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平成３０年６月１０日 

 

第１地区（東１・２ブロック）会議 議事録  

［第１自治会館］ 

開催時間  午前 １０時～１２時 

 

＜議題＞ 

☆ 会長挨拶                              平成３０年

清和台自治会方向性 

  ・安全安心で暮らせる町づくり 

  ・快適な環境の町づくり 

  ・自治会員比率向上の取組み 

   清和台の近隣には町があるが、なんで清和台に住まれたか当時を思い出して見つめ 

なおしていただいて、皆様のご協力でこれからも住みよい清和台を目指していきたい。  

     

    新三役で川西市長へ表敬訪問しお願いした事項 

・自治会会員の比率が下がってきているので市としての後ろだてをお願い。 

自治会入会は任意なので難しいが、平成２８年３月に川西市の宅建業者の組合と協定

を結び、新しく入居される方には自治会に入っていただきたいと伝えていただく事に

なっている。 

    ・新名神が平成３０年３月１８日に開通し清和台の交通量が増えた。 

     開通後、市が実態調査を行う事になっていたので、排ガスなどの環境調査・通学路の

ため、交通の実態調査を依頼した。 

    ・川西市での中学校給食の実施について 

     ５年ほど前から PTA などからの実施してほしいという意見がある。 

     川西市はスポーツ公園が少ない事や、市が学校に対しては耐震化工事が優先であった、

めどが立ったため、今年取り掛かりたい。自校式あるいは配達等で考えていきたい。 

    ・生ごみ収集の昼からの時間をいつ元の時間に戻してもらえるのか 

     武内コミニティ会長、小山議員からも住民の強い要望があるので全地域といかなくて

も一部の地域だけでも午前中にするとか市の姿勢を見せてほしいと要望。 

 

 

    ・猪名川の物流拠点の造成工事（２０１８年４月～２０１９年１１月）の粉塵被害に 

     ついて ４５万㎡（甲子園球場３０から４０倍）県と猪名川町共同開発している 

     ５月連休で休館中に東１丁目の住民より小山議員に直接電話があり、車止めや布団の 

     土埃がひどいという事で、小山議員から県と猪名川町に報告をしていただいた。 

     西１丁目の住民から営業車を必ず水で洗わないと出勤できない、布団も埃がひどい 

     と匿名の文書で自治会に投書があり、施工業者の清水建設に報告した。 
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     小山議員と相談しているが、川西市・猪名川町・県のどちらが窓口になるのか 

     検討中のため自治会は動かないでほしいといわれている。 

     西１丁目、東１丁目に地図に赤丸してもらう回覧をした。西の被害は少なく 

     東の高橋産婦人科の北側に被害があった。思ったよりも被害が少なく、今度は 

     非自治会員に向けて自治会のアピールを兼ねて訪ねていきたい。 

     清水建設は、調査のため東池公園トイレの前に２つ、清水谷公園西側に２つ１か月間

測量機を置く。 

     ６月４日プロロジスの方が、事情説明に来られた。 

     ５月連休中清和台幼稚園の方は鼻が出る被害が多かった。 

     何かあったら早急に自治会館までご連絡いただきたい。 

 

    ・清和台小学校の入学式にて、「あいさつ」「ありがとう」「あきらめない」の３つの 

     言葉があった。 

     清和台あいさつ運動という事をしている。あいさつで清和台を明るくしていきたい。 

     文教部でティッシュを作り配りたい。ロゴやイラスト等せいわだいにゅ～すで募集し、 

     納涼祭の際箱に入れていただき、さくら祭り、文化祭に配っていきたい。 

 

☆ 地域見守りネットワークについて              

①民生児童委員・協力委員 活動内容説明            千鳥民生・児童委員 

 ・見守りネットワークは、周辺自治会も含まれる。第５地区まである。 

 ・民生児童委員、協力委員は厚生労働大臣の委嘱を受けて、行政とのパイプ役として活

動している。 

 ・民生委員は高齢者、お一人暮らしの方、手や体の不自由の方、子供さんの事等をして

いる。 

  幼稚園の証明書が必要な場合は民生委員が発行している。 

 ・高齢者率川西市は３０％、清和台は３５％超えている。高齢に伴う介護保険の手続き 

  やお体の事等、地域包括センターと相談しながら活動している。 

  認知症の方がかなり増えている。不審な動きをされている方を見かけた場合は声掛け

をお願いしたい。 

 ・清和台でも孤独死、孤立死も数件発生している。新聞がたまっている、洗濯が干しっ

ぱなしである、電気がついていない又はつけっぱなしである等あったら委員、事務局 

  くらしの相談窓口こころまで連絡をしてほしい。 

  守秘義務があるため、事後の情報は教えられない。 

 

②主任児童委員 活動内容説明            武田南小学校区主任児童委員 

・０歳～１８歳まで専属で見守る  

・学校幼稚園の先生と情報を交換し、地域の中で子供たちが安心して安全に暮らしてい

けるように見守っている。 
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・０歳から５歳までお母さんも含めて一緒に交流する場、街の子育て広場「さんりんし

ゃ」を月１回開いている。 

・家庭の中、地域で起きていることは主任児童委員２人で把握することはできないので 

 子どもさんの異変に気が付いたら、  

 １８９（いち早く）虐待だけでなく子供さんの相談窓口 

 １１０緊急時は迷わず通報してほしい。 

 何か情報をいただけても口外いたしません。 

 守秘義務があるためその後の事を伝える事は出来ない。 

・各小学校で放課後に、三世代交流事業を行い見守り活動をしている。 

 両校で２５０名登録している。 

・無関心でいる事が一番よくない 

 

  ☆ 清和台交通事故多発地区地図について 田坂副会長 

・県道沿いで事故が多い。家庭で参考にしてほしい。 

 

☆ 交通・防犯にゅ～すについて 

  ・今年度からはデーターが出ない。 

 

☆ 地区別ミーティング（地区の課題、自治会への要望などの意見交換）   本郷副会長 

１.粉塵問題 

  ・布団を干す際いつもと違う粘着質の物が付着していた。 

  ・清水建設、散水車３台でまわっているが夏場また粉塵が出る可能性があるので、 

   苦情自治会館へ連絡してほしい。（会長） 

２．愛犬散歩のうんちの放置について 

  ・清和台小学校西側、東側に多く PTA で自主的に拾っている人がいる。 

  ・モラルに訴える方法はないか。 

３．自治会員減少について 

  ・１軒、１軒の勧誘は引いてしまう。 

   「ありがとう」の反対は「当たり前」。感謝する気持ちが大事である。自治会も当たり

前と思っている方もいるので、目で訴えるチラシを作り、非自治会員へ配る。   

  ・集合住宅でも抜けたい方がいる場合、新築住宅に入居した方が居たら、自治会に伝え 

てもらう。（会長） 

   

 東２－２ ５地区  

・班長をしていて、集金で各家を周り自分の地区の範囲が分からないので、各班の区         

域をはっきりしてもらいたい。お声がけするのにも勇気がいる。 

・班長になってすぐに自治会費の集金や勧誘はハードルが高すぎる。その時期に前も 

っ自治会からチラシなど全戸配布していただけたら、しやすくなるのではないか。 
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  ：なんで入らないのだろう、お金を払わないといけないからなのか・メリットがないか 

らなのか・理事をしたくないから入らないのか、人それぞれ理由がある中、入っても 

らうにはその人たちを納得できる材料はどこにあるのか落としどころはどこにあるの 

か検討中。  

理事、班長の中で声はかけるけど集金まではちょっと出来ないという方は、会長、 

副会長に話していただければ事情を伺いに行きます。 

自治会も前向きに加入促進を進めていきたいと思います。 

４．資源回収について 

  ・東と西では業者が違う。 

  ・市の回収日に出している方が多い。そちらに出してしまうとただの市ゴミになってし 

まう。自治会の回収日に出すととチラシ 1 枚でもお金になる。自治会で回収すると 

市のごみを減らしたという事で、市から奨励金 1 キロ当たり 3 円が自治会に入ってく 

る。自治会の運営費、公立幼稚園、小学校、中学校 PTA、周辺自治会に分配金として 

渡している。清和台小学校なら約５０万円程になり PTA もとても助かることになる。 

資源回収のご協力をお願いします。   

 

５. その他 

  ・一昨年の別の地区のブロック会議で周回道路の樹木の根が張って歩道がでこぼこにな 

っているというクレームが出て、安全部で調査、市へ修繕依頼しひどい所の１/３をし、

順次直していっている。そういう事例があるので小さい事でも伝えてほしい。 

     

●  東２丁目  

  ・自治会員の減少全国的なことだと思うので地方や川西市などで研究しているところが 

あれば検討の参考にしたらどうかと思う。 

    ・周回道路補修後の点検がうまくいっていないところがある。 

   第一自治会館近く赤レンガのところコンクリート３ｃｍほど高さがある。  

   もう少し南２ｃｍぐらいアスファルトが盛り上がっている。 

   清和台小学校正門横断歩道の向かい側コンクリート盛り上がっている。 

   施工の失敗がある。 

 

  ：２週間ほど前、昨年道路の修復工事の予算の関係で残っているところの件について 

   市の道路整備課の方が２名来られ、会長と小山議員と他２名と３時間ほどかけて、一 

緒にチェックした。施工の具合がよくないのでセメントでやり直すように小山議員か 

らも強く言っていただいた。現在ほかの地域との優先順位を検討中。 

 

●  西 5 丁目  

  ・班長ではないのですが、清和台小学校の正門で自転車で転びそうになった。 

   南小学校でそういう個所はなかった。住民でない方の方が目が行くのではないか？ 
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☆ 災害時要援護者支援ネットワークについて          武内コミュニティ会長 

  ・この活動は１０年ほど前からしている。 

   清和台の町は郊外型住宅団地の波に乗って分譲が進み、今は約５４００世帯一万三千     

人の方が住んでいる。 

   少子高齢化が進み３２．５％の高齢化率 

  ・取り組みに至った経緯 

   平成７年阪神淡路大震災が発生 高齢者や障がい者、いわゆる災害時要援護者の方の 

   把握ができていなかったために手間取ったところがあった。 

   川西市では平成２０年に災害時安否確認を希望される方を募るので、地域で協力して

くれないかという要請を受けた。 

  ・平成２０年約２００人の方が災害時安否確認を希望された。 

   清和台コミュニティでは一人暮らしの６５歳以上の方を対象に情報の提供をした。 

   個人の情報の問題があるが、地域の方々に情報の開示をするという承諾をもらってい

る。 

  ・要援護者に対する支援者の割り振りは、清和台全体として作成した。 

  ・平成２４年度からブロック会議で支援者の協力要請を進めてきた。 

  ・支援者の役割は、安否確認。 

   震度４以上の地震が発生したり、台風・大雨による水害等の発生が予想されたとき。 

   日頃は民生委員がしている。支援者は日ごろの安否確認はしなくて良い。 

   震度４で安否確認を依頼されている場合のみ、健常者の場合は震度５の時に避難を 

   してもらう。 

  ・支援者の任期はない。 

  ・災害時安否確認、最寄りの公園の避難場所へ誘導をお願いしたい。 

  ・協力者の登録者数は４７０名、協力者の方が高齢で健康上の問題もありだんだん減っ

てきたり、要援護者へ登録することもあるので、協力者を増やしていく活動を地道に

行っている。 

  ・登録者と支援者の顔合わせは、民生委員と一緒にしている。 

  ・一時避難場所（清幼、清小、南小、清中、公民館）への避難誘導をお願い。 

  ・今後の取り組み 

１． 複数体制（３名体制）にしたい 

２． 日中独居者への支援体制 

３． 自主防災会との合同の避難訓練 

４． 南海トラフに地震に備えて 

    ・地域の安全はみんなで守ろう。対象者は自治会員だけではない。 

    ・要援護者の募集、登録 

 

☆ 避難訓練 

消火器の使い方実習 
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平成３０年６月１０日 

第 2 地区（西１・２ブロック）会議 議事録 

［第 2 自治会館］ 

開催時間  午後 ２時～４時 

 

＜議題＞ 

☆ 会長挨拶                           波多野自治会長 

 

☆ 地域見守りネットワークについて              

民生児童委員・協力委員 活動内容説明           千鳥民生・児童委員 

主任児童委員活動内容説明             村上清小学校区主任児童委員 

   

☆ 地区別ミーティング（地区の課題、自治会への要望などの意見交換）  田坂副会長 

  ●西１－３ブロック 松宮さん 

   新しいお家のゴミの出し方について、市から引っ越してこられた方へゴミの出し方の

説明があるのか。ビンの分別、ごみ袋の色等 

 

  ：集合住宅はゴミ当番の方が伝えている。 

   新しい方はどこに捨てるのかわからないので、事務局へ電話が来ていた。 

   自治会に入ればゴミ収集のパンフレットや暮らしのガイドをお渡しし、その中に載っ

ているのでわかるが、事情があり自治会に入らないという事だった。 

   班長から伝える→新しい方は班長が誰かわからない。 

 

   ：松宮さん 

    自治会員でも非自治会員でもごみを入れる方はどうぞ入れてくださいと思うのですが 

    私が言いたいのは、出し方の事だけなんです。 

 

      ●西１－６ 

    同じ班の中に新しく転入されてきた方がおり、転入後一週間あいさつに来られなかっ

たので行ってみた。市役所へ転入届を出しに行った際、広報をもらったり、ごみ出し

の説明もなかった。という事だったので自宅にあったせいわだいにゅ～す、広報をお

渡しし、会員になっていただいた。転入届を出したら川西市民なので広報ぐらいは出

していただけないものなのですか？ 

     

   ：中村相談役 

    以前は行政は転入届が出たらごみの仕分けの仕方・広報・自治会へ入りましょうとい

うものを自動的に渡すことになっていたと思う。最近は知りません。最近はあいまい

になってきているのかと思います。ゴミの出し方のパンフレットを渡して、自治会・
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近所の方に聞いてくださいとしていたと思う。自治会はゴミステーションの登録、廃

止についてはしますけれども、自治会のブロックの中の班については個人的な事もあ

りタッチしていないという事をご理解いただいて、転入してこられたら地域の方が気

を付けて、ごみステーションや班長さんはこの方だというアドバイスをしていただき

たい。自治会からは行政には徹底して指導してほしいという要望を出していただきた 

    い。 

 

   ：波多野会長 

市からは自治会加入申込書というのは渡しているというのは聞いているが、ごみの件

については市ではどうしているか早急に聞いてきたいと思う。 

 

    ●西２－２ 

     ・ゴミステーション遠くて近くに入れる方がいる。少ない所に入れたり、車で幼稚園

の送りの際についでに捨てるという事はそれぞれが、管理しているのでやめてほし

い。  

     ・資源ごみの持ち帰り禁止の用紙が、目立たなくて小さいと思うので B５版ぐらい大

いものにしてはどうか、検討してほしい。 

     

    ：波多野会長 

資源回収は２００万円ぐらいの大きな収入が入ってくる。アパッチが資源ごみを持

っていってしまうため警察に行ったが誰の物ともわからないので動けない、という

事で清和台ものと分かるように持ち帰り禁止の用紙を作りました。相談して検討し

たいと思います。 

 

    ：田坂副会長 

      物流センターの粉塵の件について 

    ●高須協力委員 

     ・日によっても違う、黄砂だと思っていた。 

    ：波多野会長 

      粉塵被害についての説明 

 

    ：田坂副会長 

      小さいご意見も出していただきたい。 

      周回道路３時間チェックの件について 

    ●西 1丁目 

     ・カザンヴォさんの前のカーブ、歩道がバリアフリーになっているが敷石の高さが一

部分だけフラットであとは上がったままになっているのが危ないので直していただ

けるのであれば。フラットが一部分になっていると暗くなった時に危ない。 
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  ：中村相談役 

   ３～４年越しの話で、前はかなり駐車スペース（違法駐車）が広く、セールスマン 

   工事の人が、昼休みや休憩時間に駐車して食べかすをダムの方に捨てていていろいろ

なクレームがあった。カザンヴォさんの買い物客も駐車していた。変形交差点で三差

路、西側を自転車で行くと段差があって一旦降りて渡らなければならない。 

   信号を作ってほしいという要望もあったが、横断歩道としては幅が倍なければならな

いので、今の状態では横断歩道は作れないと警察からは言われた。 

改良をした上で考えましょうという事で、せいわだいにゅ～すやチラシで何回か、 

     改良したいというご意見がありますがと載せたが、皆さんから何らご意見がなかった 

     という事で、３年前に自治会から行政と警察に改良の要望書を出したという経緯があ

ります。２年半ぐらいかかって去年工事をした。バリフリーにはなっているが工事の

関係で縁石が少し高いのは気になっていたが、そちら側には渡らないだろうという事

で今の状態になっている。 

     段差については新執行部に要望を出してください。 

    

  ●西 1 丁目 

   ハイム１号棟の周りに、さつきが植えられていて犬の散歩コースにはいいと思うので

すが最近糞が多い。花壇にも多い。マナーのいい方はペットボトルに水を入れておい

て犬のおしっこにかけている方もおられる。マナーの悪い人もいるので注意していた

だきたい。 

 

  ：波多野会長 

   ハイムのところで塵取りで糞を取っておられる方がいたので、せいわだいにゅ～す 

に載せるのでなんでも記事出してと伝えた。 

せいわだいにゅ～すを見てお気づきかと思いますが、以前に比べたら、たばこのポイ

捨てで困っておられますよというようないろんな苦情や、虫生ダムの草刈りをやって

下さいという記事結構入っているのは、田坂副会長の意向で住民と清和台自治会は密

着でやって行きたいという事の現れなので、そういうことは記事に載せていきたいと

思っています。 

 

  ：田坂副会長 

   にゅ～すに出してほしい方は、どんどん事務局に出していただきたい。精査し、出来

るだけ住民の方の意見を載せていきたい。 

   にゅ～すにイラストがあるのは記事が少なかったからなので、うまるぐらいに記事を

出してほしい。イラストはネットから拾ったものなので、絵のうまい人や子どもさん

でも絵も募集しようと思っています。お名前載せてほしい方は載せます。 

   郵便のポストでもいいです。後で事情を聴きに行くので投書には名前を書いてほしい。 
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  ：波多野会長 

   文教部挨拶運動のティッシュの標語募集の件につて 

 

☆ 災害時要援護者支援ネットワークについて         武内コミュニティ会長 

      災害時の安否確認協力委員登録の依頼 

☆ その他 

    避難訓練 

    消火器の使い方実習 
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平成３０年６月２４日 

第３地区（東３・４・５ブロック）会議 議事録 

［第３自治会館］ 

開催時間  午前 １０時～１２時 

 

＜議題＞ 

☆ 会長挨拶                           波多野自治会長 

 ・１８日に発生した震度５弱の地震について 

  地震後、清和台内を中村相談役とまわって点検 

  民生の千鳥さん要援護者には電話がつながらないので一軒一軒まわらないといけなかっ

た。一時（いっとき）避難所（東に８か所、西に７か所）には誰もいなかった。 

 ・物流基地粉塵について 

 ・非自治会員宅を回った件 

  

☆ 中村相談役（自主防災会会長） 

  自主防災会では一時避難所マニュアルを７、８年前に出している。災害の心構え、対応

について書いている。被害があれば一時避難所、最寄りの公園へ。一時避難所の後の事

は市も、どこの地区も出来ていない。 

  なぜすぐに避難所に行かないのかというと、先日あったように小学校の壁が倒れて危な

い等、避難所の安全確認が出来たら避難誘導する。しかしその安全確認を誰がするのか

決まっていない。 

  避難所への収容はどうするのか決まっていない。ペットを連れてきたり、車いすで来ら

れる方、けがで動けない方、１人暮らしで寝たきりの方もおられるかもしれない。要援

護希望者や、インフルエンザにかかっている人等もいて健康な人ばかりではない。そう

いったことに対する材料を議論して、皆さんに啓発活動を行わないといけない。 

  去年川西市でマニュアル基本モデルを制定し、清和台をモデル地区として災害時の対応

を考えようという会議を６/２６に行う。最終冊子でお知らせ。 

   

☆ 地域見守りネットワークについて            

民生児童委員・協力委員 活動内容説明            千鳥民生・児童委員 

主任児童委員活動内容説明              村上清小学校区主任児童委員   

  

☆ 地区別ミーティング（地区の課題、自治会への要望などの意見交換） 大部副会長 

  東５丁目１班敬老のお祝いの申請去年していない。回ってきていない。ということがあ 

  り事務局で確認すると該当者なしだった。回覧を見ずに回していたのだと思う。 

  １年後再申請できる。 
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：波多野会長 

 資源回収について。 

 ローソン、北商店街を回ってきた。北商店街の方は資源回収に出している。 

 ローソンは業者に出している。セガミも聞いてみようと思う。自治会の大きな収入減に 

 なるので、今までしていなかった事をしていきたい。 

 

●東５ 澤田相談役 

・先ほどの敬老の件しょっちゅうある。もらう人も困るけど管理するのも大変だと思う、月

一回役員会があるが、役員から班長さんにきちんと伝わっていないことがある。 

 隣居なかったからとばす。昼間居ないのでとばしてくださいというところもある。 

 もらっていないという苦情があったら、あなたは印ついているから見たけど、書いていな

いでしょというぐらいにやらないといけないと思う。 

 クリーンアップ大作戦の時でも、あなたはどこに集合するかという欄が空欄になっている。 

 違う公園へ行ってしまうようなことがある。役員から班長へしっかり伝えて回覧してもら

うように丁寧に執行部の方からそういうシステムを作ってほしい。 

・自治会入会比率が下がっている件。新しい世帯が入っていないのか、もともとの会員がや

めているのか気にする必要がある。 

  

  ：大部副会長 

   三役で見直したいと思う。 

  ：波多野会長 

   二世帯の場合、親が入っていたら入らない人もいる。 

   市からの後押し、不動産屋の件 

   大和地区は入居が分かったら、不動産屋から自治会への連絡がある。 

 

  ●東５－１  

  ・資源ごみの件、近くの娘、息子の家から出る段ボール、仕事をしているためきちんと整理

して土曜日に出すことが出来なかったのでわが家で引き取り整理して出している。 

   ローソンに持っていかれるにしても整理してもっていかないとただというのはむずかしい

のではと思います。 

  ・お礼のゴミ袋いただけますが、年寄二人の家庭はあんな大きなゴミ袋は使わないのでたま

って行っている。トイレットペーパーとかお砂糖とかどこでも使うような物を、ごみ袋が

余っているのはお宅だけだと言われるかもしれませんが、考えていただければと思います。 

     

  ：波多野会長 

   資源回収会議というものを年に３回しています。その中でもっと変わるものはないのか 

   考えています。うちでは家内も１０枚だけなのでもっと欲しいなと言ってるのもあるんで

す。実用的な家で使えるものがあればと思います。 
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  ●東５ 山本民生委員さん 

  ・敬老の祝い私は反対派で一度ももらっていません。民生をしていますが、おととしもらっ

ていないけど、今年もらったという方がいて、それはおかしい、それを皆が言い出すと大

変なことだと思った。 

   自分が見過ごしたのであれば、断ったらどうか。これは民生の仕事なんです。自治会から

来ましたと言って回してくれと言われている。年配の方が両手いっぱいにお祝いをもって

回っていて、かわいそうだと思った。去年４年目にしてやっと品物が変わった。 

   見過ごしたのは本人が悪いので、やんわりと断ったらいいと思います。 

 

  ●東５  

  ・車も何もなく、総務だった時にショッピングカーにすごいものを積んで買い物をした。 

   そんな手間暇かけてそれほどの物をいただかないといけないのかと思い、夫婦そろって一

度もいただいたことはありません。役されている方にご迷惑をおかけしますし、敬老の品

は考えた方がいいと思います。益々高齢化して大変になると思います。 

 

  ●東５－２   雨の日傘をさして歩いていると、庭木が道路側にずいぶんはみ出していて、

傘と同じ高さなので車道に寄らないと歩けない箇所が何か所かありまして、通学路にもな

っていますのでどれくらいまで張り出したらいけないのかここの地区だけでなくて、清和

台全体で調べてもらったらどうかなと思います。 

   高速道路も出来て車の量も増えて危なくなってきていますので、その辺確認してもらえた

らと思います。 

 

  ：波多野会長 

   我々清和台の自治会のメンバーとしまして環境部でまわったりするんですが、わからない

所も結構あってご指摘いただきました。この間宮本医院の松の木が背の高い人が当たるぐ

らいまでせり出していると事務局に連絡があり、奥さんに電話をし業者を呼んで切っても

らった。またそういうことがあったらその都度していきますので、教えてください。 

 

  ●澤田相談役 

   自治会員増強を三役会や部長会でテーマにやられるが、いろんな人たちがどういう風に思

われているのか、自治会員が増えていかない、辞められるのはこういう事だ、となり辞め

たらうちも辞める、いろいろな意見お持ちなんで聞かれたらどうですか。 

 

  ：大部副会長 

   班長さんが実際に具体的な活動をされ一番大変な仕事だと思うんです。班長さんが大変だ

から自治会なんて入らなくていいと言われるかもしれません。班長さんの仕事の内容を検

討する必要があるのではないかと思う事と班長さんが住民の方と接する機会が多いので情

報をよく聞いていただいて会長がすぐ行くという事なんでよろしくお願いいたします。 
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  ●５－３－１ 

   少し前の回覧、パンフレットも含めて５、６種類ありましたが、私は２つ以上の時は２点

ありますと書いて回しています。自治会から回覧を下すときに今回の回覧はこれこれと並

びにアンケートがこれこれありますと付けて回してくれたら、各班長さんがいちいちしな

くていいのではないかと思います。  

   

  ：検討させていただきます。 

 

  ●東５  

  ・先ほどの自治会に入るきっかけなんですが、私の班が１５件あって１/３が入っていない 

   高齢だからというよりも、最初から入らない。ピンポン押しても出てこない、隣近所誰も

知らない。そういう人はパンフレットもっていっても無理です。昔から入っている９０ぐ

らいの方は１人になっても自分の事は自分ですると免除申請をかたくなに断る人もいる。 

   両極端だと思う。せいわだいにゅ～すや事務局は有償でしている。理事は仕方ないとして

も自治会費回収も有償でやるなど考える。 

  ・自治会費７００万円のうち１割の７０万円を敬老に使っている考えるとおかしいでしょう。

柳に雪折れなしということわざがあります。波多野会長にお願いしたいことは今までのし

がらみは一回白紙にして再構築をお願いしたい。 

 

  ：波多野会長 

  ・三役の中でも今までの事は歴代の方が築き上げていただいたすばらしいものがあるのでそ

れはそれで置いといてその中で我々が改革できるものは改革していこうという動きはあり

ます。どれだけできるかわかりませんが貴重な意見として頂戴したいと思います。 

  ・自治会に入りたがらないのはこれではないかというのはありませんか？ 

 

  ●５－１  

   一番多いのが班長をやりたくないとか、お家にいても体調が悪いからこういうことはした

くないと仰る方が多い。 

 

  ●５－１  

   私のところは全員入っていらっしゃるんです。新しく３軒立ったのですが、そこは不動産

の方が声をかけられたそうで、全員すんなり入って下さったんです。ただ集金、（赤い羽根

募金、赤十字、たすけあい）一軒一軒「すみませんまた回ってきたんです。」となんで私た

ちが頭を下げて回らないといけないのかなと思うくらい、皆恐縮して回った来られますし、

あの集金がものすごいネックになっていると思います。だいたいご夫婦でいらっしゃると

ころは女の人が回っているんですね、奥さんも負担になるんです。あそこは回りたくない

と思うところもあるかもしれないし、だいたい班長をやって集金が一番いやって言われま
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す。内容をあまり知らないで自分たちが自治会のいい所をいただいていることを全然気づ

いていない方もいらっしゃると思うんです。納涼祭にしても、文化祭にしても楽しいこと

を一杯やっているのにそれが自治会の後ろ盾のもとやっている方がたくさんいらっしゃる

と思うので学校などでもそういうお話をしていただければいいなと思います。 

 

  ：大部副会長 

   役をするのが嫌だ、班長になるのが嫌だ、歳がいっている、若い人は子育が大変でかかわ

っていられない等個々に問題があると思うが三役の方で煮詰めて、もう少しいい解決方法

がなか検討していきたいと思います。 

 

  ●５－３ １ 

   自治会の会員の減少も大きい問題なんですけれども、ゴミ当番で５～６月に事務局の皆さ

んにお世話になりながら、ごみの置き場を皆さんで検討して決め、その過程の中で真剣に

語ったんです。ゴミ当番の班構成と今の自治会の班構成が一致していないことをもう少し

ご検討いただけたらと思います。 

   みんなで清和台コミュニティを支えているんだと知る機会になる。ゴミ当番は形がはっき

りしている。自治会の班は形がはっきりしていない。コミュニティの中で話をすればより

分かり易いだろう。班構成を考えてほしい。 

 

●澤田相談役 

 私もそう思う。４年ぐらい前に自治会員が減ってきたことによる班の構成がピンチになっ

てきたという事があり、もう一度班構成を見直さないといけない。つまり十何軒いるけど 

 自治会員が半分しかいないので班長がすぐ回ってくる。隣の班は結構たくさん入っておら

れるから一緒にしたりする中で、ごみのゴミ収集班と自治会の班が別々になっていること

が不便で本来なら背中合わせでなく、向かい合わせの人と同じようにすべきだという意見

が出る中で、どうですかと意見を聞いてもらったら、今更班を変えて違う人と同じ班にな

りたくないという人も多かったわけです。班をゴミにするとゴミ出すところが遠くなるの

で、ごみで作られた班の方が地域とのコミュニケーションとしては実際的なんだけど、も

ともとあった自治会にあった班構成がいびつな感じがする。それを訂正しようと思ったら

隣の人や知らない人と一緒になりたくないという人が多かった。いうのが現実です。 

 

☆ 災害時要援護者支援ネットワークについて            安藤福祉部会長 

災害時の安否確認協力委員登録の依頼 

☆ その他 

   避難訓練 

   消火器の使い方実習 



15 
 

平成３０年６月２４日 

             第４地区（西３・４・５ブロック）会議 議事録 

［第４自治会館］ 

開催時間  午後 ２時～４時 

 

＜議題＞ 

☆ 会長挨拶                           波多野自治会長 

 

 ☆  自主防災・災害時の対応につての説明                 中村相談役（自主防災会会長） 

 

☆ 地域見守りネットワークについて               

民生児童委員・協力委員 活動内容説明            千鳥民生・児童委員 

主任児童委員活動内容説明              武田南小学校区主任児童委員   

 

☆ 地区別ミーティング（地区の課題、自治会への要望などの意見交換）   芝副会長 

●西３ 

 社福のシール要らないという人がいた。玄関に張っても何十枚にもなるという意見があっ

た。 

●西３－２－A  

 赤十字の募金集めているのですが、自治会を通してなぜ半強制的に集めるのか、と抗議の

意味で今回は募金しないという方がいた。その方が班長の時に質問したらお答えいただけ

なかったという事です。お金集めするのが嫌だから自治会に入らないという方もいらっし

ゃいます。任意ですが５００円というのが腑に落ちないという事です。 

 

：波多野会長 

お年の方は回るのが難しい、いない時もある。寄付というのは任意でいただくことになっ

ている。回ることが出来なければ自治会に言ってもらえれば私が伺います 

任意なので寄付に同意できない方はしなくていいのです。 

 

●西３－２－A  

 そういう事を仰っているのではなく、なんで半強制的に集めないといけないのか、前回班

長していた時も出ました。ずっと出ていると思うのですが。 

 

：田坂副会長 

 班長さんをされた人にはアンケート調査を行っている。仕事の負担は何ですかの中で、自

治会費の方は義務なので仕方がないが、募金の集金を負担に感じておられる方は８０件ぐ

らいで多かった。自治会費から出してしまえという意見もあるが、募金は性格的にそうい

うものではないので、任意でするものおかしいのではないかという意見が多数ありました。 
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●西５－３－５６  

 新名神インターが出来て、川西篠山線を南に行くときは清和台を通らなければならない。

清和台をアピールする奇策が何かないか、春先の桜はもちろん、岩根山（反射板のついて

いる山）登ってみるとジオラマ的に清和台から新名神もよく見える。私有地だとは思いま

すが、ハイキングコースや登山コースとして整備していったら感動的になるのではないか

なと思うのですが。正月には妙見山からご来光が拝めるぐらい初日の出が見えるんです。

通過車両も多いので「住みよい街清和台」という横断幕など付けたら非常にアピールでき

ると思います。 

：田坂副会長 

 新しい視点が見られた。自治会としても清和台をアピールする部分でどういう風にしよう

かと考えていることはあります。ひとつとして、せいわだいにゅ～すを活用してどんどん 

 投稿欄にアピールする投書をしてもらえればいいのではないかと思います。 

 

：波多野会長 

これを機会に清和台はこういう街ですよとアピールする良いお考えだと思いますので、ご

意見を参考にさせていただきたい。 

   

  ●西４－３－B   

   募金の話ですけど、今班長で募金集めさせていただいて、それを負担には思っていないで

す。こういうことをさせていただく事が、機会を得れるという喜びはあります。強制とい

われますが、強制ではないのが当たり前なので、嫌ならしなければいいという事だと思い

ます。喜んでいる人も中にはいるんじゃないかと思います。 

 

  ：芝副会長 

   寄付は善意の塊なんです。進んでやっていただける方にはありがたいと思いますし、我々

のように歳をとってくるとお互いに助け合いするという感覚がこれから重要になってくる

んじゃないかなと思うんです。善意というのは嫌な方はしなくていいという事になるので 

   難しいと思います。高齢化の社会の中、善意の気持ちが勝ってほしいなというのが個人的

な考えですけどね。 

 

  ；波多野会長 

   社協の募金の場合募金していただいた場合の６０％が清和台にキックバックされます。そ

れが清和台のこれからの活動に役立っております。赤十字の場合は５％が戻ってくる利点

もあります。 

 

  ●２ブロック 

   集めに行くのは役になったら仕方ないと集めに行くんですが、募金を集めていて、気分悪

く断られることがある。４０年近く住み以前よりも集める回数が減り皆さん改良されてい
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ると思うんですけど。うちの班は年齢的に高齢になっていて、８０以上になったらとばし

ますよという感じでまわってくるのがすごく早いんです。毎回出るのだったら何か考えて

ほしいと思います。 

 

  ：波多野会長 

   高齢化になってきますと、今までやって行けてたものがやりきれなくなるという、清和台

だけじゃなくそうゆう問題抱えておりますので、我々で検討させていただきます。 

    

  ●西３－２－A   

   空き家住宅の植木の問題で、道路の方にせり出して、ご近所の方も空き家丸出しなので防

犯上も気になさってますし、地震の時なども木自体も道路の方へ倒れてくるんじゃないか

という心配もあります。虫、ダニ、蜂もご近所的には問題になっているんじゃないかと思

っているんです。近所の方も自治会や市の方へ言っていただいているみたいなのですが、

住民はそのままでどこに行かれたかもわからない。個人情報なので市の方ではお答えでき

ないと言われようなので、自治会の名前で、年に何回かは戻ってこられていると思います

ので、お手紙などで近所で迷惑しているので、次にかえってこられたら剪定をお願いした

いというような対処は出来ないかと思っています。 

：波多野会長 

  ・今清和台では空き家の問題が出てきています。先週住宅政策課の方が自治会に来られまし

た。空き家対策をしたい意向を伝えました。市からはこれから空き家は増えていくので自

治会の方でご協力お願いしたいと言われました。住民から依頼があったら自治会が見に行

きます。それを自治会かご本人が市に連絡して、ご住所がどこどこですと連絡をいただけ

ます。自治会なり個人の方がこういう問題がありますという手紙を出してほしいという事

でした。住民が出すと、隣の人こんなこと言ってるの、となるので自治会が中に入っても

らえませんかという事でした。返事がなかった場合は市が電話などをしますという事でし

た。そういうことがあったらまず自治会に行ってください。すぐ動きます。 

  ・資源回収事業についてのお願い 

  ●西３ 

   資源回収の件、沢山出る会社の段ボールを置く所を決めてもらえれば持ってきますが。 

：波多野会長 

   第２自治会館、第１自治会館の倉庫があるのでそういうところに置く所を作ることは出来

ます。 

 

  ☆ 災害時要援護者支援ネットワークについて          武内コミュニティ会長 

災害時の安否確認協力委員登録の依頼 

☆ その他 

     避難訓練 

     消火器の使い方実習 


