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２面 回覧板のマナーについて 

３面 みどり号通信 

４面 緑のわ～わ～広場 

 

 

緑が丘の人口と世帯数 
2022/11/1現在（名張市ホームページより） 

人  口 2,285    (前年比   +9) 
(東 754・中 810・西 721) 

世帯数   968    (前年比  +19) 
 

年末大掃除 (緑が丘自治会３施設)   
 
日 時 １２月１８日 (日) ８時３０分～ 

１１時３０分  

場 所 ひだまり・集会所・消防会館   

施設利用者と自治会役員を中心に 

年末大掃除を実施します。 

蔵持地区一斉環境美化活動への       

参加協力のお願い 

日  時  １２月１８日 (日) ８時３０分～１１時３０分 

場  所  Ｓ字カーブ・小学生通学路・夏秋橋から武道館 

いきいきまでの道路沿い。 

参加条件 どなたでも希望の場所に参加ください。 

みんなで緑が丘を美しい町にしましょう。 

東 ・ 西 区 長 選 挙 の お 知 ら せ   

 
区長選出のスケジュールが決まりましたので報告致します。 
 

（１） １２月１７日（土）～ 選挙管理委員会の設置及び選挙管理委員 

  （現区長・班長・相談役）の選出 

（２）  １月 ６日（水）～ 投票用紙の各戸配布 

（３）  １月２１日（土）   投票締め切り      

（４）  １月２２日（日）   開票作業   

（５）  １月２２日（日）   区長承諾要請     

選挙の案内兼投票用紙と封筒を月当番（西区では組長）が自治会員の全戸に漏れなく配布しますので、皆様は

配布された投票用紙に区の候補者の氏名を記入し、封筒に入れて密封し投票締め切り日までに月当番（西区で

は組長）に提出をお願いします。 
 

私たちの緑が丘を守り運営してくださる次期区長を、皆で選び支持していきましょう。 

安否確認訓練の実施報告（１１月１９日） 
 

今年も緑が丘の中学生にも防災訓練に参加してもらい安否確認を手伝って

もらいました。緑が丘を２０エリアに分け、１エリアを２～４名で担当してもらいまし

た。 中学生参加人数は５５名でした。結果として、タオルの総数６３５枚で、総

戸数８５９で、タオルの掲示率は７４％でした。 

 その後参加いただいた中学生に緑が丘自治会の歴史、電話・PC・携帯での

安否確認の方法を説明しました。またハザードマップを配布し、水害について

は西区の名張川沿い及び東区の里地域隣接地では土砂崩れに注意が必要な

事、地震については江戸末期に伊賀地震が発生したことを解説しました。合わ

せて緑が丘から他地域に出る 5か所に防犯カメラが完成したことを話しました。 

避難所運営訓練ゲーム(HUG)の実施（１１月１９日） 
 
名張市総合防災訓練の日、蔵持小学校体育館において、四日市大学の鬼頭教授

の指導により避難所運営訓練ゲームが蔵持地区役員を対象に開催されました。 

５人のグループに別れ、学校の避難所に訪れた避難民を受け入れるゲームで、高

齢者、障害者、妊婦、ペット連れ、病人など様々な事情をかかえた方を体育館のどの

位置に寝泊まりさせるか、炊き出しや簡易トイレの場所決め等、実践さながらでした。 

 実際、誰が避難民を受け入れるかとなると地域の役員しかなく、いつ起きるか分から

ない大地震による家屋崩壊、豪雨による洪水に備え、早急に避難所運営体制づくりが

必要であると痛感しました。 

 

この家族は

無事です！ 
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１０月８日(土)午前８時３０分に自治会役員およびボラン
ティアの皆さんに消防会館に集合して頂きました。 

参加者は役員等３１名、ボランティアおよび民生委員２名
の３３名でした。集合時には体温測定を行うとともに出欠確
認シートに記録をし、コロナ対策を徹底いたしました。 

２号・４号公園、ひだまり周辺、各区のゴミスポット回り
の草刈りおよび清掃を実施しました。草刈り出合い奉仕清掃
実施後は、各所見違えるほど奇麗になりました。有難うござ
いました。 

これからも緑が丘の環境を美しく守るため皆さまのご協力
をお願い致します。 

草刈り出合い奉仕作業(清掃および草刈り)実施！ 

 年末年始 帰省者等の臨時駐車場の案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 収入 支出 差額 

当初予算 9,790 9,790 0 

９月末実績 5,107 4,736 371 

年度末予想 9,512 9,512 0 

 

回覧板は毎月第 1週にまちづくり委員会

の回覧と合わせて回しています。 

それ以外は自治会が必要としたときに

回しています。 
 
回覧板は区長➡班長➡月当番(⇒西区で

は組長)から各家庭に回っていきます。 
 
回覧板のマナー 

 
①日付をいれる 

②手渡しが原則です 

※ポストに入れると 

雨で濡れるおそれが 

あります。 

③最後の方はお手数ですが必ず班長(西区

では組長)に戻して下さい。 

※留守で数日会えない家がある時は班

長に戻してもらってもかまいません。 
 

回覧板は『緑が丘ホームページ』でも見る

ことができます。 

URL：midorigaoka3106.com  
 
または「緑が丘」と検索すれば緑が丘ホー

ムページが出てきます。 

 

新型コロナウィルス変異株の拡大により夏祭りも子ども
たちへのお菓子の配布のみとなりました。 
 一方、緑が丘の防犯体制充実の観点から懸案事項の集会
所・農園・光輝建設傍に防犯カメラの設置を行いましたので、
令和４年度中間期までの支出は概ね予算通りの結果となり
ました。 
 また、年度末決算についても、支出予定の行事を中止せざ
るを得ない状況にあり収支とも予算の範囲で推移する見込
みです。 

単位：千円 

●令和４年度上期会計報告と年度末の予想について● 

回覧板のマナーにつてのお願い 
路上駐車を無くすために下記の日程で臨時駐車場を開設

します。ご協力をお願いします。 

○期間 １２月２４(土)～１月１０日(火) 

○場所 ゲートボール場・おまつり広場    

○条件 Ａ４程度の用紙に 

・運転者名 

・電話番号または携帯番号 

・滞在先のお名前、番地、駐車期間 

を明記してフロントガラスの内側に置いてください。 

 

自治会では、安心と安全、明るく清潔な住みよいまちづ
くりの一環として、有志の皆様の協力を得て空き地草刈事
業を実施しています。 
 

 

 

今年度の空き地土地所有者との契約は前期
２８件、後期２５件で作業後に土地所有者に
写真入の報告ハガキを送付しました。 
自治会では今後も空き地草刈事業を継続し

ていきます。 
緑が丘にお住いの皆様さまも自宅周辺清掃

や路上ごみの収集を心がけて頂き、ともに緑
が丘の美化維持を促進していきましょう。 

 令和４年度空き地草刈り事業報告 
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ナッキー 号車内 に 「バス の絵 」「 バスの川 柳」展 示  

名張市都市計画室では８月、バスなど公共交通機関に乗って出かけたり、地域全体のバスへの関心を深め

るため、「バスの絵」と「バスの川柳」を募集していました。その応募作品が公共交通の利用促進につなげ

るため、市内循環コミュニティバス「ナッキー号」の車内に展示されています。 

展示されている「バスの絵」は、市内の小学生以下を対象に募集した作品１４枚。 

「バスの川柳」は、市内在住または通勤・通学している人の作３３句。 

「川柳」には緑が丘在住の方が４句応募し、掲示されていました。 

▽「コミュバスに 乗るか歩くか 膝に聞く」 

▽「赤とんぼ 紛れ込んでる バスの窓」 

▽「自治会の 役員決める バスの中」 

▽「コミュバスで SDGｓ 実践す」 

作者のペンネーム(号)は「かめ仙人」さんでした。 

 

「バスの乗り方教室」が１０月２５日、３年振りに開催され 

ました。授業を受けたのは蔵持小学校２年生２５人。日頃バス 

に乗る機会の少ない子どもたちに、教室での学習や、実際のバ 

ス車両を使って乗車マナーや乗り降りの仕方、運賃の支払い方 

法などを知ってもらって、バスに親しみ、家族と一緒の利用機 

会を増やせればよいとの願いがあります。 

 初めに中部運輸局による「マナーをまもってバスに乗ってみよう」の学習

が、映像とテキストで解説されました。「行先表示はどこにあるのか」「現金

と ICカードによる運賃の支払い方」「降りるときは降車ボタン」「降り口では

左右をよく見て」等、児童との問答形式で説明されました。 

 外に出て、三重交通担当職員の解説で、バスの乗車を体験。改めて乗車マ

ナーを確認し、低床のノンステップバスで車いすの乗り降りを見学しました。

そして現金組と IC カード組に分かれてバスに乗車し、三重交通伊賀営業所

に向かいました。営業所に到着すると、児童の乗ったバスがそのまま大型ブ

ラシで洗車され、児童らは歓声を上げて喜んでいました。整備工場ではむき 

出しのエンジンを前にして、バスが大切に整備されているのを学びました。 

その後、バス停「蔵持小学校前駅」で降りると 

終了証書、バスのペーパークラフト、ノート、 

ファイルなどの記念品が手渡されて「バスの乗 

り方教室」は終りました。「面白かった。ぼくら 

が乗っているのにバス洗うし…」子どもたちの 

生き生きした目が印象的でした。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度 令和４年度 増減 売上高 乗車率 便数 

4月 300人 208人 −92人 24,960円 2.6％ 80便 

5月 269人 204人 −65人 24,480円 2.7％ 78便 

6月 336人 225人 −111人 27,000円 2.6％ 88便 

7月 304人 266人 −38人 27,360円 3.3％ 80便 

8月 282人 228人 −54人 22,200円 2.6％ 88便 

9月 238人 257人 19人 25,920円 3.2％ 80便 

10月 271人 188人 −83人 22,560円 2.4％ 80便 

合計 2,000人 1,576人 −360人 174,480円 2.8％ 574便 

 

…  利 用 状 況 ・ 対 策  …  

９月の利用者が昨年に比べ増加

し、コロナが落ち着き、そろそろ動

き始めたかな？と思ったのも束の

間、１０月は利用者の１車平均が

2.8 人に戻ってしまいました。１人

１台の車を所有している時代で

す。免許証を返納した老人のみの

利用と考えるとそんなものかな？

と考え込んでしまいます。 

直 近 の 利 用 者 状 況  

 

主催：蔵持地区まちづくり委員会 
共催：緑が丘コミュニティバス運営協議会 
協賛：公益社団法人三重県バス協会 
   三重交通株式会社伊賀営業所 

国土交通省中部運輸局三重運輸支局 
名張市都市計画室 

「バスの 乗り方 教室 」開 催 し ま し た  

 

 

この展示は１２月２８日 

までです。 

機会があればナッキ

ー号にご乗車を！ 

みどり号通信 １２月号  
みんなのお出掛け定期便 

行きも帰りも「みどり号」 

 
車いす用 
ステップ 

 整備中 

 わ～！ 

 

 洗車中 
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定例役員会報告（概要） 

★１０月度 定例役員会（１０月１５日開催） 

① 赤い羽根共同募金 126,000円の支出、及び令和 4年度 

会計中間決算報告の承認 

② 名張市総合防災訓練(11/19)の手順確認(広報、安否確認、 

備蓄品リスト、等) 

③ 空地草刈事業の来年度委託料値上げ(19,000円➡20,000円)の承認 

④ 蔵持地区まちづくり委員会の報告、各部・各班報告 

 

★１１月度 定例役員会（１１月１９日開催） 

① 歳末助け合い募金 35,000円の支出承認 

② 年末大掃除及び蔵持地区一斉環境美化のお願い、分担について 

③ 年末帰省者の駐車について(回覧) 

④ 令和５・６年度の東・西区長の選出について 

⑤ 防災訓練の反省、安全部 AED訓練等 

⑥ 蔵持地区まちづくり委員会及び各部各班長報告 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１１月２６日(土)にスマートフォンで災害対策のイベントを 

１１名の参加で開催しました。災害時には、安否確認が大事と 

いうことで、みんなで災害用伝言板を使って安否の登録と確認 

の仕方を体験しました。他にはスマホの機能の懐中電灯の出し 

方や基本的な操作方法を学びました。ご参加頂いた皆さんあり 

がとうございました！ 

▲▼▲『編集後記』▲▼▲ 
夜のテレビ番組で俳句の時間がある。毒舌

で有名な下町の玉三郎が俳句を詠み、夏井先

生からポンポンとダメだしを受け、へこむ姿

が面白くて毎回見てしまう。 

そこで、見ているばかりでは能がないの

で、小生も俳句を詠んで見た。 

“霧の香に 急ぐおぼろげ 信号機“  

みなさんの反応がよければ、応募しようか

な！ 

 (中谷) 

１０月２３日（日）名張近鉄ガスさんで

料理教室を開催いたしました。 

７名の方にご参加いただき、鮭の竜田揚

げ黒酢麹だれ、きのこの炊き込みご飯、具

だくさんけんちん汁、抹茶プリンを作りま

した。栄養満点！みなさんでおいしくいた

だきました。 

福祉健康部 

＜スマートフォンで災害に備えよう＞ 安全部 

＜健康料理教室＞ 

緑が丘住宅地において、使用済みマスクのポイ

捨てが増えています。 

一度使用したマスクは、ウイルスを含めた微生物などが

付着しています。 

そのため、使用済みマスクがそのまま捨てられると、ごみ

の収集を行う清掃事業者やポイ捨てごみを回収する人など

がウイルスに感染してしまうリスクがあり危険です。 

感染拡大を予防するためにも、マスクのポイ捨ては、絶対

におやめください。 

マスクの 
ポイ捨ては 
おやめください 

 

 

新入会員の紹介 
東２班 浅野さん 

西１班 池田さん 

よろしくお願いいたします。 

東１班 藤岡 奏志ちゃん 

    笹本 茉央ちゃん 

    花岡 音燈ちゃん 

中１班 藤森 夕瑠ちゃん 

西１班 鳩 穂乃心ちゃん 


