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２月１７日（日）開催の防災対策隊第１回研修会にて、今年度の「見回り活動」について 

検討致しました。  

昨年の実施経験を生かして以下のような内容（案）となっていますが、活動する隊員が 

少ないのが大きな課題です。 大事な取組みですので、今後活動しながら充実させていき 

たいと考えています。 皆様からもご意見をお寄せください。 
 

丁目 活動ｽｹｼﾞｭｰﾙ／時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連動 

１丁目 

４～１０月、第３水曜 

・4～ 8月 17:00～ 

・9～10月 16:00～ 

・見回り活動、声掛け(老齢・独居・

健康に不安のある家庭を重点) 

・独居宅へ緊急時の連絡先資料配布 

８名 
おおぞら 

公園 
・民生委員 

２丁目 

４～１１月、第２･４土曜 

・4～10月 17:00～ 

・  11月 16:00～ 

・見回り活動、声掛け 

（独居宅訪問⇒ 

巡回日の事前お知らせ） 

参加 

できる人 

坂部さん 

宅前 

・民生委員 

・福祉部 

３丁目 

４月～１１月、最終火曜

１２月は１１月に判断 

・15:00～16:00 

（雨天時は連絡） 

・防災・防犯等資料を全世帯配布 

（独居宅には直接手渡し） 

・見回り時に気づいた事項は、 

関係先に報告 

目標：隊員 

全員参加 

恵み野野球 

場トイレ前 

広場 

 

４丁目 
４月～１１月、第１月曜 

・15:00～ 

・声掛け、安全確認 

（独居宅への安全確認） 

・心配事相談対応 

４名 北町内会館 
・民生委員 

・福祉部 

５丁目 
４月～１１月、第２土曜 

・16:00～ 

・見回り時の挨拶、声掛け 

・タイヤ等の盗難･空巣防犯 

・対策隊員間の情報交換 

集合した人 北町内会館  

６丁目 
５月～１１月、第２土曜 

・17:00～ 

・チラシ作成してﾎﾟｽﾃｨﾝｸﾞ (各戸) 

・巡回時の声掛け（戸外の方） 

５名(２人 

以上で実施) 

恵み野森 

公園 
・民生委員 

７丁目 
４月～１１月、第３土曜 

・16:00～ 
・見回り活動（独居宅への声掛け） ５名程度 

対策部長 

宅前 
 

 
 

防災対策隊第２回研修会を、４月１４日(日)に開催します。 
 

４月１４日(日)の防災対策隊第２回研修会は、三笠寿則氏(有明町内会会長)による講演と、「防災資機材 

の取扱い・使い方訓練」を行い、テント架設、車椅子・担架の取扱い、発電機稼動などの手順を確認します。 

講演をしていただく三笠氏は、恵庭市の消防職員として４０年、その後恵庭市総務部基地・防災課に３年 

奉職され、自主防災組織の立ち上げや組織作りに貢献されております。 これからの防災対策隊の活動に 

とって、大きな示唆が得られる思います。 一般会員の皆さまの見学・参加も歓迎いたします。 

どうぞお気楽に、１４日(日)午後１時頃までに北町内会館へおこし下さい。 
 

防災対策隊 隊員募集中!!  
災害が起きた時の行動やその備えなどを学んでいただくために、防災対策隊を組織しています。 

現役世代の方にも無理のないよう、年６回の研修会参加が主な任務で、参加することで防災の知識や 

情報が得られ、地域とのつながりも深まります。 難しい内容ではありませんので、一人でも多くの方の 

参加をお待ちしています。 

興味を持たれた方は、対策隊員や役員へお申し出下さい。 また、氏名・連絡先のメモを、北町内会館 

   のポストへ投函していただくか、ＦＡＸ（37-7800）でもＯＫです。

 

 
 

 

２０１９年 ４月 １日（第６７号） 

発行責任者：恵み野北町内会会長 

編   集：恵み野北町内会総務部 
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             FAX ３７－７８００ 

URL：http://megumino-kita.net/ 

防災対策隊「見回り活動」計画について 
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会長 渡邉 三好  
 
 春を代表する日本の国花、桜。 標準花であるソメイヨシノの平成最後の開花第 1号は、 

大方の予想を裏切って長崎で、実に４１年ぶりということです。 暖気の日本列島、このあと 

東京・福岡・横浜・名古屋など相次いで開花宣言があり、早くも満開状態となっています。 

しかし恵庭の開花は４月の終わりで、まだ１ヶ月も先ですね。 

 今年は桜吹雪以上の大きな喜びが訪れます。 天皇のご退位による新しい和暦の始まり 

です。 ５月１日、新天皇のご即位で、平成３０年の歴史に代わる新しい時代となり、その新 

元号が 1 ヶ月前の今日４月１日発表ということになりました。 

 この原稿の段階ではもちろん新元号はわからず、逆にこの挨拶をご覧になっている皆様には、新元号は当然

お分かりになっていることと思います。 平成につづく新時代、どんな元号でしょうか、楽しみですね。 
 
毎年、新学期にそなえて４月に行われていた「春の交通安全運動」が、今年は統一地方選挙日程との重複

もあり、５月１１日から１０日間に変更され、事故抑止市民大会も１１日(土)午前の開催となりました。 

 このため恵庭市の場合、６日(土)の入学式から登下校するピカピカ１年生のために、交通安全運動推進委員

会から格段の啓発願いが届いています。 どなたでもかまいませんので６日からしばらくの間、特に優しい目を

光らせて子ども達の安全を見守って下さいますよう、お願い申し上げます。 
 
◎ 会館設置の印刷機の保守契約を結びました。 より安全に使用して頂くことが出来ます。 

◎ 北町内会館のサークル活動の一つとして、麻雀同好者のご要望に応え、８日(月)午前と１９日(金)午後の 

利用がＯＫとなります。 

◎ 恒例の春の異動で、恵み野旭小学校教頭の市橋英雄先生が岩内西小学校校長へ転出されるのをはじめ、

７年間勤めて下さいました米屋英毅先生や内海由紀子先生ら７名の皆さんとの別れがありました。 

 また、恵み野中学校の多田貴典校長が千歳市勇舞中学校へ転出となりました。 

子どもたちへの愛情・熱情に、町内会として心からお礼申し上げたいと思います。 

 

リーダー 山田 利喜夫 
 
 北町内会館での「みんなの図書館」ですが、土・日曜日のほかに水曜日が増えて週３回の開館となり、子

ども達の利用が一気に増加。 毎回３０名位が卓球･ゲーム･ぬり絵にかくれんぼと、図書そっちのけで楽し

んでおり、ケガやいじめなど全くない居場所となっています。  

昨年新しく造られた滑り台などの中央公園冒険広場の遊具が、いよいよ間もなく供用開始となります。 

これからは外遊びの楽しさもプログラムに入れましょう。 
 
❀ 今月の第８２回シネマサロンは、２０日(土)午後１時から北町内会館で開催します。 

  ハリウッドミュージカルの黄金時代を築いた名監督ジョージ･シドニーが３月に亡くなられたので、彼を

追悼し「雨に唄えば」と並ぶ傑作「踊る大紐育」を上映します。 ラブコメディ・ミュージカルをどうぞ楽し

んで下さい。   
＜今月の朗報＞ 

☺ 恵庭市老人クラブ連合会の市長杯ボウリング大会女性の部で、 

井口トモ子さん(７丁目、北むつみ会)が見事優勝されました。 

☺ 恵庭市スポーツ少年団の表彰が行われ、坂本晄河さん(２丁目、旭小６年)と葛西楓さん(７丁目、旭小６ 

年)が恵み野ミニバス優良団員の表彰。 剣道指導で石山豊さん(５丁目)が北海道スポーツ少年団表彰 

顕彰を受けられました。 
皆さん、おめでとうございます。 

 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■ 

 北の夢文庫「みんなの図書館」  ４月の開館日時（都合でお休みする日もあります。）   
 

   ３日(水)、６日(土)、７日(日)、１０日(水)、１３日(土)、１７日(水)、 

２０日(土)、２１日(日)、２４日(水)、２７日(土) 、２８日(日)  開館時間：午後１時～５時 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■ 

新時代へカウントダウン・・・４月１日、新元号発表！ 

ネットワーク夢だより 
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                               文化厚生部長  本郷 隆夫 
 
３月、６２名が巣立っていった恵み野旭小学校。 ４月から入学される新１年生は６７名で、北町内会からは 

２４名（昨年度は２０名）です。 今年の旭小学校の教育目標は、『 やさしく かしこく たくましく 』です。  

元気に１年間過してくれるよう、私たちも暖かく見守ってあげましょう。 

６日(土)の入学式には、渡邉会長・山田総務副部長・塩野青少年育成部長が出席させていただきます。 

また、入学のお祝い品を３月下旬から順次お届けしています。 どうぞお楽しみに。 
 
  ❀ １丁目  男子１名、女子１名   ❀ ２丁目 男子３名、女子３名  

  ❀ ３丁目  男子１名       ❀ ４丁目 男子２名、女子１名  

  ❀ ５丁目  男子３名、女子５名   ❀ ６丁目 男子１名、女子２名  

 ❀ ７丁目  女子１名  

 

 

 
平成３０年度の「集団資源回収」の集計がまとまりましたので、報告いたします。 

前年比でおよそ５％ほど増収となりました。 今年度も、より一層のご協力をお願い致します。 

◎総見込額（回収額＋奨励金）     ６９１,３５７円 ＜前年実績 ６５８，９６１円＞  ４．９２％UP 

 ・資源回収見込額          ３８０,８５７円 ＜前年実績 ３５２，５６１円＞  ８．０３％UP 

 ・市からの年間奨励金(予定)   ３１０,５００円 ＜前年実績 ３０６，４００円＞  １．３４％UP 

 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    -環境衛生部- 

４月は    １８日(木) ⇒ 北６・７丁目  １９日(金) ⇒ 北１・２丁目 

 ２０日(土) ⇒ 北３・４・５丁目    ⁃⁃⁃ ９時までにお出し下さい。⁃⁃⁃ 

回収品目  紙製容器包装類・新聞紙・雑誌・段ボール・紙パック・空瓶・古着・アルミ缶 
 

※ 詳しくは、お配りしたチラシ（ホームページにも掲載）をご覧ください。 
 

　○平成３０年　上期資源回収状況　（３０.４ ～ ３０.９）

新 聞 紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　　計 新聞紙等 合　　計

上期計 132,560 7,860 28,980 1,750 550 6,220 2,820 180,740 48,438.3 50,288.3

　＊市からの上期奨励金　156,400円　< 新聞紙類48,438.3㎏×3円、雑紙1,850㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○平成３０年　下期資源回収状況　（３０ .１０ ～ ３１ .３）

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

１０月 22,040 1,200 4,830 350 42 1,000 510 29,972 8,019.8 8,319.8
１１月 19,680 720 3,570 250 81 900 390 25,591 6,713.9 7,093.9
１２月 26,120 880 5,430 250 412 900 390 34,382 9,080.1 9,470.1
１ 月 25,500 1,350 6,600 350 93 1,650 300 35,843 7,446.7 7,786.7
２ 月 26,900 1,560 5,680 300 99 1,350 600 36,489 7,648.1 7,928.1
３ 月 27,850 1,920 5,840 400 75 1,500 255 37,840 7,902.5 8,492.5

下期計 148,090 7,630 31,950 1,900 802 7,300 2,445 200,117 46,811.1 49,091.1
年 計 280,650 15,490 60,930 3,650 1,352 13,520 5,265 380,857 95,249.4 99,379.4

　＊市からの下期奨励金（予定）　154,100円 <新聞紙類46,811.1㎏×3円、雑紙2,280㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 平成２９年 資源回収状況　

新聞紙 雑　誌 ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ 牛乳ﾊﾟｯｸ ビ　ン アルミ缶 古　着 合　計 新聞紙等 合　計

上期計 131,240 7,220 27,270 1,200 417 4,800 2,910 175,057 47,057.3 49,127.3
下期計 135,400 6,500 27,000 1,600 654 4,700 1,650 177,504 47,357.6 49,177.6
年 計 266,640 13,720 54,270 2,800 1,071 9,500 4,560 352,561 94,414.9 98,304.9

　＊市からの年間奨励金　306,400円　<上期 153,500円 ・下期 152,900円 >

月
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　　 量 (㎏)
雑 紙

1,850

期別
金　　　　　　　　　　　　額　　（円） 重　　　　 量 (㎏)

雑 紙

300

380

390

340

280

590

2,070
1,820
3,890

2,280

4,130

平成３０年度 資源回収状況報告 -会計部- 

文化厚生部より お知らせ 
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今年度の「町内一斉清掃」を、下記のとおり実施いたします。 町内の環境美化推進 

のため、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。  

また、「フラワーロード事業」として、「春の町内一斉清掃」終了後、恵み野５号線・ 

島松線への花植えを、多くの会員の皆様と一緒に行いたいと思います。 

なお、会員の方から「町内一斉清掃の回覧版の内容が、不明確で分かりにくい。」との 

意見がありましたので、各区長さんへの説明会を実施いたします。 ぜひご参加下さい。 
 

１.日 程 
 

・第１回目：  平成３１年５月１９日（日）午前７時から  ：主に除草と花植え 

（雨天の場合は５月２６日（日）午前７時から）  

・第２回目：  平成３１年７月２１日（日）午前７時から  ：主に除草 

（雨天の場合は７月２８日（日）午前７時から）  

・第３回目：  平成３１年１０月１３日（日）午前７時から ：主に除草と花の除去 

（雨天の場合は１０月２０日（日）午前７時から） 
 

 ２.各区長さんへの説明会 
 
・日 時・・・平成３１年４月２８日（日）１０時～ （約１時間程度） 

 
・場 所・・・恵み野北町内会館 

 

【問合せ先】 環境衛生部長 北上 慎（TEL 36-4441）、副部長 後藤 昇（TEL 36-2130） 
 
◎ 今月の町内会の動き 
 

月 日（曜）時間 内  容 場  所 摘  要 

3 月下旬～4 月上旬 恵み野旭小新 1年生へお祝い品のお届け 入学児童宅 文化厚生部 

4/ 1（月） 回覧版「北町内会だより」４月号発行   

 / 6（土） 9:45~ 

〃  13:30~ 

恵み野旭小学校入学式 

恵み野中学校入学式 

恵み野旭小学校 

恵み野中学校 

会長、山田、塩野 

会長、恩田 

 /10（水）11:00~ 

〃   16:00~ 

北むつみ会定期総会 

恵み野町連第１回会長・総務部長会議 

恵み野憩の家 

北町内会館 

会長 

 

/14（日）13:00~ 防災対策隊第２回研修会 北町内会館 防災対策隊 

/18 (木) ~ 20 (土) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/20（土）13:00~ 

         18:30~ 

第 82回シネマサロン「踊る大紐育」鑑賞 

４月度総務部会 

北町内会館 

北町内会館 

ネットワーク夢 

総務部 

/21（日）13:30~ 福祉部会 北町内会館 福祉部 

/22（月）18:30~ ４月度四役会議 北町内会館 四役 

/26（金）10:00~ 市理事者、町内会長懇談会(予算説明) 市民会館 会長 

/27（土） 9:00~ 北・東合同「春の子どもレク」 旭小学校体育館 青少年育成部 

 

◎ 赤ちゃん誕生おめでとう   辻口 直 様   次女 里音
り ん

ちゃん        

                平成 30年 11月 2日生まれ 北 1丁目  
◎ お悔やみ申し上げます  桑原 一正 様 3月 2日ご逝去 87歳  北 5丁目 
 
 

◎ 北町内会のあれこれ、意見・主張、子育て・介護の経験談、生徒・児童の活躍等を募集。 

◎ 原稿は、氏名・連絡先を記載し、北町内会館のポストへ投函か、ＦＡＸでお願いします。 

◎ メール chounaikai@megumino-kita.net もご利用頂けます。 ( 担当 平山 ) 

 

編集部 
からの 
お願い 

 

「町内一斉清掃」・「フラワーロード事業」の実施について -環境衛生部- 


