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5月 21日 の町田市町内会・自治会連合会定期総会にて安達廣美氏の連合会長選出と

連合会各担当役員が承認されました。平成 29年度連合会新役員を紹介致します。

市連合会会長  安達 廣美

29年度市連の会長という重責を負 う事

となりました。今年で各地区協議会が、

3・ 4年 目に入 りましたが、立ち上げ当初

は右往左往の連続でありました。各地区

町内会・自治会が核となり、活動が行われています。事業

計画が地区連合会との重複もあり、苦慮するところです。

町内会・自治会が一枚岩 となり、これ ら取組課題の情報交

換を図り、組織力を大いに活用 して行きたいと考えていま

町田第二地区会長

中  一登 会長代行

東日本大震災、熊本地震の災害、復
興状況を、見聞きをする度に町内

会、自治会は大変大きな役割がある

ことを知 らされてお ります。それぞれの町内会 。自

治会において情報の提供、共有をし、安心、安全な

街づ くりをしていくために行政 との隙間を少 しで

も埋めていければと考えてお ります。

南地区会長

吉次 誠吉

副会長 (会計担 当)

高ヶ坂成瀬地区会長

木 目田 和良

冨1会長 (総務担 当)

町田第一地区会長

平本 勝哉

副会長 (会計担当)

南地区の43町内会・自

治会の皆さんと共に、南地区協議会及

び関係諸団体と協力し、安全、安心で

皆が住みたくなる魅力的な街づくり、

さらに予想 される地震等の災害に強

い地域を目指 し、取 り組んで行きたい

と考えています。

高ヶ坂成瀬地区では、
昨年に引き続き大地震を想定し各町
内会にて避難副1練を実施 していただ

きたいと考えてお ります。これを実
施する事によつて地震に対する住民
の意識を高めていき、事が起きた時
に速やかに対応が出来ればと考えま

需あliごギ石揺で、町
田駅を抱え、芹ケ谷公園に隣接する

住みよい地域。反面夜遅 くまで賑わ

う繁華街、地区を縦断する町田街道
等犯罪や事故の発生 も危惧 されま

す。安心・安全な街づくりにパ トロー

ルや通学路の見守 り、防災対策に取
り組みます。

玉川学園南大谷地区会長

松香 光夫

副会長 (広報担当)

木曽地区会長

宮本 聖士

副会長 (庶務担当)

忠生地区会長

高橋 清人

副会長 (庶務担当)

地域内の 10町内会
。自治会が組織する連合会に、その

他の地域団体を加 えた地区協議会
を通じて、より広い地域の課題に取
り組み、住み続けたい街づくりをめ
ざしていきます。最近の トビック
は、玉ちゃんバス南ルー トの運行開
始です。
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としたボランティア活動仝盛時代を

迎えてお りますが、各世代・各分野に

おいて調整が必要な時期であるとも

いえます。適正な質と量にも関心を持

ちながら活動 して参 ります。

す べ て の世 代 が助 け

合 う楽 しく住みやすい

地域 を目指 します。モ ノレール と小田

急延伸の早期実現の働 きかけを強め、

クリーンなごみ処理施設の建設 と、ス

ポー ツ公 園の建設等周辺整備 が確 実

に推進 され るよう取 り組みます。

鶴川地区会長

大川原 久

副会長 (総務担当)

小山地区会長

粉川 敏治

副会長 (広報担当)

相原地区会長

平山 冨士雄

冨1会長 (総務担当)

相原地区は、住民が主体

を持 ち各種課題 に取 り組 んできま し

た。 この数年は各町内会 。自治会の会

長 も若い世代が、出てきています。 こ

れか らも安心・安全の相原に し、地域

課題に取り組み、『相原ふれあいフェス
ティバル』『地区協議会』を通じて『絆』
を深めていきます。

であるとのもと、自主性町田市の東玄関に位置

する鶴川地区では、鶴川地区協議会

と連携 し、人 と人とのつなが りを大

切にして、子供や高齢者を見守 り、

犯罪や事故のない安全、安心な街づ

くりに努めます。

京王線多摩境駅周辺、小田急多摩線の

延伸、更に JR東海のリニア新幹線の

ルー ト上に位置 し、補給廠の一部返還

による南北道路や町田街道の拡幅等、

交通網の発展に相応 しい街づ くりを

図っていきます。
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【平成29年度定期総会開催】

町田市町内会・ 自治会連合会の平成 29年度定期

総会が 5月 21日 町田市民フォーラムで開催 されま

した。当日は石阪市長、吉田市議会議長をはじめ、

都議会、市議会議員の皆様方ほか多数のご来賓にお

越 し頂きました。

総会は松元会長の挨拶、来賓祝辞に続いて議長、

書記が選出され議案審議に入 りました。

(第 1号議案)平成 28年度会務事業報告

●交通安全協議会など各種協議会への参加。

● 「連合会だよりJ「連合会ガイ ドブックJ「加入

促進ポスターやチラシJを使つての広報活動を

企画・実行。これらの活動を通して各地区連合

会活動を支援。互いの情報を共有し、相互の連

帯強化に努めてきた。

●会長研修会 :新潟県・おぢや震災ミュージアム

を見学。「消防隊や自衛隊の救助の前に、地域

住民の共助により助けられた住民がいかに多い

かJ、
「何よりもまず自分自身が助かってこそ他

人を救 うことができるJの教副を知るなど意義

ある研修会だった。

●役員研修会 :今年度は市役所の会議室で茅ヶ崎

市役所から防災担当者を招き 「避難所開設・運

営マニュアル作成Jをテーマに貴重な意見交換

をおこなった。

●市政懇談会、市長 と語る会 :各地域の生の要望

や課題を市政に反映させてきた。

●防災・防犯対策強化 :町田市総合防災訓練・地

区総合防災.l練へ参加。

●エコ社会に向けた啓発活動 :町田エコフェスタ

等に参加。

●その他 :明 るい町づくりのために町田警察署、

南大沢警察署、市の防災安全課 と一体となって

運動を展開してきた。

(第 2号議案)平成 28年度決算報告、会計監査報
生
ロ

質疑応答もなく第 1号議案・ 2号議案は賛成多数

で可決承認された。

(第 3号議案)平成 29年度事業計画案

(第 4号議案)平成 29年度予算案

おもな質疑には

(質問)市政懇談会を行って日にみえる成功事例が

あれば紹介 して欲 しい。

(回答)要望事項は各地区によつて違っているので、

まずご自分の地区での要望の結果を見てください。

また翌春には市からフォローアップ報告書も出され

ているので、それも参照してください。

(質問)加入率アップの成功事例の紹介をして欲 し

い、どうしたら加入率アップに繋げていけるのか?

(回答)市 とも協力して加入促進キャンペーンを行

ったり、町田市への新規転入者へ町内会 自治会を紹

介する等色々やっています。各町内会自治会でも地

道にコツコツと会員を増やす努力をしていただきた

い。

といつた具合に各単位 自治会が抱えている切実な問

題について熱い意見交換が交わされた後、賛成多数

で可決承認 された。

(第 5号議案)新役員選出

推薦委員長から次期会長に「小山地区会長・安達

廣美氏」の推挙があり、賛成多数で承認された。

この後、町内会自治会活動に貢献 した方々へ表彰状

贈呈式が執 り行われ、総会は無事終了となりました。

(編集委員 :福田修一)


