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～2021 年冬号の内容～ 

１． ご挨拶 

２． けやき通りの再整備計画について 

３． 2020 年度の行事等について 

４． どんど焼きの中止をめぐって 

５． すみれ夏（秋）祭りの今後について 

６． 会館改修、整備結果 

７． おくやみ 

 

１．ご挨拶 
 

町内会長 島山博明 
  

1 月 10 日に予定されてい

た新春恒例の「すみれが丘第

36 回どんど焼き」は、新型コロ

ナ感染拡大を受けて1月7日

に「緊急事態宣言」が発出さ

れた為、残念ながら急遽中止

とさせていただきました。これも

含め、この一年間はコロナ禍に

より町内会活動の制約を余儀

なくされ、多くの予定行事を中

止せざるを得ない状況となってしまいました。昨年 4 月

26 日の「第 45 回すみれが丘町内会総会」は、初め

ての書面表決で行いました。 

この様な状況ではありましたが、当町内会では役員

が保有する IT 技術を駆使した活動を、早くから効果

的に推進出来ました。具体的には、ズーム社のウェブ

会議システムを利用したオンラインによる定例役員会の

開催や行政との各種会議などを行ったほか、すみれが

丘会館のインターネット環境整備、改良した町内会ホ

ームページ（sumiregaoka.com）による広報活動

の強化、グループメールの活用等を行いました。これに

より、町内会員及び役員間のコミュニケーションが維持

出来たことは大変有意義でした。 

今年もウィズコロナの状況となりますが、コロナを正し

く恐れ、その上で勇気をもって町内会活動に取り組み

たいと思っていますので、皆さま宜しくご支援をお願いし

ます。 

ところで、今年に入って「けやき通り再整備計画」の

第一次工事が始まりました。3 月末までに 55 本のケ

ヤキの伐採、抜根が行われます。その後下水道管の

更新、歩道の全面改修、ヤマボウシの若木の植栽、

植栽帯の整備等の長期にわたる工事が計画されてい

ます。これらが順調に進めば、数年後にけやき通りは新

しい通りに生まれ変わりますが、各施設の詳細やその

後の維持管理のあり方などが、町内会の目下の大き

な検討課題であると考えています。工事中は色々ご不

便をお掛けすることになりますが、どうかご理解の程よろ

しくお願いします。 

 
 
 
 
 
 

リモートと会館での参加を組み合わせた役員会 
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すみれが丘だより 2020 年夏号でもお知らせしまし
たが、町内会ホームページをリニューアルしました。そ
の大きな柱が、スマホでの閲覧に配慮したことと、お
知らせの更新が速やかに実施できるようにしたこと
です。急ぎのお知らせ等はできる限りホームページ
を使ってお伝えしますので、ぜひご活用ください。下

記にその QR コードを掲載しました。 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

すみれが丘町内会ホームページの QR コード 
http://sumiregaoka.com 
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２．けやき通りの再整備計画について 
 

 島山会長のご挨拶にもありますが、2020 年 12 月

14日に今後の「けやき通り再整備計画」の進め方等に

ついて都筑土木事務所から説明があり、質疑応答を

行いましたので、ご報告します。 

① 工事の概要 

・ケヤキは最終的には全部で122本を伐採する。今年

度は川崎市側の約400ｍ（けやき通りは全長約600

ｍ）が対象で１月６日から実施。年度内は 55 本の

伐採、94 か所の伐根及び管路の調査を行う。 

・街路樹・植栽帯整備完了はおよそ３～４年を想定。 

・汚水管は歩道の下、雨水管は道路の下にあり、それ

らの状況により工事期間は伸びる可能性がある。 

・下水管の更新工事（汚水と雨水）は環境創造局

管路保全課が担当する。・今回の工事では道路際

（住宅側）の U 字溝もなくす方針。雨水に泥や落ち

葉が混入するのを防ぐのが目的で、各家庭からの雨水

はU字溝ではなく雨水管に流すつなぐ。そのため歩道は

全面改修となる。 

・各家庭からの雨水、汚水の流れは概略把握ずみだが、

工事の際には詳細な調査（水道やガス管の状況等）

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

けやき通り再整備でのケヤキの伐採 

②質疑応答 

Ｑ．工事に伴う渋滞の懸念、交通規制については？ 

Ａ．できるだけの工夫をして、交通規制が最小限とな

るようにする。 

Ｑ．作業の範囲は？ 

Ａ．作業（伐採、伐根）は交通を考慮し、道路の片

側ずつで行う。作業の範囲は１日あたり50ｍで、伐採

は３本／日くらいの予定。 

Ｑ．下水工事はどこから行うのか。 

Ａ．詳細は検討中。伐採が終わった上流側（川崎

市側）から行う予定。 

Ｑ．下流側はしばらく伐採されずに置かれる可能性が

あるか？（けやき通り清掃との関連） 

Ａ．可能性はあるが、今のところは次年度にケヤキの

伐採の予定。 

Ｑ．伐根はどのように行うのか？ 

Ａ．伐採後、植栽桝の範囲で縁石を除去し、ボーリン

グマシンのような機械で 70cm くらいの深さまでを円柱

形に切る。側根もある程度除去し、その後アスファルト

で仮舗装する。 

Ｑ．道路の根上がり部分などはどうするのか？ 

Ａ．歩道部分については、緊急度に応じて適宜撤去

する。 

Ｑ．工事予定の連絡・周知は？ 

Ａ．小学校へ連絡する。町内会の協力で回覧、ホー

ムページで会員に周知する（ホームページ掲載済み）。

沿道の住民にはお知らせを各戸配付。 

Ｑ．植栽帯についての意見交換は？ 

Ａ．植栽帯に関する意見交換会をなんらかの形で行

いたい。 

Ｑ．歩道整備における雨水浸透などは？ 

Ａ．道路のグリーンインフラ化については今後勉強して

可能性について検討する。 

Ｑ．ゴミの投棄、ごみボックスの設置などのため、植栽

帯なしにすることは考えられないか。 

Ａ．今のところ考えていない。 
 
 

３．2020年度の行事について 
 

（１）健康福祉部会    
 

（部会長 富岡洋子） 

コロナのリスクを考慮し、今年度の行事はすべて中止

といたしました。このうち、第 41 回敬老会については、

役員・民生委員ほか町会関係者の皆さまにご協力い

ただき、名簿登録者261名(男性111名、女性150

名）全員の方にお祝いのお品物(菓子)をお届けするこ

とができました。ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

敬老会用に準 

備したアマビエ 

のイラスト 
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（２）環境衛生部会    
 

（部会長 山本裕加、副部会長 苗村庸子） 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大により、古布

回収の休止および再開、生活金属の回収中止、けや

き通り清掃の中止などの影響がありました。今後も状況

に応じて、資源回収や活動内容に変更が生じる可能

性があります。 

回覧やホームページ、公園や会館の掲示板、日頃

のご近所同士のお声がけなどにより、最新の情報をご確

認いただきますよう、よろしくお願いいたします。 
 

（３）防災部会      
 

（部会長 高田一裕、副部会長 三宅伸治） 

今年度は、初期消火訓練、防災拠点訓練、防災

研修バスツアーを企画し、それぞれ実施に向けた調整・

準備を行いましたが、残念ながらすべて中止とせざるを

得ませんでした。特にバスツアーでは、首都圏を水害か

ら守るために貯水を行う「防災地下神殿」を見学できる

絶好の機会でしたので、楽しみされていた方も多かった

と思います。次年度コロナ禍が収まりましたら、再度企

画したいと考えています。そのときはぜひご参加ください。 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

見学予定だった首都圏外郭放水路 調圧水槽 
（防災地下神殿） 

 

（４）体レク・子供部会      
 

（部会長 三品鉄路、副部会長 林敦） 

体レク・子ども部会では、年度当初はラジオ体操、餅

つき大会、防災部会との共催での防災研修バスツアー

を企画していましたが、いずれも中止判断となってしまい

ました。次年度の活動については、コロナの状況をみな

がら、可能な範囲で企画・実施できればと考えています。 
 

（５）防犯・交通安全部会    
 

（部会長 宮内康一 副部会長 新井広幸） 

これまで毎年行っていた自転車講習会は残念ながら

開催できませんでした。一方、交通安全活動としてはす

みれ小の校外委員さんが企画した登校時の見守り活

動に参加させて頂きました。また、注意喚起としてのぼり

旗の増設を行い、「交通安全」に加え「空き巣にご用心」

というのぼりも設置しました。 

このほか、今年度は

「オレオレ詐欺注意」の

ポスターの掲示を実施し

ました。目にされた方も

多いと思いますが、ぜひ

ご覧ください。このほか、

防犯について、自主防

犯パトロール活動（青

パト等）について検討し

ており、ぜひ実現してい

きたいと思っています。 
 
 
 

４．どんど焼きの中止をめぐって 
 

 2021 年１月 10 日（日）に実施予定であった「第

36 回すみれが丘どんど焼き」は、1 月 7 日「緊急事態

宣言」の発出により中止となりしました。 

 ぎりぎりまで実施に向けて準備していましたが、年明け

すぐの宣言と中止判断であったため、どのように会員の

皆様にお伝えするかが大きな課題となりました。そこで、

ブロック会長から全組長さんに連絡し（一部の組長さ

んにはメールも活用して連絡）、組内への周知をお願

いしました。また、ホームページへの掲載、どんど焼きポス

ターへの「中止」の文字の掲示等を行いました。さらに、

すみれが丘小学校にお知らせしたところ、保護者への一

斉メールシステムによる連絡を実施してくださいました。

ありがとうございました。また、当日直接会場に来られる

方があることが想定されたため、役員数名が交代で第

一公園にて待機し、来場された方に中止の旨とお詫び

をお伝えしました。結果として 40 名くらいの方が第一公

園にお越しになり、皆様残念だとお話しされていましたの

で、伝統の行事として、会員の皆様にはたいへん親しん

でいただいていることが改めてわかりました。来年は無事

に実施できることを祈りたいと思います。また、今回のよう

な緊急的な連絡・広報手段が課題であることが認識さ

れましたので、町内会としては継続的に検討を進めたい

と考えています。 



 
 

4 

４．すみれ夏（秋）祭りの今後について 
 

すみれ夏（秋）祭り実行委員長 本吉輝男 

 町内会ホームページ等でもお知らせしていましたが、

2020 年のすみれ秋祭り（夏祭りの時期を変更）は、

コロナの影響により中止といたしました。実行委員会で

は、2020 年の早い時期から複数回の会合（ZOOM

を用いたリモート）を行い、可能な範囲で準備を進めて

いたのですが、たいへん残念な結果となりました。 

 2021年の開催については、感染拡大の状況や東京

オリンピックなどとの関係を考慮して、これから検討を進

める予定です。秋開催も選択肢であり、開催方法等も

慎重に考えなくてはならないと思っています。どうかご理

解・ご協力のほど、よろしくお願いします。引き続き実行

委員会で検討し、その結果は適宜お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年の第 10 回すみれ夏祭り 

 

６．会館改修・整備結果 
 

 1980年に竣工したすみれが丘会館は、供用開始後

約 40 年が経過し、老朽化が進んでいました。そこで、

ここ 10 年ほどの間に、耐震化や雨漏防止工事、１F

和室の洋室化などの改修を順次進めていました。昨年

に玄関まわり、掲示板リニューアル、wifi 設置、エアコン

入れ替え等の改修を行いましたので、ご報告します。 

 まず、右の写真にもあるとおり、入口の階段を整備し

ました。小さな段差や階段部分の摩耗があり、利用者

の転倒の危険性があったのですが、改修によりアプロー

チが大きく改善されました。また、階段右側の役員手作

りの掲示板は、雨も防ぐきちんとした掲示板に替えまし

た。掲示物がかなり見やすくなったと思います。このほか、

玄関ドアの老朽化が顕著であったため、これも入れ替え

ました。これらの改修は横浜市からの助成をいただいて

実施しています。 

 さて、会長挨拶にもありますが、コロナの影響もあり、

昨年９月からの役員会はリモート開催を行っています。

これに伴い 10月からは会館にwifi 設備（インターネッ

ト接続が可能）を整備しました。これにより都筑区役

所等との意見交換、情報交換をリモートで実施できる

ようになりました。この wifi 施設は会員の皆様の活動に

もご利用いただけます。当面は接続のためのパスワード

を総務で管理していますので、ご利用希望の方はメー

ル等でご連絡ください。また、このような整備に伴い、会

館使用規定の見直しを今後進める予定です。会館の

利用について、ご意見・ご要望がありましたら、町内会ま

でお知らせください。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

改修前のすみれが丘会館の玄関周辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

改修後のすみれが丘会館の玄関周辺 
 

７．おくやみ 
 

令和 2年 7月～令和 3年 1月の間に、次の方々
について、ご逝去のお知らせをいただきました。
こころよりご冥福をお祈り申しあげます。 

2020 年 7 月 故 横田  文子様 (16-16) 

2020 年 8 月 故 横田  哲雄様 (16-16) 

2020 年 10 月 故 香田 繁雄様 (11-16) 

2020 年 11 月 故 日下部三良様 (21-12) 

2021 年 1 月 故 島田  久  様 (42-14) 

2021 年 1 月 故 中村 八重子様 (21-19) 

 
 

※リニューアル後にはホームページを経由してご連絡いただ
くことが多くなりました。このように、最新情報の把握に加
え、連絡手段としてもぜひご活用ください。 
※広報、ホームページについての問い合わせ 
広報部会部会長 西 浩司 
メール：info@sumiregaoka.com 
ホームページ：http://www.sumiregaoka.com 
https://www.facebook.com/sumiregaoka/ 
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