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ふれあい北野台 
2020/12/20 No478 

北野台自治会発行 
八王子市北野台 4-25-1 

TEL/FAX (635)7674 
世代共生の住みよい街づくり 北野台 

《役員会より 報告》    北野台自治会長 篠原由紀子  
―2021 年度より 一部班編成実施についてー 

昨年、8 月より班長さんのご協力を頂き、将来を見据えた良好な生活環境を目
指して、各班の実態調査を進めてまいりました。 

また、役員会でも併行して審議を重ね、結果、2021 年度より、一部の班の再
編成を実施することといたしました。 
【再編成を実施する班】  
1.(2 丁目)27 班～29 班は 2 つの班に統合→新 27 班と 28 班 
2.(3 丁目)45 班～48 班は 3 つの班に統合→新 45 班・46 班・47 班 
【取組むべき課題と役員会の役割】 
1.班長の仕事、役割の見直しが必須 
2.暮らしやすい生活環境を目指した班の見直しについて 
 班から提案があった場合は、随時、役員会は対応する。 

※いつでもご相談、ご連絡下さい。 
  《 役員会 連絡先 自治会館(635)7674 》 

ボランティアになって頂ける方！ 
まずは自治会館へご連絡を  (635)7674 

―ただ今 コロナウイルスの影響で活動休止中― 

北野台助け合ほっとライン 

《 何かちょっとした事のお困りの方へ！ 地域で支え合うボランティア活動です 》   
草刈り・花への水やり・電球交換・お話し相手・家具の移動・ 犬の散歩・・・その他 

活動が開始しましたら、改めまして、ボランティアを募集いたします！！ 

―まち活プロジェクトよりー 

《4 丁目跡地について》 

・12/8 西武プロパティーズ

から 3 名の方が来館 

・2021 年 1 月 1 日付で 

北野台地区計画が条例化さ

れ、土地の活用について具体

化されます。 

 

《中央公園でまちの活性化を》 

・次回の「まち活」では、楽しい

中央公園の利用方法 につい

て話し合います。関心のある

方はどうぞ参加下さい。 

開催： 1/17 日 14 時より 

    自治会館にて 

    連絡先(635)7674 

《 コロナ禍による 今後の自治会対応について 》  

コロナ禍による自治会対応については、広報紙及び HP に記載します。気を付けてご覧下さい。 

1. 12 月・1 月  自治会館は臨時休館です。 利用停止とします。 

2. 臨時休館期間の事務手続き、電話受付  月曜日と金曜日の 2 日間(事務員の勤務日です) 

  10 時～16 時(除：12 時～13 時) 

3. 2 月以降の対応については未定です。 

   1 月の広報紙、HP などでご連絡いたします。 

 



《自治会 年末年始駐車場の貸し出しについて》 

自治会役員会 

駐車場の貸し出しの申込みは締め切りました。 

 《申込み方法と貸出し期間》 

1. ご希望の事前申し込みに、自治会役員が 12/17

（木）に代わって抽選いたしました（集合は無し）。 

当選者には事務から電話連絡いたします。 

2.貸出し期間  12/28（月）～1/5（火） 

3.費用は無料  各世帯 1 台 

4.対象駐車場所：会館：10 台、

中央公園：７台  

 ■当選者にお願い   

１2/21（月）、12/25（金）1５:３０迄に会館事務室で

利用手続きをし、駐車票を受け取ってください。 

 ■駐車場 12 月通常貸出し終了日について  

年内通常貸し出しは 12 月 2０日で終了 です。速や

かに車両を移動し、駐車票・鍵を返却下さい。 

 
凍結防止剤を会館に用意します 

環境安全部 
北野台自治会館に凍結防止
剤“塩化カルシウム”を用意して
います。ご希望の方は月/金曜
日、会館事務室にお尋ねくださ
い。使用に際してはご注意があ
ります。塩化カルシウムは、“融

雪剤”ではありません！雪上に撒いても、その下の凍結面
を融かすことはできません。雪かきの後に、道路の表面に撒
けば、道路の凍結を防ぐことができます。 
 積もった雪の表面には撒かないでください。 
 

道具や備品の貸し出し 
自治会では保有する色々な道具や備品を会員の方々に

貸し出しています。大勢のお客様をお招きする時や、普段は
必要ない、自分で求めるには至らないがどうしても必要な時が
ある道具や備品です。主な品目は次の通りです。 
・折り畳み長机 ・和室長机（折り畳み/低）・折り畳み

椅子 ・座布団・湯呑・はしご・脚立・テント・リヤカー 
・ヘッジトリマー・刈払い機（電動式） ほか 
ご利用希望の方は、お気軽に、自治会館事務室にお問い合
わせください。 
※貸出品の運搬は、借り受ける方ご自身にお願いいたします 

 
今冬の雪かきの依頼（大雪対策） 

      雪かき場所 訂正について 

「雪かきボランティア」について 11 月号にて、“雪か

きできる場所”を“自宅敷地内のみ”とさせていただ

きました。 

 

(今年度の雪かき場所について) 

 

例年通り、家の前の道路部分についてもお願いした

いという要望が多数ありました。 

雪の片づけをご近所の迷惑にならない場所にする、

車の通行に気を付けるなどに留意して自宅前の雪か

き作業をもお願いすることにしました。 

恐縮ですが、再度会館事務室にお問

い合わせください。 

各世帯におかれましては、今年

の冬は是非ご近所と相談し、協

力し合っての雪かき作業をお

願いたします。 

自治会館 電話（635）7674 

 

 

 

野生動物への餌やりなど 苦情 について 

                       自治会役員会 

道路や公園に関する苦情、違法駐車や騒音等の迷

惑行為は関係先への通報や依頼でほぼ解決できます。

また、野良猫や野鳥への餌やり、犬の糞の不始末と

いった迷惑行為の苦情については、「ふれあい北野

台」のキャンペーンでその防止をお願いしています。 

一方、隣接する世帯同士のトラブルについては、自

治会がお伺いしても、両者の言い分を聞いて仲裁、

解決できる事例は、ごく稀です。大部分の班や区域で

は「向こう三軒両隣」の良い関係を築いて、事前回避

に努めています。 

ご近所で少しずつ思いやりを分け合えば明るくな

ります！ 
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《安全に運転できていますか？》 
北野台自治会 

 
年の瀬を健やかに過ごすためにも、皆

様の日頃の運転、交通安全の意識を見

直してみませんか？このところ、町内で

不安に思う自動車、自転車の様子をよ

く見かけるようになったとの声がしきりです！ 

① 冬季は早めの点灯（夕方は見にくくなります） 

② 一時停止の励行（ご近所での出会い頭衝突？） 

③ 横断中の黒色歩行者に注意（横断歩道での停

止歩行者優先は法律による義務です） 

④ 店舗駐車場での車庫入れ（過信せずに慎重に） 

操作間違いが増えた、知らないうち

に車に傷が増えたなど認識したとき

は、運転を続けることの是非を考える

サインです。一度、運転適性や対処の仕

方を、専門家に相談してはいかがでし

ょうか。丁寧に対応してくれます！ 

運転免許の返納、運転経歴証明書申請の手続や相

談先をお知らせいたします。 

■手続き/申請窓口 

運転経歴証明書の申請受付窓口 

運転免許試験場、運転免許更新センター、 

都内の警察署 

 

■免許返納のお問い合わせ 

八王子警察署 645-0110 

高尾警察署 665-0110 

南大沢警察署 653-0110 

八王子市役所交通事業課 620-7410 

 
 
 

環境安全部からお願い 
！火の用心！ 

冬が本格化し空気が異常に乾燥して
来ます！火災は北野台の大きなリスクの一
つです。油断せずに点検を！ 

・燃えやすいものを電気ストーブ/ガスストーブなどの暖房
器具のそばに置かないでください 

・タバコの火の不始末は最も多い火災の  原因です。 
・出かける前も、寝る前も火の元チェックを忘れずに！ 

 
 

 

次のような話や電話は犯罪です！ 

南大沢防犯協会北野台支部 

北野台自治会 

北野台は狙われています！年末に向け、犯罪の増

加が予測されるため、各機関からも注意喚起の連絡

を受けております。 

“私は大丈夫”の心が隙になります！ 

こんな話は家族や警察に連絡／相談しましょう。 

 

■お金を落とした、今うちにいくらある？ 

 －押しかけ強盗の予兆です！！ 

■スマホ警察手帳を見せる警察官（偽物です！） 

■役所です、還付金があります！ 

■屋根／雨樋が傷んでるから、見てあげる。 

  （修理/施工の高額押し売りにつながります） 

在宅でも施錠してインターホンだけで応対し、安易に

見積もりなどの承諾をしないようにしましょう！！ 

 

本年北野台で発生した主な事

件 

■カード預かり詐欺事件 

■侵入窃盗（空き巣）事件 

  （無施錠の窓から） 

■路上公然わいせつ事件 

ちょっと変だな！ 

と思ったなら家族や窓口に相談を！  
 

 防犯連絡先／相談先  

042-653-0110 南大沢警察署 

＃9110 警視庁安全相談員窓口 

 

彩りは 花壇だけでなく 
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餅つき大会 
 -市青少年対策中山地区委員会- 
   

令和 3 年度は中止となりました。 
 

ふれあい喫茶室 

      1 月もお休みです 
北野台自治会館 

 

―地域の子育て広場― 
ベビー＆キッズわくわく広場 

北野台自治会館 
1 月 お休みです 

 

特殊詐欺 
侵入盗犯 

不審者から生活を 
守りましょう！！ 

 
連絡窓口：南大沢警察署 
 ☏ 042-653-0110 

西武北野台子ども文庫 
 

1 月 
文庫はお休みです 

 
 

 
 

高齢者あんしん相談 
(包括支援センター長沼） 

 
1 月 お休みです 

移動販売 京王ほっとネットワーク 
時間：14:20～14:40 
(月）(金) こもれび公園 
(水) 北野台クリニック 
※天候・交通状況により
変更あります。 

JA 八王子移動販売 
10:15～45（火）ひざかり公園 
11:15～45（火）こみちの公園 

※地場産野菜のほかにも
品物を取り揃えております。 
※天候・交通状況により変
更あります。 

ふらっと de ランチ 
 

1 月 お休みです。 
 

 
自治会館の年末年始休館 
自治会館は年末最後の事務は 12 月 25 日（金）

です。1 月 31 日までは、月/金曜日のみ事務扱い

をいたします。 

■年末年始の駐車場の貸し出し  

貸出期間は 12/28 より 1/5 までです。 
■1 月 31 日迄の間 中止となる主な行事/催し   

 ベビーキッズわくわく広場  

 北野台子ども会    １/24 区長会                      

 北野台ほっとライン  

■防犯連絡先／相談先   
０４２-６５３-０１１０ 南大沢警察署 

＃９１１０（警視庁安全相談員窓口） 

 
 事務室受付時間 （12～1 月の間）   

 電話＆ＦＡＸ０４２－６３５－７６７４ 
 平  日月、金 10 時～16 時(除：12 時～13 時)  
 メール  kitanodaijimu@hotmail.com  

スマホで読める各種 URL 掲載しました 

自治会ホームページ 

防災行政無線アプリのインストール 
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