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衣川台だより 
大雪で始まった平成２７年。

衣川台では待望の仰木の里

連絡道路も開通します。自治

会員の皆様方にとって、明る

い一年でありますように。 

1．２６年度役員ご挨拶 

一年を振り返って              自治会長 鵜飼哲雄（９組） 

早くも一年が経ち、２７年度の新役員の皆さんにバトンタッチすることになりました。 

衣川台自治会は昭和５５年（1980）に設立されて以来、諸先輩方のご努力のお蔭で 

分散していた施設が南自治会館・南公園まわりに集約され、共有施設等特別会計の運用も

始まりましたので、２６年度は主にメンテナンスの時期と考え、衣川台全域でのきめ細か

な補修や危険除去に活動の重点をおきました。 

１０年余の宿願だった仰木の里への連絡道路も完成まぢかとなり、５月には供用が始ま

ります。これはひとえに住民のご理解を得ながらの道路建設推進委員会の皆さんの粘り強

い活動の賜です。長年にわたりご苦労様でした。 

これまで衣川台は竹やぶや樹木に埋もれかねない状態でしたが、昨年秋に湖西線側の竹

やぶが切り払われて、衣川のお寺や民家の屋根ごしに琵琶湖を一望できるようになりまし

た。西側高台は仰木の里への新道路開通により、“広がりと大空”が加わりました。南端は鬱

蒼とした竹やぶでしたが、見事な竹林に変わりました。北側の一帯も旧ポンプ場跡地が宅

地化されるなど整備が進んでいます。西羅古墳南側のナラ枯れ巨木の倒壊のおそれは、い

ち早く伐採されて危険が除かれました。これらはすべて地主さんやボランティアの皆さ

ん、周辺の住民の皆さんのご理解、ご協力のおかげです。衣川台全域で競うように環境美

化が進められていることは、喜ばしいことです。 

衣川台自治会は高齢化、世代交代、住民意識の変化が進む中、これまでの延長だけでは

対処が難しい事態が予測され、これからの自治会活動には発想の転換と中長期的な検討が

必要と考え、年末から有志の方に参画していただき「自治会組織運営検討委員会」の準備

委員会を立ち上げました。会員の幅広い意見なども集約して衣川台自治会の活性化と、よ

り「安全、安心の住みよい衣川台」に役立つものと期待します。 

この一年、傘下団体の皆さん、会員の皆さん、役員一同のご支援をいただき、無事に任

を果たすことができました。有難うございました。
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◆環境保全部長 池上 淳 

 本年度、環境保全部は年４回の一斉清

掃、学区要望の提出とその対応等、例年の

事業のほかに、集合住宅建設に伴い入居者

と良好な関係を築くため、所有者及び管理

者との覚書、協定書の取り交わしをしまし

た。また、ゴミの分別法の変更の周知と収

集所の当番制の徹底もしましたが、皆様の

御好意、御協力を頂きお蔭で何とか引継ぎ

の時期を迎えました。前回（文体部）から

十数年、勤務のため昼間は殆どいない私に

とって、行事、会合、休日の巡回パトロー

ル等の機会に多くの方々と顔見知りになれ

たこと、また南公園の冠水対策として土入

れを実施、ビッグパワーテントと相俟っ

て、あの大雨の中でも夏祭りができ大いに

盛り上がったことは、思い出に残るととも

に大変うれしいことでした。 

 ありがとうございました。これからもよ

ろしくお願いします。 

 

◆文化体育部長 井上 豊  

 自治会役員各位及び自治会傘下各種団体

のみなさまの心強いバックアップ並びに自

治会会員各位のご協力により、平成２６年

度各種行事を無事に終了することができま

した。この場をお借りして御礼申し上げま

す。市民運動会会場設営のおりに前回資料

に基づき出場者一覧掲示板を設置している

と他の自治会の役員の方から「さすがは衣

川台自治会」とお褒めの言葉をいただいた

のが印象に残っております。 

◆総務部長 石原 正宏   

頼りない総務部長で自治会員や会長をはじ

め役員の方々、連携・傘下団体の皆様には

大変ご迷惑をおかけいたしました。本当に

有難うございました。 

◆1組 蔵敷 峯子 

組長も３回目になり、その都度大変だな

と思いつつ皆様に助けられ頑張ってきまし

た。緊張の１年間でしたが無事終わること

ができ、ほっとしています。どうも有難う

ございました。  

 

◆3組 堀 重雄 

 組長をさせて頂いて１年が経ちました。

始めは出来るのかと、とても不安でしたが

どうにかこうにか皆様方（特に総務部長さ

ん）の御協力を得て無事終わろうとしてい

ます。有難うございました。 

 

◆4 組 鷲尾 朝乃 

頼りない組長でしたが、皆様に助けてい

ただきながら、なんとか役目を終えること

ができました。 

自治会活動を通して、地域の人たちとの関

わりの大切さを改めて実感したり、福祉委

員をさせていただいたことで、敬老会開催

準備等に参加することができ、楽しまれて

いる方々をみて、こちらまで楽しくなるよ

うな想いを抱いたことも良い思い出になり

ました。 

本当にありがとうございました。   
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◆５組 硲 達成 

 組長及び仰木の里青少年育成委員とし

て、一年間務めてきました。その間地域の

皆様のご協力により行事等積極的に参加し

て頂き本当に有難う御座いました。 

 

◆６組 中川 禊（衣川台だより担当） 

 「あーやっと終わった」と言うか「衣川

台だより」ゴーストライターの総務部長 

石原さんの気持ちを書かせて頂きました。 

 パソコンが打てない私が、毎回忙しい石

原部長の手をわずらわしてきて、本当に有

難うございました。一年間総務部長の補佐

も大して出来ず反省しております。 

 最後に、２６年度自治総会が無事終了出

来ますよう願っております。 

 一年間有難うございました。 

 

◆８組 川本 

 衣川台に来て３回目の役。皆さまに助け

られて一年が過ぎました。新しい出会いに

も感謝です。老いぼれて行きますが、今後

ともよろしくお願い致します。 

 

◆１０組 古澤 早苗 

 組長になった以上、楽しもうと心に決め

て始めた諸行事。振り返れば 1 年間楽しい

思い出ばかりです。 

 

◆１１組  四方 正江  

 運動会、その他行事に気持ちよく参加し

て下さった方々皆様に助けて頂いた一年間

でした。本当に有難うございました。 

 

 

 

◆１３組 廣川 

 至らない点がありましたが、皆様のご協

力のおかげで 1 年間を終えることができま

した。心から感謝申し上げます。 

 

１５組 高橋  「一年を振り返って」 

 自治会役員の皆さま、まだ会期は終わっ

ておりませんが、一年間有難うございま

す。 

今期は衣川台にとって変化の多い年だった

と思います。通学路の工事、集合住宅の建

設、またゴミ出しルールの変更では、当初

気付かない方も多く、ゴミ衛生担当だった

私の方へ、いくつかのお困りの声が届きま

した。その都度近辺にはお願いの配布物を

配らせて頂きました。 

 通学路のゴミ箱移動が済み、年末が近付

くにつれそのような事も無くなり、ホッと

しています。 

 仕事をしながらだったので、大きな行事

以外では欠席したり、翌日仕事の時は打ち

上げの途中でドロンしたりとあまり無理せ

ず、やれる範囲でやらせて頂きました。そ

の度に皆様には色々助けて頂き、本当にあ

りがとうございました。 
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２．お知らせ 

環境保全部より 

衣川台中央部を南北に走る道路（２組～８組間）横の側溝転落

防止柵が新しくなりました。 
 以前より衣川台自治会から毎年大津市への要望

事項のひとつに挙げられておりました、転落防止

柵（道路延長約１５０ｍ弱）が新しく取り替えら

れました。 

以前の柵は、高さも低くまた目も粗いものでし

たし、経年劣化が激しく特に支柱部分下部に錆が

進行して穴が開いているものも多数あり、クルマ

や自転車での衝突時の効果には疑問がございました。また上の写真にもあるように、撤去

済みの柵の部材がそのまま放置されているなど、この柵に対する要望がここ何年かの自治

会から大津市への要望で継続して提出されておりました。 

 新しい転落防止柵は高さも以前のおよそ倍近くになり、また縦パイプの間隔も狭くなっ

て転落しにくい構造になりました。長年の要望事

項がひとつ解決されましたが、毎年自治会からの

要望を粘り強く継続してこその結果であり、私た

ちが個人で大津市へ要望しても実現はまず不可能

だと考えられます。要望を行政に伝える事は個人

でも可能ですが、大きい実益を可能にするには自

治会は大変大きい存在です。まだまだ要望事項が

すべて解決されたわけではありません。これから

も自治会活動へのご理解とご協力をお願い申し上

げます。 

不法投棄禁止看板を新たに３本、 

１０組 ＪＲ湖西線側ガレージ横へ 

建てました。 

 衣川台周辺の空き地の雑木剪定・伐採をされた

地域では必ずといっていいほど不法投棄物があり

ます。土地の所有者の方はもちろんの事、近辺住

民の方にも大変迷惑な事です。今年度不法投棄禁

止看板は計４本を建てました。 

Before 

After 
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『どうせ見えないから、誰が捨てたかわからないから、ゴミは捨ててもよい』 

不法投棄は犯罪です。誰かに見られています。 
設置看板にも記述してあるように、不法投棄は法律で罰せられます。これからも衣川台

の良き住環境を守る為にも心がけませんか？ 

 なおこの看板を建てる為に４組 青谷達雄氏のご協力がございました。改めて御礼申し

上げます。 

 

不審者が西羅古墳付近にて目撃されました。 
 至急回覧・掲示板での告知をご覧頂いた方にはご存知でしょうが、２月２０日（金）午

後の小学生下校時に不審な人物が目撃され学校へ通報。その後子供達が先生の同伴にて帰

宅するという事案が発生しております。最近和歌山県紀の川市、神奈川県川崎市と立て続

けに子供達が犠牲になった事件を会員の方々もよくご存知だと思います。 

衣川台・仰木の里地区で在住の子供たちをこのような事案からも守る為にも自治会員様

におかれましては、引き続き団地内の防犯意識を高く持っていただき、ご注意をお願い致

します。なお今回目撃された不審者の詳細は下記のとおりで、衣川台子ども会より情報提

供をしていただきました。御礼申し上げます。 

 

不審者目撃情報の詳細 （仰木の里東小学校より子ども会への情報） 

★風 体：作業服を着た男性  

★時 刻：小学生下校時 

★場 所：衣川二丁目の西羅古墳あたり 

★特 徴：長い時間そこにいる。何度か目が合う。 

不審な印象を受ける。 
 

 昨今幼い子ども達から中学生にいたるまで、安心して学校生活を送れる世の中では誠に

残念ではございますが、遠くなりつつあります。子供たちがいつまでも楽しく暮らせる衣

川台であり続ける為にも皆様のご協力をお願い致します。 

 

地域の子どもたちの安全は、 

地域で守りましょう!! 
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仰木の里～衣川台連絡道路工事はあと少しで完成です！ 

 待ちに待った「仰木の里～衣川台連絡道路」ですが、工事が今冬は天候不順の日が多く 

懸命の作業にもかかわらず、２６年度中の完工は残念ながら出来ず、新入生が新道路を通

って通学する風景はお預けとなってしまいました。ただ新道路の供用開始は５月の連休明

けと伺っており、その頃には新緑のもと元気に通学する子供たちの姿を拝められるそうで

す。下記の写真は２月２７日現在の現場の様子です。区切られた歩道と車道が姿を現しは

じめている様子がお分かりかと存じます。 

 長年道路専門委員会の時代を経て、道路

建設推進委員会の歴代メンバー皆様方の苦

労がようやく形となって姿を現し始めたこ

とは、大変喜ばしいことです。 

 もう少しすれば元気に子供たちの歓声あ

ふれる朝の通学時間が望めるようになり、 

通勤通学路の新しいルートが出来て朝の

風景のひとつが衣川台に加わります。 

改めて道路専門委員会の時代からずっと

関わってこられました方々には謹んでお礼

を申し上げます。有難うございました。 

 

 

総務部より 

南・北両自治会館の都市ガス閉栓工事を実施しました。 

 さる２月２６日（金）に南・北両自治会館のプロパン

ガス化工事の最終段階である大津市からの都市ガス管を

敷地際にて閉栓する工事を、㈲八茂工業・岡工業㈱両者

の施工にて雨の中行っていただきました。南自治会館で

は土中のガス管の位置がかなり深く現場が植栽等で作業

に支障があり、地面にはいつくばっての作業など大変な

状況でしたが、計４名の作業員のみなさんがずぶ濡れに

なりながらも懸命に作業をしていただき、おかげさまで無事終了いた

しました。閉栓工事中は周辺にお住まいの会員様方や傘下団体の皆様

方のご協力もあってスムーズに工事も終了しホッとしております。 

 これにて南・北自治会館とも都市ガス管の閉栓により万が一の敷地

内土中からのガス漏れの心配もなくなり、平成２６年度総会議案でも

あるガス管更新関連の工事はすべて終了致しました。 
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今号は編集方針として傘下団体様には原稿の募集案内はしておりませんでしたが、子ども会「プロジェクトＨ」に

ついては、高齢者向け事業内容等を考慮し掲載をさせていただきました。（総務部長 石原正宏） 

  「自治会組織運営検討委員会」の準備委員会を計４回 

開催しました。 

 冒頭会長の挨拶にもありますが、今年度『２６年度自治総会議案書 〔５号議案〕主要

懸案事項及び次年度への引き継ぎ事項 第８項「自治会組織率の向上と財政健全化につい

て」』の問題に対処する為、『自治会組織運営検討委員会』なる専門委員会を設立する事を

役員会で協議し決定いたしました。立ち上げに際してはまず準備会を設立し、討議内容等

やその他の準備をしていただくことにして、団地内有識者にお集まり頂き計４回にわたり

討議を重ねていただきました。２７年度から正式に委員会を発足し討議をしていただきま

す。新たな委員も公募されますので、我と思わん方はぜひ会議の公募にご参加を頂き、未

来ある衣川台自治会の一歩のために奮闘していただきたく存じます。公募については２７

年度自治総会議案書に掲載予定です。 

衣川台子ども会からのお知らせ 

    

 

 

いつも廃品回収にご協力頂き、ありがとうございます。 

 

★日時：平成２７年３月１５日（第３日曜日） 

  廃品回収の搬入が困難な方宅へ、子ども達がとりに伺います。 

 

★ご希望の方はご連絡下さい。（３月６日（土）締切り） 

 

★当日お手伝い頂ける方も大募集！！ 

 ３月１５日（日）午前８時に衣川台南自治会館へお越し下さい。 

 

★連絡先：９組 星川 弘美 

077-532-9377 または 090-9046-5 

 

http://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://konibook.web.fc2.com/afb9-2.jpg&imgrefurl=http://konibook.web.fc2.com/afb9.html&h=295&w=397&tbnid=dXvFpgt1NIiOIM:&zoom=1&docid=Vzts9gMjNUYMqM&hl=ja&ei=CP_jVNfrCYr78QWXxIHoDA&tbm=isch&ved=0CHQQMyhNME0
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３．その他 

平成２７年度自治会・衣川台
自主防災部総会が３月２２日
（日）に開催されます。 

 

 ３月に入り今年も衣川台自治会・衣川台

自主防災部も役員の交代時期となり、また

それに伴い総会が開かれます。まもなくで

すが、「総会開催のご案内」と「総会議案

書」が会員の皆様方に配布されますので、

ご多忙とは存じますがご出席を賜わります

ようお願い申し上げます。 

 また事情によりご出席が出来ない場合は 

恐れ入りますが、総会案内下部にございま

す「総会出欠通知状」に必要事項、記名押

印の上、３月１４日（土）までに組長まで

ご提出をお願い致します。 

 

開催日時：平成２７年３月２２日（日） 

午後１時より３時（予定） 

開催場所：衣川台南自治会館 

議  案：「総会議案書」のとおり 

 

来年度より４組は４組Ａ・４組Ｂ

に分割、衣川台は計１６組体

制となります。 

 

編集後記 

 一年間つたない編集でしたが、傘下団体様始め

民生委員様の多大なご協力もございまして何とか

一年間発行させていただくことが出来ました。 

 もっと充実した紙面をお届けできたらとは思い

ますが、なにぶん素人編集の悲しさで、読みにく

い部分も多々あったと存じお詫び申し上げます。

パソコンの字の入力が少し速くなったのが少しう

れしく感じる昨今です。ご愛読誠にありがとうご

ざいました。 

平成２７年度衣川台だより担当 

中川 禊・石原正宏 

「衣川台だより」は皆様のお手元には白黒Ｂ

４サイズにての配布ですが、本来はＡ４サイ

ズカラー原稿で作成しています。 

衣川台自治会のホームページにてぜひ、 

ＰＤＦカラー版をご覧ください。 

http://www.kinugawadai.com/ 

 

 


