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◇学校n運|の道路交通標識こ避反車両対応について◇ 下清水町自治‐会長 穂積
岡1地区交通安1全会副会長 奥村

正

浩

:岡地区総合防災訓練を終えて

:私たちの活動 一ネッ ト「フーク委員会一

:今年度の育成部の活動

文教地区である岡地区には、岡小学1交をはじめ二

中 。薦水西高・桜が丘高校が立地 してお り、そこに

学ぶ児童・生徒の皆さんの通学時の安全を確保する

ための道路交通標識 (以下単に標識 と記載 します )

が周辺の道路に設置されてお ります。

皆さんは、上の写真のような標識を目にし́たこと

があると思います。このキ織 について、標識の意味、

下清水町内における現状 (遵守状況
`ヒ 課題 )、 その

対応 (:対策案と実施予定)を以下に記載します。
1 標識の意味

この標識が設置されている道路の区間は、土曜・

日曜・休目を除く朝の 7時～8時の間、歩行者専用
r)道路となうことを示します〔 (「軽童画を除く」と

おりますので、軽車両は通行可能ですしまた、設置

さオ1,た道路の治繰の住民で、生活ヒ′ていく上で (例

えば通勤こ4'ため)、 指定された時間帯に自動車等の

車1再にて通行する場合は、警察署発行の許可証が必

要となりますぃ)

2 現状 (遵守状況と課題)

下清水町内の市道 (F清水 5号線 。6号緑)を例に、

その現状を記載 します。 (右の地図を参照)

清水警察署の方で、 7～ 8時の時間帯で2日 間現

地実態調査を実施していただいたところ、20%程度

が規市1区域内居住の住民以外の外部車 (規制違反の

取締対象車)であることが半J明 しました。これら外

部車は、桜ヶ丘病院入口交差′仁 (1日 記念塔交差点)

での信号待 1)を 回避する目的で、当該道路を通行す

るものです。

本来、児童 。生徒′)S、時の安全確保を目的とし

て当該道路にかけ|)れた歩行者専用道路規制が、一

部のかない外部車により守られていない現状は、安
全 L問題です。特に、当該道路は一方通行ではあり

ません¢)で、東 )西方向進行の車と西→東方向進行
の車がすれ違 う場合には、歩行者は道路端に追いや

られ、安全を脅かされることになります。

3 対応 (対策案と実施予定)

平成 28年 11月 、市道下清水町 5号線につき、登

校時 _71児童・生徒の安全確保のため、清水警察署長

宛ての「要望書」を、下清水町自治会長 と岡地区交

通安全会長連名にて提出しました。そオしを受けて、

清水警察署交通課にて左記の現地実態調査を実施

し、 2つの提案がなされまし́た。

0 現状の規制は廃 ll‐ し、東→西 (ま たは西‐東)

の一方通行とする[

2 現状の規制は廃上 し、東端 (又は西端)から)の

右折・左折禁」iと する。

上記提案を下清水町自治会内で検討tた結果、以

下の内容にて方向付けされ、平成 29年 3月 に改めて、

下記内容の最終「要望書Jを清水警察署長宛てに提

出し/ま し́た。
,市道下漬△町 5号線については、現料犬の 7へ 8́時
における車両交通規制 (ォ舞載穿訂調)を廃上し、菫 皿
/1N                    を設

定していただきたいこと。

これに伴い可能となる路側帯への外側線引き 。歩

行者朝 帯の設定を検討 していただきたいこと。
・I璽塾聾塾s     E皇 主三塑整l夏全二

=1におけ登墓両交通規制 (歩行者専用)を廃止してい

ただきたいことc

この要望については、最終的に平成 31年 3月 、

清水警察署から県警への中請後、新年度早々にはII

事完了の予定です。

各自治会に於かれましては、かかる要望は実施ま

で足樹1ナ 3年程かかることをご承知ください。

[1]下清水町 5号線→現状の 7～ 8時規制を廃止 し、

西 (岡 小学校側)か ら東への「一方通行」とする。

[2]下清水町 6号線→現状の 7～ 8時規制を廃止する。

岡地区自主防災会会長 堀谷 一世

お りますこ特に 「避難所の運営・実態について J

を主題 とした実体験の講座、学術的な地震 。津波

等 々につtヽ ての1方 災講座となつてお りま―
l~.誰 で

1,参 ウロできます。是非出席 ヒ́て防災についての知

識を深めていただきたいと思っています.

皆様方に於かれま tン ては、被災時プ)「 自助 |1共

助」を念頭に置いて、
「自分 。自分の家族は自分

で守るJそれから隣近所の助け合しヽに廻ることを

しつかり覚えておいてください。

「災害は、忘才したころにやってくるJこれから、

地震・津波・洪水等ダ,災害は、時・所を選ばず降

りんヽかってくる t)の と′己、してお くことが大切で

す=皆で助け合って同地区を災害の少ない街にし

ていきたいと思います。皆様のご協力をよろ t/く

お願いします。

◇爾地区籍含鮪綴訓練を経えて◇

今年度 も例年通 り 12月 2日 (日 )に、岡地区

総合防災訓練を行いま tノ た.当 日は晴天の もと、

2,000名 を超え_る 参加者があ りま した。特に小 。

中・高校生の生徒が昨年 より多 く、500名 以上の

参加があ り、主催者 とし/て大変喜ば しい結果 とな

りまし′た。

防災訓1練 3年計画の 2年 日とい う副1練の中、「ロ

ープ結索謝1練 J「 チェーンソー取扱訂1練」等の新

しい訂|1練 を取 り入れて行いま した。また、「避難

所体験訓練 |も 前巨|,よ り拡充 して参カロ者に体験 し

て 1)ら お うと、防災女性の会・婦人部・保健委員 。

消防第人分田他多数の方にご協力いただき、有効

な副|1練ができた と思つています
=

防災訓練 とは別に、桜が丘高校・岡生涯学習交

流館共催による地域防災講座が隔月で開催 され′て

堂々の 3位 II昨 年の雪辱なる il

平成 30年度 第 35回 岡まつ りの開催

学校周辺の交通道路標識と違反車両対応について

担架を使 つての搬送訓練
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粉末消火器による消火副1練
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◇ 私 た ち の 活 動 ◇  岡地区社会福祉協議会ネ ットワーク推進委員会 委員長 狩野 綾子

「少子高齢化社会1と 言われて久 しく、この言葉

を聞かない日はあり,Iせん。
「ネットワーク推進委員会1は、同地区社会福色L

協議会に所属する団体の一つです.Ⅵ或3年に発足

し、各町内から参カロした 16名 の委員が活動し′てい

ます。

平成 26年から時代に則し、く住夕 1貫れた同地区

で安心 tノ て暮らし続けることが出来る事>を 目的

に、「高齢者見守り声かけ7舌動Jを女台めました。

活動内容として、『高齢者居場所活動・亀ちゃん

クラブ (月 1回 )』 を 4カ所の公園 (下清水公蹂|。

大沢公園・西高広場 “月見」公園)を使い、ちミ́ L生

出摘けヽる機会作りを l´ ています.

『高齢者片キリパ トロール活動 (胃 1百 二十二、ヒ

ンクのベストを着た会員が田1内 を:llitt t_~丁 、電寺 i〕

れる安`さ感の械設 と、住民同十ちヽお :il:ヽ 1 l il守 |サ 合

う:事の大切さを再認識 してt,「,iよ il二 してい ti
また啓発活動として、F見守 |'声抒 :す ■■

=:=二
を各田

]‐内に11場 litし まヽすが、今年十i喜 .111二 げを,(11

1′ い内容にリニ・ュ‐一アルしました.

Fネ ットワーク通信』は年 2回発行し、新役員紹rl・

今年度の活動計画・1年の活動報告等を各町内に回

覧板で廻していまづ
~.

『講演会 (負■1日 )』 は、昨年の.包
括支援センター

講師の、て
｀
プロが教え́る私の老い1支度>に弓|き続き、

◇今 筆 購 の 育 成 部 の 活 爾Ю 岡地区青少年育成推進委員会育成部長 長1奇 健二

に、1大変楽しかった,またや′,て下さい]げ
'声

を頂

きまヒ′た。
「子どもグランドゴレレフ大会|は育成音ろとして,今

illlが初めてのi子事だつたので,連合自治会やシエアク

ラブの皆さんにも協力を頂きましたこ

今年は同まfDり で『高i綸者疑似刷 をべうりました.‐

参加者に装具を'付 |'~〔 実際に高齢者体験を し́て 1)ら

い、く
=者

後i主 体 t心 主)不安でいつはい、だけど人生

100年 |二
「向:テ て今から備え_る事 >を学びました。

イ)`麦 tJ、 三ロキ:tを理l解 >し ~ご

、 <:不 1女 :>よ りt)ま

ずく準備 1・ を Lて、`:弩 力■とみ/レなのく助 |り
‐
合い

>~〔、同地 :三・f吉■者●策i二取 り糸巳んでいきたいと

思tヽます
_

今哺■の同地区青少年育成謝
'で

は,行事内容におい

て、例年と異なることが 2つありました )

その 1つは間まつりの 子ども広場」を岡/1戦の

芝生グラウンド
~ご :Fつ

たこと
~0す

、イベントの内容 t)

新しいことを取リヌ材l′ました |ス ライ′、作り]ですJ

子どもたちにとつてはなじみのあるもの
~●

り
~が

、スタ

ップの大人は知らない方がいま l_´ 7■ そのため,T妻前

に育成委員の方たちを,対象に講習をして、スライムを

作って頂きまし/ 洗濯糊に色のついたホウサ水を入

れて混ぜるσアです
~が

、 日まりにくかつた1り , 容量許んヽら

こ|ご したりと、なかなか大変でした。当日はイ乍り方を

改善 lン て、子‐どもたた,I政甫114Fイ ベントとなりました。

2つめは、これまでの 1焼き芋大会」を変更して

「予どもグラrシ ンドゴルフ「大会1をイ
j]ヽ

まヽした。事前

の呼び力ヽ すが |^分でなかつたためか、7夢〕E者は親千合

オXtlて 40名 ほどでした。

参力
「 責は全員にミスター ドーナツを、 1_へ 3位の子

どもには賞ぷIがありま tン た(,初めてグラウンドゴ,し́フ

◇堂々の3位入賞 fr昨年の雪辱なる rr◇ 同地区体育会会長 遠藤 正

―浄自―溌 1)f蝿 ぅ`真っ青な空に向けて紅自の王を

一斉に投げ、第 16巨],青水区民体育大会の競技が 10月

8 El(月 ・ネDIコ台よりました(,本年、地区運動会は

)ミに恵■オ溺'大会は中止となり、大会出場選手集め

も前日まで確定しませんでした.充分な練習 t)出来な

い中、 2番目のクロッケーリレーが断 トツの速さで ]

位を獲得っ選手|「練 習日には毎回参加し́、/い―ルの確:

認、競技の向上に励んできた総 ミを見せました。この

勢いは続く親子ボー羽蹴り、球運びり
'´

―に引き継が

オ1ノ 2位、 1位と1高得11を重ね今年ニモ優勝と期待さ11

ましたが、その:後得煮力`イ中
‐
lNず総合 4有1に留 1ミ っ〔しヽ

まlン たo l■位は有度、駒越、デi水で、特に有度1主 1位

乃`5、 2口)｀2と

':二

1到自〈ノ貧litさ α也をリーードしており、

3位の,青水とは6点″)開 きがありましスL ヒンかし、岡

地区は/1ごデ仁りL´―から始:ミ る後1■ 5種日は得意種目

で,|!転,jり1待さオ1,ま し́た(.その,慰いに選手1)1小五、 1

位と大■聯 llしました.しかし_日立1)強 く、その■

|■ 3ソ1l L´力#ま :♪ず、残り3千重目に揖
"ヽ

ってきましブ
=〕

●サ
~が

、こ、1に来て地区大会が中|卜 となった影響が|11

Cき ましたc満 |こな書逮が出1ざi¬童前σ)わすかな裁 |■

では Lイ lyチ 一ヽJ、 には勝■it、 3イ立//1馬 1菫モリ6+:差 七rt

り、漱 のヽイI若鵠111'レ ーーを111■ 二|_ili t豪 |二 li l位

1()月 2111(「

"、

第 1351百]IIlよ つ́りが同′卜̀
事

1交に

てう月催さオl主 した.‐ 4メ l‐i■ 1火 1≠計t′げ:球邑ごt_べ'す い気候

の中、多くの方 に々ご来場いただきまl_´た.

メイン会場の体青館では、部会紹:介の展示等が並び、

たくさんの尋J易こう`見守ろ叫■、ステージで111数多くの

プニJグ ラノ、が披露 :き

'し

まヒたっゆうかリバンドやJl中

ブラスパンド演奏、キッズダンスなど、子供達t、およ

つりに華を添えてくれました.

中iをでは、初出店となるモンマルシェさえガ)ツリ'缶

ま辟亀
恒例の八分団・木遣 り会のまといと木遣 りの披露

◇平成 30年度 纂 35回同参つらiの鶴催◇ 広報委員会担当婦人部委員

が絶キli条件で、場1係Rの駒越が最下位υ)条件.諦め感が

有る中、 レー●■20代男子‐が ]位でスター ト[´ 、2

走にバトン、り(声援 711経席前での 3走には 2 inリ ー

ド
~O｀

トン渡 し.あとの選手t)全力を出し/差は更 |、二開

き、:余裕のゴー́′Lも 手:元″)集言11ま 4‐ 位入賞であと一1歩

と諦めた時、正式集計が出て、3位人賞。駒越は昨年

の|:司同様ファウルをし、失格となっていました。ラッ

キーな事ですが、これ t)実力。選手、役員、「織 が|二

位一体となり頑張った結果、3位のフゞ洋iカ ップ'を
岡地

区|二持ち帰り、美酒を飲みなが ,)1来年の倒勝を誓い合

いこミヒデL´
「r===:■ ・`・ 1■ 1. :   j                   .        '                     ‐ ■   .

やスーiアの試食、体育会ヴ普
~ヽ

き、数多くの力 吉が並

び、大変:班1わいit´ た.

芝生グラウン ドでのイメ`ミン トラリーでIIt、 たくさん

の■報 達が轍 覧|■やアラフーフ、女子きな色
｀
ごのスライ

メj、 作りを体験し、終 F後に1)ら え̂るよ:,買し1カ 1券
~ご

クジ

引きなど楽し/レでいまし́た(ラ

岡まつり開催にあたり、各役員の皆様、13疲オ
′し様で

した.

3位入賞のカップと賞状な手 1こ記念撮影

岡まつりにおける『高齢者疑似体験』の様子

岡小芝生グランドで行われた岡まつり『子ども広場」
月見町・小泉ら、みさんによるマジックショー

一-  2  -一
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