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第１号議案　　　平成２６年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告 （会長代行・会計・監査）

[Ⅰ] 平成２６年度　活動報告 （会長代行）

　平成２６年度は「透明で公正な自治会運営の推進」と「事業予算を見直し、単年度の黒字化」を基本

方針として取り組みました。　　昨年７月末に荒井会長が転居されたことから、役員会で新会長の人選

を検討しましたが、選出できず、副会長を「会長代行」とし会の運営を図る事となりました。

　会長不在の中、企画をはじめブロック長の皆さんのご協力を得て、新しい試みである「在宅者交流

促進事業」として「仮称、シニアサロン」を開催することができました。

具体的な活動は以下の通りです。

表１：平成２６年度　活動報告　表１：平成２６年度　活動報告　表１：平成２６年度　活動報告　表１：平成２６年度　活動報告　

月 日 参加者数 出席者

4 13 　多摩川クリーン作戦 ２９名 －

20 　テニス部練習会 １６名 －

26 　「調布市防災教育の日」各校同時防災訓練 ２５名 －

　　五中防災会：避難所受付(図上演習 ) ２名 －

5 10 　総会議案書印刷・製本・配布 役員・理事

18 　テニス部練習会 ２２名 －

25 　第５４回　二本松自治会定期総会⇒全議案承認 － －

　出席＝３４名、委任状＝４８４名　合計　５１８名＞過半数３９８名　

29 　西部児童館　第一回運営会議 １名 企画

6 1 　バス旅行：木更津潮干狩　　（大人５１名、子供・幼児２０名） ７１名 －

6 　調布市自治会連合協議会　定期総会 １名 副会長

15 　ゴルフ会　(第１９回） ２４名 －

15 　テニス部練習会 １７名 －

21 　子供会活動補助金説明会と補助金支給 ２名 会長

飛田給小：３南Ｄ　　 （６１名、￥１２，２００） 企画

飛田給小：３南Ｅ　 （４２名、￥　８，４００）

三小：たんぽぽ （９２名、￥１８，４００）

三小：のびっこ （６１名、￥１２，２００）

7 12 　環境美化ポスター展作品募集 － －

20 　テニス部練習会 １６名

8 30 　ＢＢＱ大会用品購入 ４名 役員

１

行　事　名　　・活　動　状　況



月 日 参加者数 出席者

9 13 　ＢＢＱ大会　　 参加者　大人 　１９７名 ３６６名 －

　　　　　 小学生　７９名、未就学　４１名

スタッフ　役員　１９名、　　支援者　３０名

13 　環境美化ポスター展　作品展示・表彰式 １３作品 －

中旬 　敬老金（￥３，０００）：満７０歳以上への支給 １００名 －

21 　テニス部練習会 １６名 －

24 　西部児童館祭り実行委員会 １名 企画

10 11 　第三小学校地区合同防災訓練（第１６回） ８名 役員・理事

11 　倉庫整理と野外テントの廃棄処分（支柱等売却　３，１６０円） ４名 役員

12 　西部ふれあいのつどい　（協賛金　２，０００円） － －

19 　テニス部練習会 １８名 －

22 　第１回（仮称）シニアサロン １８名 －

11 9 　多摩川クリーン作戦 ４０名 －

16 　ゴルフ会　(第２０回） ２０名 －

16 　西部児童館祭り　「飲み物係」として協力 ５名 企画・理事

18 　ゴミ減量キャンペーン　（スーパーオザム前で啓蒙活動） １名 広報

23 　テニス部練習会 １１名 －

12 28 　年末見回り実施 延べ２５名 －

29

1 17 　独自多摩川クリーン作戦　と　凧揚げ大会 ５５名 －

17 　役員新年会 １８名 －

21 　調布市自治会連合協議会　新春懇親会 １名 副会長

31 　講演会「子供のやる気を育てる五つのステップ」　　三小にて １名 副会長

2 26 　西部児童館　第二回運営会議 １名 企画

3 4 　第２回（仮称）シニアサロン ２２名 －

8 　テニス部練習会 １０名 －

11 　調布市防災市民組織説明会 １名 小泉監査

14 　立川防災館体験学習会（防災担当理事を含む５名が参加） ５名 役員・理事

下旬 　小学校卒業生へ記念品贈呈　英和・和英辞典） ４４名 －

参考：各種定例会議

　６／７、　７／５、　８／２、　８／３０、　１０／４、　１１／１、　１２／６

　１／１７、　２／１４、　３／７、　４／４、　４／２５

五中防災会

役員会

防災倉庫備品入れ替え 　１１／１０

２

総会および役員会・部会

第三小学校地区まちづくり協議会

第三小学校地区防災対策委員会

　６／２５、 ７／２３、 ９／２７、１０／２９、　1２／２２、 １／１８、　２／１８

　８／６、　９／３、　１０／２８（反省会）、　３／４

　４／１８、 ７／２９、　８／２５、 ８／２８、　２／４

行　事　名　　・活　動　状　況

二本松自治会　役員会

会議名等 開催日・参加日



３



第２号議案：　平成２７年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出

[Ⅰ] 平成２７年度　理事（ブロック長）候補 （会長代行）

　平成２７年度は、下記の方にブロック長を御願い致します。

マンション理事（ブロック長）は、各マンションの総会時期に交代になります。

（敬称略）

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

[Ⅱ] 平成２７年度　役員候補 （会長代行）

　平成２６年度役員会及び複数回の分科会を開き、新会長の人選を検討しましたが、選出することが

できませんでした。人選については平成２７年度も引き続き役員会・分科会で検討してまいります。

 　その他の役職については、平成２６年度役員会として次の通り「平成２７年度　役員」を推薦致します

　ので、御承認願います。

（敬称略）

定員

１名

数名 残任：１年

残任：２年

事務局

企画 数名 （再任）

（再任）

（再任）

（再任）

企画補佐 数名 （新任）

会計 １名 金子　忠義 （再任）

書記 １名 （空席）

広報 ２名 小西　俊明 （再任）

鈴木　イツノ （再任）

会計監査 ２名 小泉　洋一 （再任）

根本　忠雄 （再任）

５

回覧業務、ポスター掲示　等

回覧業務、ポスター掲示　等

防災

鈴木　イツノ

高齢者支援

ＩＴ部会、ＢＢＱ大会、ポスター展

渉外、バス旅行

副会長

候補者名（新任・再任）

ＧＳハイム西調布

平山　四郎

大森　和幸

池田　龍介

金子　忠義

宮崎　明博・安倍　敏子

阿部　光明・吉田　静

サンヴェール調布・多摩川

コスモ・ザ・パークス調布多摩川

担当分野

羽鳥　眞弘

（戸建）

（戸建）

（戸建）

（戸建）

アクアシティオ・メイツ調布

山田　三枝

高橋　光市

中西　二三雄

理事（ブロック長）候補者名

丸山　由希子

山西　克幸

和泉　住子

西本　美則

第４ブロック

第１２ブロック

第１３ブロック

ブロック

第１ブロック

第３ブロック

第６ブロック

第７ブロック

第８ブロック

第９ブロック

第１０ブロック

第１１ブロック

名称等

（戸建）

（戸建）

（戸建）

（戸建）

（第１４ブロック） センチュリーリバーサイト －

吉田　静 健全育成、高齢者支援　等の補佐

会長

役職名

第１５ブロック

第１６ブロック 調布多摩川ガーデンフォート

井下　知子

西本　実則

行事全般、物資調達

スポーツ部会

健全育成、環境美化

石塚　克人



第３号議案　　　平成２７年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

[Ⅰ]　平成２７年度　活動方針 　（会長代行）

　　　平成２７年度の活動方針を次の通り提案致します。

　（１） 基本方針

①　会員相互の親睦と交流を一層深めるため、活発で開かれた自治会運営に努めます。

　　　一会員の声でしたが、在宅高齢者支援として「シニアサロン二本松」を開催することができました。

　　　会員の意見・要望を理事（ブロック長）が役員会に提案した結果、実現したものでした。

　　　本年度も多くの意見に耳を傾け開かれた会の運営に努めます。

②　防災会、環境美化活動の充実を図ります。

　　　防災訓練をはじめとした諸活動への取り組みは十分なものではありません。

　　　また、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。日常から環境美化の活動を積極的に行うことが必要です。

　　　こうしたことから、活動の深化と継続的な取り組みができるよう取り組んでまいります。

③　単年度収支の均衡をもとに各事業の効率的推進を図ります。

　　　ここ数年自治会の会計は「収入を支出が上回る」状態が続いてきました。

　　　事業毎に「成果と反省」を評価し、より効果の大きい活動となるよう取り組みむと共に、単年度

　　　収支の均衡を図っていきます。

　（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。

表２：平成２７年度　分野別活動計画

　　分　　野 　　　事　業　名 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 ６月 　山梨さくらんぼ狩りと温泉　（バス２台、８０名以内）

　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）

　テニス部 ８回/年 　会員数１５名以上の確保、（コーチ付練習を２回予定）

　凧揚げ大会 １月 　独自多摩川クリーン作戦を実施

 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 　小学校卒業記念品 ３月 　３，５００円程度の辞典等の記念品贈呈

　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

 防　災 　防災訓練 ４月２５日 　調布市防災教育の日に関連した防災訓練

　調布市総合水防訓練 ５月９日 　多摩川周辺の住民も参加して、実践的な水防訓練を実施

　防災訓練 １０月上旬 　三小地区防災訓練 

　五中防災会 毎月 　避難所運営マニュアルの作成・検証に参加

　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 １２月 　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１２日、１１月８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・選考と展示（ＢＢＱ大会にて）

６

　役員会議事、行事の案内と結果報告　等

内容等



[Ⅱ]平成２７年度　予算（案）

　　　　平成２７年度の予算編成に当たり、「単年度収支の均衡を図ること」を基本的な考えとしました。　その為には

　　　事業の中止や縮小が避けられません。その中でボウリング大会は、平成２６年６月２８日調布スポーツセンター

　　　が閉店となったことから事業を中止し、その他事業は平成２７年度も従来通り継続することとしました。

　　　　また、各種行事の参加者負担割合は、昨年度から目標とした４０％程度を維持するものとしました。

　　　以下、項目毎に配賦するにあたっての考え方は、以下のとおりです。

　（１） 収入について

①　会費収入はマンション会員の会費見直しにより若干の増加となる他は前年度実績を見込みました

②　回覧業務、京王閣競輪場、多摩川競艇場等の補助金は前年度実績相当としました

③　雑収入は行事参加者の個人負担です。その負担率は４０％程度です

　（２） 支出について

①　事務費：前年度実績相当としました

②　会議費：役員会、総会懇親会、役員新年会は前年度実績相当としました

③　行動費：増額

④　慶弔費：弔慰金６件分を計上しました

⑤　関係団体会費：自治連協の会費等を計上しました

⑥　通信費：減額

⑦　雑　 費：清掃用具庫代（月額１万円）と振込手数料を計上しました

⑧　高齢者支援：

　　　(a)敬老金は対象者１００名で計上しました

　　　(b)シニアサロンは年４回の実施とし、各回参加者２０名の茶菓子代を計上しました

⑨　環境美化：

　　　(a)多摩川クリーン作戦：年末見回りの費用を含め前年度実績相当としました

　　　(b)子供会支援：対象児童２５６人、一人当たり２００円を見込みました

⑩　健全育成：

　　　(a)児童文化事業：西部児童館の図書、備品等の整備支援に使用する計画です

　　　(b)卒業記念品：対象者数４５名を見込んでいます

⑪　地域内交流：

　　　(a)ＢＢＱ大会：前年度の規模、内容で９月開催で計画しています

　　　(b)バス旅行：バス２台、８０名で計上しました

　　　　　今年度は、６月上旬に「山梨さくらんぼ狩りと信玄餅工場見学」を計画中です。

　　　(c)ゴルフ会：前年度実績（年２回）相当としました

　　　(d)テニス部：年８回の練習会と２回のコーチ指導を見込みました

⑫　防災関連費：防災備蓄品等の購入を計画しています

　　　(a)備蓄用飲料水の保管

　　　(b)炊き出し訓練用お米の購入

　　　(c)災害用笛（ホイッスル）の購入

７


