
[議案]

第４号議案　　　前回総会での意見書・質問書等について（報告）

（会長）

　　

１

第６２回　二本松自治会定期総会　議案書

第１号議案　　　２０２１年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第２号議案　　　２０２２年度　理事（ブロック長）　及び　役員　選出・承認

第３号議案　　　２０２２年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

１．第１号議案　　　２０２１年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

(1)　自治会運営について　　

　2021年度は昨年同様新型コロナウイルス拡大に伴い感染防止の為、会員皆様の安心安全を第一に考慮し、例年開催の親

睦を深める多くの行事を中止とさせていただきました。

　通常行事が開催出来ない分を防災対策へ転換し、各マンションへは、地震・風水害等の災害時における大規模な停電の発生

に備えて非常用電源となるポータブル電源とソーラーパネルのセットを配布し、戸建て会員向けには火災警報器の購入補助を行

いました。又、全会員世帯に還元できる”調布市燃やせるごみ専用袋”を配布しました。

　コロナ禍での家計状況や、多くの行事が中止になり繰越金が増加していることを考慮して、自治会費の減額について定例役員

会のなかで議論してまいりましたが、色々な意見があり、今年度総会での会則改定には間に合いませんでした。次年度、自治会

費減額できるよう引き続き検討してまいります。

(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

　感染症コロナ禍により活動が制限される中、下記活動を行いました。

　①　安全対策セミナーたづくり　「豪雨による水害対策のノウハウ」開催　(2021.10.6)

　②　たづくりで調布市自治連協設立発起準備会開催　　　　　　　　　　(2022.1.8)

　③　自治会運営ガイドブック改訂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (2022.2.15)

　④　自治会活動勧誘マニュアル・ガイドブック作成　　　　　　　　　　　　　(2022.2.17)

　⑤　令和3年度　自治会ホームページ立ち上げ　無料講習会実施

　⑥　令和3年度　広報誌発行、各自治会・協賛の方々へ配布

(3)　親睦と交流を図る活動について

　①非常用電源(ポータブル電源)購入

[Ⅰ]　２０２１年度　活動報告

　①バーベキュー大会、シニアサロン二本松

　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。

　②日帰りバス旅行

　日帰りバス旅行も感染状況を考慮し延期としました。

(6)　防災の取り組みについて

　　２０２１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。

(5)　健全育成について

(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

　③テニス練習会・ゴルフ大会

　感染防止対策を徹底し開催を実施しました。テニス練習会は計10回開催し、ゴルフ大会は春・秋2回大会を開催しました。
　④東京オリンピック・パラリンピック

　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）として参加予定でしたがコロナ禍の影響で活動の機会があ

りませんでした。また、羽鳥顧問はフィールドキャスト（大会ボランティア）として武蔵野の森スポーツプラザ等の会場で、6/11～

8/29まで述べ26日間活動を行いましたのでご報告いたします。

　調布市助成金交付を受けてポータブル電源８台を購入し、マンション会員の施設へ配備が完了しました。

　配備場所と台数は、アクアシティオ・メイツ調布　１台、ＧＳハイム西調布　１台、サンヴェール調布・多摩川　１台、

　　　　　　　　　　　　　コスモ・ザ・パークス調布多摩川　３台、調布多摩川ガーデンフォート　２台

　住宅用火災報知器購入希望調査を2回実施。７世帯から計４２個の購入希望があり、配布を行いました。

　昨年度リストアップされた「要支援」者の方への役員訪問は、コロナ禍で困難であったため今年度は実施できませんでした。

　②戸建て住宅への住宅用火災報知器購入

　①児童文化事業では、西部児童館へミニ卓球台セット(ラケットとピンポン玉も)を贈呈しました

　②卒業記念品贈呈では、2022年３月小学校卒業生２２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



月 日 参加者数 出席者等

4 6 １名 大森会長

11 ２７名 役員、会員

11 １８名 役員、会員

14 １名 大森会長

17 なし －

20 １名 石塚副会長

23 １名 大森会長

24 なし －

30 １名 大森会長

5 9 19名 役員、会員

11 １名 大森会長

15 － 役員

21 １名 大森会長

22 なし －

29 なし －

30 第６１回二本松自治会定期総会委任状　提出締切日 － －

30 新型コロナワクチン接種のお知らせ配布（対象者：敬老金支給者）　 ７名 役員

31 令和３年度自治会調査票　提出　 １名 大森会長

6 13 １７名 役員、会員

20 １２名 役員、会員

7 3

２名 大森会長・金子会計

２

令和３年度防災市民組織補助金に係る事業計画書　提出

行　事　名　・　活　動　状　況

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ　

２０２０年度京王閣競輪場周辺地域対策補助金活動報告書　提出

風水害時巡回バス避難訓練　　

印刷機講習会　場所：西部公民館　　

第三小学校地区協議会　総会　　

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ  

(8)　各種検討課題等への対応について

　コロナ禍の為、自治会独自のクリーン作戦は行わず、調布市のごみ袋を全戸に配布し環境美化への取り組みをお願いしま

した。また、新たな取り組みとして、年末夜の見回り時にゴミ拾いをしながら地域を見回りしました。

(7)　二本松地域内の環境美化について

①春・秋の多摩川クリーン作戦に、延べ６３名参加

②散歩deゴミ拾い(9月～3月)に、ゴミを収集した日数は延べ８４日(回)実施

　今年度は会員の方の独自活動として行った施策です。犬の散歩をしながら散歩コースにおけるゴミ拾いを行いました。

　次年度からは通年施策として取り入れていきたいと思います。

①上石原３丁目横断歩道設置について

春の多摩川クリーン作戦　　

新型コロナウィルス感染拡大防止普及啓発事業　実績報告書　提出

令和２年度避難支援者連絡会アンケート　提出

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ　

令和３年度調布市防災教育の日　　(新型コロナウィルス感染防止の為参加出来ず)

②（仮称）凸凹山児童公園・若宮自然広場周辺実施区域の公園機能再編案について

　現在、調布市で検討している（仮称）凸凹山児童公園・若宮自然広場周辺実施区域の公園機能再編案について、

計画案に関する意見交換会が12月11日(土)に開催されました。崖線沿い、及び崖線南エリアの樹木の保護と更新・林内

環境改善を行う基本方針について調布市から説明がありました。今後2年程かけて意見交換会・プラン作成を行い、3年後

頃から整備工事を行う予定です。意見交換会の内容や整備プラン等は調布市のホームページに掲載されますので、ご覧下

さい。　二本松自治会としても意見交換会への参加や情報収集を行い、情報共有を図ってまいります。

 表１－１．　２０２１年度活動状況一覧

　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ています。今年度はコロナ

禍ではありましたが感染対策を取りながら取り組んできました。

　上石原３丁目バス停付近の道路セットバックが完了して、ボトルネックが解消したことにより、スピードを緩めずに通過する車

両も多々みられるようになり、児童の安全対策を講ずる必要が生じており、以下の４点について、健全育成推進飛田給地

区委員会・調布市立飛田給小学校PTA・飛田給第三自治会・二本松自治会・西武自治会の連名(窓口:調布市立西

部児童館)で、調布市長へ要望書を提出することになりました。要望事項は以下の通りです。

　1.上石原３丁目バス停折り返し三角地帯の前後２カ所に横断歩道と押しボタン式信号の設置

　2.横断歩道手前路面に「横断歩道あり」の文字表示並びに路面の彩色

　3.横断歩道設置に併せて飛田給小学校通りバス停側で途切れている歩道の設置

　4.折り返し三角地帯の植込みが、車からの児童の所在を見えにくくしているため、植込みを芝生に変更

　5.植込みを芝生に変更した後は、車からの安全を保つために周囲にポールを設置

第６１回二本松自治会定期総会議案書　全戸配布

令和３年度総合水防訓練　

子ども会補助金説明会・補助金支給

　内訳：子供数　４８名、助成＠２００円　＝　９，６００円

　　飛田給小：3南C　30名、3南D　18名　／　第３小：たんぽぽ　　辞退、 のびっこ　　辞退

第３３回二本松自治会ゴルフ大会　開催　

令和２年度多摩川競艇場周辺地域清掃業務実施報告書　提出

新型コロナウィルス感染拡大防止普及啓発事業助成金交付額確定通知書　受領



月 日 参加者数 出席者等

7 3 特殊詐欺撃退！自動通話録音機　説明会　　場所：第２回役員会の席上 １８名 役員、(他市職員2名)

8 １名 大森会長

11 １３名 役員、会員

16 １名 大森会長

30 １名 大森会長

8 3 なし －

22 － －

30 １名 大森会長

9 12 １３名 役員、会員

13 － －

20 － 役員

10 6 ３名 大森、林、石塚

10 １５名 役員、会員

19 １名 大森会長

30 － －

11 10 中止 －

14 １５名 役員、会員

14 ３６名 役員、会員

21 １７名 役員、会員

29 １名 石塚副会長

29 １名 大森会長

12 11 １名 川崎企画

中旬 ６世帯 川崎企画、会員

27 － －

28 ３０名 役員、会員

8 中止 －

9 なし －

23 中止 －

29 ２名 石塚、川崎

2 4 － －

5 － －

7 １名 大森会長

7 １名 大森会長

9 － 大森会長、マンション理事 

13 １５名 役員、会員

22 １名 川崎企画

25 １世帯 川崎企画、会員

3 1 １名 川崎企画

13 １８名 役員、会員

23 １名 石塚副会長

26 １名 川崎企画

29 １名 大森会長

31 １名 大森会長

下旬 ２２名 対象者

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

３

新旧役員新年会　　

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ

令和３年度避難支援者連絡会（オンライン形式、書面形式併用）

防災市民組織補助金　R３年度実績報告書・R４年度計画書提出締切日

行　事　名　・　活　動　状　況

 表１－２．　２０２１年度活動状況一覧

上石原三丁目バス停付近横断歩道設置についての意見書　提出

２０２１年９月敬老金支給対象者調査　提出期限　

第三小学校地区まちづくり協議会　執行部役員会 

平和祈念祭　　

令和３年度安全対策セミナー　　　

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ　　

調布市防災市民組織非常用電源等購入助成金交付事業　申請書提出

第６６回調布市民文化祭　西部地域文化祭開催　　　開催期間：10/30～11/7

第３４回二本松自治会ゴルフ大会　場所：東宝調布ゴルフコース 

令和３年度京王閣競輪場周辺地域対策補助金交付申請書　提出

小学校卒業生へ記念品贈呈　(英和・和英辞典）

２０２２年３月　小学校卒業生調査票　提出期限

自治会地域案内板の道路占用許可更新手続き　提出

調布市防災市民組織非常用電源等器材購入助成金実績報告書　提出

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ

令和３年度防災市民組織リーダー（Zoom事前接続テスト）　　

第三小学校地区まちづくり協議会　理事会

第２回住宅用火災警報器斡旋購入希望者への配布　　 

第２回住宅用火災警報器斡旋に伴う購入希望調査　提出期限

西部児童館へミニ卓球台とラケット・ピンポン玉セット　贈呈

非常用電源(ポータブル電源)をマンション会員の施設へ配備　計８台

令和３年度多摩川競走場周辺地域清掃業務委託契約　締結

風水害時要配慮者等避難バス訓練　

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ　

令和３年度調布市防災市民組織補助金交付決定

令和３年度西部児童館まつり　第１回実行委員会  　　

　4/3、　5/1、　6/5、　7/3、　8/7、　9/4、　10/9、　11/13、　12/4、　1/8、　2/5、　3/5

　4/20、　6/15、　7/20、　8/17、　9/21、　10/19、　11/9、　12/21、　1/18、　2/15、　3/15

秋の多摩川クリーン作戦　　

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ  

二本松テニス部練習会　場所：東宝調布テニスクラブ　

京王閣競輪場周辺地域対策補助金交付決定

２０２１年度敬老金支給　　　　　対象世帯数：１２７世帯

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

（仮称）凸凹山児童公園・若宮自然広場周辺実施区域の公園機能

再編案に関する意見交換会への参加　会場：第三小学校体育館

住宅用火災警報器斡旋購入希望者への配布　　 

調布市防災市民組織非常用電源等器材購入助成金交付　決定

年末見回り & ゴミ拾い　　　実施日：12/28、12/29

1

調布市消防団出初式　　

第１８回親子凧揚げ大会＆独自多摩川クリーン作戦  

上石原三丁目バス停付近横断歩道設置検討会

令和４年度防災市民組織リーダー研修（オンライン形式）参加



　　（１）会計報告 （会計）

　１．流動資産

所在 本年度末 前年度末 増減（△）

443,890円 272,276円 171,614円

みずほ銀行 4,564,566円 4,230,506円 334,060円 　預金通帳残高

5,008,456円 4,502,782円 505,674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 233,145円 ４基

　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

　物置内 83,160円 １台

220,000円 １式

25,000円 １張

198,000円 １台

－ 963,592円 －

　　（２）会計監査報告 （会計監査）

４

合計 － －

　３．その他

　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、

２０２１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。

　　２０２２年　　　　月　　　　日　　　　会　計

　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。

　　２０２２年　　　　月　　　　日　　　　会計監査

　　２０２２年　　　　月　　　　日　　　　会計監査

ＡＥＤ(自動体外式除細動器)
ＳＯＧＩサポー

トセンター様敷地

内

２０２０．　７．１４

ＡＥＤ救命テント ２０２０．　７．１４

屋外型AED収容ボックス ２０２０．　８．１７

大型パ ラ ソ ル ２００５．　３．　９

折りたたみリヤカー ２０１９．　６．２１

物　　　　　　置 ２００３．　７．　９

の ぼ り  ・ 台 ー

住 宅 案 内 図 ２０２０．　３．　５
2019年度　補修ﾘﾆｭｰｱﾙ

2020年度　1基設置（移設）

資産名 取得年月日 備　　　考

［Ⅱ］　決算報告・会計監査報告

　２０２１度の収入・支出は、昨年に引続き新型コロナウィルス感染拡大の影響により、大幅に変動することとなりました。

特に、恒例行事の支出において「バーベキュー大会」、「バス旅行」および「シニアサロン二本松」をはじめ各種行事が今年度も中止とな

りました。

　今年度も、防災会費として"設置から１０年を経過した火災警報装置の交換にかかる費用の補助"を実施するとともに"ポータブル

電源の活用"を図るべく、８台を購入し各マンションに配備致しました。　マンション毎の配備数は、活動報告[Ⅰ](6)防災の取り組み

について　をご覧下さい。

　内容については、別紙　１「二本松自治会　２０２１年度　決算書」の通りです。

　また、財産状況は下記表２の通りです。

　　　　　　　　　　　　表２．財産目録 ２０２２年３月３１日現在

科目・名称 備　　　考

現　　　　　　金

普　通　預　金

合　　計



（会計） 別紙　１

単位：円

　前年度繰越額（A） 4,502,782 4,502,782 0
　会　費 1,649,760 1,608,960 -40,800

　（戸建・マンション個別） 151,200 115,200 -36,000 入金会員数４８戸、戸建会員＝３０戸入金、　マンション個別会員＝１８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 33,600 -4,800 法人会員数＝7社

　補助金 774,100 819,000 44,900
調布市回覧 149,800 149,800 0
防災市民組織補助 30,000 30,000 0
京王閣環境美化 524,300 569,200 44,900 　

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 281,000 281,000 0
地域の底力発展事業助成 0 0 0
新型コロナウィルス感染拡大防

止普及啓発事業助成金
281,000 281,000 0 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 33,030 156,944 123,914 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 （中止）

バス旅行参加費 0 0 0 （中止）

テニス会参加費 33,000 37,000 4,000 会員２３名（大人１４名@２，０００円、子供９名@１，０００円）

シニアサロン参加費 0 0 0 （中止）

利息ほか 30 119,944 119,914 子供会より寄付52,703円、火災警報器自己負担67,200円

2,737,890 2,865,904 128,014

事務費 80,000 42,761 -37,239 コピー用紙、印刷機・コピー代等

会議費 95,000 6,150 -88,850
一般会議費 15,000 6,150 -8,850 ソフトドリンク購入

総会懇親会費 0 0 0 （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 19,000 8,490 -10,510
自治連協会費 17,000 8,490 -8,510
小地域交流事業費 2,000 0 -2,000

通信費 54,000 48,980 -5,020
郵便料 4,000 140 -3,860 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 124,000 123,350 -650
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 4,000 3,350 -650 振込手数料その他

高齢者支援 420,000 381,000 -39,000
敬老金 420,000 381,000 -39,000 １２７世帯となりました。（前年実績　１３２世帯）

シニアサロン 0 0 0 （中止）

環境美化費 170,000 313,880 143,880
多摩川クリーン作戦 120,000 304,280 184,280 クリーン作戦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 9,600 -40,400 対象２子供会児童４８名に＠２００円となりました。２子供会は辞退

健全育成 150,000 95,255 -54,745
児童文化事業 50,000 18,320 -31,680
卒業記念品費 100,000 76,935 -23,065 今年度の小学校卒業生は２２名および前年度分追加１名でした。

地域内交流 235,000 176,065 -58,935
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 100,000 73,855 -26,145 ６月１２名、１１月１７名の参加がありました。

テニス会 120,000 102,210 -17,790 年９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 1,038,899 438,899 ポータブル電源活用８台890,748円、住宅用火災報知器補助136,224円

社会福祉費 0 0 0
単年度支出合計（C） 2,132,400 2,360,230 227,830

605,490 505,674 -99,816
5,108,272 5,008,456 -99,816

５

次年度繰越（A+D）

 （３）２０２１年度決算報告

二本松自治会　２０２１年度　決算書

科　　　目 ２０２１年度予算 ２０２１年度決算 増減 ２０２１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） 高橋　光市

第８ブロック （戸建）

調布多摩川ガーデンフォート 遠峰　弘・佐渡　俊彦

第４ブロック （戸建） 和泉　尚子

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）

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

　　２０２２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]　２０２２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 竹之内　明子・森田　彩子

第１６ブロック

担当分野

会長

　２０２２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]　２０２２年度　理事（ブロック長）候補

２．第２号議案　　　２０２２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 鎌田　智弘

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 上村　公子

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）

中村　信行

　　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） 水野　哲夫



　（会長）

７

(8)　森林や緑地整備の活動に参加する方をサポートします 【SDG's目標　６・１４・１５】

(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

(3)　親睦と交流を図る活動について

(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

(5)　健全育成について

【SDG's目標　３・１１・１７】

【SDG's目標　３・１１・１７】

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、一昨年度より実施を延期してまいりました。

　２０２２年度も実施するのが困難なため、確実に安心・安全を確保できるまで「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。

①多摩川クリーン作戦への参加(年2回)

　清掃事業補助として多額の助成を受けています。コロナ禍においては感染状況を都度確認しながら参加いたします。

　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。

②散歩deゴミ拾い(通年実施)

　犬の散歩をしながら散歩コースにおけるゴミ拾いを行います(希望者にはトングの貸し出しや、調布市ゴミ袋等を支給します)

(7)　二本松地域内の環境美化について 【SDG's目標　６・１２・１４・１５】

【SDG's目標１１・１３・１６】

【SDG's目標　３・１１・１７】

①非常用電源(ポータブル電源)の活用

　昨年度調布市助成金交付を受けて購入を行ったポータブル電源８台は、マンション会員の建物内へ配備が完了しました。自治会

活動では屋外活動事業に活用していくことを考えていますが、会員世帯への貸し出しも行います。利用希望者はマンション理事へお

問合せ下さい。家族でのデイキャンプ・屋外BBQ・屋外でのリモートワーク等々商用電源のない場所での利用や補助電源としてご利

用下さい。

　災害発生時には直ぐに利用できるよう、普段から使い慣れていることが必要です。どしどし活用して下さい。

②戸建て住宅への住宅用火災警報器設置

　昨年度は設置から10年を経過した火災警報器について、耐用年数が切れた火災警報器の交換を行いました。今年度以降も地

域火災の被害を最小限に抑え安心・安全を確保するためにも、継続して交換・設置の啓蒙を実施していきます。

(6)　防災の取り組みについて

東京都で実施している森林や緑地整備の様々な活動に参加する方には、活動費(交通費)＋昼食費相当を支給します。

①とうきょう林業サポート隊

　多摩地域の森林で植栽や下刈り等の森林作業に携わり、森づくりをサポートする活動です

②多摩川水源森林隊

　多摩川上流域の森林を、水を育む緑豊かな森へと再生するための森づくり活動です

３．第３号議案　　２０２２年度　活動方針　及び　予算書　審議・承認

[Ⅰ]　２０２２年度　活動方針

　２０２２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　２０２２年度　予算書」の通りです。

　二本松自治会は、２０２２年度よりＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）達成への取組に協力していきます。また、持続可能な活

動を実現するため、市民・行政・学校・自治連協・企業等との包括的な連携をしてまいります。

　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2022年度においても新型コロナウイルス感染防止対策の徹底を図り実施する予定です。活動報告・予定や

審議事項等内容につきましては、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。　直近に予定されている役員会開催日は、自治会ホームページに掲載いたします。　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。

　尚、自治会費の減額については引き続き検討し、次期総会での改定を達成したいと思います。

　今年度50周年を迎え尚一層、自治会相互の連携と市政と協働し地域の発展に寄与いたします。

【SDG's目標　３・１１・１７】

【SDG's目標１１・１７】

　２０２０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昨年度は実施できませんでした。

　２０２２年度はどの様に実施していけるか検討いたします。

　①児童文化事業では、西部児童館の図書・備品等の整備支援を継続実施していきます

　②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

(1)　自治会運営について



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

随時

適宜

3月

4月23日

適宜

８月頃

適宜

10月8日

10月29日

年末

３回/年

7月

通年

未定

随時

凡例 網掛け ： 開催中止・延期・未定・検討中　の事業

　－　SDGs17の目標　－

目標　1【貧困】貧困をなくそう

目標　2【飢餓】飢餓をゼロに

目標　3【保健】すべての人に健康と福祉を

目標　4【教育】質の高い教育をみんなに

目標　5【ジェンダー】ジェンダー平等を実現しよう

目標　6【水・衛生】安全な水とトイレを世界中に

目標　7【エネルギー】エネルギーをみんなにそしてクリーンに

目標　8【経済成長と雇用】働きがいも経済成長も

目標　9【インフラ、産業化、イノベーション】産業と技術革新の基礎をつくろう

目標10【不平等】人や国の不平等をなくそう

目標11【持続可能な都市】住み続けられるまちづくりを

目標12【持続可能な消費と生産】つくる責任つかう責任

目標13【気候変動】気候変動に具体的な対策を

目標14【海洋資源】海の豊かさを守ろう

目標15【陸上資源】陸の豊かさも守ろう

目標16【平和】平和と公正をすべての人に

目標17【常套手段】パートナーシップで目標を達成しよう

８

表５．　分野別活動計画一覧

　避難支援者連絡会

　その他

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

　バス旅行

　バーベキュー大会

　ゴルフ大会

　テニス練習会

　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

　「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

　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

　多摩川クリーン作戦

　子ども会支援活動 　リサイクル品回収等の環境美化対策費として２地区委員会に補助金支給

　健康寿命を延ばす取り組み

　西部ふれあいのつどい

　※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

　避難時の「要支援度の高い方」への挨拶実施　※コロナ感染状況を見ながら

高齢者支援

健康福祉

　敬老金

　避難行動要支援者支援

　シニアサロン二本松

　SDGsの意味とは、「人々が地球で暮らし続けるための目標」のこと。「SDGs」とは「Sustainable Development Goals」の略で、「持続可能な

開発目標」のことです。2000年に国連で採択された「MDGs（ミレニアム開発目標）」を受け継ぎ、新たな目標として制定されました。２０１５年

９月の国連サミットで全会一致により採択された「２０３０年までに達成すべき１７の国際目標と１６９のターゲット」のことで、国や地方自治体

だけではなく民間諸団体も含め、広い意味で関わり合うことのある人々が参画していくことで効果的に達成していくことが期待されています。

　世界では、貧困・差別・戦争・環境問題・感染症の拡大など様々な困難を抱えています。今のままでは人類が地球で暮らし続けていくことが難しく

なると言われています。その問題を解決するために「SDGs」が定められました。

　賛助金２，０００円　　※開催するのであれば支出します

　※安心安全に実施できるか検討します　凧揚げ大会

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

　"がんリスク測定"ツール等を使ってがんのリスク検査を希望する会員に費用をサポート

＜参考＞

　・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは

　森林や緑地整備の活動 　東京都で実施している森林や緑地整備の様々な活動に参加する方をサポート

　避難所の開設・運営訓練の実施　※自治会参加人数は２～３人

　年末見回り：１２月２８日、２９日

　初期消火訓練、応急救護訓練、煙体験訓練、地震体験訓練、要援護者支援訓練　等

　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

(9)　健康寿命を延ばす取り組み 【SDG's目標　３】
　「N-NOSE」または「がんリスクチェッカー」等　"がんリスク測定"　のできるツールを、希望する会員に対して当自治会が何割か費用を負

担するかたちで提供することを検討しています。

　※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

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

分　　野

　地域内清掃 　地域内公園、主要道路等の清掃作業

　小学校卒業記念品 　英和・和英辞典を卒業記念として贈呈予定
健全育成

　防災訓練(秋季) 　第三小学校地区合同防災訓練への参加　(三小地区防災会)

　防災訓練（春季）

　児童文化事業

　避難所開設訓練

　調布市総合防災訓練

　防犯パトロール

　調布市防災教育の日に関連した防災訓練への参加　※自治会参加人数は２～３人

　４月１１日、１１月１４日、及び１月に自治会独自で実施　　

　散歩deゴミ拾い 　犬の散歩をしながらゴミ拾いをします　（希望者にはゴミ拾い用のトングを貸出)



（会計） 別紙　２

単位：円

　前年度繰越額（A） 4,502,782 5,008,456
　会　費 1,608,960 1,644,960 36,000

　（戸建・マンション個別） 115,200 146,400 31,200 入金会員数6１戸、戸建会員＝４３戸入金、　マンション個別会員＝１８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） 33,600 38,400 4,800 法人会員数＝8社

　補助金 819,000 1,200,100 381,100
調布市回覧 149,800 149,800 0 ７４５世帯で申請書提出

防災市民組織補助 30,000 456,000 426,000 ポータブル電源購入の助成金426,000円+防災市民組織補助金30,000円

京王閣環境美化 569,200 524,300 -44,900 ７４５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 281,000 0 -281,000

地域の底力発展事業助成 0 0 0
新型コロナウィルス感染拡大防

止普及啓発事業助成金
281,000 0 -281,000

　雑収入その他 156,944 33,040 -123,904 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 （中止）

バス旅行参加費 0 0 0 （延期）

テニス会参加費 37,000 33,000 -4,000 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 119,944 40 -119,904
2,865,904 2,878,100 12,196

事務費 42,761 80,000 37,239 コピー用紙、印刷機・コピー代等（業者利用を考慮）

会議費 6,150 95,000 88,850
一般会議費 6,150 15,000 8,850
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 8,490 19,000 10,510
自治連協会費 8,490 17,000 8,510
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 48,980 54,000 5,020
郵便料 140 4,000 3,860 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 123,350 124,000 650
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 3,350 4,000 650 振込手数料その他

高齢者支援 381,000 420,000 39,000
敬老金 381,000 420,000 39,000 １４０世帯を見込みました。（前年実績　127世帯）

シニアサロン 0 0 0 （中止）

環境美化費 313,880 330,000 16,120
多摩川クリーン作戦 304,280 320,000 15,720 クリーン作戦を含め二本松地域内の環境美化への取組に積極的に取組みます

子供会支援 9,600 10,000 400 対象２子供会児童５０名に＠２００円（前年４８名）

健全育成 95,255 130,000 34,745
児童文化事業 18,320 50,000 31,680 西部児童館の図書、備品等の整備支援。

卒業記念品費 76,935 80,000 3,065 前年実績を参考に計画しました。

地域内交流 176,065 235,000 58,935
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 73,855 100,000 26,145 年２回、各回２０名を見込みました。

テニス会 102,210 120,000 17,790 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 1,038,899 1,300,000 261,101 SDG’ｓ（持続可能な開発目標）達成への取組を推進します

社会福祉費 0 0 0
単年度支出合計（C） 2,360,230 2,972,400 612,170

505,674 -94,300 -599,974
5,008,456 4,914,156 -599,974

９

次年度繰越（A+D）

[Ⅱ]　２０２２年度　予算書審議

二本松自治会　２０２２年度　予算書

科　　　目 ２０２１年度決算 ２０２２年度予算 増減 ２０２２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）



No ブロック 戸建/マンション 意見・要望等 回答

1 10B 戸建 (次期ブロック長が退会することになって)

　このブロックは世帯が少ないので、ブロック長

になる頻度が多いという声も耳にしました。ど

こかと合併とか出来るのでしょうか？

他のブロックとの統合については、2年ほど前から検討していると

ころです。

統合については、ご意見やアイデア等がありましたら、お聞かせく

ださい。

2 15B コスモ・ザ・パークス

調布多摩川

　前向きな活動として、できなかったバスツ

アーなどイベントを規模拡大して実施するな

ど、方針のようなものを作っておいてはどうで

しょうか。

貴重なご意見ありがとうございます。次年度活動方針策定時

に検討を行ってまいります。

皆様からの良いアイディア等ありましたら、お寄せ下さい。

3 15B コスモ・ザ・パークス

調布多摩川

　第3号議案　2021年度予算に関してで

すが、報告にもある通り、2020年度はコロナ

禍で多くの行事がやむなく中止となり、2021

年度も引き続き中止が予想されています。

　昨年度の多くの行事の中止により、支出が

予算案より約150万円減ったことで、繰越

金が大きく増えています。

　素朴な疑問ですが、それであれば2021年

度の会費は、無し又は減額にならないので

しょうか。コロナ禍で、多くの家庭が多かれ少

なかれ、収入面で厳しい状況にあると思いま

す。ご検討いただければと思います。

貴重なご意見ありがとうございます。

ご指摘の様に単年度での繰越金が増えていること、また繰越

累計額が増えてきていることは、好ましい状態ではないと考えて

います。

・会費の値下げについて

　一時的な会費の上げ下げは、会則の改定を伴うこと、徴収

する方への負担が掛かること、全会員世帯に周知・説明が必

要等のことから、別の方法を検討しています。

　例えば、全会員世帯に還元できる物(調布市ゴミ袋等)を配

布する方法等で会費の値下げに相当する施策実施を検討し

ています。

　また、防災対策としてマンション会員向けの防災グッズ配備、

戸建て会員向けに火災警報器の購入補助や防災食の配布

等を検討しています。

<2021年度実施してきた施策について>

①"調布市ゴミ袋"の全会員世帯配布

②防災対策としてマンション会員向けにポータブル電源の配備

③戸建て会員向けに"火災警報器"の購入補助

4 15B コスモ・ザ・パークス

調布多摩川

　本自治会の繰越金の適切な金額はどれく

らいを想定されているのでしょうか。あわせて、

ご回答いただければありがたいです。

単年度での繰越金は当年度予算の±５％位と想定していま

す。ただし、2021年度予算では繰越額総額(預金額)が大き

な額となっていますので、この額を少しづつ下げていくため「イベン

ト規模拡大」や「防災対策」等の実施を考えています。

皆様からの良いアイディア等をお待ちしています。

１０

　第61回定期総会開催時に頂いたご意見・要望等について回答いたします。

表６．意見・要望等一覧表

４．第４号議案　前回総会での意見書・質問書等について（報告）


