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出欠確認 欠席者：無し

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 2019年 8月 4日（日） 9:00～ 11:00

作成者： 吉田

議 事 録

乙月自治会 令和元年度 第 5 回理事会

作成日： 2019年 8月 11日

1. 会長報告（彦坂）

7/21（日）ちはら台地区自治会連合会 7 月度定例会長会

[防災訓練について]（ちはら台支所）

・ 9/1（日）9 時～12 時に牧園小学校で初期消火訓練、避難所開設訓練、AED 体験等を実施予定。

・乙月は、一時避難場所である桜小校門付近に集合後、会長のみ牧園小へ移動し、避難所開設訓練

に参加する。

・開催案内は 8/4 頃に回覧する。

[報告]

・市原市一斉清掃協力金の支払いについて

・ちはら台地区への協力謝金 5 万円が各自治会の一斉清掃参加者割りで配布された。

・乙月は、309 名参加で、3,700 円。

・社会福祉協議会 第 1 回評議会について

・ 6/25（火）に社会福祉協議会 3 階会議室にて開催。内容は、平成 30 年度の事業報告と決算の

承認、今年度役員の選出。

・労災病院コミュニティバス利用状況について

・ 7/1（月）の運用開始から 7/5（金）までの利用実績を集計した。

・労災病院へ向かう便は 35 名、帰り便は 33 名が利用。ちはら台駅と清水谷小の間に停留所がな

く、南牧園や大岬の利用が不便なため、ちはら台公園か大岬公園への停車を要望する。

・第 13 回ボランティア祭りについて

・ 9/29（日）10 時～15 時に清水谷小で開催予定。

・各団体からのボランティア活動紹介、ショータイム、むかし遊び体験、模擬店、フリマ、ボラ

ンティア相談、バリアフリー体験等。

・委員会より

(1)福祉委員会（秋山）

・地区社協の第 1 回理事会が 7/7（日）に支所会議室で開催された。

・ 2019 年度の通いの場の運営費は、残金が 60 万円程度あり、あと 4 団体ほど補助可能。

(2)防災委員会（染谷）

・ 7/4（木）に千葉県消防学校の設備見学会に参加した。

・総工費 100 億円以上をかけた消防署員向け訓練設備であり、宿泊施設も完備。

・来年の全国消防操法大会が実施されることも決まっている。

(3)広報委員会（成田）

・広報ちはら台 9 月号の掲載記事は、夏祭り実行委員会・運営委員会、防災訓練予告、ちはら台

チャンネル番組表、ファミール自治会紹介、労災病院コミュニティバス時刻表等。

[議題]

・夏祭りについて（堀内）

・全体説明会を 8/4（日）13 時～13 時半にコミュニティセンター体育室、担当別の運営委員会

を同日 13 時半～15 時にコミュニティセンター会議室 他で開催予定。

・盆踊り練習会を 8/11（日）13 時～開催予定。

・ 8/17（土）9 時～10 時に清水谷小 PTA 主催の清水谷小グラウンドの草刈りに連合会も協力



2

する。草刈り機を持っている自治会は、持参する。

・自治会出店テント位置を決定。乙月の 2 店舗は、昨年と同様、校舎側（北側）の清水谷公園側

（東側）。

・市原市清掃事業感謝状贈呈候補者推薦について（辻川）

・少なくとも 2 年以上継続的に清掃を行っている団体への表彰。毎週日曜日の消防団のちはら台

公園清掃を推薦する。

・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）

・ちはら台地区は、10/12（土）午前中に支所会議室で開催予定。

・「安心・安全」を大テーマとして、連合会の各委員会の委員長が「新総合計画（堀内）」、「福祉

・文教（秋山）」、「防犯（彦坂）」、「環境・交通（伴）」、「防災（染谷）」、「コミュニケーショ

ン（成田）」の小テーマごとに市長と対話する形とする。

・防犯カメラ購入について（彦坂）

・連合会管理の防犯カメラ 25 台のうち、最も初期に導入した No.1、2、6 の防犯カメラを更新

予定。見積は約 60 万円で、市原市の防犯カメラ補助金制度を使えば、1/4 が補助されるため、

実質の費用負担は 45 万円程度となる見込み。

・その他

(1)自治会館 2F 会議室エアコン設置工事について（辻川）

・大会議室 2 台、小会議室 1 台のエアコンを更新。いずれも 5.6kW 機で、約 15 万円/台。

(2)地区民会議主催 親子で護身術開催報告（染谷）

・ 7/13（土）に親子 59 名、指導者 12 名、スタッフ 10 名の計 81 名で第 10 回「親子で護身術」

を実施。

(3)市原市民生委員推薦準備会について（辻川）

・ 7/14（日）に開催。今年、民生・児童委員が改選され、ちはら台全体で 29 名を選出済み。

(4)子供みこしの譲渡について（辻川）

・夏祭りで使わなくなった子供みこしは、ファミール自治会に譲渡する。

(5)新昭和テナントについて（辻川）

・スーパービバホームの向かいに建設中の新昭和のテナントのうち、スーパーはヨークマート、

衣料品店はサンキで決定。その他は現在交渉中。

２．夏休みラジオ体操について（渡辺）

・これまでの乙月、霜月、かずさの杜、みかげ台、スマートコモンシティに加えて今年は東 6-1 自治

会も加えた 6 自治会の合同開催で実施中。

・今年はかずさの杜自治会が幹事で、ラジオ体操カードはマクドナルドのものを手配した。

・後半戦は、8/19（月）～8/30（金）の土日を除く 10 日間の予定。

３．夏祭り乙月商店について（込山）

・おもちゃ販売用に 32,077 円、おもちゃすくい用に 49,897 円、合計 81,974 円分のおもちゃを購入

済。

・おもちゃすくいは 1 回 100 円、かき氷も 100 円（練乳かけは 150 円）とする。

・おもちゃすくい用の水は、20L ポリタンク 5 個に事業担当理事が水を入れて当日の倉庫からの

備品搬入時に、花壇倉庫まで持参する。

・かき氷のシロップは、イチゴ、メロン、ハワイアンブルー、レモン、マンゴー、コーラ、ラムネ、

抹茶、オレンジ、ピーチ、グレープ、エメラルドパインの 12 種類を購入済。

・乙月自治会会員向けに、1 世帯あたり、かき氷とおもちゃすくいの無料券を各 3 枚ずつ配布する。

コピー防止のため、無料券には班名と世帯主名の記入欄を設けて、配布の際、総務担当理事が捺印

する。

・ウッドパークちはら台自治会（世帯数 140）から、自治会員向けに、おもちゃすくい券を配布する

ので、利用者があった場合は、事後精算させて欲しいとの申し入れがあり、了承した。

・釣銭は、5 千円分×2 か所を込山理事が準備する。

・当日は、男性役員は 11 時に花壇倉庫へ集合、女性役員は 14 時に現地集合。



3

４．夏祭り進行運営について（鈴木）

・進行運営マニュアルを幹事自治会の大岬自治会にて取りまとめ中。

・お手伝いの運営委員さんが急に来れなくなる場合も想定され、臨機応変に対応するため、鈴木副

会長は、司会運営テントに常駐する。

５．防犯活動について（渡辺）

・雨の影響があり、7 月の夜間パトロール参加者は、レギュラーが 2.8 名/日、一般が 1.8 名/日と、

合計 4.5 名/日と、大幅に減少。

６．市原市市民体育祭について（彦坂）

・ 10/13（日）9 時～ 南中グラウンドで開催予定（雨天時は体育館で実施）。

・開催案内の各戸配布文書と運営委員さんへの参加者とりまとめ協力依頼文書は、プログラムと合

わせて 8/4 頃に出す。

・黄色ブロック（乙月、霜月、かずさの杜）の今年のブロック長と救護責任者は、かずさの杜から出

す。

７．9/1 市原市防災訓練について（彦坂）

・今年は、牧園小で、消防団の放水訓練、市津消防署による初期消火訓練、AED 訓練、市役所

による避難所開設訓練を実施予定。

・乙月は、一時避難場所である桜小校門付近に集合後、会長のみ牧園小へ移動し、避難所開設訓練

に参加する。

・開催案内は 8/4 頃に回覧する。

８．E ブロック住民からの要望事項について

・前事業担当理事の天津さん経由で以下 2 点の要望が寄せられた。

(1)かずさの道から花壇倉庫に至る道路の横断が危険なため、車のスピードを落としてもらうため

に道路に自治会館前にあるような山型の障害物を設置出来ないか。

⇒連合会取りまとめで、昨年度、ちはら台全域の生活道路の 40km /h 制限を申し入れ済みで、今

年の未来創生ミーティングで進捗を確認する予定。

40km /h 制限が実現できない場合は、次善の策として申し入れする。

(2)雑草の刈込みは、年に 2 回市原市で実施しているが、この時期は伸びてきてしまうので自治会

でお金を出して実施できないか。

⇒春と秋の一斉清掃では、ゴミはほとんど落ちていないため、草刈りに切り替える、市原市が実

施する期間以外で、草刈りボランティアを募集する等の意見が出された。継続検討する。

９．その他

・乙月の資源回収日（第 2､第 3､第 4 日曜日）に資源ゴミを出さずに、水曜日の市原市の資源回収に

出している家庭がまだあることと、各ゴミステーションの資源回収の張り紙が古くなっているこ

とから、資源回収への協力依頼の全戸配布と、ゴミステーションの資源回収の張り紙の更新を実施

する。

次回理事会は 9/8（日）9 時～ 桜小ミーティングルーム

以上


