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 ４月１０日(日)１３時から北町内会館にて、令和４年度第１回研修会が開催されました。  

昨年は代表者による研修会でしたが、各丁目隊員間の意見交換を考慮し、北１～３丁目と北４～７丁目の 

二回に分けて行い３８名が出席しました。 

   

 防災対策隊の活動は、隊員の研修と町内の見回りです。 第１回研修会は、隊員や組織の動向把握、研修計

画や見回り活動の検討を行っています。 隊員の動向では、６１名から５５名に減少しました。 丁目によって

隊員が少ないのが悩みです。 見回り活動では、丁目部長の要請によって本部員が加わることにしました。  

また、救急救護部活動は、避難所運営マニュアルの策定後、活動の位置づけを整理する事としました。 

 今年度の研修計画では、近年実施されていない防災施設研修ツアーを予定しています。 これは、隊員ばか

りではなく北町内会一般会員の参加も募集します。 ツアー先の札幌市民防災センターは、９月からリニュー

アル工事のため受け入れ中止になります。 そのため、急遽８月上旬で計画しました。 コロナの感染状況によ

って、受け入れ人数の変更があった場合、研修ツアーの見直しがあるかもしれません。 

 ６月の第２回研修会も密と長時間を避けた研修内容に変更予定です。 決まり次第隊員の皆様にお知らせし

ます。 見回り活動については、次頁で。  
１．令和４年度 防災対策隊研修計画 

実施月日 時 間 研 修 内 容 摘 要 

第１回研修会 

４月１０日（日） 

13:00～ 

  15:00 

① 活動計画の検討 

② 対策隊組織表の確認 ③見回り活動について 
北町内会館 

第２回研修会 

６月 ８日（水） 
10:40～ 

① “はなふる”市民花壇花植え 

② “はなふる”市民給水所体験 

道と川の駅 

“はなふる” 

第３回研修会 

８月 ７日（日） 

9:30～ 
  11:30 

近隣市町村の防災施設研修ツアー 

（「札幌市民防災センター」予定） 

※ 受入人数、研修時間変更の可能性有 

道央地区 

第４回研修会 

１０月１６日（日） 

13:00～ 

  15:00 

避難所運営（情報収集・課題整理） 

（基地防災課・旭小学校との連携） 

北町内会館・ 

恵み野旭小他 

第５回研修会 

１２月 ４日（日） 

13:00～ 

  15:00 
講話（コロナ禍での地域防災活動） 北町内会館 

※新型コロナウイルス感染対策に留意し実施。状況によって研修内容を検討する。 

２．令和４年度 恵み野町連防災組織交流会に参加 

町連防災組織交流会 

 ６月 ４日（土） 
16:00～ 

① 各町内会自主防災組織の情報交換 

② 令和４年度 訓練・研修計画確認 
東町内会館 

町連防災組織交流会 

 ８月２７日（土） 
16:00～ 

① 各町内会自主防災組織の情報交換 

② その他 
東町内会館 

 
３．その他 

① 避難行動要支援者の現況把握とサポート体制を検証 (福祉部、民生委員、対策隊員との連携) 

② 防災資機材の点検及び備品の購入 
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【 見回り活動について 】 
 

見回り活動は、地域の防犯・防災への啓発活動(安全)と高齢者独居宅を中心に行う声かけ訪問(安心)です。 

いざというときの安否確認、避難誘導・支援等も活動範囲に捉えています。 個別訪問は、その関係作りの基礎

となります。 不安要素としては、見回り活動をしている隊員も被災者になるかもしれません。 身近な丁目毎の

避難誘導を考えた場合、隊員の少ない丁目は問題を抱えています。 

 昨年は、コロナウイルス感染への不安から見回り活動を控えた例や、ソーシャルディスタンスを意識しインター

ホンを介した訪問など、互いに配慮した見回り活動が行われ、丁目によって活動が異なりました。 今年度の総

会(書面)では、ある区長さんから独居の方がお亡くなりになり、親族等への連絡先把握についての事例報告が

ありました。 民生委員の方からは、利用している「緊急 連絡カード」の紹介もありました。 この活動には、民

生委員、福祉部会の役員も防災対策隊員として参加しています。 

短い時間でしたがいろいろな課題を検討しながら研修会を終えました。 今年度の見回り活動は４月、５月か

ら始めます。 おそろいの防災対策隊のジャンバーを見かけましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。 

 隊員だけの活動ではなく、日頃の近所のお付きあいの延長に見回り活動が行われています。  
 

 
 

防災対策隊 隊員募集 !! 

恵み野北町内会は、災害への備えや隣近所との絆を基に、安心して暮らせる地域を目指し、防災対 
策隊を組織しています。 主な活動は、防犯・防災への啓発や要支援者・高齢独居者を対象とした見回 

り活動と、防災スキルを磨く研修会です。 町内の情報交換や交流にも役立ちます。 平日勤務されて 

いる方には時間的制約もありますが、研修会は日曜日に開催され、見回り活動は各丁目によって巡回 

の曜日が異なっています。 出来る範囲の参加で十分です。 いざというときに役立つ知識を学び、 

防災への備えと安心して暮らせる地域作りへの参加をお待ちしています。 

    関心のある方は、連絡先メモを北町内会館のポストへ投函、または町内会へのＦＡＸ（37-7800）で 

お知らせ下さい。  メール(chounaikai@megumino-kita.net)でもＯＫです。 

 
∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞…∞ 
 

「集団資源回収」ご協力のお願い    環境衛生部 

５月は  １８日(水) ⇒ 北６・７丁目  １９日(木) ⇒ 北１・２丁目 

２０日(金) ⇒ 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。 
 
 

丁目 活動スケジュール/時間帯 活動内容 活動人員 集合場所 他活動との連携 要望・課題

１丁目
 ５月～１０月、第２水曜日
　　　　・ 16:00～

 〇高齢・独居宅を重点に、体調・生活情報
　　確認（見回り活動、声かけ)
 ○防災・防犯上から住居周辺の確認

隊員７名  おおぞら公園  民生委員
 新型コロナウイルスの
 感染状況

２丁目
 ５月～１１月、第２土曜日
　　　　・5 ～  9月 17:00～
　　　　・10・11月 16:00～

 〇独居宅の声かけ（安否確認）
 ○防災・防犯上からの住居周辺の巡回

参加できる
　　　　　隊員

 坂部さん宅前  民生委員
 独居宅の所在情報
 （在宅・入院他）

３丁目
 ５月～１１月、最終火曜日
　　　　・16：00～

 ○独居高齢者宅への訪問
 〇要支援者宅への訪問
 〇区域内の環境変化などに留意

２～３名
 恵み野野球場
   トイレ前広場

 民生委員  要支援者情報

４丁目
 ５月～１１月、月２回/月曜
　　　　・15：00～16：00

 〇見回り時の声かけ
 ○隊員間の情報交換
 〇独居宅への声かけ (一回程度/月)

５名  テニスコート横

５丁目
 ５月～１１月、第２水曜日
　　　　・16：00～

○挨拶、声かけ、安全確認
○対策隊員間の情報交換
　 (ベスト(グリーン)とマスクを着用する)

集合した人  北町内会館前  独居者宅の情報

６丁目
 ５月～１１月、第２日曜日
　　　　・16：00～

 ○巡回時の声かけ
 ○防災・防犯上から住居周辺の確認

５名(参加２人
 以上で活動)

 恵み野森公園  民生委員  独居宅の所在情報

７丁目
 ４月～１１月、第３土曜日
　　　　・4 ～  9月 16:00～
　　　　・10・11月 15:00～

 〇独居・要支援者宅への声かけ
　２名程度
       　(目標)

 対策部長宅前  民生委員
 要支援者への対応
 （事例を参考にしたい）
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会長 渡邉 三好   
 鮮やかな四季が誘う北国北海道。 あなたは春夏秋冬、どの季節がお好きですか？ 私は何とい

っても雪山のトンネルが溶けて花開き、緑蔭に憩う春から初夏、ズバリ５月が一番肌に合います。                 

 「ようこそ、豊かな恵みを与えてくれる５月よ。 歓喜と、青春と、恋心を呼びさましてくれ

るものよ」詩人のミルトンが見事に謳い上げています。 

 その中で、特に今の私は文字通り五月晴れの気持ちで原稿を走らせています。 

 まずは、今年になって一番悩んでいた町内会推薦による５人の民生･児童委 

員改選メンバーが全員揃ったこと。 また、私事で恐縮ですが、妻が天国に旅 

立って一周忌を直前に、裁判所での遺言書検認で心おきなく納骨を済ませる 

見通しがついたこと。 

 胸のつかえがすっかり取れたところで除雪による腰の痛みも随分薄らぎ、まさに 

五月晴れの気分というわけです。 

 一方で、取り巻く環境はコロナウイルスが人間以上に変異･進化を見せて高止まり状態。 私の

知人も２人が陽性の診断で濃厚接触者となり自宅隔離を経験され、お二人とも感染の経路が不明

なだけに、余計な神経を使いますね。 

ところで、長く続いたコロナ拡大防止重点措置のくさりが取れ、政府もゴールデンウイークは

どうぞ楽しんで下さいと、経済再生を前面に押し出しましたが、その直前に知床観光船沈没事故

が発生、大変な悲劇のニュースが伝えられました。 漁業関係者が強風で波も高いから出港見合

わせの進言に、「そうなったら戻るから」と子ども２人を含む２４名の客の楽しみを優先した船

長さん。 陸からの眺め以上に海からの魅力を味わえるその裏に隠れていた岩盤の多い浅瀬の魔

力にはまったのか、いろいろ原因はあるでしょうが、真相究明、再発防止に全力を傾けて欲しい

ですね。犠牲者のお悔やみとご遺族様へお見舞いを申し上げます。  

ＧＷ終了後のコロナの感染拡大防止と、２ヶ月以上もつづくロシアのウクライナ侵攻が一日も

早く和平の道が開けることを祈りましょう。 

【 お知らせ 】 

○ 新民生・児童委員全員内定!  

   ４月号で急募をお願いしました北町内会５名の民生･児童委員の新メンバーについて、直後

に退任３名の補充が相次いで埋まり、再任 2 名を含めた 5 名の名簿を 6 月に報告出来る事に

なりました。 

新委員の活動は 12 月 1 日から始まります。 お名前や担当区域などはその時点でお知らせ

いたしますので、ご了承下さい。 本当にありがとうございました。 

○ 【 急告 】 6 月 8 日(水)、”はなふる市民花壇植え” に災害時給水所体験行事を追加します。 

別添回覧でくわしく案内しています。 １人でも多くの皆様のご参加をお待ちします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

会長 渡邉 三好 

 静かな北町内会館から ”いきいき体操” ほかサークルの皆さんの元気な声が流れて、日常の活

気が 戻ってきました。 嬉しいことですね。 それでも恒例の７月イベント ”親睦交流会” はコ

ロナ対策でとりあえず秋まで延期を決め、”すずらん踊り” や ”ラジオ体操” も開催が微妙とい

う現状をお伝えします。 
  
☺  シネマサロン第 119 回例会は、5 月 21 日(土)13 時北町内会館で開催します。  

生誕 86 年没後 35 年、昭和の名優・名歌手、美空ひばりの芸能生活 10 周年記念作品である 

「希望の乙女」上映と、天使の歌声メドレー2 本立てで楽しんで頂きます。  

マスク着用でどうぞおこし下さい。 

ネットワーク夢ハートだより 

 

世界が待っている・・・心身爽快の五月晴れ！ 

✿ 中越地震発生に際し、いち早く “地震対策隊(現在の防災対策隊)” 設立にご尽力され 

ました、8 代目会長の長屋幸成様が 4 月 17 日永眠されました。  

感謝とともに、ご冥福をお祈り申し上げます。 
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令和３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。 

前年より若干の減少となりました。 今年度も、より一層のご協力をお願い致します。 

 

◎ 今月の町内会の動き 
月/日(曜) 時間 内  容 場 所 摘 要 

5 / 1(日) 回覧版「北町内会だより」５月号(第 96号)発行   

/1(日) ~31(火) 令和４年度 日本赤十字社社資募集運動 北町内各所  

/ 8(日) 10:00~ 恵み野町連 第１回役員会 恵み野会館 会長、副会長、総務・会計部長 

〃   13:00~ 北町内会 第２回役員会 北町内会館 四役、専門部長･副部長 

/8(日) ~15(日)頃 敬老祝い花(70歳以上)･「福祉だより」お届け 北町内会全域 福祉部 

/18(水) ~20(金) 集団資源回収 北町内全域 環境衛生部 

/19(木) 18:00~ 恵み野旭小学校 第１回学校運営協議会 恵み野旭小 会長、青少年育成部長 

/21(土)  9:00~ 北町内会 第１回パークゴルフ大会 中央ＰＧ場 体育部 

〃  13:00~ 第 119回シネマサロン 「希望の乙女」 北町内会館 ネットワーク夢 

/24(火) 18:30~ ５月度 四役会議 北町内会館 四役 

【中止】みんなの図書館 (毎週水･土･日) 
 

◎ 入退会及び慶弔 ・・・ 個人情報保護のため、お名前等は掲載しておりません。 

【 3 月】 入会 1 件、 退会 0 件、 誕生 0 件、 訃報 2 件 

【 4 月】 入会 1 件、 退会 0 件、 誕生 0 件、 訃報 2 件 
 

 ◎ 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 ) 

◎総見込額（回収額＋奨励金）　 　　５９１,５１９円 ＜前年実績 ５９２,４７４円＞ 　０.１６％DOWN

  ・資源回収見込額　　　　　　 　　   ３４７,４１９円 ＜前年実績     ３４６,７７４円＞ 　　０.１９％UP

  ・市からの年間奨励金(予定)　　　　　　 　　  ２４４,１００円 ＜前年実績     ２４５,７００円＞ 　　０.６５％DOWN

　○令和３年度　上期資源回収状況　（Ｒ３.４ ～ Ｒ３.９）

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 123,900 7,950 30,320 1,425 294 9,450 440 173,779 36,118.6 38,648.6

　＊市からの上期奨励金　123,500円　< 新聞紙類36,118.6㎏×3円、雑紙2,530㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　○令和３年度　下期資源回収状況　（Ｒ３ .１０ ～ Ｒ４ .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 18,250 1,200 4,600 200 9 1,500 80 25,839 5,372.1 5,772.1
１１月 23,450 930 5,040 300 30 1,500 90 31,340 6,467.0 6,797.0
１２月 19,900 1,110 5,680 200 66 1,350 120 28,426 5,990.4 6,290.4
１ 月 21,850 810 6,040 150 60 2,100 40 31,050 6,304.0 6,804.0
２ 月 18,150 810 4,640 200 42 1,200 30 25,072 5,179.8 5,449.8
３ 月 23,600 1,140 5,360 200 63 1,500 50 31,913 6,594.7 6,954.7

下期計 125,200 6,000 31,360 1,250 270 9,150 410 173,640 35,908.0 38,068.0
年 計 249,100 13,950 61,680 2,675 564 18,600 850 347,419 72,026.6 76,716.6

　＊市からの下期奨励金（予定）　120,600円 <新聞紙類35,908㎏×3円、雑紙2,160㎏×6円  (100円未満切捨て) >

　 <参考> 令和２年度 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 116,100 7,410 31,040 1,700 270 10,350 850 167,720 34,488.0 36,868.0
下期計 128,500 8,700 30,400 2,050 234 8,850 320 179,054 37,279.6 39,979.6
年 計 244,600 16,110 61,440 3,750 504 19,200 1,170 346,774 71,767.6 76,847.6

　＊市からの年間奨励金　２４５,７00円　<上期 117,700円 ・下期 128,000円 >
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