
 

 

       ―４月・５月合併号― 

平成２３年 

５月８日 

 発行責任者：長谷川 義剛 編集責任者：林 紀史 
☆☆☆☆東日本東日本東日本東日本大震災大震災大震災大震災にににに小川自治会小川自治会小川自治会小川自治会からからからから２０２０２０２０万円万円万円万円のののの義援金義援金義援金義援金をををを贈贈贈贈りましたりましたりましたりました        

☆☆☆☆平成平成平成平成２２２２３３３３年度小川自治会年度小川自治会年度小川自治会年度小川自治会役員役員役員役員がががが次次次次のののの通通通通りりりり決定決定決定決定しましたしましたしましたしました（総務部） 

平成２３年度 定期総会が４月１７日（日）１０:００～ 小川小学校 体育館で開催され、 

会長に前副会長長谷川 義剛氏が選任された他、次の役員人事が承認されました。（敬称略）  

副会長  新井 洋子（再任） 

  会計   林 紀史（再任）、大坪 美千代（新任） 

  会計監査 勝又 昉（留任）、遠山 希委子（留任） 

  相談役  横田 一夫（留任）、熊坂 慶次（留任）、堤 光雄（新任、前会長） 

  支部長ｘ１１名（９名は班長兼任）、班長ｘ６６名 計６８名（全員新任） 

副会長 上田 一美氏は退任されました。 

☆☆☆☆平成平成平成平成２２２２３３３３年度小川自治会専門部体制年度小川自治会専門部体制年度小川自治会専門部体制年度小川自治会専門部体制（総務部）（敬称略）      （数字）は支部長 

専門部 部長 部員       

総 務 部 

（ＨＰ管理者） 

新井 洋子 土屋 典子（１０）、林 紀史（兼） 

上田 一美、吉田 耕造 

環 境 部 清水 久美子（７） 松澤 美枝子（３）、齋藤 碧（６） 

防災対策部 窪田 浩三（２） 小野 麗子（４）、山崎 香代子（１１） 

和田 晴美（民生委員）、津田 悦子（民生委員） 

安全対策部 林 紀史  

行 事 部 中島 悟（５） 高橋 笙子（１）、武田 美津子（８）、 

松原 隆史（９）、新井 洋子（兼） 

  

“安全で安心して住める連帯感のある街づくり”小川自治会長小川自治会長小川自治会長小川自治会長    長谷川長谷川長谷川長谷川    義剛義剛義剛義剛 

 ４月の定期総会で堤前会長のあとを受け、会長を引き受けました。昭和４７（１９７２）年に

４９世帯の会員数で発足した小川自治会も、現在約１，２３０世帯、１１支部、６６班と町田市

内約２７０の町内会・自治会でも屈指の大世帯の自治会です。 

今回の東日本大震災では多くの人々が被災されましたが、大震災などの災害時に公的機関の援助

をすぐに期待することは、事実上不可能に近いと言えます。そこで行政は隣近所の助け合いよる

「「「「共助共助共助共助」」」」に期待しています。その共助で町内会・自治会が情報伝達、救助、避難誘導、初期消火、

給食、避難所運営等の面で中心的役割を果たします。 

これからの自治会活動は「「「「向向向向こうこうこうこう三軒両隣三軒両隣三軒両隣三軒両隣のののの精神精神精神精神」」」」で、まず「「「「ごごごご近所近所近所近所つきつきつきつき合合合合いいいい」」」」から始め、

自治会役員、防犯パトロール隊員、青色パトロール隊員等への応募、また防災訓練、子供祭り・

餅つき大会等の自治会行事への皆さん誘い合っての積極的参加により、連帯感のある自治会にな

ると思います。       自治会自治会自治会自治会はははは会員会員会員会員１１１１人人人人ひとりのひとりのひとりのひとりの協力協力協力協力でででで作作作作るるるる組織組織組織組織ですですですです。 
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☆☆☆☆防犯防犯防犯防犯パトロールパトロールパトロールパトロール隊活動実績隊活動実績隊活動実績隊活動実績（安全対策部）  
防犯パトロールも結成以来７年目を迎えました。その間小川地域の防犯に多大の貢献をしました。 

６年間の活動実績をまとめました。              

６６６６年間年間年間年間のののの総総総総パトロールパトロールパトロールパトロール回数回数回数回数：：：：7,1857,1857,1857,185 回回回回、、、、総参加延総参加延総参加延総参加延べべべべ人数人数人数人数：：：：41,29641,29641,29641,296 人人人人            （期間は４月～３月）    
回回回回　　　　数数数数
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１丁目２丁目３４丁目
  隊員隊員隊員隊員ががががピークピークピークピーク時時時時にににに比比比比べべべべ半減半減半減半減していますしていますしていますしています。。。。新新新新しいしいしいしい方方方方のののの参加参加参加参加をおをおをおをお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

☆☆☆☆春春春春のののの全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動全国交通安全運動とととと町田市春町田市春町田市春町田市春のののの地域安全運動地域安全運動地域安全運動地域安全運動（安全対策部） 
◆春の全校交通安全運動 ５月１１日（水）～５月２０日（金） 

   スローガン「「「「やさしさがやさしさがやさしさがやさしさが    走走走走るこのるこのるこのるこの街街街街    このこのこのこの道路道路道路道路」」」」    

            運動の基本 子どもと高齢者の交通事故防止 

 ◆春の地域安全運動（町田警察署独自） ５月２０日（金）～５月２５日（水） 

   スローガン「「「「守守守守ろうよろうよろうよろうよ    わたしのわたしのわたしのわたしの好好好好きなきなきなきな    街街街街だからだからだからだから」」」」 

   重点  振込め詐欺・空き巣・ひったくり・悪徳商法の被害防止 

町田警察署内交通事故発生件数町田警察署内交通事故発生件数町田警察署内交通事故発生件数町田警察署内交通事故発生件数                                                                                            

 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 ２３年 

（３月末） 

発生件数 ２，５８７ ２，４５７ ２，１８９ １，７５０ １，５０５ ２９９ 

死者数 １２ ９ ７ ７ ２ １ 

重傷者数 １９ ２４ ３１ ２１ １３ ３ 

軽傷者数 ３，００５ ２，８０４ ２，４７５ １，９９５ １，７２５ ３１８ 

都内死者数 ２６３ ２６９ ２１８ ２０５ ２１５ ５１ 

 ◇２２年全国死者数 約２，４００件 ５０％強が高齢者 都内は約３７％ 

 ◇交通事故は大幅に減少している。しかし高齢者の事故の比率は増加している。 

◇高齢者は被害者、加害者両方とも多く、死亡事故では歩行中、自転車、自動車の順。 

 ◇２２年都内の児童・幼児の死亡事故 ４件    

 ◇町田市内では町田街道、鶴川街道、鎌倉街道が圧倒的に多い    

－４－ 



 

☆☆☆☆資源回収実績資源回収実績資源回収実績資源回収実績（環境部）    

□１月～３月                                 単位＝ｔ 

単位＝ｔ １丁目 ２丁目 ３・４丁目 合計 

１－３月合計 １９１９１９１９．．．．００００    １９１９１９１９．．．．１１１１    １５１５１５１５．．．．３３３３    ５３５３５３５３．．．．４４４４    

（うち古布資源） （０．６） （０．５） （０．７） （１．８） 

（うちアルミ缶） （０．１） （０．１） （０．１） （０．２） 

昨年１―３月 ２３２３２３２３．．．．８８８８    １９１９１９１９．．．．６６６６    １７１７１７１７．．．．００００    ６０６０６０６０．．．．４４４４    

 

☆☆☆☆平成平成平成平成２３２３２３２３年度会員名簿作成年度会員名簿作成年度会員名簿作成年度会員名簿作成のためののためののためののための調査調査調査調査をををを行行行行いますいますいますいます（総務部） 
◇会員名簿は１年おきに奇数年度に作成しており、今年が作成する年度です。 

 ◇班長さんが会費徴収の時、内容を確認しますのでご協力ください。 

  ・今回から配偶者欄はなくし、所帯主のみとします。 

  ・所帯主がお亡くなりになってもそのままご主人の名前で名簿上残っている所帯が多数 

あります。変更するか、そのまま残すか確認します。 

   防犯上の理由でお亡くなりになったご主人の名前を残してもかまいません。 

  ・電話番号の掲載を希望しない方は申し出てください。 

 ◇完成した会員名簿は７月頃配布予定です。 

会員名簿は規定により所帯主、電話番号、住所全てが記載されている方だけに配布します。 

☆☆☆☆会員情報会員情報会員情報会員情報（敬称略）（総務部）   （５月０８日現在会員数＝１，２１９） 

△入会 第 １支部 ６班  荻窪  政俊 様  ４月 

第 １支部 ７班  荻原  幸一郎様  ４月 

第 １支部 ７班  石川  秀一 様  ４月 

第 ９支部 ８班  杉山  淑  様  ４月 

 ▼退会 第 １支部 ５班  水谷  良一 様  １月 

第 １支部 ２班  岡田  義尋 様  ３月 

     第 １支部 ２班  山本  昴  様  ３月 

     第 １支部 ２班  櫻井  良憲 様  ３月 

     第 １支部 ２班  瀧本  邦夫 様  ３月 

     第 １支部 ４班  家敷  真仁 様  ３月 

     第 １支部 ５班  福岡  司  様  ３月 

     第 ３支部 ３班  杉崎  豊次 様  ３月 

 第 ７支部 ２班  鈴木  旦朋 様  ３月 

 第 ７支部 ２班  片岡  俊治 様  ３月 

     第 ７支部 ４班  橋本  雄治 様  ３月 

     第 ８支部 ２班  上久保 靖士 様  ３月 

     第 ８支部 ３班  佐藤  明義 様  ３月 

    第 ８支部 ３班  小西  隆昭 様  ３月 

     第 ９支部 ４班  古川  健  様  ３月 

     第 ９支部 ７班  玉木  淳  様  ３月 

 

 

     

 

 □所属の変更   阿部 吉伸 様  第 １支部 ３班→第 １支部 ５班 

訃訃訃訃    報報報報                                    謹謹謹謹んでごんでごんでごんでご冥福冥福冥福冥福をおをおをおをお祈祈祈祈りいたしまりいたしまりいたしまりいたしますすすす    

大谷 積子 様（享年８６歳）小川１－１０－１６ ３月ご逝去 

－５－



 

☆☆☆☆平成平成平成平成２３２３２３２３年度自治会費年度自治会費年度自治会費年度自治会費のののの徴収徴収徴収徴収（会計） 
・班長さんが会費の徴収に伺います。 

・会費は１月２００円で、１年分または半年分まとめて納入下さい。 

  ・現金納入が原則です。 

  ・領収書は必ず受け取ってください。 

  ・途中で退会しても払い戻しは行いませんのでご注意下さい。 

    

☆☆☆☆赤十字募金赤十字募金赤十字募金赤十字募金についてについてについてについて（会計）    
・自治会費と一緒に赤十字募金の受け付けを班長さんが行います。 

・赤十字募金赤十字募金赤十字募金赤十字募金はあくまでもはあくまでもはあくまでもはあくまでも自由意思自由意思自由意思自由意思でででで、、、、金額金額金額金額もももも一律一律一律一律ではありませんではありませんではありませんではありません。 

・昨年は約９５０人の方が募金され、約４３万円が集まりました。 

・小川自治会で個別に募集するのは赤十字募金だけで、赤い羽根募金と歳末助け合い募金は 

 自治会から一括で募金しています。 

今回今回今回今回のののの募金募金募金募金はははは直接直接直接直接東日本大災害東日本大災害東日本大災害東日本大災害のののの被災者被災者被災者被災者にににに対対対対するするするする義援金義援金義援金義援金ととととはなりませんがはなりませんがはなりませんがはなりませんが。。。。日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社日本赤十字社    

をををを通通通通じじじじ、、、、主主主主ににににボランテイアボランテイアボランテイアボランテイアのののの活動資金活動資金活動資金活動資金やややや、、、、医薬品医薬品医薬品医薬品などのなどのなどのなどの援助物資援助物資援助物資援助物資などになどになどになどに使用使用使用使用されますされますされますされます。。。。    

すでにいろいろなすでにいろいろなすでにいろいろなすでにいろいろな形形形形でででで募金募金募金募金されているされているされているされている方方方方もおもおもおもお聞聞聞聞きしますがきしますがきしますがきしますが、、、、ぜひごぜひごぜひごぜひご協力協力協力協力くださいくださいくださいください。。。。    

    

☆☆☆☆平成平成平成平成２３２３２３２３年度年度年度年度役員名簿役員名簿役員名簿役員名簿をををを配付配付配付配付しますしますしますします（総務部）    
個人情報が含まれています。取扱いは十分ご注意ください。 

☆☆☆☆ホームページホームページホームページホームページ開設開設開設開設のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ（ＨＰ管理者）   ３月号でお知らせした小川自治会ホームページを４月１７日より本格的に開設しました。 

次のアドレスへアクセスください。 

 また「自治会へのメール」欄がありますので、感想・ご意見・提案などどんどんお寄せ下さい。 

小川自治会小川自治会小川自治会小川自治会ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス：：：：http://www.ohttp://www.ohttp://www.ohttp://www.ogawajk.cogawajk.cogawajk.cogawajk.co----site.jp/site.jp/site.jp/site.jp/     
☆☆☆☆１１１１丁目丁目丁目丁目２７２７２７２７番地番地番地番地のののの掲示板掲示板掲示板掲示板をををを撤去撤去撤去撤去しましたしましたしましたしました（総務部） 
新しく家を建てられる工事に支障があるため、４月２０日で撤去しました。 

☆☆☆☆全全全全役員役員役員役員参加参加参加参加のののの平成平成平成平成 23232323 年度小川自治会自主防災隊発足年度小川自治会自主防災隊発足年度小川自治会自主防災隊発足年度小川自治会自主防災隊発足（防災対策部）    
 １０月ごろ自治会主催で自主防災訓練を行いますので会員の方多数参加を希望します。 

平成平成平成平成２３２３２３２３年度小川自治会自主防災隊組織年度小川自治会自主防災隊組織年度小川自治会自主防災隊組織年度小川自治会自主防災隊組織    

隊 長    ：長谷川 義剛（自治会長） 

副 隊 長  ：窪田 浩三（防災対策部長）、横田 孝夫（５支部４班長） 

本部付スタッフ：池上 新平、和田 晴美（民生委員）、津田 悦子（民生委員） 

事 務 局  ：遠山 明子（自治会事務担当） 

・情報班    ：隊長 新井 洋子 （副会長）、   小隊長・隊員＝１０名 

・消火班    ：隊長 林  紀史 （安全対策部長）、小隊長・隊員＝１４名 

・避難・誘導班 ：隊長 中島 悟  （行事部長）、  小隊長・隊員＝１４名 

・救出・救護班 ：隊長 大坪 美代子（会計）、    小隊長・隊員＝１２名 

・給食・給水班 ：隊長 山崎 香代子（１１支部長）、 小隊長・隊員＝１４名 

－６－ 



 

 

 

平成２３年度 定期総会を４月１７日（日）１０:００～ 小川小学校 体育館で開催しました。 

  

会員数：１，２３１ （過半数＝６１６）      

出席者：  １４８ 

委任状：  ８１５  合計 ：９６３ 

    過半数を上回り総会は成立 

議 長：齋藤 正敏さん（１丁目） 

書 記：遠山 明子さん（１丁目） 

司 会：上田 副会長  

所要時間：約２時間 

 

・冒頭 東日本大震災の犠牲者を悼み全員で 

黙祷 

・議事に先立ち堤会長の挨拶と来賓を代表し 

田中町田市議会議員のご挨拶 

・堤会長より小川自治会から東日本大震災に  

義援金として２０万円拠出する旨報告 

 

議議議議        事事事事 

１１１１．．．．平成平成平成平成２２２２２２２２年度事業報告年度事業報告年度事業報告年度事業報告（堤会長および関係専門部長）（内容は配付済総会議案書参照） 

  ２２年度の活動全般の総括、および各専門部の活動報告 

行事他各種イベントに役員以外の参加者が増加し“連帯感のある街づくり”が徐々にでは 

あるが進みつつある。 

２２２２．．．．平成平成平成平成２２２２２２２２年度決算報告年度決算報告年度決算報告年度決算報告（林会計）（科目別詳細は配付済総会議案書参照） 

  収入は簡保組合解散による払戻金の前期前払いと資源化奨励金が回収資源の減少で、予算に

対し約１３万円の減額となった。支出は予算外の予備費からの支出（テント買換え約３３万円、 

 掲示板補修約５万円他）が約４７万円あり、平成２２年度収支差額は△８２，０８２円となり、

結果今回の繰越金は２，４９９，０６５円となった。 

 資産としては災害積立金５００万円が別会計としてある。 

３３３３．．．．監査報告監査報告監査報告監査報告（勝又監査役） 

  収支の相違は無い旨報告 

１１１１．．．．２２２２．．．．３３３３にににに関関関関しししし異議異議異議異議はははは無無無無くくくく承認承認承認承認    

４４４４．．．．役員改選役員改選役員改選役員改選（役員選考委員会委員長の長谷川副会長が当事者のため林総務部長が代行）    

  自治会だよりトップページ参照 

４４４４にににに関関関関しししし原案通原案通原案通原案通りりりり承認承認承認承認    

５５５５．．．．平成平成平成平成２２２２３３３３年度事業計画案年度事業計画案年度事業計画案年度事業計画案（長谷川会長） 

  “安全・安心・連携感のある街づくり” を基本方針に、各種活動計画および施策を説明。 

昨年度実施した「自治会活動の事業仕訳」の結果を踏まえ、防災・防犯・地域美化を重点活動 

とする。本年度は特に東日本大震災も踏まえ、防災について再重点活動とし多角的に検討する。 

具体的には①継続的に活動可能な本格的な防災隊の編成、②要援護者に対するケア体制、 

③小川自治会独自の防災マップの作成、④防災備蓄品と災害積立金の見直しなどを検討する。

そのために２名の民生委員の方に役員に準ずる形で参加していただくことになった。 

事業報告でも述べられた通り、最近役員以外の方の自治会活動への参加も増えつつあり、 

老・壮・青のコラボレーションによる、連帯感のある自治会活動を心がけ、高齢者とお子様の 

暮らしやすい街づくりを目指す。 



 

－２－ 

防災以外では次の項目を実施または検討する。 

新たに実施する項目 

・スタッフ制度の充実：前役員（本部・支部）に可能な限り翌年スタッフとして 

           各種活動に参加していただく。 

・自治会ホームページの開設：4月開設、徐々に充実を図る。 

・公園花壇活動支援：地域美化の一環として、ボランテイアで公園に花壇を 

          作る方に肥料・資材などの資金支援を行う 

今期中に検討し結論を出す項目 

・支部・班の再編成：規模のバランスの見直し 

・会員名簿の発行 ：外注はコストがかかり、内製では大変な手間を要する。 

          必要度および記載内容も含めて見直し 

  

（活動方針を説明する長谷川会長）              （熱心に説明を聞く参加者） 

・平成２３年度専門部体制（当自治会だよりトップページ参照）の紹介も行われた。 

６６６６．．．．平成平成平成平成２３２３２３２３年度予算案年度予算案年度予算案年度予算案（林会計）（科目別詳細は配付済総会議案書参照） 

 全体予算は、収入は簡保加入者減による繰入金の減少で前年度より４万円減の４６３万円、 

支出は総務費（ＨＰ運営費、会員名簿作成費）、渉外費などの増と安全対策費、慶弔費などの減

で前年対比７．５万円の減の４５３万円で当年度収支差額＋１０万円の当初予算案であったが、 

東日本大震災義援金として２０万円募金する事を追加で提案（科目は予備費）。 

 

５５５５，，，，６６６６にににに関関関関しししし下記下記下記下記のののの提案提案提案提案がががが出出出出されされされされ、、、、提案内容提案内容提案内容提案内容をををを本年度本年度本年度本年度活動活動活動活動のののの中中中中でででで検討検討検討検討していくことでしていくことでしていくことでしていくことで    

原案通原案通原案通原案通りりりり承認承認承認承認    

（提案要約） 

①防災対策：先日、金町浄水場の水から放射性物質が出て、町田市も対象区域であり、1歳未満 

のお子様を持った母親は困ったと思う。このような時のためにも自治会で予算と場所が許す 

限り十分な水も備蓄した方がよい。 

②同：3月 11日の地震直後、青パトで巡回したら、崩れたアパートが一軒あり、住民から相談 

を受け、アパートの所有者に連絡、対応した。巡回してよかった。緊急時の出動態勢を作って 

おくことが必要だと思うので本年度防災対策の中で検討してほしい。 

③同：他の予算を削ってでももっと備蓄品を含めた防災を充実させてほしい。 

④防犯パトロール：事業報告にもあった通りパトロール参加者が減少している。 

この総会に参加している人も含めもっと多くの人に参加してもらいたい。 

    

最後最後最後最後にににに自治会自治会自治会自治会ＨＰＨＰＨＰＨＰののののデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションデモンストレーションがありがありがありがあり終了終了終了終了    

以上 

－３－ 


