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府中市自治会連合会

会

4 月 13 日（土）、中央文化センターで 31 年度の役員
会を開催し、31 年度の各部の行事（生活安全部、環境
対策部、福祉対策部）の検討を行いました。
年間スケジュールを作成し、配布しました。
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６月９日、府中市押立町五丁目、多摩川左岸緑地において、令和元年府中市・東京消防庁第八消防方面
合同総合水防訓練が行われました。
訓練は大型台風の接近に伴う豪雨により、多摩川は増水により堤防の越水危険が発生し、市内各所で
道路冠水、家屋への浸水が発生しているとの想定で行われました。各関係機関が連携して「積土のう工
法」
、「シート張り工法」、「連結水のう工法」等の水防工法や、市民参加型の訓練として、住宅浸水防止
活動が行われました。
訓練の後半には特別救助隊、水難救助隊、ハイパーレスキュー隊、航空隊等が連携しての水難救助活
動の演習が行われ、見学者から大きな歓声が上がっていました。

自 治 連 総 会・懇 親 会
6 月 9 日（日）ホテルコンチネンタルで、平成 30 年度の府中
市自治会連合会の総会が行われました。
当日は、参加者 112 名（委任状 98 名）により会は成立し、総
会議長に相談役の藤原源郎氏を選任し、30 年度の事業・決算報
告を、31 年度・令和元年度の事業計画・予算を審議し、賛成多
数により承認、役員改選についても原案通り承認され、退任者に
感謝状の贈呈が行われました。
その後、同会場において懇親会が開催され、来賓として出席の
高野府中市長、横田議長、小山、藤井都議会議員、府中警察署
長、府中消防署長の挨拶の言葉を頂き、和やかの内にも盛会の内
に懇親会を修了しました。

都 町 連 総 会・懇 親 会
6 月 20 日、京王プラザホテルにおいて、東京都町会連合会の総会・懇親会が開催され、会長、事務
局長が参加し、府中市自治会連合会から功労のあった川辺環境対策部長、横山相談役、土方監事に東京
都町会連合会会長からの感謝状が贈呈されました。
引き続いて行われた懇親会では、鈴木東京都町会連合会会長、全国自治会連合会会長他 2 名の方の挨
拶を頂き、懇親会は、盛会の内に終了しました。
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地域市民の集い（新町文化センター）
平成 31 年第 1 回地域市民の集いが 5 月 12 日（日）新街文化センターで開催されました。
新街文化センター圏域の町会長 21 名の参加を頂き、会長挨拶の後、自治連の取り組み、各部の取り組
みについて紹介後、各町会の抱えている課題について意見交換を行った。

新任自治会長研修
7 月 7 日、今年自治会長に就任した人に対し新任会長研修会を実施し、13 名の会長が参加をし、会長
挨拶の後、自治連の事業紹介を行った後、各町会の紹介、抱えている問題、新任としての抱負について
意見交換を行った。
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１ 東京マイタイムラインの紹介
東京都総務局総合防災部防災計画課発行の「東京マイタイムライン」は、都内で水害が発生した時
の各家庭での災害対応をマニュアル化したものです。

２ 東京都地域の底力発展助成事業について
2019 年度

地域の底力発展事業助成の募集を行っております。

本年は、安否確認カード、凝固剤利用の簡易トイレ対策を進めております。
詳細は、ホームページをご覧ください。
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