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１、会長報告・・吉澤
・5/27（日）14:00〜16:30「ちはら地区自治会連合会 5 月度定例会長会」へ出
席。
（報告事項）
・村田川清掃ボランティア（村田川愛護クラブちはら台）申請について（4/24）
活動内容として 村田川右岸の清掃、除草作業 草花の植栽、管理 環境保安
市原土木事務所の方が現地視察にきてもらった段階。
・コミュ二ティーセンター駐車場増設工事について。（5/8 打ち合わせ、工事
5/24〜7/9）80 台分の駐車場増設（コミセンは 56 台）。舗装はしない。グリー
ントップ側の空き地は臨時駐車場。
・ユニモ協議会について（5/12）今年は 5 月に年 1 回の予定で実施。コミセン
だよりへの掲載見送る・・不景気の為本部より広告掲載を考えるよう指示あ
り。
・市津消防団研修会について（5/13）市津支団・・4 つの分団がある。現在約
100 名で活動。定員は 196 名なので約 96 名不足。ちはら台は市津第 4 分団の管
轄。ちはら台で消防団を結成した場合、各自治会から 2 名ほど協力が必要。
・第 3 回ちはら台町会親睦ゴルフ大会実施結果について（5/15）女性上位（5 位
まで）に賞品授与。85 名参加。（全部で 23 チーム）優勝は南 6 丁目チーム。
乙月チームは 20 位。
・市原市自衛隊協力会役員会について（5/16）五井グランドホテルにて。H23
年度事業・決算報告と H24 年度事業計画・予算について 9 月に東富士演習場を
見学予定。希望者は参加費 1000 円。
・市原市町会長連合会視察研修旅行について（5/18.19）連合会の副会長以上の
役職者が参加。
・春のあいさつ運動実施結果について（5/20〜25）セブンイレブン交差点は吉
澤とシニアクラブが担当・・毎日 15 名前後で実施。乙月役員は桜小前を担
当・・毎日 10 名前後（乙月関係は 3 名、その他自治会・PTA も参加）で実施。

・青色防犯パトロール。実施者講習会について（5/28）今年度は平日夜間実施
すると担当者より連絡あり。土日にできないか今後も交渉していく。23 年度助
成金支給について・・乙月は 6 名分で 50,000 円を 5 月末に支給（ひと月 1000
円）、月 4 回以上のパトロール実績者のみ対象。パトライト電球交換につい
て・・連合会から各自治会へ 2 台まで回転灯をレンタルしている。その 2 台に
関して修理・電球交換は連合会の予算で賄う。
・事務所改装工事について。建物の構造上、外壁に避難扉はつけられない。廊
下側にもう一つ扉をつける（防犯上）。
・単位自治会行事について。単位自治会の年間行事をもとに、連合会広報部が
取材に来る予定。ちはら台チャンネルで放送したい。
・UR 事務所後建物解体工事、宅地整備について。更地に戻すかは未定。そこ
にある駐輪場は移設。ファミリーマートとちはら台駅の間の土地は宅地整備さ
れる。工事着手 6 月上旬。土砂運搬 7 月下旬から UR 事務所後は建物解体工事
11 月下旬。
・一斉清掃参加人数報告。早目に事務局に報告。
（議題）
・第１１回ちはら台市民祭りについて。8/18（土）13 時〜山車・神輿 15 時〜
21 時祭り 19 日(日)予備日。本部責任者：役員、各自治会会長（部門別責任者と
して取りまとめ）。実行委員：各自治会より 1 名（鈴木副会長）
（実施計画に基
にマニュアルを作成し、運営委員の指揮をとる。実行委員会に２回程度、運営
委員会に 1 回程度参加）。運営委員：各自治会会員数×5％、乙月は 27 名。
今年度は花火運営（実行委員の指示に従い、実行部隊として前日・当日を中心
に動く）。6/3(日)13 時〜第 1 回実行委員会（吉澤・鈴木副会長）。7/1（日）13
時〜第 2 回実行委員会（吉澤・鈴木副会長）。7/22（日）13 時〜15 時 30 分全
体説明・運営委員会（吉澤・鈴木副会長・運営委員）。花火打ち上げ 20 時 35
分〜。
閉会式 20 時 50 分。終了 21 時。模擬店閉店 20 時 30 分。
・老人クラブ支援について。半纏購入費を支援する。
・鶴見虹子選手今後の応援について。6/30(土)牧園小体育館にて、壮行会を開
催する。五輪終了後、夏祭りに招待。南牧園自治会は上記壮行会にプラスして
別の応援も考えている。
・防災委員会からの案内及び提案について。5/12(13 時 30 分〜15 時 30 分)で第
1 回防災委員会を実施した。防災委員会の目的、具体的活動内容、具体的活動
計画について確認した。5/23 第 2 回防災委員会を実施した。コミセン、支所に
ある防災施設・設備の確認と情報収集の実施。
2 階に上水貯蔵タンクと屋上に自家発電装置。約 7 トンの上水を常備貯蔵、電

気がストップしても屋上の自家発電装置で 8 時間稼働。
地下に井戸式中水貯蔵タンクと 1 階屋外に蛇口。40 トンの中水を貯蔵、地下
水をくみ上げトイレなど生活用水として利用、沸騰すれば飲料水として利用可
能。
支所・・1 階防災倉庫に配備。 発電機搭載の投光機 緊急時用浄水装置 災害
救助工具セット 車載用 2 トン水タンク 防火水槽（40 トンの水を貯蔵） その
他・・別紙参照。
防災用品の特別斡旋について。ビバホームにて格安で防災用具を購入できるよ
う交渉予定。 会員に案内書・発注書を配布 各自治会で注文書控え」を持参し、
各自でビバにて購入。→乙月自治会はこの斡旋をうけるか？防災マニュアルを
作成してはどうか？
・消防団結成について。前述の通り。今後の計画について。H24 年度

有志に

消防団に加入してもらい、市津第 4 分団で活動し経験を積む。ちはら台内で機
会をとらえ消防団を PR。将来に向けて準備。市津第 4 分団より独立。条例の改
正。ポンプ小屋敷地の確保。単位自治会への働きかけ（消防団支援金、団員の
選出）。総会における承認。H25 年度

条例改正後、分団の新設。団員募集・

選出（1 分団 20 名、3 分団合計 60 名）。ポンプ小屋の建設、ポンプ車 3 台配車。
消防団支援金の徴収。
ちはら台に消防団が必要なのか議論したほうがいいのでは？（吉澤）消防団に
こだわらず、各自治会や連合会で防災・有事に対応できる組織作りをするので
足りるのでは？（吉澤）。何かあった時の消防団です・・レクセルちはら台会
長）
あって損をするものではないがなければどうにもならないというものでもない
（吉澤）。もう一度根底から考えた方がいいのでは・・（南牧園会長）
会長会以外その他
・6 月中旬より自治会管内の学園通りの塗装工事が始まる（後日回覧で告知）
・B ブロック内防犯外灯のガラス枠破損・・現在ガラス以外のもの（アクリル
板が有力）で修繕することを考えているとのこと。
・B ブロック内、ガードレールの反射板・・6 月中旬修理・交換。
・B ブロック内、フェンスねじはずれ・・すでに修繕済み。
・4 丁目倉庫わきにあったパレットが全部盗まれてしまいました。それにとも
ない山崎さんのセブンイレブン・牛乳屋さん資源回収も終了。
・市原市役所防災課へ近日出向き自主防災会の分離、設立の打ち合わせ。（吉
澤）
・浜崎商店へ近日出向き今後の自治会資源回収の方向について打ち合わせ。
・夏の訪れに伴い、乙月公園・御影台公園から夜中の騒音、花火等の迷惑行為

がありましたら、110 番もしくは市原警察（41−0110）、ちはら台交番（75−
3116）へ通報して下さい。
2．一斉清掃実施報告・・大野、三宅
・5/12（土）に、環境美化と近隣のコミュ二ケーション作りを目的に一斉清掃
を実施致しました。昨年と同様、防災訓練と同日開催で実施しました。天気に
も恵まれ、参加者は合計 784 名（大人 469 人、子供 315 名）で行うことができ
ました。一部雑草が多い為に清掃時間が不足したブロックもありましたが、班
長をはじめ多くの皆様に御協力を頂き、無事一斉清掃を終えることができまし
た。
清掃結果について
・燃えないゴミはブロック毎に集積場所（B、D ブロックは共通場所）を定めて
集め、燃えるゴミは各自ゴミステーションに出しました。
・季節柄ほとんどのゴミが雑草でした。バザール通りや空き地では時間内に雑
草をとりきる事が出来なかったところもありました。
・放置された粗大ごみ、自転車の報告はありませんでした。
反省点
・ゴミの捨て方は今後検討していく。
・限られた時間内での清掃となりましたが、ケガや事故もなく無事終了できま
した。しかしこの時期の清掃は雑草対策に重点を置く必要あり。（取った雑草
が再び生えてくる）。
3.自主防災訓練実施報告・・鈴木、太田
・防災意識の高場を図るため、防災訓練について開催を致しました。昨年は防
災講演会開催のため中止となったことから、2 年ぶりの開催となりました。
参加者
当日の参加者は大人 235 名、子供 165 名で合計 400 名でした。また事前の申し
込み参加者は 176 世帯、463 名（大人 249 名、子供 214 名）でしたので、当日
参加率は 86％でした。
費用
予算 20 万円に対して、121,884 円の費用になりました。（うち、市の補助対象
はハイゼックス袋 400 枚の 4,000 円と無洗米 5 キログラム 8 袋の 16,640 円）。
反省点等
昨年末の乙月祭り同様、強風に見舞われ、炊き出し訓練でコンロの点火に時間
がかかりました。今回は急遽いくつかの自宅で作って対処しましたが、次回は
前もってコンロ点火の練習をしておくなどの対策を考えておいたほうがいいと
思います。
その他

各訓練への移動については役員が引率したことからスムーズに行えました。
4．夏休みラジオ体操・・彦坂、野本
・実施日時（案）
7 月 23 日（月）〜7 月 31 日（火）（前期）土日を除く 7 日間
8 月 20 日（月）〜8 月 24 日（金）（後期）5 日間合計 12 日間
午前６時 30 分〜１５分間程度（ラジオの放送時間内）
実施日時、ラジオ体操カード調達、会場、雨天中止判断と会員への連絡方法、
ラジオ体操カードのスタンプ方法など、今後各自治会の実行委員が集まり話し
合いをしていく。
5．防犯活動について・・彦坂、松本
4 月に比べ、5 月は一般参加者（レギュラー以外）が増えた。
（3.6 人（4 月）→5.4 人（5 月））
5 月 12 日（土）は、20 世帯 30 名近い参加があり、B、D ブロックの参加率が
上がりました。
曜日別で見ると月曜日参加が多いのは、事前のお知らせチラシ効果。
今後、レギュラーメンバー以外の参加率を上げるには、次の週のお知らせチラ
シ効果をもっと工夫してみるのはどうか？との意見あり。
６．自主防災会分割について・・吉澤
ちはら台地区の避難場所面積の過不足状況（自治会連合）
避難場所
6 校庭

有効面積

収容人員

避難人員

百分率

過不足数

55,400 ㎡

27,700 人

22,220 人

80.2%、

5,480 人

2.49 ㎡
8,860 ㎡

4,430 人

4,395 人

99.2%
2.02 ㎡

35 人

8,860 ㎡

4,430 人

4,394 人

99.2%
2.02 ㎡

36 人

ちはら台南 10,400 ㎡

5,200 人

3,566 人

68.6%
2.91 ㎡

1,634 人

8,580 ㎡

4,290 人

2,941 人

68.6%
2.91 ㎡

1,349 人

10,400 ㎡

5,200 人

3,850 人

74.0%
2.70 ㎡

1,350 人

8,300 ㎡

4,150 人

3,074 人

74.1%
2.70 ㎡

1,076 人

ちはら台桜
小学校
水の江小学
校
中学校
清水谷小学
校
ちはら台西
中学校
牧園小学校

有効面積は敷地面積×30~35%
・東地区は人数の余裕がない。

収容人数は有効面積÷2 ㎡

・自主防災分割については、市役所で相談をしてきたが、いくつにわけるかは
未定。
・消防団は、立ち上げを検討中。
・連合会・単位自治会保有

防災用具その他備品については、必要性のあるも

のは災害を想定して今後検討し購入も考えていく。（吉澤）
7、あいさつ運動実施報告・・吉澤
2 か所で実施
東 4 丁目セブンイレブン
桜小学校

シニアクラブ 13~14 名、PTA2~3 名。

PTA、かずさ、みかげ、乙月、福祉ネットワークの方々。

7 時 25 分~8 時まで実施いたしました。
沢山の方々、朝のお忙しい時間の中、御協力頂き有難うございました。
8．その他
・第 11 回ちはら台市民夏祭り

8 月 18 日（土）雨天順延 19 日(日）に開催予定

です。
以上
次回理事会

日時

7 月 1 日（日曜日）9：00~12：00

場所

自治会館

大会議室

