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第２回スキルアップ委員会議事録 

作成者：髙畑（朝国区） 
 

1． 日時   ２０２２年８月８日（月） 19：30～21：00 
2． 場所   菩提寺まちづくりセンター 中会議室 2 
3． 出席者  ８名 
  スキルアップ委員 内田(夏見)、松原(石部南)、竹澤(サイドタウン)、髙畑(朝国)、   

築山(大谷)、西谷(桐松)、岸田(湖南工業団地)、 
  役員     曽我部会長 
  欠席者 7  委員  連絡有り 原田(妙感寺)、中村(針)、青木(正福寺) 

連絡無し 川上(みどりの村)、上西(下田西)、 
役員  連絡無し 粟津副会長 

4． 次第 
（１） 本日の配布資料 4 

・本レジュメ  
・会報 スキルアップ委員会の原稿案 
・滋賀プラスワン Vol.198 抜粋 マイ・タイムライン 
 ～全戸配布されておりますが、各区で取り組みの際の参考までに。～ 

 ・滋賀県危機管理局ハンドブック VOL.1 
 ～１昨年湖南市が防災マップ改訂版を全戸に配布しているが、今回のハンドブ 

ックでは、P9「防災まち歩き」時のチェックポイント等が取り上げられているの 
で是非参考にして各区取り組みの際に活用されたら、との思いで配布しており 
ます。～ 

 
（２） 開会  松原副委員長 
（３） 議事録作成者  次回は青木(正福寺) 次々回は上西（下田西） 

＊議事録作成者が欠席される場合は、事前に必ず「次々回の作成者に連絡」を
入れ、その結果を委員長まで通報ください。 
 

（４） 事業推進結果報告 竹澤委員長 
①  Zoom 研修会（技能講習）の結果  講師：川上委員 
・第１回 5/22（日） 9:00～11:00   受講者 3 
・第２回 5/22（日）13:00～15:30   受講者 4 
・第３回 5/25（水）19:30～21:00     受講者 0 中止 



・第４回 5/30（月）19:30～21:00     受講者 0 中止 
 
②  普通救命講習（技能講習）の結果  講師：竹澤応急手当普及員  
・第１回 5/15（日）13:00～16:00 ５人 湖南市防災士育成事業 
・第２回 6/12（日）13:00～16:00 10 人 防災士 8、育成 2 
・第 3 回 7/24（日）13:00～16:00  9 人 防災士 8、育成 1 
 

＊マウスシート 70 個購入し逐次配分 29,260 円を支出 
 ＊5 年毎に改訂される東京出版㏍制作「応急手当講習テキスト改訂 6 版」発行 

は、7/15 電話照会の結果「当初見込みから 10 月以降にずれ込んでいる」との 
こと。 80 部購入 見込み 12,490 円  

内訳 80 部×152 円＋代引き手数料 330 円 
 

（５） 情報共有委員会依頼 会報 9 月号掲載原稿について 
原案通りで承認され、情報共有委員会に送信されることになった。 
 

（６） 今後の事業計画について 
①  普通救命講習（技能講習） 講師：竹澤応急手当普及員 

・第４回 8/21（日）13:00～16:00 10 人 
・第 5 回 9/11（日）13:00～16:00 10 人 
場所は、各日とも菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール 
 

②  Zoom 研修会（技能講習）  講師：川上委員 
・第 5 回 11/10（木） 19:30 ～ 21:00 
・第 6 回 11/11（金） 19:30 ～ 21:00 
・第 7 回 11/13（日） 10:00 ～ 12:00 
・第 8 回 11/13（日） 13:00 ～ 15:00  
 
場所は 各日とも、菩提寺まちづくりセンター 中会議室 2 
今回は 防災士に限定せず「各区の区長、自治会長、防災関係役員にも Zoom 
研修会参加」を呼び掛ける。 
委員から「春に計画した際、第 3・第 4 回とも希望者が無く中止となった。今 
回も 4 回計画し、希望者が有るのか？」の声もあったが、「防災士限定でなく、 
広く、区自治会の役員に呼びかける」ことで承認された。 
 
 



③  地震災害講演会（第 1 回スキルアップ研修会） 
・日時 11 月 20 日（日）10:00～11:30 予備日 10/9（日） 
・場所 主会場：菩提寺まちづくりセンター 多目的ホール 

               （機器調整担当：川上） 
               （会場担当 責任者：松原、青木） 
    サテライト①：サンライフ甲西 2F 大ホール（仮押え 富田） 

（機器操作担当：市危機管理室員） 
（会場担当 責任者：内田、髙畑） 

    サテライト②：水戸まちづくりセンター 
（機器操作担当：岸田） 
（会場担当 責任者：西谷、中村） 
 

・講師 2 人 自衛隊草津地域事務所 佐々木 真（下田出身 陸自 1 等陸尉） 
      自衛隊草津地域事務所 植田いづみ（湖南市担当 広報官） 
 
・全会員に、「講演会参加と Zoom 研修会参加を呼び掛ける。 

 ・参加者は防災士に限定せず「各区の区長、自治会長、防災関係役員にも 
広く参加」を呼び掛ける。  

・9 月の定例区長会の際、市危機管理課長から「講演会参加及び Zoom 研 
修会参加」の呼び掛け文を発出して頂く。 

・連絡会で新たに購入した Zoom 機材のお披露目を兼ねる。 
・開始 45 分前に主会場サテライト 2 会場の機器テスト、通話テストを行う。 
・前回の反省から、講演会資料が手元にないと受講生の盛り上がりが見られないの 
 で、是非、サテライト会場には資料を配布して欲しい。 
・費用 日当、旅費要らずとのこと。 手土産代見込み 7,000 円 
・8/2 市危機管理課：長井さんと竹澤委員長が訪問面談して講師派遣を要請 

 
④ 長野上田市と菩提寺まち協との防災連絡会（第 2 回スキルアップ研修会） 
 ・菩提寺まち協（担当：川上委員、粟津副会長）と上田市防災士等連絡協 

議会会長の間で講演会の内容、日時等調整中 
 

⑤  先進地視察 
   ・視察先 2 ケ所  人と防災未来センター（神戸市） 
           兵庫県広域防災センター（三木市） 
 

 ・計画では 10 月 現状コロナ蔓延中であり、状況をみて検討 



（７） その他 
・スマートフォンに AED 設置場所マップのアプリを入れておいて緊急時に 
 役に立ったという事例が TV で紹介されていましたが、、、？ 
～現在進行中の救命講習の際、消防提供の「応急手当講習テキスト改訂 5 版」 
 の P3 「日本救急医療財団全国 AED マップ」の QR コードから読み取る 
 ことができます。～ 
 
・各区自治会主導で全世帯を対象にした「命のバトン」を作成するととなっ 
 ていますが、皆さんの区自治会の現状は如何ですか？（現状把握） 
 

（８） 次回会議予定 
 

・定例幹事会    
第 2 回  8/18（木）19:00～21:00   於：サンライフ甲西大ホール  
第 3 回 10/20（木）19:00～21:00  於：サンライフ甲西大ホール 
 

・定例 第 3 回スキルアップ委員会  
定例幹事会の１週間前の月曜日     
    菩提寺まちづくりセンター 中会議室 2 

10/10（月）19:30～21:00 
 以上 

  （救命講習会における質問） 
 ◎ 応急手当普及員資格を取るには ？ 

    応急手当普及員とは、事業所や自治会などの団体において、当該団体に属する者    

 に対し応急手当を指導できる資格を有する者です。 

意識障害や呼吸停止、心停止またはこれに近い状態に陥った人に行われる救命処置や AED

の知識、技術および指導方法等を習得し、応急手当普及員として認定を受けると、自ら所

属する事業所や自主防災組織等で救命講習の指導を行うことができます。 

講習を受講すれば資格取得可能ですが、有効期間は 3 年間で、更新するためには応急手当

普及員再講習を受講する必要があります。 

講習は都道府県ごとに実施され、受付や講習日も異なります。 
全国、各市町村の指定する消防局 ⇒ 甲賀広域消防局 24 時間講習 

 


