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1. 会長報告（彦坂会長）
報告；4/26（日）ちはら台自治会連合会 4 月度定例会長会
・連合会 総会議事録について（元起）
前年度の定期総会、役員会で議事録を必ず作成、配布するように決まった。
・小中学校入学式について（辻川）
連合会より辻川会長 井上副会長 鈴木幹事 市野幹事 斉尾幹事が出席。
・市原市町会長連合会理事会及び評議員会について（辻川）
ちはら台地区自治会連合会代表として辻川会長が出席。
主な議題・・・平成 27 年度市長と町会長のまちづくり懇談会について
・委員会より
・防犯委員会（市野）
1） 防犯カメラ増設について
今年度ちはら台連合会として 3 台設置。また住宅メーカーより 3 台寄贈予定。
（現在ちはら台に 20 台設置）連合会設置３台分の補助金について市原市に申請中。
2） ①青色パトロール活動 26 年度補助金について
4 回以上 月 1,000 円 ⇒ 27 年度実施分より活動回数によって補助金金額が変わる。
（4 回、5 回の場合、従来通り 1000 円、6 回、7 回が 1500 円、8 回以上が 2000 円）
②青色パトロール 27 年度活動登録者について
6 月 21 日（日）実施者講習会を行います。
対象者 新規に登録の方及び最終講習日より 2 年が経過している方
＊昨年 1 度も参加されていない方には再度意志の確認
・防災委員会（斉尾）
1）27 年度活動計画について
スーパービバホームと提携し簡易型感震ブレーカーの紹介
8 月 30 日ちはら台西中学校で防災訓練実施
ちはら台の消防団の活動支援・・・4 月に消防車納入
スタンドパイプを使用した消火活動訓練他
2）消防団打ち合わせについて
日時 4 月４日（土） 18：00～20：00
市津支団 荻生本部長 連合会 ちはら台消防団が参加
・今後の訓練計画 月 2 回の訓練でレベルを上げていく
・小型ポンプ操作大会 オブザーバーとして参加予定
・年末警戒パトロール他
消防団員現在 15
・プリンター購入について（小田島）
故障の為 ￥22,800 Ａ 3 使用可。
パソコンからプリンターへの大量印刷は原紙のみ。大量印刷は不可。
・ＦＴＴＨ化（光ケーブル）更新工事計画について（辻川）順次切り替えを行い 27 年度完了予定。
《提案事項》
ちはら台消防団活動費について（斉尾）
総会の指摘を受け弁当代、懇親会の予算を減額し団員の方には一部の費用を負担して頂く。
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《議題》
１．27 年度運営について（辻川・元起）
・会議日程について一部日程変更があり。
6 月 7 日（日）は選挙と夏祭り実行委員会が重なります。選挙立ち合いする会長は会議に代
理を出すなどで対応する。
２．委員会運営について（辻川）
彦坂は福祉委員会、地区民会議
３．春のあいさつ運動について（元起）
・日時：5 月 18 日（月）～5 月 22 日（金）
自治会ごとに場所を決めて頂き実施。
４一斉清掃について（辻川）
・市の一斉清掃日は 5 月 24 日（日）です。その日に実施できない自治会は、実施日時を単一
自治会で決定のこと。
５．6 月 7 日の市原市長、市議会議員選挙 立ち合いについて（元起）
・4 月 28 日（火）までに立会人を選出。午前・午後に分けることも可能。
６．夏祭りについて（斉尾）
・日時：8 月 22 日（土）
・祭りの見直しについては、開始時間の 1 時間繰り上げ、花火の規模の縮小、レイアウトの
変更、イベントの変更など検討中。5 月 16 日の会議にて概略を決める。
７．27 年度単位自治会行事予定について（小田島）
5 月 15 日までに報告。
８．宇野学園への住民説明会の申し入れについて（斉尾）
・土地取得者である宇野学園・阿弥陀寺教育学園に住民説明会を申し入れ、4 月 23 日宇野学
園・連合会・住民を交えて開かれた。
（宇野理事長）
ＵＲから取得した土地は、運動場と駐車場、そしてお手洗い、シャワー設備、雷の避難設
備を建設。将来的には幼稚園と保育園の一体型を検討。
通行禁止看板を出した理由については、坂を上がってくる車と通行人の交通事故が起きた
場合私有地の管理人として責任を問われるため
（宇野理事長）
4 月 30 日の期限は延期する。検討して連合会に回答する。
（ウッドパーク田中会長）
周辺住民は、生活道として利用しているため大変困っています連合会の皆様にも協力をお
願い致します。
９．その他
・人権擁護委員推薦について（市野）
お１人の方から了承頂いており、市議会を通り次第就任していただく
・上期納入金について（小田島）
平成 27 年 1 月 1 日現在の会員数により 4 月 27 日（月）～5 月 29 日（金）までに納入。
報告；5/24（日）ちはら台自治会連合会 5 月度定例会長会
・認知症連絡協議会セミナーについて（5/15）（市野）
50～60 才で発症する若年性認知症もあり（男性に多い）。
初期症状としては、一度に複数のことができなくなる。
認知症患者 1 名につき 3 名での対応要。
・中学校体育祭（5/16）小学校運動会（5/23）について（元起）
5/23 の桜小運動会では、当日の 3 時時点で既に 30 人の場所とり行列あり。
・市原市町会長連合会研修旅行について（5/22～5/23）（辻川）
水戸市へ行き、意見交換実施。
・委員会より
・防犯委員会（鈴木）
1）第１回防犯委員会について（5/16）
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わんわんパトロール（犬の散歩時にゼッケン）、りんりんパトロール（自転車のかごにカー
ド表示）を試行する。
2）青色パトロール実施者講習会について
6/21（日）9 時～9 時半に講習会を実施する（原則、6 月、11 月の年 2 回）。
対象者：新規参加者および前回講習から 2 年経った者（乙月は、吉澤、今井）。
・防災委員会（斉尾）
1）第２回消防団打ち合わせについて（4/29）
ちはら台消防団 16 名中の 15 名と、市津支団の荻生本部長、連合会から斉尾幹事が参加。
2）消防市津支団分団長、副分団長研修会（5/17）
八幡屋にて実施。連合会から辻川会長、斉尾幹事が参加。
3）消防操法大会について（5/31）
湿津小で 9 時～12 時。
4）排水栓設置場所について
排水栓は、上水の汚れを抜くためのもので、該当箇所のマンホールに青丸がついている。
東 4 丁目は 8 箇所、東 9 丁目は 1 箇所。
スタンドパイプの実習時には消火栓（マンホールに黄色丸）ではなく、排水栓を使う。
・文教委員会（井上）
1）中学校合同音楽祭について
5/31（日）14 時～コミセン体育室にて開催。
2）文教、環境合同課題について
水の江公園トンボ池のクリーン化（池の泥さらいは今年度は予算なく不可、がまの穂の早期
間引きと白い綿状の胞子が飛ぶ前の刈り取りは実施）
かずさの道を使う東地区から南中への通学自転車（約 300 台）のマナー向上要。
・広報委員会（小田島）
・広報ちはら台７月号掲載内容について
自治会紹介はキッズアベニュー 2nd、8 月号はかずさの杜。
・その他
・あいさつ運動実施報告について（元起）
6/15 までに参加者数を報告。
・第６回ちはら台地区町会親睦ゴルフ大会実施結果について（斉尾）
優勝：パークファミール連合、準優勝：大岬 LPGA
・市原市長、市議会議員選挙立会について（元起）
桜小は、前半：三宅さん、後半：堀さんの予定。かずさの杜の井上会長は終日。
・防火管理者変更について（辻川）
石倉さんから元起さんへ変更。
・ちはら台地区民会議協力金について（辻川）
予算通り 20 万円とする。
《議題》
１．夏祭りについて（斉尾）
1）実施概要
開始、終了を 1 時間早めて 14 時～20 時、模擬店は 14 時～19 時半とする。
2）出店について
例年並みとするが、混雑防止のため、配置を工夫する。
3）協賛金について
例年並みとする。
4）告知について
広報ちはら台、各戸配布（第 1 報、第 2 報）のみとする。
5）スローガンについて
一般公募する。
6）第１回実行委員会について（案内）
6/7（日）13 時～15 時に自治会館 2F 会議室で実施予定。会長と実行委員参加。
7）その他
運営委員数は、加入世帯の 5%から 4%へ縮小、乙月は 28 名が 22 名となる。
２．市長と町会長のまちづくり懇談会テーマについて（辻川）会長経由で公募中。
３．消防小屋設置場所について（防災委員会 斉尾）コミセンの砂利駐車場奥への設置を計画中。
４．その他
・青色防犯パトロール２６年度補助金配布について（鈴木）
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乙月は、吉澤さん：12,000 円、寒河江さん：12,000 円、山崎さん：12,000 円、
彦坂さん：7,000 円、内村さん：4,000 円、岩崎さん：3,000 円。
・２７年度補助金額（月額）について
4 回、5 回の場合、従来通り 1,000 円、6 回、7 回が 1,500 円、8 回以上が 2,000 円
・市原市一斉清掃助成金について（元起）
・参加人数割により各自治会に分配⇒6/15 までに事務局に報告
2. 一斉清掃(5/17)実施報告（三宅副会長）
・予定日（5/16）が雨天のため 5/17 に実施
261 世帯・441 名（大人 311 名 子供 130 名）が参加。
・南中の体育祭と同日で参加者が少ない一因となった。
・世帯数としては横ばいだが、参加人数が減少している。
成長に伴い子供の参加が減り、夫婦ともに参加していた大人が単独での参加となっている。
・草刈機の燃料代は使用燃料が 10L 以下で少額であるので、市へ請求はしない。
・次回は、草刈機の台数と回収員も増やした方が良い。
3. 自主防災訓練(5/17)実施報告（東山理事）
・予定日（5/16）が雨天のため 5/17 に実施
・意見などあればメールで報告を。
4. 春のあいさつ運動（5/18～22）実施報告（彦坂会長）
東 4 丁目セブンイレブン交差点は最大 15 名が参加。
5. 夏休みラジオ体操について（秋山理事）
・日程 前期 7/23(木)～7/31(金)土日を除く 7 日間、後期 8/24(月)～8/31(月) 土日を除く 6 日間
計 13 日間(雨天中止)
時間 午前 6 時 30 分から 15 分程度
場所 みかげ台公園野球場内
昨年同様 雨天時の連絡は当日 6 時までに乙月自治会の HP 上で行う。
ラジオ体操カードは例年通りかんぽ生命保険のものを使用するが、貼付するラベルは自治会名の書
き忘れ防止のために○で囲む方法に変更。ラベル貼付作業は来月理事会終了後役員皆で行う予定。
ラジオ体操参加者への景品配布を最終日に行ったことは、役員の負担軽減に有用だった。
今年度も最終日に配布したいが、景品がかさばることや面白さにかけるので内容については要検討。
6. 防犯活動について（内村理事）
・夜間パトロール参加者は増加せず。
・B-2 班の新村さんは、来月からレギュラーメンバーへ移行。
7. 防犯カメラ増設について（彦坂会長）
・市役防犯対策室での事前審査結果は良。各種書類とともに補助金申請を出す段階。
・防犯カメラは、首都圏ケーブルメディア（SCM）の電源柱を借りる予定だったが、SCM 回線の
光ファイバ化に伴い、ケーブル TV アンプ用の電源柱は不要となり、将来撤去される。
・引き続き防犯カメラ用に使うのであれば、経理上は、資産譲渡という手続きが必要になる。
・また、乙月自治会への貸与とするのか、連合会への貸与にするのか、防犯カメラに 100V 電源
を給電するための東電との契約はどうするのか、等々の課題があり、まずは、SCM 社内で
方針を決めた後に、再度連絡をもらう。
8. その他
平成 27 年度

第一回

防犯推進リーダー研修会

参加報告（秋山理事）

日時：2015 年 5 月 30 日（土） 10 時 30 分～12 時 00 分、場所：国分寺公民館、参加者：秋山理事
市原市主催の防犯推進リーダー研修会に参加。
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(1)犯罪発生状況と犯罪手口・対策方法
・刑法犯認知数説明
年々減少傾向にある。地域の協力による結果と思われる。
・振り込め詐欺
オレオレ詐欺の被害者は 7 割が女性、犯人は男が多い（息子、男孫）。
・市原市の犯罪について
昨年の多発地域は、五井、八幡、姉崎。内容は、自転車盗、器物損壊、車上ねらい、車盗。
(2)地域ごとのグループワーク （講師：ちはら台区 地域防犯アドバイザー 常世田様）
・ちはら台地区の犯罪について（平成 27 年 4 月末）
市原市 11 地区内で発生件数 5 位。内容は以下。オレオレ詐欺被害の報告はなし。
人口に対する発生件数は、市原市平均 1/690 件、ちはら台地区 1/359 件。
・防犯対策
割れ窓理論（割れた窓を放置していると管理されていない状態になり犯罪が増える。）に基づ
く対策として、環境を悪化させないこと。
例
落書き、ピンクちらし、空き缶、吸い殻なのゴミを放置しない。
郵便受けに新聞等がささったままにしない。
家の前に花などを育てきれいにする。
防犯意識の向上
声掛け：ご近所との日常のあいさつ。
防犯設備
ちはら台地区の防犯カメラは 8 台増設し 28 台になる。（乙月からの 2 台申請含む）
そのほか
かずさの道に変質者が出ている。小学生の登下校の見守りを協力してほしい。

次回理事会は 7/5（日）9 時～

自治会館 2F 大会議室
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