
会員氏名：

※マンションにお住まいの方はマンション名を記入願います

（　　　　　　　　　号室）

委任状
※５月３０日（日）迄に提出して下さい　

　　二　本　松　自　治　会

　私は、　二本松自治会会長　を代理人と定め、　「第６１回定期総会」における議決、その他一切の権限を
委任いたします。

２０２１年　　５月　　　　日

　　　会長　大森　和幸　　　殿

第　　　　　　　ブロック

住所 or マンション名：

調布市 二本松自治会

第６１回定期総会開催中止について
記

２０２１年度の二本松自治会定期総会開催について、会員の皆様にご連絡いたします。

新型コロナウイルス感染症拡大により会員の皆様の安心安全を第一に考え、定期総会開催

を中止いたします。

皆様には委任状を提出して頂き、「委任状」数が会員の二分の一以上により「総会の成立」

とし、各議案については「委任された代理人」の意見に基づき「総会の議決決定」といたします。

２０２１年度第一回役員会（６月５日開催予定）で議決の確認を行い、後日議事録を回覧板

等で周知、及び二本松自治会ホームページに掲載し、情報公開いたします。

「第６１回 二本松自治会定期総会 議案書」をお読みになり、各議案に承認頂ける方は「委

任状」の提出をお願いいたします。

また、ご意見・ご質問等がある方は意見書・質問書等（様式自由）を作成し、提出して下さい。

（質問に対する回答は後日行います）

【委任状等提出のお願い】

会員の皆様は、下記委任状（または意見書・質問書）の提出をお願いします
（提出はできる限りメールをご利用下さい） ※様式自由

提出締切日 ： ２０２１年５月３０日（日）締切

委任状等提出先： 各理事（ﾌﾞﾛｯｸ長）、または自治会役員に提出
※提出先は裏面を参照下さい。 可能な限りメールで提出をお願いします

e-mailアドレス ： info_desk@chofu-nihonmatsu.com

メールで委任状提出の場合、メール本文には下記「委任状」の内容を記入願い

ます（記入項目：誰に委任するのか・会員氏名・住所）

ｷﾘﾄﾘｾﾝ



◆自治会会員の皆様の提出先

ブロック 部屋番号 備考

１Ｂ ３０２号室 １ブロック会員の提出先

３Ｂ －

４Ｂ －

６Ｂ －

７Ｂ －

８Ｂ
９Ｂ

１０Ｂ －

１１Ｂ ５０５号室

１２Ｂ ２１５号室

１３Ｂ ８０９号室

１４Ｂ ３０２号室

５０７号室

３２４号室

２０２号室

４２２号室

◆理事・ブロック長の皆様の提出先　　　　※自治会会員の方も提出可能です

役職 部屋番号 備考

会長 ４０１号室 ０７０－５５５４－２９９２

会計 ８０９号室

１５Ｂ

１６Ｂ

廣畑

巴山

アクアシティオ・メイツ調布

ＧＳハイム西調布

サンヴェール調布・多摩川

上石原３－５６－５８

上石原　３－５７－７

多摩川１－８－４４

－

大貫

西牧

金子

松澤

西本

紙の委任状（または意見書・質問書）の提出先

上石原３－５７－１２３

松澤

中村

安田

三森

理事・ブロック長名住所／マンション名

センチュリーリバーサイド

上石原３－５１－２３

多摩川２－３－２

センチュリーリバーサイド

サンヴェール調布・多摩川

大森

金子

池永

住所／マンション名 役員名

調布多摩川ガーデンフォート　

石塚

倉田

山口

コスモ・ザ・パークス調布多摩川

調布多摩川ガーデンフォート

(上石原3-21-6)

青木病院

五

中

西部公民館

ＧＳハイム
コスモ・ザ・パークス くろがねや調布店

オザム

メイツ調布

サンヴェール

東宝ゴルフ練習場

東宝テニスクラブ

センチュリー

リバーサイド

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｫｰﾄ

二本松自治会 周辺図

＜総会に関するお問合せは、下記自治会役員携帯へ＞

０７０－５５５４－２９９２ （大森会長）

または、下記問合メールアドレスまでご連絡下さい。

【総会議案】

第１号議案
２０２０年度 活動報告 及び 決算報告・会計監査報告

第２号議案
２０２１年度 理事（ブロック長） 及び 役員の選出・承認

第３号議案
２０２１年度 活動方針 及び 予算書審議・承認

委任状提出先・問合先メールアドレス

info_desk@chofu-nihonmatsu.com

二本松自治会ホームページ

http://www.chofu-nihonmatsu.com/



[議案]

（会長）

　　

１

第６１回　二本松自治会定期総会　議案書

第１号議案　　　２０２０年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第２号議案　　　２０２１年度　理事（ブロック長）　及び　役員　選出・承認

第３号議案　　　２０２１年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

第１号議案　　　２０２０年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

[Ⅰ]　２０２０年度　活動報告

　　２０２０年度の活動内容について報告いたします。　具体的な活動状況については、表１に記載しました。

(1) 自治会運営について

２０２０年度は新型コロナウイルス発生及び拡大に伴う感染防止の為、会員皆様の安心安全を第一に考慮し例年開催

の会員相互の親睦を深める多くの行事を中止とさせて頂きました。また、月一回開催の役員会も回覧物と役員資料配布

のみとなることが多くなり、活動予定や審議事項などはメールでの確認に加え、新たにＬＩＮＥやＺｏｏｍなどを取り入れ補い

ました。

大和基礎設計㈱様の敷地内に設置の自治会掲示板及び自治会エリアガイドにつきましては、２０１９年１０月台風１５号

で破損し、土地所有者様からの移設依頼があったため、アクアシティオ・メイツ調布様へ新設設置致しました。

(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

自粛により活動自体の開催が難しい状況の中においても会員の皆様・役員・理事の協力の下、一部中止となりましたが

次に繋がる活動を実施しました。

① 災害を想定した「安全対策セミナーと体験」活動では多くの自治会の方に参加頂き、災害意識の啓蒙と万一に備

えた無線活用による連絡手段の学習を実施

② 会員増強策として、調布駅周辺にて加入チラシとボールペンの配布活動の実施

③ 各自治会ホームページの作成とアップ協力活動（4自治体）の実施

(3) 親睦と交流を図る活動について

恒例行事のバーベキュー大会・シニアサロン二本松・凧あげ大会は中止としました。昨年３月の緊急事態宣言を受け春

のゴルフ大会・４月～６月のテニス練習会も中止しました。解除後、感染防止対策を徹底し７月からのテニス練習会・秋の

ゴルフ大会は開催することが出来ました。

尚、２年に１回実施予定の「日帰りバス旅行」は秋に実施を予定していましたが、状況を鑑み中止とさせて頂きました。

(4) 調布市「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

要支援の依頼があった方々へ役員が訪問し顔合わせの上、災害発生時の支援内容を確認する予定でしたが、顔合わ

せは大変なリスクがあるためリストアップのみの実施となりました。

(5) 健全育成について

児童文化事業では、西部児童館へミニ卓球台を贈呈する予定でしたが、感染拡大により再度繰越となりました。

卒業記念品贈呈では、２０２１年３月小学校卒業生３０名の皆様へ、記念品として「英和・和英辞典」をお渡ししました。

(6) 防災の取り組みについて

防災訓練行事もほとんど中止となり参加できませんでした。

多くの事業が中止の中、ＳＯＧＩサポートセンター様敷地内屋外の多摩川堤通り沿いに、当自治会でＡＥＤ（自動体外式除

細動器）を購入し、２４ｈ誰でも使用できるよう設置しました。

ＡＥＤ購入・設置にあたり、児童館にて調布消防署４名の方を講師としてお招きし参加者２１名にて、心臓マッサージ（胸

骨圧迫）と機器取り扱いの講習会を実施しました。

(7) 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」・「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、例年多摩川クリーン

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、多摩川クリーン作戦は昨年３月の緊急事態宣言を受け、春の実施は中止となり、秋のみの実施となりました。

また、２度目の緊急事態宣言を受け、当自治会独自のクリーン作戦の開催も中止としました。

子ども会活動支援では、飛田給小学校と第三小学校の４子ども会に補助金を支給しました。

※多摩川小学校には”子ども会”はありませんでしたので、支給対象外です

(8) 新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業の助成金について

東京都へ助成金を申請し、会員各戸に「感染拡大防止普及啓発チラシ」と「携帯用ハンドジェル（啓発シール貼付け」し

配布しました。



月 日 参加者数 出席者等

4 11 － （中止）

12 － （中止）

12 － （中止）

12 １名 大森会長

12 １名 大森会長

13 １名 羽鳥

14 １名 大森会長

21 － （中止）

25 － （中止）

27 １名 羽鳥

5 10 － （中止）

20 １名 大森会長

22 － （中止）

28 － （中止）

31 ５名 役員

31 ５名 役員

31 ５名 役員

6 5 １名 羽鳥

6 １名 大森会長

9 １名 羽鳥（立会）

10 １名 大森会長

14 － （中止）

21 － （中止）

30 １名 平山企画

7 8 １名 羽鳥

12 １５名 役員、会員

28 １名 羽鳥

29 １名 井下企画

8 1 ４子供会
大森会長
金子会計

9 １５名 役員、会員

13 １名 大森会長

13 １名 大森会長

15 ４名
大森会長、石塚(副)

林(副)、羽鳥

23 ８名 役員、会員

9 1 １名 羽鳥

13 １７名 役員、会員

下旬 １３２世帯 対象者

－ － （中止）

２

　第６０回　二本松自治会定期総会（臨時）　⇒　全議案承認

　第１９回　シニアサロン二本松

　テニス部練習会

　BBQ大会&交流会　

　テニス部練習会（臨時）

　東京都助成金交付申請に関する追加資料　提出

　多摩川競走場周辺地域清掃業務委託契約　締結

　東京都へ地域の底力発展に関する助成事業の公表が分かる書類の提出

　テニス部練習会

　二本松自治会掲示板及びエリアガイド設置場所借用依頼書　締結（メイツ調布様）

　二本松自治会掲示板及びエリアガイド設置場所借用依頼書　提出（メイツ調布様）

　二本松自治会エリアガイド設置場所　業者との現地調査

　参加者5名、委任状（紙）357名、委任状（メール）54名＝411名　＞　過半数376名

　テニス部練習会

　印刷機講習会

行　事　名　・　活　動　状　況

 表１－１．　２０２０年度活動状況一覧

　子ども会活動補助金支給（子供数　１７１名、助成＠２００円　＝　３４，２００円）
　　飛田給小　：　３南Ｄ　　　　３５名、　３南Ｅ　　２３名
　　第３小　　　：　たんぽぽ　　７１名、 のびっこ　４２名

　臨時役員会（議題：掲示板等の移設について、ブロックの統合について　等）

　第１回　ＡＥＤ購入・設置に関する打合せ

　地域の底力発展事業助成金交付申請書　事前相談申請書類（ＡＥＤ設置）　提出

　令和元年度　多摩川競艇場周辺地域清掃業務実施報告書　提出

　令和２年度　防災市民組織補助金に係る事業計画書　提出

　令和２年度　自治会調査票　提出

　２０１９年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金　活動報告書　提出

　令和２年度　第２回地域の底力発展事業助成金　交付決定通知書　受領

　テニス部練習会

　自治会エリア内清掃　&　春の多摩川クリーン作戦

　令和２年度　調布市防災教育の日

　地域の底力発展事業助成金交付申請書（ＡＥＤ設置）　郵送提出

　令和２年度　京王閣競輪場周辺地域対策補助金交付申請書　提出

　第三小学校地区協議会　総会

　第３１回　二本松ゴルフ大会

　テニス部練習会

　調布市自治会連合協議会　第４８回定期総会

　令和２年度第２回地域の底力発展事業助成対象事業の実施に係る説明会　参加

　西部児童館まつり　実行委員会

　テニス部練習会

　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

　二本松自治会掲示板移設先確認のお願い（調布市協働推進課）　提出

　ＡＥＤのセットアップと簡易説明会　参加

(9) 調布市ミニバス西路線 利用者懇談会について

調布市へ当初は利用者増加に伴い便数増発の要望を予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大による利用者

激減のため収支が悪化との事で、利用者懇談会を開催し検討となりました。

懇談会資料は回覧板で回覧しましたが、個別に必要な方は役員まで申し出下さい。



月 日 参加者数 出席者等

10 11 １５名 役員、会員

11 １名 石塚副会長

16 １名 石塚副会長

21 １名 大森会長

21 １名 羽鳥

30 ２名 川崎企画、羽鳥

31 １名 羽鳥

31 ３名
林(副)

石塚(副)、羽鳥

－ － （中止）

－ － （延期）

11 8 ２５名 役員、会員

14 ２１名 役員、会員

15 1３名 役員、会員

16 １名 羽鳥（立会）

22 ８名 役員、会員

26 １名 大森会長、他１名

12 10 １名 羽鳥

13 １５名 役員、会員

15 １名 羽鳥

28 ２名 大森会長、羽鳥

－ － （中止）

1 9 － 全戸配布

10 ２名 役員、会員

14 １名 石塚副会長

17 － （中止）

18 １名 羽鳥（立会）

21 １名 羽鳥

24 － （中止）

2 6 － －

14 １６名 役員、会員

16 １名 大森会長

3 4 － －

5 １名 羽鳥（立会）

13 － 役員

14～
20

－ 役員

14 １７名 役員、会員

19 １名 大森会長

中旬 ３０名 平山、対象者

26 ２名 石塚(副)、林(副)

27 １名 大森会長

31 １名 大森会長

３

　4/21(中止)、　6/16、　7/21、　8/18、　9/8、　10/20、　11/24、　12/15、　1/19(中止)、　2/16(中止)、　3/16(中止)

　4/4(中止)、 5/9(中止)、 5/31(臨時)、 6/6、 7/4、 8/1、 9/5、 10/3、 11/14、 12/5、 1/9（中止）、 2/13（中止）、
　3/13(中止)

　年末見回り実施　（２８日～２９日の２日間）

行　事　名　・　活　動　状　況

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

　電源レス屋外型ＡＥＤ収納ボックスの設置

　第３２回　二本松ゴルフ大会　開催

　新型コロナウィルス感染拡大防止普及啓発事業助成金実績報告書　提出

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

　掲示板移設の現地打合せ（市、施工業者、メイツ調布管理人、自治会）

　テニス部練習会　

　地域の底力発展事業助成金対象事業　実績報告書（案）　提出

　ミニバス西路線の運行に関する利用者懇談会

　東京都より助成金交付額確定通知書　受領

　第１７回　新春親子凧揚げ大会＆独自多摩川クリーン作戦

　２０２１年３月　小学校卒業生調査票　締切日

　ＡＥＤ盗難に備えた”動産総合保険”への加入（保険料1，750円／年）

　二本松自治会掲示板　移設工事

　テニス部練習会

　テニス部練習会

　ＡＥＤ本体へネームタグ取付、屋外収容ボックス扉開放時にアラーム鳴動設定

　近藤勇　生誕地まつり

　第２２回　第三小学校地区合同防災訓練

　秋の多摩川クリーン作戦

　２０２１年３月　小学校卒業生調査票　配布開始

　地域の底力発展事業助成金対象事業　実績報告書（正本）　提出

　テニス部練習会　

 表１－２．　２０２０年度活動状況一覧

　調布市ミニバス西路線利用者懇談会　出席

　令和２年度　防災市民組織補助金に係る実績報告書

　令和２年度　安全対策セミナー　開催　　会場：たづくり非常口前広場

　小学校卒業生へ記念品贈呈　(記念品：英和・和英辞典）

　バス旅行

　令和２年度　調布市避難行動要支援者名簿　発行（要支援者数１０６名）

　ＡＥＤリモート監視システム登録通知書　受領

　テニス部練習会

　第三小学校地区まちづくり協議会　理事会

　ＡＥＤを使用した応急救護講習会　開催

　新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金交付申請書　提出

　新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業助成金交付　決定

　二本松自治会エリアガイド設置(メイツ調布様敷地内)

　新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業
　　ハンドジェル、チラシ、啓発シール配布準備　→　各ブロック理事への配布依頼

　新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業
　　ハンドジェル、チラシ、啓発シールを各戸へ配布

　新型コロナウイルス感染拡大防止普及啓発事業支払関係書類　提出期限

　調布市自治会連合協議会　新春懇親会

　エリアガイド設置場所（メイツ調布様敷地内）　現地調査の実施

　テニス部練習会　



４



（会計） 別紙　１

単位：円

　前年度繰越額（A） 4,005,314 4,005,314 0
　会　費 1,659,360 1,637,760 -21,600

　（戸建・マンション個別） 160,800 139,200 -21,600 入金会員数５８戸、戸建会員＝３９戸入金、　マンション個別会員＝１９戸入金

　（マンション一括） 1,460,160 1,460,160 0 マンション一括会員数　６７６戸

　（法　人） 38,400 38,400 0 法人会員数＝８社

　補助金 820,900 775,800 -45,100
調布市回覧 150,200 150,200 0
防災市民組織補助 30,000 30,000 0
京王閣環境美化 570,700 525,600 -45,100 　

競艇清掃業務 70,000 70,000 0
調布市福祉課 0 0 0

東京都助成金 200,000 200,000 0
地域の底力発展事業助成 200,000 200,000 0 ＡＥＤ購入・設置の助成金

新型コロナウィルス感染拡大
防止普及啓発事業助成金 0 0 0

　雑収入その他 392,530 32,036 -360,494 各行事の参加者の負担率は４０％程度です。

BBQ大会参加費・売上 50,000 0 -50,000 （中止）

凧揚げ大会売上 1,500 0 -1,500 （中止）

バス旅行参加費 300,000 0 -300,000 （中止）

テニス会参加費 33,000 32,000 -1,000 会員２１名（大人１１名@２，０００円、子供１０名@１，０００円）

シニアサロン参加費 8,000 0 -8,000 （中止）

利息ほか 30 36 6
3,072,790 2,645,596 -427,194

事務費 42,000 58,407 16,407 コピー用紙、印刷機・コピー代等

会議費 130,000 1,150 -128,850
一般会議費 15,000 1,150 -13,850 ソフトドリンク購入

総会懇親会費 35,000 0 -35,000 （中止）

役員新年会 80,000 0 -80,000 （中止）

行動費 155,400 110,400 -45,000
交通費・行動費 45,000 0 -45,000
役員活動費 110,400 110,400 0 支給規則に則り支給

慶弔費 30,000 15,000 -15,000 見舞金・弔慰金５，０００円×３名

関係団体会費 18,450 8,510 -9,940
自治連協会費 16,450 8,510 -7,940
小地域交流事業費 2,000 0 -2,000

通信費 54,000 49,354 -4,646
郵便料 4,000 514 -3,486 切手代等

ホームページ 50,000 48,840 -1,160 プロバイダ利用料（月額４，０７０円）

雑費 123,000 123,740 740
物置場所代 120,000 120,000 0 物置場所代　１０，０００円/月

振込手数料他 3,000 3,740 740 振込手数料その他

高齢者支援 400,000 396,000 -4,000
敬老金 360,000 396,000 36,000 １３２世帯となりました。（前年実績　１２０世帯）

シニアサロン 40,000 0 -40,000 （中止）

環境美化費 170,000 95,910 -74,090
多摩川クリーン作戦 120,000 61,710 -58,290 クリーン作戦（秋）のみで凧揚げ大会を兼ねた独自クリーン作戦は中止

子供会支援 50,000 34,200 -15,800 対象児童１７１名に＠２００円となりました。

健全育成 150,000 99,605 -50,395
児童文化事業 50,000 0 -50,000
卒業記念品費 100,000 99,605 -395 今年度の小学校卒業生は３０名でした。

地域内交流 1,715,000 141,539 -1,573,461
バーベキュー大会 700,000 0 -700,000 （中止）

バス旅行 800,000 0 -800,000 （中止）

ゴルフ会 100,000 34,929 -65,071 １１月１３名の参加がありました。

テニス会 100,000 106,610 6,610 年１０回の練習会を実施しました。

その他 15,000 0 -15,000
防災会費 600,000 1,048,513 448,513 ＡＥＤ購入・設置（助成金200,000円）、エリアガイドおよび掲示板設置

社会福祉費 0 0 0
単年度支出合計（C） 3,587,850 2,148,128 -1,439,722

-515,060 497,468 1,012,528
3,490,254 4,502,782 1,012,528

５

次年度繰越（A+D）

 （３）２０２０年度決算報告

二本松自治会　２０２０年度　決算書

科　　　目 ２０２０年度予算 ２０２０年度決算 増減 ２０２０年度決算補足説明

＜収　入＞

単年度収入合計（B）

＜支　出＞

単年度収支（D=B-C）



（会長）

（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

表３．　理事（ブロック長）候補者一覧

表４．　役員候補名一覧

大森　和幸

定期総会

第１０ブロック （戸建） 富田　季未子

第８ブロック （戸建）

調布多摩川ガーデンフォート 倉田　栄民子・山口　斎

第４ブロック （戸建） 尾崎　広行

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）・(センチュリーリバーサイド) (ｾﾝﾁｭﾘｰﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ)　松澤　玲子

第３ブロック （戸建）

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

　　２０２１年度役員として、下記表４の通り候補者を推薦致します。

　　総括

副会長

[Ⅱ]　２０２１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　(兼務)

第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川 池永　祐一郎・石塚　克人

第１６ブロック

担当分野

会長

　２０２１年度は、下記表３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]　２０２１年度　理事（ブロック長）候補

第２号議案　　　２０２１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 三森　篤

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 西牧　利幸

巴山　初代
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）

柳沢　　守

　　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

　　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



　（会長）

７

[Ⅰ]　２０２１年度　活動方針

第３号議案　　２０２１年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

　　２０２１年度の活動方針を次の通り提案致します。　分野別活動計画は、表５を参照願います。

　　予算書は、別紙　２「二本松自治会　２０２０年度　予算書」の通りです。

(1) 自治会運営について

活発で開かれた運営に努めてまいります。

定期開催の役員会は新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図り、活動報告・予定や審議事項等につきましては回覧

板やホームページ等を通して公開していきます。

また、会員の皆様におかれましては、事前連絡不要でございますのでご自由に役員会に参加・傍聴頂けます。ご近所で

気になっていること等、是非ご意見お聞かせ下さい。

役員会の開催日（直近）は、自治会ホームページに掲載しています。

尚、新型コロナウイルス感染状況により、今年度も昨年度と同様に活動計画の変更や中止になる事業が思料されます。

その際も、適宜、回覧板・屋外掲示板・ホームページ等にてお知らせいたします。

(2) 調布市自治会連合協議会（以下、自治連協）活動との連携ついて

自治連協へは今年度も役員を派遣し、連携を図り活動していきます。

(3) 親睦と交流を図る活動について

①バーベキュー大会、シニアサロン二本松

恒例行事として定着していますが、現時点では通常の開催は困難と思料します。感染状況を考慮しつつ代替案を検討

してまいります。

②日帰りバス旅行

２年に１回の実施を予定していますが、昨年度は実施を延期しました。今年度も実施するのが困難なため確実に安全・

安心を確保できるまで「延期」とさせて頂きます。

③テニス練習会・ゴルフ大会

感染防止対策を徹底し、引続き開催を予定しています。

④東京オリンピック・パラリンピック

今年は1年延期となった開催の年です。

当自治会からは石塚副会長がシティキャスト（都市ボランティア）、羽鳥顧問がフィールドキャスト（大会ボランティア）を

担い、大会を成功させる一員として活動を予定しています。大会を盛り上げ応援していきましょう。

(4) 調布市「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

前年度リストアップされた「要支援」者の方への役員訪問は、コロナ禍で困難なため電話やインターホン越しでの挨拶を検

討しています。

(5) 健全育成について

児童文化事業では、コロナ禍で二年連続して西部児童館への図書・備品等の整備支援が見送りとなりました。今後、児童

館担当者の方と相談し支援策を検討していきます。

小学校卒業生に対して行っている卒業記念品贈呈は、継続実施していきます。

(6) 防災の取り組みについて

ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を前年度に購入設置し、講習会を開催しました。今年度も誰もがいざというとき使用し助ける

ことができるよう、心臓マッサージ（胸骨圧迫）と機器の講習会を定期的に実施していきます。

住宅用火災警報器（以下、警報器）について、東京都では２０１０年４月既存住宅への設置が義務化されました。当自治会

では、２００９年度に設置希望調査を実施し、１８世帯７７台を購入し取付けました。但し、警報器の耐用年数（交換目安）は

１０年とされています。

そこで、地域火災の被害を最小限に抑え安心・安全を確保するため、再度、警報器の共同購入希望調査を行い、耐用年

数を過ぎたものについて交換を推進していきます。

災害発生時の対応について、公的避難所（第五中学校「水害時は利用不可」、第三小学校）対応マニュアルに自宅避難

の追加見直しを行います。 また、防災用品としてフェーズフリー品（日常使用でき、かつ非常時にも活用）の取入れ等、感

染症対策に適応した取り組みを検討していきます。

(7) 二本松地域内の環境美化について

多摩川クリーン作戦は清掃事業補助として多額の助成を受けていますが、コロナ禍においては実施未定のため感染状況

を都度確認し、日頃から地域内の清掃活動にも積極的に取り組んでいけるよう検討します。

(8) 情報共有について

新型コロナウイルス感染症対策、調布市ミニバス西路線対応等、共有が必要な情報は、適宜、お知らせいたします。



実施時期

随時

定期

延期

中止

２回/年

１２回/年

未定

適宜

中止

９月

１１月

随時

適宜

３月

４月２４日

適宜

未定

適宜

未定

年末

３回/年

７月

未定

凡例 網掛け ：開催中止・延期・未定・検討中　の事業

８

地域内交流

　自治連協との連携 　役員を派遣し、連携しながら活動していきます

　西部ふれあいのつどい 　賛助金２，０００円　　※開催するのであれば支出します
高齢者支援

　※安心安全に実施できるか検討します　凧揚げ大会

　※安心安全に実施できるまで延期します

　※代替案を検討します

　補助額２，５００円／人　（年間４８名以内）　※感染防止対策を徹底し、開催

　年１２回　（会員数２０名以上の確保）　　　　※感染防止対策を徹底し、開催

健全育成

防　災

環境美化

　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１１日、１１月１４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」へ、役員が電話やインターホン越しで挨拶実施　避難支援者連絡会

　子ども会活動支援 　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

　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

　防災訓練（春季）

　その他

　シニアサロン二本松

　敬老金

　避難行動要支援者支援

　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　※自治会参加可否は不明

　※代替案を検討します

　７０歳以上の会員がいる１世帯に３，０００円

　「協定書」に基づく取り組みの実施

　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

　ゴルフ大会

　テニス練習会

分　　野

表５．　分野別活動計画一覧

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



　（会計）

単位：円

　前年度繰越額（A） 4,005,314 4,502,782
　会　費 1,637,760 1,649,760 12,000

　（戸建・マンション個別） 139,200 151,200 12,000 会員数６３戸、戸建会員数＝4４戸、　マンション個別会員数＝１９戸

　（マンション一括） 1,460,160 1,460,160 0 マンション一括会員数　６７６戸

　（法　人） 38,400 38,400 0 法人会員数＝８社

　補助金 775,800 774,100 -1,700
調布市回覧 150,200 149,800 -400 ７４９世帯で申請書提出

防災市民組織補助 30,000 30,000 0 前年並みを見込みました。

京王閣環境美化 525,600 524,300 -1,300 ７４９世帯で申請書提出

競艇清掃業務 70,000 70,000 0 前年並みを見込みました。

調布市福祉課 0 0 0
　東京都助成金 200,000 281,000 81,000

地域の底力発展事業助成 200,000 0 -200,000
新型コロナウィルス感染拡大
防止普及啓発事業助成金 0 281,000 281,000 感染拡大防止普及啓発チラシと携帯用ハンドジェル配布の助成金

　雑収入その他 32,036 33,030 994 各行事の参加者の負担率は４０％程度です。

BBQ大会参加費・売上 0 0 0 （中止）

凧揚げ大会売上 0 0 0
バス旅行参加費 0 0 0 （延期）

テニス会参加費 32,000 33,000 1,000 会員数２０名程度を見込みました。

シニアサロン参加費 0 0 0 （中止）

利息ほか 36 30 -6
2,645,596 2,737,890 92,294

事務費 58,407 80,000 21,593 コピー用紙、印刷機・コピー代等（業者利用を考慮）

会議費 1,150 95,000 93,850
一般会議費 1,150 15,000 13,850
総会懇親会費 0 0 0 （中止）

役員新年会 0 80,000 80,000
行動費 110,400 155,400 45,000

交通費・行動費 0 45,000 45,000 他団体との会議・講習会等　

役員活動費 110,400 110,400 0 支給規則に則り支給

慶弔費 15,000 30,000 15,000 弔慰金５，０００円×６名

関係団体会費 8,510 19,000 10,490
自治連協会費 8,510 17,000 8,490
小地域交流事業費 0 2,000 2,000 「西部ふれあいのつどい」

通信費 49,354 54,000 4,646
郵便料 514 4,000 3,486 切手代等

ホームページ 48,840 50,000 1,160 プロバイダ利用料（前年実績程度としました。）

雑費 123,740 124,000 260
物置場所代 120,000 120,000 0 物置場所代　１０，０００円/月

振込手数料他 3,740 4,000 260 振込手数料その他

高齢者支援 396,000 420,000 24,000
敬老金 396,000 420,000 24,000 １４０世帯を見込みました。（前年実績　1３２世帯）

シニアサロン 0 0 0
環境美化費 95,910 170,000 74,090

多摩川クリーン作戦 61,710 120,000 58,290 クリーン作戦（春・秋）と凧揚げ大会を兼ねた独自クリーン作戦

子供会支援 34,200 50,000 15,800 対象児童２５０名に＠２００円を見込みました。

健全育成 99,605 150,000 50,395
児童文化事業 0 50,000 50,000 西部児童館の図書、備品等の整備支援。

卒業記念品費 99,605 100,000 395 前年実績を参考に計画しました。

地域内交流 141,539 235,000 93,461
バーベキュー大会 0 0 0 （中止）

バス旅行 0 0 0 （中止）

ゴルフ会 34,929 100,000 65,071 年２回、各回２０名を見込みました。

テニス会 106,610 120,000 13,390 年１２回の練習会を見込みました。

その他 0 15,000 15,000 マンション催事等の協賛金

防災会費 1,048,513 600,000 -448,513 住宅用火災警報器の共同購入、防災用品・感染症対策を計画しています

社会福祉費 0 0 0
単年度支出合計（C） 2,148,128 2,132,400 -15,728

497,468 605,490 108,022
4,502,782 5,108,272 108,022

９

次年度繰越（A+D）

［Ⅱ］　２０２１年度　予算書

二本松自治会　２０２１年度　予算書

科　　　目 ２０２０年度決算 ２０２１年度予算 増減 ２０２１年度予算補足説明

＜収　入＞

単年度収入合計（B）

＜支　出＞

単年度収支（D=B-C）

別紙 ２


