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1. 会長報告（彦坂会長）
2/21（日）ちはら台自治会連合会 2 月度定例会長会
[報告]
・市原市町会長大会について（辻川）
・2/6（土）市民会館小ホールにて実施。
・みかげ台自治会とキッズアベニュー 2nd 自治会が団体表彰された。
・単位自治会の会長を 2 年以上務めた石倉さん（大岬）、梅沢さん（キッズアベニュー 2nd）、
吉澤さん（乙月）の 3 名の前会長が個人表彰された。
・ユニモ協議会について（辻川）
・2/11（木）ユニモ会議室にて実施。
・ユニモ側から、2015 年度営業概要、2016 年度事業方針、夜間の不審者情報、駐車場の拡充状
況が報告された。
・連合会側から、市原市総合計画への要望事項の内容を報告し、緊急時の飲料水等の協力、村田
川沿いの美化等について今後の連携を依頼した。
・夜間の不審者対策として、ユニモの近隣自治会に青色パトロール強化と防犯街灯の増設を要望。
・委員会より
(1)防災委員会（斉尾）
・平成 27 年度は、防災委員会を 4 回開催し、通電火災対策、スーパービバホームちはら台店の
「防災用飲料水施設」の使用協定の締結、市原市総合防災訓練実施内容の検討・提案、消防団
の活動支援と団員募集、第 4 回ちはら台地区災害時避難対策合同会議の打ち合わせ会を実施し
た。
・今後の課題は、消防団が平成 29 年度にちはら台分団として独立できるよう市原市総合計画へ
の導入推進、スタンドパイプによる自営消火活動の実現。
(2)防犯委員会（鈴木）（代理：元起）
・平成 27 年度活動報告と平成 28 年度活動計画案を審議。
⇒・連合会管理のサーバ型防犯カメラは 25 台を上限とし、今後しばらく増設は行わない。
・単位自治会管理の防犯カメラ申請補助を行う。
・ダミーカメラ新設 6 か所（100 万円）は予算の関係で見送り。平成 27 年度購入した余り
の 1 台の活用法含めて鈴木委員長と調整する。
・No.11 の「防犯カメラ作動中」看板が紛失。心当たりがあれば鈴木委員長まで連絡方。
・青色パトロール今年度実施者に対して、来年度継続の意思確認を予定。
(3)広報委員会（小田島）
・広報ちはら台 4 月号の掲載記事は、市原市新総合計画への要望、各委員会報告、南牧園自治会
紹介、ちはら台地区町会親睦ゴルフ大会等。
(4)交通委員会（市野）
・横断歩道の設置 4 か所、信号機の設置 3 か所、標識設置その他の対策 8 か所を要望。
・ちはら台公園清掃当番について（元起）
・平成 28 年度、平成 29 年度のちはら台公園清掃当番については、かずさの杜（年 1 回）、大
岬（年 1 回）、霜月（年何回でも）とシニアクラブで分担する形とする。調整が必要なら南
6 丁目も入る。
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・その他
(1)ユニモ従業員強盗傷害事件について（辻川）
・2/12（金）22：45 頃にちはら台公園東側の水飲み場近辺でユニモちはら台女性従業員が殴打
による打撲を受け、現金（2、3 万円）、運転免許証、保険証、キャッシュカード等が奪われ
た。
(2)はるかの丘自治会設立住民説明会について（辻川）
・現在、133 世帯中 96 世帯が入居済みで自治会設立に向けた住民説明会が開催された。
・その他、サンクルーベ自治会、コモンシティ自治会も新規立ち上げ予定。
(3)福増クリーンセンター焼却炉火災によるゴミ減量の協力について（辻川）
・回覧物として毎度差し込まれている通り、市役所環境部クリーン推進課から、燃やすゴミの
20%減量の依頼がある。
(4)高齢者生活支援センターサービス体制整備について（辻川）
・市原市として、各種団体のネットワークを使い、高齢者生活支援サービスを計画。
[議題]
・市原市新総合計画提案について（市議との打ち合わせ）（辻川）
・平成 29 年度からの 10 年計画となる市原市新総合計画に、ちはら台地区としての要望を提出。
・具体的には、交通インフラの整備、消防車庫の設置、有事における情報機能の強化、村田川の
整備、かずさの道の全面補修、防犯街灯の LED 化、帝京平成大学の活性化等。
・連合会総会について
(1)連合会会員の報告、案内配布について（元起）
・連合会総会に 3 名以上が出席する自治会（会長、前会長の他の参加者）については、氏名、住
所、連絡先を 3/15（火）までに事務局へ報告すること。
→乙月自治会からは 彦坂会長、三宅副会長、吉澤前会長、鈴木新副会長の 4 名が出席予定
・欠席の場合の委任状の委任先は所属自治会の会長とする。
・総会議案書は、3 月会長会後に配布予定。
(2)議案書について（元起・小田島・辻川）
・連合会総会の議長は井上会長、書記は清水会長、議長は田中会長を予定。
・委員会報告について修正あれば、各委員長まで連絡する。
・平成 28 年度連合会役員に関して、会長、副会長、幹事は、桜小校区 2 名、水の江小校区 2 名、
清水台小校区 3 名、牧園小校区 2 名として、以下の通りとする。
会長：辻川 正美（南牧園）
副会長兼事務局長（福祉・文教委員長）：元起 裕一（南 6 丁目）
副会長兼会計（福祉・文教副委員長）：小田島 孝好（堂坂）
副会長（防災委員長）：井上 孝夫（かずさの杜）
副会長（夏祭り委員長）：堀内 夕希（霜月）
幹事（環境・交通委員長）：市野 孝次（南 5 丁目）
幹事（防犯委員長、夏祭り副委員長）：彦坂 知行（乙月）
幹事（広報委員長、夏祭り副委員長）：清水 久美子（水の江）
幹事（夏祭り副委員長）：永井 典夫（キッズ 2nd）
監事は、ウッドパーク駅前の高橋会長の後任会長、および梅沢氏（キッズ 2nd 前会長）に
打診する。
・夏祭りの規模縮小（花火の廃止）に伴い、連合会への上納金を現状の 600 円/世帯から 500 円/
世帯へ減額する。
・会長研修会費用は、一泊研修から日帰り研修とすることで従来の半額の 20 万円に減額する。
・新旧自治会長歓送迎会について（元起）
・連合会総会後の 3/27（日）17：30 より日本エアロビクスセンターの翠州邸にて実施。
・出欠とバス利用の有無について 3/19（土）までに事務局へ連絡する。
・災害時のビバホーム給水タンク利用について（斉尾）
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・スーパービバホームちはら台店の裏側に 27 トンの給水タンクが完成し、2/11（木）に役員で
視察を実施。
・水道水を常時貯めており飲用可能（蛇口は 5 か所あり停電時も給水可能）。
・今後、「非常時における給水タンク使用協定書」を早期に締結するとともに、災害時の運用マ
ニュアルを作成する。
・ちはら台チャンネル番組放送審議会について（小田島）
・3/4（金）に開催予定。
・ケーブルテレビモニターについて（辻川）
・平成 28 年度のケーブルテレビモニター受託者 10 名の名簿が提出された。
・町会親睦ゴルフ大会後援について（元起）
・連合会として、第 7 回ちはら台地区町会親睦ゴルフ大会の後援を社会体育振興会とともに行う。
・その他
(1)臼、杵の補修について（井上）
・連合会保有の臼については、底部を削りなおす。杵については、新規購入の方向。
(2)自治会館和室の改修について（辻川）
・現状、和室の使い勝手が悪いため、事務所と一体化する等の改修を予定する。
≪街路樹管理方針の意見交換会≫
・2016 年 10 月 1 日付けの広報いちはらでパブリックコメント募集の案内を行い、2017 年 3 月ま
でに方針決め後、市原市新総合計画に盛り込む予定。
２．期末自転車回収について（岡田）
・回収日
3/19（土）7:00～9:00 に回収（雨天決行）（前日の夜から出すことも可能）
・回収場所 ４丁目かずさの道入口の花壇
・回収品目 自転車
３．H28 年度役員顔合わせ会（3/6）について（彦坂）
・H27 年度で退任する役員は、後任者に開催案内を渡すこと。
４．第 13 回定期総会（3/26）について（彦坂）
・役員立候補者は無し。
・出欠表兼委任状の班長提出期限は 3/19（土）、総務担当理事への提出期限は 3/20（日）となって
いる。当日までに総務担当理事にて、各ブロックの出席者数、委任状枚数を集計すること。
・当日、男性役員は 9 時集合、女性役員は 9 時半集合。
・総会後の第１回班長・運営委員会にて B ブロック事業担当理事を選出する。
５．防犯活動について（秋山）
・１月の夜間パトロールは参加人数が少なく中止の日が多かった。（雨、インフルエンザの影響）
・班編成が変わるのでパトロール表を組みなおすことになる。
・H28 年度防犯カメラ設置予定箇所のサザン交差点、マミーマート南の A ブロック・D ブロック入
口部の 2 か所へのポール（及び防犯カメラ）設置許可申請書を市役所土木管理課へ提出。
６．その他
・班編成の見直しによる、次期班長・運営委員さんの選出の方法について（三宅副会長）
・H29 年度に向けて自治会費の減額を提案（西風監査）

次回理事会は 3/26（土）13 時半～

桜小ミーティングルーム
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