
班会合の報告書

令和2年4月1日

都筑ヶ丘住宅自治会



　班会合では、お忙しい中、多くの会員にご出席いただき

貴重なご意見を賜り、ありがとうございました。

　この程の多様なご意見や提言を理解し、生活課題の対応、生活充実への

お手伝いを今後ともさせていただきます。

　インターネットの普及や宅配便のおかげで遠くの方と、いつでも

コミュニケーションが取れ、好きな物が届く時代です。

　ただ、高齢化や災害時は地域、ご近所の繋がりが、とても大切になり、

そして安心感も生まれます。

自治会では、地域との関わりや程よいご近所との関係づくりをサポートしていきます

　今期の役員は、年齢も幅広く、お仕事や子育て、介護、ボランティア活動等の

中、５０周年記念誌作成のお手伝い、寄付金集め、新しい災害対策、

一人でも多く集まっていただけるような、イベントの企画、実行、

分かりやすい会報の製作と、時には深夜まで活動をしてまいりました。

　これらの活動が出来たのも、会員の温かい励ましのお言葉やイベントの準備、実行

に、ご協力をしていただいた方々のお陰だと改めて感謝致します。

　今後とも、一人でも多くの方が自治会活動に、ご理解を頂ける事を

期待して、後任に引き継いでいきたいと思います。

　2年間ありがとうございました。

□ それぞれの課題について、自治会の考え方、方向性を記載しました。

● 課題としてお願いした項目の、会員のご意見は、原文のまま記載しました。

■ 課題についての会員のご意見に対する、自治会の考え方をまとめて

記載しました。

〇 自治会活動についてのご要望、日頃のお困りごとについては

会員のご意見を原文のまま記載し、●それぞれについて自治会の見解を

記載しました。

★ さらにご意見がありましたら、最終ページの白紙に記載して、各班の

理事さんにお渡しください。

令和2年4月1日

都筑ヶ丘住宅自治会

会長　　桑原正盈

副会長　奈良岡一男

笹嶋英紀

正木和美

藤澤浩太郎
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防災対策、防災訓練のアイデア。安否確認プレートについて。

都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　 横浜市は、今後３０年以内に震度５強以上の地震が高い確率で、発生するといわれています。

私達の住む木造住宅密集地、高齢化地域での災害には、日頃の一人ひとりの心構え、備蓄、

備え、訓練がとても大切です。

　本年度の自治会防災訓練では、起震車による、地震体験訓練、身近なものでの応急処置、

消火栓放水訓練、安否確認プレートによる安否確認訓練を実施し多くの会員が参加をして

頂きました。

　又地域防災拠点訓練(川和小学校)でも、安否確認訓練、拠点までの移動訓練、避難者カード記入

訓練、水消火器、AED、炊き出し訓練、手作りタンカーでの搬送訓練等を行い、仮設トイレ、

備蓄庫の見学も実施しました。その後第一公園では、防災デイキャンプ、ポリ袋炊飯、

非常食試食販売も行い、こちらも多くの方々にご参加いただきました。

　お陰様で、当自治会の防災活動が評価され、横浜市消防局長より、感謝状を授与されました。

皆様方の日頃の防災活動の成果だと感謝しています。

　震災体験者によると、訓練で行った事以上の事は出来なかったそうです。

ご高齢の方も無理をせず、出来る範囲で参加していただき、子供達も奮って参加してください。

　今後も、生き残るための様々な訓練を計画します。ご協力をお願いします。

　政府の中央防災会議では近年の激甚災害を経験し公助の限界を認めています

誰かが助けてくれるとは、思ってはいけません。

　自分の身は自分で守る。そして周囲で助け合う時代となりました。

各自が、知識、装備、技術を身に着け、来るべき災害に備えましょう。

自治会は、皆様のサポートをしていきます。
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   防災対策、防災訓練のアイデア等。安否確認プレートについて。

   会員のご意見。

 ●防災訓練時、現在の笛だと聞こえにくい。もっといい笛に変更できないか？

　もしくは、メガホンは？

　マンホールの蓋が重く、女性には苦労する。

　防災訓練時の指導に不安があった。もっとしっかり指導して欲しい。

 ●現状のまま。プレートのひもをしっかりしたものに交換して欲しい。

 ●安否確認プレートのひもを変えて欲しい。

 ●防災訓練は、過去に火災もあり、大切です。

　安否確認プレートは、高齢者が多いので、大切です。

●安否確認プレートは、認知できている。

●安否確認プレートは、大変良いアイデアで、持ち出しの折も、手間なくて良い。

　他の避難場所に行くときも、プレートに記入して良いとの事。好評でした。

●安否確認プレートは、親元を離れている子供達にも大好評です。

●現状で良い

●わざわざ低い土地に避難する理由は？川和小より川和高校に避難した方が良いのでは？

●避難所の川和小学校に足が衰えて歩いて行けない。

●カセットボンベも長い間使っていなくて自分で処分出来ない。危ないので自治会で

　集めて欲しい。

●川和小学校の体育館が狭まいので、全員入所できない。入れない人はどうしたらいいのか？

●電気が止まったら、各家庭では何も出来ず困ってしまう。

●スプレー缶タイプの消火器の推奨(高齢者)

●防災訓練→班ごとの実施の方がいいのではないか?毎回時間が長くて大変。

●安否確認プレート→道路沿いの見やすい位置で。

　万が一点呼する家庭防災員不在時、理事、評議委員が確認する。

●集合場所が変わって困った。常に同じ場所にして欲しい。

　いっとき避難場は、必要なのか疑問。集合時の安全面を考慮して。

●安否確認プレートを引き上げる時間、質問がありました。

　私達の班は、全軒がプレートを出してくださってとても助かる(家庭防災員さんより)

   防災対策、防災訓練のアイデア等。安否確認プレートについて。

■笛については、災害時、命に係る事なので、音が小さいと感じた笛をお持ちの方は

　申し出てください。交換します。

■消火栓の蓋ですが、旧タイプは重いですね。比較的楽に開けられる工具があるのですが、

　高価で、使うには練習が必要となります。新タイプは、軽いのですが、開けるのにコツが

　必要です。いずれにしても、防災訓練時に訓練を重ねるのが良いと思います。

　取り扱いについては、初期消火箱に入っています。力の無い方は、無理しないでください。

　火災時は、大声で”火事だ”と叫んでください。きっと誰かが駆けつけます。

　助けてーと叫ぶのは、不審者でもいるのかと怖くて出てくれないそうです。 3
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■防災訓練の指導に不安があるそうですが、そう感じさせてしまったのは深く反省します。

　本年度の防災訓練は、安否確認プレート掲示訓練、災害対策用ビデオの鑑賞、起震車による

　地震体験訓練、身近にあるものでの救急処置、消火栓放水訓練を行いました。

　さらに、地域防災拠点訓練では、防災デイキャンプ、非常食試食販売会を行いました。

　これらの訓練全てに対して、どこが不安を感じるのか検証します。

■安否確認プレートの紐ですが、各家庭で、長さや、希望材質が違うと思います。

　　各自、最適な紐をご準備いただけたらと思います。

■安否確認プレートの運用が会報2月号に記載した通り追加があります。

　プレートの裏側に避難場所を記入してから避難をお願いします。

　記入方法は各自対応ください。

■災害時の避難場所ですが、各いっとき避難所→第一公園又は直接第一公園

　そこで情報を入手し、その後は2月号の会報に記載した通りの避難をお願いします。

　但しご自宅を出る時にいっとき避難所に行けない状況の場合は、安全な場所に避難して

　下さい。

   ご家族で、災害発生時の避難ルートについては、様々な想定をして、お話あって

　いただけたらとお願いします。

■大火災による輻射熱から一時的に身を守る場所は、広域避難場所の川和高校です。

　　食糧の備蓄はありません。避難生活も送れません。

■家での生活が出来ない場合は、地域防災拠点の川和小学校です。食糧の備蓄、配給、トイレ、

　　情報の入手、避難生活が出来ます。

■川和小学校での避難生活は、かなり過酷になる事が予想されます。家での生活が可能なら、

　食糧、水、トイレ、お薬の備蓄をして、在宅避難をお勧めします。

　自治会の食糧備蓄は十分とは言えません。循環備蓄を重ねてお願いします。

　但し自治会では、ハード面の充実を図っています。発電機、暖房機、照明器、

　カセットコンロ、調理用ポリ袋、救助用器具などを準備しています。

■川和小学校に避難する際、歩行が難しい方に対しての対策が残念ですが、具体的に

　は無く、現状は、ご自分の車椅子での搬送補助程度の対応となります。

　これまで、要援護者の募集をしたり、呼びかけたりした経緯はありますが、残念ながら、

　呼びかけに応じていただけなっかた様です。又個人情報保護法の壁もありました。

　今後、要援護者の把握は、自治会の最重要課題です。

　来期になりますが、具体的に活動をしていきます。是非ともご協力をお願いします。

　又防災サポーターの様な仕組みも検討しています。

■古いカセットボンベは、自治会にお持ちください。対応します。

■地域防災拠点の川和小学校ですが、体育館には200人ほどが生活で出来ます。

　体育館以外に、教室も使用可能です(障害者優先)

  全国どこの市町村でも、全ての避難住民を避難場所に収容するスペースはありません。

　避難所の収容基準ですが、自宅が崩壊、又はその恐れ、焼失、避難指示、避難勧告対象地域

　の方が、利用できます。

　在宅避難の準備をお願いします。

■スプレー式消火器の推奨ありがとうございました。限定されてはいますが、初期の小さな火災には

　役に立つようです。スプレー式ではないですが高齢者にでも持てる本格的な消火器もあります。

　佐野電気様で取り扱っているので、後日回覧を廻します。
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■防災訓練の時間が長くて大変とのご指摘は真摯に受け止めます。現在AM8時半～11時半まで

　の3時間行っています。短縮は出来ませんが、短く感じるような、有意義な訓練にしていきます。

　又、積極的なご参加もお願いします。

　時短の為、班ごとの訓練にすると、消防署員、消防団、自治会担当が、１７回出動する事となり

　消火栓訓練の為の道路使用許可証も１７日分取らなければいけないので大変です。

■安否確認プレートの掲示は、外から見やすい位置に掲示してください。

　階段を登らないと見えないお宅も見受けられます。

■災害時、家庭防災員さんが、不在や被災されてしまった時、現在は、防災事務局(役員)

  がその時対応する事となっています。

　災害時、安否確認出来ない場合、理事、評議員さんにお願いするのは

　とても良いと思います。早速組織を見直します。

■防災訓練時の避難場所は、４年間同じです。変更はありません。

   訓練前に全会員に配布する防災訓練案内書には、各班のいっとき避難場所が記載されています

　尚、つづき病院前、及び中津川宅下駐車場のいっとき避難所については、班の皆様のご意見を

　お聞きして、必要か、否か検討します。

■災害時、安否確認プレートの引き上げの時期ですが、プレート裏面にも記載の通り三日間は

　掲示をお願いします。

　訓練時は、訓練終了後速やかに取り込んでください。

■ある班の掲示率は、１００％でした。ご近所同士の絆が感じられます。

　消火栓についての関心も高く、防災意識の高さを感じさせる班です。

　これからもよろしくお願いいたします。

以上
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高齢化対策

都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　会員の高齢化に伴い、今後の自治会の最重要課題です。

諸問題については、民生委員、社会福祉協議会、友愛活動員、地域包括支援センター

つながり♡ネット、つづきが丘クラブ等と協力して、活動を進めていきます。

 災害時は、安否確認プレートと、救急医療情報キットの、導入により、高齢者を

守る体制を作りました。これも道半ばです。今後ソフト面を充実させていきます。

　自治会としては、生活充実や生活課題のサポートをしていきたいと思い、様々なイベントを

企画しますが、それがご負担となる事も十分理解できます。

又、災害時の要援護者把握も進んでいません。早急に進めていきたいと思いますが

これには、会員のご理解が必要です。又個人情報保護法の壁もあります。

一人でも多くの命を救う為、ご協力をお願いします

高齢化対策

●年末年始の火の用心について、高齢化に向かい坂を上るのが困難になりつつあるので、

　１，２班については、１、２班のみに出来ないか？そうすれば、坂の上の班の方も下まで降りて

　　来なくて済むのでは？

●変わりようがない？役員も出来ない方がほとんどです。

●理事、評議員、高齢化により、出来ない人、負担を考え減らすことを望みます。

●一人暮らしの方は、近所の方が、日頃から気を配る事が大切だと思う。

●各班、自治会内を見ても、高齢者が多くなり若者世帯がいると安心ですが、でも

　いる人達で協力していかねばなりません。難しい問題だと思います。

●高齢者にアンケート用紙を配って、希望要望を書いてもらって提出をすれば

　意見が出やすいのではないか。

●高齢者とは、何歳からなのか　という意見が出ました。

●救急医療情報キットをお配りした時に、奥様が車椅子なので、避難時(いざという時)手助けが

　あると有難いというお話を聞きました。

●助け合って頑張りましょう。

●新しい改革もありかも。もはや班編成も考慮してみては？一つの班から三人の選出は難しい

　家庭防災員いらなくない？兼任で十分。

●班ごとの持ち回り役員活動も高齢化により心身の負担になっているので考えて欲しい。

●一人暮らしの高齢者に対し、イベント参加の声掛けや、定期訪問。

●集まりは極力少なくして欲しい。

●近所で声を掛け合う。

●空き家の対策をお願いしたい。

●夜回りについては、この班は高齢化が著しいので参加が困難になっている。

　夜回りの必要性に疑問。必要ないという意見で一致。 6
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●高齢によって動けなくなる年齢は様々なので、他人事ではない。

●高齢になった時、理事、評議員の負担が心配。

高齢化対策

　　自治会より

■高齢になってからの自治会活動や参加はとても大変ですね。十分理解できます。

　特に、夜回りは、一年に一回とはいえ坂道が多くご苦労をお掛けしてます。

　班の方々とご一緒に、町内を廻る大切なコミュニケーションの場だと続けていましたが

　今後は、数班合同等による、期間短縮などを検討していきます。

　本年度の夜回りでは、元気な子どもたちの声も響いていました。ほほえましいし

　元気が出ました。自治会の明るい未来を感じます。

　繰り返しますが、無理をせず、出来る範囲で、活動をお願いいたします。

■ご近所の、ご高齢のお一人暮らしの方には、回覧板を手渡しで廻すなどの配慮が

　必要かと思います。理事会で今後検討していきます。

■お困りごとは、各班の理事、評議員又は常任理事にご連絡下さい。

　次期民生委員、社会福祉協議会、つづきが丘クラブ、地域包括支援センターケアプラザ

　と共に対応します。

■高齢になってからの、理事、評議員、家庭防災員のお仕事は負担になる事は理解できますが

　以前と比べると仕事内容は減っています。

  （お祭りの準備、接待、どんど焼きの準備は、とても大変でした！恐縮してます)

　さらに、お仕事が減るようにしていきます。

■理事評議員等のなり手については、無理をしないで、班の中で、相談してください。

　年齢に関係なく元気な方、宜しくお願い致します。

■高齢者とは、ご自分が高齢者だと思った時が高齢者だと思っています。

　家庭防災員制度は、地域防災の担い手にもつなげる家庭防災員研修制度として

　一人でも多くの市民が研修を受け、防火、防災に関しての必要な知識を身に着ける事を

　目的としている横浜市の制度です。自治会各班の重要な防災の要になります。

　　評議員と家庭防災員を兼任する案は、早急に検討します。

■避難時の車椅子対策(要援護者対策)は、早急に進めます。皆様のご協力をお願いします。

■空き家で危険な箇所について、その都度改善しています。

　不都合があったら環境理事に連絡ください。

　地域の環境は、資産価値に繋がります。庭木の手入れや、家の前の道路の整備を

　お願いします。高齢や諸事情で出来ない方は、自治会に申し出てください。

　川和町の田園調布を目指しましょう。

以上

　誰でもいつかは歳をとります。誰でもいつかは助けられる人になります

　だから元気のうちは、出来る時に、出来る範囲で、地域や近くの人を

　助けられる人になっていただけたらと思っています。

　そして、どうしても一人では対応できなければ、隣人や自治会、自治体

　に相談してください。みんなお互い様です。助け合いましょう。
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救急医療情報キットについて。

都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　２０２０年3月より、近隣の自治会に先駆けて、運用を開始しました。

今後は、災害時に、忘れることなく持ち出せる訓練などを計画しています。

自分の身は、自分で守りましょう。

救急医療情報キットについて。

　　会員のご意見

　●出席者に配布。欠席者分についても後日配布。説明済み。

　●良いと思う。

　●過去に連絡が取れず、救急車が出発できず困った事があった。

　●キットの中に、丸いシールが2枚あり、一枚は玄関ドア、もう一枚は冷蔵庫に貼るとの

　　事。大変良いと好評です。キットの中に入れる薬、保険証のコピー、お薬手帳のコピー

　　当事者にならなければ不安であるが、今元気な人でもやってみる価値ありと。

　　ある人は今まで緊急持ち出し用避難袋に入れておいたものをキットに入れるだけなので

　　安心ですと。

　●救急医療情報キットは大変良いものを頂いた。早速活用したいと思います。

　●良く分かった。

　●キットは良かった。

　●先駆けて申し込まれた方から、本部さんから説明をお聞きする事が出来たので助かりました

救急医療情報キットについて

　自治会より

　■災害時用の薬の保管や、いざという時の連絡先などの記載については

　　必要だと分かっていても、なかなか準備出来ないものですが、

　　救急医療情報キットがきっかけになって、常用薬の備蓄などが

　　進むことを希望しています。

　■災害時は、医療崩壊が起きるかもしれません。自分の身は自分で守りましょう。

　■今後はこのキットを応用して、さらにお役に立てるようにしていきます。

以上
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防犯について

都筑ヶ丘住宅自治会

□  近年、全犯罪は、減少していますが、自動車(8）自転車(239）オートバイ(33)の盗難

空き巣（２２)振り込め詐欺(35軒４，５００万円)は増加しています。

　         (カッコ内は、令和元年の都筑区内の発生件数)

 防犯意識の高い地域は、犯罪が減少します。防犯灯や防犯カメラの設置が有効ですが、

自治会には防犯カメラは設置していませんので各自対応をお願いします。

自治会内で一台でも設置していると、防犯効果が高くなります。よろしくお願いします

前年度にお願いした、お散歩パトロール(ペットのお散歩やウオーキングのついでに)は

ウオーキンの方が一家族応募していただきましたが、ペットの散歩の方の応募は

ありませんでした。残念です。ご希望者がいらしゃれば、応募してください。

腕章とポシェットを支給します。再度募集する事も計画しています。

防犯について

　　会員のご意見

　●電話に出る時詐欺に遭わないためにも、出る時にこちらから名乗らないように

　　すれば多少は防げるのではないか。

　●常に留守番設定にしておく。録音されている音声サービスを使う。

　●犬の散歩時に腕章を着ける。皆が付けて欲しい。

　　犬の散歩の時に、腕章が欲しいという方が、申し出てくれました。

　●夜回り必要ない意見多数。

　●年末年始の夜回りはやめて欲しい。

　　環境担当が、毎月自治会内をミマモールしている。

　●敷地内に人が入った形跡があった(昨日無かったものが、翌日庭先にあった為)

 　●自転車の空気が２回抜けていた。

　●変質者が出ていると警察官から聞いた。

　●これから春→夏にかけて(一年中ですが)気を付けたい季節です。

　●電柱についている電灯はLEDになって明るくて大変良いです。

　●まだまだ暗い夜道もあるので、班から要望があったら是非ご検討ください。

　●些細なことでも不審情報は、自治会へ連絡。

　●夜回りは必須でしょうか？参加する場合、夜道で、足元が見えずらくて怖い。

　●夜回りを廃止して欲しい。

　●消火栓の前に車を止めている場面が多くみられるが、止めるような手立てを

　　考えて欲しい。

　●一時期、空き巣があった頃を考えると、最近は良くなってきた気がする。
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　防犯について

　　自治会より

　■振り込め詐欺は、ハイテク機器を駆使して犯罪をしています。

　　こちらも、いろいろな機器を駆使して、詐欺に遭わないようにしましょう。

　　アポ電強盗は、家の下見をしています。お散歩パトロールが頻繁に通ると

　　諦めると思います。

　　電話器の事などのご相談も自治会へ。

　■犬のお散歩パトロールにご応募ありがとうございます。

　　地域の防犯の為、よろしくお願いします。

　　追って、注意書き等と腕章、ポシェットを支給いたします。

　■夜回りのついては、高齢化対策の自治会よりを参照ください。

　■ご自宅に異常があったら１１０番もしくは自治会に連絡をお願いします。

　■LED照明になってから明るくて、安心しますね。

　　異常や、設置の希望は、自治会へ連絡してください。

　■違法駐車は、直接注意するより、自治会へ連絡ください。

　■夜回り時の照明については、自治会に懐中電灯の用意があります。

　　見えずらい方は優先的にお使いください。

　　 以上

会報について

　 都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　会報は、自治会活動の原点です。自治会の現状、動き、重要事項の連絡等

とても大切だと思っています。

会報担当者は、意見交換をしたり、記事を集めたり、毎月深夜まで原稿づくりをしています。

今後も大変ですが、画像を入れた、わかりやすい会報にするように引き継いでいきます。

印刷については都筑区役所で行う事により、大幅なコストダウンをしました。

　今後、発信したい記事があれば、持ち込んでください。

会報について

　会員のご意見

　●字が大きくなったので見やすくなった。

　●つづきが丘クラブの会報の回覧はいらない。

　●学校地連の回覧もいらない。

　●自治会行事内容が良くわかって大切です。

　●文字が大きくなって見やすくなった。

　●最近の会報は写真も入りびっくりです。変化したものです。 10



　●毎月2回「がんばる会」の人達で公園清掃をやって頂き、大変助かっています。

　　と同時に、毎朝、早朝より２～3名の方が、清掃をしていただいている事を

　　会報に、それこそ写真入りで、ごくろう様　を入れて載せていただきたいと

　　意見がありました。　公園のご近所の方は毎日目にする事ですが、その他の

　　方にも知っていただきたいとの事です。落ち葉の季節は大変です。

　●会報は今まで通りで良いと思います。

　●見やすくて良い。

　●字が大きくなって見やすくなって良いです。

　●字が小さくて、重要な情報を取りこぼしてしまう。

　●会報の情報が役に立っている。

　●簡潔にわかりやすく書かれているので、助かります。

会報について

　　自治会より

　■今後も、自治会活動を分かりやすく報告していきます。

　■回覧については、不要なものも多いので、選別しています。

　■第一公園は、常に素晴らしく綺麗に清掃されていて、お花もきれいに

　　咲いています。本当のボランティア精神を感じ、頭が下がります。

　　私たちの活動の原点だと思います。

      自治会（皆様)より、感謝お気持ちをお伝えしたいと思っています。

以上

歩け歩け大会、夏祭り、連合運動会、どんど焼きについて

都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　自治会のイベントについては、お子さんから、お年寄りまで、多くの方が

楽しく過ごしていただけるような、企画をしました。

　それには、理事、評議員さん、つづきが丘クラブ、子ども会、ボランティアさん

家庭防災員、他、皆様に、大変お世話になっています。改めて御礼致します。

　高齢化により、準備が大変になってきましたが、出来るうちは、出来る範囲で

ご協力をお願いします。

今後とも皆様の、大切なコミュニケーションの場所づくりをしていきます。

　今後、理事、評議員、家庭防災員の見直しをすると、イベントのお手伝いを

していただける方が、大幅に減ってしまいます。その都度、ボランティアさんを

募集する事となり、待ったなしの運営になります。

　今後の課題です。
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歩け歩け大会、夏祭り、連合運動会、どんど焼きについて

　会員のご意見

●歩け歩け大会、夏祭り、どんど焼きについては、継続希望。

●連合運動会、グランドゴルフについては、子供の減少、塾や習い事がある為参加が

　難しくなってきている。当日送迎があるのは、うれしい。

●夏祭り、運動会は現状のまま。

●どんど焼きのお手伝いが少ない。参加出来る方で良い。

●現状のままで良いと思う。

●歩け歩けは、自由参加なので、良い。夏祭りは毎年やった方が良いと思います。

　運動会は、送迎があれば、参加しやすい。

　どんど焼きは、毎年やって欲しい。一年に一度顔合わせが出来て良いと思います。

　どんど焼きお焚き上げる内容(人形、お守り、不要仏具、お札、しめ飾り等)

●夏祭りのビンゴゲームが盛況だった。景品も良かった。

●班の中でも、子供の数が減っていますが、反面子供さんには人気です。

　夏祭りの子供向けゲームは、人気です。

●運動会、車の送迎あり、ご苦労様ですが助かっています。

●どんど焼き、大好評でした。準備も片づけも大変でしょうがよろしく。

●夏祭りは、孫たちが楽しみにしているので、従来通り(1日)でいいと思います。

●歩け歩け大会は、子供たちがいなくなれば出なくなる。

●夏祭りは一日で良い。

●役員の高齢化もあり、負担を感じており、減らす方向で検討して欲しい。

●夏祭りは、代案として、川和町の夏祭りに参加する事でどうですか。

●従来通りにお願いします。

●子供集めが大変。

●歩け歩け大会→防災訓練も兼ねていているが、レクレーションだけの方がよい。

　緊急時、集団で移動することがないから、意味がないのでは。

●夏祭り→接待を無くす方向だったのでは？無くしたほうがいい。

●連合運動会→参加する人が少なくなっているのはわかるが、景品を沢山持って

　帰る人もいて、平等に受け取れるように配慮して欲しい。

●準備などで、大変なので、どんど焼きで提供される豚汁をやめて欲しい。

●夏祭りでお酒を飲んで絡む人がいて困った。

●連合運動会は全員一致で必要ないと思う。

歩け歩け大会、夏祭り、連合運動会、どんど焼きについて

　自治会より

■夏祭りには、大勢の方に参加していただきありがとうございました。

　パフォーマンスをしていただいたグループも大好評と聞いています。

　さらに、ビンゴゲームの景品では、地域振興券を発行し、双方から

　喜んでいただけました。

　今後も、子どもから、お年寄りまで楽しめる夏祭りにしていきます。
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■楽しいお祭りの裏では、ボランティアとしての活動が、大変だった事は承知しています。

　接待ですが、少なくすることで進んではいますが、ご祝儀を頂いて、そのままお帰ししては

　申し訳なく又他の自治会でも接待は続いており、直ぐにはやめられませんでした。

　なるべく早くお帰りいただけるような仕組みを検討しています。

■ご祝儀を頂いた方が、分かるような、シール等も検討しています。

■夏祭りのご祝儀が大幅に減っています。

　ご祝儀を頂いた方がとてもありがたいので、つい接待してしまいます。

　募金の方法など、アイデアを募集します。

■歩け歩け大会は、本来は川和連合町内会の親睦の為、始まりました。近年防災訓練を

　絡めてきました。意味のない気がしますが、連合町内会のいざという時の和を、乱したく無く

　自由参加ですが、会費も払っているので、健康の為、参加してみてください。パン飲み物、

　お菓子がいただけます。

■健康の為だけの開催の方が、分かりやすいですね。参加の可否については毎年議論してます。

■夏祭りの防犯には十分気を付けます。異変があったら直ぐに連絡ください。

　昨年の迷惑な方は、自宅まで送り届けました。

■連合運動会は、各自治会、個々に活動している団体がお互いに交流を持ち、安全、安心な

　街づくりの為に活動の場が輪が広がる事も目標としています。

　スポーツ推進委員、青少年指導員、さわやかスポーツ普及委員が、実行委員として、

　川和地区社会福祉協議会、民生児童委員、都筑消防団、川和連合子ども会、川和中学生PTA

  川和小学校PTA、川和東小学校PTA等が協力して、毎年開催しています。

■各団体が、体育祭以外にどの様な活動をしているのか、会員の方々にお知らせする

　責任があるので、今後は、交流を密にしていきたいと思います。理事会への参加も

　考えています。

■連合運動会は、オリンピック観戦と同じぐらい楽しいですよ。

　川和台、川和団地、川和町、都筑が丘第２、二の丸、フォーチュンスクエアと

　我が都筑ヶ丘住宅自治会との戦いです。

　今年こそは、都筑ヶ丘住宅自治会が優勝を！応援をよろしくお願いします！

　足腰が自慢の方、そうでない方も奮ってご参加を(集めるの大変です)

　高齢の方も送迎が付きます。応援をお願いします。力強いです！

　オリンピックの観戦チケットをお持ちで無い方必見です！

　お弁当も出ます。かなり興奮し、涙する事間違いなしです。ストレス発散できます。

■お祭りは、我が自治会の団結と絆を深める場所でもあります。単独で開催しましょう。

■景品については、子ども達が優先していただいていたようですが、一昨年の事なので

　把握していませんでした。気を付けます。(昨年は中止)

■どんと焼きの前夜の準備では、お世話になりました。特に里芋の皮むきは大変だった

　ようですが、沢山の方にお手伝いをしていただけたので、思ったより早く終わりました。

　豚汁の評判がいいので、なかなかやめれません。

以上
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ゴミの収集について(ネットの後始末、清掃等)

     都筑ヶ丘住宅自治会

□ 　世界的な資源ごみ価格下落の為、アルミカン、古紙などに価格が付かない

状況です。自治会の収入源になっていたので、運営に影響が出そうです。

アルミ缶、スチール缶、古紙、ペットボトル、50センチ以下の小さなの金属は

木曜日の、資源ゴミの日に、お願いします。わずかですが、収入になります。

(ペットボトルのラベルとキャップは必ず取り除きプラゴミへ)

　昨年9月より資源ごみ回収業者が変更になりました。それに伴い自治会で

回収場所の看板を環境理事さんと一緒に新規に付け替えました。

　地域の環境美化になったと思います。又横浜市資源循環局より、

ゴミ回収の為の小冊子を入手して、全会員に配布しました。

　ごみの分別で、困ったら、活用してください。

自治会に、通報があった不法投棄については、警告の張り紙をしました。

一定の効果が認められました。

カラス被害防止用ネット、及びレンガなどの採用で被害が減少したと思います。

レンガについては重くて、手が汚れるとのご意見が多く、今後は漬物石を

採用し、希望箇所に配布します。

※火曜日は飲料、食べ物が入ったビンが捨てられますが、木曜日はビンは

　捨てられません。飲料、食べ物以外が入ったビンは月金曜日になります

ゴミの収集について(ネットの後始末、清掃等)

　  会員のご意見

　●通常ゴミと資源ゴミの場所がわかれているが、話し合いの結果、

　　現状のままで。(班以外からの不法投棄を考えて)

　●公園清掃の感謝状を考えてください。遊びに来た子供さんの親、

　　保育園児さんも感謝しているそうです。

　●カラスよけ石などは今までのレンガで良い。

　　漬物石は、重い。小さい方は、指が入らない。

　●ネットを2重にしたので、カラス被害が少なくなった。

　●レンガは今まで通りでよい。

　●ゴミの出し方について、みんなのマナーが良くなっている。

　　ネットは大変助かります。

　●ネットの中に必ずゴミを入れて欲しい(カラス対策に)

       プラゴミの日も掛ける事を徹底する。

　●カラスネット用、重しはいらない。

　●ゴミを決められた決められた場所へ。一番に出した人にお願いします。

　　ネットを直ぐにかけて下さい。カラスに荒らされては遅いので。

　●火→木に業者の変更により出すものが間違っている事が多いです。

　　後で残ったものは、自分で出したものは持ち帰りましょう。 14



　●「ゴミ当番表」自分の所はあって決まり良くやっています。

　　　無い所に限って、ネットの後始末、清掃がおろそかではないでしょうか

　●時々曜日を間違って出す人もいますが、ネットの後始末などおおむね綺麗です

　●カラスは、ゴミネットでかなり減った。

　●ゴミの出し方の悪い人がいる。横に広げて捨てていくとネットの隙間から

　　引っ張り出される。ゴミ袋からも出されていること有。

　●プラゴミの日でも、ゴミ袋が軽いので、カラスでも引っ張れる。ネットを

　　かぶせたほうがよい。

　●レンガ現5個→小5個　　３+レンガでも可

　●ネット破れてる→カラス多い　黄色ネット希望。

　●独自の当番表を作成している。

　●ゴミ収集区域外に人がゴミを持ってくることがあります。

　●夜中にゴミを出す人も見受けられます。

　●魚や肉、液の出るなどのゴミは包みを2重にするとかもっとしっかりして欲しい

　●最初に生ごみを出す人はネットをしっかりかぶせてください。

　　又通行の妨げにならないように、道路の方に広げないで欲しい。

　●不法なゴミ捨ての対策(他方からのゴミ捨て)

　●木曜日の業者さんが変わっても困り感無し。

　●家庭ゴミを回収する人によって、持って行ってくれない物もある。

　●カラス被害少なくなってきた。

　●朝出すように、張り紙をして欲しい。

　●佐野電気前の集積場、ほうき無くなった。

　●ゴミ集積場に軽トラでゴミを置いていく人がいる。(下山さん宅前の置き場)

   ● ゴミ出しマナーを守っていない人がいるので、全体の周知が必要

　●木曜日の資源ゴミで、いろいろな種類を回収して頂けるようになって助かる。

　●ごみネットについて、中野さん宅前にも、三輪さん宅前に使っている四角い

　　アルミタイプのネットケースが置けるか試してみて、置ければ、班員で

　　お金を出し合って購入する事になりました。

ゴミの収集について(ネットの後始末、清掃等)

　自治会より

　■ゴミ収集問題は、どこの自治会でも大変苦労をしているようです。

　　ゴミの出し方が分からない方は、お配りした横浜市資源循環局発行の

　　冊子をご覧ください。

　■夜出す人や、マナー違反が次回もいるようでしたら、自治会へ連絡

　ください。　注意喚起の貼り紙をします。

　■レンガが重く、手が汚れるとのご指摘に、漬物石を用意しました。

　　班会合の際、大、小のサンプルを置いておきましたが、

　　小のご希望が多かったですが、持ちにくいとのご指摘がありました。
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　　小の漬物石にワイヤーで持つところを付けました。

　　とても使いやすくなりました。ご希望の場所に配布します。

　■佐野電気様前は、川和町の収集場所ですが、都筑ヶ丘住宅自治会でも

　　利用しています。ほうき検討します。

　■ネットの破損は、自治会へご連絡ください。修理か交換します。

　■ゴミは通行の妨げにならないようにお願いします。

　■平成20年5月より、分別ルールを繰り返し守らない市民、事業者には

　　罰則が設けられました。又不法投棄は、犯罪となります。

　　警察への通報とします。
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自治会活動ついてのご要望、日頃のお困りごと。その他

〇は会員のご意見

●は自治会の見解です。

〇　高齢化の為、夜回りは中止にしてください。ほとんど歩けません。

●高齢化対策の自治会よりをご参照ください。

〇公園のけやきの木を切ってください。

●ある程度切りました。

〇犬の糞の不始末が又多くなり、かたずけて行かない。

　　リードを長く引いている。複数匹引いていると、糞の始末はむりかも。

〇ペットのマナー。散歩中の糞尿、気を付けて欲しい。

●近隣の方や、地域の方に迷惑を掛けないように、マナーを守りましょう。

〇公園の清掃を毎日されている方々に自治会より感謝状を贈ったらどうかと

　意見が多くありました。

●会報についての自治会よりをご参照下さい。

〇会館で履くスリッパの件、大変滑るので取り換え希望。滑らないものに。

　　自分用に持ってくる人もいます。

●滑らないスリッパを検討しましたが、一足１，０００円以上したので、

　保留になっています。

　冷えたり、滑ったり、衛生面でご心配な方は、マイスリッパのご持参を

　お願いします。安価で、良いスリッパがあったら、ご紹介下さい。

〇階段に滑り止めを付けてください。子供でも、若者でも、高齢者でも、

　いつ転ぶかわかりません。用心にこしたことはありません。

●滑り止めは、比較的安価で設置可能なので、過去に検討をしましたが、

　　専門家の意見だと、滑り止めでつまずく事案が多くあったそうです。

　　二の足を踏んでいます。

●事故防止の為、階段の両側に、手すりを設置しました。

〇２Fの和室に足の不自由な方の座る椅子が1脚あります。

　あと1～2脚増やすことはできませんか？家から持ち出すのはちょっと・・

　　という人もいますので、ご検討ください。

●現状は、不足すると、１Fから椅子を運んでいました。ご不便をおかけ

　　しました。早急に購入します。

〇会館前の白板の交換を依頼しました。会館の顔ですから、どうかよろしく

　　お願いいたします。

●白板、手配しました。製作中です。

〇冬のパトロール(夜回り)は、止めて欲しい。

●高齢化対策の自治会よりをご参照ください。

〇会長、副会長、常任理事、理事、評議員の役員手当をつけて欲しい。

●今後の検討課題です。自治会の収入ですが消費税も上がり、物価も上昇し

　資源ゴミの収入も期待できません。さらに会館の老朽化対策も考慮しな

　ければなりません。厳しい状況ですが、一生懸命、地域の為、活動をして

　いただいているので、理事会等で話し合います。 17



〇近頃、会館がきれいになりました。

●有償ボランティアさんのお陰です。トイレや、水回りは、大変なようです

　会館使用後は、生ごみ等は、持ち帰ってください。

〇まだネコが多い。ネコに関しては、よく来る家と、来なくなった家と差が

　あるようです。

　１００円均一でもプラスチックの針状のネコ除けを売っている。

●住宅密集地での猫の飼育は、屋内が基本です。マナーを守りましょう。

　飼い主のいないネコに関しては、区役所　福祉保健センター生活衛生課　

　が担当ですが、まず自治会にご相談ください。

●ネコ除けには、様々な方法があるようです。ご検討ください。

〇ゴミ収集場所や駐車場まわりで、たばこの吸い殻を捨てる人が見られる。

　　困っている。最悪火事になるかもしれません。

●今後、見かけたら、警察に通報してください。

　注意喚起の貼り紙します。

〇会館のカギの取り扱い(会館担当理事の家だと、不便も発生)

●会館担当は、なるべく会館に近い方にします。

〇集金袋を新しくいて欲しい。令和〇年ではなく、２０２０年にして欲しい

●新しくして、西暦にし印刷します。

〇信田さん宅前の、街灯、ついたり、消えたりするので、修理して欲しい。

●3月10日に区役所に連絡済です。

〇自治会の放送、大通り側は聞こえないので、大通りの方も回って欲しい。

●以前もご要望があったので、大通りも巡回しています。

〇家庭防災員の集まり、少なくして欲しい。

●家庭防災員の重要性については、高齢化対策の自治会よりをご参照下さい。

　引継ぎ、年間スケジュール、お仕事内容の説明で1日

　自治会防災訓練打ち合わせで1日

　地域防災拠点訓練の打ち合わせで1日

　訓練の反省会及び次年度への引継ぎで1日

　打ち合わせは、以上の年間４回、各30分で行っています。

　これ以上省略するのは難しいですが、どれが、不要かを検討してご連絡

　　下さい。

〇理事会は現在、土曜日の夜、7時30分にありますが、この時間は、とても

　大変な時間です。土日の朝9時又は10時にして欲しいです。

●お忙しい中、活動にご参加いただき、いつも恐縮しています。

　ご希望に沿いたいのですが、

　役員も、お仕事を持っている方が多いので、土日での活動となります。

　理事会の準備、会報の作成と前月から準備はしているのですが、全ての資料が

　揃うのが、土曜日の朝になってしまいます。理事会当日の朝から、打ち合わせ

　を行い、意思統一をした後、会報の手直しをして午後から区役所に会報や資料

　の印刷に行きます。その後、配布物の準備をして、理事会に臨んでいます。
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　区役所は日曜日が休みの為どうしても理事会は、土曜の夜となってしまいます 

　ご理解いただけたらと思いますが、貴重なご意見なので、今後検討します。

〇自治会の皆さんの高齢化が顕著です。理事さんの作業負担を、

　もっとさげて欲しいです。

●理事さんのお仕事は、以前に比べて、だいぶ減りましたが、ご高齢の為、

　ご負担になっている事は、十分承知しています。理事さんのお仕事の中で

　理事会会議への参加は除いて、具体的にどの活動が大変なのか、教えて

　いただければ、それについて検討し、ご負担のかからない活動にして

　行きます。尚、理事、評議員さんの負担軽減を考慮をすると、役員に仕事

　が集中してしまいます。役員の担い手を今後も確保するためには役員の

　仕事軽減も考えています。今期も次期役員の選出には、推薦委員長以下

　委員の方々も担い手を探すのに、大変なご苦労をしていました。

　防災を除くイベントの縮小も考えますが、自治会の衰退につながります。

　今年になってから、若い世帯が、３軒ご入居されました。これからの

　世代に引き継ぐためにも、都筑ヶ丘住宅自治会の伝統を守り

　出来る事で結構ですので活動のご参加をよろしくお願いいたします。

〇幹部の方々が良くして下さって有難い。

●有難く、受け止めます。こちらこそいつも、ご協力いいただき感謝して

　います。とても励みになります。

〇近所をウロウロする黒ネコが尿や糞をして困る。

●黒ネコをお飼いになっている心当たりの方よろしくお願いします。

　ネコの飼育は屋内でお願いします。

　ネコ除けグッズは、いろいろあるようです。検討ください。それでも被害

　がある場合は、再度、自治会にご連絡下さい。区役所と相談します。

●災害時、地域防災拠点へ、ペットと避難した場合、体育館での飼育は

　出来ません。別の場所でゲージでの飼育となります。

　各自ゲージをお持ちください。

　日頃から、ゲージでの飼育訓練や無駄吠えをしないような

　しつけをお願いします。

以上
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