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 開催日：令和 ２年（２０２０年）１２月 ５日 

令和２年度 第７回役員会 会長報告（議事録） ※赤字記載 

議長：平山   書記：川崎  

以下、本文中「敬称略」 

１． 活動報告と今後の予定 

[活動報告]                                   

   （１）１１月１５日（日） 第３２回二本松自治会ゴルフ大会 開催                 参加者１３名 

   （２）１１月１６日（月） 二本松自治会掲示板 移設工事日                    立会者：羽鳥                   

   （３）１１月２２日（日） 二本松テニス部練習会                           参加者：８名 

   （４）１１月２６日（木） 電源レス屋外型ＡＥＤ収納ボックスの設置                 実施者：大森他１名 

                                                                                                                                                             

 ［今後の予定］                   

   （１）１２月１３日（日） 二本松テニス部練習会                           １０時～１２時 

   （２）１２月２８日（月）・２９日（火） 年末見回り ＳＯＧＩサポートセンター様駐車場 集合  ２０時～２１時 

   （３） １月 ９日（土） 新旧役員新年会                               中止 

   （４） １月２４日（日） 第１７回親子凧揚げ大会＆独自多摩川クリーン作戦         １３時～ 

                   

  [調布市自治会連合協議会活動報告及び活動予定]                                

   （１）１１月２４日（火） 調布市自治会連合協議会 第６回理事会                参加者：林 

   （２）１２月１５日（火） 調布市自治会連合協議会 第７回理事会                １４時～ 

   （３） １月１７日（日） 調布市自治会連合協議会 新春懇親会                 中止 

   （４） １月１９日（火） 調布市自治会連合協議会 第８回理事会                １４時～ 

          

２．報告・審議事項   

   （１）令和２年度地域の底力発展事業助成金対象事業［第２回募集］ 反省会の実施  報告者：羽鳥 

 どこがやっているの：東京都が助成を行うもの 

    実施事業名称：ＡＥＤ取り扱い知識の習熟と防災意識の高揚 

   ＡＥＤ講習会実施日：２０２０年１１月１４日(土) １８：００～１９：００ 

   提出資料：実績報告書 他 

 報告書提出締切日：２０２０年１２月１８日(金) 

［ご意見をお寄せ下さい］ 

今後、ＡＥＤ取り扱い知識の習熟や防災意識を深めていくには、どの様な工夫等したらよいかご意見

をお聞かせ下さい。その内容を実績報告書に記入して、報告いたします。 

 

（２）令和２年度地域の底力発展事業助成金対象事業［第５回募集］への申請       報告者：林（羽鳥） 

 どこがやっているの： 

東京都が助成を行うもの。今回追加募集を行うことになったため、下記目的のため応募を行いたい 

      応募事業名：災害を想定した通信訓練を通した初動対応力の向上 

 助成限度額：２０万円  助成率：助成対象経費の１０／１０、または１／２ 

 提 出 資 料：助成金交付申請書、事業計画書、収支予算書、 

        二本松自治会の会則、役員名簿、事業報告書及び決算書（総会議案書） 

 購入物品等：業務用簡易無線機（無線局としての登録が必要） 

① 車載機（固定機）一式  ８８，６６０円（税込）  ※無線機としては１台です 

② 携帯型無線機 ６台  １９６，６８０円（税込） 

③ 申請手数料等      ８，７５０円（税込） 

④ その他 

計    ２９４，０９０円（税込） ＋ α 
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 購入の目的： ① 災害発生時やイベント開催での使用により情報収集・伝達を行うことができる 

     ② 同一システムを導入している自治連協議会等とも情報連絡や情報共有ができる 

     ③ 通信キャリアの通信サービスが途絶した場合でも、情報連絡や情報共有ができる 

 

［今後の予定］ 

  ２０２０年１２月１５日（火） 申請書類（案ベース）の提出締切 

  ２０２０年１２月１６日（水）以降 東京都から連絡あり、内容の確認や修正等について 

申請書類（案ベース）を修正し、提出版を完成させる 

  ２０２０年１２月２２日（火） 申請書類（提出版）の提出締切 

  ２０２１年 １月中旬  審査会実施 

  ２０２１年 ２月初旬  交付決定通知書受領 

  ２０２１年 ２月 ５日（金）  事業開始予定日 

   事業の実施 

  ２０２１年 ３月２０日（土）  反省会 

  ２０２１年 ３月下旬  実績報告書（案ベース）提出 

  ２０２１年 ３月下旬  実績報告書（提出版）提出 

  ２０２１年 ３月３１日（水）  事業終了日 

 

 ［審議事項］ 

   本事業を今年度実施しても宜しいでしょうか 

       運用方法・保管場所等を検討し次年度以降に実施の可否を確認。 

       他の防災用品の購入を検討。 

 

（３）住宅用火災報知器の本体交換と新規購入について     報告者：大森  

東京都条例により、平成２２(2010)年４月１日より既存住宅への火災警報器の設置が義務付けられ

ました。この条例改正を受け二本松自治会では、地域火災の被害を最小限に抑え安全・安心を確保

すると共に法令順守の観点から、住宅用火災警報器の設置を推進しました。 

当自治会では平成２１(2009)年度に設置希望調査を実施し、１８世帯７７台を購入・設置しました。 

  ［審議事項］ 

１０月の消防のお知らせ No.209 では、「住宅用火災警報器の定期点検と本体の交換をする」と

の記事が掲載されていました。「経年劣化により故障しやすくなるため、設置から 10 年を目安に本

体の交換を行いましょう」とのことから、前回設置から１０年を経過する住宅用火災警報器の交換を

進めることと、新規設置者を増やす取り組みとして自治会で一括購入・配布する形態により割安で

購入し、半額程度自治会で補助する形で進めていってよろしいでしょうか。 

購入価格及び自治会会員への提供価格については、今後調査し報告いたします。 

＜参考＞ 2009年当時の価格 

 熱式・煙式：１台２，７００円（税込）    会員負担額：１台１，３００円前後 

 斡旋商品：ホーチキ㈱製品（日本消防法令適合品・10年電池） 

    ハイガード 煙式 SS-2LP-10HCB  ※煙式を推奨   （前回約９割が購入） 

     ハイガード 熱式 SS-FH-10HCB     （前回約１割が購入） 

別紙①（共同購入フロー）：１月役員会で審議。 

           

３. 事務局報告 

    （１）二本松テニス部 ＜練習会報告・開催案内＞                        報告者：平山 

      １１月２２日（日）の練習会参加者は８名でした。（大人６名、子供２名） 

      次回開催日時：１２月１３日（日）午前１０時～１２時です。 

      開催場所：東宝テニスクラブ     ＜予備日 １２月２７日（日）午前１０時～１２時＞ 

 

（２）二本松自治会テニス部メールアドレスの変更          報告者：平山 
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廃止 tennis.ml@chofu-nihonmatsu.com 

新設 tennis.gr@chofu-nihonmatsu.com 

 

    （３）第３２回二本松自治会ゴルフ大会 ＜結果報告＞                     報告者：平山 

       開催日時：２０２０年１１月１５日（日）  

       参加者数：１３名 （女性５名、男性８名） 

       優勝：松澤（秀）さん   準優勝：宋さん   ３位：川崎（順）さん 

 

    （４）理事（ブロック長）の交代について                               報告者：大森 

       第８・９ブロックの理事が１１月に交代しました。 

        旧理事 鈴木 イツノさん ⇒ 巴山 初代さん 上石原３－５７－７ 

       第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川の理事２名が交代します。 

        旧理事 大黒 成晃さん ⇒ 石塚 克人さん   （３２４号室） 

        旧理事 近藤 健治さん ⇒ 池永 祐一郎さん （５０７号室） 

 

（５）年末見回りの実施について                                  報告者：大森 

   実施日時：１２月２８日（月）・２９日（火） ２０時～２１時（集合１９時５０分） 

   集合場所：ＳＯＧＩサポートセンター様駐車場 

   新型コロナ感染防止のため拍子木のみで声出しなし（「火の用心」等のテープ利用はどうでしょうか」 

     

    （６）ＡＥＤ用メールアドレスの設定について     報告者：羽鳥 

  ＡＥＤリモート監視用で各種通知するメール送付先として、ＡＥＤ用にメールアドレスを設定しました。 

    新設 aed@chofu-nihonmatsu.com 

  このメールアドレスは、大森会長・林副会長・羽鳥顧問 の３名に同報配信されます。 

 

    （７）調布市ホームページにＡＥＤ設置場所登録について    報告者：羽鳥 

   １１月２８日（土）ＡＥＤ設置場所登録について問合せメール送付 

   １２月 ３日（木）福祉健康部 健康推進課から回答メール受信 

 「ＡＥＤは一定の管理を行う必要があるため公共施設内と民間の事業所内に設置し

ているもののみ掲載しています」との回答あり 

［自治会の判断］ 

   購入したＡＥＤは、自治会で購入し保管しているものとみられているようです。 

実際に設置している場所は、ＳＯＧＩサポートセンター様の事業所内であること、リモート監視を

行っており不具合等が発生した際にはすぐに対処できる体制となっていること等を調布市へ報告

して、ホームページ登録してもらうよう働き掛けていきます。 

 

    （８）二本松自治会掲示板 移設・設置工事について （資料の通り）  報告者：羽鳥 

 

    （９）ＤＶＤ視聴について（追加報告） 

 防災に関するビデオを２本紹介します   

 ①「新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避難所開設訓練」 － ＴＶ報道された調布市の取組み 

 ②「Diamonds 心肺蘇生バージョン 砂防工事現場実践編」 － ＡＥＤ使用方法を替え歌で紹介 

 

４. 回覧物 

（１）西部公民館だより （１２月号）                 調布市西部公民館 

（２）１１月度テニス練習会報告・次回案内                     二本松自治会 

（３）第３２回ゴルフ大会レポート                       二本松自治会 

（４）年末見回り参加者募集                              二本松自治会 
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５. 次回役員会予定 

    次回役員会開催日   ：令和３年 １月 ９日（土） １９時００分～  （場所：西部公民館 第一学習室）  

                                                                以上   

二本松自治会ホームページ  http://www.chofu-nihonmatsu.com/ 


