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令和３年度 根本校区地域力向上推進会議（ねもと地域力）総会 

令和３年５月９日（日）10：00～ 

根本交流センター 大ホール 

次第 

１ 開会の辞    

２ 会長あいさつ 

３ 議 事 

  議長選出  

第１号議案  令和２年度 事業報告 及び 

令和３年度 事業計画    （2～7 頁） 

第２号議案  令和２年度決算報告 及び 

令和３年度 予算     （8 頁） 

第３号議案  役員改選         （9 頁） 

  

        

 

 

事務局への連絡は、メールで kaityou@nemoto-tiikiryoku.com  

  

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） 

 

mailto:kaityou@nemoto-tiikiryoku.com
http://nemoto-tiikiryoku.com/
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第 1 号議案 令和２年度事業報告 及び 令和３年度事業計画 

令和２年の事業結果について  

 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症と言う大きな災害に見舞われた一年でした。 

そのため会議の年間予定も総会をはじめ、役員会、グループ長会議、全体会議が予定通り

開催出来ませんでした。そんな中で、多治見市の広報誌「たじみすと」5 月号に地域力に

取り組む４校区代表が地域の現状、6 月号に根本地域の防災活動の現状が紹介されまし

た。また、9 月と 3 月には、くらしの人権課主催による地域力交流会が開催されました。 

「ねもと地域力」は各グループが根本地域の「安全・安心・融和」を目的として活動して

おります。結果として、令和２年度の活動は、コロナ禍の影響を受け各グループが計画通

りには充分な活動が出来ませんでした。 

 

令和３年度の事業計画について、 

 

今年度は昨年度に引き続きコロナウイルス感染症第４波感染拡大の様相がみられる中、 

各グループの活動内容も制限されると思われますが、感染防止対策を行いながらできる範

囲で行っていきます。グループ長はじめ会員の皆様ご協力をおねがいします 

「ねもと地域力」が誕生して１０年目の節目の年になります。そこで今までを活動をふま

えて、今後の活動方法を考え直す機会としたいと思います。 

なお１０周年記念行事は企画委員会を立ち上げ検討中ですので、夏ごろには実施して行

きたいと思います。 

 

 １ 会議の開催   

 

（令和２年度報告） 

（１）総会および全体会議 （総会 5 月中止､ 全体会議 10 月） 

（２）役員会  （年 2 回） 

（３）グループ長会議 （年６回） 

 

（令和３年度計画） 

（１）総会および全体会議 （総会 5 月､ 全体会議８月・１０月） 

（２）役員会  （年３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 

 

（１） 認知症事業  

（令和２年度報告） 

1 「認知症に関する図書・DVD コーナー」の開設 

多治見市の委託事業として、昨年度に引きつづき、「認知症患者並びに家族に対する地

域支援の在り方」について、ねもと地域力の「総括事業」として次に掲げる３本柱の

もと計画の実施する予定でありました。しかし、コロナウイルス感染症に伴う緊急事

態宣言を受け、「検討部会」開催することすらできない状況でした。 

1) 認知症啓発活動 （校区民の認知症に関する認識を高めるための活動） 

2) 認知症の予防活動  

3) 認知症患者。介護家族への地域支援のあり方検討 

このような状況下の中で、できる事から始めようと「根本交流センター」の協力を得

て、図書コーナーに「認知症に関する図書・DVD コーナー」設置をめざし、多治見市

図書館に協力を得て、購入図書の選定の部会を開催して、１２月１日にオープンしま

した。現在、校区の方々だけではなく広く、多治見市民に開放し地味ではあるものの、

「認知症患者並びに介護者」の情報提供の場として活用されています。 

2 検討部会の開催 

  上記の実現に向けた準備作業、並びに選定図書の検討と令和３年度に向けての計画検

討のために７回の検討部会を開催しました。 

 

（令和３年度計画） 

１ 令和３年度 部会事業計画について 

 協議の結果、以下の事業について具体策並びに検討を次回以降の部会で協議すること 

としました。 

１） 令和２年度に開催を断念した行事 

認知症に備えて語ろう・考えよう・学ぼう会（２～３回） 

認知症啓発「映画フォーラム（１回） 

認知症に関する教室の開催 

● 校区内多悠連単位クラブを対象とした「認知症予防教室」の開催 

● 認知症サポートサロン（仮称）の開催検討 

２）  認知症サポーターのあり方の検討 

   根本校区認知症サポーターの把握と組織化を狙いとして、 

● 地域支援の最重要要員として、どの様な活動が求められるかの検討 

● その活動を支えるための組織は如何にするかの検討 

● 現在の「地域力」活動周知・多治見市関連施策の周知 

● サポーターの当検討部会参加呼びかけ 

● 地域包括センター並びに市との共催方式も含め検討 
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（２） ねもと地域力 フェスタ 

（令和２年度報告） 

「第 8 回根本ふれあいフェスティバル」は、新型コロナの影響で zoom による 

「テレフェスタ」を開催した。 

そのため「ねもと地域力フェスタ」として大ホールへ出展して、ZOOM 中継で 

展示品をネット配信した。 

    実施日：令和２年 11 月 7 日（土）～8 日（日） 

（令和３年度計画） 

  昨年度と同様に、「テレフェスタ」としてネット配信も予定します。 

 

（3）創立 10 周年記念事業  

 

現在検討中の各種アイデアは下記のとおり。 

今後、7 月頃をめどに委員会で決定して実行する。 

 

１ 全戸配布 冊子作成 

  ・ポスター写真掲載 

  ・市長のメッセージ掲載 

  ・歴代会長のメッセージ掲載 

  ・過去１０年間で住民に対しなしえた事 

  ・地域力のＰＲ・会員募集記事 

  ・用紙 Ａ４ 

２ 形で残るもの      

  ・根本交流センターに時計を寄付 

  ・根本小学校通学路に桜の記念植樹 

  ・校区内にねもと地域力の看板を立てる 

３ 有名人による講演会 

  ・会員対象  ・住民対象 

４ アンケート調査の実施 

  ・１０年前に実施した内容を基に 

 

＜各グループによる記念行事＞ 

５ 青パトの利用 

  ・１０周年記念のマグネットシートの取付 

  ・青パトの放送内容を考える 

  ・振込サギ防止のキャンペーン時に冊子を配る 

６ みんなで川遊び 

  ・「青少年まちづくり」と共催 

７ 地域のボランティアグループとの交流  
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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） 

（令和２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、各班の活動計画策定し、活動状況の確認と、情報の共有化をはか

って来ました。 

１月、２月は「緊急事態宣言発出」により中止しましたが 3 月から再開。 

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・ふれあいフェスティバルで実施しました。 

② 指定避難場所である根本交流センターの、災害時に於ける避難者受入対応の

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 10 月に出来上がりました。 

11 月からは「感染症対策編」の策定に入りましたが、１月、２月は「緊急

事態宣言発出」により開催を見送り５月完成を目途に進めています。 

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

するため、ふれあいフェスティバル、サロン等に防災の花「ひまわり」の種

を配布しました。  

④ ３１区の防災訓練支援として、災害時に水を使わないトイレの説明及び体験

会を実施しました。 

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を実施しま

した。 

⑥ 水を使わないトイレの体験会を多治見南消防署の女性消防隊で開催し 

３月末現在で延べ 847 名の方々に体験して頂きました。 

 

（令和３年度計画）  

① 指定避難所運営マニュアル「感染症対策編」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      

④ 自分の命は自分で守る「我家の防災計画」の推進 

⑤ 地域の防災訓練支援 

⑥  水を使わないトイレ体験会の推進（根本校区外にも広めたい） 

⑦ 根本校区のハザードマップ作製検討 

 

（2）地域交流グループ （誰とでも話ができる街づくり） 

（令和２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。 

新規企画として「スマホ大学」を開講して、ネット社会に対応できる 

ように先進地域を目指して毎月 2 回勉強会を開催。参加人員 70 名。 
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（令和３年度計画） 

  「スマホ大学」をさらに発展させて、5 月～9 月に第 2 期生を開校する。  

また、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） 

  認知症事業に集中しているため、具体的な活動は休止中 

 

（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） 

（令和２年度報告） 

     新型コロナ感染防止に関する非常事態宣言下活動が大きく制限され、活動計画

も 自粛を余儀なくされ非常に狭い環境下での一年であった。グループ特有の（活

動家 の高齢化）の課題が重なり（高齢者の自粛要請）や非常事態宣言に関する

制約の中、活動の方向を探る機会でもあった。メンパーの特技を生かした活動で

は小学校の花 壇整備も学校閉鎖や部外者の立ち入り制限で構想から縮小を余儀

なくなり、交流セ ンターとのコラボでもフエステパルの參加程度に終わつた。

グルーブの活性化に関 しては児童生徒の見守り活動はグルーブの活動から分離

ととらえ地域での見守り程 度にシフトダウンした。根本まちづくりや交流セン

ターのボランテイアキッズとの 意見交換を積極的に展開しグループの特性を活

かした地域行事（全市一斉挨拶運 動•環境美化活動）に加わり啓発用のぼり旗

の作成などに加わり今年も安心安全の 地域づくりの一助になったとする。 

地域交流グループの活動一覧表

名称 内容 場所 開催日 時間

1
おしゃべりクラブ

（写真技術）
写真（写真撮影の勉強会） 交流センター 毎月第3火曜 午後１時30分～

2
おしゃべりクラブ

（家庭菜園）
家庭菜園（育成技術の勉強） 交流センター 毎月第3月曜 午後１時30分～

3
おしゃべりクラブ

（健康食）
健康食(レシピ作成と実食） 交流センター 毎月第４金曜 午前10時～

4 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 ドンマイ北丘クラブ ボウリング（参加費実費） パークレーンズ 毎月第2火曜 午前10時～

7 ハッピー喫茶 喫茶店（楽しい100円喫茶） NSP中央集会所 毎月第1金曜 午後１時30分～

8 麻雀くらぶ北丘 麻雀　（無料の遊び） NSP中央集会所 毎月第2月曜 午後2時～

9 スマホ大学 無料のスマホ・タブレット勉強会 交流センター 毎月2回 午前10時～

10 夜のカラオケ カラオケ（YouTube） NSP中央集会所 毎月最終土曜 午後7時～

11 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8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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（令和 3 年度活動計画） 

自然豊かな環境と積極的な地域活動団体とコラボしてグループの実情に合った 

活動の推進（根本川遊び・挨拶運動・夏の遊び広場・早春のウォーキング）等  

 

 

（5）防犯グループ（日本一防犯意識の熱い街） 

（令和２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（2 か月に 1 回 年金支給日に高齢者に呼びかける） 

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）（校区内のコンビニ等を訪問） 

5. 多治見警察署ならびに多治見北部交番（根本駅前）との連絡協調活動 

（振り込め詐欺防止キャンペーン、ふれあいフェスタ会場にパトロール 

カーの展示など） 

（令和３年度計画） 

     前年同様の活動を着実に実行していく。 

 

（6）自然・生活環境グループ（ごみを捨てない街） 

（令和２年度報告） 

   次の活動を計画していたが、コロナの影響ですべて中止となった。 

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３年度計画） 

① 前期にできなかった計画を実行していく。 

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。 

③根本川の清掃を他のグループとの協力で行う。 
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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 浅野　健 前 防災グループ長

副会長 新任    高橋 重久 ふれあいねもと会長

運営委員 新任 山田利幸 第２２区長

運営委員 留任 　塚本 邦夫 第３１区長

運営委員 新任 　福本 精一 明和第２町内会長

運営委員 新任  纐纈 正幸 根本校区まちづくり市民会議会長

運営委員 留任    西田 純孝 根本地域民生・児童委員協議会長

顧問 留任 吉田 邦彦 前 ねもと地域力会長

1、防災グループ長 留任    高橋 重久 留任ふれあいねもと会長

2、地域交流グループ長 留任 戸田 政雄 兼任　事務局長・システム担当

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 留任  纐纈 正幸 留任

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    鈴木 滋雄 留任　前根本地域民生児童委員

事務局長 留任 戸田 政雄 留任  兼システム担当

会計 留任 　柴田 博安 元 ２２区長

会計監査 新任   佐藤 春雄 第22区会計

会計監査 新任   水野 直哉 第31区副区長

令和3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。 

令和３年度　会議予定表

令和３年度 開始時間 名称 場所

1 令和3年04月21日(水) 17:00 役員会
根本交流センター
小ホール

2 令和3年05月09日(日) 10:00 総会
根本交流センター
大ホール

3 令和3年05月17日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第１会議室

4 令和3年05月25日(火) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

5 令和3年08月22日(日) 13:30 全体会議
根本交流センター
小ホール

6 令和3年09月13日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第１会議室

7 令和3年10月17日(日) 13:30 全体会議
根本交流センター
小ホール

8 令和3年11月06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3年11月07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3年11月15日(月) 17:00 グループ長会議
根本交流セン２階
第２会議室

11 令和3年12月07日(火) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

12 令和4年03月10日(木) 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4年04月20日(水) 17:00 役員会
根本交流セン２階
第１会議室

14 令和4年05月08日(日) 13:30 総会
根本交流センター
大ホール

mailto:kaityou@nemoto-tiikiryoku.com

