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本部役員会報告（９月８日開催） 

１．８月度本部役員会議事録の確認 → 全員異議なし。 

２．会長報告 

 ・一大イベントである夏祭りも、突然の雨でプログラムを１時間残す形となり一寸残念でしたが、イ 

ベント企画部を中心に、皆さんのご協力で盛大に、そして事故も怪我も無く終了しました。有難う 

ございました。今回の反省事項等を充分に確認し、来年も楽しい夏祭りが開催できたらと思います。 

９月１日の総防災訓練は第１部を町会主導の安否確認・避難誘導訓練、第２部を南小区安心・安全 

ネットワーク主導の避難所体験訓練、応急救護訓練等として行われ、共通避難所(南小)までの桜台の 

参加は”４０４名”と過去最高で、関心の高さが伺えました。また、既に準備に入っていますが、 

９月１６日(月・祝)にアネッサで市主催の敬老会が開催されます。これから市民体育祭、桜台フェス 

ティバルと行事が続きますが、皆さん更なるご支援・ご協力をお願いします。 

 ・８月度の出来事 

  8/2(金) 有秋地区町会長連合第 4回全体会議 

*有秋地区盆踊りの反省事項確認、敬老会の検討キックオフ 

  8/3(土) 椎の木台盆踊り大会   *桜台盆踊りチーム 23 名参加、会長は来賓出席 

8/4(日) 8 月度常務役員会・本部役員会 *議事録参照 

8/10(土) 深城町会納涼祭 *深城太鼓保存会主催、会長は来賓出席 

8/18(日) 有秋南小区安心・安全ネットワーク推進委員会 

*防災訓練(9/1)の内容、役割分担最終確認(会長、秋元副会長出席)。 

*専門部(子供支援、安全、総務)の活動報告 

  8/20(火)－23(金) 夏祭り準備 

  8/23(金) 有秋地区社会福祉協議会第 2回理事会  *敬老会の第 2回打合せ 

  8/24(土) 桜台夏祭り 

  8/31(水) 総合防災訓練準備 

・市役所、消防からのメール情報 

8 月の犯罪：全 253 件(うち自転車盗難 52 件、器物破損 39件、自動車盗難 23件) 

8 月の火災：全 10件(通報は 11件で 1 件は火災報知器の誤作動) 

8 月の不審者情報：全 3件(8/4 能満、8/5五井、8/27ちはら台) 

 

 ・特記事項：１．平成 25 年度「有秋地区敬老会／於アネッサ」について 

  今年度の対象者(74歳以上)386名で、桜台の参加者は 53 名となっている。(昨年度は対象者(73 

歳以上)404名で、桜台の参加者は 47 名であった。) 

 ２．平成 25 年度「防災訓練」の参加結果について 

暑い中での多数の参加有難うございました。平成 25 年度「防災訓練」は以下のような参加結果で 

した。訓練終了後、防災部・常務役員で反省会を開催して、反省点・要検討項目が出ているので、 

別途防災部より報告してもらう。 
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1丁目 92人 1丁目 92人
2丁目 150人 2丁目 120人
3丁目 139人 3丁目 103人
4丁目 113人 4丁目 89人
計 494人 計 404人

安否確認報告者
一時避難参加

南小での訓練参加

 

 ＜有秋南小区町会＞ 

桜台 494人 桜台 404人
椎の木台 116人 椎の木台 100人
深城 30人 深城 30人
天羽田 62人 天羽田 56人
みどり町 18人 みどり町 9人

計 720人 計 599人

安否確認報告者
一時避難参加

南小での訓練参加

 

・検討事項(決議なし)：１．「自治会館２Ｆ大ホールエアコン」について 

  2F大ホールのエアコン故障について、大変ご迷惑をお掛けしていますが、現状は以下の通りです。 

           【舞台側エアコン】 ○室外機の熱交換器の冷媒漏れがある。 

           ○室外機の圧縮機のオイル漏れがある。 

           ○室外機と室内機の間のパイプには異常がない。 

           ○ダイキンに修理見積りを依頼したところ、「444,314 円」であった。 

            製造後 22年経過していて、部品提供期限を超えており、別の不具合が 

            修理中に発見されれば、修理完了できない恐れもある。 

【フロア側エアコン】 ○現在運転中で 1 度原因不明のエラーが発生。室内機の基板の問題と予想。 

○リモコンがかなり傷んでいるが、部品提供期限を超えており修理に 4 万円かかる。 

○2 台の今年度点検費用は、「45,150 円」で 7月に支払済みである。 

(会長)修理でなく、新規購入で進めたい。また、次回本部役員会まで待たず、資料配布による協議で決定

し、本部役員会の承認を事後としたい。 (小柳さん)ヤマダ電機やケーズデンキから相見積りを採るのか。 

(会長)家庭用エアコンと違い、付帯工事や運用の利便性の都合もあり考えていない。 

(渡辺さん)何かあってもすぐに対応してもらえる利便性を考えると身近な電気工事店に任せることはやむ 

を得ないことと思う。 (小柳さん)話を有利に進めるのに、今回相見積もりを採ってもよいのではないか。 

(森田さん)本部役員会の承認が事後というのはどういうことか。 

(会長)対応を急ぐと言う事であり、関係資料を本部役員の皆さんに渡して、10 月度本部役員会前に決定し

たいと言う事である。  (杉山さん)相見積もりを採って、役員会に示すのが先ではないか。 

  (会長)事後承認というのは、本部役員による書類協議を経て決定し、10 月度本部役員会で正式に承 

認決議を採りたいという意味である。よって役員会を無視して進めようというものでない。 

  (飯山さん)この話はずっと進んでいなくて、夏の暑いときに結局間に合わなかった。議論を行うこと 

も重要であるが、決定・実行のスピードアップをできないのか。 

  ２．桜台オリジナル盆踊り曲「桜台おっさ節」について 

  (経緯)今年の年明けに当時役員の歌詞原案に基づき、4丁目の藤掛先生(作曲家)の作詞補助、作曲に 

よる桜台オリジナル盆踊り曲「桜台おっさ節」が出来上がり、平成 24年度 2 月の役員会で 

紹介された。今回の曲をプロジェクト化して進めるのであれば、藤掛先生の作詞補助案に対 

する自治会員の意見収集や本部役員会での承認決議が必要であろうとの意見もあり、対応が 

遅れていた。7月に藤掛先生から本件についてご確認の問合せをいただたので、対応遅れの 

お詫びと今後の対応について説明させていただき、了承いただいた。 

  (対応案)今後、「桜台おっさ節」完成のプロジェクトを立ち上げ、来年度の夏祭りに向けて準備する。 

   ○藤掛先生の作詞補助案について自治会員の意見収集し、先生と相談して修正する。 

    (先生の作詞補助案は曲と合っており、自治会としてはこのままでもよいと考えたが、先生はで 
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きるだけ桜台自治会員の声を取り入れて、町全体の作品として完成させたいとの思いがある。) 

   ○歌い手(ソロ、コーラス)を自治会員から募集し、録音する。 

   ○一秀会の中島先生に踊りの振付を依頼する。 

   「おっさ」＝市原に伝わる方言で『そうだよ』という意味。 

３．「桜台地区へのスーパー誘致」について 

A コープの閉鎖による、桜台自治会員の不便を解消すべく、種々検討中ですが今後の方向性の報告 

のみとする。現在、五町会で協力して署名活動を進めていけないか議論を始めている。また、最近 

スーパー誘致の話に明るい方と意見交換する機会を持った。 

３．副会長報告 

・(藤田副会長)防災部長・副部長ともに防災コーディネータ研修を修了。防災訓練も無事に終えられた。 

・(秋元副会長)夏祭りのご協力ありがとうございました。夏祭りの「金券」は 9/13 が締め切り。夏祭りの

支出は約 97万円で昨年より数千円多い結果。桜台フェスティバルの各専門部での準備をお願いします。 

・(森田副会長)自治会法人化について先月から検討された資料を整理している。将来に建て替えの必要が発

生した際に、どのようにしておくことが必要か、今のうちから調査しておきたいと考えている。 

 ・(新田副会長)今月は備品購入、夏祭り費用で支出が増加した。予算通り執行されている。 

４．地区長報告 

 ・1丁目地区長・・・市民体育祭への協力をお願いしたい。1丁目防災倉庫のハンドメガホンを修理した。 

 ・2丁目地区長・・・防災訓練でスムーズに人数把握できた。今月のお悔みは１件であった。 

 ・3丁目地区長・・・防災訓練でいろいろ初めての経験はあったが、概ねスムーズに進められた。 

・4 丁目地区長・・・防災訓練は概ねスムーズに進められた。4丁目の奥のごみステーションの整備 

は完了した。自治会費未納者 3名には継続対応中である。 

５．専門部報告 

 ・防災部：9/1(日)の防災訓練は概ねスムーズに行えた。9/21(土)に防災部会を開く。本日班長に防 

災訓練アンケートを配布し、10/19(土)に安否確認シートの説明会を開催する。 

(渡辺さん)各世帯から班長さんに自発的に人数報告があったか、それとも班長からの質問に答える形 

だったかアンケートで確認できないか。 (江藤さん)10/19(土)の説明会のときに確認してみる。 

  (飯山さん)防災倉庫に「班長」の腕章が人数分ないのは困る。今回は「地区長」のみ腕章をつけた。 

  (佐藤さん)2丁目も数が足りず渡していない。 (荒巻さん)4丁目も数が足りず渡していない。 

  (渡辺さん)1丁目は早いもの順で渡した。   (藤田さん)防災倉庫は防災部でなく各地区長管理なので、 

不足品は地区長から防災部長に報告してほしい。 

  (飯山さん)「班長」の腕章の不足分を申請させてもらう。 

  (江藤さん)防災倉庫について把握する必要を感じ、不足品は補充したい。 

  (藤田さん)予算化されていないがどう処理するか。    (会長)雑費処理でお願いしたい。 

  (渡辺さん) 10/19(土)の説明会は班長だけの出席か。  (藤田さん)班長以上全員である。 

・防犯部：「自主パトロール」の結果、空家が多いことが判った。現在 1,239 世帯が居住されているのに対

して、約 60 件が空家である。今後さらに状況は悪化すると思われ、現時点で実態把握調査が必要

と考えている。半年で解決できるものでなく、今後自治会全体で進めていくためのベースをつくり

たいので協力いただきたい。  (青木さん)この件は班長の了解を得られているのか。 

 (小柳さん)まだ得ていない。本日配布予定の資料で了解を得るつもりである。 

 (青木さん)この資料は実際の調査依頼の書面であり、了解を得る資料とは取ってもらえないのでは。 

 (森田さん) 10/19(土)の防災部主催の説明会で今回の防犯部の依頼を行えばよいのではないか。 

 (佐藤さん)専門部から理事、班長に対して説明を行わないと、各地区で伝わり方が異なり疑義を生じる。 
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 (小柳さん)1 名の理事が最大 5 名の班長に、1 名の班長が１～2 件の調査で済むことが資料から分かって

いただけると思う。  (飯山さん) 班長は１～2件の調査で済み、多大な労力を必要としない。 

  (米原さん)うまく班長さんに説明できればよいが、もしも連絡が取れなければ調査結果なしでもよいのか。 

  (小柳さん)空家であることは判っているので、前居住者の移転先、土地・建物の原所有者等、近所の方で 

知っている方はいるはずなので可能な限り、調査をお願いしたい。 

  (佐藤さん)そんな依頼内容はどこにも書かれていない。 

  (小柳さん)添付のエクセル資料の項目を見れば、判るはずである。 

  (久保)班長から理事は何をやるのかと聞かれたらどう答えればよいのか。 

  (小柳さん)班長と理事で協力してほしい。わたしも同行しても良い。 

  (久保)各理事の説明でニュアンスや受け答えが異なるのは好ましくない。小柳部長から説明いただきたい。 

  (杉山さん)小柳部長 1 人から理事・班長さん全体に発信してほしい。 

  (飯山さん)今回の回覧書類で何か問題があるのか。 

  (杉山さん)そういう問題でなく、この資料でいいので何故 10/19 に説明できないのか。 

  (佐藤さん)作業量でなく、進め方がまずいと思う。各人資料を見ただけではとらえ方が違う。理事が 

班長から調査内容、作業範囲、進め方等具体的に質問を受けたら困るのではと思う。 

  (飯山さん) 10/19(土)の防災部主催の説明会で今回の防犯部の依頼について説明します。 

・生活環境部：夏祭りでは途中の大雨で売り残った。部員の皆さんお疲れ様でした。 

・文化・体育部：7/13からのラジオ体操は大人 143 名、子供 159 名であった。反省会で賞品につ 

いていろいろ意見が出された。ラジオ体操をしないでハンコだけもらうケースも報告された。 

市民体育祭は 9/2(月)に回覧させていただき、選手希望は 9/15(日)に締め切りとなっている。 

役員の皆さんは全参加でお願いしたい。 

・福祉部：夏祭りの放送係で子供太鼓の出演者呼び名リストがギリギリとなった。抽選会は時間繰り 

上げでおこなったが、4等以下で受取に来ていない方が多い。午後に福祉部会を開催する。 

 ・広報部：ラジオ体操、夏祭り、防災訓練について自治会の PC に入れてあるので、必要な方は自由 

に利用ください。9/7の部会では、桜台だより 9月号のチェックを全員で行い、現在会長に 

承認依頼中である。 

・イベント企画部：6 月から盆踊り、7月から子供太鼓の練習に参加いただき、盆踊り大会では桜 

台が一番多く参加した。夏祭りはケガもなく終えることができホッとしている。あとはテニ 

スコート側においてある木材は櫓用のものなので勝手に使用しないようしてほしい。 

６．その他 

●ご転入 なし ●ご転出 なし 

 ●９月の主な行事 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              以 上 

9/1(日) 有秋南小区総合防災訓練 *於有秋南小学校 

9/5(木) 有秋地区社会福祉協議会理事会 

 *敬老会の第 3 回打合せ 

9/6(金) 有秋地区町会長連合全体会議 

9/8(日) 9 月度常務役員会・本部役員会 

9/10(火) 有秋地区社会福祉協議会体育振興会会議 

9/16(月・祝) 有秋地区敬老会 *於アネッサ 

9/18(水) 敬老会反省会 

○次回本部役員会 

１０/６(日) 9：30 自治会館 2F 大ホール 

※傍聴参加できます 


