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☆新しい「小川自治会自主防災隊」が本格的な活動を開始しました（防災対策部） 

 

２４年１０月に結成された自主防災隊が 

２５年度の全防災隊員の任命が終わり、いよ

いよ本格的な活動を開始しました。 

自主防災隊は本部、青パト機動隊とせんげん、

しもおがわ、かえで、蜂谷戸、柳谷戸の５つ

の公園支隊から編成されます。 

自治会員の方は班単位で５つの支隊のいずれ

かに所属し、活動をしていただきます。 

本年度の主な活動は以下の通りです。 

 

◇自主防災隊設立のための特別な予算措置が定期総会で承認されました：４月 

◇自主防災隊の組織と２５年度責任者体制が確立しました：４月 

責任者（自主防災隊本部、支隊長、各支隊防災班長）の名簿は３ページ目に掲載 

◇かえで公園に防災倉庫を新設しました：４月 

◇今年の防災訓練は１０月２７日（日）１３時から蜂谷戸公園で実施します 

・訓練内容：消火器による初期消火訓練、ＡＥＤを使った応急救護訓練、起震車で地震体験 

・協力：町田消防署・消防団第２分団・町田市役所 

・その他：①自治会の機材・備蓄品などの展示と説明 

 ②健康推進委員による健康チェック“骨密度測定”“味覚検査”“肌水分量測定” 

・乾パン、ミネラル水、ジュースなどのお土産もあります 

   

・各支隊単位でより実践的な訓練や、防災班単位のより専門的な訓練も計画します。 
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◇「自主防災隊ガイドブック」を発行します 

今回発足した自主防災隊の必要性、組織体制、活動内容、 

 各家庭の所属支隊、規約などをまとめた「自主防災隊ガイド 

ブック」を全会員に配付します。 

昨年配付した「安全ノート」は各家庭の備えについて自助を

中心にまとめたものですが、「ガイドブック」は共助を中心

にまとめてあります。セットで利用下さい。 

  なお自主防災隊の具体的な活動をまとめた「活動マニュア

ル」も別途作成予定で、最終的には３点セットになります。  

◇安全確認「無事です」の旗を作成し全会員に配付します 

 

緊急時、自主防災隊が限られた人数で効率的な援助活動を行う

ためにこの旗が重要です。 

緊急時無事でとりあえずの援助を必要としない家庭は、この旗

を玄関先につるして下さい。 防災隊は「無事です」の旗の出

ている家庭は後回しにし、出ていない家庭を優先的に、救出・

救護、避難・誘導などの援助活動を行います。  

訓練時にも使用しますので、分かりやすい所に保管ください。 

◇防災施設の見学会を実施します   詳細は別途ご案内します 

秋に東京消防庁立川防災館の見学会を行う予定です。 

防災ミニシアター、地震・煙体験室、救護・消火訓練室 

 各種展示コーナー、資料室など充実した施設で、４年前にも 

一度日帰りバス研修会で見学し非常に好評でした。 

今年は主に防災班長を対象に実施しますが一般会員の方の 

参加も歓迎します。 

 
 

◇防災講座の開催を検討中です 

  一昨年、昨年と開催して好評であった防災講座を、今年は内容を変更し、秋に開催できる 

よう、外部講師の選定・折衝中です。決定しだい詳細をご案内します。 

◇耐震診断の実施を検討します 

昨年実施の防災アンケートで市の耐震診断を受けたいと言う方が多数いらっしゃいました。 

小川自治会でまとめて実施できるよう町田市と交渉・検討します。 

実施が決まればあらためてご案内します。 
 

◇皆さまの備えは充分ですか？ー自宅の備えを今一度見直して下さい 

５月２８日に公表された「南海トラフ地震」対策有識者会議の最終報告書で、地震の直前予知が

困難なため、事前防災として備えの重要性を強調し、自助としてカセットコンロ、食料、飲料水、

トイレなど家庭用備蓄品１週間分以上必要とする内容になっています。（従来は最低３日以上） 

ついては皆さまのお宅の備蓄を見直して下さい。 

何が家庭で備蓄が必要か、くわしくは昨年お配りした「安全ノート」を参照して下さい。 

また耐震補強、転倒防止装置、火災警報器の備えも見直して下さい。 



 

平成２５年度 「小川自治会 自主防災隊」 責任者 

本部 
隊  長 長谷川 義剛（自治会長） 

副 隊 長 田中 誠（自治会防災対策部長） 

隊  員 新井 洋子（副会長）、細野 武文（副会長、支隊兼務）、古川 啓介（副会長） 

 原 和夫（防災対策部）、大坪 美代子（会計）、遠山 明子（事務担当） 

 和田 晴美（民生委員）、津田 悦子（民生委員） 

スタッフ 細野 修一（消防団）、大谷 明（元消防署長）、堤 光雄（自治会相談役） 

 （＊印の支隊長は支隊代表で本部スタッフ兼務） 

会  計 上田 一美（青パト隊兼務） 

 支隊 

せんげん支隊 
支  隊  長 窪田 浩三＊ 山本 鼎三  向井 惇子  本木 久嗣  細野 武文 

情報・広報班 田代 猛   小西 伸義  天野 雄作 

避難・誘導班 阿部 吉伸  石崎 英則 

救出・救護班 新井 行夫  福井 克久 

防火・消火班 牧田 耕一郎 土方 昌二  宇津木 幹夫 黒木 稔 

給食・給水班 稲垣 昭穂  小原 紘一  杉浦 哲夫  我妻 道夫 

下小川支隊 
支  隊  長 長 信雄＊  本田 中也  宍戸 靖夫  勝又 昉 

情報・広報班 井川 憲明  野崎 甚助  印南 雄次 

避難・誘導班 佐藤 眞之  吉岡 義朗  浅野 俊行 

救出・救護班 白井 泰子  尾関 和子  遠山 健治 

防火・消火班 金井 志津雄 竹中 彰   野末 正博 

給食・給水班 根岸 茂美  大高 晃   中村 美子 

かえで支隊 
支  隊  長 甲斐 種千代＊吉田 耕造  一森 昭彦  依田 孝之  伊藤 呈一 

情報・広報班 新井 裕   石渡 悠貴子 

避難・誘導班 鈴木 曄   木幡 有紀子 

救出・救護班 石田 実   伊藤 呈一 

防火・消火班 依田 孝之  村田 信子 

給食・給水班 平山 武司  山下 義則 

蜂谷戸支隊  
支  隊  長 大久保 正機 兼重 美枝子 大沢 紀雄  小林 勝美＊ 尾原 和人 

情報・広報班 千葉 敏行  金子 郁夫  石井 基子 

避難・誘導班 黒田 皓三  川島 清   伊藤 茂   井能 利明 

救出・救護班 山口 利恵  山澤 興英  森屋 誠一  冨樫 和美 

防火・消火班 高畑 仁   瀬崎 道人  谷口 誠朗  高杉 英興  大隩 誠一 

給食・給水班 笹岡 清司  栗田 進   井浦 重実  小星 啓子 

柳谷戸支隊 
支  隊  長 小林 洋美＊ 池上 新平  横田 浩   新井 則康  岩本 光代 

情報・広報班 横田 浩   小城 揵信  齊藤 君男 

避難・誘導班 新井 則康  寺西 孝郎  横田 芳信 

救出・救護班 小林 洋美  仲 耐子   小笠原 光子 

防火・消火班 池上 新平  積山 元英  千田 逸人 

給食・給水班 岩本 光代  中 智子   宇佐美 智子 

青パト機動隊 

上田 一美  齋藤 正敏  立石 憲市郎 林 紀史   原 昭治   松村 好雄 



 

☆赤十字募金（会計）       ご協力ありがとうございました。 

        

今年は４３９，９５０円の募金が集まりました。 

（昨年度は 453,200円） 

早速日本赤十字社へ届けました。

☆防犯情報（安全対策部） 

□侵入窃盗が連続して発生しました。 

 ・ＧＷ中に小川１丁目で午後戸建て住宅の窓ガラスを割って侵入し現金等の被害がありました。 

 ・同じＧＷ中に自治会員外ですが小川４丁目で店舗が荒らされ金庫などの被害がありました。 

 ・翌週小川１丁目で戸建て住宅の窓ガラスを割って侵入し現金等の被害がありました。 

□５月の町田市内犯罪発生状況（４／２９～６／２）        町田市役所配信情報より 

（ ）内は昨年同時期 町田市 南地区 小川 自治会内 

侵入窃盗 ２０（１２） ７（ ５） ３（０） ２（０） 

ひったくり ４（ ５） ０（ １） ０（０） ０（０） 

車上狙い ４（ ７） ３（ ２） ０（０） ０（０） 

振り込め詐欺 ３（ ８） － － － 

□南地区発生場所                      

侵入窃盗  ７： 金森東ｘ２、つくし野、鶴間。小川４丁目（会員外）、小川１丁目ｘ２ 

車上狙い  ３：つくし野ｘ２、高ヶ坂 

 

☆青パト隊員を募集します（安全対策部）  

 防犯青パト隊は２００９年１１月活動開始以来３年半、歩くパトロール隊と補完関係で 

 町内の犯罪防止に大きな効果を発揮しました。しかし最近 

  ①町内を含め近隣地域での犯罪が増加している 

 ②病気などにより活動を中止している隊員が増えている 

 ③青パト車を防災対策でも利用しようとの計画がある      事より 

 増員を図ることになりましたので是非応募下さい。 

 ・月２回程度、午後又は夕方、約１時間かけて二人以上で町内を一周 

 ・今回は運転できる方に限定し１０名程度募集します。締め切りは７月末です。 

 ・参加を申し込まれる方は自治会長 長谷川、青パト隊 林、勝又までご連絡ください。 
 

☆公園一斉清掃に参加下さい（環境部）  

 ７月２１日（日）１０時から２時間弱、せんげん公園と柳谷戸公園の清掃を行います。 

 ご近所の方はぜひご協力下さい。用具は自治会で用意します。また飲み物も用意します。 
 

☆自治会ホームページへの投稿を歓迎します（総務部）    

自治会の「ホームページ」は開設３年目を迎え、アクセス回数も６、５００回を超えました。 

より充実し、魅力的なホームページにするため、自治会関係以外の記事の投稿を歓迎します。 

  ・熟壮会、子ども会や関連団体の活動紹介、イベント開催や会員募集などのお知らせ 

 ・身近に感じた小川の四季やトピックス 

 ・趣味の話     など、政治、宗教、商売以外ならどのような内容でも歓迎します。 

投稿はホームページの自治会へのメール欄へ直接か、手書き原稿で次のホームページ担当者 

（長谷川会長、総務部広報担当 林、ホームページ管理者 上田、吉田）までお寄せ下さい。 

 

訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

大津 英二 様（享年７７歳）小川２－２４－１６ ５月ご逝去

☆会員情報：  多数の入退会の方がいらっしゃいますが来月号でまとめて報告します。 


