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☆２０１８年度小川自治会役員が次の通り決定しました（総務部） 

２０１８年度 定期総会が４月８日（日）１０:００～ 小川小学校 体育館で開催され、 

会長に長谷川 義剛氏が再任された他、次の役員人事が承認されました。（敬称略）  

副会長    吉成 公彦（再任）、大津 淳子（（再任） 

  副会長兼会計 林 紀史（再任） 

  会計     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    堤 光雄（留任） 

  支部長ｘ１１名（９名は班長兼任、全員新任） 班長ｘ６２名（全員新任）           

 新井、古川両副会長は退任しました。 

 また現在空席の事務担当は、当分の間林副会長兼会計が代行を務めることが報告され 

 了承されました。 

 

☆２０１８年度小川自治会専門部体制（総務部）    （数字）は支部長 （敬称略） 

専門部 部長 副部長       

総 務 部 林（副） 近藤（１０）      

環 境 部 阿部（４） 山本（７）、山本（８）、金子（９）、大津（副） 

行 事 部 坂（２） 平井（１）、秋元（３）江本（１１）、吉成（副） 

防災対策部 八木（５） 渡部（６） 

安全対策部 林（副）  
 

☆２０１８年度自治会費の徴収（会計） 

・班長さんが徴収に伺います。 

・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。 

・途中で退会しても払い戻しは行いません。 
 

☆２０１８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主に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。 

 なお本年度は組織の見直しを予定しているため会員名簿は発行しません。 
 

☆会員情報（総務部）（４月１日現在会員数＝１，１９９） 

▼退会  松村 明  様 第 １支部 ２班 ３月 

横山 晃一 様 第 ８支部 ３班 ３月 

     柳本 新二 様 第１１支部 ６班 ３月 

     盛田 昇志 様 第１１支部 ６班 ３月 
 

 

回覧 

            

 

 

            



 

☆出産祝い金申込書を改訂しました（総務部） 

  申し込まれる方は班長さんに用紙をもらってください。 

  出産祝い金申込書、入会届、退会届、訃報連絡票は自治会ホームページからダウンロード 

できます。 

 

☆１～３月の資源回収実績（環境部） 本年度の年間目標は１８０ｔ（トン）です。 

単位＝ｔ 新聞 雑誌・雑紙 段ボール 紙パック 古布 缶類 合計 

２０１８ ８．０ ２２．２ １０．２ ０．２ １．８ ０．６ ４３．１ 

２０１７ ８．２ ２５．２ ８．１ ０．３ ２．０ ０．５ ４４．２ 

２０１６ ９．０ ２２．６ ９．４ ０．２ １．５ ０．５ ４３．３ 

・自治会の集積場所を変更する場合は必ず事前に環境部まで連絡ください。 

・資源の不法抜き取りは自治会内では最近見かけなくなりましたが、近隣地域ではまだ出没して  

 おり、油断はできません。回収日にはできるだけ見張ってください。 

 

☆防犯情報（安全対策部） 

 □第１四半期の犯罪発生状況（１／１～４／１）            町田市役所配信情報より 

（ ）昨年 町田市 南地区 小川 自治会 南地区発生場所 

侵入窃盗 １６（３１）  ５（１１） ０（０） ０（０） 成瀬、成瀬台ｘ２、南町田、高ヶ坂 

ひったくり  １（ ２）  ０（ １） ０（１） ０（０）  

車上狙い  ９（ ９）  ５（ ７） ０（２） ０（０） 南つくし野、南成瀬+ｘ２、鶴間、金森 

振込め詐欺 ４０（２１） － － －  

・第１四半期は小川自治会内では侵入窃盗、ひったくり、車上狙いとも発生しませんでした。 

・町田市内の振込め詐欺の被害が年々倍増しています。 

  第１四半期の被害件数：２０１６年：１２件、２０１７年：２１件、２０１８年：４０件 

 

□防犯パトロール活動が満１３年経過しました 

２００５年４月にスタートした防犯パトロール隊は、１３年間のパトロール回数は３月末で 

累計１万２千回を超えましました。一方２００９年１１月から活動開始した青パト隊も８年半

の活動を行い、パトロール回数は約２、０００回、走行距離は２万３千キロを超えました。 

この間自治会内の犯罪は大幅に減少し、２０１７年はついに侵入窃盗、ひったくり、車上狙い 

の主要犯罪の発生も無く、安全・安心の街づくりに多大の貢献をしました。 

パトロール活動を始め種々の防犯活動に参加・協力頂いた方々に改めてお礼申し上げます。 

 

☆定期総会（総務部） 

２０１８年定期総会を４月８日（日）１０:００から小川小学校体育館で開催しました。 

特に質問・意見・提案はなく、議題は全て原案通り承認されました。   

内容は配付済総会議案書をご覧下さい 

・会員数：１，２０３ （過半数＝６０２）      
・出席者：１２８、委任状：７６９ 合計 ：８９７ ７４％ 過半数を上回り総会は成立 

・議長：川戸 三郎さん（４丁目）、書記：大津 淳子さん（２丁目）、 

・司会：林副会長 

・議題：２０１７年度事業報告、会計報告、会計監査報告 

   役員改選 

    ２０１８年度事業計画、予算案            

・所要時間：約 １時間 

なお２０１８年度予算案のうち、予備費の金額が間違っていましたので下記の通り訂正します。 

 誤）３，２６９，６６３ ⇒  正）４，０６３，４６２ 



 

☆防災隊活動（自主防災隊）  
２０１８年度の自主防災隊責任者全体会議を４月２２日（日）５８人が参加し開催しました。 

委任状の提出は４４名。２０１８年度の責任者（支隊長、班長、本部隊員）は１０２名です。 

 第１部：全体会議：  

「２０１７年度の活動と決算」、「２０１８年度の体制」及び「２０１８年度活動計画と予算計

画」については提案どおり承認されました。また、「自主防災隊規約の改訂」については一部表

現を変更のうえ承認されました。 

東日本大震災から７年が経過します。 

そんな中、２０１７年度に実施した総合防災訓練は、雨による延期の影響もあったものの、参加者が大き

く減少するとともに旗出し訓練への参加率も大幅に低下しています。懸念されるのは、「私たちの災害に

対する危機意識や防災・減災への関心が低下しているのでは？」ということです。 

一方、２０１３年４月から本格的に活動を開始した自主防災隊も創設丸５年を迎え、非常時に備えた機

能や態勢について今一度見直し、再整備する時期を迎えています。 

そこで２０１８年度は、「自助・近助・共助」活動を再点検し、‘小川の防災・減災の総合力，をさらに向上

する年度と位置づけて活動を強化します。 

第２部：懇親会  

年１回の全支隊参加のため大いに盛り上がり、英気を養いました。 

 

□２０１８年度 「小川自治会 自主防災隊」 本部・支隊体制    

 

本 

 

部 

隊 長 ：長谷川 義剛（自治会長） 

副隊長 ：窪田 浩三  石崎 英則（せんげん代表支隊長兼任） 

本部隊員：吉成 公彦  萩原、松成、小城各代表支隊長 

会 計 ：片野 孝治  

事務局 ：事務局長 小林 勝美（蜂谷戸代表支隊長兼任） 

     八木 義弘（自治会防災対策部長） 渡部 恵哉（自治会防災対策部） 

  代表支隊長 支 隊 長  

 せんげん 石崎 英則 田代 佐貴 佐藤 勇  清水 健史 福井 克久 

支 下 小 川 荻原 紹夫 鮫島 穣  大高 晃  平田 一郎 池田 正明 

 か え で 松成 直美 藤澤 清  近藤龍一郎 

隊 蜂 谷 戸 小林 勝美 山澤 興英 飯田 弘  坂本美智子 舞木 良 前田 功 

 柳 谷 戸 小城 捷信 寺西 孝郎 池上 新平 野中 章行 半田 栄 定成誠一郎   

青

パ

ト 

  代  表           隊   員 

青パト隊 齋藤 正敏 斎藤 君男 林 紀史  松村 好雄 上田 一美 

立石憲一郎 前山忠毅 

 

今年の総合防災訓練の予定：１０月２１日（日） 
 

訃 報      謹んでご冥福をお祈りいたします 

   川久保 真麻 様（享年３９歳） 第 ８支部 ４班 ３月ご逝去 

   岡田  文夫 様（享年７６歳） 第 ８支部 １班 ３月ご逝去 

 

編集後記 

 １３年前「自治会だより」を従来の役員会議事録的なものから、自治会の広報紙的役割に 

変更し、記事の内容だけでなく、写真・イラスト・カラーなども多用してできるだけ見やすく 

わかりやすくしました。ただ回覧のせいか十分お読みいただいてないようです。 

今後もより興味を持っていただける内容にしていきたいと思いますので、会員の皆様からもぜひ、

自治会活動に限らず、ほかの人に伝えたいような、あるいは役に立つような情報がありましたら

投稿をお願いします。                  （編集担当：林） 


