
[議案]

（会長）

　　

１

 （１）活動内容

第６０回　二本松自治会定期総会　議案書

第１号議案　　　２０１９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第２号議案　　　２０２０年度　理事（ブロック長）　及び　役員　選出・承認

第３号議案　　　２０２０年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

第１号議案　　　２０１９年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

[Ⅰ]　２０１９年度　活動報告

① 自治会運営について

自治会運営では、会員相互の親睦と交流がより深められる行事を多く開催してきました。 役員会は基本的に月一回開催し、

活動報告や審議事項等について話し合い行ってきました。これらの内容は回覧板、及び自治会ホームページ等で情報共有を

図ってきました。 自治会ホームページには役員会での議事録も掲載していますので、合わせてご確認下さい。

調布市等からの周知事項や各種ご案内・防犯ニュース等は、屋外掲示板にも掲示していますので、近くを通られる際にはご覧

下さい。

② 調布市自治会連合協議会（以下、自治連協）との活動について

②-1 自治連協のホームページを今年度作成し発信。二本松自治会とサレジオ団地自治会を、ホームページにリンク

ＵＲＬは、https://chofu-jrk.jimdofree.com/

②-2 自治連協のＱＲコード作成と発信（開かれた情報共有として）

②-3 令和元年１０月に起きた台風被害、調布市防災課に市民の被害情況の報告を依頼し、レクチャーを受ける

②-4 令和元年１０月に起きた台風被害による、自治連協として全自治会に実態調査を実施。

参加自治会より災害の聞き取り調査と個々の提言を纏める

③ 親睦と交流を図る活動について

バーベキュー大会、テニス練習会、ゴルフ大会、シニアサロン二本松は恒例行事として定期開催してきました。

会員相互の交流・親睦活動として定着した活動となっていますので、次年度も継続して開催していきたいと思います。

これら各種行事の開催・運営には役員・理事（ブロック長）だけではなく、会員の皆様、及び子ども会の皆様の協力により、定

期開催を続けることができています。これからも皆様のご協力をお願いいたします。

④ 「避難行動要支援者の支援に関する協定書」に基づく取り組みについて

現在、二本松自治会地域内には、「避難行動要支援者名簿」に登録されている方が９０名います。

避難支援者連絡会に参加して、他自治会や調布市福祉総務課と取り組み方法について意見交換を行い、役員会でも検討し

て、来年度、優先順位の高い方から訪問して実態把握していく事になりました。

⑤ 二本松地域内の環境美化について

当自治会は「京王閣競輪場」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への参加は勿論のこと、地域内の清掃活動には積極的に取り組んできました。

しかし、２０１９年秋、関東エリアに上陸した台風による被害により多摩川河川敷は大きな損傷を受けたため、秋の多摩川ク

リーン作戦は中止となりました。よって、独自多摩川クリーン作戦（凧揚げ大会の時に実施）も凧揚げ開催時、及び清掃活動に

おける会員皆様の安全確保ができないことから、本行事は中止しました。

環境美化活動としては、大和基礎設計様駐車場脇の屋外掲示板前に設置してある、古くて使用されていないコンクリート製プ

ランター４台の撤去・処分、プランター内の"土"の処分、植わっていた樹木の伐採や"木くずと根"の処分、及び周辺の清掃を行

いました。これらの処分は専門業者に依頼し、処分費用は約５万８千円でした。

⑥ 防災の取り組みについて

防災関連の啓蒙活動では、バーベキュー大会会場内にホワイトボードを設置し、「防災クイズの実施」・「洪水ハザードマップの

掲示」・「防災無線の内容を電話で聞く」ポスター掲示・「警戒レベル解説ポスター」掲示等を行いました。

また、今年度は二本松自治会エリアガイド（地域内案内地図）を３か所リニューアルしました。このエリアガイドには、多摩川浸

水想定時における "洪水時の避難方向" を赤い矢印で表示しました。洪水時・浸水時に避難する際の参考として下さい。

防災品購入としては、「折りたたみ式リヤカー」を購入しました。災害時には"土のう運搬" "高齢者や傷病者の搬送" "重量物

運搬"等に活用できます。保管場所は自治会防災倉庫(多摩川堤通り沿い・ＳＯＧＩサポートセンター様駐車場脇)です。

⑦ 健全育成について

西部児童館には２０２０年３月ミニ卓球台を贈呈する予定でしたが、新型コロナウィルス終息を待ち、来年度に繰越しす

る事になりました。 ２０２０年３月には小学校卒業生３０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。



月 日 参加者数 出席者等

4 11 １名 石塚副会長

13 ３名 平山、佐藤、川崎

13 － 大森会長

14 ３３名 役員、会員

14 ２２名 役員、会員

18 ２名 石塚副会長、川崎

27 ５名
石塚、林、羽鳥

川崎、平山

27 ２名 石塚副会長、平山

5 11 － －

12 １４名 役員、会員

14 ２名
林副会長

石塚副会長

19 ３１名 役員、会員

23 １６名 役員、会員

24 － 大森会長

31 － 大森会長

6 9 １６名 役員、会員

16 １８名 役員、会員

16 ３名
石塚副会長
井下、羽鳥

20 ２名 石塚副会長、川崎

22 ２名 林副会長、羽鳥

30 － 大森会長

7 4 － 大森会長

6 ４子供会
大森会長
金子会計

19 － 大森会長、羽鳥

20 １名 石塚副会長

26 １名 石塚副会長

26 １名 井下企画

8 24 １名 石塚副会長

26 １名 石塚副会長

30 １名 石塚副会長

9 5 １名 石塚副会長

8 １３名 役員、会員

8 ３名
大森会長

石塚(副)、林(副)

19 １名 井下企画

中旬 １２０世帯 対象者

26 ２名
大森会長

石塚副会長

２

　第１回　西部ふれあいのつどい実行委員会

　第１回　第三小学校地区防災対策委員会

　ワイワイ広場（三小夏祭り）

　西部児童館まつり実行委員会

　テニス部練習会

　第２回　第三小学校地区防災対策委員会

　ＧＳハイム西調布　夏祭り　（地域内交流費として協賛金3,000円を支出）

　敬老金（3,000円）を満７０歳以上の方がいる世帯にお贈りしました

　子ども会活動補助金支給（子供数　２３０名、助成＠２００円　＝　４６，０００円）
　　飛田給小　：　３南Ｄ　　　　４５名、　３南Ｅ　　２７名
　　第３小　　　：　たんぽぽ　１１２名、 のびっこ　４６名

　調布市自治会連合協議会　第４７回定期総会

　テニス部練習会

　調布市第五中学校地域防災会

　平成３１年度　「調布市防災教育の日」　場所：第五中学校

　春の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を実施。１４名参加）

　テニス部練習会

　出席・委任状＝４３７名　＞　過半数３７７名

　平成３０年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金活動報告書　提出

　多摩川競艇場周辺地域清掃業務委託契約　締結

　平成３０年度　多摩川競艇場周辺地域清掃業務実施報告書の提出

　第５９回　二本松自治会定期総会　⇒　全議案承認

　平成３１年度　自治会調査票・行政協力承諾書　提出

　印刷機講習会への参加　(印刷機操作講習修了証受領)

　平成３１年度　「調布市防災教育の日」　場所：第三小学校

 （２）２０１９年度活動状況（詳細）

　第２０回　第三小学校地区まちづくり協議会　総会

行　事　名　・　活　動　状　況

　調布市総合水防訓練

　第１７回　シニアサロン二本松　開催

　掲示板補修工事契約　締結

　西部児童館まつり実行委員会

　コスモフェスティバル開催　（地域内交流費として協賛金5,000円を支出）

　第三小学校地区まちづくり協議会　理事会

　テニス部練習会

　令和元年度　第１回避難支援者連絡会

　調布市第五中学校地域防災会

　「折りたたみ式リヤカー」の購入し、防災倉庫に保管　　／　購入費83,160円

　調布市第五中学校地域防災会

　二本松自治会ゴルフ大会

　自治会防災倉庫清掃　及び　「折りたたみ式リヤカー」収容準備の実施

⑧ その他（台風による被害について）

台風１５号（９月９日）、大和基礎設計様駐車場脇に設置のエリアガイドが吹き飛ばされ、駐車していた車両のテールランプが

損傷し、修理代として１０，３８９円を支出しました。 この場所のエリアガイドは撤去し、廃棄処分としました。

台風１７号（９月２３日）、二本松バス停横に設置のエリアガイドが吹き飛ばされましたが、他の設備等へ損傷を与えたという連

絡はありませんでした。このエリアガイドは、当日早朝には役員により回収されており、リニューアルの際には他の２か所と共に

補強工事を行いました。



月 日 参加者数 出席者等

9 27 １名 石塚副会長

28 ２２２名 役員、会員

バトントワリングの皆様

29 １名 石塚副会長

10 9 １名 石塚副会長

11 １名 石塚副会長

12 － (台風の影響)

19 １名 石塚副会長

20 １３名 役員、会員

21 ２名
大森会長

石塚副会長

26 １名 石塚副会長

27 １名 石塚副会長

31 － 大森会長

11 8 １名 井下企画

10 － (台風の影響)

10 － (台風の影響)

17 ２０名 役員、会員

17 ４名 役員

12 8 １１名 役員、会員

11 １８名 役員、会員

14 ８名 役員

19 １名 羽鳥

27 － 大森会長

28 ２３名 役員、会員

1 11 ２名 大森会長、羽鳥

11 １名 石塚副会長

11 １５名 新・旧役員

12 １名 石塚副会長

15 ２名
林副会長

石塚副会長

18 － (台風の影響)

19 ３名
大森会長

古田島、茂木

30 ２名
林副会長

石塚副会長

2 4 ３名
石塚(副)、林(副)

石黒会員

23 １２名 役員、会員

29 中止 (新型コロナのため)

3 16 中止 －

18 中止 －

22 １５名 役員、会員

下旬 ３０名 対象者

26 － 大森会長

３

　西部児童館まつり実行委員会

東京防災学習セミナー　（たづくり８階　映像シアター）

参考１：二本松自治会役員会を下記のとおり開催しました

　調布市立第五中学校　開校五十周年記念式典・祝賀会　／　会費4,000円

　２０１９年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金　交付申請書提出

　「西部ふれあいのつどい」へ賛助金2,000円支払い　(開催場所：西部地域福祉センター)

　「平成３０年７月豪雨災害」に対する募金実施　　15,200円（生ビールの売上と募金）

　テニス部練習会　

　第三小学校地区防災対策委員会　反省会

　第２２回　第三小学校地区　地域運動会

　令和元年度　自主防災組織育成講習会

　青木病院　秋祭り

　第２１回　第三小学校地区　合同防災訓練　中止

　第２回　避難行動要支援者連絡会　(福祉センター２階)

　秋の多摩川クリーン作戦中止　（併せて地域内公園等の清掃活動も中止）

　調布市総合防災訓練

　令和元年度　防災市民組織補助金に係る実績報告書　提出

　テニス部練習会　

　掲示板補修工事と撤去工事の立会い

　調布多摩川ガーデンフォート　餅つき大会　（地域内交流費として協賛金3,000円を支出）

　プランター処分のための土のう作りと植木伐採　(場所：大和基礎設計様　駐車場脇)

　参加者:大森会長、石塚副会長、西本企画ご夫妻、井下企画、佐藤企画、金子会計、羽鳥

　２０１９年度　調布市避難行動要支援者名簿　受取り　(９０名分)

　新・旧役員　新年会

　テニス部練習会　

　防災講座　(本所防災館)

　第２回　ちょうふ高齢者応援大会　(たづくり１２階)

　台風１９号で避難勧告を受けた地域集会　(たづくり９階)

　新春凧揚げ大会＆独自多摩川クリーン作戦　中止

　小学校卒業生へ記念品贈呈　(記念品：英和・和英辞典）

　「みまもりさん」養成講座

　第１８回　シニアサロン二本松　開催

　２０１９年度　第３回地域ケア会議　(せいじゅ２階)

　調布市第五中学校地域防災会

　テニス部練習会　

　4/16、　5/14、　6/18、　7/16、　8/20、　9/17、　10/15、　11/19、　12/17、　1/21、　2/19、　3/17(中止)、　4/21(中止)

　4/6、　4/20、　6/1、　7/6、　8/3、　8/31、　10/5、　11/9、　12/7、　1/11、　2/1、　3/7（中止）、　4/4(中止)

　プランター撤去・回収(処分)立会い　(場所：大和基礎設計様　駐車場脇)　回収費57,750円

　年末見回り実施　（２８日～２９日の２日間）

　第４回　ちょうふ地域見守り訓練　－西部地区－

行　事　名　・　活　動　状　況

　BBQ大会&交流会　参加者：大人９２名、小学５２名、未就２０名、役員・支援者５８名

　第２回　西部ふれあいのつどい実行委員会

参考２：調布市自治会連合協議会　理事会を下記のとおり開催しました　　参加者：林副会長

　西部児童館祭り　「飲み物係」担当　（井下企画、金子会計、西本企画、石塚副会長）

　第３０回　二本松ゴルフ大会開催



（会長） （2020/05/23追記）

（敬称略）

No 交代時期

1 定期総会

2 定期総会

3 定期総会

4 定期総会

5 定期総会

6

7

8 定期総会

9 ６月

10 １２月

11 定期総会

12 定期総会

13 １１月

14 ７月

（会長）

（敬称略）

定員

１名 （再任）

（再任）

（再任）

事務局

企画 数名 （再任）

（再任）

（再任）

（再任）

（再任）

会計 １名 （再任）

書記 １名

広報 ２名

（再任）

（再任）

数名 （再任）

６

　　顧問

　　会計監査 ２名

佐藤　彰剛

金子　忠義

※企画で兼務

西本　美則

井下　知子

　　防災、行事全般

　　行事全般

　　出納全般

　　議事録の作成

　　回覧業務、ポスター掲示　等

　　会長・副会長の補佐

　　行事全般、スポーツ部会平山　四郎

第６ブロック （戸建） 西本　美則

第７ブロック （戸建） 廣畑　純生

　　健全育成、環境美化

　　高齢者支援、環境美化

川崎　英二

　　会計及び財産の状況監査

羽鳥　眞弘

松澤　秀幸

※理事（ブロック長）から選出

村内　公一

第４ブロック （戸建） 安田　俊夫

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） 片岡　朋代

第３ブロック （戸建） 中村　知広

　２０２０年度は、下記の方に理事（ブロック長）をお願い致します。

　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。

[Ⅰ]　２０２０年度　理事（ブロック長）候補

第２号議案　　　２０２０年度　理事（ブロック長）　及び　役員　選出・承認

第１１ブロック アクアシティオ・メイツ調布 中深迫　誠

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 斉藤　美子

鈴木　イツノ
第９ブロック （戸建）

第１３ブロック サンヴェール調布・多摩川 金子　忠義

　　渉外、防災、西部ふれあいのつどい
　　バス旅行企画

役職名 候補者名（新任・再任）

数名

林　清子
　　調布市自治会連合協議会　理事
　　法人担当

石塚　克人

　　２０２０年度役員として、次の通り候補者を推薦致します。

　　総括

副会長

[Ⅱ]　２０２０年度　役員候補

第１４ブロック センチュリーリバーサイド 松澤　玲子

第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川 近藤　健治　・　大黒　成晃

第１６ブロック

担当分野

会長 大森　和幸

定期総会

第１０ブロック （戸建） 大貫　泰

第８ブロック （戸建）

調布多摩川ガーデンフォート 茂木　孝之　・　古田島　健次



　（会長）

実施日

随時

時期未定
９月

２回/年
８回/年
未定

適宜

２回/年
９月

１１月
適宜
３月

 ４月２５日
適宜
１０月
適宜
適宜
年末

３回/年
７月
随時

７

　子ども会支援 　リサイクル品回収等の環境美化対策費として４子ども会に補助金支給
 環境美化

 防　災

 健全育成

 高齢者支援

 地域内交流

分　　野 事　業　名 主な活動内容
　役員会議事、行事の案内と結果報告　等
　URL：　http://chofu-nihonmatsu.com/
　問合：　info_desk@chofu-nihonmatsu.com

 広報・情報発信 　ホームページ運営

　シルバー世代を対象とした茶話会の開催　　（5/28開催の回は中止）
　７０歳以上の会員がいる１世帯に３，０００円

[Ⅰ]　２０２０年度　活動方針

　　　２０２０年度の活動方針を次の通り提案致します

　（１）基本方針

第３号議案　　２０２０年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

　（２）　分野別活動計画

　賛助金２，０００円
　西部児童館の図書・備品等の整備支援

　バス旅行
　バーベキュー大会
　ゴルフ会
　テニス会
　凧揚げ大会

　２０２０年度は開催します　　※２年に１回の開催です
　参加費２００円を予定
　補助額２，５００円／人　（年間４８名以内）
　年８回　（会員数２０名以上の確保）

　コスモ・ザ・パークスのコスモフェスティバル、ＧＳハイム西調布の夏祭り、
　調布多摩川ガーデンフォートの餅つき大会　等への支援

　多摩川河川敷での実施にあたり、安全の確保ができるか検討が必要

　防災訓練（春季）

　その他

　シニアサロン二本松
　敬老金
　西部ふれあいのつどい
　児童文化事業
　小学校卒業記念品

　調布市防災教育の日に関連した防災訓練への参加　（中止）
　五中防災会 　初動訓練マニュアルの見直し　等

　英和・和英辞典を卒業記念として贈呈予定

　地域内清掃 　地域内公園、主要道路等の清掃作業

　第三小学校地区合同防災訓練への参加 （三小地区防災会）

　 ４月１２日（中止）、１１月８日、及び１月に自治会独自で実施
　年末見回り：１２月２８日、２９日
　立川防災館等の見学・体験に参加し知識習得、防災・環境バスツアー等

　防災訓練（秋季）

　防災知識の習得
　防犯パトロール
　多摩川クリーン作戦

　避難時の「要支援度の高い方」から役員が訪問等　避難支援者連絡会

① 自治会運営について

活発で開かれた自治会の運営に努めていきます。定期的に役員会を開催し、自治会の活動報告・活動予定や審議事項等

については、回覧板やホームページを通して公開していきます。 また、会員の皆様はいつでも役員会の場に自由に参加して

傍聴し、または意見を述べることができます。ご近所において気になっていることがありましたら、是非参加してご意見をお聞

かせ下さい。（事前連絡不要） 尚、新型コロナウイルス収束状況によりますが、活動内容変更の場合は、都度、ホームペー

ジ等でお知らせします。

② 調布市自治会連合協議会（以下、自治連協）との活動について

今後に向け大いに活動する為に、たづくり１１階に自治連協の専用コーナーを設置。新年度より活動の拠点となります。

③ 親睦と交流を図る活動について（含む オリンピック・パラリンピックを盛り上げる活動）

恒例行事として定着しているバーベキュー大会、テニス練習会、ゴルフ大会、シニアサロン二本松は定期開催を続けてまい

ります。

２年に１回の実施となっていました「日帰りバス旅行」については、秋以降の開催を予定しています。コースには「防災」「環

境」「工場見学」などの要素を取り入れたものとなるよう検討していきます。

２０２０年はオリンピック・パラリンピック開催の年です。当自治会からは石塚副会長と羽鳥顧問が、キャストとして大会を盛り

上げる役割を予定していましたが、２０２１年に開催延期となりました。引続き、当自治会からの支援を予定しています。

④「避難行動要支援者の支援に関する協定書」に基づく取り組みについて

避難時の「要支援度の高い方」から役員が訪問し、顔見知りになる事から始めていきたいと思います。

⑤ 二本松地域内の環境美化について

２０１９年秋に発生した台風の影響により、多摩川クリーン作戦が予定通り行われるかどうか分からない状況ですが、開催さ

れるのであれば勿論参加していきます。

⑥ 防災の取り組みについて

防災関連の行事にも積極的に取り組み、訓練参加や知識の習熟に努めます。その一環として２０２０年度には、自治会エリ

ア内にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を購入・設置していきます。 心臓突然死はいつでも誰でもどこにでも起こる可能性があ

ります。 いざというときに誰もが助けることができるよう、心臓マッサージ（胸骨圧迫）とＡＥＤの使い方の訓練を実施します。

この事業は、東京都の助成金対象となる可能性があることから、申請の手続きも併せて行っています。

⑦ 健全育成について

児童文化事業では、前年度繰り越ししたミニ卓球台を西部児童館に寄贈します。

小学校卒業生の皆さんには、例年通り記念品を贈呈致します。

⑧ その他（ミニバス乗降客数増加に伴う市役所への要望）

再度、市役所との勉強会を行い、現在の乗降客数や収支を確認して、改善を申し入れていきます。


