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発⾏責任者︓辻本 瑞吏

総会は席の間隔を確保し、広い会場にて開催しました

令和３年度第１回総会を開催しました令和３年度第１回総会を開催しました
3月28日（日）にすみれ野⾃治会総会を開催しました。今年度も新型コロナウイルス
対策のため、⾹芝市中央公⺠館の広い会場を借り、席の間隔を確保した上での総会
開催となりました。また、皆様には、検温・マスク着⽤・消毒などの対策のご協⼒をいただ
きました。総会は、対象者全員出席（委任状出席含む）となりました。ご多忙のところ、
皆様のご参加ありがとうございました。

総会では令和2年度の予算の補正、令和3年度の活動⽅針・予算
案が承認されました。 また、昨年度は新型コロナウイルスの影響によ
り、美化清掃や防災訓練や各種イベントなどは中止となりましたが、
その一⽅、防犯カメラの新規設置、消火ホース格納箱の追加設置、
防犯灯の追加整備など、すみれ野地域の安全安心につながる基盤
となる活動を推進したことなどが報告されました。

・ホームページでは会員の⽣活に役⽴つ情報を徐々に拡充しています。
・総会資料などもご覧いただけます。
・防災倉庫が開いている、ホース格納箱の異常、防犯灯の異常などの
⾃治会設備の不具合や、危険箇所、事件事故、不審者など地域の
安全・安心につながる情報がありましたら、お寄せください。

組割班割マップ・令和３年度体制組割班割マップ・令和３年度体制

組割・班割りは昨年度と
変わりありません。

土井さん(3組)事務局

山岡さん(1組)
濱崎さん(1組)

監査

笹井さん(1組)会計

副会⻑

会⻑

野村さん(3組)

辻本さん(3組)

令和３年度 すみれ野自治会体制
本部役員

この１年間、
よろしくおねがいします

※監査のうち1名は組⻑
からの選出となります
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令和３年度予算について令和３年度予算について

収入
4,000,000円

支出
4,000,000円

令和3年度予算が総会にて承認されました。「収⼊」は、⾃治会費と、補助⾦交付⾦、雑収⼊（⼊会協⼒⾦等）と
繰越⾦等を計画しています。「支出」は、防犯灯や消火器具の充実、防犯カメラの設置、交通安全対策など安全・安
心な地域づくりに必要な費⽤を計画しています。また⾃治会館建設に向けて200万円の積⽴を⾏い、すみれ野地区
⾃治会館建設基⾦の積み⽴て額は約1400万円となる予定です。

1,000円財産運⽤利⼦収⼊財産運⽤
利⼦収⼊

⾦額内訳科目

504,000円

480,000円

1,280,000円

1,735,000円

前年度繰越⾦繰越⾦

⼊会協⼒⾦、開発協⼒⾦雑収⼊

市交付⾦
及び補助⾦

⾃治会費

市⾃治会運営交付⾦、
市地域振興助成⾦等

⾃治会費

⾦額内訳科目

80,000円予備費予備費

90,000円保険、会議室利⽤料等諸費

2,000,000円すみれ野地区
基本財産積⽴⾦基本財産費

580,000円

40,000円

870,000円

340,000円

美化運動啓発事業、
社会福祉啓発事業

社会福祉活
動費

防災⽤備品土木費

社会施設費

総務費

防犯灯電気代・工事代
消火器具庫設置費

消耗品、事務⽤備、
役員活動及び総会費

＜令和３年度予算＞

防犯カメラを設置しました防犯カメラを設置しました

2月末、防犯カメラを川中橋の北東側（南・北向き）に
設置しました。総会での設置要望等を踏まえ、これまで4
年に渡って、役員会での検討、総会でのご説明・市役所
との調整、防犯カメラ設置規定の整理等を重ね、ようやく
設置に至りました。すみれ野地域の防犯や交通安全のた
めに役⽴つことを願っております。
●日数が経つと上書き消去されるため、事件・事故の発
⽣等により録画映像が必要な場合、至急、⾃治会役員
（またはすみれ野HP連絡フォーム）へご相談ください。
●事件・事故等により警察からカメラ映像の提供要請が
あった場合、迅速に提供します。
●防犯カメラの異常に気づかれた場合、⾃治会役員まで
ご一報ください。（レンズ付近の「緑ランプ」が点滅してい
る場合、異常です）

事件の発生について事件の発生について

奈良県警によると、3月8日(月) 午後10時頃から9日(火)
午前6時30分頃までの間、⾹芝市下田東3丁目及び上中
の一般住宅で就寝中、無施錠の窓やリビングの窓ガラスを割
られるなどして室内に侵⼊され、現⾦を盗まれる等の事件が3
件発⽣したとのことです。すみれ野に近いエリアでもあることから、
確実な施錠に加え、市販の⾒守りカメラ(ネットワークカメラ)の
活⽤など防犯対策をお勧めいたします。⾒守りカメラは国産品
でも1万円前後で市販されています。犯⼈は事前に下⾒をす
るケースもあるため、⾒知らぬ⼈を⾒かけたときは「こんにちわ」
と声掛けするだけでも防犯効果があると言われています。

3月26日(⾦) 午前11時30頃、近鉄線路沿いの道路（す
みれ野2丁目）で⽣活道路をかなりの速度で通り抜ける⾞
両に煽られ、その後、進路を塞がれ、暴言を受け脅される事
件が発⽣したとの情報が⼊っております。警察によると、同様
の事象に出くわした場合は、危害を加えられる可能性もあるた
め逆撫でしないようにし、安全のため窓を閉め・ドアをロックし、
その場で110番で警察に連絡、スマホ・ドライブレコーダー等で
その時の映像を記録しておいてください、とのことです。
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自治会からのお願い
＜安全運転＞ すみれ野は⼩さな⼦供が多い地域です。住宅地内では速度を落として⾛⾏しましょう。

交差点での出会い頭の交通事故が多発しています。交差点の 「一旦停止」 を忘れずに。
※引き続き 「横断歩道歩⾏者妨害(2点減点、普通⾞罰⾦9000円)」違反の県警取締りが強化されています。

＜路上駐⾞＞ 違法駐⾞は禁止です。やむを得ず路上に駐⾞する時はご近所に一声を。
※交差点部、消火栓・消火ホース格納箱5m以内の駐⾞は、道路交通法違反（原点、罰⾦対象）となります。

＜ペット・犬＞ 飼い犬の「ふん」は放置せず必ず持ち帰りましょう。河川への投棄もおやめください。
ゴミステーションやゴミネットの周辺、他人の家の周辺・電柱、子供が触れやすい場所に
「犬のおしっこ」はさせないようにしましょう。

＜公園＞ 硬いボールで遊ぶ時は、周りの⼈に当たらないように気を付けましょう。
山崎公園の防災倉庫やポンプ施設にボールを当てないようにしましょう。
蜂には注意してください。

＜ゴミ出し＞ 前日からゴミを出さないようにしましょう。カラスに荒らされないようにご注意ください。

佐々木さん(前3組組⻑)
組⻑を拝命して1年、未熟ながら
も皆さまのお⼒添えをいただき無
事、任期を終えることが出来ました。
感謝申し上げます。
⾃治会活動を通じて「住環境」は
住んでいる私たちの⼩さな努⼒に
かかっていると思いました。ゴミ問題、
ペットの糞尿、防犯等は個々が少
し気を付ければ解決に導くことだと
思いました。これからも地域の皆様
と交流を図り、微⼒ながらもお⼿
伝いが出来ればと思っています。
新年度の皆様のご活躍を祈念し
ます。有り難うございました。

中林さん(前5組組⻑)
一年間、組⻑として⾃治会の仕事をさせて
頂けた事は貴重な経験となりました。でもコ
ロナ禍でいろんな⾏事を中止せざるを得な
かったことはとても残念に思います。早く平穏
な日常が戻りますよう、すみれ野がより住み
良い街になりますよう願っています。ありがとう
ございました。すみれ野地域への貢献、ありがとうございました︕

令和２年度の役員からのメッセージ
中⻄さん(前1組組⻑)
何かと至らぬ点もあったかと存じま
すが、この１年間、皆様のご協⼒
を得まして、無事組⻑の任期を満
了することが出来ました。⾃治会
活動の⼤切さを認識できる貴重
な経験をさせていただきました。今
後もすみれ野が住み良い街になる
よう願っております。ありがとうござい
ました。

塩澤さん(前4組組⻑)
1年間組⻑として⾃治会活動に携わり、常に
安全で住みよいすみれ野となるようにとの想い
をもって活動してくださっていたことを知り、感謝
の気持ちでいっぱいです。これからも笑顔あふ
れるすみれ野となるよう、引き続き⾃治会員と
して、少しでも貢献できるよう努めて参りたいと
思います。1年間ありがとうございました。

消火ホース格納箱を整備しました消火ホース格納箱を整備しました
令和2年度は新たに3基の消火ホース格納箱を設置しました。これによりすみれ野⾃治会で設置した消火ホース格納箱は全
15基となりました。令和3年度も追加設置を計画しています。昨年度は防災訓練などは実施できませんでしたが、普段から
消火ホース格納箱のある場所を覚えておいてください。また、火災の際は、119番に通報し、ご近所の呼び鈴を鳴らし 「火事
なのでみんな外へ出てきてください」と呼びかけ、消火ホース格納箱を開けて、消火栓に器具を接続して初期消火してください。

【使い方】 消火栓のふたを開けて、接続器具を栓に接続します。
ホースは「⻘⾊のリング」がある⽅が消火栓側です。ホースは継ぎ⾜して使⽤できます。
ホースが⾜りないときは、他の消火ホース格納箱のホースを持ってきて使ってください。
⽔栓はゆっくり開きます。その時、放⽔⼝が暴れないよう、⼒のある⼈がしっかり持ってください。

ホース格納箱の中には
・ホース（20ｍ×3本）
・消火栓接続器具
・放⽔⼝
・消火栓コック
が⼊っています接続器具
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消火栓

消火栓側
放水
口側

※⾃治会HPに設置場所マップを掲載しています



ゴミについての⾖知識ゴミについての⾖知識

・必ず門の外、ガレージの外にお出しください。
・雨の場合も外にお出しください。ビニール等を
掛ける必要はありません。

・万が一、回収漏れが発⽣した場合、
ご容赦ください、とのことです。

注意
事項

ご⾃宅前場所

毎⽉第１⾦曜⽇
午前8時台から回収が⾏われています

収集
日

古新聞、古雑誌、段ボール、牛乳パック、
アルミ缶（アルミ以外の缶は回収できません）
※古着、ボロ布の回収はありません

回収
品目

今年度も、⻄⼩PTAが実施している廃品回収へのご協⼒
をお願いします。通常のゴミ回収とは出し⽅等が異なります
のでご注意ください。

交通安全対策の進捗状況について交通安全対策の進捗状況について

今後の予定今後の予定
春季一⻫清掃は、中止とします。その他、今後の予定につ
いては、回覧板でご案内いたします。

すみれ野エリアでは、住宅前などの⽣活道路にもかかわらず、地域
外の⾞などが⾼速で通り抜けることが多く、これまで危険との声があ
がっています。道路への対策は市・警察が実施するため、⾃治会
では市・警察へ相談の上、各種安全対策の要望を⾏っています。
一昨年度に市へ要望した「⽣活道路への速度規制」については
①路側帯やガードコーン等で道路の幅員を狭くして速度が出しにく
い構造にした上で（市による対策）、それでも改善しない場合は
②速度規制（警察による対策）となるとのことです。

真美ヶ丘⻄⼩PTA 廃品回収 スケジュール真美ヶ丘⻄⼩PTA 廃品回収 スケジュール

（事務局より）⾃治会では、組⻑・班⻑など皆様の声を元に、
⾃治会独⾃の取り組みや、市・警察等との連携による取り組み
を進めています。ただし、速度規制は簡単にはできない、信号機
設置はハードルが⾼い、関係者との調整など、内容によっては、
時間がかかり、なかなか一筋縄では進まないのが実態です。
そんな中、どうすれば一歩でも前進できるかを考え、相談・工夫し
ながら取り組んでいます。事務局では、アイディアを出したり、得
意なことを活かしたりと、一緒に取り組める⽅を募集しています。
学⽣さんも⼤歓迎です。ご興味があれば、お気軽にHPなどからご
連絡ください。

生ごみ♪

市によると、「バンプ」の設置は難しいとのことその他

下田東3丁目交差点
→ 2020/12要望、警察にて検討中

信号機の
歩⾞分離化

藤ノ木橋・川中橋交差点部
→ 2020/12要望、警察にて検討中

止まれ

進捗要望
道路幅が広い場合は速度規制困難
→速度規制は、路側帯等の対策後の状況

を踏まえて 再要望して欲しい、とのこと

ゾーン30
速度規制

2組・4組 葛下川沿い、藤ノ木橋南北通り
→ 2020/12要望、市にて検討中

3組 葛下川沿い、4組 近鉄線路沿い
→ 2020/9 設置済

路側帯

川中橋交差点、旧⾹芝書店南付近
→ 2021年度 横断歩道の設置⾒込み
国道165号 葛城⾃動⾞・はるやま前
→ 進捗なし

信号機・
横断歩道

藤ノ木橋交差点部のカラー舗装
→ 2020/12要望、市にて検討中

カラー舗装
路⾯掲⽰

7か所の追加設置 (1,2,3,5組)
→ 2020/12要望、市にて検討中

カーブミラー

これまでの要望の進捗状況（他自治会との連名含む）

路側帯ライン工事中の様⼦

要望により、昨年9月末に道路へ路側帯が引かれました。
路側帯により「通過⾞両の速度が低下した」「少し安全になっ
た」等の声が寄せられたことから、役員会で議論を⾏い、昨年
12月、新規の路側帯を含む、追加の安全対策要望を市へ要
請しました。なお、市・警察によると、②速度規制については、
①の対策後の状況を踏まえて、再度要望が必要とのことです。

【カラス除けゴミネットからあふれている】 カラスは⽣ごみを狙って荒らす傾向があるため、ご家庭で「生ごみ」と「それ以外
のゴミ」に分けて、⽣ごみだけをゴミネットに⼊れるなどの対策も可能です。また「果物の皮」や「卵の殻」、「魚」がカラスから⾒える
と、狙いを定めて袋を破って荒らす傾向があります。その場合、⾊付き袋に⼊れて二重にするなどの対策が有効です。

【ゴミの後⽚付け、みなさん、どうやっていますか︖】
ゴミステーションの多くは利⽤者が決まっており、週や月単位の当番制で持ち回りでネットの片付
けや清掃を実施しています。また班⻑が清掃をしている所もあります。⾃治会で一律決まった
ルールはありません。ゴミを出しているが清掃をした覚えのない⽅、ゴミネットを利⽤しているが費
⽤負担をした覚えのない⽅は、一度、ご近所の⽅にルールの確認をしてみてください。

警察によると、路側帯を
引いて⾞両の幅員を狭め、
センターラインなどは消す
ことで、速度低下や
事故を減らす効果が
あるんだって︕

【ガラス・瀬⼾物は通常のゴミ回収では回収されません】
昨年4月からルールが変わっており、燃えないゴミとして個別回収依頼が必要になっています。

４

なお、当番制で清掃を⾏う場合の参考ツールとして⾃治会
ホームページで「当番カード」のサンプルを掲載しています。
必要に応じてダウンロード・印刷してご活⽤ください。


