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木花地域まちづくり推進委員会

防災出前講座（令和2年12月24日）

避難誘導標識の設置（令和3年1月28日）

鏡洲小学校の3・4年の児童14名に、木花地域まちづくり推進委員会の活動内容や地震、台風、
土砂崩れなど災害についての防災講座を行いました。
災害が起きるといつもの様な家庭での生活、学校での勉強ができなくなるので災害に備えて、
●危険な場所を普段から確認しておくこと
●家庭で水や食品などを備蓄しておくこと
●避難した場所での生活の大切さを共に学びました。

熊野、下原自治会の要望に対応し2カ所に新設し合計43
カ所になりました。
島山自治会からの要望で標高板の設置も行いました。
来年度も自治会からの要望に応えたいと思います。

安全推進事業
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木花地域まちづくり推進委員会

今年度は、下記模擬訓練を学園木花台南3丁目自治会で実施しました。
呼びかけ用にチラシを作成しました。

福祉まちづくり事業

令和3年度も【認知症見守り声掛け模擬訓練】を行いますので、
実施されたい自治会がありましたらご連絡ください。
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木花地域まちづくり推進委員会

福祉・健康部会は、令和2年11月21日(土)に学園木花台南3丁目自治会とタイアップして、
学園木花台自治公民館にて「認知症サポーター養成講座、見守り声掛け模擬訓練」を、木花・
青島地区地域包括支援センターと宮崎市介護保険課の応援をもらい、支援側14名、南3丁目
自治会員24名が集まり実施しました。
「認知症の原因、種類、症状、対処法」等を学び、認知症にならないためにどう健康的に過ごせば
良いのか考えさせられました。

ゆっくり近づいて、正面から笑顔で「こんにちは」とか
「今日は寒いですね」などごく普通の挨拶をする。
道に迷っているのではないか確認するため、「どちら
まで」「どちらにお出かけですか」と聞く。
「何かお困りではないですか」「大丈夫ですか」も良い
問いかけです。
もっと詳しく聞くために「ひと休みされませんか」と問う。
最初挨拶などして、ある程度不安がとれた後、「どこから来られたんですか」と聞く。
返事がなくてもゆっくり返答を待ちましょう。
声をかけてもうまくいかないときは、しばらく間をおきましょう。

❶

❷

❸
❹

見守り声掛け模擬訓練は、公民館の駐車場で、地域包括支援センターの若手2名を認知症
役に行いました。私達は、最初は戸惑いながら声掛けをしていましたが、認知症役の方がう
まい対応をされるので、徐々に質問することにも慣れてきました。
閉会式では、訓練状況報告や参加者の感想、講評があり、講座・訓練が終了しました。

【認知症声掛け模擬訓練】

気になる人への声かけポイント

【参加者の感想】 【認知症役の感想】

この認知症訓練は、数年毎に
繰り返して行い、経験を積んで
いきたいと考えています。

優しく声を掛けてもらい
安心して話が出来ました。
この経験を仕事に
活かしていきたいです。

若い方に認知症役をしてもらいましたが
上手でした。もし見かけたら優しく
声掛けしたいと思いました。

認知症の人の声を聴きたいと思いました。

質問が一言で終わってしまい、
ストーリー性を持たせるために次に何を
聞けば良いのか分かりませんでしたが、
初めての経験ができて良かったです。
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認知症サポーター養成講座の様子 認知症見守り声掛け訓練の様子①

認知症見守り声掛け訓練の様子② 認知症見守り声掛け訓練の様子③

木花・青島地区地域包括支援センター田村さん講評 まちづくり福祉・健康部会 杉田部会長の閉会挨拶

木花地域まちづくり推進委員会

当日の様子一覧
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木花地域まちづくり推進委員会

コスモスの種蒔きをおこない、名所を育てたいと思い活動しています。
満開時は感動ものですよ…。今年度から、2カ所に増やし9月13日に鏡洲地区の丸野脇、10月4日
に加江田地区の内山に蒔きました。

今年度から行った丸野では、早速住民の方から看板を立てて頂きました。

環境整備事業

●好隣梅の草刈り作業（8月30日）
恒例の事業ですが、今年も平均年齢70歳の武者達が17名参加して汗ビッショリになって頑張っ
ていただきました。さぞかしお弁当は美味しくいただけたと思います。

草刈り後

草刈り前

梅たちも
喜ぶように

開花しました♪
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木崎二自治公民館 今江自治公民館 加江田自治公民館 鏡洲保育園

鏡洲自治公民館 県住集会所 加江田神社 萩原自治公民館

木花地域まちづくり推進委員会

企画・広報部会 広報事業

●権現山―木花公園の遊歩道の下草刈り整備作業（12月6日）

●掲示板8基設置（令和2年11月15日～18日）

凄すぎます！！此処の下草の多さは…。
過酷な作業でしたが、地域の方々と一緒に行いました。

コロナ禍の影響で大きな事業でありました【木の花春祭り事業】が中止となり、事業変更手続き
の上、自治会からの要望に沿って掲示板を8カ所設置させていただきました。今まで以上にまち
づくり事業の告知・周知に役立てていきたいと思います。
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木花地域まちづくり推進委員会

おたのしみに！！！
木花の名所旧跡ガイドマップツアーは、部会員説明者の訓練養成完了後に実行します。
写真は、双石山腹の姥ヶ嶽神社の説明の練習の様子。皆真剣です。。。

木花地区ガイドマップ事業

法満寺跡の石塔群の整備工事が完了したタイミングで、図解説案内板を設置しました。（10月29日）
地元の自治会からは大歓迎でした。

伝統文化継承事業
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木花地域まちづくり推進委員会

木花地区の
安全が向上
しました!

全国防犯協会連合会より地域
の安全活動に尽力したとして
鏡洲の日高 肇さんが表彰され
ました。
県講堂にて（令和2年9月24日）

活動の応援として、地域の皆様に活動をお知ら
せし興味を持っていただこうと思い、活動表示
板を作成し設置しました。（初年度3カ所）

青色防犯パトロール隊のメンバーである南宮
崎交通安全協会 木花支部の要請で進入禁止
のポールを設置しました。

宮崎県警察本部の要請により警察庁主催の防犯
ボランティア研修会に宮崎市を代表して小林事
務局長が出席。県警本部にて（令和3年1月28日）
警察庁、岩手県、埼玉県、石川県、和歌山県、
広島県とオンラインで意見交換しました。

まちづくりの掲示板が従来の3カ所から8カ所
増えて11カ所になりましたので、新年祝いの
ポスターを作成し掲示しました。

地域まちづくり支援事業

木花地域まちづくり推進委員会木花地域まちづくり推進委員会
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令和3年3月発行

地域協議会だより

地域協議会だより 第44号

　宮崎市において策定された「宮崎市公立公民館等整備及び長寿命化計画」において、木花公民館
については、平成３０年度からの１０年間に整備（建て替え含む）に取り組むこととされています。
　木花地域協議会では、市の計画を受け、地元住民の声を集約した上で、公民館等の整備に関する
提言書を市に提出したいとの考えから、１２月９日開催予定であった木花地区各団体の代表等との意
見交換会に先立ち、参加予定者へアンケートを実施しました。（意見交換会は、新型コロナウイルス
感染症の感染拡大に伴い中止。）
　アンケートは木花地域協議会委員、木花地区26自治会、木花地区各団体、木花公民館自主教室・
グループの119団体等に対し実施し、回答数が89、回収率は74.7％でした。

令和2年度 第3回木花地域協議会（令和2年9月17日開催）

「木花地区の拠点となる施設づくり」に関するアンケート調査を行いました。

1.木花公民館の利用状況と目的
この1年間で公民館を利用しましたか。 （回答数：89）問

●「子ども（地域）食堂」について＜子育て支援課＞　●庁舎のあり方について＜管財課＞
●第1号議案：宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業変更について
●第2号議案：地域のお宝発掘・発展・発信事業「木の花コネクト」について
●第3号議案：専門委員会の設置について
※全ての議案について承認されました。
●協議会活動広報について

【説明事項】
【協議事項】

【その他】

令和2年度 第4回木花地域協議会（令和2年11月12日開催）
●第1号議案：宮崎市地域コミュニティ活動交付金事業の中間報告について
●第2号議案：宮崎市公立公民館等整備及び長寿命化計画について

（木花公民館等の再整備の方向性）＜地域コミュニティ課＞
●第3号議案：専門委員会での検討状況について
※全ての議案について承認されました。
●意見交換会の開催について

【協議事項】

【その他】

専門委員会の活動報告
＜地域魅力発信プランの発展的改訂検討専門委員会＞
　●第１回専門委員会（令和2年10月5日実施）　●第2回専門委員会（令和2年10月20日実施）
＜木花地区拠点づくり専門委員会＞
　●第1回専門委員会（令和2年9月30日実施）
　●青島地域総合センター及び清武地区交流センター視察（令和2年10月8日実施）
　●第2回専門委員会（令和2年10月19日実施）　●第3回専門委員会（令和2年11月30日実施）
　●第4回専門委員会（令和3年2月8日実施）

年間1回くらい
5% 年間1回くらい

15%
半年に1回くらい
6% 個人団体

半年に1回くらい
11%2～3ヶ月に

1回くらい
23% 2～3ヶ月に1回くらい

9%月に1回以上
50%

月に1回以上
12%

なし
16%

なし
53%
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地域協議会だより

5.建て替える場合の「場所」について
公民館を建て替える場合、どのような「場所」が良いですか。（回答数：89）

●問合せ先：木花地域センター ☎0985-58-1111 【メールアドレス】07kibana@city.miyazaki.miyazaki.jp

問

4.建て替える場合の「機能」について
公民館を建て替える場合、どのような「機能」が必要ですか。（回答数：89）問

2.木花地域センターの利用状況と目的
この1年間で地域センターを利用しましたか。（回答数：89）問

3.木花公民館、木花地域センターへの交通手段
公民館、地域センターに来られる際はどのような交通手段ですか。（回答数：89）問

目的利用状況

半年に1回くらい
12%

年間1回くらい
15% 窓口での証明書発行や

各種申請
30%

生活環境の相談7%

農業についての
相談、申請5%

JR1%

自家用車
75%バス0%

タクシー1%

乗合タクシー（このはな号）0%

自転車12%

徒歩11%

まちづくりに
関する事
17%

団体、個人として
会議への出席

31%

その他5%
なし5%

2～3ヶ月に1回くらい
26%

月に1回以上
37%

なし
10%

全ての世代、多様性に配慮した施設
風水害等の際の避難所

大規模災害時の地域災害対策の拠点
高齢者や障がい者が利用しやすい

地域の地縁団体、住民、異業種の交流の場
高齢者の教養の向上、心身の健康をはかる場

児童の健全な遊びの場
高齢者の介護、医療、保健、福祉の窓口

住民の福祉活動の場
その他

0 10 20 30 40 50 60 70

最優先
2番目に優先
3番目に優先

30 17 14

23 17 10
12 24 15

9 7 8

4 2 2

3 6 14
2 7 10
1 4 5

11 4
3

津波到達想定区域の外
洪水ハザードマップの浸水区域の外

土砂災害警戒区域の外
バス停、駅に近い

大きな道路に面している
学校に近い

銀行、農協に近い
自宅に近い場所

病院に近い
スーパーに近い

その他

0 10 20 30 40 50 60 70

最優先
2番目に優先
3番目に優先

27 20 11
23 20 11

15 9 8

7 2

5 13 18

3 13 12

2 2 5

11 2
2 5

1 5 4

1 6
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木花地域乗合タクシー「このはな号」

令和３年３月より学園木花台商業地周辺へ
直接行けるようになりました！

令和2年4月より木花巡回バス『このはなバス』は
木花地域乗合タクシー『このはな号』へ変更となりました。
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故人のご冥福をお祈りいたします。

ありがとうございました
ご寄付者名

木崎下
木崎上

学園木花台南3
木崎上
木崎上
木崎下
下原

加江田1区
熊野

学園木花台南2
鏡洲下

湯地　武伸
谷口　政治
吉村　和子
鬼束　美紀子
鬼束　美紀子
井上　和美
大島　忠継
田中　良一
金丸　正善
衛藤　征子
日髙　肇

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

湯地　八重
谷口　智江
吉村　実
鬼束　弘
鬼束　敏子
井上　ナヲ
大島　ヤエ
田中　久子
金丸　ミドリ
衛藤　義行
日髙　春子

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

様

地区 故人芳名

社会福祉協議会④

木花地区社協
連絡先

TEL.58-0548

宮崎市社会福祉大会
2月12日に開催予定でしたが、式典は
中止となりました。木花地区社協では、
3名の方が表彰されました。

宮崎市社協会長表彰　福祉協力員（10年以上）

北村朋子（加江田1区）　斉藤トシ子（下原）
長友美智子（木崎下）

愛のご寄付をお願いします愛のご寄付をお願いします愛のご寄付をお願いします
皆様の心温まる善意、香典返しは木花地区社会福祉
協議会の福祉活動事業に活用させていただきます。
皆様の心温まる善意、香典返しは木花地区社会福祉
協議会の福祉活動事業に活用させていただきます。

木花地区社協 貸し出し物品を紹介します

羽根っ子 のっけてーぶる
ノルディック
ウォーキングポール

ふれあい会食会

10月15日 木崎上 10月17日 学園木花台南3 10月24日 加江田1区

木花・青島地区
地域包括支援センターからの

お知らせ

からだや生活の不安、
介護等

包括支援センター
63-8111

こまった時は…



14

社会福祉協議会③

熱戦の末
優勝しました!

いかが
でしたか?!

11月20日 第3回ふうせんバレー

11月28日 季節の味覚のお届け《対象者849名、ボランティア86名》

12月～ 未就学児訪問事業《今年の訪問数328名》

ふうせんバレーは、障がいのある人と同じコートの中で一緒に楽しめるスポーツです。

コロナ対策としてマスク着用のプレイ!!

障がい者の福祉について学びました。（宮崎市出前講座）

今年は、「コロナ」の影響でお寿司の
お届けができませんでした。代わり
に「せんべい」をお配りしました。

地域の方と絆を築くきっかけ作りの
目的で訪問活動を実施しています。
未就学児のいらっしゃる方、またご
存じの方は、近くの民生委員児童委
員にお知らせください。
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社会福祉協議会②

10月26日 自治会長・民生委員児童委員・福祉協力員
合同研修会（テーマ：防災）

11月9日 民生委員児童委員・福祉協力員
合同研修会と交流会

講師：宮崎大学医学部看護学科　原田奈穂子教授

●避難所の国際基準「スフィア基準」の紹介

スフィアとは…
【根幹となる基本事項】
　●人道憲章
　●権利保護の原則
　●人道支援の必須基準
【具体的な最低基準を設けた技術的分野】
　●給水、衛生および衛生促進
　●食料安全保障および栄養
　●避難所及び避難先の住居
　●保健医療
　にて構成。

●日本の大部屋主義のような避難所は、関東大震災からあまり変わっていない。
　避難所暮らしは長期にわたります。平均で東日本大震災で８ヶ月、熊本地震で４ヶ月と言われ
ています。

●トイレの設置を例題に…
　災害の種類、被害の程度、男女比　⇒　必要なトイレの台数は変化するもの。
　女性、子供、高齢者、外国人のような災害弱者について考慮が必要。

提言…災害が起きる前に、使う人が行政とトイレのことを決める方法を可視化し、ＰＤＣＡサイ
クルを適用しながら、災害が起きる前から「使える対応マニュアル」を作り、訓練していく
ことが大切。

項目…トイレのスタイル・台数・周辺の必要機材（手洗い所、水の確保）、生理用品、おむつ等
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「このはなの湯」さん
「忠太郎茶屋」さん
協賛いただきました。

11月13日 木崎浜の松林にてノルディックウォーキング

木花地区社協は、介護予防の手助けになるような地域ボラン
ティアの育成に取り組んでいます。
ノルディックポールの無料貸し出しをしています。

コースのある松林は今から125年ほど前、地元の青年た
ちの奉仕によって植林が始められたもので「青年松」と
呼ばれています。
今でも、木崎上・木崎下・島山の自治会が県と協力して、
下草刈・枝打ち・除伐を行い大切に守っています。

木花の宝「青年松」

「あいしん元気隊」の皆さんが手本を見せてくださいました。




