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本部役員会報告（１１月４日開催） 

１．10 月度本部役員会議事録の確認 → 全員異議なし。 

２．会長報告 

 ・急に肌寒い日が続く季節になりました。台風２６号は桜台にも何箇所かの被害をもたらしましたが、 

各ご家庭は大丈夫だったでしょうか。この後台風２７号、２８号接近の影響で、市原市の”上総いち 

はら国府まつり”も中止となりました。”桜台フェスティバル”は是非快晴の下でと願うばかりです。 

 今年の自治会活動も半分を経過しましたが、来年度の体制準備もそろそろ計画する時期となりまし 

た。今後は来年度の新役員の選出の対応、総会準備等をしていくことになりますが、スケジュール決 

定等を早めにして、余裕を持って対応できるようにしたいと思いますので宜しくお願いします。 

 ・１０月度の出来事 

  10/２(水) 市原市町会長連合理事会  *於市民会館 

         *市長と町会長のまちづくり懇談会について  *平成 25 年度「町会長大会」について 

  10/４(金) 有秋地区町会長連合役員会 *市長と町会長のまちづくり懇談会(有秋地区対応)について 

10/５(土) 市民体育祭・有秋地区大会  *於有秋西小学校 

       *雨天のため 40 年間初の体育館でプログラム縮小開催 

       *綱引き、長縄跳びで健闘した結果桜台は”3 位” 

10/６(日) 東京都千葉福祉園まつり(７０周年記念)  *桜台の神輿貸出し 

10/９(水) 自治会上期・会計監査受審  *問題点、改善点等指摘なし 

10/13(日) 常務・本部役員会  *審議内容は議事録の通り 

10/13(日) 不入斗・小鷹神社秋季祭礼 

10/15(火) 有秋南小区安心・安全ネットワーク推進委員会  *於桜台自治会館 

*各専門部(子供支援、安全、総務)の状況報告 *敬老会(開催区域単位)検討。 

  10/17(木) 市長と町会長の町づくり懇談会  *於極東石油クラブハウス 

         *市政報告 *市役所幹部の出席 *代表町会(深城町会＆桜台自治会)の活動発表 

                        ⇒桜台自治会から「お助けマン互助会」の紹介発表 

  10/18(金) 有秋地区社会福祉協議会理事会  *有秋地区福祉バザーの打合せ 

  10/20(日) 芋掘り大会(体育振興会主催)  *雨天決行 

  10/20(日) 救命(AED)講習会(福祉部/消防署)  *参加 24 名 

・市役所、消防からのメール情報 

10 月の犯罪：全２31 件(うち自転車盗難 49 件、器物破損３5 件、窃盗 30 件) 

10 月の火災：全 4 件(通報は 8 件) 10 月の不審者情報：全 1 件 

(10/10 桜台 1-2(深城池そば)で痴漢行為、その後も目撃情報あり) 

 ・報告事項：１）自治会館２F 大ホールのエアコンについては先月の本部 

役員会での承認の通り、安田電気に 10/8 発注して 10/30 に設置が完 

了しました。 設置機器：日立パッケージエアコン RCI-AP112EHP1×2 式 

２）各地区長さんに調査いただいた電線障害の街路樹についてまとめ中 

ですが、まとまり次第西部公園管理事務所に提出して対応を検討しても 
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らいます。写真を添付して訴える提案がありましたが、作業が煩雑になるのでまず地図でまとめます。 

３）２丁目「わんぱく公園」下の保育所用地売却に伴う対応は、台風２６号の影響(依頼業者逼迫)で遅れ 

ている模様です。 *2 丁目防災倉庫の移設は 11/6(水)に実施予定である。 

４）有秋中学校後援会加入募集実績について桜台の応募金は合計 132,000 円でした。有秋中学校より 

お礼の書面を受領して、全体では 640,000 円と報告がありました。有秋中学校には苦情として、一口 

1,000 円の後援会入会要請といえ名簿もなく、また毎年要請するのであれば、後援会への支援金募集の 

形で依頼すべきと申し入れました。 

特記事項：１）台風 26 号の被害状況について 

被害状況および対応状況
3丁目バス停横のポプラが根こそぎ倒木した。(右写真)
⇒西部公園管理事務所の手配で即日(16日)対応実施済み
郵便局前の道路を上がった所の柳の木が途中から折れる。
⇒西部公園管理事務所の手配で即日(16日)対応実施済み
2丁目奥の土手の木が倒れ、電線・電話線に寄り掛かった。
⇒電線は東京電力に連絡して3日後(19日)に対応実施済み。
⇒電話線はNTTに連絡して8日後(24日)に対応実施済み。
3丁目個人宅<A>の庭の木2本が隣人宅<B>の庭に倒れ、
もう1本は倒木寸前となっていたが<A>さん不在で<B>
さんが困惑し、自治会に連絡。
⇒翌日、宮崎会長から<A>さんに電話を入れ、対応いた
だ
2丁目個人宅屋根の上の給湯器が落下寸前の状況であった。
⇒市役所・建築指導課の担当者が現場確認(会長立会い)
⇒1ヶ月前より空家で、息子さんと連絡が取れ、近々対
処
4丁目個人宅の雨樋破損
⇒ご本人(東京在住)からの依頼で、補修業者を手配して
10/23補修済み。補修状況図と請求書を郵送した。
2丁目(わんぱく公園上)及び3丁目北側土手で倒木が何本
か
⇒3丁目北側土手には土手と並行にU字管が埋設されて
い
るが、倒木した根がU字管を持ち上げていて危険。
　　10/28公園管理事務所担当と現場確認。

⑦

①

②

③

④

⑤
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３．副会長報告 

・(森田副会長)自治会法人化について引き続き検討中。ごみステーションに外部から持ち込む者がいる。 

 椎の木台の中学生から中央公園に毒キノコがあると通報を受け撤去した。 

・(秋元副会長)イベントからの要請で青空市場の場所決めをしてほしい。雨天の際は文化・体育部と生活環

境部で相談しておいてほしい。 

 ・(新田副会長)10 月末で会費は 89%納入された。市からの防犯灯関連収入もあった。 

 ・藤田副会長は欠席。 

４．地区長報告 

 ・1 丁目地区長・・・10/26 に 1 丁目 20 番地が停電した。すぐに東電が来て復旧した。 

 ・2 丁目地区長・・・台風 26 号関連は会長報告と重複しているので省略。 

 ・3 丁目地区長は欠席。 

・4 丁目地区長・・・木の枝の電線障害の恐れを先月報告したが、急ぐ必要がある場所もある。 

５．専門部報告 

 ・防災部：会則の第３条「本会の会員は桜台 1 丁目から 4 丁目の区域内の住宅に居住する者であって 

一世帯を以って一会員とする」と自主防災マニュアルの第 4 条「会員は、自治会の会員をもって構 

成する」にあるように安否確認名簿の対象者の意味合いが異なっている。 

(渡辺さん)自主防災マニュアルの第 2 条にあるように「地域住民の隣保共同の精神に基づく自主的 

 

撮影：三丁目 武藤孝司さん 
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な活動を行うことにより、地震その他の災害による被害の防止、及び軽減を図ることを目的とする」 

とあるように互いに助け合うことが本論ではないか。 

  (小柳さん)75 歳以上の独居者で自治会費を払っていない方がいれば、半額で安否確認対象にしては。 

  (宮崎会長) 75 歳以上の独居者で自治会費を払っていない方はいない。自治会費納入者と安否確認名 

簿対象者は分離して考えるべきである。 

(荒牧さん)実際の災害時に自治会員か否か区別はつけられない。自主防災隊の避難誘導や救助は分け 

隔てなく行うがそのとき、自治会費未納者には自治会について理解してもらえるのではないか。 

(佐藤さん)実際の災害時の対応と安否確認名簿作成は別次元の話であり、情報が提供されない世帯は 

家があった場所かどうかわかっているだけでも良い。 

・防犯部：空家、更地、駐車場のマップを作成した。「※」がついた部分は所有者が判っているところである。 

このマップは会長・副会長の許可で各専門部に提供できる。空家の中で状態の酷いものは写真を添えて所 

有者に連絡し、連絡が取れたところから「お助けマン」の協力をいただき、木の伐採等を行う予定である。 

・生活環境部：11/3 に部会を開き、青空市場出店は 4 件を確認した。テントやパイロンを準備した。 

 有料駐車場の回覧準備ができた。桜台マップを作成中である。 

 (宮崎会長)桜台フェスティバルの駐車場の手配は済んでいるか。 

 (武藤さん)郵便局と歯医者にはお願いした。搬入車優先でよいか。 

・文化・体育部：桜台フェスティバルの準備中。展示は個人・団体で２７の申し込みがあった。 

 (森田さん)会場設営はボランティアに要請しないのか。 ⇒今のところ考えていない。 

 (秋元さん)有秋公民館から搬出が 9：00 となっているが大丈夫か ⇒9：50 までは体育館未使用。 

・福祉部：救命講習会は皆さん真剣に取り組まれていた。子供の場合どうするのかという質問に、 

 子供用のパッドがあるので大丈夫と回答があった。 

 ・広報部：11/2 の部会では、救命講習会および芋掘り会の記事について確認を行った。桜台フェス 

ティバルに展示する行事写真の準備を行った。 

・イベント企画部：カラオケの準備を行っている。審査員 10 名、出演者 22 名であり、会場には 

憩いの場も設営する。出演者の景品も準備した。 

(前手さん)2 日目の演芸発表会で会場を使用するので、紅白幕や椅子はそのままにしておいてほしい。 

(文化・体育)フェスティバルの外用看板やガラス貼付けイルミネーションは紙製でなく、しっかりし 

たものを準備した方が良いのでは。12 月のイルミネーションを文化・体育がやることになっている 

が、応募式にしてはと部会で提案があった。 

(秋元さん)飾りが増えすぎると電気代の問題がある。文化・体育部でやれる範囲をやってほしい。 

(文化・体育)今年の 12 月のイルミネーションは高所への飾り付けはしない。 

 ８．その他 

●ご転入 安藤武士さん(1 丁目)、児山順さん(1 丁目) 

●ご転出 丹羽俊之さん(1 丁目)、吉田忍さん(4 丁目) 

 ●11 月の主な行事 

 

 

 

 

 

 

                                            以 上 

11/３(日) 有秋地区社会福祉協議会主催・福祉バザー  *於有秋公民館 

11/4(月・休) 常務役員会および本部役員会 

11/９(土)・10(日) 桜台フェスティバル 

11/17(日)・18 日(月)   

有秋地区社会福祉協議会研修旅行  *福島県 

  11/30(土) 有秋地区町会長連合防犯パトロール  *各町会区域 

○次回本部役員会 

1２/８(日)9：30 自治会館 2F ホール 

※傍聴参加できます 


