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出欠確認 欠席：清水理事、五十嵐理事

開催場所 ちはら台桜小学校 ミーティングルーム

開催日時 2018年 11月 4日（日） 9:00～

作成者： 笹木

議 事 録

乙月自治会 平成 30 年度 第 8 回理事会

作成日： 2018年 11月 5日

1. 会長報告（彦坂）

10/28（日）ちはら台自治会連合会 10 月度定例会長会

[民生・児童委員協議会ちはら台支部からの依頼]（安部会長）

・来年 11 月が民生・児童委員の改選時期となり、来年 5 月には市原市へ住所・氏名等の届け出を

出す必要があるため、退任委員がいる所は、後任の選定を進めて欲しい。

・任期は 3 年で非常勤の特別職地方公務員となり、厚生労働大臣の委嘱を受ける。また、年齢条件

があり、1944 年（昭和 19 年）12 月 2 日以降の生まれの方。

・乙月の現在の民生・児童委員は、東 4 丁目が B ブロックの梶緑さん、東 9 丁目が D ブロックの

鈴木俊江さん。

[更生保護女性会ちはら台支部からの案内]

・ 12/16（日）13 時～14 時半にコミュニティセンター 2F 会議室でミニ集会を予定している。

・ 11 月初旬の回覧で案内チラシを入れるので、各自治会の会員へ展開して欲しい。集客目標人数

は 50 名。

[報告]

・地区社協理事会、地区行動計画推進委員会（9/30）（辻川）

・わんわんパトロール（犬の散歩時の防犯パトロール）の具体的な内容を検討した。

⇒防犯委員会報告を参照。

・市長と町会長で語ろう未来創生ミーティングについて（辻川）

・ 10/13（土）に支所会議室にて開催。

・地域包括支援センターは、市津・ちはら台地区の高齢者 8600 名向けに来年 4 月開設予定。

・防災無線はデジタル化を検討しており、ちはら台地区には今後 3 年間で 5 基を増設予定。

・蘇我火力発電所については、環境影響評価書を千葉県へ提出し、県から国への提出がなされた

ところである。次の段階に進んだ時に、市民説明会が開催されるので、関心を持って参加して

欲しい。なお、市原市への火力発電所建設計画は無くなった。

・市民体育祭について（彦坂）

・ 10/14（日）にちはら台南中学校体育館で雨天メニューで実施した。

・事前の運営委員会にて、参加者集めが大変との意見があり、今回から、個人種目は全てオープ

ン参加、ブロック対抗競技も選手の事前登録は無しとした。

・ブロック対抗競技の結果は、大縄跳びが 1 位：青、2 位：オレンジ、3 位：緑、玉入れが 1 位

：水色、2 位：オレンジ、3 位：青、綱引きが 1 位：黄、2 位：赤、3 位：青で、総合順位は、

1 位：青、2 位：オレンジ、3 位：赤、4 位：黄、5 位：水色、6 位：緑となった。

・委員会より

(1)福祉委員会（秋山）

・福祉のつどいが 10/7（日）にコミュニティセンターで開催された。

・午前中は参加者が多く、にぎわったが、午後の参加者が少なく、体育館内のイベントは子供向

け遊び場等、閑散とした場所もあり、今後の検討課題となった。

(2)防犯委員会（彦坂）

・社協と連合会の共同事業として、わんわんパトロール（犬の散歩時の防犯パトロール）を実施

する。

・具体的には、先着 100 名の希望者へ、引綱につけるタイプの「わんわんパトロール」防犯ワッペ
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ンを提供し、かずさの道等で犬を散歩させる時に付けてもらう。

(3)広報委員会

・広報ちはら台 12 月号の掲載記事は、市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング、街開き 30

周年記念式典、わんわんパトロール、キッズアベニュー 2nd ハロウィン、WP ちはら台駅前ハ

ロウィン、水の江防災訓練、水無月自治会紹介等。

・その他

・地域ケア会議について（塩崎）

・ 10/23（火）ちはら台支所会議室にてちはら台圏域の地域ケア会議が開催された。

・ミニ講演が「災害時、認知症の方にどう声をかけてどう逃げる？」

・グループワークが「高齢者と災害（震災）について考える」

・義援金の取り扱いについて（辻川）

・西日本豪雨の義援金として受領したうちの 151,400 円を西日本豪雨義援金、21,200 円を北

海道東部地震の義援金として市原市町会長連合会へ提出した。

・市原市清掃事業功労者の決定について（辻川）

・ 10/27（土）に消防局 2F 講堂で、ちはら台乙月シニアクラブに清掃事業功労者として、感

謝状が贈呈された。

・防災講演会の案内（辻川）

・ 11/29（木）に千葉県教育会館大ホールで「防災隣組/近助の精神」と題した講演会が開催され

る（入場無料、予約不要）。

[議題]

・街開き 30 周年記念事業について（元起）

・式典は 11/3（土）9 時～9 時 45 分にコミュニティセンター体育館で実施（各自治会から会長

含め 2 名が参加）。

・花火は、18 時から 250 発をスターマイン式の連発で 50 発ずつ 5 回に分けて打ち上げる。花火

運営委員は、夏祭りの際に予定していた人員をスライドさせ、別途、主要道路の路上駐車注意

のため、17 か所を会長が警備する。

・あいさつ運動グッズの取り扱いについて（塩崎）

・これまでは、春と秋のあいさつ運動実施前に、事務局からタスキ、のぼり旗等のグッズを借

り、実施後、事務局へ返却していたが、今後、省力化を図る目的で、グッズについては、借用

書を書いて各自治会の管理とする。

・事務局員賃金改定について（辻川）

・ 10/1（月）から千葉県の最低賃金が時給 895 円に改正されたため、事務局員の時給を 900 円

に見直す。

・下期会費等請求について（金澤）

・ 11/28（水）までに京葉銀行ちはら台支店の連合会口座へ、下期分の会費（世帯あたり 500 円）

と自治会館事務局の印刷機使用分の実費を合わせて振込む。

・乙月は、会費が 284,000 円、印刷費が 11,859 円で合計 295,859 円。

・防犯カメラシステムに関する工事見積について（彦坂）

・台風の暴風により画角が狂ってしまい役に立っていないカメラが何台もあるため、全ての防犯

カメラの画角修正点検を行うとともに、故障カメラの予備品への交換、新規画像記録用レコー

ダの購入と設置を行う。

・西中の裏門側にある No.26 の防犯カメラの画角内に樹木が伸びてきているとの指摘がもみの

樹台自治会の今村会長からあり、該当樹木を確認のうえ、道路維持課へ伐採依頼を出す。

・その他

・ 2019 年度コミュニティセンター施設利用について（塩崎）

・コミュニティセンターの会議室等の利用希望のある自治会は、11/20（火）までに事務局あ

てに希望する施設と日時を連絡する。希望が重複する場合は調整のうえ、11 月末までに事

務局からコミュニティセンターへ提出する。

・京成会議について（市野）

・ハロウィンの計画は流れたが、京成側で今年度予算として 200 万円を確保したとの連絡が

あり、ちはら台駅前とちはら台公園の LED イルミネーションを検討する。
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２．市民体育祭（10/14）実施報告（彦坂）

・当日の雨天メニューでの開催連絡は、自治会ホームページ、ツイッター、メールで展開。

・黄色ブロックの参加申込者数は、乙月が 79 名（大人 57 名、子供 22 名）、霜月が 92 名（大人 65

名、子供 27 名）、かずさの杜が 77 名（大人 55 名、子供 22 名）。

・来年度の黄色ブロック長は、かずさの杜となる。

３．秋のあいさつ運動（11/5～9）について（彦坂）

・乙月は、シニアクラブとともに 7:20～7:45 までセブンイレブン交差点で実施。

・タスキ、のぼり旗等のグッズは、花壇倉庫（新）へ保管する。

４．下期一斉清掃・防災訓練（11/10）について（鈴木）

・一斉清掃は 11/10（土）8 時半～9 時、防災訓練は桜小校門付近にて 9 時半～10 時半に実施する。

・当日 8 時の時点で雨が降っていれば中止として、ホームページとメールで班長へ連絡する。

・開催案内チラシは 10/8 付けで回覧済み。

・防災訓練のオイルランプ作成は見送り、参加者を ３ グループに分けて、起震車体験、初期消火

訓練、応急救護訓練を順に体験してもらう。

・一斉清掃参加者にはゴミ袋、防災訓練参加者にはモバイルバッテリーかクオカード、レトルトカ

レー、一本満足バー等の参加賞を検討する。

・防災訓練の参加予定者は 84 名で、市津消防署からは、10 名程度が消防車 2 台、救急車 1 台、起

震車 1 台とともに来る予定。

５．乙月まつり（12/2）について（鈴木）

・参加する子供の数の減少に伴いゲームやイベントは、大人も参加できるものとする（射的、落書

きコーナー、綱引き等）。

・射的の景品は清水理事、綱引きの計画は天津理事、子供プレゼントは吉田理事にて手配する。

・綱引きの時間は、抽選会前の 13 時頃からとする。

・抽選会の一等賞品はディズニーランド券として、その他賞品と合わせて児玉理事が手配する。な

るべく多くの人に当たるよう、景品の数を昨年より増やすことも検討する。

・電動餅つき機も 1 台用意する（彦坂会長持参）。

・ 10/21 に開催案内を全戸配布済み。

⇒参加確認票兼お手伝い連絡票が 11/16（金）までに運営委員へ提出されるため、事業担当理事

にて取りまとめのうえ、鈴木副会長へ連絡する。

・ 11 月下旬のプログラムと参加チケットの印刷は彦坂会長にて対応する。なお、チケットには引換

時間 13 時までと明記する。

・肉まんのお手伝いは 10 時半からで十分間に合う。

・餅配布のお手伝いも開始は 10 時半からとする。

６．防犯活動について（天津）

・ 9 月の夜間パトロールは台風が多く襲来し、1 回のみの実施となった。参加者数はレギュラーが 6

人/日、一般 3 人/日の計 9 人/日だった。

７．その他

・東 4 丁目セブンイレブン交差点の歩車分離の横断歩道について、斜め横断する歩行者対策、地元

以外の車が横断歩道の青信号を見て動き出すことの対策、夕方のおゆみ野方面からの車の渋滞対

策として、抜本的な対応がとれないか検討する。

次回理事会は 11/25（日）9 時～ 桜小ミーティングルーム

（連合会の会長会とバッティングのため彦坂会長は欠席）

以上


