的に使用する。 

③ 食事の内容 「夏カレー」 

④“遊び・学ぶ” 「歴史検定（土曜日事業）」⇒歴史文化委員会、土曜事業ＰＪ 

⑤ 事前のスタッフ会議  8 月 5 日（月）から 8 月 7 日（水）の間で調整 

4)9 月 21 日 第 23 回「すくすく食堂」の企画 

① 食事の内容 候補「ハヤシライス」 

  ② “遊び・学ぶ” 「天文工作（土星模型）」製作 

   ・湖南天文同好会の協力を得る 

  ③ 「すくすく食堂」終了後、『滋賀天文の集い in 湖南 2019』を開催 

   ・実行委員会が運営 

・内容は滋賀県下の同好会の発表会＋ミニコンサート 

   ・開始 15 時 15 分 コンサート終了 18 時 20 分（予定） 

   ・すくすく食堂参加者にも積極的に案内（天文に興味をもって頂きたい） 

   ④ 観望会（雨天中止）⇒19 時より（駐車場） 

   ・車の誘導、安全確保⇒福祉安全員会 

⑤「すくすく食堂」として『滋賀天文の集い in 湖南 2019』の共催者となる。 

・天文工作～めずらしい星座画像の紹介～観望会までを一連の“学びの場”として位置付ける。 

・案内チラシには菩提寺「すくすく食堂」を共催者として記載する。 

・多目的ホール予約は菩提寺「すくすく食堂」で行う。 

5)湖南市防災士会の立ち上げ 

   ・５月 28 日 区長、まち協に対する報告会（市危機管理・防災課主催）開催済み 

・6 月 22 日（土）19 時より「第３回準備会」開催（開催連絡あり） 

    会則、組織、財政、日程が決まる予定 

6)一人歩き高齢者の発見・保護訓練の実施 

① 第 1 回勉強会（キックオフ）兼人権まちづくり懇談会 2019 年 9 月 8 日(日) 18:30～ 

案内チラシは８月初旬に発行 

依頼内容は 7 月の合同役員会にて説明 

対象者：人権まちづくり推進員、訓練参加予定者 

② 第 2 回勉強会  発見・保護訓練要領（体制､役割） 2019 年 10 月 13 日(日) 18:30～ 



対象者：発見・保護訓練参加者（体制確定） 

    民生委員・児童委員の協力者 

③ 発見・保護訓練実施  訓練終了後、全体報告会 2019 年 11 月 24 日(日) 

各区： ８：４５～   全体：1１：００～ 

  副会長より 6～8 名の訓練参加及び 2 回目の人権まちづくり懇談会を自治会長に依頼あり 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

開催日時： ２０１９年５月２５日（土） 

１．歴史の小径整備作業 ９：００～１０：３０ 散策路の草刈り・落葉・枯れ枝清掃 

２．定例会１１：３０～１２：３０ まちづくりセンター事務室 

   出席者  黒川隆志  脇坂良弘  副島京子  田中秀明 

  １）合同役員会及び総会の報告 

   合同役員会の内容（文化芸術委員会に関係ある項目） 

   ・会長報告より 

    まち協への新メンバーの加入促進とまち協の認知度の向上。 

    会則の変更 現状に合った文言に変更して行きたい。 

  ２）歴史文化資料室関係 

   ① 次年度の企画展  まちづくりフェスタに合わせて開催する 

     企画展は７月ぐらいから準備に入る。 

   ② 今後の展示内容 

企画展までの間の展示を、一部修正して開館当時の資料を復帰させるようにしたい。 

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

        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） 

  当日の役割分担   スタッフは１２：３０集合 

  準備  マイク  プロジェクター  パソコン  配布資料  お茶  謝礼 

  ３）その他 

   ① 今年度の文化芸術委員会事業 菩提寺小学校の歴史授業で作成したパネルの展示。 

     １１月に４０周年記念行事があり、それが終了後、まちセンでの展示を行う。 

   ② 菩提寺北小学校のパネル展示 

     ９月初めにパネルが完成する予定。１１月に音楽祭があり、それまでに展示を行う。 

     今年度は歴史パネルのフェスタでの展示は行わない。 

    ③ 歴史の小径からの瓦について。瓦を見つけてまち協の歴史文化資料室に保管しているが、こ

のエリアは史跡に指定されていない場所なので持って帰っても規制はない。文化財的な貴重

なものであれば、教育委員会から国、県、市の方に申請を出し、史跡の認定をしてもらい、

その後はエリア内にあるものは一切移動させてはいけない。(市学芸員よりの回答を報告) 

現在はエリア外であるので、まち協で保管し、必要に応じて展示し公開している。 

   (意見)保管の瓦が多くなればどうするのか 

   (回答)選別して処分する 

 ６）今後の予定 

   ① ６月８日（土）１３：００～１５：３０ 第１２回歴史講座 



   ② ６月２２日（土）９：００～１０：３０ 歴史の小径整備作業 

         １１：００～１２：３０ 文化芸術委員会定例会 

   ③ ６月２７日（木）１３：００～滋賀県博物館協議会総会（琵琶湖博物館） 

   ④ ６月１１日（火）１４：００～歴史文化資料室運営協議会 

 

○地域活性化委員会報告   浅井基委員長 

開催日時：令和元年 5月 15日（水) 19：30 ～ 20：30 

場  所：菩提寺まちづくりセンター事務室 

出席者：井上光生、青山憲一、福島 昭、浅井基義 

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。 

2）滋賀県立大学 FW 

5月 13日 14時～県立大学より陶器先生、職員と、学生 25名が竹林見学する課外授業が有り、川上 

会長・保田・井上・浅井で対応。毎年実施しており、陶器先生の講義で参加者には単位が貰えると 

言うことです。 

3）5月 24日 13時～甲西北中 川邊校長先生、県立大、まち協で環境学習の打合せ。 

今年度の環境学習のお願いと学習の内容について打合せ。県立大は、今年度のバンブーハウスプロ 

ジェクト代表佐藤さんと前年度代表の本田山さん。まち協 保田・浅井で対応。終了後、まち協事 

務所で今年度の整備計画の打合せの予定。 

川邊校長より委員会事業でなくまち協全体の事業にしてはと意見をいただいた。 

4）各自治会タケノコ堀とセンターでの販売結果 

筍堀の参加人数は合計で 365名 詳細は別紙参照 センターでの販売は、合計 30,800 円  

今期は裏年で筍の生育が悪く、各自治会の筍堀を優先。センターでの販売は 4回のみ実施。 

4月 22日以降は収穫が見込めないので中止した。来年度は休止して竹の育成をしてはとの意見あり 

5）今後の予定 

・ 竹林整備 5月 18日～19日粉砕機を使用して廃材処理 参加者がなく 2名で実施 

(意見) 議事録をまとめたのが 5月 24日であれば予定ではなく報告とすべき) 

・ カブト虫 土の汚れ具合を見て、入れ替えを行う。6月位からのサナギになる準備を行う。 

・ 椎茸 6月 1日の予定で本伏せを行う。古いほだ木は、カブト虫の育成に使用する 

・ 平茸 9月中旬～末に販売予定、案内書の作成を行う。 

・ なめこ 今期、桜の木の倒木が有ったので、少しですが試しに植菌を行った。竹林で育てて、    

収穫が出来れば、センターで販売予定。 

6）その他 

・ まち協の備品管理を以前の監事の中林さんが行っていたが、今は誰が管理しているか委員会で

質問が出た。 

  (会長) 備品に関しては宙ぶらりんである 

  (事務局長) 現在整理を進めている 

 

○子ども育成委員会報告   東良委員長 

開催日時：令和元年 6 月 3 日（月）20:00～22:00 

場所：まちセン会議室 

出席者： 東良喜代一、粟津寬三、鵜飼八千子、平塚和行、大黒直子、柴田栄一 



１、6 月 17 日（月）サポーター会議について 

  （案内 46 名中、出席 21 名、欠席 20 名）運営委員 6 名含むと 27 名になる 

１）資料の確認 (正誤、内容) 

① 安全安心できるまちづくりの推進。 

・夏休み夜間巡回 7/20（土）～8/31（土）計 10 回      延べ 20 名動員予定 

・愛のひと声あいさつ運動 9/2（月）～12/16（月）計 10 回  延べ 55 名動員予定 

② 子どもたちと地域の大人との親睦を図る。 

・土曜日事業の一環としてペットボトルロケット大会 8/31（土） 熱中症予防のため日を変更 

   ・ハリキリンピック 10/27（日） 

・すくすく広場 Ｒ2 2/2（日） 

２）当日の役割分担。 

(受付)柴田、正岡  (司会)鵜飼  (説明者)東良、平塚 

開会、閉会の挨拶  川上会長、粟津副会長 

その他、地域支えあい推進について  木ノ下推進員 

２、（粟津副会長より紹介のあった）こなんＨＵＧくみステーションについて 

   6 月 11 日懇談会を行った。方向性が定まっていない等要因があり内容については報告できない 

   両者で前向きに検討して 2 回目の協議を予定する 

３、湖南市青少年育成市民会議協働事業 

   6/21（金）19 時石部まちセン 2Ｆ、イベントの作り方・考え方（5 名動員）        

   7/1（月）青少年の非行・被害防止 強化月間参加（5 名動員） 

4、その他  

   夏休み夜間巡回ルートの説明 

 

〇土曜日事業報告      永田リーダー 

  6月 8日(土)9:00～11:30 魚つかみを実施 参加者 31名 保護者・関係者を合わせて 64名 

  雨で川に入れずイワタニ自治会館で魚鑑賞と名前調べを行った。雨を想定して前日に関係者が川で 

魚を用意した。 第 1回目事業支出額 5,438円 

 

○会計報告         中村会計 

入出金明細及び予算・実績対比表にて 6月 12日現在の会計報告 

 

〇事務局          木ノ下事務局長 

  ①菩提寺学区年間行事一覧(まち協・区自治会)の配布と説明  情報未提出先への再依頼 

  ②地域支えあい推進会議の進捗報告  今は会議構成員の準備段階で説明の実施中 

 

〇自治会からの連絡・要望等 

 ・みどりの村  自治会清掃で集まった中でまち協の話をした。 

  パソコン・スマホのない方に、ホームページだけでなく掲示板等で行事・事業が見られないか 

  (事務局長)まち協掲示板の活用を図ります。貴重なご意見ありがとうございます。 

 ・イワタニランド  土曜日事業の魚つかみは良い活動であった 

 ・近江台  ササ薬局前交差点の信号の時間変更要望ができないか。車が渋滞する。 



  (会長)まず現状把握が必要。そして、まち協・区のどちらでするのかも検討が必要 

 ・サイドタウン  イノシシ被害がある。猟友会に協力してもらっているが多く出没する。 

          アライグマ・サルも出没して、家の金魚鉢が荒らされる。 

  (意見) 刈り草を積んでおいたり、野菜があると出てくる。微電流対策もある。 

 ・会長  桜墓地の花(オオキンケンギク)が美しく、みどりの村にも広がってきているが特定外来種

であり根から抜いて処分しなければいけないものである。刈り取ることでは効果はないが

拡散は防げる。 

 

〇監事 

  各事業ご苦労様です。 

  まちづくりフェスタの計画が決まっていれば報告いただきたい。 

  (会長) 詳細はまだであり、次回には報告する 

  ホームページの令和元年度への修正ができていない。 

 

次回合同役員会 令和元年 7 月 10 日(水) 19:30～ 
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