
回 覧 
２０２１年度 はるひ野町内会 

９月度 役員会 議題 
２０２１年９月４日 

 

(1) 会⾧からの連絡事項など    （会 ⾧ 杉 本） 

(2) 会計・まちなみ協定部会⾧の交代（※）  （会 ⾧ 杉 本） 

(3) ２０２１年度 町内会 会員数報告                 （副会⾧ 吉 田） 

(4) 各部会報告 

◆自主防災:自主防災かわら版                  （自主防災 野 島） 

◆環境美化:資源集団回収へのご協力御礼             （環境美化 梅 田） 

      資源・ごみ出しルール等 厳守のお願い 

◆広報部会:回覧板廃止に向けた状況報告（※）           （広報部会 門 間） 

(5) ２０２１年度の役員会および各部会の開催予定    （副会⾧ 水 野） 

(6) 出欠の確認（配布物の受領確認）（※）     （副会⾧ 水 野） 

（※）印の項目については、回覧資料はありません。 
 

 
★今月（９月）のお願い事項 

①資源集団回収のため、古新聞・古雑誌・段ボール・牛乳パック・古着等を提供してくだ
さい。第１・３・５回目の木曜日が回収日です。 
(回収資金は、町内会収入としてはるひ野の緑化に利用します) 

 
★町内会の主な行事（予定）（２０２１年９月～１０月）  

① １０月度役員会 
１０月２日（土）１７:３０～ 場所未定。後日連絡（オンライン開催併用） 

 

次回の役員会の準備作業担当ブロックは、２Ａ、３Ａ、４Ａ、５Ｅの各ブロック代表者の方々です。 
１６:３０集合、１７:１０解散です（オンラインの方）。ご協力お願いします。 



                                                      ２０２１年９月４日 

はるひ野町内会 

 

 

 

１） 当町内会の活動・・・全体では止めません。ただし、新型コロナ感染リスクの観点から、イベント単位の中止も判断 

２） 当町内会が開催している会議・・・中止・延期できる会議は、中止・延期 

①会議を開催する場合は原則「オンライン参加」とし、会議の終了は２０時まで 

②「オンライン参加」できない参加者は「対面参加」も可としますが、新型コロナ感染防止対策を十分に行って参加 

 

 

 

 

会費集金にご協力いただきましてありがとうございました。コロナ禍のため、今年度も次の対応をさせていただきました。 

１） みなさんの接触回数を減らすために、集金回数を２回→１回に変更 （集金額を１年分まとめて集金） 

２） 同様に「町内会口座へ会費を振り込む」形での集金方式を５～６月に実施 （今年度は２１２世帯が振り込み） 

 

 

 

 

１） 前回（８月）の役員会でご承認いただきました、はるひ野小中学校前の桜並木の「傷んでいる桜の植え替え」は、 

痛み度合いの悪い桜から植え替えます。 

２） 植え替えに活用する川崎市の補助金（町内会・自治会活動応援補助金、今年度急遽新設）は他の 

補助金対象（防災活動・安全安心なまちづくり・環境美化などの活動予定分）と一緒に申請します。 

< 町内会・自治会活動応援補助金について （川崎市ホームページ） > 

  https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130337.html      川崎市 町内会 補助金   検索  

  

 

 

 

１） 「プロボノ」とは、社会的・公共的な目的のために、仕事で培った経験やスキルを活かすボランティア活動のことです。 

２） 「川崎プロボノ部」は、地域貢献活動を行う団体（町内会・自治会、市民活動団体など）をサポートするボランティア 

活動部隊で、参加者の経験・スキルを活かして、団体の運営課題の解決を支援します。進め方は以下のとおりです。 

① プロボノ活動の参加者を募集 

② 運営課題（事務効率化ができない・ネットでの情報発信をしたいなど）を抱えた団体を募集 

③ 上記①と②をマッチングさせ、具体的で役立つ成果を提供 

今年度の説明会は終わっていますが、地域貢献したい方を９月３０日（木）まで募集しています。 

（当町内会会員で参加されている方もいます）  < 川崎プロボノ部 （川崎市ホームページ） >  

  https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130033.html          川崎プロボノ部    検索   

 

 

                                                          （※）当町内会内会議は省略 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

 

 

市議会議員と川崎市からの町内会活動支援などについて意見交換 

あさお区民まつり（２０２２年度：第４０回記念開催）プロジェクト委員会 

麻生区役所道路公園センター はるひ野小中学校前の桜並木改修について 

川崎プロボノ部２０２１説明会 参加 

万福寺町内会・マイシティ新ゆり町内会との意見交換 

柿生地区社会福祉協議会 役員会 

麻生区役所地域みまもり支援センター 「町内会ヒアリング」協力 

麻生区リニアトンネル説明会 （JR東海中央新幹線神奈川工事事務所主催） 参加 

 

 

３日（火） 

１０日（火） 

２０日（金） 

２１日（土） 

２４日（火） 

２５日（水） 

２５日（水） 

２５日（水） 

 

回  覧 

会長としての主要活動報告（８月） 

コロナ禍における当町内会活動方針・対応方針  【～１０月末】 

会長からの連絡事項など 

町内会費集金のお礼 

１ 

２ 

５ 

方針変更無し 

「川崎プロボノ部」のご紹介 ４ 

はるひ野小中学校前の桜並木整備 ＋ 川崎市の町内会活動補助金（新設）について ３ 

https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130337.html
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130033.html
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130033.html
https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000130337.html


  回 覧   

2021年9月4日 
 

はるひ野町内会 
 

2021年度 町内会 会員数報告 
 

2021年度町内会費の集金が無事に終わりました。みなさまにご協力をいただき、ありがと

うございました。現在の会員数を下記のとおりご報告いたします。 

 
■会員数（2021 年 8 月 31 日現在）                              
 

 
（補足） ・「口座振込数」のうち昨年度から実施している「会員が個別に振込む方法」を利用した

ケースは、持家会員で210会員、賃貸会員で2会員でした。 

それ以外は管理会社やオーナーからの一括振込分を会員数分計上しています。 

 

・商業施設や集合住宅など一括徴収先等に請求中のものが残っており、その分は 

「今年度入金見込み（B）」に計上しました。 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

会計 1/1 

 
 

会員分類 
 

集金済会員 
（A） 

 
今年度 
入金 

見込み 
 

（B） 

 
今年度 
合計 

 
 
 
 

       (A) ＋ (B) 
  

町内会 
口座振込数 

班長 
集金数 

１ 持家(戸建及び集合)住宅構成員 351  859  19  1,229  

２ 賃貸(戸建及び集合)住宅構成員 41  38  307  386  

３ 単身者用賃貸集合住宅構成員 0  4  364  368  

４ 企業・商店等構成員 6  0  17  23  

合 計 398  901 
 

707 
 

2,006 
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⾃主防災かわら版 ２０２１-３号① 

自宅避難を想定した準備・対策情報② 
 
 
本号では⾃宅避難を想定した準備・対策情報の備蓄について、ご案内しま
す。 
 

〜⽔と⾷料は最低でも３⽇間分、可能であれば７⽇間分の備蓄を〜 
 
■⽔の備蓄 

⽔は⼤⼈１⼈で1⽇約3ℓ必要とされています。家族の⼈数分を
掛け算した数が最低限の量になります。（4⼈家族の場合、1週間
で必要な量は約84ℓ） 

⽔も⾷料と同様にローリングストックを⾏うか、⻑期保存⽔（5
年・7年）を備蓄するのが良いでしょう。 
 
■⾷料の備蓄 

普段から⼝にする⽸詰やインスタント⾷品を多めに購⼊
し、普段⾷べながら防災⽤にも備蓄しておく「ローリングス
トック（回転備蓄）」も⾏っておくとよいでしょう。 

備蓄品の消費期限が近づいたら、災害を想定した疑似体験
（⾃宅キャンプ等）で使うのもよいでしょう。 

停電時の冷蔵庫内⾷品は、冷蔵⇒冷凍の順に消費してい
き、⾷品が腐ってしまい不衛⽣にならないようにすることが
⼤切です。 
  
■カセットコンロ・ガスボンベの準備 
  災害時には、電気やガスが⽌まる可能性があるので、カセットコンロとガスボンベも
備えておくと良いでしょう。 
  ⼤⼈１⼈で１週間に必要な量は、約６本とされています。定期的に使ったり、点検
などおこなうとよいでしょう。（使⽤期限の⽬安は、カセットボンベが約7年、カセット

回覧 
２０２１年９月４日 

はるひ野町内会 自主防災組織 
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コンロは約10年と⾔われています。） 
 
■簡易・携帯トイレの準備 

⽔を使わない簡易トイレの備蓄が必要です。取り付けが簡単
で、吸収が良く、臭いを抑えることが出来るものを選びましょ
う。（⽬安は1⼈１⽇5回として、35回分） 
 
■懐中電灯・ランタン・ヘッドライトの準備 
  電気やガスが⽌まって暗くなった際には、怪我をする危険があります。LEDランタ
ンや、⼿が塞がらないヘッドライトを⽤意するとよいでしょう。 
 
■その他 
上記以外にも、各家庭で必要なものを⽤意しておきましょう。 
 

調理器具 
簡易⾷器（紙⽫、スプーンなど）、アルミホイル、⾷品⽤ラップ、密
閉可能な⾷品保存のビニール袋など 

⽣活⽤品 
汚物処理袋、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、新聞紙、ビ
ニール袋、寝袋、⾐類、ドライシャンプー、救急医療品、電池、ロー
プ、ナイフなど 

その他 

⾞のガソリン満タンにしておく（不要不急な給油を避けることや、緊
急⾞両への優先給油への協⼒になる） 
ペットが⾏⽅不明にならないための対策（鑑札、迷⼦札、マイクロチ
ップなど） 

 
 
（参考） 川崎市 防災啓発広報紙 「備える。かわさき」  
 

https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000015861.html 
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⾃主防災かわら版 ２０２１-３号② 

あさお WEB 防災訓練を実施します 
 
 
１ 実施期間 

２０２１年９⽉４⽇（⼟）８時 から ９⽉１８⽇（⼟）２１時まで 

２ 実施概要 
区ホームページでの訓練・学習コンテンツの提供 
実施期間中は特設ページを設置し、災害のタイムラインに応じた防災啓発や 
震災時に役⽴つさまざまな情報を提供します。 
※ 実施期間終了後も、区ホームぺージでは引続き啓発・学習コンテンツを 

提供します。 
ＵＲＬ https://www.city.kawasaki.jp/asao/page/0000131751.html  
 
 

あさおＷＥＢ防災訓練コンテンツ⼀覧（予定） 
 

「初動」 
 

● 消防 
消防の紹介（動画） 
消⽕器の使い⽅（動画） 
消⽕ホースキットの使い⽅（動画） 
NET119（聴覚や発話に障害のある⽅向け緊急通報）（動画 資料） 

 

●警察 
110 番アプリシステム・ＦＡＸ110 
（番⾔語や聴覚に障害があり⾳声による110 番通報が困難な⽅のための通報⽅法）（資料） 
 

「避難所運営」 
 

● ⾦程中学校区避難所運営会議 
ゴミ袋で⾬ガッパ作り（資料） 

 

● ペットとぼうさい 
ペットといっしょの避難マニュアル （資料） 

 

● ⿇⽣区役所地域ケア推進課 
ちいきのちからシートで地域⼒分析（資料） 

 

● 虹ヶ丘３丁⽬団地⾃治会 阿部⽒ 
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防災紙芝居（動画） 
 

「避難所運営」つづき 
 

● ＮＴＴ東⽇本 
災害伝⾔ダイヤル１７１（資料） 
Web113（資料） 

 

● 上下⽔道局 
応急給⽔拠点（資料） 
内⽔ハザードマップ（資料） 

 

● 環境局多摩⽣活環境事業所 
災害時のごみのこと（資料） 

 

● まごころキッチンプロジェクト 
災害時のトイレの使い⽅（資料） 
 

「⾃宅避難」 
 

● 環境を考え⾏動する会 
災害時に役⽴つ段ボールコンポスト （動画） 

 

● アップ総合企画 
防災かまどベンチ（動画） 

 

● ⿊川⻘少年野外活動センター 
⽕起こし（動画） 

 

● 東京電⼒パワーグリッド 
東京電⼒の防災対策（資料 動画） 

 

● ⿇⽣区役所地域⽀援課 
防災⾷レシピ（資料） 

 

● ⿇⽣区役所危機管理担当 
わが家の防災ハンドブック（資料） 

 

● 東京ガス株式会社 
キッズ防災（資料と動画） 
こころとおうちに備えて安⼼ 防災レシピ 「⽇々のごはんともしものごはん」（資料） 
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⾃主防災かわら版 ２０２１-３号③ 

【予告】10/9(土)ミニ防災イベント 
 

地震体験車で震度７を体験しよう！！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⽇時：2021年１０⽉９⽇(⼟) 午前１０時から午後０時まで 
 

会場：まちかど広場（丸⼭こもれび公園・はるひ野⼩中学校横） 
 

参加⽅法：時間内に会場にお越しください。 
先着順で体験できます。（１回３分程度） 
事前検温し問題ないことを確認、マスク着⽤をお願いいたし
ます。 

家具や家電の固定は⼤丈夫だろうか？ 
⾝の安全を確保できるだろうか？ 

事前に体験すれば対策できる！ 



はるひ野町内会

  環境美化部会

資源集団回収へのご協力御礼

  日頃より町内会資源集団回収にご協力いただき、ありがとうございます。

　出していただくよう、ご協力をお願いいたします。
　紙資源（新聞・広告類、雑誌・書籍、ダンボール、牛乳パック）の分別や、
　古着・古布の資源回収への供出も引き続きご協力をお願いいたします。

　予算に充当しています。
　皆さまの引き続きのご協力をよろしくお願いいたします。

種類　　　月 計 計

新　聞 4,340 2,150 2,750 4,380 2,550 4,660 20,830 2,400 2,830 3,160 4,320 2,420 2,590 17,720

雑　誌 3,580 2,390 2,430 3,700 2,140 5,190 19,430 2,170 3,030 6,050 8,090 4,440 2,320 26,100

ダンボール 8,490 4,630 5,630 8,240 4,080 9,230 40,300 4,650 5,020 5,270 8,200 5,150 5,320 33,610

古着・古布 810 550 500 1,570 690 1,460 5,580 550 410 960 1,520 1,520 980 5,940

計 17,220 9,720 11,310 17,890 9,460 20,540 86,140 9,770 11,290 15,440 22,130 13,530 11,210 83,370 

2021年9月4日

　2021年上半期(1月～6月)実績がまとまりましたので報告いたします。
　この半期の回収量は、この数年続いている85ﾄﾝ前後の横ばいでした。

　資源物は『隔週木曜日(第１・３・５木曜）の町内会の資源集団回収』に

　なお、川崎市から町内会への奨励金(年間約50万円)は、環境緑化・美化

（2020年）下期 （回収量単位：Kg） （2021年）上期 （回収量単位：Kg）

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

古
紙
類

（一律３円/Kg） 市からの奨励金額(見込み) 258,420（円） 市からの奨励金額(見込み) 250,110（円）

環境美化　1／3
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はるひ野町内会

  環境美化部会

資源・ごみ出しルール等　厳守のお願い

　　割り当て場所がわからない場合は、住所を連絡ください。

☆ 資源・ごみの収集日を厳守してください。

☆ ごみは集積所の奥の方に積んでください。
　カラス・ネコが狙っています。

☆ ビンは袋に入れず、裸の状態で青いかごに入れてください。

2021年9月4日

　日頃より町内の環境美化にご協力を賜り、ありがとうございます。
　皆さまに資源・ごみ出しルールについて今一度ご確認いただきたく、
　お願いいたします。
　本回覧に主なものを挙げました。　詳細は、皆さまに配布してある
「資源物とごみの分け方・出し方」(約25ページの冊子)をご確認ください。
　冊子が手元に無い方はご連絡ください。

☆ 利用できる集積所の割り当ては決まっています。
　 当番制で清掃している集積所も多いので厳守願います。

資源集団回収品(新聞・雑誌・ダンボール・衣類古着・牛乳パック)以外の
市が回収する資源・ごみは、収集日の朝８時までに集積所に出してください。
　出せる日を守れない方は、ごみ集積所の使用を禁止とすることもあります。

☆ ペットボトルは必ず、カン・ビンは、できるかぎり
　キャップやラベルを除去してください。

☆ ビン回収専用の青いかごには、ペットボトルやカン、
　電池、小物金属を入れないでください。

☆ ふとん、毛布、じゅうたん、ぬいぐるみ、皮革製品は、
　資源集団回収の衣類・古着としては出せません。

　裁断して普通ごみで出すか、粗大ごみ受付センターに収集依頼してください。
　（収集依頼：TEL 044-930-5300、インターネット申し込みも可、有料）
　次ページに選別に関して記載があります。
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☆ ごみの減量、分別にご協力を！！

《生ごみは、極力、堆肥等に循環させましょう》

《紙類は、まずは資源、つぎにミックス、そのあと ごみ です》

① 資源集団回収：隔週木曜日（第１・３・５、朝８時までに自宅前道路脇に出す）

　（町内会からの委託業者（神商）が回収。川崎市から奨励金が出ます。）

回収対象物：新聞・折込広告類、雑誌・書籍類、ダンボール類、牛乳パック

新聞、雑誌、ダンボールは雨天でも回収します。

② ミックスペーパー（雑かみ）：毎週水曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

　ただし、汚れていたり、強い臭いの残る箱（石鹸、線香など）はごみです

　多少の金具がついている紙も出せます（ホチキス止め、ファイル、バインダー）

③ 普通ごみ：火、金曜日にごみ集積所に出す（市が収集）

　上記対象物以外の紙類。上記対象物でも、汚れている紙はすべてごみ扱いです。

《古着・古布類も普通ごみとせず、選別して資源で出しましょう》

（出せるもの）　

◎ 使用可能な、洗濯した衣類・布類に限ります。

（出せないもの）

×汚れが残っていたり　破れているもの全般

×ふとん、枕、じゅうたん類、マット、ぬいぐるみ、毛布、

（８時に雨が降っていない場合のみ回収します）

はがきより大きいサイズの紙で、新聞折込広告に類似した品質の１枚ものの定型紙は、
新聞・折込広告類で出せます。（チラシ、ダイレクトメール、印刷物など）
ホチキス止めや糊付けの冊子類は、雑誌・書籍類で出してください。　

ダンボールは普通ごみで出さず、面倒でもたたんで保管し、資源として出しましょう。

牛乳パックも出せます。すすいだ後、たたんで保管し、１０枚以上を一束ねで出します。

　菓子・ティッシュ箱、紙袋、封筒（窓付き含む）、写真、感熱紙、カーボン紙、
　切断紙、紙コップなど

　　※ビニール袋に入れて出さない！！　紙袋・紙箱に入れる、紙で包む等にする

新聞・雑誌・ダンボールなどと同じく、資源集団回収対象物です。
半透明ビニール袋に入れ、口を縛って、自宅前道路脇に出してください。

Ｔシャツ、Ｙシャツ、上着類、下着類、ジーンズ、スラックス、着物、
タオル、バスタオル、シーツ、ネクタイ、ハンカチ、スカーフ、
靴下（左右揃い）、つば付帽子（布製）、カーテン

会社名入り制服・制帽、皮革製品(コート、手袋等）

その後に雨が予想されるときは、雨が入らないようにしてください。
少しでも濡れていると回収できず、再度、出し直すことになります。

天気が怪しい場合は、次回に回すようにしてください。
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2021年9月4日

２０２１年度 役員会および各部会の開催予定

定例会議・定例運営
９月 １０月

役員会 （会長・副会長・会計・
部会長・自主防災組織本部
長/副本部長・ブロック代表者
が参加）
※ 必要に応じて班長を招集する
場合あり

役）９/４（土） １７：３０～
オンライン/事務所

役）１０/２（土） １７：３０～
オンライン/場所未定。後日連絡

運営会議 （会長・副会長・会
計・部会長・自主防災組織本
部長/副本部長が参加）
三役会 （会長・副会長・会計
が参加）

回覧印刷：９/２(木) 午前
三）９/２５（土) １６：００～
運）９/２５（土) １８：００～
回覧印刷：９/３０(木) 午前

三）１０/３０（土) １６：００～
運）１０/３０（土) １８：００～

環境美化部会 ９/４(土) 町内一斉清掃⇒中止 １０/３（日） ９：００～１０：００
事務所orオンライン

環境緑化部会 ９/２６（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

１０/３１（日） １０：３０～１１：３０
事務所orオンライン

交通部会 ９/１９(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

１０/１７(日) １７:００～１８:００
事務所orオンライン

防犯部会 ９/１２(日)１４：００～１５：００
　事務所orオンライン

１０/１０（日）１４：００～１５：００
　事務所orオンライン

広報部会 ９/１２（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

１０/１０（日）　１６：００～１７：３０
事務所orオンライン

イベント部会 ９/１９（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

１０/１７（日） １０：００～１２：００
事務所orオンライン

まちなみ協定部会 ９/１１（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

１０/９（土）　１５：００～１６：３０
事務所orオンライン

自主防災組織 ９/１１(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

１０/９(土) ９：００～１０：００
　事務所orオンライン

回覧


