
平成 30 年度 第 12 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会議事録 

          日時：平成 31 年 3 月 13 日(水) 19:30～20:45 

          場所：菩提寺まちづくりセンター第 2 会議室 

出席者  

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

区 長 永田(イワタニ) 廣嶋(菩提寺) 松本(近江台) 山口(サイド)  

自治会 坂田(菩提寺代理区長) 田中雄(北山台自治会副会長) 久郷(三上台自治会長) 

    上原(みどりの村自治会長)  松山(近江台自治会会長) 

 溝口(サイドタウン自治会長) 

欠席者 田中論(イワタニ自治会長) 

 

市民憲章唱和 

 

会長報告   木ノ下 会長 

1 3 月 12 日(火)に湖南市区長会にて、区長会組織検討部会最終結果報告が行われましたので報

告します。 

区長会とまちづくり協議会で意見交換は、平成 30 年 12 月 1 日地域まちづくりフォーラム及び

平成 31年 1月 29日検討部会にて意見交換を実施してきました。 

その結果を踏まえて今後の方向性が出されました。 

「検討部会では各区及び地域まちづくり協議会が地域を担う役割を考え、新たな地域運営組織の

在り方を構築する必要性を確認した。次年度以降は地域運営組織が抱える課題の解決や将来に向

かって持続可能な地域運営が行えるよう制度の見直しを検討するため、各地域まちづくり協議会

や行政と連携し、引き続き協議を進めるものとする。」(原文のまま) 

 

2 同じく 3月 12日に甲西北中学校の卒業式に出席してまいりました。 

この後、小学校や幼稚園の卒業式・卒園式が予定されています。それぞれ本人たちには大き

な環境の変化になります。新しい生活にチャレンジし、心豊かに育ってほしいと思います。 

  さて、菩提寺まちづくり協議会も新しい課題に向かい、体制を整えてチャレンジしてまいり

ます。後ほど議題として報告し、皆様の承認を得たいと思います。 

  

協議事項及び承認事項 

平成 31年度菩提寺まちづくり協議会体制について 

 (別紙参照) 

承認依頼事項・・・賛同多数により可決  

 

福祉・安全委員会   浅井長委員長 

菩提寺「すくすく食堂」スタッフ会議 兼 福祉安全委員会 議事録 

□開催日 平成 31年 3月 11日（月）19時 30分～21時 

□出席者 福祉安全委員会：川上､立石､竹内､浅井､井上（社協） 



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

【すくすく食堂関連議題】 

① 第 16回すくすく食堂 2月 16日（土）開催 

・土曜日事業と連携して開催の結果、参加者は合計８５名（子ども 61名、大人 24名）となった。 

 [北小１７名、菩小２８名] 

② 第１７回すくすく食堂  ３月１６日（土）開催の事前打ち合わせ 

・食事の内容→ちらし寿し＋お吸い物＋デザート（フルーチェ） 

・参加者 3月 11日現在 ネット申込み ２４名 電話申込み  ８名   →最終的には５０名程度 

・遊びと学ぶ⇒ヨウヨウ製作 

    ペットボトルのキャップ準備 一人４個 ７０セットを用意    プラスドライバーの持ち寄り 

③ 第１８回すくすく食堂（４月２０日開催）の内容 

・食事の内容→親子どんぶり＋おひたし 

・遊びと学ぶ→タケノコ掘りに挑戦（地域活性化委員会に協力をいただく） 

 まちづくりセンター集合９時３０分、その後移動する。 

④ 団体からの寄付 

     ・JA滋賀からの寄付→商品券 5千円分を受領（現金化してまち協会計に入れる） 

⑤ 滋賀県社会福祉協議会主催の「子ども食堂大交流会」に参加 

・開催日時  3月 10日（日） 14時～18時 

・開催場所  県立長寿社会福祉センター２階（草津市笠山） 

・参加者    川上、浅井、川端（すくすく食堂スタッフ）の３名が参加 

・参加子ども食堂は 26団体、スポンサー11団体（平和堂、大阪ガス、カゴメ等） 

・現在県下には１１５の子ども食堂が開設されている。⇒将来的には２００カ所に増やす。 

【福祉安全委員会議題】 

① 次年度の取り組みについて（コミュニティプラン） 

     ・大きくは H30年度の活動を継続 

     ・防災の取組みは 

「菩提寺学区の防災士のネットワーク構築」 

「まちセンの避難所設営マニュアルづくり」 

     ・新たに「地域支えあい推進委員の支援」に取り組む 

      地域支えあい推進委員はまちづくりセンターに 1名配置される。 

② 仮称)湖南市防災会設立準備会 第１回会議に参加・・・・(参照資料別紙) 

〇防災士のネットワークを検討する。そのための準備会。 

・菩提寺学区（北含む）からは粟津副会長と浅井が参加 

〇第１回会議では 

・準備会発足の背景と経緯、防災士育成の目的と位置付け（市としての考え方）、 

発足後の組織の位置付けについての確認がなされた。（学区代表からの質問として） 

・各区での防災士の活動実態報告 



「宝来坂区（石部南）は、防災士７名で活動を始めた」 

○今後の進め方 

  ・3回の準備会を予定（次回は 3月 23日） 

  ・第２回目は、「活動内容」「組織体制」「地域との連携」等を論議 

  ・第３回目は、５月に開催予定 

 

次回委員会予定日  4月 15日（月） 19時 30分から 

・福祉安全委員会に粟津副会長の参画いただく。（防災の取り組みを中心に） 

  

文化芸術委員会    田中委員長 

日時： 平成 31 年 2 月 23 日（土）  菩提寺山の小径整備 

   文化芸術委員会 １１：００～１２：３０ 

参加者   黒川隆志   田中秀明   副島京子   

１．◎整備作業 

  菩提寺山整備作業 摩崖五輪塔に上がる道のステップ補修 

２．◎定例会１１：００～１２：００ まちづくりセンター事務室 

 １） 合同役員会の報告・ 

  ① 今年の通常総会は４月２１日（日）１３：３０からに決定 

  ② 次年度より地域で福祉活動を支える地域支えあい推進員（生活支援コーディネーター）

をまち協に設置し、４月よりスタートする。 

 ２）．歴史文化資料室関係 

  ① 次年度の企画展、歴史講座の日程は３月５日の歴史文化資料室運営協議会で検討する。 

     企画展テーマ  及び予算案 

  ② 歴史講座  次回３月に行う講座は館外講座として菩提寺の史跡を歩いて観て回る。 

    コース：まちセン→山の神古墳→八王子神社→歴史の小径→菩提禅寺→和田神社→ 

                   西應寺→まちセン 

    雨天の場合 センター内の資料室で講演をしてもらう。 

    日程は３月２３日（土）１３；００～１５；３０  ※当日参加可能 

 ３） 新型交付金事業（湖南市地域活性化先進モデル事業交付金事業） 

  ① 昨年度作成した「諸先輩に聞く、昭和前半の菩提寺」の続編の作成。 

    １月１５日に印刷完了  関係部署に配布完了 

 ４）．土曜日事業 

  ① 今年度の事業は全部完了した。次年度計画のための実行委員会を開き、日程を決める。 

 ５）．その他 

  ① 文化芸術委員会の活動の一つで、「正しい歴史の伝承」という項目があるが、菩提寺小学 

校の歴史学習の一環として、歴史のパネルを作成するための枠台の作成に協力したい。 

   枠台作成のための材料購入の補助をしたい。 

◆承認依頼事項・・・・５万円支出に対して(別紙参照) 

   賛同多数により可決 

 ６）今後の予定 



  ① ３月５日（火）１４：００～１６：３０ 歴史文化資料室運営協議会 

  ② ３月１６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 ３月２３日（土）１３：００～歴史講座 

（菩提寺まちづくりセンター講座とコラボして実施） 

 

地域活性化委員会   浅井基委員長 

日時 平成 31 年 2 月 20 日（水) 19：30 ～ 21：10 

場所 菩提寺まちづくりセンター事務室 

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。 

2）竹林整備 

①北山台 藤原さん宅のフェンス破損修理について 

  2 月 16 日の竹林整備事業時に木を伐採中にフェンスの方に倒れ、フェンスを一部破損した。 

  修理は近江台の山元さんにお願いする。2 月 24 日に関係者が立ち会い、今期中に修理を終え

たい。お詫びの訪問を行い、写真撮り、保険会社に直ぐに対応する。保険で対応が可能な見

込み。 

②3 月 21 日～24 日の整備内容 

   3/21（木）9 時に多目的グランドに集合してチップ機を運び出す。 

  ・チップ機を稼働する。・・・稼動時間は 21 日は 9 時 30 分から、22 日～24 日は 9 時から

15 時 30 分とする。 

  ・枯れている竹を切り処理する。 

   チップは両小学校と蚊対策で切り株の所に撒く。 

3）ヒラタケ、シイタケの栽培。菌打ちの日程。 

   3 月 30 日（土）9 時～  竹林で行う。 

   作業者を合同役員会並びにホームページで募集する。 

   「なめこ」の栽培については確認する。 

4）来年度の事業計画作成検討。 

   構成メンバーはとりあえず、この会議に出席している 5 名とする。 

   サポーター・協力者については今後検討する。 

   事業計画は昨年度に準じた、予算案を作成 

5）今後の予定 

   タケノコ掘り・・・４月中旬～５月上旬 

   すくすく食堂 4 月 20 日（土）、北山台 4 月 13 日（土）又は 27 日（土）、幼稚園 平日に 

予定。     日程は次回委員会で明確化する。 

※ 希望団体等について、今後、筍の状況を見ながら調整していく。 

6）その他 

   北山台側の草刈りをどこが主体にするのか調整中。 



◆承認依頼事項 

購入物(替刃・防音シート)80,000+消費税について 

           賛同多数で可決    

     

子ども育成委員会   東良委員長 

日時：平成 31 年 3 月 7 日（木）20:00～22:00 

場所：まちセン会議室 

出席者： 東良喜代一、粟津寛三、鵜飼八千子、平塚和行、正岡由美子、大黒直子 

1 菩提寺コミュニティプラン（5 か年計画）の策定 

テーマ ・自治会単独より学区全体で行った方がより効果の期待できる事業の推進 

ポイント・地域が連携したまちづくり活動と、そのやり方を熟慮する 

2 来年度事業計画の確認。 

①子どもは地域でまもり，安全安心できるまちづくり 

  ・夏休み夜間巡回 

巡回に軽トラック借用し、二人組にして回数を増やす。 

  ・愛のひと声あいさつ運動            予算案 60,000 円 

②子ども達と，地域の人達との親睦を深める 

  ・ペットボトルロケット大会（土曜日事業）    予算案 80,000 円 

  ・ハリギリンピック（菩提寺まちづくりフェスタ） 予算案 160,000 円 

  ・すくすく広場                 予算案 110,000 円 

                        合計予算案 410,000 円（前年度 100％）                           

③市民会議との連携 

  ・市民会議研修の参加 

  ・社会を明るくする推進大会の参加 

  ・市および県青少年育成大会の参加 

3 両小学校入学式におけるあいさつ運動。 

   4/8（月）8:30 分，運営委員を中心に両小学校校門に集合 

4 来年度委員会人事。 

１） 退会、正岡由美子（本人の御好意によりサポーター登録済み。） 

   入会、柴田栄一（既に運営委員でご活躍中） 

２） 委員長、 東良喜代一    副委員長、鵜飼八千子 

5 当委員会運営委員及びサポーターの増強 

各区長様、教育機関様に依頼する 

  (別紙参照)募集について・・・・6 月サポーター会議開催予定 

○会計報告         中村会計 

  (別紙参照)・・・・状況報告 

 軽トラックについて 

   費用負担をしていく。 

   ・必要時はまちづくり協議会事務室の予約票に記入  

    運行管理表に走行距離等の記入。使用料については今後取り決める 



   ・マニュアルミッション車であり、経験のない方は注意 

   大山川の柳の木処分・・・軽トラックの活用。 各委員会の活用であれば使用可能。 

〇自治会より 

 ・菩提寺→ 特になし 

 ・北山台→ 田中雄 様・・・次年度自治会長「よろしくお願いします」 

 ・三上台→ 連絡用にタウンメールの立ち上げで困っている。 →市役所担当課に相談。 

 ・みどりの村→ 次年度から副会長がまちづくり協議会合同役員会に出席する 

「一年間、ありがとうございました」 

・イワタニランド→欠席 

・近江台→ 特になし 

・サイドタウン→ 防災・避難所・・・不備な点が出ているので対応を考えていきたい。 

         (防災士の活用) 

〇監事 

 ①土曜日事業について確認 

Q 位置づけについて  A まちづくり協議会のプロジェクトとして活動している。 

  Q 会計の方で上がっているのはなぜか A 土曜日事業の応援を永田様の力をかりてしている。 

  Q 組織に入っているのか  A 固定ではないが土曜日事業を推進しサポートしている。 

  Q 教育委員会との関連  A 学校の授業以外の活動 

 ②先の役員承認について 

Q 任期はどれだけか。 A 今回は残存任期であり 1 年間 

 諸事情のため、推薦委員会でなく、八役会議起案・合同会議承認をもって総会へ。 

③30 年度も終わりに近づき、会長、事務局長の交代となっていく。それぞれに「ご苦労様でし

た。これからも安心して任せていきたい。」 

④会計 収支残 20％以下・・・最終追い込み、予算活用ありがとうございました。  

○その他 

浅井長委員長 →北山台で自治会新旧委員長会議にてまち協説明会が行われた。 

   内容→「まちづくり協議会の活動等」 

     ・まち協三役から説明があり、よくわかってとてもよかった。 

事務局長 まちづくり協議会の活動を説明した。 

   ・まちづくり協議会と区自治会の役割を明確にして、協働していきたい。 

   ・北山台での資料等はまち協ホームページに up している。 

   ・他の自治会も説明会等の必要があれば、事務局長・区長まで連絡をください。 

 

次回合同役員会 平成 31 年 4 月 10 日(水) 19:30～ 

 

        承認署名  


