
令和 4 年度 第 7 回 菩提寺まちづくり協議会合同役員会 

      日時：令和 4 年 10 月 12 日(水)  19:30～ 

      場所：菩提寺まちづくりセンター中会議室 2 

出席者  (敬称略) 

まち協  粟津 川上 長島 中村 浅井長 田中 浅井基 大黒 徳田 小川 

区 長  湯淺(北山台) 廣嶋(菩提寺) 森本(三上台) 山本(イワタニランド)  

自治会  西村(サイドタウン自治会長)  山本(北山台自治会副会長) 後藤(菩提寺副区長)   

欠席  須谷(イワタニ自治会長) 立岡(みどりの村自治会長 早瀬(近江台自治会副会長)  

 

会長報告  川上副会長 

1. 鵜飼まちづくり協議会会長の辞任 

9 月 30 日をもって鵜飼会長が体調不調につき会長職を辞任されました。 

当面は会長職を空席とし、川上・粟津副会長にて会長職を代行します。 

外向けの文書の代表者名には「川上昭 会長代行」を使用下さい。 

他の役員に関しての変更はありません。 

 

2. 新型コロナ感染拡大防止に関して 

滋賀県では令和４年９月 26 日から 「コロナとのつきあい方滋賀プラン」に基づく対応が変

更となっています。 

主な変更 

■共通する対策（必ず実施） 

事前の検温は不要 

マスクの着用については、「着けてよし！外してよし！みんなよし！」参照 

（従来：事前検温。気温・湿度が高い中でのマスク着用は熱中症に注意） 

但し、体調が悪い場合は事前申告必要 

■調理、会食を伴う活動（※すべての飲食を伴う活動共有） 

すべての座席で対面距離を１ｍ以上確保する。 

（従来：座席の間隔を十分に空ける。対面での食事は避ける。) 

■運動を伴う活動（室内・室外とも） 

身体が接触する種目は競技団体別ガイドラインを確認 

(従来： □近距離、他者と接触する種目は避ける 

□観客席などの間隔を十分に空ける 

□大声での声援を控える 

□更衣室の入室人数を制限する  ） 

■交流会、遊戯など 

カラオケを行う際は対策をより徹底（２ｍ以上の間隔を 確保し、マスクを着用） 

（従来：（2ｍ以上・・）は無し） 

 

協議事項及び承認事項 



○自治会からの連絡・要望等 

 近江台 

 自治会未加入者の対応について 

本年の総会で地区の問題について、別途検討委員会を立ち上げる事が決議され、9 月 20 日

に会議を行った。メンバーは過去 10 年間の会長と本年度の三役と地区有識者。 

未加入者への対応として、自治会の活動内容を示した案内文を作成し配布することとした。 

今後も会議を重ねていく 

（補足） 

サイドタウンでは、新規加入者に入会金と一緒に会舘保全費として、合計 3 万千円を支払って

いただいているが、それを 1 万円に下げるように近々総会で審議します。また、班長の年齢制

限や入会後 3 年間の猶予期間を設けたりして、負担を軽くするようにしています。 

 北山台 

① 10 月 1 日（土）消火栓ホースの接続説明会を実施した 

② 10 月 2 日（日）北山台総合避難訓練（防災訓練）を実施した 

 コロナ感染予防の観点から全住民の一斉避難はせず、白タオルをポストに提示すること

で各戸確認 

③ 秋の美化作業を 10 月 23 日（土）に実施予定 

 消火栓ホースの接続確認を作業前に実施（事前説明会を実施済み） 

④ 11 月 5 日（日）会計及び業務中間監査を実施予定 

⑤ クリスマス会の実施について 

 集まっての実施はせず、プレゼント配布を行う（対象者の人数確認を行っている） 

 菩提寺 

10 月 2 日防災訓練を実施した 

11 月 6 日消火栓の取扱の勉強会を行った 

 ハイウェイサイドタウン 

10 月 2 日の防災訓練は、役員のみの情報伝達訓練を行った。自治会館の開設手順を実施し

て、必要品の洗い出しをふるさと防災チームで行った 

10 月 9 日一斉草刈りの実施と防火水栓の確認を行った 

10 月 23 日臨時総会を開催して、旧テニスコートの譲渡の合意と入会金の改定を討議します 

 みどりの村 

防災訓練として、タオル掛けをやらなかった。今後実施内容を変更することを検討中 

防火訓練を計画している。水消化器を使った消化訓練やホースの使い方の訓練を行う。同時に

消化器の詰め替えの住民への斡旋を行う 

11 月 6 日にグランドゴルフ大会を運動公園で実地計画中。子供用イベントも考えている 

一斉草刈りを 12 月上旬に行う予定ですが、ボランティアを募り実施する予定 

6 丁目 7 丁目で水道工事のための測量を今年度中に行う。来年度は、水道管の補修と道路舗

装を計画している 

 三上台 

① 10 月 2 日に防災訓練を実施しました 

 今回もコロナで本部役員が中心で実施しました 



② 臨時総会の開催予定について 

・10 月 15 日（土）19 時 30 分から会則変更のための臨時総会を開催します 

・変更内容は、区長の公募制、本部役員の見直し、独居高齢者見守り隊の新設です 

・現状としては、会員の半数の意思決定があり、臨時総会開催され、議案も総会員数の 4 分

の３を超える予定です 

 臨時総会で会則が改正されれば、11 月に区長公募を実施して次期区長を決める予定で

す 

③ 長寿をお祝いする会（敬老会）は中止しました 

・75 歳以上の方に記念品を配布しました 

 イワタニランド 

防災訓練には、330 名が参加しました 

10 月 16 日河川草刈りを実施予定 

11 月 6 日一斉清掃を予定 

 

○福祉・安全委員会報告   浅井長委員長 

【報告事項】 

1. 菩提寺「すくすく食堂」の開設について 

1) 第 5２回開催（9 月 17 日(土)） 

・メニューは「チキンのクリーム煮＋おにぎり＋スープ＋果物」 

・参加者 27 名（子ども 1１名 ＊大人１６名） 

＊大人の内訳：保護者５､民生委員８､市職員２､北中教師１ 

・参加費 ５,９００円 

・スタッフ会議は９月１２日(水)19:30～開催 

2) 第 5３回開催予定（10 月 15 日(土)）←開設から 6 年目を迎えます 

・メニューは「ビーフカレー＋デザート」 

・“遊びと学ぶ”は「スライム＆スーパーボールづくり」←“遊びと学ぶ”を再開 

・スタッフ会議は 10 月 11 日(火)19:30～開催 

・現在、90 名を超える申込みあり 

3) 第 5４回開催予定（11 月 19 日(土)） 

・メニューは「ミートスパゲティー＋パンプキンスープ」 

・“遊びと学ぶ”は「クリスマスカード製作」 

・スタッフ会議は 11 月 14 日(月)19;30～開催予定 

2. 地域支えあい推進事業について 

1) すくすく会議・・9 月 16 日（金）19:00～開催 

・移動支援について検討 

・市都市政策課から「予約制小型乗合タクシー」の実証運行について説明を受ける。 

・菩提寺地域の地図にバス路線をプロットし会議で紹介 

・高齢者を対象とした移動支援のニーズ（困りごと）をアンケートにて探る 

次回のすくすく会議にアンケート内容を提案 

アンケート項目・内容を検討するワーキングメンバー募集 



・次回は 11 月 18 日（金）19:00～ 

2) まちづくり連絡会議 

      ・9 月 12 日開催（9 月の合同役員会で報告済み） 

・次回開催は 11 月 14 日(月)10:00～ 

3) フレイル予防講座開催（11/15 実施 ）チラシ配布済み 

3. まち協カフェの利用状況 

・９月度：稼働日 20 日 飲み物合計 374 杯（＝名） 売上 50,400 円 

・月別利用者推移 

対象月 売上（円） 利用者（名 or 杯） 一日平均利用者（名） 

4 月 64,500 420 21.0 

5 月 62,700 377 19.8 

6 月 51,150 411 18.7 

７月 65,550 414 20.7 

８月 47,400 353 17.7 

9 月 50,400 374 18.7 

4～9 月累計 341,700  2,349 19.4 

 

4. 菩提寺 2022 まちづくりフェスタ対応（委員会の担当範囲） 

①サークル等の活動発表の部を担当 

②開催日時 10 月 30 日（日） 9:30 開演 13;45 閉会 

③出演サークルは９サークル 

④出演順（時間帯）とリハーサル日程の決定（10/4） 

⑤多目的ホール舞台の移動：10 月 20 日（木）9:00～ 

 （展示用パネル搬出、展示スペース設営後の作業） 

5. 湖南市総合防災訓練（10/2）への参加 

   ○菩提寺まち協として各区の状況把握訓練を実施⇒地区連絡所への情報伝達 

・まちづくりセンターに連絡本部を 8 時に立上げ（川上副会長、浅井） 

・各区と簡易登録局無線機（CH22）を使い、被害状況・安否確認状況を集約。 

・簡易登録局無線機の交信状況は良好（各区←→まちセン） 

・各区無線機での交信内容の聴き取りが充分出来ないとの報告あり。 

・CH22 を使用する他団体があった。（他地域訓練事前準備、希望が丘イベント） 

（補足） 

地区連絡所の無線状態がよくなかった 

地区連絡所に詰める市の職員の連絡所開設訓練ができていないのではないか 

避難レベルが発令されたときは、各区の無線を立ち上げる 

次回会議までに、委員長が避難指示発令時の無線機操作のまち協での手順及び各区での手順

を整理して提案する 

 

○文化芸術委員会報告    田中委員長 

1. 歴史の小径整備作業 

   9 月 24 日（土）９：００～ 



   今回は多宝塔の周りの草刈りと旧墓地跡の草刈りを行った。文化芸術委員３名参加 

2. 文化芸術委員会・資料室運営協議会定例会 

日時：  2022 年 9 月 24 日（土）14：00～1６：３0 

場所：  菩提寺まちづくりセンター  

参加者： 新谷浩二、岡島敏広、鈴木妙子、副島京子、田中秀明 

1) 文化芸術委員会の活動 

① 企画展の展示資料の内容を確認し、説明文書の改訂と印刷を行った。 

② まちづくりフェスタでの、期間中の準備及び展示作品の見守りについての担当につい

て話あった。 

2) 歴史文化資料室の活動 

① 椿井文書の展示の解説文の変更等を行って行きたいと考えていたが、現在、市の方で

古絵図について市の指定をどうするか審議会を持って決めて行きたいとの事だった。市

の学芸員に確認    すると、今後複数回会議を持って決めて行くとの事だった。市の

方針が決まるまでは、資料室    としても現状を変えない事にした。 

② 秋の企画展のテーマの決定。「菩提寺の石像文化財と仏像の紹介」として資料作りに

入った。 

９月１０日に臨時の文化芸術委員会を開き、資料の作成を行った。 

3) 菩提寺山の散策路の整備について 

① 菩提寺山のマップについては、笹谷氏と 10 月 9 日に打ち合わせをして、ほぼ原案が

完成した。 

マップの裏側の内容もほぼ完成した。サンプルを作成し、再度確認して行く。 

② 歴史の小径の多宝塔の前にある案内マップも更新するために、マップと説明文を作り

直して行く。（見積金額 6 万円程度） 

4) 今後の予定 

① 10 月 15 日（土）・９：００～１１：００歴史の小径の整備作業 

② 10 月 15 日（土）・14：０0～16：3０ 定例会 まちセン  企画展の準備をする。 

依頼事項 

  ① 10 月 15 日（土）の歴史の小径整備作業に参加協力をおねがいします。９：００現地集合 

    （午前８：００時点で雨の場合、中止とします。） 

      ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定が変更になる場合があります。 

 

○地域活性化委員会報告    浅井基委員長 

委員会の報告事項、予定 

1. 平茸の原木販売 

10月8日～10日の予定で平茸の原木を販売しましたが、例年より原木の数量が少なかった為、

10 月 8 日で売り切れてしまいました。 

9 日はセンターの窓に完売した通知を行いましたが、購入に来られた方の対応の為、9 時 50 分

～センターで 11 時位まで待機していたところ 6 名の方が 10 時過ぎくらいにかられました。10 日

は 10 時 20 分くらいまで待機しました。 

売上金額は 23,200 円でした。 



2. 竹林周辺の草刈り 

 10 月 8 日に平茸の原木販売と同時に、委員会のメンバー3 名で竹林周辺の駐車場と、北山

台側の空き地の一部（民家から 1ｍ位の所）の草刈りを行いました。 

残りは、次回の竹林整備に併せて実施予定 

3. 県立大学のフィールドワーク 

10 月は学生が竹林を下見して計画を作成 

11 月 26 日～27 日で実施予定 25 日～26 日センターで宿泊予定。人数は、未定。 

日にちは未定ですが、今期の整備計画を打合わせ予定。 

4. 竹林整備 

11 月 12 日（土）～13 日（日） 粉砕機運転と草刈り 

12 日は 8 時 30 分、13 日は 9 時センター集合 

11 月 26 日（土）～27 日（日） 粉砕機運転と草刈り 県大生と共同で実施 

26 日は 8 時 30 分、27 日は 9 時センター集合 

周辺の皆様には粉砕機稼働のお知らせを、ポスティングの予定。 

5. まちづくりフェスタ 

フェスタの協力依頼 

10 月 20 日（木） 9 時～11 時  舞台整備、展示パネル準備。 

10 月 30 日（日） 15 時～17 時  後片付け 

地域活性化委員会としては、椎茸の栽培状況にもよりますが、椎茸が発生していれば 30 日に

販売予定です。今年は暑くて今の所 10 月 8 日現在椎茸はまだ発生していませんでしたので、干

し椎茸は難しそうです。生シイタケに期待してください。 

6. その他 

10 月 14 日 10 時 30 分頃から HOPPA の園児が竹林へ見学予定。 

安全のために 14 日朝 8 時～倒れている竹の処理と清掃を委員会のメンバーで行います。 

園児への立会は浅井が行います。 

 

次回運営委員会は 10 月 19 日（水）19 時 30 分～ 

 

○子ども育成委員会報告    大黒委員長 

報告事項 

1. 愛のひと声あいさつ運動 

9/5(月)から両校にて開始 

11/7(月)、12/5(月) 

菩提寺小 7：45～ 菩提寺北小 7：40～ 

2. ハリキリンピック 

日時 … 令和 4 年 10 月 23 日（日）13 時～16 時 

場所 … 菩提寺まちづくりセンター 

案内チラシ… 8００部（小学校配布、保育園等にポスター） 

参加者 … 小学生以下の児童２年生以下は保護者同伴、事前申し込み無し。 

内容 … 【魚釣り】【輪投げ】【ゴルフ】【バスケット】【射 的】【空飛ぶクラゲ】 



 全てのゲーム終了後、景品交換所で文字並べ替えゲームに挑戦する。 

 甲西北中ボランティア部に射的コーナーの協力をいただく。 

・景品の準備 → 一人 200～300 円程度で次の年にも使えるようなものを 300 個ほど準備す

る。(食べ物は避ける) 

・万が一景品が不足した時は → 「後日引き換え券」を発行する。 

・発熱者の扱い → お土産(景品)を渡してお引きとり願う。 

・サポーターの人数 → 21 人 + 中学生 

・当日の集合時間 → 12 時 15 分(昼食を済ませて集合) 

3. 湖南市青少年育成市民会議 

滋賀県青少年育成県民大会の開催について（依頼） 

参加予定者（柴田） 

 

次回委員会 令和 4 年 11 月 7 日（月） 

 

○会計報告   中村会計 

第 2 四半期の予算実施状況及び会計監査報告は最終ページ参照 

 

○監事より 

まちづくりセンターの会計監査が遅れている。11 月度の会議の中で報告できると思います 

 

○その他 

 

 

承認署名（川上副会長） 



令和４年度　菩提寺まちづくり協議会　予算実施状況（第２四半期） 令和4年9月30日

R4予算 実施状況 R4予算 実施状況 委員会名 事業計画 R4予算 実施状況

事業加算金 2,139,000 2,139,000 総会費 15,000 3,196
大規模災害に備えての地域支
えあい体制構築

10,000 0

2,000,000 1,000,000 会議費 50,000 8,169
認知症に対する理解と対応力
を高める取り組みの実践

30,000 0

-2,000,000 -1,000,000 印刷製本費 10,000 0
住民が手軽に集える場の提供
（まち協カフェ）

300,000 160,304

事業交付金 消耗品費 120,000 137,428
住民が手軽に集える場の提供
（ふれあいサロン）

100,000 47,262

事業交付金 0 0 通信費 50,000 10,560
子ども食堂（菩提寺「すくす
く食堂」）の継続開催

450,000 200,570

社協支出金 事業交付金 120,000 84,000 役務費 5,000 0 合　計： 890,000 408,136

助成金 50,000 100,000 広報費 30,000 0
歴史文化資料の維持管理及び
新企画

110,000 26,230

市民会議交付金 200,000 210,189 活動費 550,000 547,000 菩提寺山の散策路の維持管理 110,000 18,227

補助金 100,000 100,000 備品購入費 200,000 78,975
まちセンを利用した展示会、
発表会の計画

20,000 2,158

区分担金 332,000 332,000 保険料 36,800 36,800 菩提寺の歴史伝承 30,000 44,692

事業参加料 0 0 賃借料 35,000 35,000 合　計： 270,000 91,307

寄付金 寄付金 56,000 56,000 修繕費 30,000 0 地産地消の推進 42,000 13,923

100,000 49,600 福祉・安全委員会 890,000 408,136
自然を大切にし、触れ合うま
ちづくり

380,000 124,074

600,000 341,700 文化芸術委員会 270,000 91,307 合　計： 422,000 137,997

30,000 21,100 地域活性化委員会 422,000 137,997
地域の大人と子どもたちとの
秩序あるつながりを創る

45,000 5,436

文化芸術委員会 0 5,000 子ども育成委員会 369,000 234,749
子どもたちと保護者が、地域
と世代間交流する場を創る

324,000 229,313

地域活性化委員会 100,000 95,630 土曜事業支援
事業目的達成のため、市民会
議と連携する

0 0

委託金 事業委託金 150,000 150,000 フェスタ2021 150,000 64,214 合　計： 369,000 234,749

雑収入 雑収入 0 74,345
親善事業プロジェ
クト

0 0 交流事業 事業計画 R3予算 実施状況

繰入金 繰入金R3 0 上田市交流事業 0 0 発表部会 0

繰越金 繰越金 1,141,609 1,141,609 みんなの夏まつり 展示部会 26,400

5,118,609 4,900,173 95.7% ：実行率 手当て 120,000 60,000 ハロウィン 35,664

※１：指定管理会計（支え合い通帳）の収支（ご参考） 軽トラ維持費 100,000 0 共通 2,150

2,000,000 1,000,000 雑支出金 80,000 0 合　計： 150,000 64,214

1,010,000 800,000 拠出金 人件費 1,010,000 800,000

給料 1,352,315 基　金 基金R3 0

法定福利費 8,163 予備費 予備費 575,809 50,000

30,000 6,984 5,118,609 2,703,531 52.8% ：実行率

70,000 27,816 返納金 返納金 0

60,000 7,500 繰越金 次年度繰越金 0 0.0% ：支出決算額の20％以内

90,000 11,866 基　金 基金R4

3,010,000 1,414,644 47.0% （25万円／月の予算） 5,118,609 2,703,531

150,000
フェスタ
2022

井上嘉吉翁石碑の土地使用

福祉・安全委員会

地産品売上金

●R3年度の指定管理会計の余剰金

サロン飲み物代、材料費個人負担分など

※２

拠出金
※２：過払い金の回収（270円）／輪転機使用料（８件、11,268円）
／音響機器購入（R3基金）の一品キャンセル（62,800円）／利息（７
円）

事業計画と予算

項　　目

サーバー保守費、Zoomアカウント料金

振込手数料

●竹林と掲示板の土地賃借料予定なし

人権活動事業交付金

●R3年度活動に対して交付される補助金

湖南市地域活性化推進事業交付金は終了

絆づくり交付金

●

総務費

委託料
指定管理会計（支え合い通帳）に全額拠出

●滋賀の子ども・若者のほほえむサポート事
業／子どもの未来づくり助成金

合同役員会お茶代、他

収入の部 支出の部

市支出金

すくすく食堂参加費

項　　目摘　　　要（●：完了） 摘　　　要（●：完了）

※３

●バンブーハウス障害保険料

●地域まちづくり協議会交付金

学区支出金

第2層生活支援体制整備事業委託金※１

建物・備品の修繕

その他交付
金・補助金

●安心応援ハウス事業補助金

事務用品、コピー機消耗品、他

福祉・安
全委員会

役員活動費、委員会活動費

地産地消の推進、竹林の整備費用、他

歴史文化資料室管理維持管理、他

●総会のお茶代

外部発注印刷製本費

コミュニティープランPR発行費

文化・芸
術委員会

地域活性
化委員会

子ども育
成委員会

防災体制構築、すくすく食堂、他

すくすく食堂の協賛金

小　計：

まち協一般財源

すくすく会議支援手当て

車検費用を含む

支え合い通帳へ（カフェ要員人件費の補填）
※１

●繰入金を原資としている

※４

ハリキリンピック、すくすく広場、他

各委員会で予算化

事業収入

まち協カフェ売上金

委員会
事業費

地域
（間）
交流
事業費

諸支出金

本・DVD売上金

●フェスタ2022委託金

第2層生活支援体制整備事業委託金

●前年度繰越金

合　計：

※３：ミキサーSX2442FX（78,975円）

介護予防啓発

収　入

支　出

R5.3に確定、R5の収入に計上

合　計：支出合計：

2,760,000

すくすく会議（協議体）で活動方向性をまと
めて実践

社会資源の把握

繫がりづくり・担い手育成

地域支え合い推進員とまち協カフェ要員2
名、計３名分の人件費※

地域支え合い
活動費

※４：SUKUSUKUかふぇへの助成金（50,000円）
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