
[議案][議案][議案][議案] 第１号議案　　　平成２８年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２８年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２８年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２８年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成第１号議案　　　平成２８２８２８２８年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告 （会長・会計・監査）

[Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ] 平成２８年度　活動報告平成２８年度　活動報告平成２８年度　活動報告平成２８年度　活動報告 （会長）

　平成２８年度の自治会運営は、会員相互の親睦と交流がより深められることを主眼に実施しました。

　　 バーベキュー大会やバス旅行など恒例となった行事に加え、シニアサロンのように手探りで始めた行事も関

係者の努力により、参加者の増加やその内容が喜ばれるものとなっています。

　また、防災では三小地区防災訓練への参加や防災ホイッスルの全戸配布を実施し、更に本年初めて実施

された青木病院の「災害救護所開設訓練」に参加しました。　訓練への参加と合わせ、各種団体が主催する

「防災講座」等に積極的に出席し、知識の向上と自治会内での活動の参考としました。

　環境美化活動では、多摩川クリーン作戦や地域内公園を中心に定期的な清掃活動を実施しました。

　凧揚げ大会前の独自多摩川クリーン作戦ではゴミの中に包丁があり、子供たちが遊ぶことを考えると、ゴミ

を捨てづらい環境づくりの一層の推進に努めることが必要です。

　ここ数年の課題であった単年度収支（支出が収入を上回る）の改善では、バス旅行を隔年実施とし、防災

関係の支出を増加する方向を模索することとしました。

　児童文化事業では、西部児童館で使用していた卓球台が老朽化していたことから、ミニ卓球台セットを寄

贈しました。　この活動に対しては、調布市長より御礼状を頂きましたのでご報告いたします。

　３月には小学校卒業生４４名の皆さんに記念品として、『英和・和英辞典』をお渡ししました。

活動の詳細は以下の通りです。

月 日 参加者数 出席者等

4 10 ３２名 役員、会員

20 　五中防災会出席 １名 小泉監査

23 　「調布市防災教育の日」　三小防災会（避難所と防災対策の意見交換）　参加 １名 石塚副会長

23 　「調布市防災教育の日」　五中防災会　参加 ２名 平山、金子

24 　テニス部練習会　　（大人　５名、子供　４名） ９名 役員、会員

5 15 　テニス部練習会　　（大人　９名、子供　５名） １４名 役員、会員

21 　調布市自治会連合協議会　第４４回定期総会 １名 石塚副会長

22 　二本松自治会定期総会 (第５６回)⇒　全議案承認 ３７名 役員、会員

　出席＝３７名、委任状＝４０６名　合計４４３名＞過半数３８８名

6 5 　青木病院　医療救護所開設訓練への参加 ９名 役員、会員

8 　シニアサロン二本松開催　（第７回） ２７名 役員、会員

10 　西部児童館　第１回運営会議出席 １名 井下企画

15 　五中防災会出席 １名 小泉監査

19 　ゴルフ会開催（第２３回） １９名 役員、会員

19 　テニス部練習会 １９名 役員、会員

26 　バス旅行　群馬富岡製紙場他　バス２台　（大人６０名、子供１２名、幼児１名） ７３名 役員、会員

7 2 　子供会活動補助金支給（子供数　２５０名、助成＠２００円） ４子供会 大森会長

　　飛田給小　：　３南Ｄ　　　５２名、　３南Ｅ　　４７名 羽鳥顧問

　　第３小　　　：　たんぽぽ　９９名、 のびっこ　５２名 金子会計

4 　多摩川競艇場との清掃業務委託契約の実施 １名 平山企画

27 　調布飛行場の航空機事故対応等の署名活動説明会 １名 石塚副会長

28 　児童館まつり実行委員会 １名 井下企画

１

第５７回　二本松自治会定期総会　議案書第５７回　二本松自治会定期総会　議案書第５７回　二本松自治会定期総会　議案書第５７回　二本松自治会定期総会　議案書

　多摩川クリーン作戦参加　（併せて地域内公園等の清掃活動も実施）

平成２８年度　活動報告　平成２８年度　活動報告　平成２８年度　活動報告　平成２８年度　活動報告　

行　事　名　・　活　動　状　況

第２号議案　　　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案　　　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認



月 日 参加者数 出席者

8 4 　第三小学校地区防災対策委員会 １名 大森会長

7 　バーべキュー大会　ポスター、参加申込み印刷配布

10 　西部児童館にミニ卓球台セットを寄贈 １名 大森会長

9 6 　第三小学校地区防災対策委員会　第二回防災対策委員会出席 １名 大森会長

10 　ＢＢＱ大会用品買い出し　　 ４名 役員

14 　シニアサロン二本松開催　（第８回） ２３名 役員、会員

16 　調布飛行場の航空機事故対応等の署名を東京都へ提出 １名 (取り纏め対応)

　　署名７，１３６名分　(内、二本松自治会８４名分) 石塚副会長

17 　ＢＢＱ大会　　　　参加者　大人　１９７名、小学生　６２名、未就学　４０名 ２９９名 役員、会員

　　熊本地震募金の実施 （内　支援者　及び　役員　５６名を含む）

17 　環境美化ポスター展　作品展示・表彰式 １１作品 役員、応募者

下旬 　敬老金（￥３，０００）：満７０歳以上への支給 １０９世帯 対象者

25 　テニス部練習会 １８名 役員、会員

27 　児童館まつり実行委員会 １名 井下企画

10 8 　第三小学校地区合同防災訓練参加（第１８回） ８名 役員、会員

9 　西部ふれあいのつどい　（開催場所：西部地域福祉センター） － －

16 　テニス部練習会 ２６名 役員、会員

24 　三小防災会（防災訓練反省会） １名 石塚副会長

11 9 　児童館まつり実行委員会 １名 井下企画

13 　多摩川クリーン作戦参加　（併せて地域内公園等の清掃活動　；　参加者９名） ２９名 役員、会員

中旬 　防災ホイッスルの全戸配布 － 全世帯

16 　調布市市政功労者表彰式　対象者：鈴木イツノさん １名 鈴木ブロック長

20 　ゴルフ会　(第２４回） １８名 役員、会員

20 　テニス部練習会 １５名 役員、会員

20 　西部児童館祭り　「飲み物係」として協力 ５名 役員、役員家族

29 　五中防災会　出席 １名 小泉監査

12 7 　シニアサロン二本松開催　（第９回） ２２名 役員、会員

18 　テニス部練習会 １２名 役員、会員

28 　年末見回り実施　（２８日～２９日の２日間） ４５名 役員、会員

1 7 　新・旧役員　新年会 １６名 新・旧役員

18 　調布市自治会連合協議会　新春懇親会 １名 石塚副会長

21 　独自多摩川クリーン作戦　と　凧揚げ大会開催 ５６名 役員、会員

27 　五中防災会 出席 １名 小泉監査

2 3 　西部児童館　第２回運営会議出席 １名 井下企画

25 　防災フォーラム聴講　（調布市自治連協主催） ４名 役員

3 8 　シニアサロン二本松　（第１０回） ２４名 役員、会員

15 　調布市見守りサポーター　「みまもりさん」養成講座　参加 １名 松沢理事

19 　テニス部練習会 １５名 役員、会員

22 　五中防災会 １名 根本監査

22 　防災市民組織説明会 １名 大森会長

25 　西調布駅北口ロータリー完成式典、祝賀懇親会 １名 石塚副会長

下旬 　小学校卒業生へ記念品贈呈　(英和・和英辞典） ４４名 対象者

参考：二本松自治会役員会を下記のとおり開催しました。

　　４/　２ 　　４/２３ 　　６/　４ 　　７/　２ 　　８/　６ 　　９/　３ 　　１０/　１

　１１/１２ 　１２/　３ 　　１/　７ 　　２/　４ 　　３/　４

２

全戸配布

行　事　名　・　活　動　状　況



［Ⅱ］決算報告・会計監査報告　　（会計・会計監査）

　　（１）会計報告

　　　平成２８年度予算は、会員の家族を含めた年齢構成の変化を踏まえ、分野別活動が円滑かつ効果の高いものと

　　なるよう、一部内容を見直す中で編成致しました。

　　　実際の事業推進にあたっては、内容を維持しつつ費用削減を意識して実施することができました。

　　各行事への参加者にはこれまで通り４０％程度の負担をお願いしました。

　　　その結果、ここ数年の課題であった「単年度収支の均衡」という目標も実現できました。

　　内容については、別紙「平成２８年度決算書」のとおりです。また、財産状況は下記のとおりです。

平成２９年３月３１日現在

　１．流動資産

所在 本年度末 前年度末 増減（△）

85,051円 151,420円 -66,369円

みずほ銀行 3,210,585円 3,140,506円 70,079円 　預金通帳残高

3,295,636円 3,291,926円 3,710円

　２．固定資産　　（購入金額が２万円以下の物品については、計上省略

所在 購入金額 数量

　町内設置 438,900円 ２基

　町内設置 876,960円 ２基 　張替を含む

　町内設置 135,814円 １基

　物置内 30,000円 １式

　物置内 38,473円 １式

1,520,147円 －

　３．その他

　　　　　特記する事項はありません

　二本松自治会会則（第２８条）及び同会計規程（第５条）に基づき、

平成２８年度の収支決算及び財産状況について上記のとおり報告いたします。

　　平成２９年　　月　　日　　　　会　計

　　（２）会計監査報告

　上記の会計報告に関して、各帳簿・支出金領収証及び預金残高証明書等の

関係書類を監査した結果、適正に処理されていたことを報告いたします。

　　平成２９年　　月　　日　 　会計監査

　　平成２９年　　月　　日　 　会計監査

－

住 宅 案 内 図 Ｈ　１７．　９．２１

Ｈ　１０．　５．３０

の ぼ り  ・ 台

大型パ ラ ソ ル Ｈ　１７．　３．　９

合計 －

　　　　　　　　　　　　財産目録

備　　　考

資産名

物　　　　　　置 Ｈ　１５．　７．　９

科目・名称

現　　　　　　金

普　通　預　金

合　　計

住 宅 案 内 図

取得年月日 備　　　考



[Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ] 平成２９年度　理事（ブロック長）候補平成２９年度　理事（ブロック長）候補平成２９年度　理事（ブロック長）候補平成２９年度　理事（ブロック長）候補 （会長）

　平成２９年度は、下記の方に理事（ブロック長）を御願い致します。

マンションの理事（ブロック長）は、各マンションの総会時期に交代となります。

（敬称略）

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[Ⅱ][Ⅱ][Ⅱ][Ⅱ] 平成２９年度　役員候補平成２９年度　役員候補平成２９年度　役員候補平成２９年度　役員候補 （会長）

（敬称略）

定員

１名 （再任）

数名 （再任）

事務局

企画 数名 平山　四郎 （再任） 行事全般、スポーツ部会

井下　知子 （再任） 健全育成、環境美化

（再任）

（再任）

川崎　英二 （再任） 行事全般

佐藤　彰剛 （再任） 行事全般

会計 １名 金子　忠義 （再任）

書記 １名 （企画で兼務）

広報 ２名 （企画で兼務）

会計監査 ２名 小泉　洋一 （再任）

根本　忠雄 （再任）

数名 （再任）

５

第２号議案：　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認第２号議案：　平成２９年度　理事（ブロック長）　及び　役員の選出・承認

第４ブロック （戸建） 阿部　宗一

ブロック 名称等 理事（ブロック長）候補者名

第１ブロック （戸建） 渡邊　茂子

第３ブロック （戸建） 杉浦　裕子

第８ブロック （戸建）
鈴木　イツノ

第９ブロック （戸建）

第６ブロック （戸建） 西本　美則

第７ブロック （戸建） 渡部　哲男

第１０ブロック （戸建） 富田　聡

第１１ブロック アクアシティオ・メイツ調布 石澤　天(イシザワ　タカシ)

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 富田　マサ子

第１３ブロック サンヴェール調布・多摩川 金子　忠義

第１４ブロック センチュリーリバーサイド 松沢　玲子

第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川 白鷺　隆・福島　元

第１６ブロック 調布多摩川ガーデンフォート 大竹　洋之・市川　仁史

　　平成２９年度役員として次の通り候補者を推薦致しますので、御承認願います。

吉田　静 高齢者支援、広報支援

役職名 候補者名（新任・再任） 担当分野

会長 大森　和幸 総括

副会長 石塚　克人 渉外、バス旅行

西本　美則 高齢者支援、環境美化

回覧業務、ポスター掲示　等

会計及び財産の状況監査

顧問 羽鳥　眞弘 会長・副会長の補佐



・

第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第３号議案　　　平成２９年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

[Ⅰ]　平成２９年度　活動方針[Ⅰ]　平成２９年度　活動方針[Ⅰ]　平成２９年度　活動方針[Ⅰ]　平成２９年度　活動方針 　（会長）

　　　平成２９年度の活動方針を次の通り提案致します。

　（１） 基本方針

（１）活発で開かれた自治会の運営に努めます。　

　　　自治会活動の予定や結果報告は役員会で話し合うだけでなく、回覧、掲示あるいはホームページを活用して

　　幅広く情報の共有が得られるよう工夫していきます。

（２）親睦と交流の活動をより一層定着したものとなるよう努めます。

　　　バーベキュー大会、バス旅行、シニアサロン、スポーツ部会等、恒例行事として交流・親睦活動が定着してい

　　ます。それぞれの行事内容を工夫し、さらに多くの会員が参加できるよう運営していきます。

　　　※バス旅行は予定した人数を上回る参加希望者数となることがままあり、その場合予算を大きく上回ることと

　　　　なります。財政的見地から隔年実施とすることで収支の均衡を図ることとします。

（３）二本松地域内の環境美化と防災の取り組みを積極的に推進します。

　　　当自治会は京王閣や多摩川競艇場から清掃事業補助として、毎年多額の助成を受けています。

　　　多摩川クリーン作戦の参加は勿論、地域内の清掃活動に日頃から取り組んでいきたいと思います。

　　　また、防災関連の行事には積極的に参加し、訓練や知識の習熟に努めます。

　（２） 分野別活動計画

主な分野別活動予定は以下の通りです。

実施日

 広報・情報発信 　ホームページ運営 　随時

 会員親睦交流 　バス旅行 － 　本年度は実施しません（２年に１回の実施予定です）

　バーベキュー大会 ９月 　参加費２００円、環境・防災関係行事を併設

　ゴルフ会 ２回/年 　補助額２，５００円／人　（年間４８名以内）

　テニス会 ８回/年 　年８回　（会員数２０名以上の確保）

　凧揚げ大会 １月 　独自多摩川クリーン作戦を併せて実施

 高齢者支援 　在宅者交流促進 ４回/年 　シニアサロン二本松＝シルバーを対象とした茶話会の開催

　敬老金 ９月 　７０歳以上の会員がいる１世帯に３，０００円

　西部ふれあいのつどい １１月 　賛助金２，０００円

健全育成 　児童文化事業 適宜 　西部児童館の図書・備品等の整備支援

　子供会支援 ６月 　リサイクル品回収作業等の環境美化対策に支援

　小学校卒業記念品 ３月 　英和・和英辞典を卒業記念として贈呈

 防　災 　防災訓練（春季） ４月２２日 　調布市防災教育の日に関連した防災訓練

　五中防災会 適宜 　避難所運営マニュアルの作成・検証他

　総合防災訓練 ９月３日 　東京都・調布市合同総合防災訓練

　医療救護所訓練 １０月 　医療救護所開設訓練

　防災訓練（秋季） １０月 　三小地区防災訓練 （三小地区防災会）

　防災知識の習得 適宜 　立川防災館の見学・体験等に参加し知識の習得

　防犯パトロール 年末 　年末見回り：１２月２８日、２９日

 環境美化 　多摩川クリーン作戦 ３回/年 　４月９日、１１月１２日、及び１月に自治会独自で実施

　地域内清掃 　随時 　地域内公園、主要道路等の清掃作業

　環境美化ポスター展 ９月 　ポスターの募集（７月～８月）・選考と展示（ＢＢＱ大会にて）

６

平成２９年度　分野別活動計画

分　　野 事　業　名 内容等

　役員会議事、行事の案内と結果報告　等


