
平成 30年度「池上地区まちおこしの会」総会次第 

 

日時：平成 31年４月５日（金）午後７時から 

会場：池上会館 第一会議室 

 

１ 開会あいさつ     池上地区まちおこしの会会長 樋口 幸雄 

 

２ ご祝辞        大田区長   松原 忠義 様 

 

３ 議長選出 

 

４ 議事 

（１）平成 30年度事業報告            書類番号１－１～６  

（２）平成 30年度会計報告            書類番号２－１～３  

（３）平成 30年度監査報告            書類番号２－１～３  

＜質疑・承認＞ 

（４）平成 31年度事業案             書類番号３－１～６  

（５）平成 31年度予算案             書類番号４  

＜質疑・承認＞ 

（６）会長の退任と選任について 

＜質疑・承認＞ 

（７）会員の異動について 

   《新規入会》個人：３名、団体：１団体 《退会》個人：１１名 

 

５ その他 

（１）物品貸出要綱について            書類番号５  

＜質疑・承認＞ 

 

６ 閉会あいさつ     池上地区まちおこしの会副会長 吉澤 正宣 



書類番号１-１

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成30年
４月６日

第１回役員会 池上特別出張所
・今年度の体制、事業計画、予算、各部会
　活動について

10月17日 第２回役員会 池上特別出張所
・各部会からの報告について
・情報交換会および総会について
・地域の底力発展事業助成金について

平成31年
２月12日

第３回役員会 池上特別出張所
・各部会からの報告について
・総会の資料について

３月20日 臨時役員会 池上特別出張所
・会長退任について
・物品貸出要綱について

４月５日 総会 池上会館
・平成30年度の事業報告や会計報告につい
　て
・平成31年度の事業計画等について

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（役員会つり実行委員会）



書類番号１-２

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成30年
４月６日

事前打ち合わせ会 池上特別出張所
・実行委員会日程の設定。
・実行委員会開催に関する内容確認。

４月18日
第１回
池上まつり実行委員会

池上特別出張所
・企画・コーナーについての検討。
・今後のスケジュールの確認。

５月16日 事前打ち合わせ会 池上特別出張所 ・実行委員会開催に関する内容確認。

５月22日
第２回
池上まつり実行委員会

池上特別出張所
・各コーナー担当に分かれての企画検討お
　よび意見交換。

６月15日 事前打ち合わせ会 池上特別出張所 ・実行委員会開催に関する内容確認。

６月21日
第３回
池上まつり実行委員会

池上会館
・準備の進捗状況について報告。
・各コーナー担当に分かれて話し合い。意
　見交換。

７月11日 事前打ち合わせ会 池上特別出張所 ・実行委員会開催に関する内容確認。

７月20日
第４回
池上まつり実行委員会
（責任者会議）

池上特別出張所
・各コーナー責任者・副責任者が集まり、
　詳細や当日の運営体制などを検討。

８月９日 事前打ち合わせ会 池上特別出張所 ・実行委員会開催に関する内容確認。

８月17日
第５回
池上まつり実行委員会

池上会館
・企画・体制の最終確認。
・当日の注意事項等の連絡。
・各コーナー最終確認および意見交換。

8月20～
22日

本庁舎展示
大田区役所
1階北ロビー

8月22～24日の3日間、大田区役所来庁者に池上
まつりをＰＲ。

８月25日 池上まつり前日準備
池上特別出張所、池上

会館及びその周辺
物品の搬出・搬入。会場設営等の前日準備

８月26日 第16回池上まつり
池上会館、池上小学校

校庭及びその周辺
天気も良く、全企画を実施。来場者は過去最高
の２万千人を動員。

８月31日 懇親会 池上会館
池上まつりの労をねぎらい、次回に向けての意
識向上のため、懇親会開催

９月14日 第16回池上まつり反省会 池上特別出張所
・第17回にむけて、各コーナー代表者によ
　る反省および意見交換。

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（池上まつり実行委員会）



書類番号１-３

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成30年
12月７日

情報交換会 池上会館
・地域協力団体の報告
・講演会

平成31年
２月24日

梅まつり
池上梅園及び駐車場
南之院駐車場

・池上梅園他にて池上みやげの販売
・池上梅園前駐車場と南之院駐車場に
　て開催

年間 池上みやげの販売

適宜 部会 池上特別出張所 行事の内容検討等

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（企画部会り実行委員会）



書類番号１-４

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成30年
４月13日

部会 池上特別出張所
・緑のカーテン用苗の配布会や一斉清掃等
　年度計画
・スポＧＯＭＩ予定他　　（出席者10人）

５月19日
緑のカーテン
ミニトマト・ゴーヤ苗配布
会

池上小学校

・１苗50円、１人２苗で350苗を頒布配布。
・50苗は小学校４校と中学校１校へ寄贈。
・スタッフが頑張って完売。５月の催事と
　して周知されてきた感触あり。
　　　　　　　　　　　　（約150人来場）

５月27日
多摩川河川敷清掃活動
（グリーンアクションたま
がわ）

多摩川河川敷
・環境部会の取り組み紹介パネル展示だけ
　の参加。
・大森生活学校として部員の参加あり。

９月12日 部会 池上特別出張所
・お会式前クリーンキャンペーン打合わせ。
・第７回スポＧＯＭＩ大会会議（１回目）
　　　　　　　　　　　　（出席者12人）

10月６日
お会式前クリーンキャン
ペーン

池上駅～池上通り
～池上特別出張所

・池上シニア会とコラボ、事務局からの参
　加あり。
　　　　　　　　　　　（参加者約20人）

10月６日 講演＆座談会 池上特別出張所
　講師：なでしこの会菅野さん、大田・花とみ
どりのまちづくり川口さん
                      （参加者約30人）

11月20日 部会 池上特別出張所
・第７回スポＧＯＭＩ大会会議（２回目）
・事務局出席あり。
                        （出席者９人）

平成31年
１月19日

部会 池上特別出張所

・第７回スポＧＯＭＩ大会会議（３回目）
・事務局出席あり。ビボットフット桑田さ
　ん出席。
・梅まつり前のクリーンキャンペーンにつ
　いて                  （出席者12人）

２月13日 部会 池上特別出張所

・第７回スポＧＯＭＩ大会会議（４回目）
・事務局出席あり。
・梅まつり前のクリーンキャンペーンにつ
　いて   　　　　　　　 （出席者８人）

２月17日
梅まつり前クリーンキャン
ペーン

池上駅～商店街～
池上梅園

・池上シニア会とコラボ。個人参加３名あ
　り。
・梅まつりチラシ配布。　（参加者13人）

３月13日
第７回スポＧＯＭＩ大会準
備

池上特別出張所
・大会準備作業。大森生活学校から参加者
　多数。
　　　　　　　　　　　　（出席者10人）

３月16日 第７回スポＧＯＭＩ大会 池上小学校
・全部で30チームが参加。
・集めたごみの総量は約178ｋｇ。

３月22日 部会 池上特別出張所
・第７回スポＧＯＭＩ大会の反省。
・事務局出席あり。
・次年度の体制・計画等  （出席者９人）

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（環境部会り実行委員会）



書類番号１-５

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成31年
２月８日

防災研修会 池上特別出張所
大田区防災危機管理課長沼課長による集中豪雨
対策等の講演。

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（防災部会り実行委員会）



書類番号１-６

開催日 件　名 場　所 実施内容等

平成30年
４月

4/16～4/30
公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄

新入学学校周辺・学童保育帰宅・重点パトロー
ル

５月
5/1～5/31

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 近隣神社祭礼、周辺強化パトロール

６月
6/16～6/30

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 不審者情報にともなう各町会巡回

７月
7/16～7/31

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 振り込み詐欺防止広報巡回

８月
8/16～8/30

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄
夏休み・学校行事・児童塾帰宅時間　強化パト
ロール

９月
9/15～9/29

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 不審者情報にともなう各町会巡回

11月
11/1～11/16

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 児童帰宅時間帯　強化パトロール

11月
11/16～11/30

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 不審者情報にともなう各町会巡回

12月
12/16～12/26

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 歳末町会パトロール・周辺パトロール

平成31年
１月

1/16～1/31
公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 児童塾帰宅時間　強化パトロール

２月
2/16～2/28

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 ひったくり防止キャンペーン　強化パトロール

３月４日 防犯講習会 池上特別出張所 池上警察署より防犯講演

平成30年度 池上地区まちおこしの会 部会活動報告書

部会名（防犯部会り実行委員会）









書類番号３－１

部会名（ 役員会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

平成31年
４月

第１回役員会 池上特別出張所
・平成31年度の体制・事業計画、予算、各部会
　活動について

10月 第２回役員会 池上特別出張所
・各部会からの報告
・情報交換会および総会について

令和２年
1月

第３回役員会 池上特別出張所
・各部会からの報告
・総会の資料について

4月 総会 池上会館
・平成31年度の事業報告や会計報告について
・令和２年度の事業計画等について

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号３－２

部会名（ 池上まつり実行委員会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

平成31年
４～８月

事前打ち合わせ会 池上特別出張所 実行委員会開催に関する内容確認。

４～８月
池上まつり実行委
員会
(例年毎月１回)

池上特別出張所
・企画やコーナーについての検討、意見交換、
　情報共有。

８月
19日～
21日

本庁舎展示
大田区役所
1階北ロビー

８月19～21日の期間中、大田区役所来庁者に池上ま
つりをＰＲ。

８月24日
池上まつり前日準
備

池上特別出張所、
池上会館及びその

周辺

物品の搬出・搬入。
会場設営等の前日準備

８月25日 第17回池上まつり
池上会館、池上小
学校校庭及びその

周辺
池上まつり実施

９月上旬 懇親会 池上会館 池上まつり参加者による懇親会を実施

９月中旬
第16回池上まつり
反省会

池上特別出張所 次回に向けて各コーナー代表者による反省会。

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号３－３

部会名（ 企画部会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

平成30年
12月

情報交換会 池上特別出張所 実施予定

令和２年
２月23日

梅まつり
池上梅園及び駐車場

南之院駐車場
実施予定

年間

適宜 部会 池上特別出張所 各行事に向けて開催予定

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号３－４

部会名（　環境部会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

平成30年
４月

部会 池上特別出張所
・今年度部会について
・苗配布会について

５月
緑のカーテン
苗配布会

未定 未定

５月
グリーンアクショ
ン多摩川

多摩川河川敷

９月中旬 部会 池上特別出張所
・お会式前クリーンキャンペーンや第８回スポＧＯ
ＭＩ池上大会について

10月
お会式前クリーン
キャンペーン

未定 ・池上シニア会等と合同開催予定

10月 部会 池上特別出張所 ・第８回スポＧＯＭＩ池上大会について

10月
講演会or
フィールドワーク

未定 ・池上シニア会とコラボ

11月
・第８回スポＧＯＭＩ池上大会への協賛、協力等へ
の挨拶開始。

12月上旬 部会 池上特別出張所 ・第８回スポＧＯＭＩ池上大会について

令和２年
１月上旬

部会 池上特別出張所
・第８回スポＧＯＭＩ池上大会や梅まつり前クリー
ンキャンペーンについて

２月上旬 部会 池上特別出張所 ・第８回スポＧＯＭＩ池上大会について

２月下旬 部会 池上特別出張所 ・第８回スポＧＯＭＩ池上大会について

２月
梅まつり前クリー
ンキャンペーン

未定 ・池上シニア会等とコラボ

３月上旬
第８回スポＧＯＭ
Ｉ池上大会

未定 ・徳持小学校

３月中旬 部会 池上特別出張所
・第８回スポＧＯＭＩ池上大会反省会や次年度活動
等について

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号３－５

部会名（　防災部会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

令和２年
２月頃

防災に関する研修
会の開催

未定 講師を招き、防災研修会を実施する。

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号３－６

部会名（　防犯部会  ）

開催日
（又は
期間）

件名 場所 実施（検討）内容等

平成31年
４月

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 新入学学校周辺・学童保育帰宅　重点パトロール

５月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 近隣神社祭礼　周辺強化パトロール

６月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内ひったくり防止キャンペーン　強化パトロール

７月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 夏休み・学校行事・児童塾帰宅時間　強化パトロール

８月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内振り込み詐欺防止キャンペーン　強化パトロール

９月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 児童帰宅時間帯　強化パトロール

１０月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内振り込み詐欺防止キャンペーン　強化パトロール

１１月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内ひったくり防止キャンペーン　強化パトロール

１２月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 歳末町会パトロール・周辺パトロール

令和２年
１月

公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内振り込み詐欺防止キャンペーン　強化パトロール

２月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 振り込み詐欺防止広報巡回

３月 公用車青パト巡回 池上特別出張所管轄 管轄内ひったくり防止キャンペーン　強化パトロール

平成31年度　池上地区まちおこしの会 部会事業計画書



書類番号４

平成31年４月５日

摘　　　要 金　　　額

平成30年度からの繰越 1,182,488

会費（平成30年度＋7,000 ） 305,000

池上みやげ（平成30年度実績） 258,550

 　収入合計 1,746,038

摘　　　要 金　　　額

各部会活動経費（50,000円×４部会） 200,000

池上まつり実行委員会準備金 50,000

事務経費（通信費、用紙購入費等） 100,000

池上みやげ購入 200,000

予備費 1,196,038

　　支出合計 1,746,038

池上地区まちおこしの会　平成31年度予算(案)

1 ．収入予定

２ ．支出予定



 

池上地区まちおこしの会物品貸出要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、池上地区まちおこしの会（以下「本会」という。）において所有している物品の貸出

しについて、必要な事項を定めるものとする。 

 

 

（貸出し物品） 

第２条 貸出しを行う物品は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸出し対象者等） 

第３条 物品は、次に掲げる区内の団体等が主催する事業において使用する場合に貸し出すものとする。 

（１）池上地区まちおこしの会に登録している個人・団体 

（２）区、自治会・町会等の地域関係団体 

（３）その他会長が特に必要と認めた個人・団体 

 

 

（貸出しの期間） 

第４条 物品を貸し出す期間は１週間とする。ただし、物品を貸し出されたもの（以下「借用者」 

という。）が、物品を返却するにあたり期間の延長を申し出た場合、本会は最長２週間の範囲内で 

延長を認めることができるものとする。 

２ 前項の延長による貸出し料は徴収しない。 

 

 

（申請及び貸出し承認） 

第５条 物品の借用を希望する団体等は、原則として借用希望日の３か月前から１か月前までに 

事務局に事前連絡のうえ、「池上地区まちおこしの会物品借用申込書（様式第１号）」に所定の事項を 

記載して、会長に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 貸出し物品 

１ テント 

サイズ（約）220×220×227(h)cm 

２ ステージ 

別紙のとおり。 



 

（貸出し料） 

第６条 物品の貸出し料は、次のとおりとする。 

２ 貸出し料 

（１）テント・・・・一張 500円 

（２）ステージ・・・一式 50,000円 

ただし、その他やむを得ない事情があると会長が認める場合はその限りでない。 

３ 借用者が、物品を紛失・破損・汚損した場合、当該借用者がその損害を賠償するものとする。 

 ただし、やむを得ない事情があると会長が認める場合はその限りでない。 

 

 

（貸出し料の返還） 

第７条 貸出し料の返還額は、次のとおりとする。 

（１）借用使用申請の取消しの申し出があったとき、全額を返還する。 

（２）貸出し料を納付した場合において、次のア～イまでに挙げる申し出があったとき、全額を返還する。 

  ア イベントが中止となり使用しなかったとき 

  イ その他やむ得ない理由により使用ができなかったと会長が認めたとき 

 

 

（免責事項） 

第８条 貸出し物品によるけが若しくは事故並びに物品の盗難若しくは損害等について、本会は一切の責任 

を負わないものとする。 

 

 

（遵守事項） 

第９条 借用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１）物品を借用目的以外には使用しないこと。 

（２）物品を譲渡及び転貸しないこと。 

（３）物品の全部又は一部に紛失・破損・汚損があった場合、また、物品の使用による事故があった場合は 

直ちに本会に報告し、その指示に従うこと。 

（４）物品を返却する際は、貸し出された時と同じ状態で返却すること。 

（５）借用期間に関わらず、物品を必要としなくなった時は、速やかに返却すること。 

（６）雨天時にステージを屋外で使用する場合、ステージの床面に直接雨が当たらないように配慮すること。 

 

 

（その他） 

第１０条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定めるものとする。 

  

 

附 則 

 この要綱は、平成３１年 ４月 ５日から施行する。 



様式第１号（第５条関係） 

 

池上地区まちおこしの会物品借用申込書 

 

年  月  日 

池上地区まちおこしの会 

会長 樋口 幸雄 様 

 

申請者 

団体名 

住 所 

代表者名          印 

電話番号 

 

物品の貸出しについて、下記のとおり申請します。 

なお、物品の使用に当たっては、池上地区まちおこしの会物品貸出要綱に定められた  

事項を遵守します。 

 

記 

 

借用日      年  月  日（  曜日）～   年  月  日（  曜日） 

借用目的  

借用物品 

 

 

テント   一張 500円     張 

ステージ  一式 50,000円     台 

 

＜事務局記入欄＞ 

 

貸出し料        円 

 

                 

領収書 

             金         円也 

但し、物品借用料として上記の金額を領収いたしました。 

 

                          年  月  日 

池上地区まちおこしの会 

会長 樋口 幸雄 

貸出日 
年  月  日 

対応者 

返却日 
年  月  日 

対応者 



返 還 金 引 渡 書（控え） 

 

平成  年 月 日 

 

        様 

池上地区まちおこしの会 

会長  樋  口  幸  雄 

 

物品貸出し料返還金として下記のとおり返還いたします。 

 

￥        －  

（@   ×    ） 

  

                                  
          

上記返還金を引き受けました。 

平成  年 月 日 

 

                 

 

返 還 金 引 渡 書 

 

平成  年 月 日 

 

        様 

池上地区まちおこしの会 

会長  樋  口  幸  雄 

 

物品貸出し料返還金として下記のとおり返還いたします。 

 

￥        －  

（@   ×    ） 

  

                                  
          

上記返還金を引き受けました。 

平成  年 月 日 

 

                 

 




