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令和３年３月 25 日発行 

                     発行 城端まちづくり協議会 

              城端交流センター 
               (城端勤労青少年ホーム内) 

TEL/FAX    0763-62-1066 

                                    ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  jouhana.kmn@gmail.com 

 

事務局－８ 第７回「運営委員会」の開催 

 運営委員会を開催し、令和２年度の城端まちづくり協議会の活動総括の報告等を行

いました。 

   日 時： ３月 15 日(月) 19：00～21：00 

   場 所： 城端勤労青少年ホーム 

各部会・班からの報告は以下の通りです。 

(１) 環境・土木部会 

城端地区の住みよい環境を創出するため、各町内の道路・河川・空き地

などの危険個所の洗い出しを継続し、要望書等を行政へ提出してその改

善に向けた取り組みを実施するとともに、元池清掃、なんとの日のクリーン運動等の活動を

行いました。 

①各町内からの要望事項の対応 

各町内からの要望事項を精査・行政等に提出し、改善への取組（主な要望対応事例） 

防犯カメラの設置 
国道 304 号-県道 21 号の交差点(出丸地内)に県警レンタル事業を利

用して(後日買取)、防犯カメラ１台を設置・稼働中 

流雪溝蓋のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

化,流雪溝内の土砂

溜めの撤去 

新町、西新田地内の流雪溝蓋のｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ化及び東下町内の流雪溝内

の土砂溜めの撤去（南砺市への修繕要望：一部協議会費用負担） 

排水桝/管の閉塞状

況の解消 

西上川島線 伊藤病院前の排水桝から下流管内の閉塞に伴う排水桝

からの越流により悪臭等の影響がみられたことから、管内の清掃・改

修工事(ﾊﾞｷｭｰﾑ車による堆積物吸引、洗浄等)等を行い、管内の堆積物

を除去し、閉塞状況の解消 

 ②「地畠元池の草刈」 

地畠元池は、国道 304 号線沿いの南町地内にある城端地区の防火用水

ため池です。 

 同行事は平成 23 年度からの継続事業で、夏・秋の２回(7/5,9/26)、13

ヶ町内から各１～２名参加いただき、元池周囲の草刈(刈払機、人力)を

実施しました。 

 ③「なんとの日クリーン運動」 

 「なんとの日(７月 10 日)」クリーン運動として、７月５日(日)に 13 ヶ

町内の清掃(各町内の実態に合わせ、道路(歩道部)、公民館周り、神社等

それぞれのごみ拾い、草刈等：延べ 200 人以上)及び善徳寺境内(各町内

分担で草刈、落ち葉拾い等：147 人)を清掃しました。 

参加いただきました町内の皆様、お疲れ様でした。   

「城端まちづくり協議会」だより 
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(２) 教育・文化部会 

 地域住民の暮らしに関連した事業や住民の教養を高める事業として、三世代交流事業、(親

子・一般向けの)研修旅行、美術館・博物館巡り、各種講座等の生涯学習活動の継続やペタン

ク大会をはじめ、文化・スポーツに関する活動を企画していました。しかし、コロナによる影

響でほとんどの事業が中止となりました。 

 

 ① 城端地区の小・中学生児童への図書カードの寄贈 

新型コロナウイルス感染症の影響で休校が続く子供たちに自宅学

習の教材や読書に役立ててもらうため、５月１０日(日)に、城端地区

(13 ヶ町)の小・中学生児童 121 名を対象に、一人当たり千円分の図書

カードを各町内の子ども会を通じて配布しました。 

 ② 『曳山祭』『むぎや祭り』映像上映会 

令和２年度は、新型コロナウイルス感染拡大により、城端地区の代

表的な祭礼(曳山祭、むぎや祭)が中止となりました。そこで、コロナ

対策(事前予約性、座席位置・数の制限、昼・夜の部等)を踏まえ、11

月 22 日（日）に、過去の「城端曳山祭」(昭和 36 年,昭和 49 年)や「む

ぎや祭」の映像上映会(参加者：延べ約 100 名)を開催し、幼少時の自

分や若かりし両親・祖父母の映像をみて、懐かしく楽しんでいただき

ました(「じょうはな座」にて)。 
また、本行事は翌日の北日本新聞朝刊に大きく、掲載されました。 
③ 作品展示会 

城端勤労青少年ホーム(指定管理者：城端まちづくり協議会)で活動さ

れる団体の方等の作品を展示する作品展示会を 10 月 31 日(土)-11 月１

日(日) の２日間(年に１回)で開催し、期間中延べ 150 人程度の方が見学

されました。 

 会場内には、書道、絵画、俳句、花(ｱｰﾄﾌﾗﾜｰ)、手芸品等各種講座の受

講生、講師の作品を展示しました。城端まちづくり協議会からは、各部会の活動報告等のパネ

ル展示を行いました。 

④ 各種教養講座 

 教養講座として、1)手芸講座 2)初心者向け「スマートフォン教室」3) 「苔玉つくり」

教室を行いました。 

手芸講座 
余り布を利用したファスナー付きポーチの作成 

(2 回講座(10/10,10/17),参加者:延べ 20 名) 

初心者向け「スマー

トフォン教室」 

大手携帯ｷｬﾘｱから講師を迎え、初心者向けの「スマートフォン教

室」(11/14,参加者:12 名)の実施 

「苔玉つくり」教室 
お正月のしつらえとして素敵なアクセントになる簡単な「苔玉づく

り」教室(11/28,参加者:10 名)の実施 

➄ コロナによる影響で中止した事業 

当初計画していた「ペタンク大会」「餅つき」「バスツアー」「博物館・美術館鑑賞会」等

は、コロナ禍につき事業を中止としました。 
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(３) 福祉・健康部会 

 城端地区社会福祉協議会による高齢者の訪問見守り活動(ケアネット活

動)、合同サロン事業、敬老会事業等の活動を継続するともに、ゴミステーシ

ョンの設置・改修支援、米寿・誕生祝記念事業等の活動を企画・運営してき

ました。 

① ケアネット事業 

「ケアネット活動」は、住み慣れた地域で高齢者が安心して暮らせるまちづくりをめざし

て推進している事業です。福祉健康部会では、ケアネットチームによる見守り活動、声掛け運

動等の推進・実施しています。 

令和２年度は、城端地区 13 チーム、チーム員 28 名、延支援者 612 名、支援回数 2,061 回

実施(4-12 月分)(1-3 月未集計)しました。 

 ② 「特定定額給付金」申請支援事業 

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の「特定定額給付金」(一人につき 10 万円の支給)

の申請支援事業として、民生委員・児童委員及び城端まちづくり協議会が高齢者世帯、高齢の

一人暮らし方などに対し、書類の記入、申請方法や必要に応じて代筆・書類のコピーなどの申

請支援を行いました。結果、城端地区で 99.9％支給されました。 

 世帯数 不支給世帯数 支給率 

城端地区 783 １ 99.9％ 

南砺市 17,700 55(辞退：16) 99.7％ 

③ ふれあい訪問 

高齢者の見守り活動として粗品持参とケアネット活動の推進を図

ること、また中止となった「敬老会」「合同サロン」の代替事業とし

て４回のふれあい訪問を実施しました。対象は、75 才以上一人暮ら

し(88 人)と 75 才以上高齢者世帯(50 世帯)。 

 時期 配布物 備考 

1 R2.8 (熱中症対策) タオル、水分補給用飲物 敬老会代替 

2 R2.10 ティシューペーパー  *1 

3 R2.12 (防寒対策) マフラー、マスク、カイロ  

4 R3.2 ゴミ袋、入浴剤  

5 R3.3 花鉢  

*1 : 従来は歳末助け合い訪問事業(南砺市社会福祉協議会補助による歳末見舞い品訪問活動)として 

実施していましたが、事業の打ち切りに伴い、まちづくり協議会が引き継いだ事業 

④ 米寿・新生児記念事業 

米寿記念事業としては、南砺市からの感謝状に加え、額、記念品の配布と記念写真の案内・

写真撮影を行いました。26 名の対象者のうち、9名の方が記念写真撮影されました。 

また、新生児記念事業としては、対象２名の方に、バースデーカードの贈呈と記念写真撮影

の案内をお送りしました。記念写真撮影無し。 

➄ コロナによる影響で中止した事業 

当初計画していた「城端地区敬老会」「合同サロン」「中学生と行う除雪ボランティア事

業」は、コロナ禍につき事業を中止としました。 
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（４）防犯・安全部会 

防犯灯設置・改修補助、防災設備の整備をはじめ、自主防災訓練・防災訓練等地区の安

全に関する活動を企画・運営しました。 

① 自主避難訓練 及び 防災訓練 

過年度の課題・反省、新型コロナウイルス感染症対策(三密の回避、マスクの着用等) 及び

熱中症対策を踏まえ、「自主避難訓練」「防災訓練」を８月 30 日に実施しました。 

1)自主避難訓練 

今回は安否未確認者ゼロを目標として「安否確認方法の見直し」を

行い、事前に各町内にて自主避難台帳(仮称)を作成し、その台帳をも

とに、サイレンを合図に町内に応じた(全員避難所/玄関前)安否確認を

行いました。結果、安否確認数 96.4％、安否未確認数 3.6％でした。

今後の課題として、自主避難台帳(仮称)の定期的な更新、災害に応じ

た安否確認の方法の見直し・検討があげられます。 

2)情報伝達訓練 

昨年に引き続き、事前に「南砺市防災アプリ」の講習会を実施後、訓練当日に情報伝達訓練

を行いました。 

3) 防災訓練 

 自主避難訓練に引き続き、南町,西上,東新田,東下の４町内のみを対

象に、消防団の指導の下、「消火栓の取扱・放水訓練」「水消火器によ

る消火訓練(対象町内の女性の方を主体)」を行いました。同訓練は、

毎年４町内程度を対象に、３～４年で全町内をカバーする予定です。 

② 防犯灯設置・改修補助事業 

 町内からの申請に基づき、防犯灯のLED化改修の補助として、年間で計28台対応しました。 

(５)みらい班 

 世代間をこえ、人を「つなぐ活動」、まちづくり事業への参加意

識を「そだてる活動」を活動方針として、ユーチューブ等の動画投

稿や SNS での相互拡散による「じょうはな」広報活動を行います。 

本年度は、動画チャンネル開設に向け、オープニング動画を作成

しました。 

 

 

 事務局－９ 『成人式』開催のお知らせ 

 延期となっておりました「令和３年南砺市成人式」が

粛々と実施されました。 

日時： 令和３年３月 14 日(日) 式典：午前 10 時～ 

会場： 城端伝統芸能会館 「じょうはな座」 

成人者の皆様、成人おめでとうございます。 

これからのご活躍を応援しています！ 

お知らせ 


