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1. 会長報告
【報告事項】
１．市原市町会長研修旅行について
・市内の連合会長が春日部市を視察研修
春日部市：自治会加入促進に関するリーフレットを作成している
会報の発行
講師を招いての研修実施
２．防犯委員会より
・H26 年度の活動計画を提示（別紙 H26 年度防犯委員会活動計画参照）
・H26 年度青パト講習会のお知らせ
・6/7（土）10：00～自治会館にて
・乙月からは彦坂、内村の 2 名が参加
・継続する場合は２年毎の講習を受講。
・H25 年度青パト助成金の配布
・月 4 回以上パトロールをするとその月 1,000 円の助成金が市からその隊員へ交付される。
（翌年 5・6 月頃 1 年分をまとめて交付）
・H25 年度はちはら台全体で 268,000 円が交付される。
・乙月自治会は吉澤一成（12,000）、岩崎誠（3,000）、山崎修二（12,000）、寒河江二郎
（12,000）、丸山孝一（3,000）*昨年 3 月まで（今年は不参加）、今井好広（5,000）の
6 名合計 47,000 円が交付される。（連合会→会長→各パトロール実施者）
３．防災委員会より
・5/25 に第 1 回防災委員会を実施し今年度の活動計画を検討・決定する
・5/11 に市津支団の研修会があった
・6/1 市津支団小型ポンプ操法大会が実施される。→

ちはら台として単独で参加 OK だがポン

プ操法の練習が出来ないため、今年は見送る。
・6/1（日）9：00 開始

湿津小学校にて

４．広報委員会より
・5/25 に第 1 回広報委員会を実施し今年度の活動計画を検討・決定する
・単位自治会の行事取材予定
・ちはら台チャンネルの活用（自治会紹介、お店の宣伝など）
５．小中学校の体育祭・運動会について
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・西中は 5/17、4 小学校は 5/24 に実施した
・大人のマナーが悪い（ビデオ撮影等で自己中心的な行動が目立つ）
・テントを張る家庭が増えた。その影響で観客席が窮屈。
・場所取りが年々増えている。また、場所取りに並ぶ時間も深夜からの家庭があった。
・最低限のマナーは守りましょう
６．夏祭りについて
・内容については昨年度と同様の祭りを展開する
（来年は見直しが入るかもしれません。特に花火）
・第 1 回実行委員会を開催
・6/8（日）13：00～16：00 自治会館 2F 会議室
・会長（吉澤）と実行委員（三宅）が参加
・乙月は今年度バスの運営を担当
（例年バスが予定通りに来ないなど苦情が多いため、バス会社と連携をしてそれらを改善し
たい）
・ステージイベントとしてご当地アイドルのライブを予定（別紙参照）
・今後の流れについて（6/8（日）に第 1 回実行委員会が自治会館にて行われる予定）
・各班運営委員は 7/20（日）13：00～15：30 で自治会館にて全体説明会・運営委員会に参加
７．防犯カメラ設置個所位置図及びカメラ設置の看板について（別紙参照）
８．防災訓練・避難所訓練について
・H26 年度市原市総合防災訓練にて今年度ちはら台は避難所会場となるため、移動での訓練は
なし
・H26.8.30（土）16：30～20：00 ちはら台南中にて
・避難所の開設から閉設までの訓練
９．会長研修旅行について
・6/21（土）13：00～22 日（日）16：00

筑波山、関宿、野田

10．あいさつ運動について
・5/19～23 で実施した。
・秋は毎年 11 月に行っているが寒いので時期を早めてほしい（水の江自治会）
【乙月自治会内に関して】
１．C ブロックと御影台公園の間の遊歩道について
・遊歩道上段と下段が合流する地点、その間の土が流れてしまっているので道路維持化へ舗
装を再要請した→6 月にかずさの道は指定管理者を選定するそうで、決まり次第依頼すると
の事
・4 丁目花壇倉庫横（E ブロック側）カーブの土の除去は完了。今までよりは見通しが良くなっ
た。雑草の刈込は自治会で行っていった方が良いか？
・塾帰りの子供たちが 22 時過ぎにセブンイレブンで買い食いをしている

→

近隣の塾に話を

しに行こうと思う。
・これからの時期、御影台公園や乙月公園に夜中たむろしたり打ち上げ花火等をする子供たち
が出没する。大抵は誉田方面からの子供たちらしい・・・見かけたら直接注意せず 110 番へ即、
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通報をして下さい。公園近隣の班・家庭にもその旨連絡をしていきたいと思います。
・C ブロックの新しい会員に資源回収の案内をポストインしたい。→ 6/1

ポストインしました

（渡部）
・新規入会があったらタイムリーに会長・副会長・会計・そのブロックの事業理事に連絡（メ
ール）を入れて下さい。→

会計は月初に会員名簿を一斉メールしてください。

・5 月末に C ブロック（C-1）新規入居 1 世帯ありました。

2. 一斉清掃実施報告
5/17（土）8：30～9：10

防災訓練との同日開催で実施。

合計 360 世帯、726 人（大人 458 人、子供 268 人）の参加があり、今回は事前登録世帯の出席率が非
常に高かった。（世帯ベースで 95%、人数ベースで 93%）
天候が良かったことや防災訓練との相乗効果、直前の再アナウンスの効果などが考えられる。
春季と秋季で比べると春季のほうが参加率が良いが、子供の参加は減少傾向。
清掃結果について千葉市との境界（A、B、E ブロック）ではコンビニ弁当やお菓子等の空容器が目
立ちました。放置された粗大ごみはありませんでした。
自分たちの街は自分たちで綺麗をモットーに！！

3. 自主防災訓練実施報告
5/17（土）9：45～12：00 ちはら台桜小学校校庭にて実施。
参加者：乙月自治会 246 名（大人 155 名、子供 91 名）
訓練内容（市津消防署協力）：初期消火訓練、応急救護訓練、震度体験
（自治会による）：新聞紙スリッパ、炊き出し訓練、避難所訓練
反省点等：（全体）
内容の変化がないためか参加者の数は昨年度より若干減少。
コミセンの軽トラックを朝 7：00 から使用したが、規則上前日からは借りられない（
今回は鍵のみを前日から借りた）
強風のため、簡易テントの設置は諦めたが、日よけ防止用にはあった方が良い。
簡易テントの重しを考える必要はあるが、費用の問題もあり検討中。
新聞紙活用や避難所訓練等、少しの時間で終わってしまった訓練については臨機応変
に次の訓練にすすむよう対応した。
（炊き出し訓練）
強風でコンロの着火に不安があったが、風よけ鉄板のおかげで問題なく着火出来た。
着火がスムーズだとその後の炊き出し訓練が予定どおり進行出来る。
発電機が使用出来るか確認しておく必要がある。
（避難所訓練）
訓練で渡すお茶とジュースですが、事前にお茶は大人にジュースは子供に渡すように説
明をするのを忘れたため、ジュースがもらえない子供がいた。
大人でもジュースを希望する人がいるのでジュースの割合を増やした方が良いかも。
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4. 春のあいさつ運動（5/19～23）実施報告
桜小前：乙月自治会 2 名参加、セブンイレブン交差点：シニアクラブの方 13～15 名参加されました
普段から声掛けの習慣を！！

5. 夏休みラジオ体操について
（前期）7/22（火）～8/1（金）
（後期）8/25（月）～8/29（金）

土日を除く 9 日間
5 日間

合計 14 日間。
ラジオ体操カードについて 6/29（日）までに運営委員あてに提出をお願いします。
事前にラジオ体操カードを申し込まれなかった場合でもラジオ体操当日参加 OK。その場でカード
を渡します。紛失した子供にもその場で渡します。
ラジオ体操実施日は出来る限り役員の方の協力をお願いします。

6. ちはら台市民夏祭り（8/23（土））について
8/23（土）にちはら台市民夏祭りが開催されます。
今年度の乙月自治会はバスの運営を担当。
今年も乙月自治会は出店。
おもちゃの購入に関して人気のあるものは 5 月、6 月で完売となっているケースがあるので早めに
売れ筋をチェックして購入した方が良い。

7. 防犯活動について
A ブロック参加率が高く、D ブロックは参加率が低い。
A-6 班で子供カードの効果による参加率向上が見られた。
今後ベスト 5 に入った子供に対してプレゼントの配布を検討しています。
青パトについて彦坂さん、内村さんの登録により 5 名体制から 7 名体制になります。
手続き等に時間がかかるため、8 月か 9 月頃開始となる見込み。
防犯カメラの設置については光ファイバーになったため、当初の費用より高額になることが分かっ
た。無線式やメモリー内蔵型のカメラであれば費用は抑えられるが、管理が課題となる。
ダミーカメラでも防犯抑止力はあり、効果はある。
トヨタのハリヤーの盗難が多く狙われやすいので注意した方が良い。
自己防衛策としてハンドルロックなどを利用しましょう。

8. その他
次回は 7/6（日）自治会館大会議室 9：00 から
以
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上

