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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都筑ヶ丘住宅自治会
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役員一同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編集　総務部

　いつも自治会活動に、ご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、昨年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、親睦を兼ねて班の方々が一同に会し

意見交換を行う班会合が出来ませんでした。

災害時や高齢化社会において、ご近所の繋がりはとても大切な為、お顔合わせが出来ず

とても残念です。自治会として、今後とも地域との関わりや、程よいご近所との関係づくりを

サポートしてまいりますので、いざという時ためらわず声をかられる、ご近所づきあいの構築を

いっそうお願いいたします。

　災害時は、自助、公助、そして当自治会では、”ご近所”で乗り切りましょう！

　当自治会もIT化を加速していますが会員同士の絆は今後とも大切にしていきます。

　班会合のご意見、ご提言は、書面によるご提出となりましたが、多くの議事録が集まりました。

ありがとうございました。

役員一同、会員の生活課題の対応、生活充実へのお手伝いの貴重な資料とさせていただくと

同時に、全てのご意見に対して、自治会の考え方、対応について記載させていただきました。

　さらにご意見ご提言がありましたら、最終ページの白紙にご記入いただき

各班の理事さんにご提出をお願い致します。

　＊会員のご意見、ご提言は、原文のままです。個人名は記載しませんでした。

　＊会員のご意見の番号は班番ではありません。

２０２１年　班会合報告書
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自治会より

　私たちの住む地域は、木造密集地の為、災害時、大きな被害が発生する可能性が

あります。その為、毎年の防災訓練やご近所の安否を確認する、安否確認プレートの

掲示がとても重要だと認識し活動をしています。

　被災経験者によると、災害時は訓練以上の行動はとれなかったとの報告があります。　

 尚、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思ってはいけません。自分自身の身は自分で守る、そして周囲で

お互い助け合う時代となりました（ご近所）

　又自治会では昨年度より、Twitterの運用を開始しています。災害時の連絡網にお役に

立てると期待しています（後日、自治会IT化勉強会開催予定）

会員のご意見

１．コロナ禍における防災訓練　　マスク着用、消毒液準備、人と人との距離をとる

　　災害時、在宅避難の準備。各自で３日間〜一週間程の水、食糧、トイレ対策準備。

２．防災訓練にて安否確認プレートは役に立ちます。

　　災害時の避難場所が第一公園ですが会員の皆が避難場所に来たら入らないと思います。

　　コロナで避難訓練は出来ないと思いますが、落ち着いたら行って欲しいです。

３．どれくらいの規模の災害なのかを想定した訓練がよいのでは。家屋が倒壊する

　　恐れ、火災の恐れ、電柱や塀が倒れるなどの状況を設定すると防災対策が具体的に

　　考えられるような気がします。

４．コロナ禍における防災訓練について

　　新型コロナウィルス対策を徹底（マスク、検温、消毒等）する。

　　参加者を減らす→時間を分けて複数回行ったり、参加の一部をオンラインにする。

５．（防災サポーター）防災ボランティアについては動ける方が自主的に協力して

　　行くことは大事なことですが、サポーターとしての登録になると講習会の参加や

　　いざという時動けるか？不安があります。出来るだけ多くの登録があれば気負わず

　　参加、行動ができるかもしれません。

６．年を取ると耳が遠くなり家屋も密閉度が良くなると（二重窓なども増える傾向）

　　笛の音は聞こえづらい。急に起こった災害等はよけい気が付かないと思う。

　　笛を交換するだけで、まにあうのか？サイレンのような音の出る器具はないのか？

　　（思い付きです）　

　　ペットボトルの水とパックご飯（半年しかもたないが）缶詰位は備えてあり、

　　循環使用をしているが、どこまで充分か不明。薬は常に１週間〜１０日分は

　　救急医療情報キットに入れてあり、次にもらった薬と交換。循環使用している。

　　医者には使い道を話せば初回は余分にもらえる。交換は面倒でもあるが

　　ボケ防止と思って。

７．コロナ感染対策として、会館での会合や飲食の禁止は妥当と考えられます。

　　コロナ感染予防の為、回覧板を中止してみてはいかがでしょうか？

　　手で触り複数の方に渡る為感染が高いと思われます。

防災について
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８．食糧、水等の備蓄は、各自危機感を持って用意するべき物だと思うので町会では、

　　特に何かしなくてもいいのでは（回覧で呼びかける程度で十分だと思う

　　実際、災害が起きてみないと、自分が手助けなど出来る状態か分からないので

　　その時に動ける人が声を掛け合って動けばいいと思う。

　　サポーター等決めてしまわない方がいい。

９．災害サポーターの制度づくりは、災害発生時の高齢者支援、見守りの為大変

　　良いことだ。ただしサポーターを引き受ける応募者がいないと結局

　　家庭防災員にその役割が回ってくるのであまり過度な負担にならないように。

１０．備蓄必要品を一覧としてまとめた用紙を配布。一人に対する必要品をはっきり

　　理解する為。

　　防災サポーターの仕組が出来上がればいいと思う。

１１．来年度に入ってもコロナ禍が急激に収束するとは考えにくいですし今後

　　同じ様な事が起きる可能性があります。「炊き出し」等の伝授等は必要

　　ですが今は簡易的な方法でできる（レトルト食品を配布して知ってもらう等）

　　事を実施してはどうでしょうか？

自治会の対応

●現在、自治会では災害時のコロナ対策として、マスク３００個、消毒薬　２瓶　

　非接触式体温計備蓄しています。災害時はご家庭に備蓄があり、家屋が住める状態なら

　在宅避難が理想です。会報でも今後備蓄を呼びかけるようにいたします。

　一時避難所の会館には発電機、トイレ３台　暖房機の備蓄もあります。

●災害時、安否確認プレートの未掲示のお宅への声掛け、救助を重ねてお願いします。

　さらに避難時は、救急医療情報キットをお忘れなくお持ちください。

●第一公園はいっとき避難所となります。ここで情報を得てください。

　その後は、既にご案内の通り、大規模火災等でその場に留まれない場合は

　広域避難場所の川和高校へ（食糧等の備蓄はありません、宿泊は出来ません）

　家屋の倒壊等で家で生活出来ない場合は、地域防災拠点の川和小学校へ

　避難してください。ここには食糧、水、トイレの設備があります。宿泊も可能です。

　食糧、水の備蓄が無い場合は、自治会館にわずかですが備蓄があります。

　川和小学校への食糧等配給物の引き取りは、自治会単位で行う予定です。

　いっとき避難所の自治会館でも数家族は、宿泊できます。

　但し、上記各避難場所に行けない場合は、各自まずは安全な場所に避難して下さい。

●コロナ禍では、家に留まれる場合、食糧等を備蓄して、在宅避難をお願いします。

●防災訓練について

　災害規模を想定した訓練は良いアイデアだと思います。現在は主に火災での対応

　となっています。大火災時、川和高校や川和小学校まで車椅子で避難するような

　訓練は必要と思います。今後検討します。

●防災サポーターですが、全ての元気な会員が防災サポーターになっていただくのが

　理想です。お耳の不自由な方、車椅子の方等のご家庭を把握してリスト化し

　防災サポーター認定証と一緒にお渡しして、家庭防災員と一緒に活動を

　お願いしたいと計画しています。

＊認定証は公的なものではありません。自治会が発行し、自覚をもって

　頂くものです。一回の勉強会は必要と思いますが日常のご負担はありません。
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●ご近所で足や、耳のご不自由な方には、火災時、震災時、お声を掛けて下さい。

　日頃のご近所のお付き合いをお願い致します。

　防災訓練時、耳の不自由な方には、ご近所の方、大きな声掛けをお願いします。

　＊お互い様（互近所）の気持ちで：ご近所同士、どこかで迷惑を掛け合い、

　　支え合って生きています。それがお互い様の気持ちです。

●ご家庭ごとに１週間程度の備蓄を常にお願いします。

（上下水道は、震災後９日〜３週間、電気は７日間程止まります）

　２０１９年度の防災訓練、防災デイキャンプの際、備蓄用カレー（温めなくても

　美味しい）を販売会をしました。大変好評でした。又販売会を行いたいと思います。

　炊き出しは、衛生上の理由で、ここ数年は行っていませんが、ポリ袋炊飯は

　毎年行っています（昨年は行っていません）

自治会より

　近年、窃盗や凶悪犯罪は防犯カメラなどの影響で、減少しています。増加しているのが

振込詐欺や架空請求詐欺などの特殊犯罪です。特殊犯罪でもご家庭の情報を得るため

対象家庭を調査する様ですが、犯人にとって地域の方々の目を一番嫌います。

その為、お散歩パトロールや、夜回りはとても重要だと思っています。

防犯カメラの検討を開始しています。

 ＊つづきが丘クラブの会員の方々の小学生へ、又日常の見回り感謝しています。

会員のご意見

１．夜回りルートを上下に分けた事は、それぞれに負担が少なく良かったと思います。

２．夜回り　２０２０年度は、１２月のみで、良かった。

　　　　　　２０２１年度も１２月のみでお願いしたい。

３．犬の散歩の方がパトロールのグッズを付けて、散歩してくれて有難いと思っています。

４．年末の夜回り、昨年はコロナで、参加する人少なかったし声を出さないなら

　　中止でもよかったと思います。

５．上と下に分かれての夜回りは良かったと思います。

６．夜回りは、新しい分け方になり時間短縮、半分の範囲で、やりやすくなったと思います。

７．お散歩パトロールのグッズが大きく目立って良いと思います。

８．防犯カメラは実際に設置となると、プライバシー侵害などの問題があり難しい事も

　　あると思いますが、犯罪など（不法投棄含め）の抑止となると思います。

９．最近は、良くなってきたと思います。

１０．夜回りは、ルート変更したとしても、寒い時期の夜に廻るは、大変。廃止にするか

　　ボランティアを募って、数回行う程度でいいのでは。

１１．庭や玄関の灯を増やす。夜間を明るく。電源がいらない（太陽光）灯もあるのでそれを

　　増やしては。

１２．防犯カメラの設置に賛成です。犯罪の抑止、犯罪の特定が出来、防犯効果は

　　大きいと思います。

１３．夜回りルートを振り分けた事で負担が減り、時間も短縮されました。

防犯について
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　　引き続きこの方法で、継続した方が良いと思います。

自治会の対応

●夜回りについては、防犯はもちろん、班の方々の顔合わせ、コミュニケーションの大切な

　場所と考えています。

　中止のご意見は、重く受け止めますし、理解が出来ます。

　ご高齢の方、お体の不自由な方はどうぞ、班の理事にご遠慮なく不参加を申し出てください。

　これまで、十分に自治会活動をしていただいているので、これからは助けられる人で

　いいと思います。誰でも、いつかは歳をとります。お体もご不自由になる場合もあります。

　元気な方でも、いつかは助けられる人になります。お互い様です。

　元気な方は年に一度の大イベントです。よろしくお願いいたします

●本年も２ルートでの夜回りを行います。

●お散歩パトロールでの巡回いつもありがとうございます。

　パトロールグッズが夜間に思っていたより、車のライトに反射するので。

　ご自身の安全にもなりました。さらに、ご希望の方は、各班の理事さんに申し出て下さい。

●防犯カメラの導入について、計画を開始しています。

●太陽光の夜間照明、良いアイデアだと思います。

　サンプル購入してみます。

ゴミの収集について

自治会より　

　燃えるゴミ、資源ゴミの分別やルールをお守りいただきありがとうございます。

お陰様で毎月６.０００〜９．０００円の収入があります。

ゴミの分別が分からない場合は、資源循環局より、冊子が出ています。

ご希望の方は、各班の理事さんにご連絡下さい。

又ルール違反が発生しましたら、各班の理事さんにご連絡下さい。

ポスターを張ったり、場合によっては犯罪なので警察に通報します。

理事さんは環境担当常任理事にご連絡下さい。

　尚カラスの被害が多発しています。マスクやティッシュペーパーが

散乱しています。コロナ禍での掃除は危険です。ネットは被害に遭わないように

掛けてください。

会員のご意見

１．月、金ゴミ清掃の当番ですが、共働きの場合掃除する事が出来ない場合もあるので

　　だいたいで良いので、何月頃自分が当番なのか解れば仕事の調整をして

　　掃除が出来るようにしたいです。

　　その時によって、収集時間がまちまちなので、タイミングが分かりません。

２．Wさんのお陰で綺麗になっていると思います。

３．実は困っています（写真添付させていただきました）

　　自宅前のゴミ置き場のルール違反が多く困っています。

　　毎回の写真は撮っていませんが、一部添付させていただきました。

　　つい先日は、調理後洗っていないフライパンがそのまま捨てられていました。

6



　　又、ごみ置き場に設置していただいた、漬物石が、一つ無くなっていました。

　　可能であれば補充をお願い致します。

４．１２月頃から指定日以外にだしてる事が目立つ。

５．ペットボトルを火曜日（市の収集）に出す人がまだかなりいる。特に意識していない

　　と思う。”なるべく木曜日に”だけではなく、時々は”火曜日は自治会の収入にならない”

　　ような表記はどうか。

６．最近６ｍ道路のＭ邸の前にゴミの取り残しがある。又収集後においていったりしている。

７．資源ゴミが火曜日に出されているので、自治会の為に資源ごみの日に出してもらうように

　　して欲しい。

８．ゴミ清掃当番制を見直し委託を検討して欲しい。

９．紙ひもの配布、ありがとうございました。

１０．昨年度の班会合にて、N宅前の収集場の収集カゴ購入にご賛同いただきありがとう

　　ございました。　カゴを設置するようになってから、カラスの被害が無くなりました。

１１．ゴミ収集ネットの箱を利用以降、カラスの姿を見かけなくなりました。大きな効果。

自治会の対応

●ゴミ収集の問題は、自治会問題の縮図といわれる程大きな問題です。

　ルールを守っても自治会以外の方がゴミを違法に置いていってたり、お勤めの関係で清掃が

　出来ない方もいらしゃいます。

●清掃については、出来ない方は、申し出てください。出来る方でお願いします。

　お互い様の気持ち、ボランティア精神で何卒宜しくお願い致します。

●清掃日についてですが、ある班では、順番の書いている、ノートを廻しているそうです。

　かなり先の日まで日程が解かるそうです。

　ゴミ置き場をご利用の皆さんでご相談下さい

●６ｍ道路のゴミ置き場は、不法投棄が多発しています。

　その都度、ポスターを貼ったり、警察に通報していますが、しばらくすると

　又発生しています。今回も新しくポスターを貼りました。

　通りがかりの会員以外の方の投棄の可能性もあります。

　漬物石は一個補充しました。その後の状況をお知らせください。

●現在、会員の方々が清掃をしていただいているので、無料ですが、外部に委託すると

　毎月の費用が発生してしまいます。

　お元気な方、お掃除が出来る方、会員の為、お互い様なので、よろしくお願いいたします。

　尚、都内では、個別収集が多くなりましたが、ほとんどが有料となっています。

●あるゴミ収集場所でWさんが見回っていただいているので、カラスの被害の軽減に

　なっているようです。いつもありがとうございます。

　マナー順守やカラスの被害にとてもお役に立っています。

　これからも宜しくお願い致します。

●木曜日の資源ゴミ回収にご協力ありがとうございます。

　カンやペットボトルがいっぱいになってしまって木曜日まで待てない方、

　お仕事の関係で木曜日に出せない方もいらっしゃるので、強制はできませんが

　木曜日にお出しください。
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●費用を分担して、収集カゴを設置したそうですが、班の方々の団結力は素晴らしいですね。

　この班は、道路幅が広い為、設置が出来ますが、他の場所は道路幅が狭いため、設置が難しく

　現在に至っています。薄型の収集カゴの奥行きは５０ｃｍです。

　交通の妨げにならず、付近の会員のご理解が得られたら、各班の理事さんにご連絡下さい。

　設置を検討してみます。

自治会ホームページについて

自治会より

　昨年度より都筑ヶ丘住宅自治会のホームページを開設しました。

Googleやyahoo等の検索エンジンで都筑ヶ丘住宅自治会と入力して検索を

お願いします。ホームページに新しいお知らせが更新されると

Twitterでもお知らせします。Twitterで都筑ヶ丘住宅自治会のフォローをお願いします。

　ホームページには、災害時の対応、過去の会報、班会合報告書、会館の利用状況等が

記載されています。

又ご意見を投稿する事も出来ます。

　尚、災害時は自治体（役所）の連絡がTwitterで発信される場合があります。

今後は、スマホ、PC等の操作は必須となりそうです。

自治体（役所）ではデジタル教室を今後行う予定があります。都筑ヶ丘住宅自治会としても

スマホ教室の開催を計画しています。

会員のご意見

１．ホームページの作成は良かったと思います。

　　なかなか見る機会がなく、申し訳ありません。

２．自治会のホームページは川和地区連合町内会の事でしょうか。

３．必要な事が簡潔にまとめられて見やすかった。

４．知りたい情報がホームページで確認できるのはとても便利です。

　　特に、防災やごみの出し方等は、とても分かりやすいです。

　　配布物がすべて確認出来るのも助かります。

　　又最近のお知らせも頻繁に更新されているので、よく見るようになりました。

５．記事がUPされても通知機能が無いので確認しない。

６．初めて立ち上げる時は、大変なご苦労があると思う。必要な事は書かれている

　　と思う。TwitterなどのSNSはやらないので、プッシュ通知は受け取れない。

７．行事予定が確認できて便利です。

８．月づきの情報に加えて、書類を無くしてしまった時の為、PDFまで載せて

　　くださっているので、とても助かります。

９．とても良いと思います。

自治会の対応

●ホームページの立ち上げには、膨大な時間と労力がかかりました。

　幸い、常任理事にIT関連に詳しい方がいらしゃるので、お一人で、

　さらに無料で立ち上げる事が出来ました。素晴らしい出来栄えです。是非ともご活用下さい。

　掲載して欲しい内容やご意見がありましたら、ホームページから、送信をお願いします。
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夏祭りについて

　自治会より

　若い会員の方のご入会が増えました。お子様方にとっては、この街が大切な故郷になります。

住んでて良かったと思われる街になるように、又災害時の団結に、夏祭りはとても大切だと

考えます。決して衰退した街にはしたくありません。

　一方高齢化に伴い、準備や、お手伝いが大変なので、規模縮小、中止のご意見もある事は

承知しています。辛い方は、お若いころ十分ご活躍されたので、今後は、お祭りを楽しむ人に

なって参加をして下さい。お互い様です。

　今後は若い世代や元気なお年寄りにお祭りサポーターと命名して活動をお願いする事を

検討し、その規模に合わせた内容で必ず継続して行いたいと思います。

会員のご意見

１．準備、片付け等とても大変だと思います。負担の無いようにできればと思います。

２．お祭りは一日でいいと思います。

３．年に一度の夏祭りなので、やはり無いと淋しいですね。

　　役員の人達大変だと思いますが、コロナが落ち着いたら行って欲しいです。

４．一日の開催でいいと思います。コロナが終息したら出来るといいですね。

５．規模を小さくして無理のない範囲で出来たらと思います。

　　打ち合わせを含め日程にもよりますが、準備、片付けなど出来る事は協力させて

　　いただきます。

６．今年度は、コロナで出来ず楽しみにしていた孫ががっかりしていました。

　　昔はお手伝いも大変な思いをしましたが、思い出作りと交流も増えて振り返れば

　　意義があるのだと思う。

　　環境理事の時は交通整理だけだったので、そんなに負担ではなかったが

　　実行委員の方々は、本当にご苦労様と思います。

７．コロナが終息しない間は夏祭りは中止と思います。

８．お祭りお手伝いの負担はかなりのものだと思う。廃止か有志の方たち

　　で行えばいいのではないか。

９．コロナが完全に終息しないのであれば中止だ。ワクチンの予防接種が始まった

　　としても直ちに終息する事でもないだろうから、昨年に続き中止となるが

　　やむを得ない。

１０．サービス業で働いているため、土日は休むのが難しいです。

　　退職してからでないと自治会（土日）の参加は厳しいです。

　　理事、評議員、家庭防災員になった時は夏祭りの年２日だけ、休めばいいと

　　いうわけではないので。

１１．食べ物は購入品で、種類が多い方が良いと思う。

　　サポーターとして今後は参加していきたいと思うが、今はまだ子供が小さく

　　夜、家を空けたり出来ない。時間が取れない。

１２．夏祭りの負担な点が、不明瞭です。簡略化できるところは、簡略化しても

　　良いと思います。食べ物の販売については、有志化したり、又、外注に
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　　依頼してもいいと思います。

１３．祭りの時間を短くし（１７時〜２１時まで等）子供たちのみこしも夕方

　　１６時位の涼しくなり始めた頃に１回にするなど温暖化による対策が必要かと

　　思います。

　　お祭りのお手伝いの方に対しては、有償ボランティアという形でお願いする。

　　当日の来賓者の接待の為にわざわざ料理を提供する事はやめて、出品して

　　いる物品を購入して、対応する事は出来ないでしょうか。会館を開放する事で

　　長居をしてしまったり、一般の方の休憩所になってしまっています。

１４．実行委員をつくって行う事に賛成です。

自治会の対応

●これまで、ご活躍いただいた方々の高齢化や、お仕事の多様化に伴いお休みの日が

　不定期になるなど、お手伝いをしていただける方が少なくなっています。

　その結果、毎年、中止や、縮小のご意見が出るのは承知しています。

   お手伝い出来ない事の申し訳ない気持ち等が中止等のご意見なのかとも思います。

　心優しい方だと感じています。

　　出来る範囲でお願いします。出来ない方は、お祭りを楽しんでいただき

　盛り上げてください。

　お祭りの準備や、開催のご苦労は、きっと災害時の助け合いに繋がります。

　今後は、災害時ご活躍いただける元気な男性陣もお祭りサポーターとして募集します。

　災害時はこの方々の活躍が必要です（もちろん女性陣、元気なお年寄りもご応募下さい）

　理事、評議員、家庭防災員さんでも、お手伝いが出来ない方は申し出て下さい。

　お体が第一です。お互い様です。

●本年４月より募集予定だった、お祭りサポーターは来年度に行う予定です。

●お祭りサポータの規模に応じた開催も検討します。

●温暖化に伴い、炎天下のお神輿などは危険だと思います。

　アイスキャンディーを食べる楽しみは無くなりますが、時間について

　子ども会とも相談させていただきます。

●飲食物等は、災害時の訓練もかねて、出来るだけ自治会の中で作るように

　してきましたが、今後は、外部からの調達も検討します。

●ご祝儀を頂いた来賓に対しては、お互い様なので、接待をしてしまいますが

　今後は時間を決めて、簡素なお食事とさせていただきます。

　ご祝儀をいただいた来賓には、シールを付けていただくなどの対応をし

　一般の方と区別をします。

●お祭りの時間ですが、紅白歌合戦と同じで、一日で、お子様、学生、大人、

　ご高齢の方等全ての会員に歓んでいただこうとし長い時間となってしまいました。

　対象を絞るわけにはいかず、今後時間帯を含め検討をしていきます。

　

高齢化対策について

　自治会より

　高齢になってからの自治会活動や、参加は、内容にもよりますが、とても大変です。

但し、昨年はコロナの影響もありましたが、近年、活動内容は減っています。
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繰り返しますが、無理をせず、出来る範囲で活動をお願いします。

出来ない方は、どうぞ常任理事に申し出てください。

又、どの活動がご負担で、この活動は是非やってみたいとか具体的にお知らせ

下さい。皆で協力します。お互い様です。

会員のご意見

１．１班は現在空き家、ご高齢の為の退会等、会員数がとても少なくなっています。

　　限られた人数の中で、協力はしますが、ご高齢の方も増え今後に不安を

　　かかえています。

２．色々なちょっとしたお仕事を元気な方が有償で行われている街もあります

　　等の事ですが、おおいに参考になる事だと思います。

３．我が２班も高齢化になり、”もう歳だから出来ないのよ”と言う声が

　　しきりです。１班と２班に限っては、雨水マスの掃除を一年に一回は役所の

　　方にお願い出来る事を強く希望します。とにかく後始末が出来ないからです。

　　役所の方からしたら、廃棄物代金が掛かるから積極的にやろうという気持ちが

　　無いように伺いました。処理代を支払いますからという事で自治会の中で

　　一年に一回マス掃除の予算を組んでもらえませんか。

４．高齢化が進むのは仕方が無い事なので、無理の無い範囲で活動に参加して

　　もらえれば良いと思います。

５．災害時の時など、寝たきりで生活している人、車椅子で生活している人

　　何かあった時、助けを必要とする人等、自治会で把握できていますでしょうか。

　　プライバシーの問題もあり、難しいとは思いますが。

　　一人でも多くの人を助けるには必要と思います。

６．高齢で一人暮らしの方が増えていると思います。ご近所の方々の見守りが

　　第一と思います。「何かする」というより、気にかけていてご近所同士で

　　噂話としてでも情報交換する事が手助けにつながると思います。

７．皆様が生き生きと生活出来るため、お元気な方にはもっと表舞台に立って

　　活躍していただきたいです。その為に高齢の方へまわせる予算をあてて頂き

　　有償で自治会のお仕事（議題の内容）をお願いする。お一人暮らしについては、

　　最低でも班内の方は把握し、いざという時には、役員任せにならず皆で気に

　　かけるようにしておく事も大切だと思います。

８．健保では、高齢者と後期高齢者になり、とうとう・・・という思いだが

　　なるべく散歩に励み足腰が弱らないように努めている。

　　年齢はどうしようもないので、なるべく人に頼らなくてすむようにと思っている。

９．自治会員が高齢化しているので、役員の業務や行事等の負担を減らして欲しい。

１０．会館の掃除をボランティアさんがしてくれるので楽になりました。

１１．理事、評議員は負担軽減の為、一年交代となっていますが、それに合わせて

　　家庭防災員も一年交代が望ましいと思います。

１２．防災会議や市の研修等、２年毎ですと、高齢の方の負担は非常に大きい

　　ものとなります。是非ご検討ください。

１３．自治会（常任理事さん）が（規模）大きいので、負担が大きすぎです。

　　各班ごとの繋がりがいざという時には重要になると思います。
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　　班内での助け合い（コミュニケーション）ができるといいです。

１４．防災サポーターと連動して、高齢者宅をまわり、お一人暮らしの方を確認。

　　お手伝いの必要な場合は、有償でも良いと思う。

１５．自治会の役は、元気な方以外年齢制にしたらどうでしょうか。

　　例えば７０歳未満にするなど。

自治会の対応

●雨水マスについては、特に１班２班に汚泥が堆積して、とても気になると

　思います。清掃を行う基準を満たしてはいませんでしたが

　区役所の土木事務所で一か所清掃をしていただきました。

　今後、匂いやつまりが発生したら、直ぐに土木事務所と連絡をとり

　対応いたします。

　又汚泥の廃棄方法が確立されたら、有志を募って、会員が行う事も計画します。

●家庭防災員の任期は２年となっています。災害時の初期消火、安否確認

　など、木造住宅密集地では欠かせません。

　ご高齢の方やお体の不自由な方は、事前に常任理事に申し出てください。

　防災訓練や災害時にサポートをつけます。

　家庭防災員会議ですが、年に４回程となります。辛い方は予め、防災担当常任理事に

　ご相談下さい。

　　研修ですが、横浜市では、全ての市民が一度は受講していただき、地域防災の

　担い手に、つなげたいとの目標で行っています。

　当自治会からは、毎年３名が受講します。３００世帯なので、一度受講すると、

　当分廻っては来ません。

●防災訓練と災害時に使用している、各班の安否確認プレートの掲示表に、災害時に

　サポートを必要としている方に印とコメントを記入する事を検討し

　家庭防災員、防災サポーター（今後募集）と情報を共有したいと思っています。

　個人情報保護法もあるので、今後皆様にご相談します。

●お困りの方は、民生委員、友愛活動員、社会福祉協議会等でもご相談をお受けします。

　又、お手伝いしていただきたい事がありましたら、ご相談下さい。

　自治会の元気な有志を募って対応します（場合によっては有償）

●ご高齢の方は、つづきが丘クラブへのご入会もご検討ください。

　特に年齢制限はありませんが、６０歳以上の方が加入しており

　フレイル予防、認知症予防の様々な講習会や生活充実の為の活動を行っています。

　現在、会員を募集中です。ご入会ご希望の方は、つづきが丘クラブ会長までご連絡下さい。

　社会関係が豊かな人程、健康寿命が長いことが分かっています。お元気な方は

　貴重なお時間のほんの少しを地域貢献の活動と趣味の活動にお使いいただけたらと

　思っています。

会報について

　ホームページにも掲載していますが、今後共、毎月配布いたします。

掲載したい記事がありましたら、各班の理事までご連絡下さい。

（例えば、〇〇さんが、県大会で準優勝した、新しいお店が開店して
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　便利だ、不用品差し上げます、困りごと、サークル募集、イベントの募集

　会員のコンサート、趣味の発表のご案内等）

会員のご意見

１．会報は、回覧板に挟んで目を通してもらえれば、経費節減になると思います。

　　毎月、各家庭に配布しなくても良いと思います。

２．字が大きくて読みやすいです。

３．コロナ禍で会報でお知らせ頂く事は、自治会の動きや様々な情報が分かり

　　安心します。とっても見やすくて良かったです。

　　ホームページでバックナンバーも見られるのですね。素晴らしいです。

４．つづきが丘クラブの活動で、「どこえ」の誤字がずーっと気になっている。

　「どこへ」に直してもらえないか。

５．わかりやすく字も読みやすいです。

６．今のままで良いと思います。

７．毎月読みやすく分かりやすい会報を作っていただき、役員の方々には

　　感謝しております。

８．文字も大きく簡潔に書かれているので、とても読みやすいです。

　　毎月ありがとうございます。

　　ホームページで毎月確認出来るようでしたら、印刷は必要無い気もしますが、

　　いかがでしょうか。配る人が大変になってしまいますかね。

９．字も大きくて見やすいです。

１０．内容が簡潔で、文字の大きさも適度で読みやすいです。

１１．見ていない方が多いので、どうしたら周知できるか検討必要です。

　　若い方には、ホームページを活用してもらうよう宣伝していく事だと

　　思います。

自治会の対応

●印刷は、区役所で行っており、３００部の印刷で、紙代を入れて、

　５００円程です。ご安心下さい。

●ホームページが周知されましたら、いずれ希望者だけの配布を考えています。

　その場合自治会のTwitterのフォローをお願いします。

　会報を発行するたびに、投稿をします。

●つづきが丘クラブの文字訂正宜しくお願い致します。
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自治会活動についての要望、日頃お困りな事

　（□印は会員のご意見　■印は自治会の対応です）

□小さな公園に猫の糞が多くて困っています。小さな公園は小さなお子さん

　　も遊びに来ています。衛生上問題があると思います。

　中には首輪をつけたネコも見かけます。何か対策はないものでしょうか。

■住宅密集地での、猫の飼育は、原則屋内とされています。

　決して、外には出さないでください。

　第四公園の事でしょうか。月に2回、公園愛護会でも清掃を行っています。

□雨水マス掃除についてのお願い。

　　定期的に土木事務所にてして頂くと有難いです。

■区役所では、汚泥が基準を超える様なら災害の恐れがある為すぐに対応します。

　基準以下で、気になる場合は、汚泥の処理方法を調査して、可能なら、自治会の

　有志を募って清掃を行う予定です。１、２班の有志、他の班の有志の方よろしく

　お願いいたします（清掃器具は自治会に準備されています）

□公園の木にカラスがいるので、環境的にもあまり良くないので

　どうにかならないでしょうか。

■現在、巣はないようですが、また発生した際には公園愛護会に連絡

　いたします。

□下サのゴミ収集でカラスがいたずらして、ゴミがビニールから出て、

　道一杯に広がっていた事がありました。

■ゴミネットの点検を早急に行います。

□コロナ禍で、中止や変更などで大変ご苦労されたと思います。

　いろいろとありがとうございます。これからもよろしくお願いします。

■ありがとうございます。

□コロナ感染予防の為しばらく回覧板を中止してみてはいかがでしょうか。

　手で触り複数の方へ渡る為、感染の可能性が高いと思われます。

■最初の緊急事態宣言が発出された時には、回覧板を中止にしていましたが

　その後接触感染でのリスクは少ないとの報道で、他と自治会も参考にして

　再開させていただきました。

□班会合は会館に集まるだけでも高齢の方や体調の悪い方には負担。

　参加される方も毎年少なく、決まった人しか来ない様な感じなので、今回の様な

　書面提出でもいいと思う（意見も言いやすい）色々な事を少しずつ簡素化する事も

　いいと思う。

■班会合は班の皆様とコミュニケーションが取れる年に一回の貴重な場所だと思います。

　ご近所様のご様子など災害時にお役に立ちます。

　言いにくいご意見がありましたら、各班の理事さんのポストに投函して下さい。

　毎月理事会を行っているので、対応をさせていただきます。

□理事、評議員の手当について。

　各班の理事、評議員は会員が順送りで毎年交代しているのであれば、当然の任務で

　手当の必要は無い。ただし高齢会員が多くなり役員辞退者が増えている現状では

　見直さなければならない。多少なりとも手当をつけた方が良いと思う。

■今後の検討課題とさせていただきます。
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□コロナ禍での活動、本当にありがとうございます。

　あと三か月よろしくお願いします。

■ありがとうございます。

□全体行事は縮小（廃止）していく傾向になると思いますが、いざという時に助けあえる

　関係を作ればいいと思う（防災や高齢化）

■自治会活動はいざというときに助け合える関係づくりにとても大切と考えています。

□いつもありがとうございます。

■ありがとうございます。

□歩け歩け大会、運動会の参加はもしも参加者がゼロの場合無理やり参加する必要が

　あるでしょうか。働き方が変化し、共働きの家庭も多く、日曜日や祝日に参加

　出来るのが難しくなっている事も背景にあると思います。

　運動会等は、参加出来る方だけに・・・・で良いかと思います。

■川和連合町内会の主催する行事については、開催の目的等を明確にする事や

　魅力ある、参加したくなる様な大会にする様に、提言します。

　（歩け歩け大会、連合運動会）

　ただ、運動会に一昨年参加しましたが、オリンピック観戦と同じぐらい盛り上がりました。

　川和台、川和団地、川和町、都筑２、二の丸、フォーチュンスクエアーとの戦いです。

　都筑ヶ丘住宅自治会を愛する気持ちが目覚めます。

　子ども達の喜んでいる顔を見ていると、何とか継続して参加をしていきたいのですが

　保護者の方がご負担であれば、再考します。

　お元気な方、一度は参加をしてみてください。楽しいです。

　次回は我が自治会の優勝を目指しましょう。

以上
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ご意見、ご提案がありましたらご記入のうえ理事さん宅のポストにご投函お願いします。

18


