
[議案][議案][議案][議案] 第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告

第２号議案　　　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案　　　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案　　　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案　　　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出

第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認

第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７年度　活動報告　及び　決算報告・会計監査報告第１号議案　　　平成２７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][Ⅰ][Ⅰ][Ⅰ] 平成２７年度　活動報告平成２７年度　活動報告平成２７年度　活動報告平成２７年度　活動報告 （会長代行）

　平成２７年度は、会員相互の親睦と交流の活発化、防災・環境美化活動に注力した活動を進めました。

　　 特に新たに取り組んだ在宅高齢者支援の「シニアサロン二本松」は４回実施することができ、回を重ねる

ごとに参加者が増え、内容もギター演奏と合唱を中心に楽しんで頂けるものとなりました。

　また、防災では訓練への参加に加え、「マンションの防災対策」をテーマに東京都主催の「地域防災学習

交流会」を初めて実施しました。

　一方、環境美化活動では、多摩川クリーン作戦や地域内公園を中心に定期的な清掃活動を実施しました。

公園や道路へのごみの投げ捨てが従来と比べ減少し、環境美化に効果が表れつつあります。

　単年度収支の均衡と各事業の効率的推進では、バス旅行の参加希望者が計画を大きく上回ったため

予算を超過するなど課題が残りました。

活動の詳細は以下の通りです。

月 日 参加者数 出席者等

4 8 　五中防災会出席 １名 小泉監査

12 ３２名 役員、会員

15 　第三小学校地区まちづくり協議会　総会出席 １名 石塚副会長

19 　テニス部練習会 １２名 役員、会員

20 　調布市総合水防訓練に係る住民説明会出席 １名 小泉監査

25 　「調布市防災教育の日」参加 ３名 小泉、平山、石塚

5 9 　調布市総合水防訓練参加 ６名 企画他

17 　テニス部練習会 １６名 役員、会員

24 　二本松自治会定期総会 (第５５回)⇒　全議案承認 ３１名 役員、会員

　出席＝３１名、委任状＝３９０名　合計４２１名＞過半数３９１名

29 　調布市自治会連合協議会　第４３回定期総会 １名 石塚副会長

6 3 　五中防災会出席 １名 石塚副会長

4 　西部児童館　第１回運営会議出席 １名 井下企画

6 　バス旅行　山梨さくらんぼ狩り他（大人８１名、子供・幼児２５名） １０６名 役員、会員

10 　シニアサロン二本松開催　（第３回） ２１名 役員、会員

11 　第三小学校地区まちづくり協議会　第一回常任理事会出席 １名 石塚副会長

21 　ゴルフ会開催（第２１回） １８名 役員、会員

28 　テニス部練習会 １０名 役員、会員

7 4 　子供会活動補助金支給（子供数　２４９名、助成＠２００円） ４子供会 羽鳥副会長

　　飛田給小　：　３南Ｄ　　　６５名、　３南Ｅ　　４３名 金子会計

　　第３小　　　：　たんぽぽ　８３名、 のびっこ　５８名 吉田企画補

12 　環境美化ポスター展作品募集チラシ印刷

16 　西部児童館まつり実行委員会出席 １名 井下企画

22 　五中防災会出席 １名 小泉監査

１

行　事　名　・　活　動　状　況

第５６回　二本松自治会定期総会　議案書　（案）第５６回　二本松自治会定期総会　議案書　（案）第５６回　二本松自治会定期総会　議案書　（案）第５６回　二本松自治会定期総会　議案書　（案）

全戸配布

表１：平成２７年度　活動報告　表１：平成２７年度　活動報告　表１：平成２７年度　活動報告　表１：平成２７年度　活動報告　

　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(参加者11名)も実施）



月 日 参加者数 出席者

8 4 　西部ふれあいのつどい　第１回実行委員会出席 １名 鈴木広報

5 　第三小学校地区防災対策委員会　第一回防災対策委員会出席 １名 石塚副会長

25 　第三小学校地区まちづくり協議会　研究研修部会勉強会出席 １名 石塚副会長

9 5 　ＢＢＱ大会用品買い出し　　 ４名 役員

10 　第三小学校地区防災対策委員会　第二回防災対策委員会出席 １名 石塚副会長

12 　ＢＢＱ大会　参加者　大人　２４０名、小学生　５６名、未就学　４１名 ３３７名 役員、会員

（内　支援者　及び　役員　５０名を含む）

12 　環境美化ポスター展　作品展示・表彰式 １２作品 役員、応募者

16 　シニアサロン二本松開催　（第４回） ２１名 役員、会員

18 　西部ふれあいのつどい　第２回実行委員会出席 １名 鈴木広報

27 　テニス部練習会 １５名 役員、会員

下旬 　敬老金（￥３，０００）：満７０歳以上への支給 １０８名 対象者

30 　西部児童館まつり実行委員会出席 １名 井下企画

10 3 ２６名 役員

参加希望者

10 　第三小学校地区合同防災訓練参加（第１７回） ４名 役員、会員

11 　西部ふれあいのつどい　（開催場所：西部地域福祉センター） － －

18 　テニス部練習会 １０名 役員、会員

11 4 　三小防災会（防災訓練反省会） １名 根本監査

8 　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(参加者10名)も実施） １８名 役員、会員

15 　ゴルフ会　(第２２回） １８名 役員、会員

15 　西部児童館祭り　「飲み物係」として協力 ５名 役員、役員家族

15 　テニス部練習会 ９名 役員、会員

12 9 　シニアサロン二本松開催　（第５回） １９名 役員、会員

20 　テニス部練習会 １７名 役員、会員

28 　年末見回り実施　（２８日　２１名、　２９日　１５名） ３６名 役員、会員

1 9 　新・旧役員　新年会 ２０名 新・旧役員

23 　独自多摩川クリーン作戦　と　凧揚げ大会開催 ４６名 役員、会員

23 　調布市自治会連合協議会　新春懇親会 １名 石塚副会長

27 　防災市民組織リーダー研修会参加　（於：三鷹市民協働センター） １名 小泉監査

27 　五中防災会出席 １名 根本監査

2 28 　立川防災館体験学習会参加 ５名 平山企画、会員

3 9 　シニアサロン二本松　（第６回） ２６名 役員、会員

10 　調布市防災市民組織説明会出席 １名 小泉監査

20 　テニス部練習会 １５名 役員、会員

22 　第三小学校地区まちづくり協議会　常任理事会 １名 石塚副会長

下旬 　小学校卒業生へ記念品贈呈　(英和・和英辞典） ３９名 対象者

参考：二本松自治会役員会は下記のとおり開催しました。

　　４/４ 　　４/２５ 　　６/１３ 　　７/４ 　８/１ 　　８/２９ 　　９/２６（幹部会）

　１０/３ 　１１/　７ 　１２/　５ 　　１/９ 　２/６ 　　３/　５

２

　　内容：マンションの防災対策　（講師：ＮＰＯ法人日本防災環境　斉藤尚武氏）

行　事　名　・　活　動　状　況

　地域防災学習交流会開催　（主催：東京都総務局総合防災部防災管理課）



第２号議案：　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案：　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案：　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出第２号議案：　平成２８年度　理事（ブロック長）承認　及び　役員選出

[Ⅰ] 平成２８年度　理事（ブロック長）候補 （会長代行）

　平成２８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２８年度　役員候補 （会長代行）

（敬称略）

定員

１名 （新任）

数名 残任：１年

事務局

企画 数名 平山　四郎 （再任） 行事全般、スポーツ部会

井下　知子 （再任） 健全育成、環境美化

（再任）

（再任）

川崎　英二 （新任） 行事全般

佐藤　彰剛 （新任） 行事全般

会計 １名 金子　忠義 （再任）

書記 １名 （企画で兼務）

広報 ２名 （企画で兼務）

会計監査 ２名 小泉　洋一 （再任）

根本　忠雄 （再任）

数名

５

会計及び財産の状況監査

吉田　静 高齢者支援、広報支援

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） 増田　淳

第４ブロック （戸建） 山﨑　弘康

第１０ブロック （戸建） 大貫　泰

第６ブロック （戸建） 西本　美則

第７ブロック （戸建） 渡部　哲男

第８ブロック （戸建）
鈴木　イツノ

第９ブロック （戸建）

第１１ブロック アクアシティオ・メイツ調布 石坂　進

第１２ブロック ＧＳハイム西調布 星野　晃範

米本　泉・佐藤　恵美子

第１３ブロック サンヴェール調布・多摩川 金子　忠義

第１４ブロック センチュリーリバーサイト 松沢　玲子

　　平成２８年度役員として次の通り候補者を推薦致しますので、御承認願います。

西本　実則 高齢者支援

石塚　克人 渉外、バス旅行

役職名 候補者名（新任・再任） 担当分野

第１５ブロック コスモ・ザ・パークス調布多摩川 畔上　晃一・島崎　喜幸

顧問 羽鳥　眞弘 会長・副会長の補佐

回覧業務、ポスター掲示　等

会長 大森　和幸 総括

副会長

第１６ブロック 調布多摩川ガーデンフォート



第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認第３号議案　　　会則改定　審議・承認 （会長代行）

［Ⅰ］二本松自治会会則の改定

暫定予算暫定予算暫定予算暫定予算
第１６条（３） 第１６条（３） 削除 提案理由

第３０条 第３０条

理事の業務理事の業務理事の業務理事の業務
第２１条（７） 第２１条（７）

役員の任期役員の任期役員の任期役員の任期
第２２条 第２２条

実施細則実施細則実施細則実施細則
第３８条（３）

第３８条（４） 第３８条（４） 削除
（削除の理由）　　

行事協力員行事協力員行事協力員行事協力員
第３９条 第３９条 削除

（削除の理由）　　
１．

２．

（１） ３．

（２）

（３）

（４）

（５）

　　　

６

　　二本松自治会では健全な自治会活動を保証するため、会則および規程を制定して運用しています。
その中で日々の運用で実態に合わない項目があること、「役員の任期」では長期間の任期設定がある
ことから引き受け手がいないことにもなっています。そのため、次の会則改定案を、提案します。

次の個人情報を、行事協力員登録時に提
示頂くが、これら情報は、正副会長・会計・
企画・企画補佐が、閲覧可能とする。

　前項の「ホームページによ
り公開」することで改廃の都
度、規約改正をする手間を

理事は、会員からの会費を集め会計に納
入し、また、部会部会部会部会での意見や会員の意見を
役員会に反映させると同時に、各種会議
の決定事項を会員に周知する。

理事は、会員からの会費を
集め会計に納入し、また、ブブブブ
ロック内会員ロック内会員ロック内会員ロック内会員の意見を役員
会に反映させると同時に、各

（役員の任期）会長・副会長の任期は、３３３３
年年年年とし、他の役員の任期は、１年とする。た
だし、第２０条により選任された役員の任
期は、前任者の残存期間とする。ただし、
役員の再任は妨げない。

（役員の任期）役員の任期は
１年１年１年１年とする。ただし再任は妨
げない。
また、第２０条により選任さ
れた役員の任期は、前任者

（行事協力員制度）本会に、本会各種行事
を積極的に支援する会員を事前登録し、
各種行事の実施を容易にする制度として
「行事協力員制度」を設ける。

本会の各種行事役員を優先的に担当可能
な会員で、事前登録を許諾し、各種個人情
報を提供された方を登録する。
協力員登録は行事別に行い、重複登録可
能とする。
行事協力員の義務は、各種行事企画時に
「担当役員依頼の連絡が優先的になされ
る」ので、その連絡を受けることのみとす
る。役員会等の出席は、しない。

現　　　　　行 改　　　　正　　　　案

実体は行事の都度、過去に
支援下さった会員にお願いし

実施細則は、自治会ホームページにより
公開・周知する。

次の各規定は、実施細則とする。

個人情報を登録し管理する
ことで、負担が増加する
支援をお願いする行事は、
バーベキュー大会に限定さ

行事役員の許諾は、その時点の都合で任
意に決定して良い。

役員会では、翌年度開始（４月１日）後から
最長６ｹ月間以内の期間の暫定予算を決
定することができる。

（暫定予算暫定予算暫定予算暫定予算）当年度予算額の二分の一を
超えない範囲で来年度の暫定予算を設け
ることが出来る。来年度予算が決定次第
暫定予算執行部分は、実行分として予算
内訳に組み入れることとする。

　予算成立までの支
出を規定するもので
あり、役員会で討議
することに、変わりは

会計規程、支給規則、選挙規定、表彰規
定、ホームページ運営規定

（暫定支出）（暫定支出）（暫定支出）（暫定支出）役員会は前年度
の予算が失効し、新年度の
予算が成立するまでの間に
実施する事業の経費を支出
することができる。予算が成



第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認第４号議案　　　平成２８年度　活動方針　及び　予算（案）　審議・承認

[Ⅰ]　平成２８年度　活動方針 　（会長代行）

　　　平成２８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深め、活発で開かれた自治会運営に努めます

     親睦と交流の場として定着している行事も、幅広い年齢層が参加できるもの、スポーツを中心としたもの、

　　 高齢者向け、あるいは子供向けと多様なものとなりました。

　　 それぞれの行事の内容を工夫し、さらに多くの会員が参加できるよう運営していきます。

②　防災関連行事への積極的参加と、防災知識の向上に努めます

     近年防災訓練の内容は変わりつつあります。三小地区防災会が昨年実施した「まちかど防災訓練」や

　　 五中防災会で検討されている「災害救護所開設訓練」など意義のあるものとなっています。

　　 これら訓練への参加を通じ、意識向上といざという時の備えを高めていきたいと考えます。

　　 防災には普段からの自助努力が最も大事だと言われています。防災ホイッスルの配布を実施しますが

　　 家具の転倒防止など日常からの備えについても意識向上策を自治会として検討していきます。

③　自治会地域内の環境美化活動に努めます

　　　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。

　　　地域内の公園、主要道路を中心に日常から環境美化の活動を積極的に進めます。

　（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。

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 　富岡製糸場見学と温泉　（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

　凧揚げ大会 １月 　独自多摩川クリーン作戦を併せて実施

 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 　英和・和英辞典を卒業記念として贈呈

　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（春季） ４月２３日 　調布市防災教育の日に関連した防災訓練（五中防災会）

　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

　医療救護所訓練 ６月５日 　青木病院に開設の医療救護所開設訓練（要救護者役）

　防災訓練（秋季） １０月上旬 　三小地区防災訓練 （三小地区防災会）

　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１０日、１１月１３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（７月～８月）・選考と展示（ＢＢＱ大会にて）

７

内容等

　役員会議事、行事の案内と結果報告　等

　年８回（会員数２０名以上の確保）

表３：平成２８年度　分野別活動計画

分　　野 事　業　名



[Ⅱ]平成２８年度　予算（案）

　　　　会員の家族を含めた年齢構成は、マンション会員の加入が最小でも１２年間経過したことから変わりつつあります。

　　　平成２８年度の予算は、分野別活動方針の円滑な推進に当たり、こうした変化を踏まえ過去の実績を精査したうえで

　　　一部内容を見直し効果的なものとなるよう編成しました。

　　　　また、各種行事の参加者負担割合は、これまでどおり４０％程度を維持するものとしました。

　　　以下、項目毎に配賦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。その負担率は概ね４０％程度としています。

　（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：前年実績程度としました。

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：前年実績程度としました。

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１１０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２４名を見込んでいます

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２５０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、備品等の整備支援を実施する計画です

　　　(b) 卒業記念品：対象者数４０名を見込んでいます

⑪　地域内交流：

　　　(a) ＢＢＱ大会：一部内容を見直し、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「富岡製紙場見学と温泉」を計画しました　　　

　　　(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回の練習会を予定しています

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) 防災ホイッスルの購入…前年度の不足数を追加購入し全世帯に配布します
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