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※個人電話番号は削除しています           まめど電子版はこちらから 

PDF版                 令和3年8月14日 

町会だより 『まめど』        ８月号 

大豆戸町内会  ☎ （718）6558 fax（718）6548     発行責任者：大豆戸町内会   

        住所 港北区菊名七丁目８－８        会 長 𠮷田  亙 

                              副会長 福崎 克代 

                               〃  田口  司 

                               〃  牧野 竜一 

 

新型コロナウイルスの感染拡大の中、地震災害や台風被害と 

いった災害が重なった時の避難は変化を迫られています。 

命を守る事と同時に、感染のリスクをどう抑えるかも 

考えなければなりません。 

○命を守る分散避難  

避難所に多くの人が逃げ込んだ場合、感染リスクは高まります。 

政府や自治体が呼び掛けを強めているのが、親戚や友人の家など 

に逃げる「分散避難」です。風水害や土砂災害の時には自宅が安全な場所にある場合、２階に上が

る垂直避難や一時的に車内で過ごす車中泊、ホテルなどの宿泊施設で過ごすことも分散避難に当

たります。災害が起きそうな場合、どこに逃げるのか、親戚や友人、近所の人たちと事前に話し合っ

ておくことが、これまで以上に命を守るためにとても重要になります。 

〇分散避難の定着に必要なことは 
「早めの避難」の徹底です。道路状況が悪化してからでは移動できなくなる。時間の経過とともに避

難の選択肢は減る。「まだ大丈夫だろう」という楽観視は危険です。周囲の被災状況によっては、た

めらわずに最寄りの避難所に逃げ込むことも必要です。 

〇災害備蓄品を見直そう マスクや消毒液多めに 
避難時に持ち出す物も見直しましょう。食料や水などに加え、感染症予防 

のためマスクやアルコール消毒液、体温計を用意しましょう。自治体は、 

そうした感染防止のための物資の備蓄を進めていますが、不足する 

可能性があります。マスクは少なくとも１日１枚以上使う想定で、複数枚は 

持参してください。マスクや消毒液の品薄は解消されてきましたが、 

用意できない場合、マスクは手拭いやハンカチ、消毒液はウエット 

ティッシュで代用ができます。 

〇避難所に着いたら まず検温、周りの人に配慮を 
地域拠点の避難所に着いたら、まず体温を測ってください。多くの人が集まる避難所に感染症を持

ち込まないためです。その後も定期的に検温し、発熱やせき、強いだるさなどがある場合は無理を

せず、すぐに担当者に伝えましょう。 避難所では「３密」を避けるよう心掛けたいですが、スペースを

考えるととても難しいです。定期的に窓を開けて換気したり、他人と距離を取りましょう。食事中の会

災害の多様化に対し避難方法も再確認！ 

 

 

https://pixta.jp/illustration/64039133
https://pixta.jp/illustration/16129182
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話も控え、飛沫（ひまつ）感染を防ぐため、対面にならないように座ることや、段ボールなどの間仕切り

を使うなど周囲の人に感染させないという意識が大切です。  

体育館で雑魚寝するケースもあります。飛沫が床に残っている 

可能性もあるので、床を消毒液で拭いたり、段ボールベッドなどで 

床からの距離を確保して寝ることも有効になります。小まめな 

手洗いやうがい、せきエチケットを徹底し、スイッチやドアノブ、 

手すりなど多くの人が触れる部分は定期的に消毒しましょう。 

コロナ禍での避難では、避難者がこれまで以上に他人の行動に 

敏感になったり、疲れやストレスを感じたりする可能性があります。 

発災直後など緊迫した状況では難しい場合もありますが、感染防止策を行うことは避難者の安心感

につながります。大切なのはお互いを思いやる心です。『お互いさま』の精神で助け合う気持ちを持

ちたいものです。 

１ 令和 3年度 秋の全国交通安全運動について（市交通安全対策協議会および交通安全部より） 
「横断歩道止まって確認 お先にどうぞ！」をスローガンに 

令和３年度「秋の全国交通安全運動」が実施されます。 

① 実施期間 令和 3年 9月 21日（火）～30日（木） 

交通事故死ゼロを目指す日 9月 30日（木） 

② 運動の重点 

○子供と高齢者を始めとする歩行者の安全確保 

〇夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転の向上 

○自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底  

○飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶 

２ 自転車損害賠償責任保険等への加入義務化について（神奈川県警・交通安全部より） 
平成 31年 4月 1日に「神奈川県自転車の安全で適正な利用の 

促進に関する条例」が施行されました。自転車損害賠償責任 

保険等の加入義務化についてご協力をお願いいたします。 

〇賠償事例 賠償額9,521万円 自転車に乗った小学生が 

歩行者と衝突し、歩行者は後遺障害で寝たきりに。 

小学生の保護者に損害賠償が命じられた。 

この条例は、被害者の補償および加害者の生活を守るためのものです。 

自転車専用の保険 任意保険の特約 ＴＳマーク付帯保険 

自転車の事故に特化した、 

自転車専用の保険。 

損害保険は原則 1年更新の 

ため、保険切れには注意が必要

です。 

自動車保険、火災保険、 

各種共済などの任意保険の 

「個人賠償特約」の保険。 

保険契約内容を確認して見る

ことが大切です。 

自転車安全整備士が点検し 

た自転車に付帯する保険。 

有効期間は点検日から 1年 

間です。有効期間が切れる 

前に再点検しましょう。 

〇問合せ 交通安全部 部長 東 輝雄  

 

３ 日赤共同募金の報告について（民生部より） 
日本赤十字共同募金にご協力いただきありがとうございました。合計 411,850円 

の募金が集まり港北区日赤募金事務局へ寄付金を振り込みました。6ページの 

共同募金組別集計表でご報告申し上げます。皆様ご協力ありがとうございました。 

〇問合せ 民生部 部長 蜂谷 隆   
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４ 資源集団回収の奨励金について（環境事業推進部より） 
町内会員の皆様に毎月ご協力をお願いしている資源集団回収の 

6月の奨励金は、53,460円でした。入金された貴重な収入は、 

町内会のために使用させていただきます。 

今後も皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

〇問合せ 環境事業推進部 部長 椎橋トヨ子 

 

５ 新型コロナウイルス感染症の影響で中止とする事業のお知らせ（町内会より） 

・大豆戸町内会盆踊り大会-中止 

・表谷町内会盆踊り-中止 

・新横浜町内会盆踊り-中止  

・菊名北町町内会盆踊り-中止 

・篠原八幡神社まつり-中止  

・菊名神社まつり-中止  

・大豆戸八杉神社まつり-中止 

・健民祭-中止 

・敬老の集い-中止  

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

６ 消費生活情報 よこはまくらしナビ “月次相談リポート” 

～トイレの詰まりの修理で高額請求～ 
トイレが詰まったのでネット広告を見て修理を依頼したら、便器を交換することになり、高額な代金を

請求された！ 

●事業者を呼ぶ際、出張や見積にかかる料金の有無を確認しましょう。 

●修理が必要な場合、作業内容や料金を確認し、納得できないときは、その場で契約しないように

しましょう。 

●止水栓をしめて応急処置、詰まりはラバーカップを使うと直ることも。 

  試してみましょう。 

◎消費生活相談 電話窓口：☎845-6666 

平日９：00～18：00、土曜・日曜９：00～16：45 

◎ホームページ http://www.yokohama-consumer.or.jp/ 

注意家族や友人・知人、に相談するなど、慎重に対応をしてください。 

 

７ 大豆戸町内会館の運営・利用について（町内会より） 

〇会館運営について 

町内会館は、１０時～１３時まで役員が交代で管理をしています。 

ご用のある方は、その時間内に会館へお越しください。 

（水曜日・祝日休館）なお、会館が留守の時には留守番電話があります。 

留守電にメッセージを残していただければ役員に転送されるように 

なっています。早めに対応させていただきます。 

 

 

 

 
 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvcogUZLVTBT8Ari2U3uV7/SIG=12uceuphk/EXP=1404482964/**http:/gogon.net/sozaiya_gogon/wp-content/uploads/2011/08/i11-64a-c400.png
http://www.yokohama-consumer.or.jp/
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JuNG.0I9dTFjQA90WU3uV7/SIG=13g2cb780/EXP=1406694708/**https:/www.post.japanpost.jp/life/amusement/downloads/illustrations/picnic/images/i0040.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RCL5tjhKNXFFsAVUGU3uV7/SIG=11qvb78nc/EXP=1470420451/**http:/www.illustkanban.com/3-5y-3.gif
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1593536911/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaXJhc3V0b3lhLmNvbS8yMDEzLzA3L2Jsb2ctcG9zdF8yNDE4Lmh0bWw-/RS=%5eADBzz7TsUNJC8eGT.r529F9OVEadlc-;_ylt=A2RimVMOIPpeqRkAIQ2U3uV7
https://pixta.jp/illustration/65808779


4 

 

〇会館利用・申込について（令和 3年 9月 30日まで申し込み休止中） 

会館利用ご希望の方は、１ヶ月前までに利用申込書（会館に用意）に必要事項をご記入の上、 

町内会へ提出をお願いいたします。後日、管理者が決定しましたら町内会より使用可否をご連絡 

させていただきます。（町内会の行事・会議・事業部の使用が優先とします） 

新型コロナ対策として、9 月 30 日までは利用中止となりますが、利用可能になって以後も３密を避

け、ソーシャルディスタンス（一人 4 ㎡）を維持するため一時的に利用人数を下記の通りとさせていた

だく予定です。 

利用時間 原則 2時間まで 

利用料金 1階：500円 2階：1,000円 3階：500円 

利用人数 1階（40㎡）10名以下  2階（80㎡）20名以下  3階（50㎡）10名以下 

名簿の提出 会館利用者全員の住所・氏名・年齢・連絡先を記帳・提出して頂きます。 

（注意：利用規則により政治活動・宗教活動・営利目的の使用は禁止となります） 

 

８ 組長さんへ 9月の常会について（町内会より） 

新型コロナ対策として9月の常会も中止とさせていただきます。 

回覧資料配布は  9月 11日（土）          13時～19時 

9月 12日（日）13日（月） 10時～15時 

上記の間でご都合の良い時間に会館へお越しください。なお、10月の常会につきましては「まめど」

9月号でお知らせします。     

 〇問合せ 大豆戸町内会 副会長  福崎克代  

                    〃   田口  司  

                    〃   牧野竜一  

９ ご不幸のおしらせ（町内会より） 

   ※個人情報を含むため、電子版では掲載を割愛しています。 

 

 

 

 
 

１０ 町内会員さんより質疑の回答（町内会より） 

令和 2年度の定期総会（書面開催）にて会員さんより質問をいただき、回答を「まめど」6月号紙面

に掲載させていただきました。その後さらに詳細な質問をいただきましたので、5 ページにて改めて

回答をさせていただきます。 

新型コロナ禍のまん延防止措置あるいは8月2日に発令されました緊急事態宣言下、町内会活動

も制約される中、会員さんのために一生懸命に活動をしております。 

これからも安心で安全な街の環境がつづきますよう役員一同つとめてまいります。 

どうか皆さま引き続きのご理解とお力添えをよろしくお願いいたします。 

大豆戸町内会 役員一同 
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令和２年度総会に関する 40-1組会員さんからのご質問への回答 

 

Q１：【書面評決について】会員総数が4,136名に対して委任状出席3,351名、欠席785名で欠

席が約20％ですが、これをどう思われますか？議決について賛成3,303名、反対48名です。こ

の数字は40-1組の世帯数と同じ数と思われ、そうならば個人の数と世帯数を混同しているので

訂正が必要でしょう。 

A１：総会欠席者の割合については一般的にも一定数の欠席はあることですが、より少なくなるよ

う努力してまいります。反対意見については総会の後に40-1組の総意でなく個人様の意見だと

いうことが判明しましたので、反対は48世帯ではなく１世帯2名ということで訂正させていただき

ました。（まめど便り7月号に記載） 

 

Q2：【掲示板修理について】有志の方と現地確認しましたが、3基は修理でなく新規のものとの交

換です。残り9基については修理・補修で継続使用可能と見受けられました。 

A2：掲ご指摘の通り3基は新設でしたので今後新設と修理の区別がわかるように変更します。ご

確認いただきありがとうございます。そのほかの掲示板修理・新設については天災の大型化も考

慮しながら順次対応していきます。 

 

Q3：【ゴミ集積場整備の件】場所は中央通り坂下側の集積場所とありますが、よくわかりません。

具体的に場所を示してください。 

A3：当該箇所の住所は大豆戸町1096番地です。（坂下セブンイレブンから大豆戸中央通りを菊

名方面に数十メートルほど進んだ先の右側です） 

 

Q4：【防犯灯修理の件】防犯灯のLED化は賛成です。大豆戸小学校の表門側で大豆戸公園入

り口のポールの防犯灯、港北スポーツセンター横の通り、両側のポールの防犯灯。防犯部で以

前に確認していますので、LEDに交換願います。 

A4：予算化できたものから順次対応中です。 

 

Q5：【事業部連絡費の件】回答の内容を見ますと、殆ど会議費に当たります。令和２年度の諸会

議費は約20万円もオーバーしています。来期は90万円の予算を申請していますのでこれで充

当可能でしょう。 

経費の項目を別に設けてそこへ経費として仕分けるのは会計として不適切だという指摘もありま

す。 

A5：前回ご説明させていただいた通り決算報告書18項の事業部連絡費は執行部と事業部の連

絡費として計上しております。決算報告書１項の総会・諸会議費の金額が 20万円増えているの

は、従来総会資料の印刷費（20万円）を別項目で計上していたものを監査の指摘により総会の

会議費に加える形で計上し直したためです。来年度予算はその前提で20万円増額しています。 
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