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平成 29 年度 9月 第 6回 菩提寺まちづくり協議会 合同役員会議事録 

日時： 平成 29年 9月 13日（水） 19：35～20：46 

場所： 菩提寺まちづくりセンター 第 2会議室  

2017.09.16 記録者：日高博憲 

 

１）出席者：浅井福祉・安全副委員長、田中文化芸術委員長、浅井地域活性化委員長、 

東良子ども育成委員長、川上事務局長、松本近江台区長、 

樋口三上台区長、坂田菩提寺代理区長、西久保北山台自治会副会長、 

長瀬三上台自治会長、平澤イワタニランド自治会長、圓山サイドタウン自治会長、 

中林監事、鵜飼監事、木ノ下会長（北山台区長）、中野副会長、中村会計、日高書記 

   欠席者：廣嶋菩提寺区長、永田イワタニランド区長、江元みどりの村区自治会長、 

清水近江台自治会副会長 

２）会長報告 

 １．平成 30 年度指定管理の公募について    

指定管理期間 平成 30 年 4 月より 5 年間   指定管理対象物件 菩提寺まちづくりセンタ

ー、菩提寺コミュニティセンター、菩提寺運動広場  以上 3 物件   申請期限   平成 29 年 

9 月 8 日まで (説明会 8 月 25 日)  申請書・添付資料を作成し、8 月 31 日事前協議を

行い、9 月 4 日に地域創生推進課及び 生涯学習課に提出しましたのでご承知をお願いしま

す。なお、説明会には会長・副会長・事務局長が出席しています。  

  

２．地域まちづくりフォーラムが 9 月 10 日甲西文化ホールにて開催されました。  第 1 部と

して、三重県名張市の青連寺・百合が丘地域づくり協議会様のコミュニティビ ジネスの取

組みや地域づくり協議会の運営について発表を頂きました。  第 2 部では、青蓮寺・百合

が丘地域づくり協議会会長・理事・名張市地域経営室のご 3 名、湖南市地域まちづくり協

議会会長(菩提寺 木ノ下)・副会長(下田 峰様)・石部南ま ち協(土居様)の 3 名、コーディ

ネーター滋賀大学社会連携研究センター横山教授とでパネ ルディスカッションを行いまし

た。  ボランティア参加者の多さ、取り組みの多様さ・熱意には勉強になるというより考え

さ せられる思いであります。  

  

３．福祉・安全委員長の藤原さんが退会されました。事情は色々ありますが、長年のご苦 労に

感謝を申し上げたいと思います。9/10 に認知症第 1 回勉強会を行いましたが、これか ら

事業が重なっていく時であり、委員長空席や代理ではなく浅井長美副委員長を委員長に 推

薦したい。  菩提寺まちづくり協議会会則第 26条(合同役員会の任務)第 5項(運営委員長及

び顧問の承 認を審議決定する)に基づき、合同役員会での承認決定を頂きたい。  

   全会一致で浅井長美委員長就任を承認 

  

４．各区自治会での行事、まち協行事が重なっていきます。それぞれの行事に支障が出な 

いよう実行委員や参加者の決定については、区長・自治会長のご配慮をよろしくお願いいた

します。  

 

 会長報告の訂正を議事録に追記します。 

 「1.平成 30 年度指定管理の公募について」と報告しましたが、市の資料を確認したところ「募集」   

「指定管理契約の更新」と表現されています。私の認識違いから質問にも間違った返答をいたしており、

皆様にお詫び申し上げ、「1.平成 30 年度指定管理の公募について」を「1.平成 30 年度指定管理の更新

について」と訂正いたします。 

     (加筆) 菩提寺まちづくり協議会会長 木ノ下良三 
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３）議事：協議事項及び承認事項 

1.福祉・安全委員会報告   浅井副委員長（配布議事録＆「菩提寺すくすく食堂」チラシ参照） 

①「菩提寺すくすく食堂」（子供食堂）の開設準備について 

 ・第 1回目を 10/21（土）、提供はカレーライス 

 ・案内書＆申込書を作成し、小学校＆学童クラブに配布 申し込み締め切り；10/10（火） 

 事務局長;本件は、まち協事業であり各委員会から 1～2名参画の名簿を浅井委員長に提出する。 

 ・食堂運営や調理支援者を集める必要があり、各区の健康推進委員や料理サークル、同好会など

の情報の提供をお願いしたい。提供いただきましたら浅井委員長が直接交渉にあたる。 

 ・10/21は食事の後に山登りを計画している。案内役＆見守り役に他の委員会の応援を。 

②防災研修会を計画 12/3（日）AM9:30～12：00。 

・消防署警防係の指導で救出時の留意点と救出機材の操作指導。 

・対象者は各区ふるさと防災チームの中で救出（救護）担当者。 

③認知症高齢者発見・保護訓練について 

 ・勉強会兼 第１回人権まちづくり懇談会；9/10（日）19:00～21:00 

 ・参加者 7区から 59名、市職員 22名 

 ・打ち合わせ会議 兼 認知症サポーター養成講座；10/15（日）19:00～21：00 

  参加対象  実際訓練に参加される方に出席を願う。 

各区 6～8名の参加、3～4隊で実施。名簿の提出期限は 9/25（月） 

   ・参加者名簿の整備。配布名簿で参加されない方の削除と追記をお願いします。 

④まちづくりフェスタ 2017 サークル発表部会の進捗状況 

 ・出演団体；19団体（こども園はひかり幼稚園のみ） 

 ・「演目」「サークル原稿」他の記載申し込み締め切りは 9/25（月） 

 

2.文化芸術委員会報告    田中委員長（配布議事録を参照） 

 ①8/19（土）９:００～１０：３０歴史の小道整備作業 参加者 5名 

  次回は 9月 23日 歴史の小道～菩提寺山 協力をお願いします。 

 ②博物館協議会に入会したことで発刊紙「デュエット」に菩提寺歴史文化資料室を紹介してもらう

ことになり 9/15 サンライズ出版と打ち合わせを行う。当委員会の企画展示の特集を掲載予定で

ある。 

 ③土曜日事業の第 5回 夏休み企画で歴史ワークショップ 26名参加。 

検定 1・2級の認定証を発行した。第 7回は 9/16魚つかみを予定。 

 ④ 新型交付金事業 

  ｱ. 地域プロモーション；菩提寺地域の全 7区の夏祭り撮影を終了しＤＶＤで残す。 

   他に菩提寺地区の神社祭り及び法要などのＤＶＤ化も進める。 

  ｲ.歴史文化保存事業：委員会からテーマを出し、老人会に依頼して座談会形式で聞き取りを行い 

   まとめる。9月～10月にかけて 3回、4～5名単位で開催を予定している。 

 ⑤その他 

  ・8/30井上嘉吉顕彰碑の清掃を実施。まち協としてコンゴも清掃の継続をどうするのか？ 

   情報＆提案）エリアは県の借地であり￥8,000円/年菩提寺区が支払っている。 

建立費用は井上嘉吉氏の孫にあたる方が負担したが、維持費をまち協で負担できないか？ 

    結論）建立の背景及びその時点での判断等を別途協議する。 

   ・コミセンにある菩提寺散策路案内板のリニューアルをフェスタ後に検討する。 

   ・フェスタで歴史講演会を企画しており、案内文の回覧をお願いする。 

 事務局長からの要望：ホームページに情報の掲載をお願いする。 

前回も同じ要望したが履行されていない。回覧を依頼する前にＨＰに掲載すべきである。 
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3.地域活性化委員会報告   浅井委員長（配布議事録を参照） 

①竹林整備  

・10月に運営委員で北山台側平地の草刈りを実施する。日時は後日決める。  

・今後の予定 来年２月に竹箒を作るが、その材料手配を１２月に行う。作成指導は永田区長に

お願いする。 竹のチップ化又は廃棄は３月頃に考える。 

②今後の活動予定  

・原木販売は 33名￥２１，０００円。残った原木はフェスタで販売する。 

・カブト虫 9/13現在６５セット￥３４，６００円販売。経費は￥１５，０００円。 

残りはまちづくりセンターで販売して様子をみて竹林に放す。 来年は作業を軽減するため、

個室から大きなケースで育成する。 

・シイタケ 10/29のまちづくりフェスタに向けて 10/23収穫までは干しシイタケにする。  

10/24以降の収穫したものは冷蔵庫に入れ、生シイタケで販売する。価格は収穫量で変動する

ので未定。 

・まちづくりフェスタ 模擬店の１６団体が参加する。 

9/15に説明会を実施する。 

 

4.子ども育成委員会報告 東良委員長（配布の委員会議事録＆資料を参照） 

①8/26（土）ペットボトルロケット大会を実施。（土曜日事業の一環） 

  大成功裏に幕を閉じた。（来年度も無料参加が可能なのか？） 

  菩提寺小；児童 12名 北小；12名 保護者両校で 26名、50名の参加 

北中サポーター6名、地域ベテランサポーター ７名が参加。 

②夏休み夜間巡回；7/21～8/25 の中間報告。 

・７回、延べ２４名が参加。 

・巡回後日誌の記入事項から、以前の様な夜間徘徊する青少年は、見受けられなくなった。    

夜間巡回に関しては、男性サポーターの増員を希望します、とのコメン トあり。 

③愛のひと声あいさつ運動 

・9/4～12/4まで実施。現在実施中。 

④2017まち協フェスタでハリキリンピック 10/29 

催し物、射的、ピンボール。参加予定人数、250～260 名。 

⑤滋賀県第 20 回中学生広場「私の思い 2017」（市民会議より）8/19（土）出席、平塚報告。  

⑥第 14 回湖南市青少年育成大会（市民会議より）11/26（日） 石部文化ホールにて、出席予定 

東良、平塚他動員あり。  

⑦来年度の土曜日事業について    

・ペットボトルロケット大会については当会がすべてお引き受け致します。 

・その他については、従来通りプロジェクトチームにお任せしたい。  

   ⑧その他：H30.1.28開催予定の「すくすく広場」手が不足する場合には支援を依頼。 

 

5.土曜日事業支援プロジェクト報告 永田区長欠席により説明なし 

  

6.親善事業プロジェクト報告 中野副会長より 

   ・第 1回実施説明会 9/15 19：00～ 実行委員各区 2名の出席、伝達を宜しくお願いする。 

 

 7. まちづくりフェスタプロジェクト報告 川上事務局長より資料 

   ①まち協だより特集を来週（9/18 の週）全戸配布する。 

内容は「菩提寺まちづくりフェスタ 2017」の内容（バスルート、時間、出演サークル、演目、

模擬店などを掲載） 

②バスは 25 人乗り 2 台（南北ルート）、運転手付き（費用増の見込み）で広島レンタカー手配済。 
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8.会計；中村会計より報告 

9/12現在 「菩提寺まちづくり協議会会計簿」を配布して説明  

  ①収入合計；3,817,366- 

  ②支出合計；1,214,928-（親善事業費￥120,000-を仮払い） 

③残金：2,602,438- 

  

５）閉会の辞  中野副会長 

夜分お疲れ様でした。今後多くの行事が詰まっております。 

活動の程宜しくお願いします。 

これにて終了します。 

  

次回合同役員会 平成 29年 10月 11日(水)１９:３０～ 

 

以上 

 

承認署名  


