
平成 30 年度 第 5 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 議事録

       日時：平成30年8月8日(水)  19:30～21:13
       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 中村 川上 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) 樋口(三上台) 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) 田中論(イワタニ自治会長) 松山(近江台自治会副会長)

溝口(サイドタウン自治会長)
欠席者 まち協 粟津

市民憲章唱和

会長報告   木ノ下会長

１．平成 30 年度 1/3 が過ぎました。前半としての交付金申請・補助金申請を実施してまいり、ほ

ぼ完了しました。これからは各委員会・プロジェクトの事業実施が佳境に入ってきます。事業

実施へ向けて関係先との協議打合せを抜かりなく行ってください。

２．今年の総会で承認いただきました高額備品購入について、目途が付いたと聞いています。後

ほど提案報告があると思いますがご確認いただき承認手続きをお願いいたします

「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

８月度福祉･安全委員会                                                             

開催日：2018.8.1（月） 19:30～20:30 (菩提寺まちづくりセンター)
出席者：委員会メンバー⇒川上、竹内、立石、浅井、井上（社協）                                        

議 題

１．第 10 回 菩提寺「すくすく食堂」(7 月 14 日開催)結果

①参加者 ９４名 過去最大の参加人数

・要因⇒食事内容（ロコモコ丼）が目新しかった。

遊び・学ぶの「スライム」に興味を持ってもらえた。（子ども達に人気）

口コミで幼稚園児の保護者に広がった。
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          ＊10 回で延べ４６６名参加（未就学：７７名、小学生２７６名、保護者１１３名）

２．第 1１回 菩提寺「すくすく食堂」について

①９月１５日（土）11 時～12 時 45 分

    ＊事前のスタッフ会議９月１０日（月）１９時３０分～

②食事内容⇒ミートスパゲティ（子ども達に好評だった）

③食堂は１２時４５分で終了⇒模様替え

④その後、多目的ホールにて「家庭教育講座」（湖南市障害学習課主催）開催

・13 時 30 分～15 時 30 分“親子で楽しむ工作とワイルド遊び”（受付 13 時）

  ・対象は未就学児童とその保護者

・「すくすく食堂」参加者の未就学児童とその保護者に参加いただくように誘導

  ・参加しない子ども達のため映画の準備と子どもの部屋開放等を準備する。

  ・「すくすく食堂」第 11 回の案内チラシに「申込み先：生涯学習課 第１回家庭教育講座担当

を連絡先を入れる。（定員があるため、窓口を一元管理）⇒生涯学習課了解済み

３．菩提寺「すくすく食堂」第１１回以降の“遊び・学ぶ”について

・パチンコヘリコプターor 竹とんぼ

  ・折り紙、年賀状づくり（12 月）、トランプ、カルタ（１月）

  〈意見〉

  ・凧づくりや独楽づくりも検討してはどうか。キットもあるのではないか。

  ・クリスマスツリーをみんなで飾り付ける

４．滋賀の縁創造実践センター主催「子ども食堂開設準備講座」への参加

  ・８月２９日（水）１９時～２１時 （みくも地域人権福祉市民交流センターにて）

  ・菩提寺「すくすく食堂」に対し事例発表の要請があり対応する。

・川上さんが資料を作成済み

  ・菩提寺「すくすく食堂」からの参加者

委員会から⇒川上､浅井､（竹内､立石⇒確認の結果出席） ＊井上さんは当日の運営スタッフ

スタッフ⇒菊池さん、（もう１名依頼中）            ＊菊池さんは車の手配必要

５．防災士の育成事業

・７月１１日の合同役員会にて各区の受験予定者確認

  ・北山台、三上台、サイドタウン、イワタニランド(2)、近江台（候補者選定中）

  (委員会後に日程決定)

※ 防災士講習 12/8.9（土・日）  於・滋賀県危機管理センター（後日詳細案内）

普通救命講習 11/25 ９時～消防署前 30 名規模で開催(認知症研修の日と重複)

６．認知症高齢者発見保護訓練の企画

①第１回の勉強会は人権啓発研修を兼ねる。（今年度の全体研修は１回のみ）

・人権啓発研修は「認知症と向かい合う」の DVD(30 分)を観た後、各区に分かれて意見交換

・案内チラシは８月８日の合同役員会で配布

②各区へ体制づくり要請⇒８月８日の合同役員会で要請

③行政関係への依頼⇒高齢福祉課及び包括支援センターへは訪問して依頼済み（再度文書にて）

    社会福祉協議会⇒８月３日

※民生児童委員→協力依頼済



④日程

①勉強会（兼人権まちづくり懇談会） 平成 30年 9月 9日(日) 18:30～

②発見・保護訓練事前勉強会 平成 30年 10 月 14 日(日) 18:30～

③発見・保護訓練実施 平成 30年 11 月 25 日(日) 9:00～

④反省会・講演会 平成 31年 2月 3日(日)

〈意見〉

  ・各区に依頼する内容を整理する必要がある。

  ・９月９日は人権まちづくり懇談会も兼ねている。各区から行政の推進班員に連絡を取ること。

７．その他

①‘2018 まちづくりフェスタについて

②文化芸術委員会から「歴史の散歩道」「菩提寺公園」の整備作業への協力依頼あり

③10 月 20 日の「すくすく食堂」スタッフ交流会の段取り

・場所をどこにするか⇒再検討

・予算はどうするか⇒委員会活動費＋個人負担でまかなう。

④「すくすく食堂」スタッフの退任情報

８．次回委員会開催予定 ・９月１０日（月）19:30～  すくすく食堂」のスタッフ会議と兼ねて開催

○文化芸術委員会報告  田中委員長

平成３０年度第４回（７月度）文化芸術委員会

日時： 平成 30 年７月２１日（土） 歴史の小径整備 ９：００～１０：３０

文化芸術委員会 １１：００～１２：１０

参加者   黒川孝志   田中秀明   副島信孝   副島京子

１．◎整備作業

  歴史の小径整備作業  ９：００～１０：３０

   磨崖五輪塔に上がる散策路に付けてある竹のガードが一部破損していたので、新しく杭を

打ち直して修復した。今回は全部の修復が出来なかったので、次回残りを修復する。

                                  ↓

                                8/18 続きを行う。

２．◎定例会１１：００～１２：１０ まちづくりセンター事務室

１） ６月１３日の合同役員会の報告

  ① 社会福祉協議会の絆づくり交付金の申請をした。

  ② 湖南市地域活性化推進モデル事業の交付が決定された。

２）．歴史文化資料室関係

  ① 今年度の企画展示は、菩提寺を中心にして、周辺の古墳を紹介する。野洲の南桜から正

福寺ぐらいまでの古墳を、写真を中心に展示したい。

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」の続編を作成する。

    現在、聞取りを開始しており、９人の方に話を聞かせてもらった。あと１人の聞取りを予



定している。

７月中に聞取りを終わり、８月中に文章化する。その後、聞取りさせてもらった方に、内

容を確認して頂き、９月から編集に入る。編集が出来次第、印刷に入る予定。１０月のまち

づくりフェスタまでに完成させたい。

４）．土曜日事業

① 文化芸術委員会としては、歴史ワークショップの２回目を行う。8 月 22 日（水）の予定。

  菩提寺検定の小学生版を作成し、資料室を見学した後、菩提寺検定にチャレンジしてもらう。

  成績をみて、認定証を発行し授与する。

           ↓

Q 成績ということが気になる。どの子も同じようにしてやってほしい。

  A  個々の発表をするわけではない。   
                      ↓
     十分に検討して発行すること。

② 夏休みの勉強会の日にかき氷を提供する。

  ８月１日（水）菩提寺小学校  

８月７日（火）菩提寺北小学校の予定

５）．その他

① 正福寺の岩瀬谷古墳の側に矢穴石が見つかり、中世の石切り場の跡だと言う事で新聞（京

都新聞）に紹介されたが、今回菩提寺山の中に同じような矢穴石が見つかった。年代確認を

して、岩瀬谷と同時期であれば大きな発見となる。

６）今後の予定

  ① 8 月１日（水）９：００～土曜日事業（菩小かき氷提供）

  ② ８月７日（火）９：００～土曜日事業（菩北かき氷提供）

  ③ ８月１８日（土）９：００～歴史の小径整備作業 →協力依頼

  ④ ８月１８日（土）１１：００～文化芸術委員会定例会

  ⑤ ８月２２日（水）９：００～土曜日事業歴史ワークショップ

○地域活性化委員会報告   浅井基委員長

日時:  平成 30 年 7 月 18 日（土）19:30～21:30
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、中林政綱、青山憲一、保田芳利

1)7 月合同役員会報告

      割愛

2)今後の活動予定

･カブト虫

現状は気温が高く例年より早く成虫になっている

・まちづくりセンターと各自治会夏祭りでのカブト虫販売

  販売数量計画したが、自治会夏まつり中止等があり販売予定数を下回る

販売実績  北山台 10 籠、近江台 8 籠、湖南市 10 籠



･ 竹林整備と北山台側の草刈り A.M 作業 10 名参加（委員会・サポーター）

地域活性化委員会のメンバーで 7 月 14 日に実施。

メンバーの高齢化と暑さで全員ヘトヘトになる。完璧には刈ってないが、残は 10 月まで置いて

おく。

・ヒラタケ

9 月 17 日（月・祭日）に竹林からセンターに移動して、９月２１日から２３日にセンター屋外  

で販売する。

８月の合同役員会で案内して先着順に販売する。

・シイタケ

  5 月 26 日に設置済

・竹の粉砕機の購入について

７月１４日（土）午後に竜王町に視察とテストに行った。

粉砕能力はリースで借りていた機械の約半分ぐらい。ただ、スクリーンの目が細かいので排出

されるチップは細かい。スクリーンを変える事によりもっと細かく出来るが、粉伜時間が長い。

粉砕機 KDC-801B の機種で税込み 950,400 円（見積先は代理店の石部農機）

見積書，ランニングコストの費用は別紙に記載

別途防音シートはネットで 3 枚，送料代引き手数料を合わせて，50,000 円 合計約 1,000,000
ランニングコストは，40 時間毎に刃の交換費用約 10,800 円（両刃で計 80 時間）

80 時間毎に刃の交換と定期的なメンテナンス費用約 21,600 円

機械の移動は軽トラに乗り問題なし。

保管場所をどこにするか？竹林に置くならば，管理小屋の設置が必要。鍵などを掛ける必要性は？

保安上の問題はどのように考えれば良いのか？例えば盗難にあう可能性等？

粉砕機購入に当たり菩提寺まちづくり協議会で購入をし、菩提寺まちづくり協議会が行うものと

する。(地域活性化委員会に管理を任されても、高齢化を迎えた委員会では維持管理が今後できな

くなる事が予想されます)
また、費用対効果の検証も必要と言う意見も有りましたが、地域活性化委員会が判断するのでは

なくこの合同役員会で判断していただければ良いと考えています

別紙「竹処理の現状と粉砕機購入との経費比較」説明後の質疑

(総会承認議案であり承認前に戻った発言は省略、合同役員会承認は機種と費用の確認)
Q:費用対効果が分かりづらい。

A:期待効果としてレンタル経費の節約以外に、レンタルの場合の時間的制約がなくなり、都合の

よい時に作業ができる事があげられる。

結果：費用対効果を考える際の保守費用(故障対応)が抜けていたので、次回会議にて補修費用を加

味した再提案し、機種承認を得る。

次回日程:平成 30 年 8 月 13 日（月） 17 時 00 分から

○子ども育成委員会報告   東良委員長

平成 30 年度 第４回（8 月度）子ども育成委員会議



日時：平成 30 年 8月 6 日（月）20:00～21:30

場所：まちセン会議室

出席者： 東良喜代一、鵜飼八千子、平塚和行、正岡由美子、大黒直子

     粟津副会長、牧内様・貝沼様（両小学校コーディネーター）

１、７月会長報告より

  社会福祉協議会の絆づくり交付金を提出。

  世代間交流事業として、すくすく広場・ペットボトルロケット作成費用

  60,000 円です。（社協への資料提出が義務付けられます）

２、ペットボトルロケット大会 予算 80,000-

  ①実施概要

  日時   8 月 25 日（土）9:00 受付 9:30~13:00

  雨天   当日はロケット作成のみ、発射は翌 26 日（日）10:00~12:00

  会場   菩提寺小学校体育館及びグランド

  対象者  小学生（保護者同伴）

  参加人数 児童 17 名、保護者 12名

  協力者  当委員会サポーター、地域の多世代年齢者（約２０名）

  ②準備日程 別添資料にて説明

  ③役割分担    “

  ④その他 熱中症対策を万全に！（スポーツドリンク配布）

３ 夏休み夜間巡回、中間報告 予算￥50,000-

  7/21~8/5、計 5回の巡回を終えて。（内１回は台風の為中止）

４、愛のひと声あいさつ運動

  9/3~12/17 まで、両小学校において計９回の実施予定

５、2018 まちフェス、ハリキリンピック 10/28（日）予算￥160,000-

  種目、人員・予算配分の検討。９月委員会に各自持ち寄る。

６、湖南市青少年育成市民会議協働事業

  8/18（土）滋賀県第 21 回中学生広場「私の思い 2018」和邇にて

  参加者、粟津副会長、鵜飼副委員長

７、その他

  ペットボトルロケット大会終了後、懇親会の開催。

○土曜日事業支援プロジェクト報告  永田リーダー

・特記なし

○会計     中村会計

・8/8 現在の会計収支状況報告 (別紙 平成 30 年度予算・実績対比表)
〇自治会より 各自治会長

意見・報告なし

○事務局  川上事務局長

「菩提寺まちづくりフェスタについて」

展示部会

・各自治会から展示担当者を決める。

  連絡調整がしやすい。

※サークル展示以外の期間延長について検討

サークル発表部会



・東良様に協力願い ⇒了承

○その他

特記なし

〇監事

いよいよ佳境に入りました。ご苦労様です。皆様ご協力よろしくお願いします。

草刈謝礼についての協議メールの中で森林組合を菩提寺生産森林組合とのことが出ていました

が、甲賀生産森林組合(現滋賀中央森林組合)であるので訂正されたい。

草刈りについては、岩根の花芳さんに見積もりしてはどうか。

□ 閉会   午後 9 時 13 分

           

次回合同役員会 平成 30 年 9 月 12 日(水) 19:30～

承認署名


