令和2年9月1日現在推計人口229,538人 自治会・町内会数290会（清水区）

"明日にかける"清水区 コロナに負けないまちづくり
蒲原地区

蒲原地区の住民は、お祭りが大
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好きです。毎年、清水みなと祭りが
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「清水みなと

終わった後は、
「かんばら祭り」
で盆踊りを踊って暑

祭り」
が、昭和49年の
「七夕豪雨」

い夏を乗り切ってきましたが、今年は新型コロナウイ

以来2度目の中止が決定されま

ルスでどちらも中止となり寂しい限りです。

した。

マスクをして人とも会わず、
大きな声で話も出来ず、

各連合会も前夜祭で盛り上げ、各自治会の皆さまに

これからの季節をどうしたら過ごせるでしょうか。

は物心両面で多大なご協力をいただき、
また約1年間を

今年に入って、新型コロナウイルス感染症が発生しています。
また、例年これからの時期にインフルエンザやノロウイルス感

「区民手づくり」の祭りです。延長2ｋｍひと晩で2万人が

染症も流行します。みなさんは新型コロナウイルス感染症予防対策として、
「新しい生活様式」の実践を心掛けていると思い

踊る様は日本一の輪踊りとも称され、最終日に行われる
海上花火大会とともにその迫力に圧倒されてきました。

由比地区

感染症を予防しましょう！
！〜これから冬を迎えます〜

通して大変多くのボランティアがかかわるなど、
まさに

「来年はコロナ復興のお祭りになるよう、皆で協力し
ていきたい」
と、願っています。

令和2年9月1日現在推計人口687,819人 自治会・町内会数955会

今年2月から新型コロナウイルス感染症の影響で令和

第 1 回の「みなと祭り」が 開 催されたのは昭 和 2 2 年

3年2月まで大方のイベント、行事が中止になっていますが、

（1947年）8月。戦後の復興途中でまだシベリアからの抑

感染防止の３つの基本

3密を避けましょう

留者も帰還せず、配給も十分に行き届かない時期では

私達は平成30年10月の静岡市・由比町合併10周年を機に策定された
「この先10年のまちづくり」
をコロナにめげず由比住民一体で進めてきま

ますが、今一度正しい感染症予防に努めましょう。

ありましたが、市と経済界と市民が一大発起そして実施

した。私達の由比は貴重な歴史、観光、豊富な資源を有するまちであり、

された
「第1回清水みなと祭り」
は大成功をおさめ、戦災

今はコロナの影 響でまちづくり活 動も中 断してしまっています が 、逆

復興と以後の市民生活に大きな光を投じました。

に、
この事象を新しい地域を築くピンチはチャンスの時期と捉えて、地域

今回新型コロナウイルス感染拡大防止でやむなく中

を見直す好機としたいと考えています。
また、今年度清水区で進めている

止に至りましたが、来年に持ち越された
「第73回みなと祭

事業「まちづくりミーティング」

り」
では 感動と興奮 の創造に向

をバネに、
より一層活力ある

かって、再び元気と賑わいを清水

地域づくりに邁進していきた

区に取り戻すため、皆さんの熱い

いと思います。

ご支援を宜しくお願い致します。

静岡県警察本部交通企画課からのお知らせ

① 密閉 しない

屋内での活動では換気を徹底しましょう。

② 密集 しない

多くの人が手の届く距離に集まらないように
配慮しましょう。

③ 密接 しない

会話などで飛沫を発生させないよう
工夫しましょう。

〈実践例〉

▼サポート店ステッカー

運転免許自主返納者等サポート事業
運転免許証を自主返納するなどし、運転経歴証明書の交付を受けた方が、
「サ
ポート店」で証明書を提示すると、割引などのお得なサービスを受けられます。
※詳しくは県警ホームページをご覧いただくか下記までお問合せください。

【問合せ先】静岡県警察本部交通企画課 子供・高齢者安全支援係 TEL.054-271-0110（内線）711-5062

自転車の安全利用に努めてください。
平成31年４月１日に
「静岡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。
条例の中で ●自転車利用者の自転車損害賠償保険等への加入
●児童・中学生の自転車通学時における乗車用ヘルメットの着用
が義務付けられています。
また、●夜間、道路での自転車利用の際の前照灯点灯、反射器材を備えた自転車等の利用
●自転車乗車前の点検整備
●自転車利用時の法令遵守や、歩行者、自動車等の通行への配慮
などが規定されています。

「新しい生活様式」での実践例として、
「感染防止の３つ

また、個人が感染症にかからないことも大切ですが、集団

の基本」①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い

感染を起こさないためには、
「３密（密閉、密集、密接）」を避

が挙げられています。
この３つの基本は新型コロナウイルス

けて生活することも重要です。

※令和元年中、
自転車利用時の交通事故死者の６割以上が高齢者となっています。万が一の際に命を守るため、頭部保護に有効なヘルメットを着用しましょう。

予防対策としても役立つものです。正しい手の洗い方、正し

それぞれの日常生活において、改めて「ゼロ密」を心掛けま

いマスクの付け方、咳エチケットを、ぜひ、今後も継続して実

しょう。

【問合せ先】静岡県警察本部交通企画課 交通施策推進係
しずおか自治連だよりに関する
ご意見・ご感想をお寄せ下さい

連絡先：静岡市葵区追手町5番1号

TEL.054-271-0110（内線）711-5052〜5053

TEL・FAX：054 - 221 - 1568

ホームページ：http://www.shizuoka-jichikai.net/

発行／静岡市自治会連合会 編集／広報編集委員会
2020年（令和2年）11月1日発行／発行部数 263,500部

＊過去の「しずおか自治連だより」は静岡市自治会連合会のホームページでご覧になれます！！

（出典：首相官邸HPより）

感染症だけでなく、
インフルエンザやノロウイルス感染症の

（出典：首相官邸HPより）

ご自身や周りの方、そして地域を感染拡大から守るため、

践していただきたいと思います。

【感染症に関するご相談】静岡市保健所保健予防課

TEL.054 -249 -3172（平日8:30〜17:15）

静岡市自治会連合会の活動紹介
静岡市自治会連合会は葵区38学（地）区、駿河区19学（地）区、清水区21地区の計78学（地）区で構成されており、
自治会等の
円滑な運営を促進・支援し、住民皆様の福祉の向上や住民生活の安全確保などを図るため、様々な活動を行っております。

会

▲

78学（地）区の代表者が出席のもと、
年1回会議を開催し、
決算及び予算、
事業
計画などを審議しています。
また、
各種専門委員会での取組みの報告もあり、
地域
の自治会活動に役立てています。
なお、今年度の総会は新型コロナウイルスの感
染拡大防止の観点から書面開催としました。

静岡浅間神社の例大祭「廿日会祭」〜地域と共に〜

あおいくん

静岡市では、春の廿日会祭、静岡まつりに始まり、夏の安倍川花火大会、秋の大道芸ワールドカップなど、四季を通じて、様々

総会の様子︵令和元年度︶

なお祭りやイベントがありますが、今回は、
「 春」
を象徴する伝統あるお祭りとして、葵区の静岡浅間神社「廿日会祭（はつかえさ
い）」
をご紹介します。
廿日会祭の中心は、4月5日に浅間神社に奉納される稚児舞で、およそ450年前、建穂寺から来るお稚児さんを安西河原で出
ねり

※

迎え、稚児に上覧する町衆（駿府96ヶ町）
による踟 の仮装行列と余興の数々がお踟の始まりとされています。
現在は、当番踟、本部踟、本部伝馬踟の３団体で、現存する５台の江戸型山車で巡行しています。当番踟は、戦争で中断さ
れていましたが、昭和25年から再興され、現在は、一番町、三番町、安西、田町、新通、城内、青葉の７つの地域が交代で担って
います。市民なら誰でも参加できる本部踟に対し、地域主導の当番踟は、各地域の特色が打ち出され、昨年の当番踟であった

常 任 理 事 会

三番町地区自治会連合会では、徳川家康時代のお踟を再現するため、戦後初めて安西橋のたもとから出発し市内を練り歩き、
話題となりました。

各区代表の常任理事が出席のもと、
月１回会議を開催し、
各種事業の計画・運営、
行政機関等との調整などを行っています。

今年は、青葉地区自治会連合会が踟当番として準備してきました
が、新型コロナウィルス感染症拡大防止の観点から、残念ながらお踟

専 門 委 員 会

は中止となってしまいました。
（廿日会祭は縮小して開催）

市自治会連合会では

改めて、来年4月、青葉連が 令和初 の当番踟として15年ぶりに巡行

広報編集委員会

５つの専 門 委 員 会を設

します。静岡の伝統を次代へと継承すべく、静岡中心市街地としての伝
統ある青葉連として、
中商連、木やり・お囃子・地踊りのみなさんとともに

全戸配付する市自治会連合会の広報紙「しずおか自治

置し、それぞれ今課題と

お踟を盛り上げますので、皆さん、楽しみにしていてください。

連だより」の記事の作成、編集及び発行に関する活動を

なっているテーマに基づ

行っています。

き、研究を行っています。
▲委員会の様子

だ

し

※踟（ねり）…山車の練り歩き

福祉対策委員会

教 育対策委員会

地域における様々な福祉の問題を取り上げ、
高齢者の認
知症対策や独居対策、
少子化対策としての婚活、
子育ての

を取り上げ、
コミュニティスクール、教育振興基本計画、小中

環境づくり、在宅医療・介護連携などについて協議を行っ

一貫教育制度やその制度における学区の編成などについ

てきました。

令和2年9月1日現在推計人口210,337人 自治会・町内会数226会（駿河区）

魅力がいっぱい！
トロベーが居るまち！駿河区（スルガック）

今年度は、
「放課後の子どもたちの居場所について」
と

て協議を行ってきました。

「高齢者の居場所について」
をテーマに取り上げ、児童クラ

て」
をテーマに、各地区で現在取り組んでいることの情報共

ブ・放課後子ども教室のあり方や高齢者の集まる場所・集ま

駿河区は、市の南部に位置し、東には観光百選にも選ばれた「日本

有や今後地域として取り組んでいくことの研究、協議を行っ

りやすい場所づくりのため地域がどのように関わり、
サポート

平」、西には旧東海道の面影を残す「丸子宿」、南には区名の由来でも

ています。

できるか研究、
協議を行っています。

ある
「駿河湾」
を有し、区のほぼ中央には全国的にも清流として知られ

生 活 安全対策委員会

▲中田地区

ている
「安倍川」が流れ、駿河湾にそそいでいます。
また、家康公を祀

環境対策委員会

南部学区

森下学区

▲

駿河区の魅力を改めて紹介しますので、
足を運んでみてください。

今年度は、
「地域が学校に協力
（支援）
出来ることについ

▲

子どもの教育を取り巻く環境、
教育施策などにおける課題

▲

総

令和2年9月1日現在推計人口247,944人 自治会・町内会数439会（葵区）

▲馬渕地区 ▲大里西学区

大里東学区

る国宝「久能山東照宮」や特別史跡「登呂遺跡」
といった歴史遺産

ゴミの問題や住民生活に影響を与える環境問題をテー

のほか、静岡の景勝地日本平の麓にある
「日本平動物園」など、市民に

取り上げ、
高齢者の交通手段の確保、
市の住民安全対策、

マとして取り上げ、
ゴミの減量とリサイクル、
ごみの出し方、
道

親しまれる行楽地にも恵まれています。特産物では久能の「石垣い

住民の安全に関する道路の諸問題、
特殊詐欺防止対策な

路環境・観光地保全問題などについて視察等も行い、協議

ちご」、
「 葉しょうが」、
「ねぎ」、広野の「もも」、用宗の「しらす」や近海ものの「さかな」、長田の「みかん」、
「丸子紅茶」
など全国に誇れ

どについて協議を行ってきました。

を行ってきました。

るものが数多くあります。
しらす等の海産物は、海岸線の魅力とともに「しずまえ」ブランドとして活性化しようと取り組んでいます。昨年

交通安全、防犯対策、
自然災害対策などにおける課題を

▲中島学区

▲宮竹学区

▲富士見学区

▲西豊田学区

今年度は、
「防災対策 〜避難所の運営について〜」
をテー

今年度は、
「ゴミ問題について」
をテーマに、
ごみの出し方

には「日本平・久能山スマートインターチェンジ」が開通し、救急医療活

マに、
新型コロナウイルス対策を含めた新たな避難所の運営や

のルールの徹底、
ごみの減量など現在の状況を踏まえなが

動での活用のほか、市内観光地や産業集積地区などへのアクセスが

避難スペースの問題などについて研究、
協議を行っています。

ら、
改めて研究、
協議を行っています。

向上することで、
地域の発展、
活性化などの効果も期待されています。
▲東源台学区
長田東学区

▲大谷学区

▲久能学区

川原学区

▲

▲

義弘

茂宏

和則
雅司

静岡市
自治会連合会
役員紹介

令 和二年 度
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文雄

多喜男

田宮

会計

柴
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幸彦

常任理事

中村
友井

小泉

石田

直保

芳宏

正員

忍

昭

暁雄

三津山幸彦

中村

櫻田

隅倉

菊地

監事

西井

長澤

▲東豊田学区

また、登呂遺跡のおうちに住む、妖精の男の子『トロベー
（登呂の「ト
ロ」
＋お米の「ベー」）』
は駿河区応援隊長として、
いろいろなイベントを
盛り上げ、駿河区のイメージアップに努めています。駿河区の19の学
（地）区にはそれぞれ小学生が考えたトロベーのオリジナルデザインが

▲長田北学区

▲長田西学区

▲長田南学区

あり、
皆様から愛されるキャラクターとなっています。

