
作成日： 2012 年 ８月 ５日  議 事 録 

乙月自治会 平成 24 年度 第 ５回理事会 作成者： 饗庭 

開催日時 2012 年 ８ 月 ５ 日（日） ９:00 ～ 12:00 

開催場所 コミュニティセンター1F 支所会議室  

出欠確認 欠席者 刈屋会計監査 

 
１． 会長報告・・・吉澤 
7 月 22 日（日）16:00～18:30「ちはら台地区自治会連合会７月度定例会長会」

…欠席（IC recorder にて） 

 

市原市防災課より要支援者支援についての説明（16：00～16：30） 

 高齢者支援課より災害時要援護者支援制度の説明 

  要援護者を地域で支援を。 

・市内の一人暮らしの高齢者・高齢者のみの世帯・障害者等に対し２月にア

ンケート調査。ちはら台地区では２０町会１４２人が町会名の記入あり。 

・避難支援プラン・個別計画を９月末までに提出 

                      ↓ 

  ・乙月管内には現在１６名（１０世帯）の方が災害時の避難支援を希望。

各ブロック理事が聞き取り調査を行い、「避難支援プラン・個別計画」を

完成させる。 

 

【報告事項】 

 

 ・鶴見虹子選手壮行会について（6/30） 

内容はちはら台チャンネルにて放送中 

 ・近隣地域意見交換会について（7/4） 

   ちはら台、市津、辰巳台の３つのエリアで意見交換会 

   現時点では具体的なものはない 

 ・地区民会議「学校・地域懇談会」について 

   市原市青少年指導センターより 

    ２３年度の補導人数７２名（小中高）・・・小中学生はひとけた 

   東地区では水の江公園周辺をパトロール 

 



・消防団員募集について 

   7/8 総合防災センターにて操法大会実施 

    市内７支団中、市津は６位。 

   ちはら台から市津第４分団へ団員を送り込みたい 

・鎌取駅駐車場利用について  

駅利用者（切符等購入者）にイオン駐車場の１時間無料券を発行 

 ・一斉清掃助成金交付について 

市原市からちはら台地区へ５００００円の助成金が支給 

乙月への支給は 

 50,000÷5,036 人(全参加人数)×784 人(自治会実施人数)＝7,780 円  

 ・交通委員会より（6/30） 

   今年から市原警察署の担当者が変わり、信号機設置等の要望は自治会か

らではなく学区の学校長から出すようにと言われたため、今後は地区で

のこの手の要望は学校長へ持っていく。 

   霜月公園前大通りに信号機設置要望。 

 ・その他 

 
【議題】 
 
 ・第 11 回ちはら台市民夏祭りについて 
   駐車場・駐輪場の確保 
   花火打上げのための河川敷使用許可を土木事務所に申請…認可済み⇒

7/30 に県へ打上げ許可を申請 
   乙月自治会の出店場所は No.45（管理事務所側から数えて４つ目） 
   無料バスは千葉中央バス（大型５台、マイクロ１台） 
   ポスターは清水谷小の児童が作成…乙月には３枚配られ掲示済 
   出店について 
    10：00～出店準備 
        15:00 開店から 20:30 閉店（時間厳守） 
    22：00 消灯 
   各自治会長は 12：00 本部テント集合  

吉澤会長は場内警備・鶴見選手警護 
・防犯カメラ機器の譲渡について 
  首都圏ケーブルメディアより所有の設備・機器類に関して譲渡依頼 

（今年度中の譲渡を希望）連合会として協議中 
 



 ・ちはら台地区防災訓練について 
8/5 以降に回覧にて防災訓練実施を案内する 
乙月はみかげ台公園に一時避難・・・そこで避難人数を確認⇒会長が支所

へ電話⇒桜小へ避難誘導 
ちはら台西中での訓練は希望者のみ（乙月は会長・副会長のみの予定） 

・防犯パトロール実施状況調査について 
   調査用紙が会長へメールで送信されている・・・⇒返信済み 
 ・防犯指導員改選について 
   引き続き山崎さんにお願いした（任期は２年） 
 ・会長研修会について・・・8/15 までに出欠報告 
   11 月 17 日（土）～18 日（日）箱根仙石原 
 ・町会感謝状贈呈候補者の推薦について 
   ２年以上の町会長経験者 

地域活動が顕著である町会 
 ・清掃事業感謝状候補者の推薦について 
   清掃事業に貢献のあった個人及び団体へ市から感謝状が送られる 
   千葉県循環型社会形成推進功労者等表彰について 
 ・ちはら台福祉施設について 

  ７月に、ちはら台南に「茶話本舗デイサービスちはら台大笑亭」という

デイサービスがオープン。 
  ちはら台内のこういった施設を調査しデーターとしてまとめる 

      
会長会以外その他 
 ・自主防災会の立上げ 
   来年 4 月から、乙月自主防災会を 2 つに分ける。 

（4 丁目と 9 丁目を別々に） 
 ・車上荒らし 
   8 月 1 日、東 9 丁目にて 
 ・かずさの道の雑草･･･再度、刈込依頼をする。 
  

2.   ちはら台夏祭り【花火運営】について・・・鈴木 
 
  ・7 月 22 日(日)１３：００～ 全体会議 場所：コミュ二ティセンター２Ｆ会議室 

１３：３０～ 運営委員説明会 場所：自治会館 ２Ｆ会議室 
  合同で花火運営にあたる四季の丘自治会と、別途打合せ 
  備品(発電機,誘導灯 等)については、乙月自治会所有分で間に合う予定。 



３． ちはら台夏祭り【乙月出店】について・・・松本 
 
   7 月 22 日（日）10:00～12:00 出店説明会 
    １．出店説明会の概要 

(1)出店時間 
・開店 15:00～閉店 20:30 迄（時間の厳守）    
・開店のための物品等の搬入は 14:30 までに完了 
・出店テントは当日朝 8:00 までに組立。 

（乙月はテント組立を依頼しているため対応不要） 
※8:00～12:00 は電気工事が入る 

・テント解体は翌日 7:00～ 
（乙月はテント解体を依頼しているため対応不要） 

(2)備品の貸出 
・机、椅子の貸出を受ける（10:00～12:00 本部テント前にて） 

乙月は、「机：４卓」「椅子：８脚」を借り受け 
(3)電気使用量 

・乙月は１口（４００Ｗ） 
(4)終了後の片付け 

・片付け用の車両搬入は 21:30 以降（お祭り終了は 21:00） 
(5)販売 

・テントからはみ出しての販売は禁止（例年通り） 
(6)ゴミ処理 

・出店に際して発生したゴミは、お客が散らかさないよう店舗に  

てゴミ入れを用意のこと。 
・ゴミ入れ、ゴミ袋には出店者の名前を入れること。 

→段ボール箱 1 個用意し、そこにゴミ袋を入れて対応 
(7)その他 

違反があった場合は、販売中止要請をするとのこと。 
来年度からの出店は認められなくなります 

    ２．出店当日のスケジュールと役割分担 
      ・14:30 までに、プレゼント引換用飲物＆お菓子、及び販売用おも

ちゃ、資機材等を運搬（行事担当理事） 
      ・14:30 販売担当者集合 
      ・15:00～20:30 おもちゃ販売＆プレゼント引換 
      ・20:30～店仕舞及びテント内の片付け 
      ・21:30～備品＆資機材等の搬出 



    ３．その他 
      ・クーラーボックス及び冷却用氷(500ml ペットボトル凍らせた物)

を持寄り 
      ・夏祭りプレゼント 
        お子様用「コアラのマーチ」・・・500 個 
        大人用 ペットボトル（お茶）・・ 45 本 
             〃（オレンジジュース）10 本 
      ・回覧用文書(プレゼント申込み用)、H25 年度向けに改訂 
 
４．夏休みラジオ体操について・・・彦坂・野本 
 
 実施(中間)報告 

１． 目的 
  ・近隣四自治会（乙月,霜月,みかげ台,かずさの杜）の連携と会員の親睦。 
   ・子供達の夏休みの早起きの習慣づけと会員の健康増進。 
 

２．実施日時 
・7 月 17 日（火）～7 月 27 日（金）（前期）土日を除く 9 日間 
・8 月 20 日（月）～8 月 24 日（金）（後期）5 日間    合計 14 日間 
・午前 6 時 30 分から 15 分程度（ラジオの放送時間内） 
・雨天中止 
 

３．実施 内容 
 

(1)ラジオ体操カードの調達 
・郵便局（かんぽ生命）、マクドナルド、メグミルク等が無料でラジオ体操

カードを配布（郵便局での配布開始は 6 月中旬以降） 
・本年は、霜月 180 枚、かずさの杜 80 枚、みかげ台 40 枚、乙月 300 枚の

必要予想＋予備 100 枚、の計 700 枚を 6/17（日）に市原郵便局より調達。 
・ラジオ体操カードを配布する前に、氏名、自治会名、班名、世帯主名を   

記入するためのハンコ押し作業、7 月分の日付修正作業、実施日以外の日

をマジックで塗りつぶす作業があった。 
 
(2)会場について 
・今年度は、みかげ台公園野球場と神無月公園での分散開催とした。 

（乙月、みかげ台、かずさの杜自治会は、みかげ台公園野球場） 



（霜月自治会は、みかげ台公園野球場か神無月公園の内、近い方を選択）) 
・初日のみかげ台公園参加者は大人と子供を合わせて 500 名超。 

子供の参加者は 1 日あたり 400 名平均程度。 
・霜月自治会の 7 丁目の北側の子供は、神無月公園ではなく、みかげ台公  

園に来ている方が多いようであり、かずさの杜から 7 丁目に渡る場所の信

号設置が遅れるようなら、霜月公園でも開催した方が良いと思われる。 
 
(3)雨天中止判断と会員への連絡方法 
・今年度は、5 時半時点で中止判断(彦坂)をした場合は、当日 6 時までに

霜月自治会伝言板に中止の旨を掲示することにした。 
参加者には、7 月初旬に配布するラジオ体操開催案内の各戸配布文書で

URL を知らせた。 
携帯、PC 等の操作ができない方のため、両会場、桜橋、セブンイレブ

ン掲示板、乙月公園、桜小校門、霜月公園、かずさの杜（2 箇所）には

中止連絡の張り紙をすることとした。 
   ※7 月は天気が良く、雨天中止はなかった。 
 

(4)ラジオ体操カードのスタンプ 
・昨年まで、参加者には、ラジオ体操終了後に、キャラクタースタンプ  

を押していたが、何点か問題があったため、今年度は、役員のシャチハ

タ印で統一した。 
・また、自治会名、所属班、氏名が記載されていない子供には、記載する

よう指導を行った。本人以外に、「兄弟の分も押して」というのは認め

ないことを徹底した。 
 

５．市総合防災訓練（9/2）について・・・鈴木・太田 
 
 「ちはら台地区総合防災訓練の実施について（お知らせ）」回覧を、8 月 5 日

以降にまわす。 
   ・日時    平成 24 年 9 月 2 日(日)午前８時 30 分～11 時 30 分 
   ・集合場所  みかげ台公園(緊急一時避難場所) 午前 8 時 30 分集合 
     参加人員の確認(安否確認訓練)後、ちはら台桜小学校(指定避難場所)

へ移動。 
   ・訓練場所  ちはら台西中学校    午前 9 時前後～11 時 30 分 
     参加希望者のみ、避難誘導者の誘導により、ちはら台桜小学校から、

各自移動。 



 
６．防犯活動について・・・彦坂・松本 
 
 ・夜間防犯パトロール 
   7 月の夜間パト実施状況、1～7 月の夜間パト参加者順位＆班別参加率の

表を作成。 
 
７．市民体育祭（10/14）について・・・大野・太田 
 
   第 1 回運営委員会(7/28)に、大野副会長が出席 
  ・乙月自治会は、霜月、かずさの杜自治会と共に、黄ブロック 
  ・ブロック長・・・吉澤会長 
  ・救護責任者・・・霜月 or かずさの杜自治会に依頼 
           （乙月の救護担当は、高木理事） 
  ・競技委員・・・・太田理事 
    
  ※乙月所属ブロックは、昨年まで応援賞 5 連覇中！！ 
 
８．その他 
 
 (1)資源回収 
   市原市の資源物回収(現在、第２、第 4 水曜日)が 10 月から毎週水曜日に

変更されることに対し、乙月自治会の回収日を、第 1、３、５日曜日にで

きないか、浜崎商店さんに問い合わせたが、予定が詰まっているとの事。 
   9 月に、回覧やゴミステーションに掲示することで、自治会内に、再度、

協力を依頼する。 
 
 (2)かずさの道の雑草 
   再度、草刈りを依頼する。 
                                  
 
次回理事会 ９/２（日）13:00～15:30 自治会館 大会議室にて 

                

以上 

 


