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会議名 第 14 回杉並区立永福南小学校・永福小学校統合協議会

日 時 平成 23 年 12月 21 日（水）午前 10 時～午前 11時 10分

場 所 永福南小学校 視聴覚室

出席者 統合協議会委員 22 名（欠席１名）

傍聴者 なし

次 第 １ 開会あいさつ

２ 議題

(１)通学路について

(２)校名について

(３)統合協議会ニュースについて

(４)今後の進め方について

(５)その他

資 料 資料１ 通学路について

資料２ 校名に係る公募意見について

参考資料 昭和 62 年永福南小学校開校に伴う通学区域の変更

会長 おはようございます。定刻になりましたので、第 14 回杉並区立永福南小学校・永

福小学校統合協議会を始めます。

今日は非常に寒い日ですが、いよいよ今年も押し迫ってまいりました。この１年間、

いろいろご協力いただきましてありがとうございます。本日は、通学路、校名、統合

協議会ニュース等々の議題が予定されております。ご検討いただき、方向性を示して

いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

初めに教育改革担当部長からごあいさつをいただきます。

教育改革

担当部長

皆さん、おはようございます。今年もあと 10 日余りになりました。

今年は３月 11 日の東日本大震災があり、地震、津波、原発と大変な問題がありま

した。解決までにはまだまだ長い時間がかかると思います。多くの犠牲者や今現在も

避難所で寒い中大変厳しい生活に苦労している方がいらっしゃいますが、一日も早く

復興、復旧することを願っております。

この協議会も 14 回目です。新しいプール棟、体育館もでき、25 年４月には統合と

なります。本当にいい学校をつくっていければと思っています。

後で話がありますけれども、今回、区民の方からいただいたご意見の中で、永福南

小学校は永福小学校からの分校という認識をしている方が意外に多かったように思
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います。実際には、永福南小学校は新しい学校ということで、永福小学校と高井戸第

三小学校と和泉小学校の児童によりスタートしました。その構成比は元々高井戸第三

小学校区域だったところの児童が圧倒的に多いということが、あらためてわかりまし

た。過去の経緯を皆さんにも知ってもらいたいと思います。

いずれにしましても、本日の議題は校名、通学路等ございますので、いい話し合い

になればと思っております。

会長 ありがとうございました。それでは、議題に移ります。

まず初めに、「通学路について」、事務局によろしくお願いします。

学校適正配置

担当係長

それでは、通学路の議題に入りますが、本日は学務課学事係主査が出席させていた

だいております。通学路について説明させていただきます。

(１)通学路について

学校適正

配置担当

主査

資料１に沿いまして説明いたします。

統合に伴う新たな通学路として、別紙１の図、オレンジのルート１からルート７ま

でを新たな通学路の候補として提案させていただきます。西は荒玉水道道路、東は永

福通りとどちらも交通量が多いため、できるだけここを避けて学校へ通学できる南北

のラインを新たに設けることとしました。

検討委員は別紙２名簿のとおりです。

10 月７日に実踏を行った結果として、いろいろな要望等がございました。現在、

この要望について所管部署に折衝しています。その状況を簡単に報告します。

まず(１)ですが、今回新たに通学路を指定したことに伴う要望等です。

①道路のカラー舗装化については(ルート１)、側道をカラー舗装して通行車両に注

意を喚起したいということです。区道の所管である土木事務所に要望しています。

②歩行者用信号機の設置はルート３の永福一丁目交差点のところです。永福通り

を渡る方向で歩行者用の信号機を設置してほしいという要望です。

永福通りは都道で都の第三建設事務所が所管しています。荒玉水道(都道)も含め

て第三建設事務所と色々折衝し、信号機に関しては、所管である警察に要望してい

きたいと思っています。

③横断歩道の移設はルート４とルート５の接続するところです。現在、永福南児童

館と併設の保育園のところに横断歩道がありますが、それより 30 メートルぐらい東

のほうにも横断歩道が欲しいという要望です。警察の基準では 300 メートル以上離れ

ていないと横断歩道は設置できないそうなので、既存の横断歩道を東側に移設できる

かどうか検討中です。

④明風橋とかんな橋の神田川沿いのベンチについてです。ベンチは高齢者の利用

が多く、もっとベンチを設置して欲しいなどの希望も多いため、撤去することは厳

しい状況です。原則的にベンチは人家を避けて公共的な施設付近に設置するという

基準があるようです。明風橋のところは人家が多く移設も厳しいと思われます。かん
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な橋のほうは上流からバランスよくベンチが配置されており、ベンチの撤去、移設に

ついては厳しいところです。

⑤ルート６の街路灯の照度のアップについてです。当初、スーパー防犯灯が設置で

きないかという希望もありました。警察に問い合わせたところ、スーパー防犯灯は

今後設置せず、交番に電話を置いて、何かあったときに電話についているボタンなど

を押すと警察に通じて、お互いに話ができるという方向に持っていくという話でし

た。街路灯については今よりも照度が上がるものを順次設置していくようです。

⑥樹木の剪定については、個人・法人所有とかいろいろありますが、これは何らか

の形でお願いできるところはお願いして進めていきたいと思います

新ルートには、通学路に新たに「文」の標識を電柱に取り付けますが、「学校あり」

などその他の標識を具体的にどこにつけるかは、これから希望を聞きながら対応して

いきます。

新たに通学路が増えたことによって、通学安全指導員を配置して欲しいなどの希望

については、漸次、所管部署に相談をしていきたいと思います。

それから、既存の通学路に伴うものですが、荒玉水道へのガードレール設置は現実

的には結構厳しいです。第三建設事務所によると、荒玉水道のセンターラインを消す

ことによって、対向車が来ないときは真ん中を走り、対向車が来たらお互いスピード

を緩めて左側に寄るというような方式を取り入れられないか、カラー舗装化も含め

て、所管の警察に第三建設事務所と同行してお話をしていきたいと思います。

今後のスケジュールは、来年度に入って、大体７月ごろをめどに両校長先生から通

学路の指定について学務課へ申請をするという形になります。

いずれにしても、この要望等については実現するのに長期に及ぶものも数多くあり

ますので、できるものから順次解決していきたいと思っております。統合協議会では、

この７つのルートを教育委員会に上げていいかという了承をお願いしたいと思いま

す。

会長 学務課の方から何かありますか。

学務課学

事係主査

今説明にありましたとおり、通学路につきまして今回の検討会でご提案いただいた

内容を改めて最終的に確認をした上で、７月ぐらいまでに校長先生のほうから申請い

ただいて設定という流れで手続きをしていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

会長 それでは、ただいま提案がありましたように、既存の通学路プラス７つのルートが

追加されるということですが、この点についてはいかがでしょうか。検討委員会等で

実際に実地踏査を行いながら取り組んできて決定した内容ですけれども、よろしいで

すか。

委員 質問ですが、ルート３と書いてあるところには安全指導員の方がいるのですか、そ

れともこれから配置されるところですか。

※
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学校適正配

置担当主査

このマークは、現在通学安全指導員がいるところです。

委員 永福学園のところにいるということですね。

委員 神田川沿いの遊歩道は車が走っているわけじゃないですよね。安全指導員というの

は、交通量の多いところにいますよね。このルート３とあるところにいるのは、そも

そもあそこの位置がちょっと薄暗くて危ないということですか。

永南小副

校長

神田川沿いではなくて、永福学園の前の道を車が通るときに危ないというのでお願

いしています。

委員 車もあるのですが、どんぐり緑地が以前ちょっと不審者とかがあったので、お願い

して立ってもらっていると私は聞いています。

委員 永福学園の道路側じゃなくて、神田川側でいつも朝ごあいさつをしますけれども。

永南小副

校長

安全のために、多少移動して子どもたちを見守っていただいています。

委員 先ほどのベンチの移設ですけれども、基本的にはベンチを移設するということより

も、ベンチに不審者が寝ているという状態が問題なのです。普通のベンチを置いてし

まうと、そこに横になって寝られますよね。だから、ベンチをどこかに移すのではな

くて、寝られないような構造、例えば１人ずつ座るようなものなどに変更すれば解決

されるだろうということです。

学校適正

配置担当

主査

その辺のところも、標識を立てても守らない人は守らないので、区の安全パトロー

ル等に巡回してもらうという対応も考えられるのではと所管課で言われました。検討

していきたいと思っております。

委員 ベンチですが、神田川沿いを歩いていても、あまりお年寄りの方が座っているのは

見かけませんね。お年寄りの方からの要望がどのぐらいあるのか、本当にベンチが必

要なのかなど要望を聞いて欲しいと思います。

あと、もう少し上流にある昔の数え歌みたいなのが書いてあるベンチは、スツール

型なので、お年寄りがちょっとお座りになるのでしたら、そういうのでも十分だと思

います。もう少し検討していただくことが必要かと思います。

学校適正配

置担当主査

わかりました。それも含めまして、実態をもう少し聞いて対応したいと思います。

会長 新規７ルートはよろしいでしょうか。（異議なし）この図にある通学安全指導員の

配置は現在立っている場所ですが今度、学区域が広がった段階では、もう一度その配

置の見直しはしていかなければいけないだろうと思います。それは新たに提案させて

いただいて、ご検討いただくということでよろしいでしょうか。（異議なし）

ベンチについては、その形状も含めながら、要望も反映しながら折衝していただき

たいと思います。随時、その決定していただいた段階ごとにまたご報告いただければ
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と思います。以上でよろしいでしょうか。（異議なし）

委員 神田川を最近通っていると、剪定が行き届き、また暗い道が舗装されて、ちょっと

広くなったように感じます。迅速な対応に感謝いたします。それから、今こうやって

統合協議会とか通学路検討委員会が立ち上がっていますが、今後も、継続的に草木の

剪定とか、暗い道への対応をしていただければと思います。

会長 では、通学路検討委員会が立ち上がっていますので、今回の決定で終わりというこ

とではなくて、今後、通学安全指導員の配置とか、さまざまなことに対してまたご検

討いただくことがあるかと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。

それでは、通学路については以上でよろしいでしょうか。（なし）

続きまして、校名に移ります。次のような流れで話し合いを進めたいと思います。

まず、先ほど部長から話がありましたように、永福南小学校開校までの経緯をお話

しいただきます。次に、具体的に事務局がまとめた主な公募意見を委員の皆さん方に

配付して読んでいただき、最後に、事務局から校名についての提案をする形とします。

それでは、事務局からお願いします。

(２)校名について

学校適正

配置担当

係長

まず「参考資料」をご覧ください。今まで討議の中で永福南小開校のときの経緯な

ど、いろいろとお話が出ましたので、改めて事務局で経緯を調査しました。委員の皆

様にはより正確な知識を持っていただくことが必要と思いますので、説明をします。

図中の青い点線が現在の小学校の区域です。「高三→永南」、「和泉→永南」、「松ノ

木→永福」、「大宮→永福」、「大宮→和泉」と記載されているのが、永福南小学校開校

に伴って、周辺校が学区域の変更をしている区域です。

永福南小学校は昭和 62 年の開校です。昭和 59 年当時、高井戸第三小学校が 25 学

級、浜田山小学校が 27 学級と学級数が非常に多くなっていて規模を小さくすること

が望ましかったのです。また、周辺校である高三小学校や和泉小学校では、学区域が

広いため、場所によっては通学距離が長すぎるという課題もありました。それで、永

福南小学校を開校することによって、周辺の浜田山小、高三小、永福小、松ノ木小、

大宮小、和泉小、周りの６校の学区域をすべて少しずつ変えているのです。

例えば永福小学校の線路の北側の地域、図中の「Ｅ」区域は、もともと松ノ木小学

区域だったところを永福小学区域に変更しました。また「Ｆ」区域は、大宮小学区域

だったところを永福小区域に変変更したのです。

一番影響が大きかったのは高井戸第三小学校で、185 名の方が学区域変更で永福南

小学校に移ってきました。その次が和泉小学校で 77名の方、永福小学校が 50 名です。

経緯は以上ですので、改めてご認識をお願いします。

会長 永福南小学校開校までの経緯をお話しいただきました。何かご質問はありますか。

よろしいですか。（なし）

そういう経緯があったということで、ご確認いただければ結構かと思います。
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それでは、続きまして、公募の意見をいただきましたので、先にプリントを配って

いただき、それを見ながら概要を説明していただきます。

（プリント配付）

学校適正

配置担当

係長

資料２により、今回どのように意見の公募をしたかというところを改めてご説明し

ます。統合協議会ニュースは、通常は町会には供覧しているのですが、今回は 11 月

８日から 11 月 15 日までの間、永福小学校、永福南小学校、向陽中学校の学区域の全

戸に配布しました。配布したのは 18,358 部です。また、通常は配布していない近隣

の公共施設、永福和泉地域区民センター、下高井戸区民集会所等で 120 部、通常分

としては 3,400 部配布しました。そのほかに広報すぎなみ 11 月 21 日号・区教育委員

会ホームページへの記事掲載により、広く意見を募りました。

寄せられた意見は合計で 65 件です。

寄せられた主な意見については、例えば最終的に「永福小学校がよい」とか、「『永

福』の字を使ったほうがよい」というような結論がそれぞれあるわけですけれども、

結論に至るまでの過程についてはかなり重複をしています。例えば「両校の校名に共

通している『永福』を使うべき」、「地域名が『永福』だから」などです。中には、こ

の協議会ニュースをかなり読み込んでいる方もいらっしゃるようで、教育目標が「地

域と共に創る学校を目指して」なので、そうしたらやっぱり校名は地域名じゃないと

おかしいでしょうという意見もあります。それから、現在の校名を引き継ぎなさいと

いう意見、また、どちらか一方の校名がなくなるのではなくて、新しく「永福の地」

につくり上げる学校だから「永福小」がいいのではないかという意見もあります。

「新しい校名がよい」という意見もあります。そのほとんどは「永福○○小学校」

はどうでしょうという意見です。これは、新校という区切りがつくし、他の自治体で

も統合校の校名は変更しているのだからという理由です。

その他として、「統合校が使う校地・校舎の校名とする。シンプルに考えるべきで

ある」という意見。また「抽象的な校名は適切でない」という意見もありました。そ

れは前々回の協議会の中でも、皆さんからも同じような意見が寄せられていると思い

ます。この中の「新しい校名がよい」という意見の中に、「他の自治体でも統合校の

校名は変更しているので」という記述がありますが、こちらについては必ずしもそう

でない例もあります。23 区内で今まで 140 校ぐらい統合によって新しい小中学校が

生まれているのですが、その中で 30 校弱は既存のどちらかの学校の名前を引き継い

でいます。その意味づけはさまざまです。

それでは、お手元に配布したものを皆さんにお読みいただければと思います。

会長 配布したものはボリュームのある内容ですので、ちょっとここで読む時間を設けた

いと思います。

会長 ――それでは、よろしいでしょうか。まだまだ読み込み切れていないかもしれま

せんけれども、時間の都合でこの辺で打ち切らせていただきます。
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それでは、出された意見も基にしながら、事務局から校名についての提案をさせて

いただこうと思いますので、よろしくお願いします。

学校適正

配置担当

係長

この件は、両校の校長先生も含めまして事務局でいろいろと討議をいたしました。

今お配りした資料の中にとてもいい意見があり、この主旨が結論にふさわしいのでは

ないでしょうか。ちょっと読みますと、「『永福小学校』でよいのではないでしょうか。

どちらか一方の名前がなくなるという見方、考え方ではなく、新しく永福の地につく

り上げる意味で、地名「永福」をそのままシンプルにつけたらと思います。「永福」

の名を継げる唯一の大切な小学校だと思います」というものです。

「永福」という文字を使うという要望につきましては、意見のほとんどがそうなの

です。皆さん、地域の名前は是非入れてくださいと言っています。前々回の協議会の

ときに委員からも、永福地域にあるから「永福」なんだと。両校の歴史を引き継ぎつ

つ、新たな気持ちで――２５年４月というのは非常に大きな節目であることは間違い

ありません。ですから、歴史・伝統は引き継ぎつつ、新たな気持ちで地域の学校をつ

くり上げていく。教育目標でも「地域と共に創る学校を目指して」ですし、この地区

に１つだけの公立小学校となるということもあります。また、地名以外の抽象的な文

言を避けるという意見も多いので、ここはシンプルに『永福小学校』でよろしいので

はないかということで提案をさせていただきます。

会長 ただいま提案がありました、地域の学校としての「永福小学校」という名前にして

いくということです。いかがでしょうか。ご意見等ありましたらお出しいただければ

と思います。

委員 私もふだんつき合っている永福小学校の卒業生に話を聞いたんです。かなり過激な

意見の方もおられますが、やっぱりよくよく考えてみると、新しい学校をつくるので

すから、新たに「永福小学校」と命名するという形にしたほうがいいと思うのです。

永福南小学校の人も、今度の学校は永福小学校の続きだけじゃないんだと。新たに「永

福小学校」とする。そうすると、恐らく投稿されたのは永福小学校の卒業生が大部分

だろうと思いますが、その人たちも納得するでしょうし、校歌とか校章とかの問題も

ありますから、校名は新たに「永福小学校」に命名する、ここのところが大事だと思

うんですね。新たに命名する。だけれども、校歌、校章は別という感じで考えたら私

はいいと思います。

会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、統合して新たにつくり上げられる学校としての「永福小学校」というこ

とで校名を決定したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。（異議なし）

ご協力いただきましてありがとうございます。

それでは、今、ここでは私は「決定」という言葉を使いましたけれども、最終的に

は教育委員会にかけてそれを承認していただくという手順があると思いますので、一

応候補として「永福小学校」をこの統合協議会からは出させていただきます。よろし
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いでしょうか。

委員 「永福小学校」でいいんですけれども、ポスティングをして、皆さんから広くご意

見をいただいたように、経緯もまたポスティングするんでしょうか。ぜひそのプロセ

スを知ってもらいたいというのと、決まったことだけを伝えるのでは、特に永福南小

の地域の卒業生の人の印象も違ってくると思うので、ぜひその辺はまた広く周知をお

願いしたいと思います。

会長 今のご意見につきましては、この後、統合協議会ニュースのほうで提案しますので、

またご意見がありましたらぜひお出しいただければと思います。では、よろしいでし

ょうか。（なし）

続いて、議題の３番目、「統合協議会ニュースについて」です。

(３)統合協議会ニュースについて

学校適正

配置担当

係長

今回、広くポスティングをして意見を聞いたということは、その結果を返す義務が

あると思います。ただ、ポスティングにはかなり費用がかかるものですから、もう 1

回ポスティングすることまでは考えていません。統合協議会ニュース 7号の内容につ

いては、皆さんから意見が何件あり、主な内容はこうであるという記事にする予定で

す。また永福南小開校時の経緯も掲載したいと思います。統合協議会ニュースは今ま

で永福・永南地域にしか供覧をしていませんでしたが、今後、校歌、校章も討議して

いくこともあるので、次号以降は、６号の配布時にプラスした下高永福地域の８つの

町会に新たに協議会ニュースの回覧をお願いしたいと思います。

６号を配布してからこういうふうに校名候補が決定しましたというのは余り間隔

を開けない方がよいと思いますので、事前に町会関係の方にはすでにお話はさせてい

ただいています。できたら、１月３週目までには配りたいと考えています。

意見をいただいた方にも個別に送付したいと考えています。

委員 広報すぎなみ等には載せないのでしょうか。意見を公募するというのを広報にはど

のように載せたのですか。

学校適正

配置担当

係長

ちょっと間接的に、「今統合協議会でこういう討議をしています、詳細は教育委員

会 HP をご覧ください。」と掲載しました。そこで統合協議会ニュース 6号に到達する

ような方法です。校名について広報すぎなみに掲載するのは教育委員会で正式に可決

をした後という形のほうがいいかと思います。

会長 では、統合協議会ニュースについてはよろしいでしょうか。（異議なし）

学校適正

配置担当

係長

統合協議会ニュースの具体的な内容なのですが、間髪を余り入れたくないので、本

来であれば協議会の場で案をお示しした後のほうがよろしいかと思うのですが、時間

の関係もあるので、内容は事務局に一任いただけるということでよろしいですか。

学校適正配

置担当課長

両校長先生にも事前確認するので、よろしくお願いします。（異議なし）
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(４)今後の進め方について

会長 続きまして、４番に移ります。「今後の進め方について」です。

今後の統合協議会の進め方についてこんなふうに考えています。１月の統合協議会

では校歌、校章についてのご意見をいただきます。そして、その意見を基にしながら、

どのような形で話し合っていけばいいか、どういう形で考えていけばいいかというよ

うな方向性を示していきたいと思います。そして、２月、３月あたりで具体的な検討

をと考えています。それでよろしいでしょうか。（異議なし）

校名の検討のときにも話がありましたように、やはり校歌、校章についてもき

ちっと話をしていかなければいけない内容ですので、十分時間をとらさせていただ

きます。

それでは、その他に移ります。まずは、「各学校の交流活動等教育活動での統合に

向けた取り組み」と「ＰＴＡの交流及び統合に向けた取り組み」、この２点をその他

でお話ししていただこうと思いますけれども、他に話をしたいことはありますでしょ

うか。（なし）それでは、教育活動についてよろしくお願いします。

(５)その他

永福南小

主幹教諭

永福小学校の体育館、プールの改築に伴い、永福小側から永福南小体育館に週１回

来ていただいています。その際、永福南小子どもたちと合同で体育を組めるときには

合同体育を行ったり、時間を入れかえ、学級活動に振り替えて楽しい交流会をしてい

ます。一昨日も２年生がしおりなどを交換したり、楽しく活動をしていて、いい時間

を過ごしているようです。

また、他のクラブ活動はそれぞれの学校で行っていますが、月１回月曜日に、体育

館クラブを本校で合同実施しています。それから、両校とも子どもたちが花を種から

育てていて、永福小学校はパンジー、永福南小学校はプリムラ・マラコイデスですが、

その苗を今後、学級活動などの時間でお互いに１鉢ずつ交換する予定です。

その他、夏期プールを今年度、全年１３回、すべて一緒に行いました。指導者もた

くさん増え、大勢の目で楽しく安全にできたと思っています。

さらに行事としまして、遠足を１～４年生まで、移動教室は５～６年生、すべて合

同で行っています。細かいところなんですが、６年生の向陽中学校見学会、中学校進

学を目指しての説明会が２月に予定されていますが、これも合同で行って、一緒に進

んでいくんだという気持ちも持っていけたらなということで活動しております。

会長 今、学校の取り組みをお話しいただきましたけれども、何かご質問がありますでし

ょうか。こんなところをもう少し聞きたいということでも結構ですけれども。よろし

いですか。（なし）続きまして、ＰＴＡの交流状況についてよろしくお願いします。

委員 ＰＴＡの役員も両校の交流を進めていこうということで、10 月６日に永福南小学

校で役員同士の顔合わせを行い、10 名弱で両校の違いなどを話し合いました。それ

から、11 月 21 日に永福小で永福南小から３名、永福小から４名出席で、最初のＰＴ
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Ａ連絡会を行いました。

次回は１月 16 日に永福南小で、ＰＴＡ会則のすり合わせなどを中心にやっていく

予定です。連絡会には、来年度のＰＴＡ会長も入ってもらって話し合いを進めていき

ます。会員同士の交流については、１月２２日に永福南小体育館でＰＴＡソフトバレ

ー交流会をする予定です。その次に２月２５日に永南小でつぼみスクールという講習

会を行います。これは女の子の下着の選び方というのをワコールの方をお招きして講

習会をするのですが、両校ＰＴＡが共催でやって、参加を募る予定です。

会長 何かご質問がありますでしょうか。（なし）

学校、ＰＴＡ、それぞれ 25 年の４月開校に向けて着々と進めている状況です。

またこれから随時、その進行状況とか取り組み状況については報告をしていただこ

うと思います。よろしくお願いいたします。

本日の議題はすべて終了いたしました。何かほかにありますでしょうか。（なし）

次回日程を決めて本日の協議会を終了させていただこうかと思います。

（日程調整）

会長 それでは、１月 26 日の 10時から、永福南小学校で第 15 回目を開催いたします。

よろしくお願いします。最後に副会長からお話をいただきます。

副会長 今年１年、ありがとうございました。実はこの前、私の知り合いの学校も統合の予

定があり、江戸川区の本木小学校と本木東小学校というところなのですが、24 年 4

月に統合だという話を聞きました。そちらでも、やはり話し合いをするまで、いろい

ろな人たちのいろいろな意見を聞くのが非常に大変だったと言うことです。若杉小学

校と杉並第五小学校のことも私も聞いております。いろいろな思いはありますが、そ

れぞれが子どもたちのこと、何が最終的に必要なのかということを考えながら、協議

会としてもしっかり進んで来ていることに対して、会長ともども本当に感謝していま

す。

まだこの先、来年もあるのですけれども、一応今年はここで一区切りということに

なります。ありがとうございました、どうぞよいお年をお迎えください。

会長 お疲れさまでした。以上で終了いたします。

よいお年をお迎えください。

※スーパー防犯灯：街路灯の支柱に赤色灯・サイレン・防犯カメラ・インターホン・緊急通報ボ

タンを装備し、事件・事故などが発生したときに、緊急通報ボタンを押すと警察官と直接通話で

きる緊急通報システム(警視庁が整備)


