
議　事　録

乙月自治会　平成 25年度 第 10回理事会

作成日：　2014年　　1月　　13日　　

作成者：　　　清川　

開催日時 2014年　　　1月　　12日（日）13:10　～　15:10

開催場所 ちはら台桜小学校ミーティングルーム

欠席者 小沼理事・平野理事・渡部理事・吉田理事・野本理事

1．会長報告…吉澤会長

12月 22日（日）「ちはら台地区自治会連合会 12月度定例会長会」13：00～15：30　

〔報告事項〕

・防犯ボランティア地域交流会について　(11/29)

・暴力団に関する警察の考え方、市原署管内の暴力団に関する犯罪が多発している

・防犯パトロールへの感謝があった。

・ちはら台地区は防犯に積極的に取り組んでいる。今年度、防犯協会が県警本部長の表彰

を受けた。

・小中学校 6校会について　(12/7)

・横の繋がりを密にするために主催している。

・こども１１０番の家の募集

・夏休み明けの学校開始を来年度から 9月 1日に戻す。→冬休みの開始も変更になるか

もしれない。

・水の江校区で 2箇所造成工事が始まっている。→宇宙橋左側で大規模工事、トラックの

出入り等注意。

・委員会より

　・防犯委員会　

　　・青色パトロール実施者現況報告　

　　現登録数 30名（休止中 2名、要講習 1名）、新規申請中 5名、車両登録なし 2名、廃止

２名→ちはら台以外の地域では希望者がいる。登録手続きに時間がかかるため、

　　　　　　　　簡素化を望む。

　・防災委員会　

　　・消防団年末警戒パトロール…12/26～12/30第３分団の消防車を活用して実施

・その他

・ちはら台東６丁目・東１丁目・西１丁目造成工事について　

土砂搬出のダンプが多数出入りするため、安全対策について申し入れを行った。

・危険交差点への信号機の設置要望

・西地区で約 300戸、東地区で約 500戸の造成を行っている。
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・忘年の集いについて…12/22(日)17：00～　八幡屋にて　43名出席予定

・１月のスケジュールについて　　

・賀詞交換会　1／11（土）11時～コミセン

・成人式　1／12（日）10時～コミセン

・市原市町会長大会　1／18（土）9時 30分～市民会館

・トントンエコマラソン　1／19（日）9時～→吉田理事担当

・市原市消防出初め式（9時～）・年頭祝賀会（12時～）　1／5（日）

→ちはら台の消防団が初参加。

・市制施行５０周年記念　山鉾・山車お披露目巡行祭りについて　(1/18)　

・台風の影響で国府祭りが中止となったため、改めてお披露目する機会を設ける。

　セブンイレブン前の掲示板にポスターが貼ってある。

〔議　　題〕

・災害時避難対策合同打ち合わせについて　（12/2）　

・災害発生時の対応について打ち合わせ（避難勧告等への対応方法）

・市との情報共有を図る。→エリアメール、防災メールの活用。

・学校は大地震が発生した場合は親が迎えに来るまで子供を自宅へ帰さない。

・指定避難場所鍵の保管について

・小中学校の鍵とちはら台公園の防災倉庫の鍵を自治会館内の専用ボックスに入れ、各

会長が活用できるように保管する。取扱要注意。

・年末一斉パトロール（12／30）について…車にて巡回　

・平成２６年度事業計画について（現時点での予定）

　→ちはら台市民祭り 8/23、国府祭り 10/25・26、市民体育祭 10/26、バザー 11/1・2　　

・平成２６年度施設利用について（1／15提出期限）　　

→自治会館及び支所、コミュティセンターの利用計画を提出すること。

・市原市スポーツ推進委員募集について　　

→来年度２名（男性、女性各１名）の欠員が出る。任期は２年である。

ちはら台のみの活動ではなく、市としての活動となるためそれなりに多忙となる。

スポーツに興味のある方で希望者がいれば、推薦を含めお願いしたい。

・市原ちはら台マラソンへの協力について(3/15)　　

→連合会に協力要請があった。民間会社の主催するものに連合会として協力するべき

かという意見もあったが、市や教育委員会・体育協会の協力もあり、ちはら台のイメ

ージアップにも繋がるので協力しても良いのではないかとのこと。

※検討した結果

詳細については、これから十分に確認、協議する必要があるが、可能な範囲で協力する

ことについて決定した。（賛成多数）

今後の動向については、決まり次第報告する。
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・その他

　・青少年育成地区民会議の対応について…来年度は各自治会足並みをそろえて、補助金

を捻出しないものとする。今後、変更がある場合は自治会ごとでなく、全体でそろえ

るようにする。

・町会加入世帯報告について…１月末までに報告する。　　

・献血への協力について　　

献血運動で日赤から表彰してもらっている。ユニモとせんどうで実施しているので今

後も引き続きご協力をお願いします。

【その他会長報告】

・Ｃブロック　東９－２　現在２世帯入居（最終的には１３世帯）※現在４戸が建築中

・Ｃ－２伊橋さん宅横にあるゴミステーションの移設 or廃止　→　検討中

・Ｃ－２伊橋さん宅前遊歩道（上下遊歩道との間の植え込み部分）の舗装計画　→　道路

維持課よりコンクリートにて舗装の予定と回答を得た。（期日は未定）

・Ｃ－２伊橋さん宅角にあったカーブミラーの撤去及び新設申請について　→　撤去説明

と新設申請却下の説明あり。その代わり道路面に歩行者注意等の文字入れ及び注意看板

の設置を検討していただく。

・桜橋橋桁（東４－７側）にスプレー缶による落書きがあり　→支所連絡済み

・東４丁目花壇倉庫横（カーブになっている箇所）の除草について　→土が盛ってありそ

の上にさらに雑草が生い茂っていて道路横断時に見えなくて危険　→道路維持課より盛

り土の除去をすると回答を得た。（期日は未定）

・12/22(日)に防災対策会議があり、災害時の第一次避難場所は各団体が決めて良いとの事。

今までみかげ台公園を第一避難場所、桜小を最終避難場所としていたが来年度からは第

一・最終関係無く桜小正門内を避難場所に統一しようと思う。

　　※次年度の防災訓練より実施したいと考えている。

2．乙月まつり（12/1）実施報告…彦坂副会長

開催日　　：平成 25年 12月 1日（日）

開催場所　：ちはら台桜小学校

参加人数　：715名（224世帯）　大人 393名、子供 322名

内　　容　：お餅つきとお餅の配布、豚汁の配布、肉まんの配布、子供ゲーム、

子供プレゼント、抽選会のイベント

　反省および改善点

　　①全体準備

(1)前日、コミセンに臼、杵、蒸篭セットを借りに行った際、臼・杵の状態が悪く、予定

の個数を借りなかった。当初は臼 4個体制（コミセン 2・連合会 1・乙月 1）で計画

していたが、臼 3個体制に変更。また、コミセンの蒸篭 3個に中敷（すだれ）がなく、

急遽、スーパービバホームで購入。
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　　　　→9月か 10月頃に使用予約を入れる際に、状態確認した方が良い。

(2)4丁目倉庫の折りたたみ長机 10個使用せず。スペースを取ってしまう。

　　　　→運搬台車を購入した上で、桜小に寄付したらどうか。

(3)放送用アンプが故障。4丁目倉庫へ拡声器を取りに行ったら電池切れ。

また、前日準備の際に、4丁目倉庫の照明用バッテリーの電池切れも発覚。

　　　　→乙月公園、4丁目、花壇の各倉庫内の備品を整理するとともに、防災用品につい

ては、定期的にチェックも必要。

②餅つき

　　　・シニア及び会員の方の協力により無事進行することができた。シニアの方 (９名)

と相談しながら餅つきのタイミングを図った。

　　　・子供の餅つき参加者が昨年よりも少なくひと臼(1回)で終わった。　

　

③餅配布

　　　・今年は蒸篭の回転がよく予想以上に早く餅が出来上がった。もう少しゆっくりで

もよいと思う。

　　　・もち米の芯が残ると、修正がきかず破棄もやむをえないため、もち米の炊き上がり

には十分気をつけたい。

　　　・あんこ・きなこ・のりの配分については参加人数にもよるが、ちょうどよかった。

　

④豚汁

　　　・例年、具材切りのお手伝いの方に、野菜（根菜類）を下ゆでして貰っていたが、今

年は根菜（根菜類）を、下ゆでせずに切るだけで届けてもらった。役員が自宅でし

ていた味噌ときも、当日現地で行った。 

　　・当日、根菜類を水から投入するようになったので、今後は具材（少なくとも根菜

類）を届けてもらう時間を、早めたほうがよい。

　　　・今回、残念ながら、届くはずの具材の一部が届いてないのでは？という疑惑が。材

料を配った人がちゃんと届けに来てくれたかどうかのチェックをする。

　　　・肉切り担当のお手伝いの人数を減らして、片付け要員を確保したい。 

⑤肉まん

　　　・蒸し時間を測るタイマーがコンロひとつに対して 2個あった方が良い。（蒸し器

を 4段重ねる場合、上 2段と下 2段では蒸し時間が異なるため）

　　　・タイマーが上手く作動しないものがあったので、事前の確認が必要だった。

　　　・蒸し器の数がいくつかあるが、大きさが微妙に違うので分かりにくい。 何か見分

けがつくようにできないか？（例えば蒸し器にマジック等で 印をつけるなど。）

　　　・慌ただしくなってくると、蒸し器の中身がもち米なのか肉まんなのか 分かりにく

いので、コンロの配置をもち米用と肉まん用で少し離した方がよい

　　　・蒸し上がった肉まんの取り出し用に、トングとシリコーン手袋を用意したが、シリ
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コーン手袋は扱いにくかった。熱々の肉まんにはトングで、保温箱から出す分には

薄手のビニール手袋使用で大丈夫だった。

⑥子供向けイベントと抽選会

　(1)じゃんけんゲーム

　　　・うまい棒は鎌取駅前の業務スーパー（パスポート）が 30個入りで 248円とせん

どうより安いし、種類も豊富にある。

　　　(2)つりゲーム

　　　・お手伝いさん用に折りたたみミニチェアを用意した。

　　　・釣竿修理を実施（松本理事）。13本使用可能。

　(3)バスケットビンゴゲーム

　　　・体育館が予約できればベターだが、外でやる場合は、畑用のメッシュネット（囲い

用）を２枚重ねで乙月テントの間に張れば、風よけになる。

　　　・バスケットビンゴのボール用ネットは大活躍だった（ボールを拾いに行く労力と

時間が削減できた）。

　　　・バスケットビンゴの午前中のお手伝いの方が 2名来なかったため、役員で急遽代

理に入った。午前中のゲームはもう少し人数の余裕がほしい。一方、午後は子供も少

なくなるので、バスケットビンゴと釣りは 1系列だけでもいいかもしれない。

　(4)福引

　　　・景品のおもちゃは、クリスマスをあしらった品が特に好評だった。

　　　(5)子供プレゼント

　　　・子供プレゼントのジュースは、今年はブドウを多く（全体の 50%）にしたところ、

昨年よりもバランスよく捌けた。

　　　(6)抽選会

　　　・ここ数年、抽選箱から子供に抽選券を引かせているが、希望する子供が殺到して危

険な状態になっているため、会長が引くこととした。

　　　・景品の本数を若干増やした。

　　　・体育祭の賞品、倉庫の在庫等を景品として合わせて使用。

　　　・１０等、９等は１名ずつではなく一気に３名くらいずつ抽選。

　

　　※参加者推移としては 2010年をピークとして、近年減少傾向にある。今後は、手伝いの

内容や分担を見直し、子供ばかりでなく大人も楽しめるよう参加しやすい祭りにし

ていきたい。

3．年末自転車回収（12/21）実施報告…大野副会長

・予定通り実施。100台ほど回収した。（2ｔ車で 2回運搬）

4．班長・運営委員会議（2/2）について…彦坂副会長
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　日時：平成 26年 2月 2日（日）11:30～12:00予定

　場所：ちはら台桜小学校ミーティングルーム（スリッパ持参）

　議題　　1．乙月自治会防犯活動について　　　　…野本理事

　　　　　2．資源回収運動とゴミの減量について　…吉田理事

　　　　　3．Ｈ 26年度乙月自治会の役員について　…彦坂副会長

　　　　　4．Ｈ 26年度班長・運営委員の選出について…彦坂副会長

　　　　　5．年度末の新規加入及び大会について　…彦坂副会長

　　　　　6．今後のスケジュールについて

　　　　　7．その他

※開催案内を総務担当理事は各班長へ、事業担当理事は各運営委員へ印刷・配布する。

1/26（日）までに出欠連絡があるので、取りまとめて彦坂副会長に報告する。

5．第 11回定期総会（3/29）について…彦坂副会長

　　日時：平成 26年 3月 29日（土）10時～11時

　　場所：ちはら台桜小学校　体育館（スリッパ・下足袋持参）

　　当日のスケジュール

　　　　　乙月自治会第 11回定期総会終了後、班長・運営委員引き継ぎ会、平成 26年度第

1回班長・運営委員会議を行う。

　

　※事業担当理事は 2月末までに議案書を作成。なるべく簡潔にまとめること。

　　新・旧班長・運営委員への案内については 2月初旬に配布予定。

6．防犯活動について…彦坂副会長

　　・夜間パトロール…12月は 11月に比べ増加したように思う。子供向けカード発行によ

るもので今後も期待したい。2011年から参加者が減少している。

　　　　　　　　　　　レギュラーメンバーに頼っている現状は変わらない。

　　　　　　　　　　　参加者ゼロだった班が無くなった。しかし 1度も参加しない世帯

が多数を占めており、今後の課題となる。

　　・青色パトロール…青色回転灯が 2台あるので、希望者があれば申し出てもらうよう

にする。

　　・車パトロール　…現在 170台くらい登録している。

7．次年度自治会体制と役員体制について…吉澤会長

　　・1月 20日ごろの回覧で、選挙管理委員会よりＨ 26年度の役員選出の公募を行う。

　　　立候補受付期間　　　　：平成 26年 1月 20日～2月 10日まで

　　　改選役員の種類と人数　：会　長　　　1名

　　　　　　　　　　　　　　　副会長　　3名

　　　　　　　　　　　　　　理　事　　　7名
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　　　　　　　　　　　　　　会　計　　　1名

　　　　　　　　　　　　　　会計監査　　1名

　　　任期は初めて選出の場合は 2年とし、その後引き継いで選出される場合は 1年間と

する。

　　　現在の状況

　　　　　　Ｃブロック事業担当理事…Ｃ－2　内村さん

　　　　　　Ｄブロック総務担当理事…Ｄ―6　梅木さん

　　　　　　会　計　　　　　　　　…Ａ－3　堀さん　の 3名を予定。

　　　　　　選挙管理委員長はＢ－4　太田さんにお願いする予定。

　　　※改選予定の役員は現在の状況、今後の予定について会長へ連絡すること。

　

8．次年度予算案について…彦坂副会長

　　Ｈ 25年度　会計報告（12／31現在）をもとに見直す。

　　乙月自治会　支出の部

　　　　・桜祭り…次年度は予定していないので、項目より削除。

　　　　・夏祭り…プレゼント代として\150,000→\200,000へ変更。

　　　　・ラジオ体操…参加賞品代として\80,000→\50,000へ変更。

　　　　・防犯灯管理費…電気代・修繕費として\600,000→\800,000へ変更。

　　　　・乙月シニアクラブ…支援金として→寒河江顧問と相談して、金額を決定する。

　　自主防災会　支出の部

　　　　・防災用品…防災倉庫・備蓄用飲料水代として\1,000,000→\200,000

　　　　※防犯カメラをちはら台 4丁目入口のサザン前の交差点に設置してはどうかと考

えているが、既存のものを移動するにも、新設するにもかなりの金額がかかる。

　　　　　→連合会等と話し合い、今後検討していく。

9．その他

　　・次年度役員の選出、定期総会に向けて準備を進めていく。各自引き継ぎの準備をし

ておくこと。

　　　次回第 11回理事会は 2月 2日（日）9:00～桜小ミーティングルームにて行います。

　　ひき続き 11:30~12:00より第 2回班長・運営委員会議を開催します。

　　

　　　　　　　　

以　上　
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