
 

 
 

   ―４月臨時号―   

２０２０年４月１５日 

発行責任者：長谷川 義剛 

編集責任者：林 紀史 

次号から編集責任者が 

交代します 

 

重要なお知らせ          ４月１５日 小川自治会長 長谷川 義剛 

 新型コロナウイルスの感染拡大が収まらず、４月７日には緊急事態宣言が発令されました。 

小川自治会も事態に対応し自治会の活動を４月～６月の間、全面的に中止または延期します。 

皆様にはご不便をおかけすると思いますが、会員各位の皆様とご家族、小川地域の方々の、命と

健康を守ることも重要な「安全・安心の街づくり」ですのでご理解とご協力をお願いします。  

具体的には６月末まで 

 ・役員会・幹部会・防災隊会議・防犯連絡会議など会議は原則中止します。 

 ・回覧・掲示板も特別に重要・緊急と判断されるもの以外は中止します。 

 ・自治会だよりの発行も中止します。 

・会費は下期（１０月頃）に徴収します。 

 ・慶弔関係（お香典、出産祝い）は原則７月以降に処理します。 

 ・上期公園一斉清掃は中止します。（ただしせんげん公園は子供祭りの会場のため実施します） 

 ・防犯・防災活動も縮小します。  防災訓練は上期は中止します。 

 ・子ども祭りは小川小学校の夏休みの予定も確認し 7月時点の状況で判断します。 

７月以降についてはウイルス感染の収束状況を見ながら別途決定し、お知らせします。 

７月１２日（日）１０：００から全体役員会開催予定です。新支部長・班長は予定ください。 

皆様もぜひ「３密」を守り、「移らない・移さない」で、命を大事に健康におすごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                退任：副会長兼会計 林 紀史 

会計 大坪 美代子 

次号は７月に発行予定です 

 

回覧 

            

 

 

            

☆定期総会 

 

本年度の定期総会は新型コロナウイルスの 

感染収束の見通しが立たないため、会員各位 

の安全第１を配慮し会議の開催は取りやめ 

今年度限りの特例措置として委任状による承 

認としました。 

・会員数：１，２０９ 

・有効会員数＝１，２０２  
（休会ｘ２、ウイークリーマンションｘ５を除く） 

・委任状：９３７票 

・内自治会長に対する委任状９３６票 

 

・委任状総数が過半数を上回り（７８％） 

総会は成立しました。 

・長谷川会長に対する委任状も過半数を上回 

り議題はいずれも原案通り承認されました 
 議題の内容は配布済み総会議案書をご覧ください 

☆２０２０年度自治会役員（敬称略） 

 

会長 ：長谷川 義剛（再任） 

副会長：吉成 公彦（再任） 

副会長兼会計：大津 淳子（再任） 

会計 ：上田 一美（新任） 

会計監査：勝又 昉（再任） 

宍戸 靖夫（再任） 

相談役：堤 光雄（留任） 

ホームページ管理者：吉田 耕造（継続） 

支部長ｘ１１名（１名留任、他は新任 

内７名は班長兼任） 

班長ｘ６２名（全員新任） 

（支部役員の氏名は次ページ掲載） 

事務担当：和知 志庸（継続担当） 

専門部の担当は後日決定しお知らせします。 

  

 

 

 

 



 

☆２０２０年度支部役員は次の通りです（敬称略）（お名前は実質的に活動していただく方です。） 

簡素化と個人情報保護のため従来の役員名簿の発行を取りやめます。 

 第１支部 第２支部 第３支部 第４支部 

支部長 浦部 学 中村 龍 中島 俊江 中村 勝義 

第１班長 武井 妃世美 菊池 治 （支部長兼任） 児矢野 泰亨 

第２班長 高橋 有希 久保田 敬子 ― （支部長兼任） 

第３班長 森野 園子 岡田 扶佐子 竹内 裕子 中尾 祐一朗 

第４班長 菅原 あすか （支部長兼任） 金井 晃子 ― 

第５班長 （支部長兼任） 酒井 関也 ― ― 

第６班長 佐藤 恵里 真柄 将基 ― ― 

第７班長 赤松 恵美 若山 宏樹 ― ― 

第８班長 ― 小川 正幸 ― ― 

第９班長 ― 高橋 貞夫 ― ― 

 第５支部 第６支部 第７支部 第８支部 

支部長 玉木 ゆき子 高橋 弘江 戸嶋 美恵子 鈴木 靖子 

第１班長 佐藤 治代 （支部長兼任） 高橋 貴文 植松 達志 

第２班長 井浦 良里 松村 秀敏 山本 章子 泉 賢治 

第３班長 ― 一川 喜久子 舟木 武子 井坂 一成 

第４班長 佐藤 千津子 ― 嶋田 みどり 漆原 靖子 

第５班長 ― ― 宮本 慶一 廣木 恵美 

第６班長 竹内 泉 ― 富樫 和美 大内 朋子 

第７班長 ― ― （支部長兼任） 戸田 美佐保 

第８班長 ― ― 前田 功 ― 

 第９支部 第１０支部 第１１支部  

支部長 横田 浩 山﨑 幹典 木次 正紀  

第１班長 芳賀 紀子 （支部長兼任） 石鍋 三重子  

第２班長 寺西 孝郎 富田 浩明 ―  

第３班長 増田 優子 三樹 春美 小金澤 良子  

第４班長 千田 綾子 ― 石田 奈生子  

第５班長 出口 君子 松田 勉 野崎 美智子  

第６班長 田辺 育生 大西 武 平井 敬一  

第７班長 堀口 善教 ― ―  

第８班長 寺川 郁代 ― ―  

☆会員情報（総務部）（会員数＝１，２０９ ） 

△入会 ▼退会 

山本 大基  様 第１０支部３班 １月 

森岡 武伸  様 第１０支部３班 １月 

朝倉 裕喜  様 第 ２支部２班 ４月 

竹下 祐太朗 様 第 ３支部４班 ４月 

守山 直登  様 第１０支部３班 ４月 

堀田 典幸  様 第１０支部３班 ４月 

山下 加津江 様 第 １支部２班  ３月 

高橋 豪   様 第 １支部２班  ３月 

笠井 敦子  様 第 ３支部４班  ３月 

新井 真樹  様 第 ５支部１班  ３月 

前田 健一  様 第 ５支部２班  ３月 

井ノ川 静代 様 第 ８支部４班  ３月 

☆防災隊活動（自主防災隊）  
 □２０２０年度の自主防災隊体制は次の通りです。（敬称略） 

本部 隊長 長谷川 義剛 副隊長 窪田 浩三、 石崎 英則（兼） 
支隊 せんげん 下小川 かえで 蜂谷戸 柳谷戸 
代表支隊長 石崎 英則 池田 正明（新） 荒木 康夫（新） 小林 勝美 小城 捷信 

 ◇４月２６日（日）に予定していました「自主防災隊全体会議と懇親会」は新型コロナウイル 

ス感染防止の自粛の一環として延期しました。また上期の防災訓練は下期に延期します。 



 

☆１～３月の資源回収実績（環境部） 本年度の年間目標は１６０ｔ（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 

２０２０ ６．１ ２３．８ ９．９ ０．２ ２．２ ６．４ ４２．７ 

２０１９ ７．９ ２３．６ ７．８ ０．２ ２．１ ０．６ ４２．３ 

２０１８ ８．０ ２２．２ １０．２ ０．２ １．８ ０．６ ４３．１ 

２０１６年４月１日付で町田市と締結した「資源持ち去り行為防止活動の支援に関する協定書」

は所期の目的を達成したため、２０２０年３月末で協定を解除しました。 

☆防犯情報 

□防犯パトロール活動が満１５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、１５年間のパトロール回数が３月末で 

累計約１３，８００回となりました。 

一方２００９年１１月から活動開始した青パト隊は、昨年１０月隊員の高齢化、車両の老朽

化の為、１０年間の活動を一時休止し、第２次青パト隊の検討を開始します。 

この間自治会内の犯罪は大幅に減少し、１５年前には２０件近くあった侵入窃盗もここ数年は

年間０～２件程度に減少しており安全・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。 

ただ周りの地域では減少したとはいえまだ犯罪が多発しており、小川自治会でも防犯活動は 

本年も重点対策です。 

◇パトロール隊発足前の準備段階から長年にわたり２丁目の隊長として、多い時はほぼ毎日 

 パトロールを実施し、小川自治会の防犯活動を実質的に牽引してきた、勝又 昉さんが３月

末で隊長を交代しました。まだ１隊員としては参加するそうですが長い間ご苦労様でした。 

□防犯パトロール隊１５年の活動実績（期間：４月～３月） 
                青パトは２００９年＝１０月～１２月、２０１９年＝４月～１０月
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 □第１四半期の町田市内犯罪発生状況（昨年同期）。 

 町田市 南地区 小川 自治会 南地区発生場所 

侵入窃盗 ２４（２６） ７（１０） ０（０） ０（０） 金森ｘ２、成瀬ｘ２、南成瀬、南つくし野、高ヶ坂 

ひったくり  ３（ １） ２（ ０） ０（０） ０（０） 南成瀬、高ヶ坂 

車上狙い １１（２７） ４（１１） ０（１） ０（０） 鶴間ｘ２、南町田、金森 

特殊詐欺 ２２（３７） ― ― ―  

・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。 

パトロール＋青パト 

１５年間合計：１６，２４３ 

１５年間で参加した延べ人数は７５，４０５人 

 


