
1頁 上志津原たより 第 419号 

 

６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■自治会館清掃 
 11月8日（日）自治会館（はらトピア、南ヶ丘集会所）の大掃除を行

いました。春の大掃除は中止でしたので、一年ぶりの大掃除となりました。こ

の日は双葉会の公園清掃と同日で、ひときわ賑わいがありました。自治会館

運営委員会と当年度の班長が担当しており、室内清掃、水回りの清掃、

玄関回りの清掃、窓ふき、カーテンの洗濯、エアコンのフィルタ清掃、網戸の

水洗い、雨どいの清掃などを行い、最後にワックスを掛けて終了となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加頂いた皆さん、お疲れ様でした。見違えるほど綺麗になりました。この

後、環境衛生係の皆さんは南ヶ丘集会所の清掃を行いました。（広報） 
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■班長会（11月 7日） 
１．町会長挨拶（中野町会長） 

 10月 18日（日）、佐倉市の防災訓練に参加し、2点、気付きがありま

した。１つ目は避難所開設訓練の中で行った家庭用テントを組み立てる訓

練で、できない人が多かったことです。日頃の体験が重要だとあらためて思い

ました。２つ目は、マンホールトイレの整備が進んでおり、近隣では上中が整

備済み、南小と西小が令和３年度中に整備される予定とのこと。非常時設

置のため普段の管理がほぼ不要なこと、水洗完備で使い勝手が良いとわか

りました。災害時のトイレ問題は生活する上でストレスの要因であったり、衛

生面の問題となるため全国的にマンホールトイレの普及が進められています。 

２．子供会からのお知らせ（北原会長） 

 いつもご協力ありがとうございます。11月 15日（日）廃品回収を予定し

ています。子供会の活動費になりますのでご協力お願いします。 

３．まちづくり委員会からのお知らせ（萩庭会長） 

悩み事相談会は開催者の高齢化が進み、今後の開催について検討中の

状況です。公園清掃は 11 月も 3 回程予定しており、12 月より冬休み期

間に入る予定です。10 月 25 日（日）、ハロウィンパーティーを開催しまし

た。コロナ禍であり対策の徹底や行事内容の制限などありましたが、児童 40

名、全体で 80名程のご参加を頂きました。春の桜と同様に銀杏並木のライ

トアップを予定しています。今年は台風が無かったので見栄え良くなるかと期

待しています。例年通りの防災訓練が中止とのことで、併設している餅つき

大会も中止となります。体操会・はらじゃん塾は引き続き感染防止対策を徹

底しつつ開催しています。 

４．防災防犯委員会（見上会長） 

 防災防犯パトロールは引き続き感染防止対策を徹底しつつ行っています。

10月18日（日）、防災防犯連絡会を開催しました。南小は登校班で通

学していますが、児童は時計を持っていないので集合時間・出発時間がわか

らず登校時間にバラつきが生じていると保護者から懸念があった。児童に時

計を持たせるかなど南小校外委員の方で学校との検討をすることになりまし

た。防災防犯委員会や町会で出来る事があれば協力する。 

12月 6日（日）、例年通りの防災訓練が行えないことから安否確認訓

練を実施します。開催案内の回覧をお配りしていますので対応をお願いしま

す。また、班長の皆さんには当日に安否確認用の目印（タグ）の掲示有無

を確認、報告を行って頂きます。安否確認は年に数回繰り返し行う予定で

考えています。いろいろ想定して準備していますが、実際に行ってみて問題や

課題を見つけて、繰り返し行っていく中でより良い形にして行きたいと思います

ので、ご協力をお願い致します。 

５．会館・ふれあい通りの清掃当番など 

 清掃当番表に従って対応をお願いします。11 月 8 日（日）、自治会館

清掃を予定しています。コロナ禍の影響で春の清掃が行えませんでしたので

1年ぶりの大掃除となります。ご協力をお願い致します。 

６．新年会準備状況について 

 最近の感染数増加傾向やインフルエンザの流行予測など、新年会開催に

不安があり、開催の是非について班長会で意見交換と意見集約をお願いし

たいと提案がありました。協議の結果、全会一致で中止が決定しました。代

替案の提案もありましたが、12月班長会に向けて検討を進め、開催可能な

良い代替案がでれば 12月班長会であらためて報告し相談します。 

７．その他 

町会長：自治会館改修工事の日程が変わります。11 月中旬～12 月中

旬まで約 1 ヶ月間の日程となります。自治会館の利用にあたり、トイレの一

部が利用できない状況になりますので、ご利用の際は注意して下さい。 

広報：はらたより 418号をお配りしました。各戸配布お願いします。 

会計：赤い羽根募金、ご協力ありがとうございました。町会費など未提出の

方は会計までお願いします。 

8．今後の予定 

次月班長会 12月５日（土）19時 
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■いちょう並木のライトアップ 
 11 月 22 日（日）、３連休の中日、

穏やかな晴天。ふれあいどおりのいちょう

並木は、鮮やかな黄葉に染まっていまし

た。今年は台風など強風が少なかったた

め、葉持ち良く、潮焼けもなくほんとうに良

い感じでした。桜、彼岸花に並ぶ風物詩

で、四季を感じる事のできるふれあいどお

りはこの町の自慢です。この日は、お散

歩、ウォーキングの方も多くお見えでそれ

ぞれに楽しんで頂けたようです。 

 ふれあいどおりの木々は樹齢も長く、老

木もあり、近年は台風など強風による倒

木が目立つようになりました。ふれあいどお

りの並木道の維持管理については佐倉 

市への要望に留まらず、佐倉市との協力体制と住民参加の体制、それぞれ

の強化が必要に思います。住民参加体制としては、幹線道路清掃はじめ班

長さんや協力団体さんによる清掃活動、ふれあいどおり部会による低層域の

維持管理など多くの方が携わって頂いておりますが、木々の状態によるリスク

管理と定期点検など新たな取り組みの検討を進めて行きたいと思います。 

緑地の維持管理は気の長い

地道な活動ですので、皆さんの

関心が高く無ければ続けること

は難しいです。まちづくり委員会

ではふれあいどおりにもっと興味

を持って頂き、大切に思う気持

ちを育んで行きたいと思っていま

す。11月 22日、いちょう並木

のライトアップ機材を設置しまし

た。今年は機材を買い足しライ 

トアップエリアを拡張しました。楽しんで頂けたでしょうか。（まちづくり） 

●12月 6日（日）防災フェスタ（餅つき大会） 中止 

代替行事：安否確認訓練 

●1月 10日（日）上志津原町会 新年会 中止 

■自治会館改修 
 自治会館の改修工事を行っています。①トイレの洋式化とバリアフリー化、 

②室内灯の LED 化、③古い空調 1 台の入替えを行なっています。工期は

12 月中旬までとのこと。建築から二十数年が経ちましたが、まだまだご健在

です。時々まとまった修繕が必要になると思いますが、20 年・30 年と大事に

して行きたいと思います。改修工事を行っておりますので、自治会館のご利

用にはご不便をお掛けしていますが、ご協力をお願い致します。（広報） 

新型コロナウィルス感染拡大注意！！ 

お 1人お 1人が感染防止に最大限の注意をお願いします。 

マスク着用、こまめに換気、手指の消毒、ソーシャルディスタンス 
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■クロスワード 

■編集後記 
GoTo シリーズの盛況と引き換えに全国的に感染拡大が進み、第３波到来と
云われ、またしても私達の生活に大きな影響を及ぼしています。ワクチン開発の
明るいニュースも届いています。もう暫く辛抱が必要になると思いますので、ご自
身やご家族の健康状態に気を配り、難局を乗り越えましょう。（広報） 

■子供会からのお願い 
廃品回収（資源ゴミ回収）の収益は、子供会の活動資金となります。 

実施日：毎月第 3日曜日（雨天決行です） 

・紙類、ダンボール、牛乳パック、布類は通常のゴミ置き場に 

・アルミ缶は 9時に「はらトピア」まで 

佐倉市が行う回収も資源回収ですが、子供会の資金とはなりません。 

是非とも子供会へのご協力をお願い致します。 

10月の収益は 11,310円でした。ご協力ありがとうございました！！ 

■年末年始 特別警戒 
 年末年始。働く世代、学生にとっては楽しい冬休みを迎えます。上志津原

町会では 2～3 年に一度、年末年始に空き巣、忍び込みが頻発します。記

憶に新しい方も多いと思います。まったくもって許せない所業です。今年はコロ

ナ禍の影響で在宅率が増え、空き巣など侵入犯罪数は減少しています。

GoTo シリーズの盛況が示す通り外出の機会が増えていますので、これから

年末年始に向け、犯罪数も増えて行くと考えられます。例年に増して充分に

警戒をお願いしたいと思います。 

空き巣や忍び込みは、通り

から人の目の届かない場所、

例えば、高い塀に囲まれてい

る、目線を遮る庭木が多い、

周辺に２階へ侵入する足場

があるなどが狙われています。 

また、逃走し易い場所も要注意です。見通しを悪くする塀を低くしたり、庭木

を切るなどの対応が難しい場合は、人感センサー付き照明や防犯カメラが抑

止力として有効です。驚くべき事に家屋への侵入ルートの施錠されていない

ドアや窓が 30%以上を占めているそうです。私達の普段の防犯意識がいか

に低いかを示しています。今一度、家の周囲を点検し、防犯意識を高めて

頂けるようお願いします。（防災防犯） 

防災防犯に関係する言葉

を集めたよ。「あっ、答え出て

た！」 

■火の用心 
「火の用心、マッチ一本、火事のもと」 若い方は知らないでしょうね。 

さて、消防庁取りまとめ「消防白書」平成 30 年版（現時点最新）によれ

ば、出火原因の1位は相変わらず「たばこ」が1位でした。電子タバコが普及

し、紙巻きたばこ自体は減っているのですが、不始末が起きやすいことが影響

しているのだと思います。 

たばこ 3,712 13% 電気機器 1,277 5% 

放火 3,528 13% 配線器具 1,221 4% 

コンロ 3,032 11% 排気管 723 3% 

たき火 2,857 10% マッチ・ライター 721 3% 

放火の疑い 2,305 8% 火遊び 687 2% 

火入れ 1,772 6% 電気装置 614 2% 

電灯電話などの配線 1,453 5% 灯火 403 1% 

ストーブ 1,355 5% 溶接機・切断機 362 1% 

注目は「放火」と「放火の疑い」で、２つ合わせると出火原因の 1 位となりま

す。「放火」は人命関わる重大犯罪で凶悪犯罪に分類されます。「警察白

書」令和元年によれば、放火犯の検挙率は 78.8%で極めて高く保たれて

います。間違っても我々が加害者になる事が無いようにお願いします。また、

「放火」の防止対策ですが、「家の周囲に燃えやすいものを置かない」ことが

最も有効です。可燃性のごみや古紙を屋外に置かないようにお願いします。

これを機に家の周囲の点検をお願いします。（防災防犯） 

■地震発生確率 千葉が全国 1位 
今後 30年以内に震度 6弱の地震が発生する確率、2018年発表です

が全国１位は千葉市(85%)、2 位は横浜市(82%)でした。図は国立の

防災科学研究所の公開資料です。関東から南海区域に掛けて確率が高く

なっていることがわかります。確率を鵜呑みにする訳ではありませんが記憶に、 

新しい 2016年熊本地震（布田川断

層帯・日奈久断層帯）は大地震の

30年以内の発生確率は 1％未満でし

た。地震大国「日本」に住んでいるので

すから、常に警戒が必要です。準備を

怠らないようにお願いします。 

【地震への備え】 

①家具の置き方（転倒防止） 

②食糧・飲料の備蓄（定期交換） 

③非常持ち出し袋（お薬も） 

④安否確認方法（連絡方法） 

⑤避難場所・非難経路 

今一度、準備状況を確認しましょう。 

■防災防犯パトロール 
防災防犯委員会は毎週土曜日 18 時から 30 分程度、町内のパトロー

ルを行っています。コロナ禍のもと屋外活動ではありますが、パトロールも一定

の距離を保つ、会話を自粛するなど感染防止の対策を行いつつ活動を継続

しています。日に日に寒さが厳しくなってきましたが、これからの季節がもっとも

犯罪や火災が多くなりますので、注意喚起の思いを込めてパトロールを行って

います。拍子木の音が聞えたり、誘導灯の灯りが見えたら、「防災」「防犯」を

思い浮かべて頂けたらと思います。また、一緒にパトロールを行って下さる仲

間を求めています。パトロールの開始時間にお集まり下さい。（防災防犯） 

上志津原 防災防犯委員会 
 2011 年 6 月、東日本大震災の教訓から自主防災組織の立ち上げに

ついて、町会役員が中心となり意見交換が行われました。災害時対応や

災害への備えなど、現在のように準備はなく課題山積の状況だったと覚えて

います。防災防犯委員会規約、自主防災組織防災活動計画を作成し、

同年 9 月班長会にて組織化が正式に決定しました。それから 9 年が過ぎ

時代はコロナ禍時代となり、共助の拡大・拡充を推し進めてきた災害対策

は、核心である人との関わりが断たれたことで、大きく見直しが必要となって

います。熊本県を中心に九州や中部地方などで被害をもたらした「令和 2

年 7 月豪雨」では、避難所運営、災害ボランティア活動に大きく影響が及

びました。ここでの教訓をもとに全国自治体はコロナ禍での災害対策の見

直しが進められており、佐倉市でも毎年行う避難所開設訓練で、ソーシャ

ルディスタンス、健康管理、衛生管理を中心に大幅な見直しを取り入れた

訓練を行っています。上志津原防災防犯委員会では、引き続き町会及び

協力団体と連携し、感染防止対策の周知徹底とコロナ禍での委員会活

動の見直しを進めて参ります。引き続きご理解とご支援を頂けますようお願

い申し上げます。（防災防犯委員会） 

防災防犯委員会 組織図 
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まちづくり委員会 

グランド運営委員会 
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社協はらブロック 

日赤奉仕団 

民生委員・児童委員 

双葉会 

子供会 

PTA 

有志 

■安否確認訓練 
12 月 6 日（日）、安否確認訓練を行います。（この紙面が届くころは

訓練の後と思います） 万が一の時に備えての訓練で、助けが必要な方を

早期に見出すことができる重要な訓練です。効果的に運用するには皆さん

の協力が不可欠です。繰り返す毎に課題が見えてくると思いますので、改善

しつつ年に数回の訓練を行い安否確認の定着を進めます。ご理解とご協力

をお願い致します。（防災防犯） 


