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令和 元年度 根本校区地域力向上推進会議（ねもと地域力）総会 

平成 31 年４月 28 日（日）13：30～ 

根本交流センター 小ホール 

次第 

１ 開会の辞    

２ 会長あいさつ 

3 多治見市長ごあいさつ 

4 議 事 

  議長選出  

第１号議案  平成 30 年度 事業報告 及び 

令和元年度 事業計画（案） （2～7 頁） 

第２号議案  平成 30 年度決算報告 及び 

令和元年度 予算（案）  （8 頁） 

第３号議案  役員改選（案）      （9 頁） 

  

 5 来賓ご紹介と代表者ごあいさつ  

      多治見市議会議員・くらし人権課長・ 

         高齢福祉課課長 

 

 

 

 

ホームページ検索「ねもと地域力」http://nemoto-tiikiryoku.com/  

（活動情報などが掲載されています） 

 

http://nemoto-tiikiryoku.com/


「ねもと地域力」ホームページ http://nemoto-tiikiryoku.com 

2 

 

第 1 号議案 平成 30 年度事業報告 及び 令和元年度事業計画（案） 

平成 30 年度もあっという間に過ぎ去り、貴重な歳を重ねることができました。 

国内外での経済・社会・文化・スポーツ等を振り返れば、これまた、歴史に残る様々

な話題があったことはご承知のとおりです。私達の愛するまち「ねもと」では比較的穏

やかなこの一年だったと思いますが、いかがだったでしょうか。 

ただ、気になることはやはり高齢化です。誰もがなりたくない認知症については、 

仮になっても普段と変わらない生活が送れることが出来るような施策や支援のあり方

を私達も考えているところです。これは地域の皆さん,特に若い方々も巻き込んで話し

合っていきたい課題であることを痛感した年でもあったと思います。 

 さて、この一年地域力各グループのみなさんには日々、本当に地道な活動を継続いた

だことに、あらためて感謝と敬意を表したいと思います。  

 

 

令和元年度の事業計画について、 

 新年号は「令和」で幕開けです。昭和～平成と穏やかにかつ、逞しく生きてきた私達

にとっては実に意味深い「令和元年」です。 

 このスタートにあたり、私達は「ねもとの地域力を一人ひとりの力で更に向上させよ

う」と願い合うことの意味合いを再考しながら,一歩一歩活動を継続していきたいもの

と思っています。そして、この「ねもと」で活動している各関係団体との絆をより深め

合うことの必要性と大切さを考えながら行動していく年にしたいと思います。 

 そうは言うものの、老骨に鞭打つのは少し控え目に、かつ、若き血潮を呼び込むため

には鞭打って力のある範囲で頑張る新年度にしたいと思います。 

 

 

 １ 会議の開催   

 

（平成 30 年度報告） 

（1）総会および全体会議 （総会 4 月、全体会議 7 月 10 月） 

（2）役員会   （年 1 回） 

（3）グループ長会議 （年 7 回）   

（4）その他、必要に応じて適宜開催 

 

  （令和元年度計画） 

（１）総会および全体会議 （総会 4 月､ 全体会議 7・10 月） 

（２）役員会   （年 4 回） 

（３）グループ長会議 （年 4 回） 

（４）その他、必要に応じて適宜開催 
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２ 総括事業の実施 

 

（平成 30 年度報告） 

(1) 多治見市委託事業 

「生活圏域における認知症を支えるネットワークづくりモデル事業」 

（多治見市委託金 500,000 円） 

(A)高齢徘徊者支援検討部会の開催 

前年度に引き続き、平成 30 年 4 月 19 日から平成 31 年 1 月 17 日 

の間に部会を 9 回開催、前年度の検討を踏まえて 4 グループに分かれ検

討を続けている。 

なお、徘徊者の動向把握のための社協の担当者から説明を受けた上で､具

体面での検討も実施した。 

(B)多治見市包括支援センター、美濃太田市等地域外の「認知症」関連の事業 

    に参加し、検討の参考とした。 

(C)広く地域住民に「認知症」の理解を深めるための事業を開催 

①「認知症」を取り上げた映画フォーラムを開催 

      平成 30 年 11 月 23 日（日）根本交流センター 

② 「認知症に備えて語ろう•考えよう•学ぼう」会の開催 

      平成 31 年 3 月 21 日（水）根本交流センター 

(D)関連団体との連携調整の推進 

(E)認知症に関する教材•資料の整備 

 

（2）根本ふれあいフェスティバルでの「ねもと地域力」の役割強化  

「第 6 回根本ふれあいフェスティバル」において 

「ねもと地域力フェスタ」として小ホールへ出展 

    実施日：平成 30 年 11 月 3 日（土）～4 日（日） 

 

（3）地域力向上のための講演会・研修会等の開催（年 2～3 回） 

会員の情報量向上と校区民を対象に講師を招くなどして講演会・実演会開催  

認知症啓発映画会開催を優先し、この項は、実現できませんでした。 

 

（令和元年度計画） 

   （１）総括事業「認知症地域サポート検討部会」（多治見市委託事業） 

検討部会を開催し、地域住民の「認知症」に関する理解を深めるため 

⚫ 「認知症サポータ講習会およびグレードアップ研修会」の開催。 

⚫ 「認知症に備えて語ろう・考えよう・学ぼう会」の開催 

⚫ 認知症に関する講演会、映画会の開催。 

   （２）根本交流センターフェスティバルに参加して「ねもと地域力フェスタ」の

名称で地域住民へ「ねもと地域力」の更なる周知をはかる。 
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3 グループ活動の実施 

 

（１） 防災グループ （日本一防災意識の熱いまちづくり） 

（平成 30 年度報告） 

「日本一防災意識熱いまちづくり」をスローガンとして月１回以上の打合

せ会を開催し、各グループの活動計画策定し、活動状況の確認と、情報の共

有化をはかって来ました。 

① 自らの命は自分で守る「家具転倒防止」に向けての PR 活動を、地域の防

災訓練・根本交流センターのふれあいフェスティバルで実施しました。 

② 広域避難場所を根本交流センターに定め、避難者受入対応時の運営マニュ

アルを策定すベくセンター所長を交え月１回のペースで検討を続けてい

ます。 

③ 防災意識向上活動として、防災の花「ど根性ひまわり」を校区内に広く展  

開する為全戸に防災の花「ひまわり」の応募チラシを２回配布しました。  

④ ２２区防災訓練の支援として、市役所企画防災課の協力を得て減災講座を

実施しました。 

⑤ ふれあいフェスティバルに於いて、水を使わないトイレの体験会、 

防災グッツの展示、我家の防災自己診断のｱﾝｹｰﾄ実施、ペット防災対策 

ＰＲ，防災の花「ど根性ひまわり」のコーナーでは応募された中から、 

「ひまわり大賞」ほかの表彰をおこないました。 

⑥ 水を使わない携帯トイレの体験会を各サロン他で開催２７９名の方々に    

体験して頂きました。 

 

（令和元年度計画）  

① 広域避難所運営マニュアルの策定継続 

② 防災のイメージフラワー「ど根性ひまわり」を校区全体に展開する為継続      

③ 自分の命は自分で守る「我家の防災計画」の推進 

④ 地域防災訓練の支援 

⑤ 水を使わない携帯トイレ体験会の推進 

 

（2）地域交流グループ （誰とでも話ができる街づくり） 

（平成 30 年度報告） 

楽しみながらの地域交流の場として下記の行事を開催した。 

 

地域交流グループの活動一覧表

予定表の表示 名称 内容 場所 開催日 時間

1 写真
おしゃべりクラブ

（写真技術）
写真 交流センター 毎月第3月曜 午後１時30分～

2 菜園
おしゃべりクラブ

（家庭菜園）
家庭菜園 交流センター 毎月第3月曜 午後１時30分～

3 健康食
おしゃべりクラブ

（健康食）
健康食 交流センター 毎月第４金曜 午前10時～
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（令和元年度計画） 

   上記各種行事の問題点の見直しと内容の充実を図り、参加者の増加を図る。 

 

 

（３）高齢者・障がい者グループ（ふれあいで安否確認が自然にできる街） 

（平成 30 年度報告） 

当部会の活動は､総括事業に特化すこととして、「高齢徘徊者支援検討部会」に

合流することとした。 

 

(A) 高齢者の「いざという時に備えた「近親者」への通報体制の試行と 

近隣住民による「高齢者」の見守り活動の釀成を図る取り組み 

（ふれあいフェスティバル等関連事業を通して普及に努めている） 

 

(B)「空き家」を活用した「地域の憩いの家」（仮称）の在り方を検討 

（高齢徘徊者支援検討部会で具体化に向けて引き続き検討） 

 

（令和元年度計画） 

     部会検討については引き続き「多治見市への提言」に向けて検討する。 

地域住民への啓発活並びに予防活動につては「関連団体」と連携して、 

年 6 回開催する。 

 

  

予定表の表示 名称 内容 場所 開催日 時間

4 脳トレ 脳トレ体操 専門講師による指導 NSP中央集会所 毎月第2金曜 午後１時30分～

5 将棋 将棋の広場
子供は無料
（大人は、有料会員制）

交流センター 毎週土曜 午前9時～

6 ボウリング ドンマイ北丘クラブ ボウリング パークレーンズ 毎月第2火曜 午前10時～

7 ハッピー喫茶 ハッピー喫茶 喫茶店 NSP中央集会所 毎月第1金曜 午後１時30分～

8 麻雀 麻雀くらぶ北丘 麻雀 NSP中央集会所 毎月第2月曜 午後2時～

9 パソコン
新規！（30/2～初心者）

パソコン・スマホ教室

パソコン・スマホ・タブレッ
トの勉強会

NSP中央集会所 毎月第1・3水曜 午後１時30分～

10 夜のカラオケ 夜のカラオケ カラオケ NSP中央集会所 毎月第4土曜 午後7時～

11 野菜市場 野菜市場 家庭菜園100円販売 NSP中央公園 毎月第2・4日曜日 午前9時～

12 お散歩ちょいぼら ウォーキング フリー 自由
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（4）子ども・子育てグループ （子育ち親育ち子供が生き生きと活きる街） 

（平成 30 年度報告） 

    再生！子ども・子育てグループ＜“継続は力なり”を信じて子ども達のために

も＞をスローガンに掲げ一年間過ごしてきたが…納得できる活動に至らず反

省点の多い一年間でもありました。 

① ふれあいフェスティバルでは、メンバー全員が協力し活動の集大成を紹介で

きました。また、新しい“ちびまる子ちゃん”の案山子を新メンバーが製作

してくれました。今は根本小学校に移動、あいさつ運動の支援をしています。 

② 根本小の卒業・入学式では体育館前のロータリーを整備し花を植え、案山子

達をメインに飾り付けを施して児童たちへの祝福をさせていただきました。 

③ 児童達の登下校時の安全見守り活動は毎朝有志で実施してきました。お陰で 

無事故で一年を終えることが出来たことに喜びと安堵にしたっています。 

 

（令和元年度計画） 

     新しい元号のもと再度、前年同様“再生！子ども・子育てグループ”をスロ

ーガンに、活動のあり方を見直していきたいと思います。 

① 案山子たちを媒体にした根本小のあいさつ運動の支援は継続していく。 

② 児童達の登下校時の安全見守り活動は、できるだけメンバーを増やす努力

をしながらも、率先して児童達へのあいさつをしその啓発を仕掛けていく

ことにも心を配りたいと思う。そして学校との連携強化を図っていきます。 

③ 当地域力グループ活動でコラボ出来ることがあれば、余力の範囲内で努力

していく覚悟を持ち計画行動していきたい。 

④ 子ども・子育てに尽力している関係団体（区・まちづくり・ふれあいねも

と・交流センター等）とは、もっと連携を深め行動していくことに微力を

注ぐことも新年度の目標にしたい。 

 

（5）防犯グループ（日本一防犯意識の熱い街） 

（平成 30 年度報告） 

1. 校区内通常パトロール（児童見守り、空き家監視、防犯灯、放置自転車） 

2. 青パトロール車による巡回活動（週１回） 

3. 振り込め詐欺防止活動 

4. 年末年始と夏期における街を明るくするキャンペーンの実施 

（各家の門灯を点灯） 

5. 多治見警察および多治見北部交番（根本駅前）との連絡協調活動 

6. 外部防犯活動組織との意見交換会への出席 

7. 岐阜県防犯功労団体表彰受賞 

（令和元年度計画） 

     前年同様の活動を着実に実行していく。 

     なお、今年は青色パトロール実施者証（岐阜県警察本部発行）の更新時期と 

     なるので講習会を実施して青色パトロール隊員の増強を図る。 
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（6）自然・生活環境グループ（ごみを捨てない街） 

 

（平成 30 年度報告） 

 

① ホタルの乱舞する街を目指して 

カワニナの養殖と放流・ホタル観賞会の開催。 

地域団体や町内会への呼びかけをする。 

② 大原川右岸のヒガンバナ育成事業（根本小 5 年児童との植栽実施） 

③ 自然・環境、観察学習会等の開催 

④ 根本の歴史・史跡などを学び、保存に協力する。 

⑤ 多治見市風景づくり（補助事業）への取り組み 

 

（令和元年度計画） 

① 前年の活動をさらに発展させて行く。 

② 他のグループとの共通目的などは、協力して行動できるよう 

努力していきます。 

 

 

 

 

 

４ ワンコイン募金 

 

ねもと地域力の財源は、ワンコイン募金が主たる活動資金です。 

毎年２月に実施してきましたが、6 月へ変更したため、３０年度の実施は 

ありませんでした。 次回は、令和元年６月に実施する予定です。 

 

この募金活動は、私どもが「みんなで育てる明るいまちづくり」の実現を目指し、

地域活動を続けてきたことへの皆さまからの「ご理解とご協力」の賜物と感謝してお

ります。 

 なお、募金内容について、新しい企画を検討しておりますので、具体策が決まり 

ましたら､地域の皆様の更なるご協力をよろしくお願いします。 

  

各地区の町内役員様のご協力で、今年の６月に実施しますので、ご協力をよろしく 

お願いします。 
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第３号議案 役員改選（案） 

 

役職 区分 氏名 参考

会　長 留任 吉田邦彦 留任

副会長 新任 平岡博志 ふれあいねもと会長

運営委員 新任 岩井正樹 第２２区長

運営委員 新任 高橋重久 第３１区長

運営委員 新任 若宮孝章 明和第２町内会長代理

運営委員 留任 若尾　宏 根本校区町づくり市民会議会長

運営委員 留任 鈴木滋雄 根本地域民生・児童委員協議会長

1、防災グループ長 留任 浅野　健 留任

2、地域交流グループ長 留任 櫛田量右 留任

3、高齢者・障がい者グループ長 留任 久我　正 留任

4、子ども・子育てグループ長 新任  纐纈正幸

5、防犯グループ長 留任 鈴木茂三 留任

6、自然・生活環境グループ長 留任 松本知之 留任

事務局長 留任 戸田政雄 留任  システム担当兼

会計 新任 浅野　健 兼務1、防災グループ長

会計監査 新任 広瀬正良 第22区会計

会計監査 新任 塚本邦夫 第31区副区長

令和元年度　役員会名簿（案）
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 会議年間予定表   
  

 下記のとおりですが、臨時開催や日程変更する場合があります。 

 その場合は、メールなどで連絡します。 

 

メールアドレス（会長及び事務局への連絡） 

 kaityou@nemoto-tiikiryoku.com 

  会員の皆様で、この総会の案内メールが届かなかった方は、上記メールアドレス

へ「ご自分の氏名」と「携帯電話番号」を記載してメール送信してください。 

 今後の連絡や情報伝達がスムースに行われます。 

曜日 開始時間 名称 場所

1 平成31年 4月28日 日 13:30 総会
根本交流センター

小ホール

2 令和元年 5月8日 水 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階

第１会議室

3 令和元年 5月22日 水 17:00 役員会
根本交流セン２階

第１会議室

4 令和元年 7月14日 日 13:30 全体会議
根本交流センター

小ホール

5 令和元年 8月28日 水 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階

第２会議室

6 令和元年 9月18日 水 17:00 役員会
根本交流セン２階

第１会議室

7 令和元年 10月20日 日 13:30 全体会議
根本交流センター

小ホール

8 令和元年 11月2日 土 9:00
根本交流センター

フェスタ

根本交流センター

小ホール

9 令和元年 11月3日 日 9:00
根本交流センター

フェスタ

根本交流センター

小ホール

10 令和元年 11月27日 水 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階

第１会議室

11 令和元年 12月4日 水 17:00 役員会
根本交流セン２階

第１会議室

12 令和2年 3月25日 水 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階

第１会議室

13 令和2年 4月15日 水 17:00 役員会
根本交流セン２階

第１会議室

14 令和2年 4月19日 日 13:30 総会
根本交流センター

小ホール

令和元年度

mailto:kaityou@nemoto-tiikiryoku.com

