
議　事　録

乙月自治会　平成 26年度 第 6回理事会

作成日：　2014年　9月　8日

作成者：　三浦

開催日時 　2014年　　9月　　7日（日）　9:00　～　12:00

開催場所 自治会館２Ｆ　大会議室

出欠確認 欠席者　吉田理事、西風会計監査

１．会長報告（Ｈ26.8.17（日）ちはら台地区自治会連合会8月度定例会長会より）

〔報告事項〕

１.スーパービバホームちはら台店の開店時刻繰上げについて

・資材館の開店時間を午前７時としていたが、今後６時３０分に繰り上げたいとの

申し出があり了解した。工務店等が現場へ行く前に資材を購入するための対応と

の事。

２.虹の橋補修工事について

・ちはら台中央バス停上にある虹の橋が老朽化のため、コンクリートひび割れ・剥

落補修、タイル舗装を撤去しアスファルトのカラー舗装に変更する。

・工事期間は平成２６年９月から平成２７年２月までの予定。

３.ちはら台ドッグクラブ　公園管理協定について

・新たにドッグクラブと協定書を交わしました。自治会連合会が関係する部分は、

「公園でドッグクラブが施設を維持管理することを連合会が認める」、「防護柵

を設置することを認める」「事故等が発生した場合は連絡を受ける」ことが入っ

ている。有効期間は平成２７年３月３１日で、ちはら台住人中心に運営すること

を検証する期間とする。

４.火災予防条例改正における関連事項について

・消火器の設置については、給油しない発電機については不要、炭・薪の使用は届

出・消火器が必要。防災訓練時の炊き出しは、訓練の届出をしており不要となる。

５.単位自治会保有備品について（防災委員会）・・・別紙参照

・保有備品を一覧にまとめたので貸し借り等に活用してほしい。防災マニュアル・

マップが無い自治会は他の自治会を参考に作成してほしい。市から作成費用の２

／３が補助される。業者に発注せず、役員にて作成してみる。

・テントが 1つ壊れているが、買い替えはしなくとも足りるので購入はしない。

・レスキューセットの内容・費用等調査し、今後揃えるべきか検討する。

６.その他

・事務局休業日について

　　８月２６日（火）～２８日（木）夏祭りの振替で休みとなる。

・危険ドラッグについて

　新呼称名「危険ドラッグ」について、総務省情報流通行政局長から文書が届いた。新

呼称が選定された趣旨を理解して危険なものに手を出さないように願う。

〔議　　題〕

１.夏祭りについて

・西中学校駐車場利用について：自治会当り１台のスペースを確保。白線内ならどこに
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止めてもよい。許可証を貼り出すこと。一晩駐車してもよい。一般の方は止められな

いので、警備の方は注意願う。

・テーマソング、盆踊り採用謝礼について：テーマソング「躍動　感動　命のコダマ」

近藤文子（市原市内）作詞、中野新吾（南６丁目）作曲、振り付けは JEUJIA カル

チャーセンター清水ゆかり。盆踊り「ちはら台音頭」吉野信司（パークシティ）作詞

作曲、振り付けは柳流一扇会伊藤一江。せんどうの商品券を進呈する。

・発電機設置に伴う消火器配置について：報告事項４のとおり。夏祭り会場の発電機は

すべて消火器不要。

・その他：連絡等のミスのない様に、必要なものは事前に準備願う。

　・８月３１日慰労会を開催。出欠を後日確認する。

２.避難所訓練について

　・当日体育館内で４グループに分かれて集合する。連絡員等の担当は後日決定して連絡

　　する。今後、東地区合同での実施をしたらどうか。

　　のぼり、ヘルメトの必要の有無については後日連絡する。

３.市長と町会長の街づくり懇談会について…元起

　・第一部は市からの議題提示による、第一部高齢化する町会運営、すべての世代で支え

る町会運営、今、やること・できること。第二部は連合会からの質問形式とし、都市

計画道路の進展、幼稚園児、児童の安全、公園、歩道等の生活環境の整備について予

定している。

４.その他　

　・８月初旬、御影台公園に首のない猫の死体があった。連合会への情報を流す様にして、

共有化していきたい。　その後同様の事件は発生していない。

　・飛行機の騒音に対する投書があった。無記名なので対応が出来ないし市若しくは国が

対応する項目である。

　・水の江公園でマムシが発見された。子供が虫取りに行く場合など注意が必要。

　・市清掃事業環境部が清掃活動を行っている方を表彰する。推薦したい方がいれば

２９日までに連絡を願う。

乙月自治会内

・御影台公園の首のない猫の死体の件に対して自治会としては回覧し注意喚起

・市の除草作業状況

・「市原市の街路樹に関するアンケート」にご協力を。

　街路樹に関して要望がある方は是非アンケートに協力してほしい。

　なお、早急な対応が必要な案件に関しては道路維持課（もしくは支所）へ直接話を持ち

　込みます　　↓アンケート

https://www.city.ichihara.chiba.jp/cgi-bin/form_enq/formmail.cgi?d=gairojyu2

２．ちはら台夏祭り（8/23）【バス運行】実施報告

　・運営委員の皆様にご協力いただき、大きな問題もなく概ね順調に運営できた。

　・来年度は乙月自治会がバス運行の主担当になる予定。

３．ちはら台夏祭り（8/23）【乙月出店】実施報告

１．日　　時：平成 26 年 8 月 23 日（土）　開店時間 15:00～20:30
２．場　　所：ちはら台公園

３．実施内容：乙月自治会子供への無料お菓子配布およびおもちゃの一般販売

４．実施規模：乙月自治会（おもちゃ販売）テント１張り（3 間×2 間）

     ※今年もシニア出店無し。

５．実施予算：20万円
　　詳細な収支は別添の収支報告のとおり。
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６．事前準備

(1)お菓子引換券の配布の案内チラシは検討の余地あり。勘違いされている方がいた。

あと、配布用の封筒をお渡しするのを忘れていました。すみません。

(2)せんどうに注文の際、飲み物を冷やす氷を頼めるそうです（無料）。今年は前日

に知りましたので頼めませんでした。ただ、来年は有料になる予定。

７．おもちゃ販売

　　仕入れ　104,990円
　　売上　　131,180円
　　販売品については、若干不良品があったものの午後 7 時過ぎにはほぼ完売できた。

うちわの売れ行きが悪く、店じまい前には 100円で販売。来年はうちわなし。

８．当日の作業分担と結果

　(1)テント組立、解体とシート敷（彦坂、大野、吉田、堀、秋山、内村）

・ブルーシート敷き（場所取り）は午前 6 時で良いが、今回、隣のテントの大部

分にシートがはみ出ていたことに若干のクレームあり。担当者と話し、円満解

決。

　(2)机・椅子等準備（秋山、東山、内村）

　　・9:30 から、ちはら台公園本部テントから机４卓、椅子８脚を借用。雨風が強く、

テーブルクロスはり等のその他の準備はできず。

　(3)おもちゃ等運搬と販売準備（内村）

　　・12:00過ぎに自宅保管のおもちゃ他を運搬。

・雨風が強く準備に取り掛かれず。全員がそろってからの準備開始となりました。

　(4)おもちゃ販売とプレゼント配布　役員全員

　　・光りものおもちゃは、順調に売れ午後 6 時半頃に品薄状態になりました。ビ

ニール系おもちゃは、大型ハンマーが人気で「ガリガリ君」、は早晩に完売

（仕入れが少なかった）。剣の売れ行きは前半苦戦したものの後半でなんとか

完売。（祭りはやはり光ものですね）

・うちわは完全にアウト。

・次年度の仕入れは、さらに光物、ビニールおもちゃはハンマーを増しても良さ

そうで、検討の余地あり。

・おもちゃすくいも好評だったと思いますがどうですか？（高学年にはもう少し

やぶれやすいポイを？）

　　・プレゼント配布はお菓子及びお茶が（サッポロポテト 49袋、かっぱえびせん 61
袋、お茶 42本）残った。（内村宅で保管中）

　　　(5)お弁当（役員用）

　　・ヤオコー(ﾕﾆﾓ)に断られたので、ホットモットに注文。会場の本部テントまで配

達してくれました。

【提案】

夏祭りの担当理事は 2名体制が良いと考えます。当日の運営は全理事のご協力があり、

問題はないと思いますが、事前準備が少々大変かと感じました。夏祭りの担当は C ブ

ロックの理事固定ではなく、2 年毎の交代ではいかがか。

４．夏休みラジオ体操実施報告

１． 目的

　・近隣四自治会（乙月、霜月、みかげ台、かずさの杜）の連携と会員の親睦。

　・子供達の夏休みの早起きの習慣づけと会員の健康増進。

２．実施日時　

・（前期）7 月 22 日（火）～8 月 1 日（金）　土日を除く 9 日間
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・（後期）8 月 25 日（月）～8 月 29 日（金）　5 日間（雨天中止 2 日）

・午前 6 時 30 分から 15 分程度（NHK ラジオの放送時間内）

３．実施内容

(1)ラジオ体操カードの調達

　6/24（月）に市原中央郵便局から 800枚を入手。

(2)ラジオ体操カード入手後の作業

　景品配布用に、ラジオ体操カードに「氏名、自治会名、班名、世帯主名」を書いて

もらう必要があり、記入欄をラベル印刷してカードに貼り付けた（一人でやったの

で 10 時間程度）。→開催日以外をマジックで消す作業は、乙月理事会終了後に人海

戦術で行い 20 分程度。

また、乙月自治会は、あらかじめ子供とシニアの参加人数調査を行い、カードを事

前配布した。その際、低学年の子供には保護者による記入のお願いを添えた。

(3)会場について

　今年度も、みかげ台公園野球場と神無月公園での分散開催とした。

乙月、みかげ台、かずさの杜自治会は、みかげ台公園野球場で実施。霜月自治会は、

みかげ台公園野球場か神無月公園のどちらか近い方を選択してもらった。

(4)雨天中止判断と会員への連絡方法

　5 時半時点で、彦坂が中止判断をした場合は、当日 6 時までに乙月自治会ホームペー

ジおよび霜月自治会伝言板に中止の旨を掲示した。参加者には、6 月下旬配布のラ

ジオ体操開催案内の各戸配布文書で URL を知らせた。なお、携帯、PC 等の操作が

できない方のため、両会場、桜橋、セブンイレブン掲示板、乙月公園、桜小校門、

霜月公園、かずさの杜自治会内 2箇所、みかげ台自治会内 1箇所には中止連絡の張

り紙をした。

(5)ラジオ体操カードのスタンプ

　今年度も、参加役員のシャチハタ印を押した。押印の際、氏名、自治会名、班名、

世帯主名が記載されていない子供には、記載するよう指導を行った。

(6)景品について

最終日に、A賞（欠席 1 日まで）は 5個の小袋お菓子とジュース、B賞（欠席 5 日ま

で）は 3個の小袋お菓子とジュース、C賞（欠席 6 日以上）は 1個の小袋お菓子と

ジュースを配布した。乙月で、最終日参加せず、事後配布した人数は 40名程度あっ

たが、カード集計後 9 月中旬頃に景品配布していたこれまでよりも手間は格段に

減った。

(7)自治会別景品集計暫定版（事後申請分が増える可能性あり）

合計 Ａ賞 Ｂ賞 Ｃ賞

乙月 213 111 67 35

霜月 167 86 51 30

みかげ台 12 7 3 2

かずさの杜 53 24 20 9

合計 445 228 141 76

(8)費用合計

　　７７，３９４円

(9)費用の自治会別負担案

　各自治会で、A賞人数×5、B賞人数×3、C賞人数×1 の和を算出。その総和分に対す

る各自治会の数値比で応分負担とする。

４ ． 次年度に向けた課題

(1)東 8丁目 8番地のセキスイ分譲地の参加
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　みかげ台公園参加者が 100 人くらい増加？

(2)桜小の校庭と体育室が借りられないか？

　雨天の場合に中止ではなく、体育室で実施できる。

５．市総合防災訓練（8/30）実施報告

　・避難所運営は自治会にて行う（市は補助役）なので組織体制作りが必要と感じた。

６．市民体育祭（10/19）について

　・全戸配布済みの案内に記載の参加/不参加表の運営委員への提出期限は 9/8（月）

　・運営委員より事業担当理事への提出期限は 9/10（水）で 9/15（月）までに各ブ

　　ロックの集計作業を行い、大野副会長に提出する。

　・9/20 に運営会議があるので、10/5次回理事会にて詳細説明

７．上総いちはら国府祭り（10/25・26）について

　・市原市主催の上総更科公園周辺にて開催される。

　・例年 12～13名程度の人員要請があるが、現在連絡がないので詳細分かり次第検討

８．防犯活動について

　・セブンイレブン改装につき夜間パトロール機材入れを掲示板裏に移動した。

　・夜間パトロール 7 月は 14 日実施し参加者は 86名
（内訳　レギュラー 46名・レギュラー以外 40名）

　・レギュラーの参加者数が減少傾向にあり、パトロール方法等検討の余地あり。

　・車パトロールは順調に運営されている。

　・年２回行われている青色合同パトロールが９月下旬あたりの予定。

９．その他

　・下期一斉清掃の日程変更（予定の 11/15（土）は南中の授業参観があるため、

　　11/29（土）に変更）

　・下期の自治会費集金のお知らせを１０月初旬回覧

　・次回理事会は 10/5（日）9：00～　ちはら台桜小学校

以上
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