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・14 時現在、会員 557 名中、74 名出席、委任状 355 通で、乙月自治会会則第 8 条に定められた総会成
立要件（出席者と委任状の合計が会員数の 2/3 以上）を満たしていることを鈴木副会長が宣言。
・議長として山崎修二氏（東 4 丁目）、書記として川宿田芳佳氏（東 4 丁目）を選出した。
【議題】
第 1 号議案 H28 年度乙月自治会活動報告
《総括》（彦坂会長）
現在の会員数は、557 世帯。平成 28 年度は、「安心・安全・快適な街づくり」の基本コンセプト
を継承しつつ取り組んできた。
１．防犯活動の強化「犯罪者に狙われない街づくり」
①全員参加型による防犯パトロールの継続実施（日中、夜間、車パトロール）
②防犯カメラの増設（サザン交差点、マミーマート南の A ブロック・D ブロック入口の 2 か所）
２．防災備品の充実「首都圏直下型地震、富士山噴火への備え」
①防災備品の整備・修理（エンジン発電機）
②近隣自治会、桜小学校との連携強化
３．ゴミ減量・資源回収活動の強化「雑紙は資源」
①雑紙の資源化によりゴミ減量と自治会活動費用補助の一石二鳥
②段ボール倉庫の増設
４．近隣コミュニケーションの充実「いざという時のたよりはお隣さん」
①向こう三軒両隣とのコミュニケーション強化・・・自治会行事への参加、日常のあいさつ・会話
②自治会加入意義の PR
《防犯関係について》（内村理事）
防犯パトロール実施状況について
1 車パトロール（青色回転灯パトロール隊、一般車パトロール隊）
青色回転灯パトロール隊は、現在 6 台。一般車パトロールは全世帯の 34.6%が登録しており、
約 3 ヶ月に 1 回程度回ってくる担当週には、Ａ、Ｂ、Ｅブロックの方は 4 丁目全体を、Ｃ、Ｄ
ブロックの方は 9 丁目全体をパトロールしていただいている。青パト、一般車パトともに随時、
募集中。
2 夜間パトロール
全世帯へ 3 か月に 1 回の参加協力をお願いしている。2015 年と比べると、全班の平均では昨年
よりも 11.4%減少。「自分たちの町は自分たちで守る」を合言葉に、犯罪者に「狙われない」
「近寄らせない」「侵入させない」街づくりを目指すためにも多くの参加ご協力をよろしくお
願い致します。
3 日中パトロール
散歩、お子様の子守、幼稚園バス送迎時など外出時に防犯腕章の装着を依頼。
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《環境美化について》（三宅副会長）
1 一斉清掃について
春の一斉清掃は、非常に好天に恵まれ無事に終えることができました。秋の一斉清掃は、防災
訓練との同日開催で、当初は 11 月 19 日（土）に予定していましたが、雨天により翌日へ順延
となりました。春秋とも、班長さんや参加者皆さんのご協力により特にトラブルもなく無事終
了することができました。
環境美化を意識した日々の取り組みは、きれいな街づくりのみならず、防犯上やコミュニケー
ション作りにも有効であることをみんなが意識して、努めていきましょう。
2 資源回収について
身近な資源を有効に活用し、より住みよい街づくりを進めることを目的として、資源回収運動
を実施しております。現在、新聞・雑誌類(雑がみも含む)・ダンボール・紙パック・古着・古
布類の回収を実施しております。また例年同様、自転車の臨時回収を 3/25（土）に行います。
その他に、資源物の分別の徹底を呼び掛け、ゴミの減量とさらなる資源回収協力の啓発を行い
ました。
自治会の資源回収による収益金は、自治会の各種活動経費やちはら台桜小学校への支援金に充
当させていただいております。この運動は、自治会が一丸となって取り組み、またこれを継続
することに意義があります。引き続き資源回収運動の周知徹底に努めてまいります。
《夏休みラジオ体操について》（彦坂会長）
・子供たちの夏休みの早寝早起きの習慣づけと会員の健康増進および、ちはら台東地区の 5 自治会
（乙月、霜月、みかげ台、かずさの杜、スマートコモンシティ）の連携と会員の親睦を目的に、5 自
治会の共催で、「第 11 回夏休みラジオ体操」を実施しました。
・今年度は、みかげ台公園野球場と霜月公園で分散開催し、両会場合わせて連日 400 名程度の子供
やシニアの方々が参加しました。
《ちはら台市民夏祭りについて》（三宅副会長）
・「第１５回ちはら台市民夏祭り」は、昨年までの大規模な祭り形式から大幅な見直しが行われ、
「ちはら台住民が中心の地域に密着した夏祭り」という方針で開催されました。この見直しに伴い、
かずさの道沿いに会場の分散化、花火の中止、地域密着型のイベント実施など、今年初めての試
みが多数行われました。
・夏祭りの運営にあたり、乙月自治会としては運営委員等皆様のご協力により会場設営を担当しま
した。前例の無い試行錯誤での作業となりまだまだ改善すべき点はありますが、事故等のトラブ
ルはなく無事に会場設営作業を終了することができました。運営委員等の皆様にはご協力ありが
とうございました。
・また、乙月自治会の出店では、光ものやビニールを中心としたおもちゃ販売及びおもちゃすくい
については、内容・価格とも好評頂き、完売することができました。今回からかき氷の販売を実
施しましがこちらもすべて完売と好評でした。
・例年の企画であります「子供お菓子 or 大人飲み物の配付」については、会場分散により東地区 5
自治会共同での実施となったことから今年度は見送ることとなりましたが、次年度は他の自治会
にもご理解いただき実施できるようにしたいと思います。
《ちはら台地区市民体育祭について》（彦坂会長）
・今年度の市民体育祭は、11 月 16 日（日）に、ちはら台南中学校のグラウンドで実施されました。
事前に行われた運営委員会において、ブロック内で参加者を集めるのが大変であるとの意見が出
され、討議の結果、運営方法を大幅に見直すことになりました。
・具体的には、従来のちはら台東、南、西地区をそれぞれ２ブロックに分けた全 6 ブロックの対抗
戦形式から、玉入れ、大縄跳び、綱引き、リレーの 4 種目のみがブロック対抗競技となり、その
他の種目は全てオープン競技になりました。
・乙月自治会は霜月自治会、かずさの杜自治会とともに黄色ブロックとして参加し、体育祭の華で
あるブロック対抗リレーでは 2 位となりました。黄色ブロック選手あるいはオープン競技に参加
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された皆さまには楽しんでいただけたと思います。
《乙月祭りについて》（鈴木副会長）
・「第 11 回乙月祭り」は、快晴のもと、ちはら台桜小学校の校庭で開催されました。
今年度は、子供ゲームに新たにダンボール迷路や射的を取り入れたほか、乙月シニアクラブから
提案のあったグラウンドゴルフ体験を実施しました。中でもグラウンドゴルフは子供たちにとて
も好評でした。
・「乙月祭り」は、参加世帯全員が何らかのお手伝いを担当するイベントであり、今年度も多くの
皆さんのご協力により、盛会に開催されたことに深く感謝申し上げます。
・子供たちの成長と共に参加者の減少が見られるようになりました。いかに内容を充実していくか
が今後の課題となっています。
《第 14 回トン・トンエコマラソン大会について》（岡田理事）
・今年で 14 回目となる“トン・トンエコマラソン大会”が、ちはら台南中学校～かずさの道で行わ
れ、約 900 名が出場されました。この大会は地域住民の健康増進と体力向上をはかり、また老若
男女の交流を深めて地域のコミュニケーションの推進をはかることを目的としています。
・当日はかずさの道周辺のゴミ拾いも行い、きれいな街づくりに貢献します。なお、競技終了後に
はおいしい豚汁が配られました。
《学校支援事業について》（彦坂会長）
1 学区内地域懇談会（さくらっ子ネットワーク）
学校・保護者・地域 5 自治会（乙月・霜月・みかげ台・かずさの杜・スマートコモンシティ自治
会）でさくらっ子ネットワークを今年度は 3 回実施し意見交換をしている。
2 支援金
資源回収運動の収益金の一部を支援金とし、学校側からの要望により図書を寄贈した。
《広報活動について》（彦坂会長）
1 ホームページの運営について
自治会運営内容の開示や情報共有、および各種行事の案内や自治会付近のバス時刻表の提供等載
せている。年間 5000 件のアクセスあり。
2 掲示板の利用について
セブンイレブン駐車場脇の乙月自治会掲示板に市・警察・行政等からのポスター・文書を掲示し
ている。
《平成 28 年度 ちはら台乙月自治会会計報告及び監査報告》（彦坂会長）
・会計報告は 600 万円弱の予算に対して実績もほぼ同様。東 9 丁目の杉坂様による会計監査報告書は当
日配布。
《第 1 号議案に関する質問、コメント等》
(1)防犯について、今年度乙月自治会内で発生した事件内容を教えて欲しい。
・今年１月に、D・E ブロックで 3 件程度の車上狙いがあった。
・サザン脇の防犯倉庫の鍵穴にガラス片を詰められた（倉庫内物品に被害は無かった）。
・議長の山崎氏が防犯指導員の立場より、車のガラスは簡単に割られるので、中(座席)には絶対荷
物を置きっ放しにはしないようコメントがあった。また、防犯関係で何か気になることがあれ
ば、メモ書きでかまわないので、A-５班の山崎宅のポストに入れて下さいと呼びかけがあった。
(2)広報活動について（彦坂会長より）
・昨年はホームページがフリーズしてしまうトラブルが多く、業者と相談し、新サーバへ移行し
たことで、現在は改善しています。
※第 1 号議案は賛成多数で承認された。
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第 2 号議案
平成 28 年度 乙月自治会自主防災会活動報告（三宅副会長）
1. 自主防災訓練の実施
・今年度は市津消防署にご協力いただき、11/20（日）に水消火器を使った初期消火訓練と、消
防車の説明・見学を実施しました。
・防災訓練は継続的に実施することに意義があり、今後も訓練内容を検討しながら実施します。
2. ちはら台地区総合防災訓練への参加
今年は 9/4（日）にちはら台地区総合防災訓練が予定されていましたが、ちはら台地区会場の
南中周辺で雨が強くなった影響により、ちはら台地区の訓練は中止となりました。
3. 消火器等の点検
・乙月自治会内には、初期消火用の消火器 BOX が９箇所あり、各 BOX には 10 型の粉末消火器 2
台が入っています。毎月、役員が定期点検を実施しています。
・また、非常時に備え、炊き出し機材の点検に心がけています。
《平成 28 年度 乙月自治会自主防災会会計報告》（三宅副会長）
・収入はほぼ予算通りだったが、支出は、防災訓練での炊き出しがなかったことと、当初予定してい
た消火器の交換を補助金の関係から次年度に回したことで零となった。
《第 2 号議案に関する質問、コメント等》
(1)防災倉庫の備品は何があるのか
・大物としては、灯油コンロ 4 台、エンジン発電機 2 台、雪平大鍋 2 個、寸胴鍋 2 個。その他、乙
月祭りの餅つきや肉まんで使っている小物類があります。
・防災倉庫の鍵は会長・副会長が持っています。
(2)乙月自治会管内の 4 台の防犯カメラについても、有事に”SD メモリー”にて映像確認必要時は、
会長・副会長が鍵を管理しているのでご連絡ください。
※第 2 号議案は賛成多数で承認された。
第 3 号議案 班編成の見直しについて（彦坂会長）
・昨年度の第 2 回班長・運営委員会議および定期総会にて、乙月自治会管内の宅地開発が 1 段落したた
め、この機会に１班あたりの世帯数が 20 程度になるように A ブロック、B ブロック、C ブロックの
班編成を見直すことを提案し、1 年間仮運用してみました。
・アンケート集計結果からも、30 世帯だと回覧板の回りが遅くなる、年 2 回の自治会費の集金が大変
になる、逆に 10 世帯だと班長・運営委員の回りが早すぎるということで、現在、仮運用中の 20 世帯
程度が妥当という意見が多数でした。
・そこで D ブロックについても現状の 6 班編成から 5 班編成へ変更し、乙月自治会全体で 23 班への見
直しを提案します。
《第 3 号議案に関する質問、コメント等》
・特になし。
※第 3 号議案は賛成多数で承認された。
第 4 号議案 自治会会則の見直しについて（彦坂会長）
・自治会役員の任期は、2 年間（再任の場合は 1 年間）ですが、後任探しに苦労されることが多いよう
です。また、班によっては、役員経験者が輪番制の班長、運営委員をパスしているところもありま
す。
・そこで、昨年度の第 2 回班長・運営委員会議および定期総会にて、新たに自治会役員となる方の負
担の低減を目的として、自治会会則の役員に関する第 17 条の 4 項に、「役員経験者はその経験年数
分、輪番制の班長、運営委員を辞退することができる。」を追加することを提案しました。
・アンケート集計結果でも 3/4 以上の賛成が得られましたので改めて提案します。
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《第 4 号議案に関する質問、コメント等》
・特になし。
※第 4 号議案は賛成多数で承認された。
第 5 号議案 平成 29 年度
・議案書参照

ちはら台乙月自治会役員候補者（彦坂会長）

《第 5 号議案に関する質問、コメント等》
・彦坂会長より、会計の堀さんが平成 29 年度も継続となると 4 年目になる。会計は、エクセルが使え
る人という条件があるが、候補者がいれば連絡いただきたいとのコメント。
※第 5 号議案は賛成多数で承認されたため、旧役員は退席し、新役員と交代。
第 6 号議案 平成 29 年度 活動・事業計画（彦坂会長）
下記 4 項目を継続し、今年度は青パトへのドライブレコーダ装着を推進します。
１．防犯活動の強化「犯罪者に狙われない街づくり」
２．防災備品の充実「首都圏直下型地震、富士山噴火への備え」
３．ゴミ減量・資源回収活動の強化「雑紙は資源」
４．近隣コミュニケーションの充実「いざという時のたよりはお隣さん」
《平成 29 年度 環境美化計画》（彦坂会長）
1. 一斉清掃の実施
春季 5/13（土）
秋季 11/4（土）
2. 資源回収運動の実施
毎月 第 2.3.4 日曜日
年度末の自転車資源回収
3. ゴミ減量化運動の実施
雑紙の資源回収に向けての啓発活動
《第 6 号議案に関する質問、コメント等》
・特になし。
※第 6 号議案は賛成多数で承認された。
第 7 号議案 平成 29 年度 ちはら台乙月自治会活動予算・自主防災会予算（彦坂会長）
・議案書参照（自治会活動予算は 600 万円弱、自主防災会予算は約 300 万円）
《第 7 号議案に関する質問、コメント等》
・特になし。
※第 7 号議案は賛成多数で承認された。
【その他】
会員からの質問、意見などの交換会
(1)防犯パトロールについて（寒河江）
・シニアクラブも協力し何とか週 4 回のパトロールを支えているが、一般参加者が激減しており、全
域を回れなくなっている。
・パトロール回数を週２回に減らしてはどうか。
回答（彦坂会長）
・東 4 丁目と 9 丁目の全域をパトロールする為には、最低 8 人が必要。現状 4～5 人しか集まらない為、
全域を回れず A とＤ、または B、E、C のように半分づつ回っている。
・ちはら台地区で防犯パトロール行っているのは 27 自治会の約半分あるが、実施回数は週 1 回程度が
ほとんど。
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・これまで乙月自治会は週４回のパトロールの成果もあり、ちはら台地区内での犯罪率は最も低く活
動成果が出ているが、防犯カメラ追加により、乙月自治会管内の主要な出入り口の監視が完了した
ことから、今後パトロール回数を減らすことも検討していく。
(2)シニアクラブからの要望（寒河江）
・現在、自治会からシニアクラブ協力金として 10 万円をいただいているが、会員数も増えており協力
金を増やして欲しい。活動の場として集会所も今後必要と考えています。
・その為に提案として自治会の資源回収品目にアルミ缶を追加することを検討して欲しい(管理はすべ
てシニアクラブで当番制で行います）将来はペットボトルも回収していきたい。
回答（彦坂会長）
・アルミ缶回収に関しては、課題を整理したうえで、前向きに検討します。
・また、集会場に関するアンケート結果は、総数ではおよそ１対２で不要との意見が多かった。ただ
し、年齢層で意見がはっきり分かれ、年代の高い方ほど必要性を感じており、若年層は平日は働い
ていて利用できないことや費用の観点から不要との意見の方が多い。
・建設費や維持費を考えると、既存の空き家・空きスペースを利用する方が現実的だと思いますが、
今後も引き続き検討していきます。
(3)桜小校区小域ネットワーク活動について（天野）
・桜小域ネットワークでは、地域 5 自治会の会長さんの他、各種団体の代表者により、全国で高齢化
が進む中、削減される要支援対象者のサービス・活動の場を“地域ネット単位”で支えていく活動
をしています。
・今後、要支援者がデイケアの対象外となり、健康の保持・増進の場がなくなってしまう事や、今年
で敬老会への市原市からの補助金も終了する為、自分達の地域を支える活動を今から作り上げてい
きます。
・まず桜小にて、ボッチャを年 3 回（6 月、9 月、12 月）に企画、チラシ配布しますので、皆さんのご
参加をお待ちしています。
以上
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