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“新年度に向けて”           小川自治会長 長谷川 義剛 

「安全・安心の住んで良かった 小川」の街を会員のみなさんと一緒になって造っていき 

ましょう。 

１．防災は自宅の耐震補強と水・食料を保存し、非常時には近所同志で助け合いましょう。 

２．防犯はみんなで一緒に近所をパトロールしましょう。 

３．子供まつりや餅つき大会の行事にはみんなと参加しましょう。 

ご近所同士の助け合い＝近助 から安全・安心の楽しい街が造られます。 

 

☆平成２６年度小川自治会役員が次の通り決定しました（総務部） 

平成２６年度 定期総会が４月１３日（日）１０:００～ 小川小学校 体育館で開催され、 

会長に長谷川 義剛氏が再任され、前町田市議会議長の田中 修一氏新たに相談役に就任した

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）、細野 武文（再任）、古川 啓介（再任） 

  会計   林 紀史（再任）、大坪 美代子（再任） 

  会計監査 勝又 昉（再任）、宍戸 靖夫（再任） 

  相談役  横田 一夫（留任）、堤 光雄（留任）、田中 修一（新任） 

  支部長ｘ１１名（９名は班長兼任）、班長ｘ６５名   計６７名（全員新任） 

  注）第 9支部 9班が４班に統合され、班が 1か所減りました。 

  総会の概略は次ページに特集してあります 

 

☆平成２６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 副部長       

総 務 部 

（ＨＰ管理者） 

細野 武文（副会長） 新井 洋子（副会長）、林 紀史（会計） 

吉田 耕造、上田 一美 

環 境 部 武山 忠（８） 織田 恵美子（２）、加藤 勝利（７） 

桑原 美幸（９） 

防災対策部 中泉 秋男（５） 山本 敏裕（１０） 

安全対策部 片倉 淳二（６） 林 紀史（会計） 

行 事 部 黒田 晧三（４） 和田 光江（１）、浅野 順子（３）、 

木目田 幸男（１１）、古川 啓介（副会長） 

 

☆平成２６年度役員名簿を配付します（総務部） 

個人情報があります。取り扱いご注意ください。 

 名簿は世帯主ではなく実際に役員として活動していただく方のお名前になっています。 
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☆１～３月の資源回収実績（環境部）                                
単位＝ｔ １丁目 ２丁目 ３・４丁目 合計 

１－３月合計 １６．０ １９．２ １５．８ ５１．０ 

昨年１―３月 １９．４ １５．２ １２．７ ４７．３ 

☆平成２６年度自治会費の徴収（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現金で納入下さい。 

  ・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。 

・赤十字募金はあくまでも自由意思で、金額も一律ではありません。 

・小川自治会で個別に募集するのは赤十字募金だけです。 

 

☆定期総会（総務部） 

平成２６年度 定期総会を４月１３日（日）１０:００～ 小川小学校 体育館で開催しました。 

・会員数：１，２１４ （過半数＝６０８）      

・出席者：１５３ 、委任状：６９９ 、合計 ：８５３  過半数を上回り総会は成立 

・議長：窪田 浩三さん（１丁目）、書記：遠山 明子さん（１丁目）、司会：細野副会長 

・所要時間：約 １時間３０分 

            議  事     詳細は配付済総会議案書参照 

１．平成２５年度事業報告（長谷川会長及び各専門部長） 

  長谷川会長より「自主防災隊」が昨年４月より本格的活動を開始し、支隊を中心に準備活動 

 が活発に行われていること、訓練などの参加者が飛躍的に増え、防災に対する意識と関心が 

 大幅に向上していること、防犯活動が警察庁主催の「防犯ボランテイアフォーラム」東京都代 

表として活動発表をする他、各種撮影依頼など益々全国的に有数の評価を得ていることなど 

安全・安心の両輪である「防犯」と「防災」が会員全員の協力のもと成果を上げていることを 

報告。また５専門部長よりそれぞれの分野の活動を報告 

２．平成２５年度決算報告（林会計） 

  収入はほぼ予算通り、支出は防災対策費として災害積立金より２００万円を機材等の購入に 

充てる予算に対し約７２万円を２６年度に持ち越した。慶弔費、行事費などで削減効果があり

結果当年度収支で約８５万円のマイナスとなり、積立金を含む資産残は約６７０万円となった。 

３．監査報告（勝又会計監査）  会計監査の結果収支の相違はない旨報告 

  １．２．３が続けて報告され異議は無く原案通り承認 

４．役員改選（役員選考委員会委員長長谷川会長）     原案通り承認 

５．平成２６年度事業計画案（長谷川会長） 

  本年度も引き続いて最重点施策として「防災・減災体制の確立」をあげ、具体的な活動を 

 実施していくこと、防犯活動もパトロール隊が１０年目に入り隊員の減少が多く、隊員の増強 

 パトロール以外の防犯対策の検討が必要であること、を中心に説明。 

６．平成２６年度予算案（林会計） 

 本年度も防災対策費に１５０万円の支出予算を組むことを中心に防災、防犯に重点的に予算

配分を行う、結果当期差損が約９０万円出ること。支出を抑えるため連絡通信費の廃止を説明。 

５．６．が続けて報告され、予算案に対し連絡通信費は金額の多寡ではなく必要ではとの 



 

異議があったが原案通り承認 

その他の質疑：Ｑ：会計の決算・予算が予備費込みのためわかりにくい。中計欄を設けるなど 

わかりやすくしてほしい。    Ａ：翌年度より改善します。 

－２－ 

☆防犯パトロール活動が１０年目を迎えます（安全対策部） 

２００５年４月にスタートした防犯パトロールも結成以来１０年目を迎え、２００９年１１月

から活動開始した青パトを含めたパトロール回数は昨年４月で累計１万回を達成しました。 

その間小川地域の犯罪は大幅に減少し。安全・安心の街づくりに多大の貢献をしました。 

残念ながら犯罪はゼロにはなっていませんが、小川自治会地域は警視庁の犯罪発生統計などでも 

もっとも安全な地域の一つになっています。 

また毎年各種防犯功労表彰を受け、全国的にも町田市小川自治会の防犯体制は有名になりました。 

毎日パトロール活動に参加いただいている方々に改めてお礼を申し上げます。 
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  小川自治会内での侵入窃盗発生件数（町田市配信情報）            （1 月～12 月） 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

実害 － １０ ７ ６ ２ ６ １ ２ ３ ２ 

未遂・会員外 － ６ ３ ２ ２ ５ １ ２ ０ ０ 

合計 １７ １６ １０ ８ ４ １１ ２ ４ ３ ２ 

☝パトロール隊活動開始     ☝青パト隊活動開始 

☆防犯情報（安全対策部） 

□３月２８日（金）立川で開催された東京都と警視庁共催の「青パトセミナー」で５０名弱の 

参加者を前に、長谷川会長と青パト隊長の林さんが「小川自治会の防犯活動」の講演を行い 

小川自治会の防犯の取り組みと活動実績にあらためて高い関心が寄せられました。 

□第１四半期の町田市内犯罪発生状況（１２／３０～３／３０）      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 ７１（１０５） ２４（２３） ３（０） １（０） 

ひったくり ６（ １３） ２（ ３） ０（０） ０（０） 

車上狙い ９（ ２０） ４（ ５） ０（１） ０（１） 

振り込め詐欺 １０（ １３） － － － 

□南地区発生場所   残念ながら今年も１件侵入窃盗の被害がありました。                     

侵入窃盗 ２３：高ヶ坂ｘ４、南成瀬ｘ３、成瀬が丘ｘ３、つくし野ｘ３、成瀬台ｘ２ 

金森東ｘ２、金森ｘ２、南つくし野、鶴間、小川（旧）、小川２丁目 

小川２丁目（会員外） 

ひったくり ２：金森、成瀬        

車上狙い  ５：鶴間ｘ２、つくし野、金森 

 

４月～３月 

９年間累計＝１１，０６５回 



 

□昨年撮影に協力した警視庁の防犯ビデオ「今すぐ必見 知って安心 暮らしの防犯対策」を 

警視庁から入手し、貸出可能です。約２０分のビデオで、会合等であるいは個人でご覧になりた

い方は安全対策部林までご連絡ください。 

－３－ 

☆自主防災隊活動（防災対策部）  “あなたの防災力＝近所の防災力＝小川の防災力” 
２０１４年度の自主防災隊責任者会議が４月２７日（日）５７人の参加を得て開催され 

２０１３年度の活動報告、２０１４年度の活動方針と活動内容、予算（（資材。備品購入計画） 

２０１４年度自主防災隊責任者体制、規約改正が報告・承認されました。 

昨年４月から本格的に活動を開始した自主防災隊は、１年間数多くの活動を行い災害に備える

体制を整えつつあります。１０月の防災訓練では例年の倍以上の２５０名の参加を得、安全確認

の「無事です」の旗出し訓練も始めてにもかかわらず７５％の方の参加がありました。 

特に各支隊が中心となっての広報誌の発行や訓練、家庭用消火器の斡旋などの「自助」の支援な

どは、平常時の備えに対する推進に大きな役割を果たしています。 

また、防災倉庫の増設、防災隊員のヘルメット・腕章、避難用の旗、プラカード、ハンドマイク、

消火用スタンドパイプ、各支隊用消火器等購入、街頭消火器の増設、防災ガイドブック発行など

多くの機材資材の充実や、マニュアル類の作成も行ってきました。 

本年度も次の基本的方針のもと、活動を継続、推進していきます。 

 ①平常時の準備・備えに重点を置く。 

 ②まずは「自助」が最初。自助のための支援策を実施する。 

 ③自助の次はご近所との助け合い。「近助」のネットワーク作りを推進する。 

 ④自治会の防災活動は自助や近助では難しいところを重点的に実施する。 「共助」  

２０１４年度 「小川自治会 自主防災隊」 本部隊員・支隊長 
隊  長 長谷川 義剛（自治会長） 

副 隊 長 

本部隊員 

中泉 秋男（自治会防災対策部長） 

細野 武文（自治会副会長）、堤 光雄（自治会相談役） 

山本 敏裕（防災対策部員）、遠山 明子（自治会事務担当） 

会  計 

事 務 局 

上田 一美（青パト隊兼務） 

大久保 正機、宇津木 幹夫、中泉 秋男、林 紀史 

支 隊 長 

せんげん 

（＊は代表支隊長） 
窪田 浩三＊ 山本 鼎三  稲垣 昭穂  石崎 英則  天野 雄作 

下 小 川 長 信雄＊  本田 中也  宍戸 靖夫  佐藤 真之  勝又 昉 

か え で 甲斐 種千代＊吉田 耕造  一森 昭彦  依田 孝之  山本 敏裕 

蜂 谷 戸 小林 勝美＊ 兼重 美枝子 大沢 紀雄  尾原 和人  金子 郁夫 

柳 谷 戸 

青 パ ト 

小林 洋美＊ 池上 新平  横田 浩   新井 則康  岩本 光代 

勝又 昉＊ 齋藤 正敏、松村 好雄、立石 憲市郎、上田 一美、林 紀史 

本年度の具体的な活動内容や資材機材の購入計画、責任者全体の名簿、事務局の分担などを、

「防災・減災特集」として「自治会だより６月号」に掲載する予定です。 

 

☆会員情報（敬称略）（総務部）    

 △入会    坪田 敏正  様  第 ８支部１Ａ班  ４月 

        清水 哲郎  様  第１１支部 ６班  ４月 

▼退会    柴垣 栄三郎 様  第 １支部 ６班  １月 

        小泉 秋子  様  第 ３支部 ３班  ２月 

       石川 二郎  様  第 １支部 ４班  ３月 

倉林 道代  様  第 ２支部 ５班  ３月 

        保坂 喜美子 様  第１０支部 １班  ３月 

 □所属の変更 浪本 満津彦 様  第９支部６班→第１０支部５班へ 

 □名称の変更 第１１支部６班 ひだまりの会 様 → ふわりの家つくし野 



 

 訃 報         謹んでご冥福をお祈りいたします 

半田 節子 様 （享年  歳） 小川４－７－１    ３月ご逝去 

中島 栄蔵 様 （享年６５歳） 小川１－１１－２６  ４月ご逝去 

－４－ 


