
平成２４年 布田小地区ハッピータウン協議会 総会 

日時：２０１２年５月３０日  19：00～ 

場所：こころの健康支援センター 

 

１．開会 および 出席者数と定数の確認    （司会 中谷） 

 

２．挨拶        （依田） 

 

３．議長選出 

 

４．決議事項 

 

 Ⅰ． 第一号議案 平成 23年度布田小地区ハッピータウン協議会活動報告 

         （山本） 

 Ⅱ． 第二号議案 平成 23年度布田小地区ハッピータウン協議会決算 

         （斉藤） 

 Ⅲ． 第三号議案 平成 24年度布田小地区ハッピータウン協議会活動（案） 

         （山本） 

 Ⅳ． 第四号議案 平成 24年度布田小地区ハッピータウン協議会予算（案） 

         （野口） 

 Ⅴ． 第五号議案 平成 24年度役員、運営委員変更と追加 

         （林田） 

 Ⅵ． その他 

 

５．報告事項 

 

６．次回運営委員会等の会議日程の調整と連絡 

 7月  1日（日）  まちあるきハッピーウォーク 

 7月 20日（金）   役員会 

 7月 26日（木）  運営委員会 

 

７．閉会 



 

平成 23年度 布田地区ハッピータウン協議会 活動報告 

(平成 23年) 

 7月 3日 設立総会 たづくり映像シアター 10：00 ～ 

 

 7 月 20日 役員会 布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 7 月 29日 第一回運営委員会  こころの健康支援センター 19：00 ～ 

 

 9 月 20日 役員会 布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 8月 16日 第 1回ハッピータイムズ編集会議   布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 9月 14日 第 2回ハッピータイムズ編集会議   布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 9 月 29日 第二回運営委員会  こころの健康支援センター 19：00 ～ 

 

10月 31日 役員会  布田南部自治会館 19：00 ～ 

 （兼・あんしんあんぜん防災訓練第 1回実行委員会） 

11月 1日 ハッピータイムズ第一号発行 （3800部 地区内をポスティング形式で配布） 

 

11月 28日 ハッピーキャップ配布 （計 50 ヶ作成し、運営委員および登下校安全ボ

       ランティアの皆さんに配布） 

11月 29日 第三回運営委員会   こころの健康支援センター 19：00 ～ 

 （兼・あんしんあんぜん防災訓練第 2回実行委員会） 

12月 27日 ハッピーパトロール （地域内を 2班に分かれて逆回りでパトロール） 

 

(平成 24年) 

 1 月 26日 役員会 布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 2 月 2日 第四回運営委員会   こころの健康支援センター 19：00 ～ 

 （兼・あんしんあんぜん防災訓練第 3回実行委員会） 

 2 月 19日 あんしんあんぜん防災訓練打ち合わせ 布田南部自治会館 19:00 ～ 

 

 2 月 26日  あんしんあんぜん防災訓練 布田小学校 9：00 ～ 12：30 

 

 3 月 22日 役員会 布田南部自治会館 19：00 ～ 

 

 3 月 29日 第五回運営委員会   こころの健康支援センター 19：00 ～ 

 （兼・あんしんあんぜん防災訓練第 4回実行委員会） 

第 1号議案 

 







 

 

布田小地区ハッピータウン協議会 

平成２４年度 活動方針及び活動計画（案） 

 

◆活動方針◆ 

初年度の活動方針に引き続き、会則に掲げた「安全で安心ないきいきとした地区を

つくる」ために，布田小学校地域内を中心に以下の３点を基本姿勢として活動に当た

ります。 

１ 地区協議会の周知に努め，ネットワークを形成する。 

２ 協力者を増やし，地域の輪を広げ，地区協議会の基盤づくりを行う。 

３ 地域課題を共有し，地域の連携に重点を置いた活動を展開する。 

 

◆活動計画◆ 

１ 地域内のネットワークづくりに関すること 

     (1) 地域情報の共有の推進 

地区協議会を周知するとともに，地域の連帯感を高めるため，諸団体のイベ

ントや地域の話題など地域情報の共有を推進します。 

   (2) 交流の推進 

地域交流の輪を広げ，地域全体がより連携・協力できる基盤をつくるため，

運営委員会の開催を基本に地域諸団体の交流を推進します。 

 

２ 地域の安全・安心に関すること 

(1) 防災対策の推進 

   地域の連携・協力による防災対策を推進します。 

(2) 防犯・交通安全対策の推進 

地域の連携・協力による防犯・交通安全対策を推進します。 

 

３ その他，地域の福祉の増進に関すること 

 会則に掲げた「安全で安心ないきいきとした地区をつくる」ため，その他布田小

学校地区の特性を踏まえた活動に取り組みます。 

第 3号議案－01 



◆活動内容（案） 

１ 地域内のネットワークづくりに関すること 

年２回のハッピータイムズの発刊 

ホームページでの活動を含めた地域情報の共有化の推進 

 

２ 地域の安全・安心に関すること  

 あんしんあんぜん防災訓練の開催 

 地域内パトロールの実施 

 その他防災・安全活動への協力 

 

３ その他，地域の福祉の増進に関すること 

 地域カルテ申請についての調査研究 

 

◆活動日程（案） 

４月 調布市防災教育の日（4/28） 

５月 運営委員会（5/24） 

総会（5/30） 

６月 ハッピータイムズ発行 

７月 まちあるきハッピーウォ－ク（7/1） 

 地区協地域交流会（7/10） 

 運営委員会（兼･防災訓練実行委員会）（7/26） 

８月  

９月 運営委員会（兼･防災訓練実行委員会）（9/  ） 

 まちあるきハッピーウォ－ク 

１０月 

１１月 運営委員会（兼･防災訓練実行委員会）（11/  ） 

  第 2回あんしんあんぜん防災訓練（11/18） 

１２月 ハッピータイムズ 

１月 運営委員会 

２月 

３月 運営委員会 

 

４月 総会（新年度）下旬 
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平成 24 年度 布田小地区ハッピータウン協議会 

 役員及び監事（案） 

 

役員 

◎印 新任 

役 職 役 割   名  前 

会長 総括 依田 耕児 （地区ボランティア有志） 

副会長 

（４人以内） 

会長のサポート 

（部会を設けた場合，

各部会のリーダーと

なりうる） 

中谷 俊一 （布田小学校開放運営委員会） 

林田 紀子 （健全育成推進布田地区委員会） 

山口 勉 （布田西部自治会） 

山本 光則 （布田南部自治会） 

総務 

（５人以内） 

事務担当 

（運営委員会開催通

知の発送，会議資料・

議事録の作成など） 

河内 信郷 （地区ボランティア有志） 

澤口 孝行 （桜丘睦会） 

荘司 和代 （民生委員・児童委員） 

矢幡 秀治 （地域ボランティア有志） 

関口  謙二 （多摩川自治会） 

  

会計 

（３人以内） 

経理担当 

（出納管理，予算・決算の作成） 

斉藤 厚子 （地区ボランティア有志） 

野口 潤 （地区ボランティア有志） 

金山 耕治 （布田小 PTA）◎ 

           

 

 

監事 

役 職 役 割    名  前 

監事 

（２人） 
活動・会計の監査 

春日原 秀隆 （学校評議員） 

中川 久子 （老人会きらら） 
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平成 24 年度 布田小地区ハッピータウン協議会 運営委員 （案） 

 

運営委員          ◎ 新任 

  名前 所属 備考 

1 河内 信郷 地区ボランティア有志  

2 斉藤 厚子 地区ボランティア有志  

3 野口 潤 地区ボランティア有志  

4 依田 耕児 地区ボランティア有志  

5 関口 謙二 多摩川自治会  

6 小久保 弘 桜丘睦会  

7 澤口 孝行 桜丘睦会  

8 小川 保雄 布田西部自治会  

9 新田 重彦 布田西部自治会  

10 山口 勉 布田西部自治会  

11 小泉 伸子 布田南部自治会  

12 杉山 幸昌 布田南部自治会  

13 山本 光則 布田南部自治会  

14 久場 兼三 染地一丁目自治会  

15 松井 利夫 染友自治会，民生委員・児童委員  

16 石塚 絹代 民生委員・児童委員  

17 荘司 和代 民生委員・児童委員  

18 中谷 俊一 布田小学校開放運営委員会  

19 金山 耕治 布田小学校ＰＴＡ  

20 矢幡 秀治 地区ボランティア有志  

21 清水 節子 健全育成推進布田地区委員会  

22 鈴木 啓子 健全育成推進布田地区委員会  

23 林田 紀子 健全育成推進布田地区委員会  

24 青木 久知 調布市消防団第４分団  

25 斉藤 修太郎 調布市消防団第４分団  

26 井口 中 布田小学校 校長  

27 山口 節子 染地児童館 館長  

28 高野 千尋（たかのせんひろ）◎ 郷土博物館 館長   

29 木内 洋 こころの健康支援センター  

30 
 

  

 

小野崎 満（郷土博物館 館長） 退任 

  

第 5号議案－02 



「街あるき（ハッピーウォーキング）」の実施について 

 

平成 24年 5月 24日 

会長 依田 耕児 

 

 調布市では皆様ご存知の通り、昨年「地域カルテ」制度を発表し、地域から

の街づくり提案を促しています。 今のところ同制度の予算化は実現しており

ませんが、この如何に関わらず私たち地区協の活動の柱である「安心安全の地

域コミュニティ」作りに地域の実状把握と問題意識の共有化は急がれます。 

 このため、年内に２回の「街あるき（ハッピーウォーキング）」を実施し、地

域の課題の抽出と問題解決の方向付けをしたいと考えています。 

 つきましては、第一回ハッピーウォーキングを下記要領で実施しますので、

奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます。（本日出欠確認します） 

記 

１．実施日時  平成 24年 7 月１日（日）午前 10時～13時 

        １時間半から 2時間程度の街あるきの後、昼食を取りながら 

        反省会を実施する予定です。 

        （注）雨天順延（小雨の場合決行します） 

２．集合場所  布田小学校正門前（昼食場所は当日ご案内します） 

３．実施要領  ２～３班に分かれ地域内を歩き、問題と思われる箇所あるい

は模範とすべき箇所などを写真とメモに収めます。 当日反

省会で問題点を確認しあい、後日整理し発表します。 

   （着眼のポイントなど）①生活道路の安全確保（学童・高齢者保護、自

転車の安全走行など）、②守りたい自然環境・景観（放置ゴミ

の問題など）や公益施設（公園施設の充実等を含む）、③公共

交通機関(バス停など)、④安全な市街地形成（電柱のせり出し

や行き止まり道路などの表示など）、⑤農住調和の地域特性を

活かすには、⑥広域災害に備えて（一次避難場所の適地は、

避難優先路は、優先路上の障害物は、消防水利は十分か、雨

水対策はなど） 

４．歩行経路と班編成 詳しい歩行経路図は当日までに決定する。班編成にあ

たっては各人原則居住区域を中心とする経路に属するものと

する。1班編成は最低 6名程度とし、各班に各 2名の筆記係と

カメラ係を置くものとする。（皆さんデジカメと筆記具をご持

参下さい） 

５．地域の概要 次葉（調布マップ：用途地域指定＆道路計画） 

以上 



 

（参考）都市計画道路（保健所通り、羽毛下通り、椿地蔵通り）…但し平成 27

年度までの優先整備路線には含まれていない。 
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