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本部役員会報告（１１月１５日開催） 

  ＊議事録を兼ねる 

 

  【開催時間】９：３０～１０：４０ 【場所】２階大ホール 

 
   【主席者】 自治会長・副会長・地区長・理事 

 
  ※議事内容は、次ページより掲載 

  

回 覧 

桜台ニュース 
 平成２７年度 第８号 
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本部役員会報告 ＊議事録を兼ねる 

   

 Ⅰ．会長報告～フェスティバル開催に努められた各担当者への労いなど会長挨拶の後、本部役員会 

に先立ち行われた常務役員会の審議事項を含め、下記事項について報告が行われた。詳細は 

別紙【平成２７年１１月度会長報告（11 月１５日付）】を参照。 

 

１．審議〈決議、検討・確認〉事項～会長報告Ⅱ. 

     決議（承認）依頼項目はなく、防災部からの協力依頼項目１件です。 

① 《協力依頼》防災訓練（初期行動、一時避難所避難、安否確認）について  

次の３つの配付資料を基に内容の説明と協力要請がなされた。 

※ 防災訓練への参加協力依頼について〔防災部長〕、 

※  防災訓練の役割について〔防災部長〕、 

※ 防災訓練（避難時初期行動・安否確認）ついて〔宮崎会長〕】 

尚、町内回覧済の「防災訓練の役割」に関する資料に事前準備物品として６つの物品 

が記載されていますが、今回は、⑤ 安否確認シート、⑥ 班名カード、の２つを 

使用することとしました。 

２．特記事項：下記事項について説明・報告～会長報告Ⅲ 

  ① 迷惑樹木（個人宅）の枝打ちに関する対応について、配付資料（迷惑樹木〔個人宅〕 

の枝打ちについて）を元に滝沢３丁目地区長より説明が行われ了承されました。 

② 本年度のフェスティバル運営について、〈良かった点〉〈反省点〉について説明・報告 

が行われ、２日目は雨にも拘わらず沢山のお客さんで賑わい、本年のフェスティバル 

は２日間を通じて例年以上の盛況となりました。尚、２日目夜からの強風で青空市場 

のテント（小２張り）が飛ばされ、翌日（月曜日）早朝からの撤収が大変な作業となり 

ました。撤収作業に協力頂いた皆さんに感謝いたします。 

 

Ⅱ. 副会長報告 

● 荒牧副会長 フェスティバルに協力頂き有り難うございました。 

● 大竹副会長 フェスティバルに協力頂き有り難うございました。カラオケの音響装置に 

再び不具合が発生し改善したい。 

● 小池副会長 裏口から入る倉庫に置いてあったイス（破損で使用不可）がどこかの部屋に 

      回収されたので、仕分けする必要がある。 

● 西本副会長 町内防災訓練に協力の程よろしくお願いします。 

 

Ⅲ．地区長報告 

● １丁目 フェスティバル（作品展示）に４１２名の来場がありました。 

● ２丁目 特にありません。 

● ３丁目 特にありません。 

● ４丁目 ボールがぶつけられる為か防災倉庫の扉が開き難くなり、暫定処置を行いまし 

    たが対策を講じたい。  
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Ⅳ. 専門部報告 

● 防災部   フェスティバルの防災（炊出し訓練）は良好でした。後片づけに協力頂き有 

        り難うございました。  

● 防犯部   １０月２５日の防犯講習会に５０名の参加があり有り難うございました。 

● 生活環境部 フェスティバル後片づけに協力頂き有り難うございました。大根完売でした。 

● 文化体育部 欠席 

● 福祉部   フェスティバルの後片づけに協力頂き有り難うございました。 

● 広報部    写真の枚数が非常に多いため、展示はカラーコピーで行い経費節減を図った。  

● イベント  カラオケは「子供・家族の部」が応募数が少なく中止となりましたが、  

    企画部  会場は大変な盛り上りでした。 

  

                                   以上 

                



 平成２７年１１月度　会長報告（１１月１５日）

会長挨拶

　　早いものです。平成27年（未年）も残り1ヶ月半となりました。めっきりと冷え込ん
　できましたのでインフルエンザ等、体調管理に充分気をつけてください。
　　年度最後のイベント・フェスティバル（11/7,8）も二日目は雨となりましたが、楽し
　く、和やかに行われ、皆さんそれぞれに楽しんでおられました。若干の反省事項（後述）
　もありましたが、来年度に活かせればと思います。各担当の皆さんには大変にご苦労様
　でした。一息つけて、年末から年明け以降、来年度の準備（主に総会）に入りますが、
　来月の役員会でそのスケジュール等を確認したいと思います。

Ⅰ．１０月度の出来事＜行事関係（自治会、関係団体）、市役所・消防情報等＞

1． 10月  2日（金）市）町会長連合会評議委員会（五井会館）
　　　　＊市原市町会長大会（2/6）の内容審議

2． 10月  3日（土）市民体育祭有秋地区大会（有秋東小学校）
　　　　＊桜台（橙）チーム：５位／全９チーム　＊地区対抗リレー：優勝

3． 10月  4日（日）千葉福祉園まつり
4． 10月  9日（金）有）町会長連合会役員会議（有秋支所）

　　　　＊市長と町会長で語ろう未来創生ミーティングについて

5． 10月11日（日）不入斗まつり（不入斗公民館）

　　　　＊昨年までは「不入斗小鷹神社秋季祭礼」併行としていたが分離

6． 10月15日（木）市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング

　　　　＊市原市「新総合計画」策定に向けた安心・安全のための町会活動

　　　　　をテーマとして市長・市幹部と懇談

7． 10月16日（金）有）社協理事会（有秋支所）

　　　　＊福祉バザー（11/1）について

8． 10月18日（日）有秋公民館指定管理者運営委員会（有秋公民館）

9． 10月20日（火）有秋南小区安心・安全ＮＷ推進委員会（桜台自治会館）
　　　　＊各専門部の報告、見守り支援事業進捗状況

11． 10月21日（水）有）社協常任理事会（有秋支所）
　　　　＊福祉バザー（11/1）について最終確認及び備品確認

12． 10月22日（木）自治会上期会計監査
　　　　＊上期分の貸借対照表、金銭明細表が必要
　　　　＊預金残高(通帳)と帳票に違いがあり(JP & JA)→チェック修正済

13． 10月24日（土）上総いちはら国府まつり（上総更科公園）
　　　　＊10/24 14:00 ～ 16:00 練り踊り（有秋連参加75名）

　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　・10月の犯罪：全222件 1位 自転車盗47件 2位 器物破損32件 3位 車上狙い30件
　　　・10月の火災：２件　＊通報は２件で内実火災が２件
　　　・10月の不審者情報：１件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項

　　今月は決議（承認）依頼項目はなし、協力依頼項目が１件です。

　 ＜協力依頼＞ １．防災訓練（初期行動、一時避難所避難、安否確認）について



Ⅲ．特記事項

1． 迷惑樹木（個人宅）の枝打ちについて　大竹副会長、滝沢地区長発案～説明

2． 本年度のフェスティバル運営について

　　　＜良かった点＞
・カラオケ大会、いこいの広場、青空市場、演芸発表会全てが盛況で例年以上の
　人手があった。特に２日目は雨にも拘わらずたくさんのお客さんで賑わった。
　＊いこいの広場の提供食（カレー，お汁粉）は大変に好評で、完売となった。
　＊２階大ホールでの催し（カラオケ・演芸）では、舞台設営が凝っていて素晴し
　　かった。

　　　＜反省点＞
・文化体育部長の直前のリタイヤで、作品展示対応（レイアウト検討等）を急遽私
　が受け持った。（でないと間に合いそうになかった）
　＊防犯ボランティアへの作業協力依頼（パネル関係）は、10月29日(木)のボラ
　　ンティアの会合の席で、宮崎の方から説明、依頼をしてご了解を貰った。
・２日目のお昼過ぎに駐在さんが来て、郵便局前の路上駐車の注意をされた。
　＊住民（桜台？）からの迷惑通報があったとのこと
・２日目夜から翌朝にかけての強風で、青空市場用のテント（小２張り）が飛ばさ
　　れ、月曜日朝（7時頃）からの撤収が大変であった。（作業協力者に感謝）

Ⅳ．転入・転出（10月） ＊10月31日現在の世帯数：1,227世帯

　　●転入者（入会）　なし
　　●転出者（退会）　平柳　寛（3-3-6）

Ⅴ．Ｈ２７年11月の主な行事（自治会、関係団体）

1． 11月  1日（日）有秋地区福祉バザー（有秋公民館）
2． 11月  4日（水）有秋南小学校生徒さんとの交流会（昔の遊び／桜台倶楽部）
3． 11月7,8日（土,日）桜台フェスティバル
4． 11月10日（火）有）社協・健康増進講座（有秋公民館）
5． 11月12日（木）市原市戦没者追悼式（市民会館）
6． 11月14日（土）有秋地区・小学校区ＮＷ懇話会（有秋支所）
7． 11月15日（日）自治会役員会
8． 11月17日（火）有秋南小区安心・安全ＮＷ推進委員会（椎の木台自治会館）
9． 11月18日（水）市）町会長連合会理事会・懇談会（サンプラザ市原）

10． 11月18日（水）有）社協常任理事会（有秋公民館）
11． 11月20日（金）有）町会長連合会全体会議（有秋支所）



                            

自治会回覧 

 
                       平成 27 年 10月 31日 

桜台自治会の皆さん 

自治会長 宮崎 栄 

防災部部長 成田義美 

 

 防災訓練への参加協力依頼について  
 

 近い将来、千葉県に大きな影響を与える地震として東京湾北部地震、千葉県東方沖地震 

等の発生が予想されています。８月 29日（土）に、避難所運営を目的とした市の防災訓練 

が南小学校で開催されましたが、前段の初期行動、一時避難訓練、安否確認訓練は、当桜

台では別途行うこととしていました。 

 つきましては、下記の通り上記下線部の訓練を実施します。多くの皆さんがこの訓練に

参加し、災害に備えて頂くようご協力をお願いいたします。 

 

                  記 

 

１．防災訓練日時：平成２7年 11月 28日（土） 

  ８時 30 分 東京湾北部を震源とした大地震発生を想定 

２．訓練の内容 

想定地震発生後、避難時初期行動訓練を自宅で行い、終了後一時避難場所に集合し 

て安否安否確認訓練後、解散します。 

 (初期行動訓練内容別紙の①〜⑦を参照して下さい。） 

３．集合時間：８時５０分  

４．集合場所  

  １丁目：中央公園（1 区⇒鉄棒付近、2 区⇒すべり台付近、3区⇒ブランコ付近） 

  ２丁目：わんぱく公園（1 区・2 区⇒芝生の場所、3区・4区⇒すべり台付近） 

  ３丁目：1 区・2 区 ⇒中央公園グランド（野球場）  

      3 区・4 区 ⇒ちびっこ公園すべり台付近    

  ４丁目：なかよし公園（1 区・2 区⇒防災倉庫付近、3 区・4 区⇒すべり台付近） 

５．地区長は、防災倉庫より安否確認シートを持参する。 

６．今回の訓練には高齢者の方や体の不自由の方にも参加をお願いしています。 

  お互いに助け合って下さい。 

７．雨天の場合は、自治会長より各地区長に適時指示いたします。 

以上 



                            
 

平成 27 年 10 月 31 日 

自治会役員各位 

（含む班長、事務所員） 

防災部部長 成田義美 

 

 防災訓練の役割について  
 

◎班長さんは 

  ①班名カードを掲げて参加者に分かるようにして下さい。 

②参加人数を集計し「安否確認シート」を理事さんに提出して下さい。 

 なお、当日都合で参加出来ない場合は、責任をもって代理の方にお願いして下さい。 

 

◎理事さんは 

 「安否確認シート」を取りまとめた上で、各班の参加者数を集計し、地区長さんに 

 提出して下さい。 

 

◎地区長さんは 

  ①理事さんの報告を受け、各地区の「安否確認シート」を回収すると共に、参加者数 

   を集計し自治会長さんに提出して下さい。 

   なお 3丁目については、集合場所が２ヵ所に分かれるため、対応については別途確 

   認してください。 

＜事前準備（地区長）内容＞ 

防災倉庫の備品を点検表に従い、数量及び機能を点検してください。 

なお、防災訓練には下記物品を使用します。 

①自主防災会用のぼり、避難誘導用旗、②腕章、③ヘルメット、④メガホン 

⑤安否確認シート ⑥班名カード 

 

◎自治会長さんは 

  各地区長より報告を受け、参加人員を確認して下さい 

 

◎自治会長、副会長、防犯部部長・副部長の集合場所 

自治会長、副会長、防犯部部長・副部長は自治会館前に 8：30に集合して下さい 

集合後の活動は会長の指示に従います。 

 

◎事務職員は 

事前に本部防災倉庫の備品を点検表に従い、数量及び機能を点検してください。 

なお、点検には防災部長が立ち会います。 

以上 



別紙

防災訓練（避難時初期行動・安否確認）について

平成27年10月31日　宮崎　

　　８月29日（土）に市（有秋地区）の防災訓練（避難所訓練）が南小学校で実施された。

　この日の訓練は、避難所訓練の前（8:00～9:00）に「避難時初期行動・安否確認・避難

　誘導」の訓練も行うこととなっていたが、とても1時間でできる訓練ではなく、集まるだ

　けであまり意味のないものになるので、桜台は別途計画することとし、当日は避難所訓練

　のみに参加（26名）することとした。

　　そこで、次の通り「避難時初期行動・安否確認・避難誘導」訓練を計画する。

　　訓練日時 　： 11月28日（土）　8:00 ～ 終了まで

　　訓練想定 　： 当地方にＭ7.3（震度６強）の大地震発生への行動対応

　　訓練内容　 ： １．避難時初期行動訓練（詳細は下記参照／行動注意は別紙参照）

  　　　　　　　　２．一時避難所（各公園）避難集合訓練（同上）

  　　　　　　　　３．安否確認・避難誘導訓練（同上）

　＊今回の訓練では指定避難所（南小学校）には行かない。

　　訓練参加者 ： 本部役員、各班長及び参加可能会員

　　＜訓練内容詳細＞

１．避難時 　① 一時避難所（公園）への持ち出し品の確認

　　初期行動訓練 　② 一時避難所（公園）の確認

ーー　8:30　大地震発生　ーー

　　＊8:00～8:30 　③ 自分の身の安全を図る（裏面参照）

　④ 出口を確保する（窓や戸を開ける）

　⑤ 家族の安否、家屋の被害状況を確認する

　⑥ 火の元を確認する（ガス等の遮断）

　⑦ 電気ブレーカーを切断する（訓練では模擬操作）

２．安否確認訓練 　⑧ 隣近所への声かけ、安否の確認

　　＊8:31～　 　⑨ 一時避難所（公園）への避難開始

　⑩ 班長に安否確認、危険箇所の報告

　※シナリオは別途作成する。（防災部）

　※反省会は別途開催する。（各班長へのアンケート調査も選択肢）

　※安否確認シートは10月1日現在版を新規に配付する。

　　⇒各防災倉庫(丁目分各1部)、地区長(丁目分各2部)、班長(自班分1部)





平成 27年 11月 15日 

役員各位                         3丁目副会長：大竹 

3丁目地区長：滝沢 

 

迷惑樹木（個人宅）の枝打ちについて 

 

 現在桜台では、居住しているにも関わらず道路に樹木が伸び、通行の邪魔等近隣へ迷

惑を掛けているケースが見られる。本来この問題は、居住者が対応すべきであるが、居

住者の都合（不在が多い？ 金銭的な問題？ 意識が低い？）等により、放置されてい

ると思われる。 

 桜台自治会では、町内の生活環境の維持・改善等について活動しているが、本件に関

しても自治会主導による仲介等の対応（有償）が望まれる。対応策を以下に示す。 

尚、現在自治会では、空き地の除草に関し、土地所有者と除草実施者との仲介（作業

料金の取り扱い等）を行っている。 

 

１． 居住者への説明 

当該地区役員は、当該居住者へ枝打ちの必要性（近隣に迷惑を掛けている）を説明し、

対応をお願いする。また、自治会による作業の実施（仲介）（専門業者より安いと思わ

れる）も可能な旨を説明する。（作業責任者が同行するとよい） 

次の場合は、「１．」で終了。 

・居住者が対応を了解したが、居住者自身が業者に依頼する場合。 

・居住者が対応を了解したが、お助けマン会員条件（65歳以上の自治会員） 

を満足する場合 → お助けマン互助会を紹介 

・居住者が了解しない場合。 

 

２．見積書の作成・承認 

（１）作業責任者は、居住者立会のもと現場及び作業内容を確認し、見積書を作成する。 

（２）居住者は、見積内容（金額等）を承認する。（承認しない場合は「２」で終了） 

 

３．枝打ち作業の実施 

 作業責任者は作業者を手配し、作業を実施する。（居住者の立会が望ましい） 

  ・作業中の怪我は、自己責任。（お助けマン互助会経由の依頼であれば、作業中の 

   怪我はボランティア保険が適用される） 

 

４．作業料金の算出、請求 

作業責任者は作業実績（作業時間、ゴミ処理費（中村造園（有償））他）を基に作業

料金を算出し、居住者に請求する。 

 （作業料金の一部を仲介料として自治会に支払う（空き地の除草と同様）） 


