
議　事　録

乙月自治会　平成 28年度 第 2回理事会

作成日：　2016年　5月  15日　　

作成者：　宮本

開催日時 　2016年　　5月　　8日（日）　9:00　～　10:30

開催場所 ちはら台桜小学校　ミーティングルーム

出欠確認 欠席者　なし

1. 会長報告（彦坂会長）

4/10（日）ちはら台自治会連合会 4 月度定例会長会

　 [消防局講話]
　市津消防署関署長から以下の講話があった。

　　・市原市の火災概要：出火原因の第 1 位は放火であり、放火されない環境作りが重要。

　　　・ゴミは指定された日時・場所に出す。

　　　・家の周りに燃えやすいものを置かない。

　　　・物置や車庫には鍵をかける。

　　・予防救急：自分に起こりうる危険を認識することが重要。

　　　・高齢者のつまづき、転倒。

　　　・高齢者のお餅での窒息。

　　　・高齢者の入浴事故（ヒートショックによる血圧変動）。

　　　・乳幼児の異物誤飲。

　　　・乳幼児の水の事故。

　　　・熱中症。

　　・火災予防：火災から身を守るための注意点として、下記の市原市火災予防実践ファイブを紹介。

　　　・いますぐ確認　コンセント。

　　　・ちゃんと閉めたか　灯油蓋。

　　　・はじめましょう　防火診断。

　　　・らっかに注意　洗濯物。

　　　・しっかりつけよう　住警器。

　　・消防庁ホームページ：予防救急普及啓発「ボジョレーに教わる救命ノート」アニメの紹介

　　　・第 1 話「心臓突然死ってなに？」

　　　・第 2 話「胸骨圧迫（心臓マッサージ）のしかた」

　　　・第 3 話「AED の使い方」

　　・初期消火用排水栓操作マニュアル（スタンドパイプ使用）の完成。

　　　・市原市ホームページ－くらしの情報－手続き－手続きのご案内（目的から探す）－防災
　　

[報告]
・スマートコモンシティちはら台自治会の発足について（辻川）

　・4 月 2 日付で東地区「スマートコモンシティちはら台」自治会が発足し、現在 26 自治会体制。

　　年度内に西地区の「はるかの丘」と「サンクレーベル」の 2 自治会が発足予定。

・総会議事録、細則改正の確認について（元起）

　・平成 28 年 3 月 27 日に開催されたちはら台地区自治会連合会第 15 回定期総会はお陰様で全議題

　　が承認された。別紙議事録について内容の追加等があれば事務局でまとめたい。

　・第 3号議案のちはら台地区自治会連合会規則施行細則第 4条の会費については、総会後の第 1
　　回会長会で承認後施行することとなっていたが、本日の会長会にて、同条第 1号の活動経費を

　　1100円から 1000円に、同第 2号の夏祭り経費を 600円から 500円にそれぞれ減額することが

　　承認された。

・小中学校入学式について（元起）

　・4 月 7 日の小学校入学式（4 校）、4 月 8 日の中学校入学式（2 校）に辻川会長等が出席した。
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・ビバホーム非常用貯水タンク使用契約調印式について（辻川）

　・災害等により水道水の供給が止まった時に備えて自治会連合会として防災倉庫にペットボトル

　　を常備していたが、今般自治会連合会とスーパービバホームちはら台店との間で非常時におけ

　　る給水タンク使用協定がまとまり、別紙のとおり協定書を 4 月 10 日付で締結した。

　・費用は、給水タンクを使用した際に謝礼を支払うこととしている。6 月号の広報ちはら台で自

　　治会員にお知らせする。

・委員会より

　(1)防災委員会（井上）

　・3 月 22 日に新旧団員の引継ぎを兼ねて消防団の打ち合わせを行った。

　・本年度のリーダーは垂門さんから子田さんに変更。団員は現在 18名だが将来的に 25名まで増

　　員したい。

　(2)広報委員会（小田島）

　・広報ちはら台は 5面と 6面が自治会の担当。

　・広報ちはら台 6 月号の掲載内容は、新人会長研修会、春のあいさつ運動、夏祭り予告、ビバ

　　ホーム災害時給水タンク、WP ちはら台駅前自治会紹介を予定。

　(3)交通委員会（市野）

　・交通対策として市原警察署及び市原市役所に出向き、市原市と千葉市の境界道路（ゴルフ場隣

　　接地）の通行が危険なため、「ゾーン 30」（生活道路における歩行者等の安全な通行を確保

　　するため、ゾーンを定めて最高速度を 30キロメートル毎時とする速度規制）を整備するよう

　　要望し、近々現地調査をすることとなった。交通安全協会とも連携し対応したい。

　(4)防犯委員会（彦坂）

　・防犯カメラの補助金交付について、平成 27 年度事業として市原市から補助金 75万円が平成 28
　　年 3 月に交付された。交付が 3 月となったため、平成 27 年度決算書には計上していない。交

　　付金は防犯カメラ管理積立金特別会計で管理したい。

　・防犯カメラの定期点検を平成 28 年 3 月に実施した。

・その他

　(1)市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング提案の進捗状況（元起）

　・市長と町会長で語ろう未来創生ミーティングは、10 月 15 日（土）に開催されるが、会長は全

　　員出席なのでよろしくお願いしたい。

　・前年度の進捗状況として、3 月 29 日付で市原市長からちはら台地区会長宛に、「平成 27 年度

　　市長と町会長で語ろう未来創生ミーティングにおける市への要望に対する進捗状況について

　　（報告）」以下のとおり回答があった。

　　　要望１　放射性廃棄物の貯蔵地について

　　　　　　　市原市の「国の責任による全国規模の集中管理を求めていく」考え方に　　

　　　　　　　変更はない。本件については、国は県内１箇所に集約管理とする姿勢を変えておら

　　　　　　　ず、また、対象候補地とされた千葉市は、詳細調査の受け入れはできず、分散保管

　　　　　　　を求めている状況。今後とも、国、県、千葉市の動向について注視していく。

　　　要望 2 　防犯灯の LED化について　

　　　  　　　町会管理の防犯街灯の LED化については、総数が膨大であり、市原市の財政状況

              から考えても非常に大きな課題の整理が必要となっていることから、先進他市の動

              向を含め、現在調査研究中。

　　　要望 3　 道路脇の雑草の手入れについて

　　　　　 　 引き続き、前回（未来ミーティング時）回答した対応（年 2 回）をしているので、

　　　　　　　ご理解願いたい。
　　

[議題]
・２８年度連合会運営について（元起、辻川）

　・会長会・研修旅行は 6 月 26 日（日）に変更する。1/22（日）の定例会長会は 9：30 に変更。

　　3/26（日）10:00 に定期総会を追加。
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　・平成 28 年度定例会長会は原則毎月第 4 日曜日 9:30～11:30 開催。会長が出席できないときは必

　　ず代理の方の出席をお願いしたい。書記は、新任会長の輪番制なのでよろしくお願いしたい。

　・28 年度自治会連合会会長業務担当について、井上・清水・元起・小田島役員には市原市連合

　　会の評議委員をお願いしたい。コミュニティセンター運営協議会、社会福祉協議会、体育振興

　　会、青少年育成地区民会議の役員は別紙資料のとおりお願いしたい。

　・平成 28 年度ちはら台地区自治会連合会の各委員会・内容課題一覧表について、連合会には 6
　　つの委員会があり、各会長の割り振りを決めさせていただいた。委員長は原則として経験者を

　　充てている。各会長はそれぞれの委員会の所要の内容・課題に取り組んでいただきたい。

　・自治会活動の優先順位として、各会長は連合会業務を優先し、次にそれぞれの自治会活動とさ

　　れたい。

・新任会長研修会について（元起）

　・4/24（日）13:00 から平成 28 年度新任会長研修会が自治会館で開催される。

　・主な内容は以下の通り。

　　市原市関連：市原市役所及びちはら台支所の担当者から自治会長の役割、行政手続き等の説明

　　自治会連合会関連：役員から連合会規則、委員会活動等の説明

　　新任会長は全員出席されたい。

・春のあいさつ運動について（元起）

　・恒例の春のあいさつ運動が、5/16（月）～20（金）まで実施されるので、できるだけ多くの方

　　の参加をお願いしたい。自治会ごとに参加予定人数を 5/12（木）までに報告されたい。

　・通学路（西 1-11交差点）は、時間を 7：00～7：30 に変更する。他地区も通学実態に合わせて

　　変更可（乙月自治会・シニアクラブ担当の東 4丁目セブンイレブン交差点は 7：20～7：45）。

・28 年度単位自治会行事予定について（小田島）

　・広報ちはら台掲載記事、ちはら台チャンネル放映番組の企画について単位自治会の協力をお願

　　いしたい。

・民生児童委員推薦について（辻川）

　・平成 27 年 12 月に、ちはら台地区民生・児童委員協議会会長から各単位自治会会長宛に民生委

　　員児童委員の推薦についてお願い文書がきている。

　・該当する自治会については 4 月中に推薦し、連合会に報告をお願いしたい。

　　⇒乙月は東 4丁目が梶緑さん、東 9丁目が鈴木俊江さん。

　・民生委員の活動は多岐にわたり、かつ平日の活動が多いため、仕事のある方は負担が大きいと

　　考えている。

　・東 8丁目担当は、霜月自治会からスマートコモンシティ自治会に修正する。

・その他

　(1)広報ちはら台の配布について（小田島）

　・広報ちはら台の自治会ごとの配布枚数・受取方法について確認。枚数に変更があればその都度

　　申し出されたい。

　(2)社会福祉協議会入会届について（新会長へお願い）（元起）

　・新会長はちはら台地区社会福祉協議会の会員となるため、入会届を提出されたい。

　(3)コミュニティセンター軽トラックの借用について（辻川）

　・ちはら台コミュニティセンター運営協議会が所有する軽トラックについては、従来同協議会が

　　利用料金を徴収していたが、料金の徴収は法律に抵触する可能性があるため、平成 28 年 4 月

　　から利用料金を廃止し謝礼を徴収することとなった。謝礼は従来の利用料金相当を想定してい

　　るが利用者の判断に任せる。利用にあたっては単位自治会で事前に誓約書を提出されたい。

　(4)ちはら台公園周辺不審者情報について（辻川）

　・ユニモ隣のちはら台公園周辺で不審者の出没情報があるので注意喚起されたい。

　・関連して街路灯で暗い箇所について防犯上の観点から市原市に改善要望を行い承認された。

　(5)臼杵の購入について（井上）

　・連合会所有の貸出用の臼と杵が劣化し使用不能の状態となっているので、購入したい。臼は石

　　製で 5万円程度、杵は 1万円程度で本年度 15万円予算化済み。利用申込は先着順としている。
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　(6)自治会長名簿、緊急連絡網の配布について（辻川）

　・緊急案件については、会長判断となるので会長に連絡願いたい。

　・会長名簿、電話連絡網、自治会長・各種団体名簿に誤りがあればご指摘いただきたい。自治会

　　長・各種団体名簿中、コミュニティセンター事務局長は佐藤さんから藤川剛さんに修正された

　　い。

　(7)上期連合会納入金請求について（小田島）

　・上期連合会納入金については、本日の定例会長会で報告事項 2 として納入金の減額（活動経費

　　1,100円⇒1,000円、夏祭り経費 600円⇒500円）が承認されたので、各会長にメールで納入依

　　頼書（電子化したもの）を添付するとともに、納入依頼書（原本）を自治会館のメールボック

　　スに入れておくが、どちらを使用されてもかまわない。

　・必要があれば納入確認後領収書を発行するが、連合会の資金繰り上 5 月末までに納入をお願い

　　したい。

　・今後、資料の電子メール化は積極的に推進したい。

　(8)5/2（月）自治会館の臨時休館（事務局休み）について（元起）

　・GW 連休に合わせて 5/2（月）は臨時休館とする。

２．一斉清掃（5/14）について（三宅）

　・参加予定人数：14 日（土）　325世帯（564名）、15 日（日）の場合　311世帯（532名）

　・燃えないゴミは各ブロックで集積場所を決める。

　・粗大ごみが出た場合は班長から理事に連絡する。
　　

３．春のあいさつ運動（5/16～20）について（彦坂）

　・「あいさつ運動実施中」のタスキをかけて登校する子供たちにあいさつをする。

　・のぼりとタスキは 5/14（土）に連合会事務局から彦坂会長が引き取る。

　・役員で参加可能な方は、東 4丁目セブンイレブン交差点（リーダ：乙月自治会彦坂会長）か桜小

　　校門前（リーダ：かずさの杜自治会井上会長）のどちらかに 7：20～7：45程度まで（登校児童が

　　いなくなるまで）参加をお願いしたい。

４．防犯活動について（天津）

　・夜間パトロール：3 月の参加者は 1、2 月より微増だがまだまだ参加者が少ない。

　　　　　　　　　　参加者が増えるよう対策必要。いろんな人の意見を集めたい。

　・青色パトロール：鈴木さん、秋山さんが登録され、今井さんが登録を返上したため今後は 6人体
　　　　　　　　　　制。

５．上期会費徴収並びに会員状況について（堀）

　・本日、上期自治会費の集金が完了。
　

６．防犯カメラ増設について（彦坂）

　・新規増設場所：サザンの交差点、マミーマート南の A,D ブロックの入口部の 2箇所。

　・費用：1 台 40万円だが、市の方から半額（1 台 20万円）補助が受けられる。

　・業者：千葉エレク

　・今後の流れ：千葉エレクに見積もり依頼→市の事前審査→本審査→書類提出→許可→補助金給付

７．会員アンケートについて（彦坂）

　・質問内容について、初回は①班構成見直しの是非、②役員経験者の班長・運営委員のパス権限

　　の是非のみにする。集会所についてのアンケートは後日行う。

　・次回の理事会、アンケート作成。

８．その他

　(1)各ブロックの設置消火器について
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　・薬剤の交換時期の為、秋の防災訓練の際、消火訓練に使用することとして、今年度中に全ブロッ

　　クの消火器を交換する。市の補助金制度が使えるか確認する。

　　次回理事会は 6/5（日）9 時～　桜小ミーティングルーム

　　（次々回は 7/3（日）から 7/2（土）へ変更）

以上
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