
令和元年度

回覧による「松河戸区民総会」

令和元年度の通常区民総会は、コロナウイルスの影響
で、このような『回覧総会』となりました。

ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

区民の皆様には、この回覧(区民総会)をご覧いただき、
承認できないことや、ご質問、ご意見などございました
ら、回覧後、公民館のポストにお入れください。

後日、全て区民の方に報告させていただき、ご承諾を
得たいと思います。よろしくお願い致します。

【今回、回覧させて頂いた『回覧総会』資料については、公民館の資
料コーナーに配置してありますのでお持ち帰りください。

また、松河戸区ホームページにも掲載させていただいております。
ご覧ください。】

               

令和２年４月 19 日
元年度松河戸区長 長谷川 浩

回覧





令和元年度 区長あいさつ

日頃は、区の事業に、ご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
令和になって初めての区民総会が、このような回覧という形で行われることに対し非

常に残念です。
今までに、通常区民総会が開催されなかった事はありませんが、ご理解ご協力をいた

だきたいと思います。

さて、松河戸区(自治会)を取り巻く環境は大きく変化しています。区画整理が終了し、
昔からの方と新しく転居してきた方が混在しています。

そこで、区民の交流と、区の事業に関心を持ってもらう機会として、
① 関心をもつ→ ② 知る→ ③ 交流する→ ④ 協力する→ ⑤ 行なう。

この、「 ○か ○し ○こ ○き ○おこない」を合言葉に事業を進めてきました。

『松河戸区ホームページ開設』は ①関心、②知ること、『健康文化交流事業実行委員
会発足』は③交流、④協力に繋がるとの思いで「みんなでラジオ体操」、「見学会とｽﾀﾝﾌﾟ･
ｸｲｽﾞﾗﾘｰ」を企画しました。来年度もみんなで、⑤行なうのを楽しみにしています。

ホームページの冒頭に「松河戸はええよ。町がきれいだがね。道風さんも居られるで
よ!」と表示されているのはご存じでしょうか。(品が悪いとのご意見もありますが、堂々と
表示させていただいております。)

町がきれいというのは、ただ単にきれいな町というだけではありません。犯罪のない
町、防災に強い町がきれいな町といえます。

元年度、区では防災に力を入れました。『自主防災会』が発足し、「防災訓練」と「防
災講座」を行いましたが十分とは言えません。防災会の会員は区民全員であることから、
今後も、訓練、講座の提供を続けていきます。また防災器具庫(2 年度は道風公園、段下公
園の２か所に設置予定)、非常用備蓄食品(元年度は 10 万円分購入)の充実も必要です。

最後になりましたが、松河戸の人口は 3,060 人程ですが、その内 15 歳未満の子ども
の数は 590 人と多くなりました。

松河戸で生まれ、京に上り大成した道風さんの故郷は、この松河戸です。
松河戸の子どもたちも、ここで生まれ育ち、ここを離れても、「私の故郷は松河戸で

ある」と懐かしく、誇りがもてる町にすることが自治会の使命であると思います。

至らない点、やり残した事も多くありましたが、楽しい時間を過ごさせていただきま
した。１年間どうもありがとうございました。

                     令和元年度 松河戸区長 長谷川 浩

別紙①



令和元年度事業報告

1 元年度の新事業

 (1) 新組織の発足
〇 草刈り隊の発足(５月１日)
・隊員10名(２年３月現在、隊長 長谷川義一)
・草刈り機等の購入(草刈り機３台)

〇 松河戸区健康文化交流事業実行委員会設立(元年７月１日) 市補助金5万円

①みんなでラジオ体操(7月20日∼8月4日)
②見学会とスタンプラリー(11月3日)

〇 松河戸自主防災会発足(8月1日)
①松河戸区防災マニュアルの作成(8月1日) 200冊印刷し配布
②防災講座＆自主防災説明会(8月17日)
③松河戸区防災訓練(9月21日)
④防災資材、備蓄食品の充実 ・備蓄食品の購入(92,570円、市補助5万円)

・6公園に防災資機材(倉庫含む)貸与

 (令和2年度は、道風公園、段下公園の２か所)

〇 見回り隊の発足(９月７日)
①毎月区会開始前の１時間区内見回り
①ﾊﾟﾄﾛｰﾙﾍﾞｽﾄ購入(107,902円、市補助10万円)

   (2)  事務新システム
〇 松河戸区ホームページの開設(６月1日)

2 元年度その他事業

   (1)  公民館設備改善
〇 会議室(事務室)の棚設置(4月)
〇 公民館資料コーナー設置(4月)
〇 松河戸公民館の光ネット環境設置(5月)

   (2)  交通安全

別紙②



〇 安賀公園東側のフェンス設置(５月)
〇 １丁目ニイミ産業前にカーブミラーを設置(８月)

   (3)  防犯
〇 防犯灯の設置(８月) ５か所に新設

   (4)  施設維持管理
〇 小野社の塗装防腐剤処理(10月)
〇 公民館、小野社の農協建物更生共済保険への加入(３月～4月)

   (5)  環境美化
〇 ゴミステーションの整備(12月) ４丁目、５丁目の２か所

3 定例事業
※ 上記を含めた定例の事業報告については、
別紙 「2019年度(元年度)松河戸区事業報告(全体)」のとおりです。

4 元年度事業変更点
〇 国府宮 初穂料納付時の交通費の返金がありましたが廃止されました。
〇 社会福祉協議会道風地区から、配分金かありましたが廃止されました。

(30年度までは会費の80%(約13万円)の返金があった)

5 新年度変更予定
〇 堤越公園の清掃は、長寿会へお願い(委託)していましたが、2年度からは
区会で行います。。

〇 遺跡保存会から委託を受けて実施していた十五の森と小野社の清掃は、
長寿会が小野社の清掃を一部受託(３万円)することとなりました。

※ご質問、ご意見がありましたら、連絡ください。



2019年度(元年度)　松河戸区事業報告　(全体)

事業内容　　〇既存事業 ●新規事業 区への委託、補助金、委託金 区からの補助、支出
1 親睦、 ●健康文化交流事業実行委員会発足(元年7月1日) 多世代交流事業費補助金 50,000円 〇健康文化交流事業費 265,344円

   文化   ①第1回みんなでラジオ体操実施(7月20日～8月4日)
  ②第1回見学会とスタンプラリー実施(11月3日)
〇道風祭(遺跡保存会) ●遺跡保存会助成金 150,000円

〇白山神社の子ども獅子舞支援 子ども獅子舞実行委員会114,000円

〇小野小学校教育後援会への支援 小野小教育後援会 114,000円

2 安全 ①交通安全 〇交通事故０の日(20回)、市民一斉大監視(4回)  交通安全委員手当@3000×６人=18,000円

　 安心 〇市及び警察署に要望書を提出 (区内の交通標識等の整備)
    ①安賀公園東側lのフェンス設置(5月10日)

  ②１丁目ニイミ産業前にカーブミラー設置(8月20日 )
②防犯 〇防犯用ステッカーの全戸配布(500枚)

〇防犯灯５か所(5灯)の設置(8月24日 )   防犯灯設置事業費補助金 96,500円 ●保全係250,000円

〇防犯灯(230灯)、防犯カメラ(5台)の維持管理(随時) 防犯灯電気料補助金 176,800円

●見回り隊の発足(9月7日) 地域防犯組織支援事業 100,000円  〇見回り隊7,902円

  ①防犯パトロール隊による定期パトロール(毎月の区会開始前に実施)
  ②随時パトロール(広報配布時等)
  ③パトロールベストの購入(107,902円)
〇小野小学校区防犯協会への支援 小野小学校区防犯協会28,500円

●自主防災会発足(8月1日) 防災資器材(倉庫含む、)貸与(令和2年度から) 〇自主防災会　50,868円

  ①防災講座(８月17日) 地域防災組織支援事業 50,000円

  ②防災訓練(９月21日)
③防災     ③松河戸区防災マニュアルの作成(200冊)配布(8,298円)

      ④備蓄食料の購入(92,570円)
3 ①ｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ 〇ゴミステーションの整備  ３か所 ｺﾞﾐボックス購入費補助金 20,000円

環境美化   ①6-2(3月1日)、 ②4-1(12月21日)、 ③5-1(12月21日)
施設維持 〇不当投棄合同パトロール(12月９日)をはじめ随時実施

〇ゴミステーションの維持管理 (防鳥ネットの張替え等随時) 防鳥ネットの貸与、不法投棄看板貸与

②公園 〇区民で行う公園等清掃(7月７日)(10月6日) 堤越公園は長寿会へ再委託  50,000円

●草刈り隊の発足(5月1日)  市からの委託金 347,430円  〇草刈り隊　273,905円

    清掃等    草刈り機による除草(４月～９月の年６回)
〇小野社、十五の森除草等 遺跡保存会からの委託金 7万円

・小野社  年3回の清掃   小野社除草(40,000円)

・十五の森 ４月～2月(隔月)年６回の清掃  十五の森除草(30,000円)

〇かすがいクリーン大作戦(５月26日)(11月10日)
〇庄内川清掃(年２回) 
  ①王子製紙主催に協力(6月５日)
  ②市、松河戸区、河川事務所主催(10月27日)

③施設 〇公民館 ●公民館 200,000円

    維持管理   ①維持管理(防火設備、ガス、等) 建物更生共済 

  ②建物・地震保険の加入(掛け金144,218円)(地震35,760円)、補償４千万円 補償 火災・風水害４千万円 地震２千万 満期150万

  ③インターネット光回線設置 掛け金 144,218円 (地震 35,760円) ３月

  ④公民館に資料コーナーを設置 (4月20日)
〇小野社    補償 火災・風水害860万円 地震430万 満期30万

  建物保険、地震保険の加入(掛け金47,792円) 補償860万円、地震430万円 掛け金 47,792円 ４月

4 福祉 〇敬老会(敬老の日)の開催(９月16日) 97人/185人出席 敬老会地域開催補助金120,000円 ●福祉係　500,000円

〇９０歳以上の方への自宅訪問(12月8日～９日) 25人

〇社会福祉協議会(道風地区)事業への協力 福祉協議会費144,000円

〇長寿会への補助 長寿会補助  50,000円

〇地域包括支援センター(中部)事業への協力
〇日赤活動資金の提供 活動資金 165.000円

〇赤い羽根募金 赤い羽根 160.000円

5 連絡 〇区会の開催(毎月第1土曜日) １月は第2土曜日開催
   調整 〇回覧板の運用  回覧板貸与(市民活動推進課)

〇街頭掲示板の運用(14ヶ所)
〇春日井公報の配布(月２回)
●松河戸区ホームページの開設運営
〇区活動運営一般 区町内会助成金705,000円(市民活動推進課)

〇南部浄化センター周辺保障 南部浄化センター周辺保障 500,000円

〇区費徴収 区費

●は 区会の内部係や区会関連組織への配分

ご質問、ご意見がありましたら、連絡ください。

事業項目

参考



2019年度(元年度)　松河戸区関係  行事実施報告 2020年4月19日

区会、ただし(4月は組長との合同会議) 区 松河戸公民館
広報の配布 区 区会員全員宅への配布
交通事故ゼロの日街頭監視(小学生が休みの時を除く)(年21回実施) 区(交通安全委員) 区内交差点(通学路)
市民一斉街頭大監視(小学生朝の通学時間帯)　　　　　　　 市と協力 区内主要交差点(通学路)
公園の草刈り機除草　(年６回実施) 市の委託(草刈り隊) 公園(安賀、城田、段下)堤越公園は長寿会に再委託

夏季(240人参加)、秋季(200人参加)区民で行う公園清掃 区 公園(安賀、城田、段下)と小野社
春季、秋季かすがいクリーン大作戦 市と協力 松河戸区内(自宅近くの側溝等)
１５の森清掃、小野社清掃(年６回実施) 区(遺跡保存会) １５の森、小野社
防犯パトロール 区(見回り隊) 区内

６月 ５日(水) 庄内川の清掃活動 王子製紙に協力 松川橋の上流（302号線まで）
７月 20日(土)～8月4日(日) みんなでラジオ体操　　参加延べ人数2310人、参加個体人数290人 区(健康文化交流事業実行委員会) 道風公園等
８月 17日(土) 第１回防災講座　　参加者40人 区 松河戸公民館
９月 16日(月祝) 敬老会(敬老の日)　元年度(70歳以上)　97人出席 区 松河戸公民館
９月 21日(土) 第１回松河戸区防災訓練　　参加者120人 区 道風公園
10月 27日(日) 川と海のクリーン大作戦　　参加者80人 市、河川事務所と共催 松川橋の上流（302号線まで）
11月 3日(日祝) 道風祭1126年祭(文化の日) 区(遺跡保存会) 観音寺、小野社、十五の森
11月 3日(日祝) 見学会とｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ　見学会35人、ｽﾀﾝﾌﾟﾗﾘｰ110人、公民館利用150人 区(健康文化交流事業実行委員会) 道風公園、道風記念館、観音寺、公民館
12月 8日(日) 90歳以上の方の自宅訪問　　元年度　24人 区 該当区民宅訪問
12月 9日(月) 不法投棄合同パトロール　市事業者８人、区3人 市と協力 区内のｺﾞﾐｽﾃｰｼｮﾝ等
３月 15日(日) 会計監査 区 松河戸公民館
３月 22日(日)　中止 通常区民総会 (回覧による区民総会)   区費徴収(4月19日 ) 区 松河戸公民館
３月 28日(土)、29日(日) 区役員の事務引継ぎ 区 松河戸公民館
６月 23日(日) 総参り、御田植祭　　　　　　　　　区長、副区長で参拝 国府宮  (式典参拝) 国府宮
１月 5日(日) 太々講社祭　　元年度お札46件　　　区長、副区長で参拝 国府宮 (式典参拝) 国府宮
７月 21日(日) 祇園祭(健康を願う)　子供獅子舞 白山神社と協力 白山神社
10月 14日(月祝) 秋祭り（例大祭）(収穫前に稲を供え祈る) 白山神社 (式典参拝) 白山神社
11月 16日(土) 新嘗祭(豊作を感謝する) 白山神社 (式典参拝) 白山神社
３月 14日(土) 祈年祭(年の始まりに豊年満作、国家安泰を祈る) 白山神社 (式典参拝) 白山神社

観音寺関係 ３月 20日(金祝) 戦没者供養(今年度は寺内部のみで実施) 観音寺 (式典参拝) 観音寺
昌福寺関係 10月 27日(日) 白寿観音大法要 昌福寺 (式典参拝) 昌福寺

毎月区会開催前(9月以降ただし１月中止)

年間
行事

年1回の行
事

神社仏閣

国府宮
関係

白山神社
関係

松河戸
区会

定例
行事

年2回以上
行う行事

毎月第１土曜日、ただし(1月は第２土曜日)
毎月２回 (1日号、15日号)
毎月ゼロの日　(小学生朝の通学時間帯)
年４回　(5月15日、７月16日、９月25日、１２月５日)
毎月4月∼9月の最終土曜日、ただし(9月は最終日曜日)

年２回(７月7日、10月6日)日曜日９時∼
年２回(５月26日、11月10日)日曜日
隔月4月∼2月　午前

実　施　場　所月 日 事　業　名　(内　容) 実施主体



令和元年度収支決算報告

① 松河戸区費 会計 長谷川紀生 会計補佐 長谷川太一

② 保全費   保全係 都築恵賢  保全補佐 竹内時也

③ 福祉費   福祉係 長谷川清孝 福祉補佐会計 飯田誠司

④ 公民館費  公民館館長 長谷川安市

⑤ 遺跡保存会費 遺跡保存会会長 長谷川義一

                   副会長 黒田 朗
                   会 計 高井麻里

収支報告につきましては、３月 15 日に、３丁目５組の組長稲葉さん、４丁目 4
組の組長長谷川さんのお二人に監査していただきました。

適正に処理されているとの報告をいただきました。

ご意見、ご質問がありましたら連絡ください。

別紙③













2020年度松河戸区事業計画　 2020年4月19日 現在

区への助成金等 区からの補助、支出
(会費については前年度額) (会費については前年度額)

1 親睦 〇健康文化交流事業 多世代交流事業補助金年間5万円(上限) 〇健康文化交流事業費 265,344円 市民活動推進課

   文化 　①みんなでラジオ体操(7月21日～８月3日) 　　　

　②内容は未定　(前年度は見学会とスタンプクイズラリー)

〇道風祭(遺跡保存会) ●遺跡保存会助成金　15万円 遺跡保存会

〇白山神社の子ども獅子舞支援 子ども獅子舞実行委員会( 114.000円) 白山神社

〇小野小学校教育後援会との連携(児童生徒席上揮毫大会)(運動会)(クロガネモチ診断治療)等 教育後援会  200円×570戸 ( 114.000円) 小野小教育後援会

〇松河戸の親睦団体、サークル団体を支援　　 松河戸区民団体公民館補助 松河戸区民

2 安全 ①交通安全 〇交通事故０の日、市民一斉大監視　(年４回) 交通安全監視(3点セット)交付 交通安全委員手当18,000円 市民安全課

   安心 〇市及び警察署に要望書を提出　(区内の交通標識等の整備) 道路課、警察

〇警察(松河戸交番)との連携　 情報提供 松河戸交番

②防犯 〇防犯用ステッカーの全戸配布(500枚)

〇防犯灯の設置　　　(令和2年4月1日現在230灯) 防犯灯設置事業費補助金　設置費×3/5     市民活動推進課

〇防犯カメラの設置  　　(令和2年4月1日現在 5台) 防犯カメラ設置事業補助金　設置費×1/2　(上限50万円)　 　●保全係25万円 市民安全課

〇防犯灯、防犯カメラの維持管理 防犯灯電気料補助金　４月分電気料×12月×1/2 市民活動推進課

〇警察(松河戸交番)との連携　　 情報提供 松河戸交番

〇見回り隊　①定期パトロール、②随時パトロール 〇見回り隊 7,902円 市民安全課

〇小野小学校区防犯協会との連携　 防犯協会費50円×570戸　(28.500円) 小野小区防犯協会

③防災 自主防災会の運営、 〇自主防災会 50,868円

　　①防災講座 講師派遣 市民安全課、

　　②防災訓練(消防署(南出張所)との連携)　 自治消防団助成金　年3万円 消防救急課、消防署

　　③備蓄食料の充実(３年に一度) 地域防災組織支援事業　対象用品購入費×1/2　(上限５万円)　 市民安全課

　　④防災資器材の充実 自主防災組織資器材貸与(倉庫含む) 消防救急課

〇市に対し、本格的な雨水調整池の整備の要望を提出 上下水道部

3 環境 ①ｺﾞﾐ 〇ゴミステーションの増設及び管理整備　　(現在15ヶ所) ｺﾞﾐボックス購入費補助金購入費×1/2　(上限５千円) 清掃事業所

   美化 ｽﾃｰｼｮﾝ 〇不法投棄パトロール、随時、合同パトロールは年１回 清掃事業所

〇ゴミステーションの維持管理 不法投棄看板、防鳥ネットの貸与 清掃事業所

②公園 〇区民で行う公園清掃(年2回)(段下、城田、安賀、小野社) 公園緑地課

    清掃等 〇草刈り隊 　市からの委託金　347,430円 〇草刈り隊 273,000円 長寿会

　　草刈り機による除草(年６回)(堤越、段下、城田、安賀) (堤越、段下、城田、安賀)

〇　小野社、十五の森清掃 遺跡保存会からの委託金　7万円 文化財課

〇かすがいクリーン大作戦(年２回) ごみ減量推進課

〇庄内川清掃(年２回)６月は王子製紙、１１月は市、松河戸区、河川事務所主催 王子製紙、河川排水課、河川事務所、

③施設 〇公民館の維持管理　　　　 ●公民館20万円 市民活動推進課

    維持管理 〇十五の森の維持管理　　 文化財課

〇小野社の維持管理　　　　　 文化財課

4 福祉 〇敬老会(敬老の日)の開催 敬老会地域開催補助金　1001世帯∼2000世帯は12万円 ●福祉係50万円 地域福祉課

〇９０歳以上の方への慰問

〇社会福祉協議会(道風地区事業)への協力 福祉協議会費300円×480戸(144.000円) 社会福祉協議会、民生委員

〇長寿会への補助 長寿会補助　5万円 長寿会

〇地域包括支援センター(中部)下津町500番地との連携 包括支援センター

〇日赤活動資金の提供 活動資金　500円×330戸(165.000円) 日本赤十字社

〇赤い羽根募金 赤い羽根　500円×320戸(160.000円) 春日井市共同募金委員会

5 連絡 〇区会の開催　毎月第一土曜日

   調整 〇回覧板の運用　 回覧板貸与 市民活動推進課

〇街頭掲示板の運用(14ヶ所)

〇春日井公報の配布(月２回) 広報課

〇松河戸区ホームページの運用

〇区活動運営一般 区町内会助成金　600円×加入世帯数 市民活動推進課

〇南部浄化センター周辺保障 南部浄化センター周辺保障　補償費５０万円 上下水道部

〇区費徴収 区費

●は 区会の内部係や区会関連組織への配分

参考

事業項目 事業名・内容　　 関係機関、担当

別紙④



上程議案

1 松河戸区規約の補筆について
第２章会員
区費
第７条 

2 年度の途中で区域に住所(所在地)を有する会員は次年度から納付する。
また、年度の途中で転居等により住所(所在地)を有しなくなった場合は、
その年度は納付しなくてよい。

説明 入会時の会費納付については規定があるが、退会時についての規定がない。
ので、補筆する。

2 自治消防団活動の再開について
松河戸自治消防団(鳥居松地区自治消防団連合団の構成自治消防団)は、、
平成25年度から活動を一時休止していたが、自主防災会の発足により、
令和２年度から再開する。

消防団団長は、 区長
消防団員は、 区会議員
助成金年３万５千円

説明 活動内容については、自主防災会の平常時活動(防災講座、防災訓練、
年1回)で満たし、特に追加業務がないのに加え、助成金がもらえるため、
再開する。

参考 春日井市内には、令和元年度 自治消防団60団体   
自主防災組織330団体

上程議案1、2について、異議のある方は、記名のうえ公民館のポストに入れください。

別紙⑤



1 新区長および顧問の選任について

この件につきましては、規約８条により、区長は副区長歴任後、顧問は区長歴任後選

任するとあります

副区長の長谷川雅年さんが区長に、区長の長谷川浩さんが顧問に選任することとして

よろしいでしょうか。

2 新副区長及び会計の選出にいて

規約８条３項で「副区長及び会計は、区民総会において出席した会員で選出する。」とあ

ります。

立候補される方はございませんでしょうか。

(4 月の回覧及び街頭掲示板にて、立候補される方は、連絡をいただくようになっていま

したが、立候補者はありませんでした)

なければ、区会から推薦させていただく方として、

副区長には都築恵賢さんを、会計には長谷川太一さんを推薦します。

都築さんは、この２年間区会議員として区の事業に意欲をもって行っていただきました。

また、長谷川太一さんは、会計補佐を務めていただきましたので、推薦させていただき

ます。

4 月末日までに立候補される方がなければ、副区長には都築恵賢さんを、会計には長谷川

太一さんにお願いします。

立候補される方がいた場合には、選挙で決定します。

3 区会議員、町内会長の紹介
令和 2 年度 松河戸区 区会役員名簿(案)   別添

令和 2 年度 松河戸区 町内会役員名簿    別添

※ 異議のある方は、氏名、住所を記入して、４月末日までに公民館

のポストにお入れください。又は直接連絡ください。

別紙⑥



令和2年度　松河戸区　区会役員名簿 

区会役員 

　　町内名
長谷川 雅年 1丁目

都築 恵賢 2丁目

長谷川 浩 5丁目

区会議員 会計 長谷川 太一 2丁目

区会議員 書記 壱東 宏光 １丁目

区会議員 遺跡保存副会長 木下 翼 3丁目

区会議員 福祉係 樋野 佑輔 　愛知電機

区会議員 保全係 竹内 時也 5丁目

高井 麻里 4丁目

森 浩司 6丁目

桑山 友広 1丁目

長谷川 由宜 2丁目

津田 英雄 3丁目

長谷川 五男 4丁目

岡嶋 良樹 5丁目

鵜飼 厚史 6丁目

小野道風公遺跡・十五の森遺跡保存会
遺跡保存会長 長谷川 浩 5丁目

松河戸公民館
公民館管理 　長谷川 　安市 4丁目

上記の件について、承認をお願い致します。

松河戸区長

副区会議員

副区会議員

副区会議員

副区会議員

区会議員

区会議員

副区会議員

副区会議員

　役　職 　　　氏　名
区長

副区長　　　　　　承認待ち

顧問



令和2年度　松河戸区　町内会役員名簿                   

丁目 組 町内会の役職 丁目 組 町内会の役職
- 町内会長(書記) 壱東 宏光 - 町内会長(区会議員) 高井 麻里
1 組長 丸山 徹 1 組長 加藤 貞男
2 組長 堀岡 洋平 2 組長 長谷川 弘尚
3 組長 安藤 満 3 組長 石黒 有功
4 副町内会長 桑山 友広 4 組長 奥村 進
5 組長 岡嶋 正樹 5 組長 松原 さゆり
6 組長 長谷川 和憲 6 副町内会長 長谷川 五男
7 組長 墨 大輔 7 組長 長谷川 正司
8 組長 伊藤 一博 8 組長 足立 隆士
9 組長 長崎 法浩 9 組長 服部 雅俊
10 組長 大島 由臣 10 組長 河村 政幸
- 町内会長(会計) 長谷川 太一 - 町内会長(保全係) 竹内 時也
1 組長 長谷川 勝義 1 副町内会長 岡嶋 良樹
2 組長 余語 真人 2 組長 稲田 英巳
3 組長 森 健治 3 組長 脇田 正明
4 組長 小林 正雄 4 組長 石原 大介
5 組長 磯部 昇 5 組長 大橋 択矢
6 副町内会長 長谷川 由宜 6 組長 扇 文彦
7 組長 井上 広志 7 組長 岡林 昭仁
- 町内会長(遺跡保存副会長) 木下 翼 8 組長 早川 裕清
1 組長 長江 久美代 9 組長 大橋 哲也
2 組長 花房 博 - 町内会長(区会議員) 森 浩司
3 組長 中島 茂貴 1 組長 恩田 明郎
4 副町内会長 津田 英雄 2 組長 立木 直人
5 組長 棚橋 和宏 3 組長 谷川 斉
6 組長 木下 翼 4 組長 林 真司

町内会長(福祉係) 樋野 佑輔 5 副町内会長 鵜飼 厚史
組長 堀口 拓也

氏名 氏名

1丁目

2丁目

愛知電機

3丁目
6丁目

4丁目

5丁目






