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ニューノーマル時代の地域活動に向けて

１．事前の参加者への体調確認
・体調不良の方には、自宅待機を促す。

２．咳エチケットの徹底とマスクの着用
・活動や会話をする際、人との距離が十分に確保できない場合は、参加者にマスクの着用を促す。
・マスクがない場合、ティッシュやハンカチで口や鼻を覆う。咳やくしゃみをする際は、袖で口・鼻を覆う。

３．体温計やサーモグラフィー等での、体調確認可能な体制の整備

４．手指消毒、手洗いの徹底
・活動前、活動中、活動後等、こまめに手指消毒や手洗いをする。
・不特定多数が触れる場所（ドアノブ、机、椅子等）はこまめに消毒する。

５．人が密集することがないような空間づくり
・飛沫感染防止のため、利用者間の適切な距離を確保する。

６．密接の回避
・会話の際、可能な限り対面を避ける。
・やむを得ず対面で会話する場合、十分な距離の確保とマスクの着用を徹底する。

７．定期的な換気の実施
・密閉空間の回避のため、1 回あたり数分間程度の換気を毎時複数回行うようにする。
・窓がない場合、入り口を開けたままにするなど、可能な限りの密閉回避に努める。

８．利用者数の制限、動線の確保
・参加者の間隔を確保し、密集を回避する。
・密接回避のため、会場内での参加者の移動の流れを一方向に管理する。

９．参加者の把握
・参加者の氏名、連絡先等の把握に努め、万が一、感染者が確認された場合、濃厚接触の可能性がある参加者

を迅速に把握できるようにする。

　国の緊急事態宣言の解除及び東京都の施設への休業要請解除を受け、各自治会におかれては、地
域活動を徐々に再開されているところだと思います。
　自治会活動は、会員の皆さんの自主性により行われていますが、今後も、会議やイベント等の開
催については慎重にご検討いただき、感染拡大防止にご留意いただければ幸いです。
　コロナ禍の収束は未だ見えてきませんが、地域における「共助」の担い手として、一体となり「ウ
イズコロナ時代」を乗り切りましょう！

【自治会向け】 新型コロナウイルス感染症拡大防止への取組み

感染防止に向けた基本的事項
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１．会議（総会、役員会等）

・従来よりも、開催時間の短縮、広めの会場での開催を検討する。

・参加者の間隔を確保し、密集を回避する。

・参集形式でない会議の開催（書面、Zoom 等のオンライン）を検討する。

・受付や入口等に消毒液を用意し、参加者に手指消毒の徹底を促す。

・参加者にマスク着用の徹底を促す。可能であれば、マスクを持参しなかった方用に

マスクを準備する。

・非接触型の体温計等を用意し、熱がある方、体調が悪い方には参加を控えてもらう。

・3 密回避に配慮して座席を配置する。

・定期的な換気を行い、可能な限り 2 方向の窓やドアを開ける。

２．会費の集金、回覧板

・年間で複数回実施している場合は、回数を減らすことを検討する。

・感染状況によって、時期の延期を検討する。

・訪問時は、マスクの着用と、手短に済ませることを心掛ける。

・訪問前、訪問後の手洗いを徹底する。

３．屋外活動（清掃、防犯パトロール、見守り等）

・実施時間の分散等、1 回の参加人数を減らすようにする。

・複数人で同時に行う作業の際は、マスクや手袋の着用、会話を控えること等を徹底する。

・作業等にあたっては、出来るだけ離れて行う。

・作業前、作業後は手洗い等で手指消毒を徹底する。必要に応じ、使用した道具の消毒を行う。

４．イベント（お祭り、防災訓練等）

・感染リスクの高いプログラムについては、イベントの内容変更を検討する。

・時間帯、住所等で入場時間を分けて、参加者が密集しないよう注意する。

・参加者へマスクの着用を促す。

・入口等に消毒液を用意し、手指消毒をしてもらう。併せて検温も実施する。

・ 炊き出し等で飲食物を提供する場合、調理スタッフには事前の手指消毒、

　ゴム手袋やマスクの着用を徹底する。密集回避のため、調理済み商品の活用も検討する。

・ブース等の販売口にはビニールカーテンを設置する等、飛沫防止対策に努める。

・ダンスやカラオケ等、3 密になりやすいプログラムは控える。

【自治会向け】 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組み

活動別の注意点 ・感染対策

　個別の自治会活動の中での感染対策や注意点です。下記はあくまでも

一例ですが、地域活動における 1つの指針としてご活用ください。

東京都稲城市矢野口 3292 番地　電話 042（377）0055
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自治会へ！自治会へ！
よよ うう ここ そそ

上平尾ひなた自治会
（平尾）

　上平尾ひなた自治会は、稲城上平尾
土地区画整理事業で新たに開発された
分譲地の住民を対象とした、会員数約
250 戸の小規模な自治会です。
　2015 年の発足で、現在 6 年目と
比較的新しい自治会かと思います。
2019 年度は、分譲・入居も終了し自
治会の規模も予定した規模に到達しま

平尾自治会
（平尾）

　平尾自治会は、1385 世帯、18 地区、
115 班で構成され、活動を展開して
おります。
　毎年 2 月には研修旅行を開催し、
役員、理事、関係者を含めて親睦を図
り、活動がスムーズに行えるようチー
ムワークの向上に努めております。
　しかし、最近では、新型コロナウイ
ルスの影響により、自治会で一番大切
な、人と人のつながり、ふれあい、皆
で集まり親睦を深めるなどの活動を、
残念ながら中止にせざるを得ません。
早く新型コロナウイルスが収束し元の
状態に戻れることを切に願います。ま
た、新しい自治会活動の形も検討して
いかなければならないのでしょう。

　そんな中、タイミング良く自治会の
仲間で奈良、京都に行くことが出来ま
した。

　奈良公園、清水寺、三十三間堂など
を訪れましたが、千体の千手観音は圧
巻でした。
　皆で力を合わせ、新年度の活動をス
タートしようとした時、まさか、新型
コロナウイルスの影響がこんなに拡大
するとは思いませんでした。この状況
に負けること無く、皆さんと共に力を
合わせ、この危機を乗り越えていきま
しょう。

した。
　当自治会の特色としては、比較的子
育て世代が多く、本年度はコロナ禍の
影響で中止としましたが、毎年自治会
として餅つきイベントやハロウィーン
パレードなど子供を対象としたイベン
トを開催しており、今後も継続して会
員の交流を図っていく予定です。
　近くの小田良トンネルが開通し、
スーパーを含めた商業施設が開業する
など、交通や買い物の便もよくなりま

した。
　反面、交通量増加による交通事故の
可能性も増加するなどしておりますの
で、信号の設置などを行政に要望する
などの活動も行っております。
　このように歴史的には浅い自治会で
すが、周辺の他自治会と連携を取りな
がら、防災や安全など、住みやすい環
境を整えていくことを課題と考え活動
していきたいと考えておりますので、
よろしくお願いします。

※上平尾ひなた自治会は、自治会連合会へは未加入ですが、新しい街づくり地域の自治会の紹介として、今回ご寄稿いただきました。

当自治会地域の街並み 活動の拠点となる自治会館 小田良トンネル

みどり豊かで閑静な住宅街にあるケアハウス・デイサービス

ハーモニー松葉

運営：社会福祉法人 博愛会
　　　稲城市矢野口 1806　電話 042-370-8160

みどり豊かで閑静な住宅街にあるケアハウス・デイサービス

Facebook で季節の行事やイベント
など日々を様子を発信しています。
Facebook で季節の行事やイベント
など日々を様子を発信しています。

稲城三十六景

イラストと写真、エッセイで
稲城の名所をめぐる…

石崎幸治著
発行：㈱インターメディアリー
　　　 稲城市矢野口 3750-135  Tel. 042-379-9782

好評発売中
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　稲城市が進めているメカニックデザ
イナー大河原邦男プロジェクトの一環
として、いなぎ発信基地ペアテラス前
の公園「いなぎペアパーク」に、アニ
メ「装甲騎兵ボトムズ」に登場するロ
ボット「スコープドッグ」のモニュメ
ントが設置されました。
　「装甲騎兵ボトムズ」は、リアルロ
ボット路線をきわめた作品で、戦士と
して宿命づけられた男女の人間模様も
描かれており、1983 年のテレビ放映
以来、多くの方に愛され続けています。
今回設置されたモニュメントは、高さ
約４ｍの等身大で、令和元年度の東京
都補助制度「アニメ等コンテンツを活
用した誘客促進事業」を活用して制作
されました。
　去る 3 月 15 日に行われたモニュメ
ント除幕式には、大河原邦男氏とアニ
メ作品監督の高橋良輔氏、高橋市長な
どが出席しました。（© サンライズ）

　市内街路灯の LED 化工事が、去る
6 月 30 日に完了しました。これによ
り、防犯灯を含む市内道路照明がすべ
て LED 照明となりました！
　LED 照明に交換することで、光源
の寿命が非常に長くなるため、安定し
た光源を提供することが出来るととも
に、維持管理コストの減少に繋がるこ
とが期待されます。また、消費電力
についても、蛍光灯に比べて約 5 割、
水銀灯やナトリウム灯などに比べる
と約 7 割抑制されることが想定され、
電気料金の節減や CO2 排出量の削減
効果が期待されます。
　不点灯などの不具合を発見された際
は、プレートに記載の連絡先までお知
らせください。

　令和 2 年度稲城市自治会連合会総
会（書面議決）にて役員が改選され、
佐久間会長（若葉台ワルツの杜団地自
治会長）、榎本副会長（坂浜自治会長）、
白井副会長（平尾自治会長）、藤井会
計（大丸自治会長）という体制となり
ました。
　どうぞよろしくお願いします。

　稲城市みどりクラブ連合会では、
概ね 60 歳以上の方を対象に、みど
りクラブの会員を募集しています。
　各クラブでは、軽スポーツ活動（グ
ラウンドゴルフ等）、趣味活動（カ
ラオケ、手芸等）、友愛活動など、様々
な活動に取り組んでいます。
　既存クラブへの会員参加のほか、
新しくクラブを創設することも可能
です。
＜問合せ＞稲城市役所高齢福祉課

℡ 042-378-2111

藤井会計

みどりクラブの会員を
募集しています

自治会連合会の
役員を紹介します！！

市内道路照明灯の
LED 化工事が完了！

「装甲騎兵ボトムズ」
等身大モニュメントが
設置されました！

佐久間会長 榎本副会長

白井副会長

カレースタンプラリー 2020稲城を
めぐる

市内 21のお店でカレーを食べて 賞品をゲット！

2020 年 11 月 21 日㈯～ 2021 年 1 月 31 日㈰ 開催！
公式ガイドブックを 11 月 8 日より「いなぎ発信基地ペアテラス」はじめ市内公共施設、参加飲食店等で配布します。


