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1. 会長報告（彦坂会長）
8/28（日）ちはら台地区自治会連合会 8 月度定例会長会
[報告]
・青少年のつどい市津支部大会について（辻川）
・ミニバスケットボールの大会で 7/31（日）に実施された。
・男子は湿津、水の江、清水谷、牧園の 4 チームが清水谷小体育館でトーナメント戦を実施。
・女子は湿津、水の江 A、水の江 B、清水谷、牧園の 5 チームがちはら台コミュニティセンター
体育館で変則リーグ戦を実施。
・フリースロー大会もあり。
・第 15 回ちはら台市民夏祭りについて（堀内）
・支出は昨年度の 630 万円に対して 510 万円前後となる見込み。
・慰労会は 8/28（日）に八幡屋にて実施。
・各担当別に、反省点、要望を記入した報告書を 9/20（火）までに連合会事務局へ提出する。
・委員会より
(1)広報委員会（清水）
・広報ちはら台 10 月号の掲載内容は、夏休みラジオ体操、夏祭り実施報告、8 月度会長会報告、
ちはら台南 6 丁目自治会紹介等を予定。
(2)環境交通委員会（市野）
・せんどう交差点の事故対策として、バス通りに面したせんどうの駐車場入口位置を 8m ほどビ
バホーム側へ移す案を社内調整中。
・ちはら台東行きのバス路線開設時に、読売新聞から新設バス停へ設置された花壇について、手
入れがされていない状態のため、9 月上旬に撤去する予定。
・市原市清掃事業感謝状候補者推薦について（元起）
・上記花壇の設置と管理への功績により、みかげ台自治会の松村さんを推薦する。
・その他
(1)町会感謝状の推薦自治会について（元起）
・町会長大会での感謝状推薦自治会は、水の江と南 5 丁目となる。
(2)自治会館事務局の印刷機入れ替えについて（小田島）
・印刷機のリース切れに伴い、8 月末に新機種へ入れ替え予定。
[議題]
・防災訓練について（井上）
・レジ袋消火訓練の標的と初期消火訓練の標的が、それぞれ３つから２つへ変更される。
・今後の訓練の改善や防災対策のため、会場にてアンケートを実施する。
・災害時避難対策合同打ち合わせ会議について（井上）
・防災訓練と合わせて 9/4（日）14 時から実施予定だったが、関係各所との調整が間に合わず年
末へ延期する。
・市長と町会長で語ろう未来創成ミーティング議題について（元起）
・有事の情報伝達手段整備、村田川整備実行のための組織検討の２テーマとする。
・市原市一斉清掃について（元起）
・11/13（日）が市原市の一斉清掃日となる。
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・乙月の一斉清掃＆自主防災訓練は、11/5（土）を予定。
・敬老会について（辻川）
・清水谷、水の江、桜小校区は 10/2（日）、牧園小校区は 10/9（日）実施予定。
・体育祭について（辻川）
・10/16（日）南中にて実施予定。
・イノシシ被害について（井上）
・辰巳自動車学校、能満でイノシシ被害が出た。
２．夏休みラジオ体操実施報告（天津）
(1)開催日程
前期：7 月 25 日～7 月 29 日の 5 日間、後期：8 月 22 日～8 月 31 日（土日含まず）の 8 日間、計
13 日間を予定していたが雨天等により 9 日間の開催となった。
※中止日(雨天等)
7 月 27 日、8 月 22 日、8 月 29 日、8 月 30 日の 4 日間。
(2)参加状況（9 月 9 日現在）
乙月自治会の参加人数は 136 名となりました。昨年度は 213 名であったため 77 名減。
世帯数に対しての参加割合をみると B ブロックが最も多く、D ブロックが最も少なく、自宅と
開催場所との距離に関係するようなブロックごとの参加割合の結果となりました。
(3)賞品について
商品代は 4 自治会分で、総額 62,586 円（昨年度実績:72,020 円）
商品内容は、A 賞 QOO と蒟蒻ゼリー 12 個入り・B 賞蒟蒻ゼリー 12 個入り・C 賞蒟蒻ゼリー 6
個入り。
(4)他自治会も含めた参加状況と負担額
参加人数に、各賞ごとの係数（ポイント）をかける。合計ポイントから各自治会の割合を求め
負担額を決定する。
※ まだ、各自治会からの参加状況が出揃っていないため、未定。
(5)反省点、課題と提案
① 参加カードのラベル未記入者がおり、特に班名の未記入が目立った。
参加スタンプを押すときにラベル未記入箇所があったらその都度声をかけるなどの対策を講じ
る必要がある。
②今回から霜月自治会は霜月公園で別開催となっていたが同自治会からの参加者が3名ほどいた。
距離的に御影台公園が近い地区があるとの事。参加することに意義があると思うため、ほかの
自治会も受け入れ、賞品も最終日の賞品配布時は当自治会で用意した賞品を渡す。
（後日所属自治会に賞品代請求）など柔軟に対応する必要がある。
(6)良かった点
①前年賞品の駄菓子はボリュームがあり好評な一面、アレルギーなどで食べれない物があったと
の事で蒟蒻ゼリーに替えた。(子供の評価も上々？)
②前年の課題であった賞品梱包時間がかかることに関しては、蒟蒻ゼリーを賞品とする事で解消。
(パック商品)
③雨天中止の連絡は彦坂会長によるツイッターで円滑に情報伝達が出来たと思う。
④最終日に参加賞を配布した事により、今までラジオ体操最終日後に実施していた参加カード回
収・集計・賞品配布等の労力を減らすことができたがラジオ体操最終日のお手伝いの確保が課
題となると思う。
今回のお手伝いの人数は他自治会の方を含み10人程であり、所要時間的にこの人数が最低人数。
３．夏祭り乙月商店実施報告（内村）
・本日は所用で欠席のため次回理事会にて報告予定。
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４．夏祭り会場設営実施報告（三宅）
【反省点、意見など】
1． 各会場の設営担当は、徒歩圏内にある自治会にしたほうが良い
今回乙月自治会は 3 会場（東、水の江、西）を担当しましたが、西会場が乙月から離れている
ことにより、以下の反省点がありました。
1 徒歩移動が事実上困難なため、運営委員さんに車 2 台を出してもらったが、車を出せる人
は限られ乗り合いする運営委員も 7 名に制約された。このため、他の会場よりも一人当た
りの作業負担が大きくなり、作業終了は他の会場より両日とも 30 分以上遅くなってし
まった。
2 西会場は乙月住民にとって普段馴染みがない場所なので、設営場所やトラロープ張りの
位置等を理解・伝達するのに手間がかかった。
3 車 2 台を出すための駐車証手配のためのやりとり、運転手への西中学校の場所説明（上記
②含む）等、近隣自治会ならば発生しない作業があった。
2． ロープ張りは代替手段を検討したほうが良い
民家へ立ち入り禁止を示すためのロープ張りを行いましたが、作業労力の割に実効性が今一
つ見えませんでした。また、どうしてもロープは撓むので、子供が足を引っ掛けるのではな
いかと懸念する意見もありました。立ち入り禁止を示す目的ならば、代わりに立ち入り禁止
テープや張り紙を検討する余地もあるように思います。
3． 各会場に少なくとも一人は実行委員がいた方が良い
東会場は実行委員の代わりに乙月自治会長、水の江会場と西会場は実行委員が全体指揮をし
ましたが、同じ時間帯に並行作業となるため、加えて西会場は上記１．のとおり不慣れな場
所のため、作業内容の正しい伝達にはかなりの労力が要りました。作業内容を熟知した実行
委員が各会場に一人はいるようにしたほうが良いです。
4． クオカードは好評だった
お弁当の代わりに配布したクオカードは評判が良かったです。
【要 望】
1． 実行委員・運営委員向けに、会場間の移動手段（巡回バス等）の手配をお願いしたい
今後も担当会場が徒歩圏を超える可能性があるならば、実行委員・運営委員向けに、会場間の移動
手段（巡回バス等）の手配をお願いします。今回は運営委員さんに自主的に車を出して頂きました
が、どうしても車を出せる人は限られます。

５．防犯活動について（天津）
・参加人数が 6 月と比較して減少している。
・一斉清掃や体育祭などで集まった時などに顔をみて呼びかけをして、意識付けをしていくのはど
うか。
６．今年度増設分の防犯カメラ運用開始について（彦坂）
・東 4 丁目サザン交差点と A ブロック、D ブロックの入口付近の 2 台の防犯カメラの設置工事が完了
し、運用を開始。
・運用開始案内を 9/25 頃の回覧に載せる。
７．市原市市民体育祭（10/16）について（彦坂）
・10/16（日）に南中校庭で開催（雨天時は体育館）。
・競技種目と参加者募集の案内は、9/25 頃の回覧だと間に合わないため、事務局からプログラムが
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届き次第、全戸配布する。
８．敬老会（10/2）について（彦坂）
・桜小校区では、昨年度の反省を生かし、ミーティングルームと体育室を併用し、落語、小学生の
ダンス、お弁当を食べながらのおしゃべり等、楽しんでいただく。
９．自治会アンケートについて（彦坂）
・集会所保有の是非に関するアンケート調査は、第一回アンケートの結果報告の後とする。
10. その他
次回理事会は 10/2（日）14 時～

桜小ミーティングルーム
以上
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