
 

 

 

 
 

  

 

 

新入学児童１５名に 
入学祝金と祝品を届けました。 

 

４月初旬、各地区担当役員がそれぞれ担当地区の新入学児童の

家庭を訪問し、恵み野西町内会慶祝金の規定による入学祝金と祝

い品の電子メモボードを届けました。 

コロナ禍の中でも、子供らしく、明るく楽しく学校生活を過ご

せるよう願っています。 

  

「春の交通安全運動街頭指導」 

及び「防犯パトロール」実施      

・ ４月の防犯パトロールは７日(水)・ 8 日(木)の 2 日間、そ

れぞれ 14 時と 14 時 30 分に岡田病院前を出発、町内を巡回し

ました。 

・4 月 6 日(火)から 15 日(木）までの『令和３年春の全国交通

安全運動』の実施に合わせて、岡田医院前と恵み野交番前の

交差点２か所で通学児童に対する３０分程の「街頭指導」を

行ないました。 

今回は主に１・２丁目の区長班長の協力で実施。朝 7 時 30

分からのまだ肌寒い中で「おはようございます」「行ってらっ

しゃい」の声を掛けながらの見守りと指導、ありがとうござ

いました。                《環境防犯部》 
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恵み野西むつみ会 
明るく楽しい仲間づくりを目指しております。  

 《５月の行事予定》 

11 日(火) 観桜会(催事例会)⇒通常例会に変更  

11 日(火) 森林公園ふれあい交流会(しいたけ収穫体験) 

30 日(土) 恵庭市ゴミゼロの日健康ウォーキング 

(恵み野公園野球場駐車場集合) 

※中止＝23 日(日)豊栄神社 のど自慢大会・27 日(木)第２例会 

＝パークゴルフ愛好会＝ 

6 日(木)・21 日(金) 恵庭中央パークゴルフ場 

 

 西むつみ会会長 沖野 菊二     



民生児童委員と町内会四役が合同会議を開催 
 昨年はコロナ禍のため中止された民生児童委員と町内会四役合同会議でしたが、４月２

０日西町内会館において、感染防止対策を徹底して、民生児

童委員４名、町内会四役５名と防災部長の計１０名の参加で

開催しました。 

 会議では、今年度の組織体制や新年度事業の方向性、町内

会事業として新たに取り組む「避難行動要支援者対策」、さら

に事業内容を強化している防災事業について等、予定時間を

超過し、１時間３０分程熱心な議論が交わされました。 

以下は合同会議後の事業の具体策を紹介します。 

  

〇避難行動要支援者対策 
「避難行動要支援者名簿」については上記合同会議において、

民生児童委員と町内会が連携し支援することで合意されましたの

で、会議後の２４日・２５日で、丁目毎に今後の日程等について

調整会議を開催しました。 

 「避難行動要支援者名簿」は災害時自力では避難行動に不安の

ある方々の意向で恵庭市に登録されたもので、その中で町内会等への名

簿情報の提供に同意された方々の名簿を受領しています。 

 名簿に登録された個人に対し、地区担当民生児童委員及び町内会役員

２名の計３名を支援者として決定し、支援者の氏名・住所・連絡先・顔

写真を記載した支援者カードを作成し名簿登録者宅へお届けします。お

届けする時期は新型コロナウイルス感染状況も見ながら、５月中旬以降

を予定しています。 

 先ずは町内会としてこの事業に取り組み始めた事を皆さんにお知らせ

をしたく、ご挨拶の意味も含めて支援者カードを配布します。これを契機にお互いの人間

関係が築かれるよう努めますので、担当者が訪問の際には宜しくお願いいたします。 

 

〇防災マップの全戸配布                   《防災部》 
防災マップの全戸配布については、会員の方から文章ではなく地図的な物の配布要望が

ありました。 

防災部では早速検討を始め、過日町内の現地踏査も踏まえて作成し、本誌「５月ふれあ

い通信」に添付して全戸配布しています。 

 今回防災マップを作成するにあたり配慮した事項として、一時避難所や収容避難所の考

え方の整理と、特に災害時に必要となるデータをどのようにコンパクトに掲載するかでし

た。防災マップは各ご家庭で壁に貼るなどして災害時に備えてください。 

今後も必要に応じて情報更新する予定です。ご意見がありましたらお寄せください。 

 

〇非常用発電機の稼働訓練を再開                《防災部》 
 「備えあれば患いなし」と言われますが、長時間の停電は私たちの生活にも大きな影響

があります。胆振東部地震発生時には防災無線が機能せず、収容避難所の開設情報を町内

会の非常用発電機を稼働させ、パソコン・印刷機で緊急回覧

を作成した実績があり、町内会役員で年に何度かの発電機稼

働訓練も行っていました。 

昨年はコロナ禍で訓練の中止が続いていましたが、４月１

６日、参加者１８名で１時間にわたり、久しぶりの稼働訓練

を実施しました。 

今月は無線機の通信訓練を予定しています。 



2021 年 5 月 1 日  

 

恵み野を花と緑で美しい街にしましょう！ 
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道で 34 年振り 2 回目の開催！ 

2022 年全国都市緑化北海道フェアー 

恵庭で開催決定！ 
 

 

 

 

 

 

37 年の歴史がある都市緑化フェアは、日本最大の花と緑の祭典です。北海道では 1986

年に札幌の百合が原公園で開催されて以来、今回が 2 回目の開催となります。  

過去、全国で 39 回のうち、殆どが人口 50 万人以上の政令指定都市で開催されていて、

恵庭規模の都市での開催は初めての事です。「花の街」としての活動や実績が認められた

ことにより、実現しました。このフェアを恵庭・恵み野に住むみんなで成功させましょう！  

 

 

美しい恵み野花の街づくり推進協議会（恵み野花協事務局）36－4549（内倉）  

5 月 14 日 恵み野中学校千人植え（環状通り） 

5月初旬 中央公園アジサイロードの穴掘り 

小・中学校合同アジサイ（アナベル植え） 

10 月初旬 恵み野中央公園 アジサイ刈 

 

恵み野花協って何？ 

会長―武藤光一 
 

恵み野花協の正式名称は「美しい恵み野

花の街づくり推進協議会」といいます。 

文字通り「恵み野を美しい花で一杯にし

よう」という熱い想いから、恵み野東、

西、南、北、４町内会、小・中学校、専

門学校、商店会、駅など 14 団体が集う

協議会です。その歴史は 1996 年 4 月

14 日の発足以来、今年で 25 年を迎え

ます。     

ハイテクアリーナ前花壇整備  

初回 5 月 23 日(日)7：00～雨天 30 日  

第１第３木曜日（8：30～9：30）   

恵み野キレイ隊  

除草ボランティア随時募集中！  

綺麗なまちは気持ちが良いね  

 

開催日時 2022 年 6 月 24 日～7 月 25 日 

本会場 はなふる 

サブ会場 恵み野会場、えこりん村会場 
 



《５月の行事予定》  

【注】  (環)→環境防犯部 (防)→防災部 (厚)→厚生文化部 

例年５月迄には、「西町内会主要活動予定」を各世帯に配布していましたが、４月下旬

に４都府県に緊急事態宣言が発令されるなど、新型コロナウイルスは未だ終息には至らず、

町内会の活動にも熟考が必要です。そこで、「西町内会主要活動予定」は、今後のワクチ

ン接種や恵庭市・北海道・全国の感染拡大状況を注視し、実施の可否について検討し、決

定してからの配布となります。ご了承ください。  

※４月末日時点での延期・中止決定事業 

延期の事業＝親睦交流会  

中止の事業＝恵望園ボランティア・ふれあい昼食会・第１回パークゴルフ大会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行  事  名 日   時 備   考 

春の公共施設清掃(環) 9 日(日)7：00～  

防犯パトロール(環) 12 日(水)・13 日(木)  

トランシーバー習熟訓練

(防) 
14 日(金)17：30～ 西町内会館 

資源回収(厚) 23 日(日) 町内全域 

町内会館花壇整備(環)  30 日(日)9：00～ ※町内会役員、会館使用サークルからボランティア  

◇◇◇編集後記◇◇◇ 
先月２６日、恵庭市でも６５歳以上の

方を対象に、新型コロナウイルスワクチ

ン接種の予約受付が開始しましたね。す

ぐに予約枠が埋まってしまったようです

が、今月下旬には次回の予約開始を予定

しているそうです。今回予約できなかっ

た方もご安心を！ワクチン接種券は大切

に保管しておいて下さいね。 

希望するすべての市民に 

一日も早くワクチンが行き 

渡りますように☆  （遠） 

―お知らせー 
・４月の正副部長会議に於いて、訃報の通知

について議題に上がりました。従来は同一区

以外の世帯の訃報は回覧での通知でしたが、

留守の家があれば通知が遅れます。「知人の訃

報の回覧が回ってきたのが葬儀終了後であっ

た」という事例があり、回覧の回し方など色々

な方面から検討しましたが、全区での各戸配

布に変更することが可決されました。区長さ

んのお仕事になりますが、よろしくお願いい

たします。 

・道が感染防止行動の普及啓発のため作成し

た「新型コロナウイルス感染症体験集」を恵

み野西町内会ホームページに掲載しました。 

３月資源回収売上報告   《厚生文化部》 

3 月 28 日実施 

※５月の回収日は２３日です。  

品　　名 単価 金　　額

新　　聞 6,490 ㎏ 5 32,450

雑　　誌 1,330 ㎏ 3 3,990

段ボール 1,910 ㎏ 4 7,640

雑　　紙 600 ㎏

牛乳パック 130 ㎏ 5 650

び　　ん 56 本 3 168

アルミ缶 80 ㎏ 30 2,400

古　　着 150 ㎏ 1 150

4,744

¥52,192

回収量

合　　計

別途(市奨励金対象）

消費税

緊急時見守り対応 連絡先  

担当丁目  担当役員  民生委員  

１丁目  吉田 37－0356 山口 36－4661 

２・３丁目  武藤 36－6607 松谷 36－7883 

４丁目  

齊藤 36－4726 

岩崎 29－4476 

５丁目  
佐野 37－0701 

(6 丁目 5・6 区も) 

６丁目  渡井 36－4292 
三谷 47－9010 

 (1～4 区のみ) 

※個人情報取扱方針を遵守します。  

緊急を要すると感じた時はご連絡下さい。  

 


