
平成 30 年度 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 30 年 9 月 12 日(水)  19:30～21:02 

          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 中村 川上 田中秀 浅井基 東良 鵜飼 宮田 平地 

区長  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 浅井長   区長 永田(イワタニ) 

傍聴者 1名 

市民憲章唱和 

 

会長報告   会長 木ノ下 良三 

１．9月 2日に滋賀県総合防災訓練での湖南市の避難所運営訓練を見学いたしました。 

  他のまち協では避難所運営訓練を市総合避難訓練にて実施しているところがあります。 

菩提寺まち協は何も手が付けられていません。まち協の体制が整備できれば区自治会と協力 

して実施していかなければならない課題と思っています。 

２．まち協会長会議が 9月 6日開催されましたので報告いたします。 

 ①「平成 30年度地域まちづくりフォーラム」を、まち協概ね 10周年記念事業として位置付け 

て実施してはどうかとの提案があり、各まち協が合意しました。 

   日程 平成 30年 12月 1日(土) 

   場所 市民学習交流センター(サンヒルズ甲西) 

   内容は案段階の提案がありました。 

 ②「地域で支えあうまちづくり」の推進について 

  各まち協単位で行われた懇談会の意見がまとめられて健康福祉部より報告されました。各ま 

ち協の考え方に温度差がありますが、検討していかなければならない課題であります。 

３．台風２１号により菩提寺まちづくり協議会備品にも被害が出ました。 

  まちづくりセンター設置の物置 3 台及び多目的グラウンドの物置 1 台が倒れ・位置ずれにな

りました。早急に業者に作業依頼をいたし 9月 6日に復旧しました。費用が 120,960円かか

っています。 

 

協議事項及び承認事項 

○福祉・安全委員会報告   浅井長美委員長 代理 川上事務局長 

９月度福祉・安全委員会 （兼 すくすく食堂スタッフ会議） 

開催日 9 月 10 日（月）19:30～20:30 〈まちづくりセンター第１会議室〉 

出席者 委員会：浅井、川上、立石、竹内、井上（社協） 

    食堂スタッフ：浅井(春)、今泉、高崎、平野、菊地、塚本、山川、阪本 

【子ども食堂関連事項】 

○報告事項 



①子ども食堂講座（甲賀会場）での事例報告⇒開設を計画している方々の参考になれば 

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

             （滋賀県社会福祉協議会主催）→参加者 50 名程 

 ・菩提寺「すくすく食堂」から菊池さん、重松さんを含め５名が参加（全体で約 50 名参加） 

 ・菩提寺「すくすく食堂」がいかに恵まれているかを改めて認識しました。 

    “場所、人材、財源、志” 

 ・9 月 15 日（土）第 11 回すくすく食堂に「石部東」から１名の見学者あり 

 ②子ども達を取巻く環境に関するフォーラムでの事例発表の要請あり（非公式）→内諾済 

  ・11 月 11 日（日） サンライフ甲西  主催は湖南市社会福祉協議会 

○検討事項 

 １）第１１回菩提寺「すくすく食堂」の開催（9月 15日） ⇒12時 45分で終了、13時から他の団体使用 

  ①参加者 9月 12日現在   子ども、保護者含めて 53名 

  ②食材の提供有り⇒次回以降に活用・メニュー考案中 

      ・冷凍のハンバーグ４０個 ・カゴメ野菜ジュース７２パック ・ビスケット 

  ③今回のメニュー（ミートスパゲティ-）の準備 

   ・食材購入担当をスタッフの中から２名の方に依頼 

  ④“遊び・学ぶ” 

・13時 30分から開催される「子育て講座」に一部の方が合流 

   ・参加しない子ども達のために、14時まで映画上映、子どもの部屋開放。 

   ・映画上映は、川上さんが既に器材搬入済み⇒接続、操作は福祉安全委員で 

  ⑤見学者１名が来られる。⇒石部東でお寺にて「子ども食堂」を開設予定 

２）第１２回菩提寺「すくすく食堂」の開催予定 

  ・10 月 20 日（土）を予定 

  ・食事のメニューを何にするか。 

    ＊寄付をいただいたハンバーグを用いて「ハンバーグ定食」を提供する。 

    ＊現在 40 食分あり、追加で社協に保管されている冷凍ハンバーグを提供いただく。 

  ・“遊ぶ・学ぶ”はボランティア団体「スーパー竹とんぼ」にパチンコヘリコプターの製作・ 

指導を依頼し、了解を得た。（昨年度実績あり） 

   ・20日は、子ども達とビスケットを用いたお菓子づくりを午前中に入れる。 

          ⇒お菓子つくり参加者の集合時間を早める。 

３）スタッフ交流会（懇親会） 

  ・10 月 20 日（土）すくすく食堂終了後（メドは 13 時 40 分） 

  ・委員会活動費＋自己負担にて計画（店の予約を依頼） 

  ・10 月 20 日は全体のスケジュールを早める必要がある。 

 ４）今後の予定 

   ①第 13 回「すくすく食堂」⇒11 月 17 日（土） 

   ②第 14 回「すくすく食堂」⇒12 月 22 日（土） 

【委員会活動】 

１）防災士育成事業・・・地域活性化モデル事業として進めていたが、今年は県（市）が防災士の育成 

事業を行うため取組みに重なりができた。よってまち協事業の方は撤回することとした。 



  ①県が開催する防災士講習に菩提寺まちづくり協議会推薦で６名が受講 

   ・三上台、サイドタウン、北山台、近江台から各１名。イワタニから２名の合計６名 

    （区長、自治会副会長、防犯防災部会長、ふるさと防災チームの中心となる方） 

   ・9 月 4 日に申込書提出済み 

   ・危機管理防災課が 30 名の枠で講習受講料を負担。その枠に菩提寺まち協の６名も含める 

ことになった。受講参加者６名には、当初約束していた交通費を菩提寺まち協から支出。 

 ２）認知症高齢者発見・保護訓練事業 

  ①第１回勉強会兼人権まちづくり懇談会（9 月 9 日（日）18 時 30 分～20 時 40 分） 

   ・前半はキックオフ宣言（背景、経緯、今年の狙い、取巻く環境）→67 名参加 

   ・後半は人権まちづくり懇談会「認知症に向かい合う」 

（DVD を観ていただき、感想を中心に各地区に分かれて話し合っていただいた。） 

   ・参加者 各区・自治会から６５名 、行政関係者が２５名⇒合計 90 名 

  ②第２回勉強会（訓練の事前打合せ会議） 

   ・10 月 14 日（日）18:30～開催を予定。 

   ・参加者の名簿を各区・自治会に依頼（9 月 12 日の合同役員会にて） 

     ・民生委員・児童委員は第２回勉強会から参加。各区・自治会でも声かけをお願いします。 

  ③発見・保護訓練⇒11 月 25 日（日）8 時 30 分～12 時 

３）まちづくりフェスタ 2018関連 

  ①発表部会 

    主：浅井（長）、副：東良、 アドバイザイザー（音響）：松本区長、（運営）：鵜飼さん 

  ②第１回発表部会（8 月 31 日 19 時～）開催 

   ・出演を予定しているサークル、団体に出席を要請 

   ・湖南市の文化祭と日程が重なるため、今年は出演できないサークルあり（舞踊） 

   ・菩提寺子ども園（３歳児）が今年は出演する。 

   ・出演サークルの正式決定および演目は９月 28 日（金）締め切りで提出 

  ③第 2 回発表部会の開催予定 

   ・10 月 5 日（金）19 時～ 

   ・プログラム及びリハーサル日程、協力体制の確認 

４）その他 
   

  ○粟津副会長から「防災訓練時に各自治会とまち協が保有するトランシーバーで交信訓練     

が出来ないか」との提案あり 

・まち協保有のトランシーバーは高出力で、市役所まで交信可能（確認済み） 

・このトランシーバーを使えば近江台から市役所、まちセンの間で交信可能（確認済み） 

・近江台はまち協保有のトランシーバーと同じ無線機を３台購入済み。 

 （購入したのは、簡易登録局用無線機） 

・まず、各区・自治会のトランシーバー保有状況を確認する。 

・現在判明している状況 

  イワタニ  特定小電力無線機を保有（中継器使用） 

  北山台   特定小電力無線機を保有（中継器使用） 

  みどりの村 特定小電力無線機と簡易登録局用無線機を保有 

  三上台   小電力無線機（500mw）を保有 



簡易登録局用無線機と特定小電力無線機および小電力無線機は使用周波数帯が全く異

なるため、異なる３種類の間での交信は出来ない。 

     9 月 30 日の一斉訓練では「まちセン」「近江台」「みどりの村」の使用周波数を合せて

３者間での交信を試みたい。 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

平成３０年度第５回（８月度）文化芸術委員会 

日時： 平成 30 年８月１８日（土） 歴史の小径整備 ９：００～１１：００  

      文化芸術委員会 １１：２０日～１２：３０ 

参加者    黒川孝志   田中秀明   副島京子 

１．◎整備作業 

  歴史の小径整備作業  ９：００～１１：００ 

   前回に続き、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、 

新しい杭を打ち直して修復した。今回も全部の修復が出来なかったので、次回残りを修復

する。 

２．◎定例会１１：２０～１２：３０ まちづくりセンター事務室 

 １）合同役員会の報告 

   前回の文化芸術委員会の内容を報告した。 

 ２）八役会議のスタート 

   ８月から合同役員会の１週間前に四役と４委員長が集まって、八役会議を行う。 

合同役員会の内容を確認し、意見をまとめておく。 

   フェスタの計画について各部会の計画について話し合った。 

 ３）．歴史文化資料室関係 

  ① まちづくりフェスタに合わせた企画展示について 

    今回の展示については、パネル作成は自作して展示する。 

      ７ｍｍハレパネ ９１０×１８２０  ５枚 

      安全スライドツール   発注済 ９月１０日頃入荷 

  ➁ 展示パネルの写真は新しく撮影する。 

  ③ 歴史講座の講師   次回までに決定する。 

 ４） 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。 

    進捗状況   聞取り  ９名完了  残り １名 

           文章化  ８名完了 

        パソコン入力  ４名 

    予定より若干遅れている。 

 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日実施済。 

    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 

らった。     申し込み４０名  当日参加 ３３名 

 ５）．その他 

    資料室の展示パネル作成は臨時に集まって作業をする日を決める。 



 ６）今後の予定 

  ① 8 月２２日（水）９：００～土曜日事業（歴史ワークショップ） 

  ➁ ８月２９日（火）１３：３０～企画展示資料取材 

  ③ ９月１０日（月）１４：００～歴史文化資料室運営協議会 

    ④ ９月１５日（土）９：００～歴史の小径整備作業・文化芸術委員会 

  ⑤ ９月２２日（土）９：００～土曜日事業 魚つかみ 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

平成 30 年席第 5 回（8 月席）地域活性化運営委員会 

日時:平成 30 年 8 月 13 日（月）17:00～18:00 

場所:菩提寺まちづくりセンター事務室 

出席者:浅井基義、青山憲一、保田芳利 

1)8 月合同役員会報告 

 ･竹の粉砕機購入検討 

 合同役員会では購入に賛成が多数であった。 

 地域活性化委員会では管理できないし、ランニングコスト以外に維持管理･修理費用として年に

５万円予算に入れる必要あり。置き場所は多目的広場の倉庫を予定。 

 委員会のメンバーも高齢化が進み、委員会のメンバーだけでは多くの運転作業は望めない。 

 購入可否の結論は次回に持ち越された。 

※ 粉砕機購入に際しては、前回の内容（予算面等）と重ねて反対意見が出されたが、結論として

バンブーハウスの維持管理は勿論だが、竹の子・椎茸等も含めて竹林全体の維持管理のためには

必要である。等、４役会議の決定に基づき購入し、活用していくことを確認。 

2）今後の活動予定 

･カブト虫 

・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実績（８月１１日現在） 

月日      販売場所      販売数量（寵）   対応者 

7 月 28 日   サイドタウン        0 (中止) 

  “     北山台           5      中林、山本、浅井長 

  “     近江台           8      井上、奥山 

  “     三上台           0 (中止) 

8 月４日    湖南市          10      青山、井上、中林、奥山、保田 

8 月 11 日   菩提寺           3      青山、井上、浅井 

8 月 18 日   イワタニ                 青山、保田、浅井 

8 月 25 日   みどりの村                青山、保田、井上 

7 月 19 日～  まちづくりセンター    23 (20 日まで置いておく予定) 

合計                  49 →58 セット 29.000 円の売り上げ 

･竹林整備と北山台側の草刈り 

 地域活性化委員会のメンバーで 7 月 14 日に実施。 

 まだできてない作業場所があるが、１０月以降に対応を考える。 

 今期は無理だが、次年度に向けて(株)花芳さん、他の業者に草刈りの見積もりを依頼する。 

・ヒラタケ 



 9 月 17 日（月・祭日）８時に竹林に集合して、竹林からセンターに移動。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。価格は１対で２００円～５００円を予定。 

・まちづくりフェスタ 

 １０月２８日（日）雨天は雨天決行、警報が出た場合は中止とする。 

 地域活性化委員会は模擬店部会を担当する。 

 イワタニ並びに三上台の区長・白治会長様が応援していただける。 

 当委員会は干しシイタケの他、綿菓子、ヒラタケの販売を計㈱する。 

 今までに出店していただいていた方々には早めに連絡書を回す。 

※ 台風 21 号バンブーハウスの床・・・抜けている分 →進入禁止（ロープを張っている。） 

 竹十数本倒れ、危ない分は切っている →残り分は、大丈夫である。 

 

子ども育成委員会報告   東良委員長 

子ども育成委員会 

日時：平成 30 年９月３日（月）20:00～22:00 

出席者： 東良喜代一、粟津副会長、鵜飼八千子、平塚和行、正岡由美子 

１、ペットボトルロケット大会 総括 

  日時  ８月 25 日（土） 9:10~12 : 00 

  場所  菩提寺小学校体育館及びグラウンド 

  参加者 小学生  菩小・11 名 菩北・６名 計 17 名 

      ・甲西北中学校の環境美化作業と重なり参加者が少なかった。 

      保護者  17 名 

      スタッフ 委員会４名、まち協５名、協力者４名 

      学校関係者 ３名、コーディネーター2 名 計 18 名 

      合計 52 名 

 ※ 課題 →「熱中症」 

４年児童１名（保護者の理解と協力、対応により大事には至らなかった）が、 

次年度からは、日程を考える必要がある。 

３ 夏休み夜間巡回、総括 

  7/21（土）～8/25（土）９回予定の８回の実施（7/28 台風の為中止） 

  延べ 36 名の動員 

  以前の様に、コンビニにたむろしている青少年も無く、地元祭りにおいて風紀をみだしてい

る者も無く、いたって平穏でした。 

 ※ 多目的グラウンドの電灯と時計が壊れているので修理してほしい。→確認して対応。 

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 

  日時   10 月 28 日（日）まちセンにて 

  対象   未就学児～小学生 

  催し予定 ビンゴボール２台、りんごの木１台、輪投げ１台 

       景品（文房具他）ジュース、お菓子の提供 



６、湖南市青少年育成市民会議協働事業 

  報告 8/18（土）滋賀県第 21 回中学生広場「私の思い 2018」和渥にて 12 名の意見発表、伊 

香立中ダンス部と打出中吹奏学部の活動発表がありました 

  予定 12 月 2 日（日）第 15 回湖南市青少年育成大会、青春（あおはる）祭 出席 東良他 

 

○土曜日事業支援プロジェクト報告  永田リーダー（欠席 →特記なし） 

○会計 （中村）・・・  特記なし 

〇自治会より  特記なし 

〇監事 

 ・「すくすく食堂」 参加者増であり、事業の発表等にも敬意を表し、お礼を申し上げます。 

 ・会長報告 →災害時の避難運営訓練 

       まち協ではまだできていない現状だが、区とまち協がどう動くか決めるなど必要 

 ※ 菩提寺区 →三役で午前８時～夕方まで自治会館を開けて待機した。 

 ※ まちづくりセンター →市役所・・・連絡所開設 

   ・協議会がする事・区がすること 

   ・自治会は一時避難所  まちづくりセンターは、避難場所 

※ どの地点で開けるのか。どの地点で 

    まちづくりセンターに運ぶのか、その点を四役で図って合同会議に提案をお願いしたい。 

○事務局 

まち協八役会議・・・まち協で何かをする等考えていきたいがそのメンバーが各区の中枢メ

ンバーであることも併せて考えていかねばならない。 

○その他 

  グラウンドゴルフ大会実行委員各区２名を会長まで提出をお願いしたい。期限 9/12 

■フェスタ関係 

・応援依頼の用紙等回覧プリント 3 セット本日各区にお願いした。 

   11/4 の予定は取り消し 

   展示パネルは 50 枚 （菩提寺コミニュティセンター外倉庫に備品として入る可能性） 

・展示部会 

   展示の延長はなし 当日閉会後に後始末を行う。 

   事由 →・管理上として誰かが常につくことはできない。 

       ・一部引き上げに伴う動員やレイアウトが現実としてできない。 

・模擬店部会 

   テント →2ｔ車レンタル・・・自治会から前日搬入翌日（当日）朝に立てる。 

   10/9 第二回部会開催 

・発表部会（代 川上）・・・例年どおり 

閉会 

次回合同役員会 平成 30 年 10 月 10 日(水) 19:30～ 

 

 

承認署名   


