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2020年 度を振ιl返 って
「今年 (2020年 )は オ リンピック・パ ラリンピックがあ り、
20の ゾロ ロで、 しか も年男 (鼠 年)で もあるので、良い年 になる
ぞ」 と私 自身期待に胸を膨 らませたのです が、年明け早 々 中国の新
型 コロナ ウィルス感染症 のニ ュースが入 り、瞬 く間に感染が全世界
に拡大 して世界 の状況 が一変 しま した。
日本 では 4月 に緊急事態宣言 が出 され、不要不急 の外出や会食 の
自粛など、 さらに 3密 (密 閉、密集、密接)を 避 けるなどの徹底 が
要請 され、当地区協議会 も 3密 を避 けるため、役員会は屋外や広い
部屋での開催 とな り、運営委員会や総会を中止せ ぎる得 ない状況 と
な りました。 この様な中、総会議案 である 2020年 の事業活動に
ついては、異例 の役員会に よる議案採決 とな りました。
各事業活動状況については下記 の通 りです。 ただ、各事業活動 の うち防犯パ トロール と美化運
動は緊急事態宣言 が解除 された後 、外 での活動 とい うこともあ り、 7月 か ら再開 しま した。 し
か し今年 の 1月 に再度緊急事態宣言 が出され た後は中止 してお ります。若葉小学校 では新学期
の延期 (6月 1日 か ら再 開)、 運動会やわかばステー ジなどがすべ て 中止 にな り、保護者会 も
対面 か らオ ンライ ンになつてお ります。
このよ うに 2020年 は新型 コロナ の感染拡大に伴 い全ての活動 が休止 に追い込まれま した。
地区協議会ではこの新型 コロナ の感染 が 2021年 には早期 に収束 して、学校や事業活動 が元
の よ うに行 えるよ う願 うばか りです。
最後 に災害 はいつ起 こるかわか りません。 このよ うな状況下でも日頃の準備 は怠 らない よう
地区の皆様 にお願 いいた します。
(2020年 度各事業状況)
・ 会議体 :役員会 5月 (外)6月 (外)7月 、 9月 、 11月 、 2021年 1月 中止
運営委員会は開催 なし
・ 防災推進委員会 :防 災う1練 中止 、安否確認訓練実施 (11月 )防 災座談会中止
・ 防犯推進委員会 :6月 に新 1年 生 の安全確保 のため、分散登校期 間 PTAと ともに
見守 り活動 の実施
防犯パ トロール 7月 から 12月 まで月 2回 実施、以後中止
美化運動は防犯パ トロール とともに実施、防犯座談会 中止
・広報・ 地域交流推進委員会 :広 報誌 の発行 を年 2回 か ら 1回 に変更
地域交流 の 「若葉 の社 の音楽会」中止
・ その他 :「 防災教育 の 日」・ 「夏まつ り」・ 「地域運動会」・ 「新春お茶会」中止 、
「まち活 フェス タ」オンライ ン開催 (3月 )
(会長 藤丸 卓男)
新任機長斃生のこ蟻拶
今年度、 4月 に着任 した生野 (い くの)と 申 します。 よろしくお願 いい
た します。 前任校は調布 五 中で、その前は調布 中にお りました。
子供たちの健やかな成長 を目指 して教育活動を行 って参 ります。つ きま して
は、若葉学校地区協議会 の皆様 には、本校 の教育活動 へ ご理解、 ご協力をい
ただきます よ うお願 いいた します。
(第 四中学校校長・生野まゆみ)

を実施して
賄策訓練「安否確認部l練 」
令和 2年 度若葉地区協主催 の防災訓練 は新型 コロナ感染対策 の観点か ら、地域住民 が集 っ
ての防災訓練 は実施せず、 「密」 とならない安否確認訓練を自治会中心に、情報連絡訓練 を
地区協 と自治会間で、 11月 8日 (日 )を 中心に実施をしま した。
今回の安否確認訓練 は、災害発 生時に、我 が家 (家族)は 無事 とい う印に、旗やタオルな
どを玄関先やベ ランダ等 の外 か らわかるところに掲げて もらうことで、安否 のわか らない家
(タ オルの出てい ない家)で 人命に危険を及 ぼす『 逃げ遅れ』、『 家具転倒等による負傷』
な どを早期 に発見 し、救助 につ なぐための取組みです。
今年度は若葉町、若竹、新野川、かすみね、蟹沢 と新 たに都営入間町3丁 目や よい会 が参
加 し、 9時 までにタオルや旗 を掲か げ、 自治会役員 が確認 にまわ り 10時 30分 に終了 しま
した。
事前実施 の入間町 1丁 目、若葉町 3丁 目自治会 を合わせ 9自 治会 で実施 しま した。協力 して
くれた世帯率は全体 として 47%で 昨年 とほぼ同じで した。表 に自治会別 の安否確認状況を
示 します。
今回は安否確認 の単独訓練 で広報活動を少 し欠 いた面もあ りま したが、 コロナ禍 で回覧板
も順調に回 らない状況 のなか、各 自治会 が良 く頑張 つて頂きま した。
併せて、電話 などの通信イ ンフラに甚大な被害が出て通常の携帯電話 などの通信手段を使用
できない状況 を想定 し、入間町 1丁 目、若葉町 自治会 と地区協防災本部 との間で簡易無線機
により情報連絡訓練 の確認 を行 い、円滑 に実施できま した。
今年は東 日本大震災 か ら10年 とな ります。 あの時を想 い 出 し、 コロナ禍 のなかでもできる
地域 の防災を考 えてい きま しょ う。

蟹沢 自治会

京 王若葉 自治会

表 賽否確認訓l練 実施状況
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書 否 確 認 訓 練 をして
令和 2年 11月 8日 (日 )に 、若竹 自治会では安否確認訓練を実施いたしました。
コロナ禍 で班長会議が出来ず、各班長にメールで実施 の案内を流 し、回覧にて 自治会員 の
皆様 にはお知 らせをしました。
146世 帯中 74世 帯が訓練に参加 して くださいました。
感染対策に気を付けながら、 日頃から挨拶や声掛けを忘れず、 ご近所 の方 と関わ りを持
つ ことで、有事の際にはお互いに助け合 える地域 になると信 じてお ります。

ご協力いただいた皆様、有難づございました。
(若 竹 自治会会長

若葉小学校児童急増中
近年、若葉小学校 に入学す る児童が急増 してい
るため、教室 の増設 が行われ ています。
写真はその様子 です が、まるで工事現場 の事務所
の よ うに見えます。
地区協 としては、 このよ うな変化 に合わせて、
防災・ 防犯活動を見直 してい く予定です。

大槻 結)

賄JE活 動報告
新型 コロナ ウイルスの感染拡大により、防犯活動 も御多分にもれず影響 を受けた。
未経験 の感染症 であることか ら、恐れや不安が先行 し、人 々の行動 にも格差 が生 じた。
又、高齢者 の感染は重症化 リス クが高い ことが判明 し、メ ンバー構成 か ら勘案 して、集合
を回避せ ざるを得 ぬこ ととなつた。
その中にあつて、防犯パ トロールは、
緊急事態宣言等、間隙を縫 つて、 ソー
シャルディス タンス保持やマス ク着用等
の感染対策 に徹 しなが ら、かろ うじて
10回 実施す ることが出来た。写真は、
調布市防災安全課職員 の参加 があった年
末パ トロールの時 の もの。
会議については、大 きな課題 がなかつ
たこともあつたが、パ トロール終了時の
打ち合わせやメールの活用 を持 つて、
業務連絡 を行 つた。
若葉小学校 においては、分散登校や校内の消毒等 の感染対策 が繁 忙を極 めたことか ら、教
員 による児童 の登下校時における見守 り活動実施 が困難 となつた。
特 に 1年 生については、入学以来交通安 全や 防犯 についての実践指導を受けることな く通学
してお り、安全確保 上サポー トが不可欠 と判断 されたので、 6月 2日 か ら 12日 までの間、
交通安全協会・ 近隣 自治会・ 地区協 の有志延 べ 71名 により、交通安 全指導を実施 した。
また、 6月 15日 か らの一斉登校再開 にあた り、 1年 生については、 6月 15日 か ら 19
日の間、 PTA・ 健全育成・各 自治会・ 子 ども会・ 地区協 の協力に より、集団下校時 に自宅
近辺までの見守 リサポー トを実施 した。
参加者は延べ 126名 であつた。
コロナ禍にあつて、地域 の安 心安全に資す るため、 ご尽力頂 いた皆様方に改めて心か ら感
謝致 してお ります。
4
さて、警察 の情報 によると、 自粛生活によつて、在 宅者が多いこ ともあつて、空き巣が減
少 してい るとのこと、不幸中の幸いであ ります。
また、防犯パ トロールの減少 により、不審者 の増加が懸念 され るところですが、今 の とこ
ろ大過な く安堵 してお ります。
しか しなが ら、困窮者 の増加や ス トレス過多など一歩間違 えば犯罪に繋 がる要因もあるの
で、 この状況 (コ ロナ禍)が 1日 も早 く収 まることを願 らて止 みません。
(防 犯推進委員長 元部 欽司)
●●● ご意見・ご要望をお寄世ください ●●●
現在地区協議会 では、地域 のネ ッ トワーク作 りをは じめ、防犯・ 防災等 において地域の安
全 、安心、減災に取 り組 んでお ります。地区協議会 の活動 に関心のある方のご意見・ ご要
望をお待ち しています。お気軽に、下記ヘ メール して ください。

