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本部役員会報告（10 月 9 日(日) 開催）＊議事録を兼ねる 

【開催時間】９：３０～１０：３０ 【場所】２階大ホール 

  【出 席 者】会長、副会長、地区長、理事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

回 覧 

桜台ニュース 
 平成２8年度 第7号 
 発行日：平成２8年10月 
 編集/発行者：桜台自治会 広報部 
 



Ⓒ2016 桜台自治会  （みんなで創る 安全で安心の美しい町） 桜台ニュース           http://www.i-sakuradai.jp/ 

 

 2 

Ⅰ、会長報告：内容詳細は別紙「平成 28 年 10 月度会長報告」参照 

１．9 月度の出来事〈行事関係、市役所・消防情報等〉 

２．審議（決議、検討・確認）事項 (詳細は添付の 10 月度常務役員会資料参照のこと)   

（決議事項） ・花の苗・球根の植え付けに関する方法について 

         常務役員会資料１項（相談）の通り、植え付け方法は了解を得た。 

         ＊具体的な方法は、各地区長で対応する。 

（報告事項）（1）避難所運営訓練について     

               常務役員会資料第２項の通り。 

         （2）市原市町会長連合会について（本部役員への紹介） 

           常務役員会資料第３項の通り。 

  ３．特記事項   

         （1）「市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング」について（紹介） 

         （2） “桜台花ボランティア”の「日本道路協会会長表彰」授与について 

         （3）11 月度以降の役員会開催予定の変更について 

  ４．８月の入・退会情報  転入者：１世帯、転出者：１世帯 

Ⅱ．会計担当副会長から上期予算収支状況報告（添付資料参照） 特に意見なし 

Ⅲ．専門部上期予算執行状況確認（添付資料参照） 特に意見なし 

Ⅳ．副会長報告 特になし。 

Ⅴ．地区長報告 特になし 

Ⅵ．専門部報告（特記分）   

   防犯部：防犯講習会のお知らせ。 

       ・日時：10 月 30 日（日）10:00～11:00 

       ・会場：自治会館 2 階大ホール 

       ・講師：市原警察署の生活安全課の担当講師 

       ・テーマ："電話 de 詐欺"、"空き巣"対策など 

        ＊生活安全課は家庭内問題や近所迷惑なども幅広く活動していますのでこの機会を通じて知

っていただけたらいいと思います。多数の参加をお願いします。 

福祉部：9 月 19 日（月）有秋地区敬老会に 7 人でお世話させていただきました。桜台からは 1 名欠席

の 58 名が敬老会に参加しました。 

 

文化体育部:10 月 15 日（土）市民体育祭（有秋地区）に参加して盛り上げましょう。 

 

広報部：桜台だより第 35 号を予定通り 9 月末発行しました。次号は新春号として桜台フィステバルが

中心のものとなります。第 35 号から縦書き・右綴じを横書き左綴じにしましたがいかがでし

ょうか。意見がありましたら広報部までお願いします。 

 

Ⅶ．討議事項  特になし 

以上 



 平成２８年１０月度　常務役員会（10月９日）

１．公園愛護団体（各公園の清掃）への花の苗・球根配布対応について（相談）

　花の苗・球根の配布数及び植付け個所について、西部公園管理事務所より、以下の通り連絡がありま
した。
　① 中央公園(１丁目)　　 ・苗：ﾊﾟﾝｼﾞｰ"60苗"　葉ぼたん"10苗"　・球根：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ"20根"
　② わんぱく公園(２丁目) ・苗：ﾊﾟﾝｼﾞｰ"50苗"　・球根：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ"20根" ＊苗、球根は、
　③ ちびっ子公園(３丁目) ・苗：ﾊﾟﾝｼﾞｰ"50苗"　・球根：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ"20根" 　10/28に届く予定
　④ なかよし公園(４丁目) ・苗：ﾊﾟﾝｼﾞｰ"50苗"　・球根：ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ"20根"

＜植付け方法（案）＞
　１）植付け個所が芝生、雑草に覆われているため、先ずここを耕し、煉瓦区画でで花壇を作る。
　　　＊本作業は、丁目毎に本部役員にお願いしたい。　＊煉瓦は自治会費で準備する。
　　　＊道具は、各人の物を活用願いたいが、スコップは自治会にあり
　２）植付けも、丁目毎に本部役員にお願いしたい。（花壇作成の続き作業で）
　　　＊肥料等は、自治会で準備する。＊水やりは、各公園の水使用

※ 植え付けは当初、11月度の各公園の清掃担当班にお願いしようと思ったが、色々と不公平感が
ありそうなので、役員の皆さんにはご苦労様ですが、お願いする次第です。

※ 各作業実施日は、お手数ですが、各地区長さんの方で決定召集をお願いします。

２．避難所運営訓練について（別紙参照）

　今年も地区社協、各小学校区福祉ネットワーク合同の、「避難所運営訓練」が開催されます。例年、
私（宮崎）と防災部の何名かが参加していますので、今年もよろしくお願いします。
　＊桜台からの参加者を10月21日（金）までに報告する必要あり

　① 訓練実施日時　・11月12日（土） 9：00 ～ 13:00
　② 訓練会場　　　・有秋公民館体育室
　③ 訓練内容　　　・避難所運営の体験

　　 ＊従来は、ＨＵＧ（避難所運営ゲーム）として、ワークスタディー的に、ゲーム
　　 　感覚で行われてきたが、今年は、自主運営方式で実務体験としての訓練とする。
　　 ＊参加者は、上履き、動きやすい服装、筆記用具を各自準備

　④ 訓練講師　　　・白尾　克伸氏（ＮＰＯゆかいな仲間たち）＊従来に同

３． 市原市町会長連合会について（組織、運営等の紹介）

　現在、市原市には11地区に区分けして524町会（自治会）がある。地区割は以下の通り。

 　・姉崎、市原、五井、三和、市津、辰巳台、南総、加茂、ちはら台、国分寺台、有秋
　①町会長連合会役員は、各地区会長で構成し、役員の互選で会長(1名)、副会長(2名)、会計(2名)及
　　び理事（６名）の計11名を置く。 ＊宮崎は、有秋地区会長として役員（理事）就任
　②別途、各地区の副会長、会計等で評議員を選出（計40名）する。
＜会議体系＞ ＊各会議は、各支所長との合同会議となる。
　●理事会　　・①の役員と各支所長合同で、年に６回開催し、行政（市）からの連絡、要請事項等
　　　　　　　　の確認と、各時期の行事等の審議及び各専門部会（後述）の進捗確認を行う。
　●評議員会　・連合会の決議機関とし、①の役員と②の評議員及び各支所長合同で、年に３回開催
　　　　　　　　し、行政からの連絡、要請事項の確認と、活動、行事等の審議、決議を行う。
　●専門部会　・本年度より新設されたもので、従来の漠然とした会議体系の改革として、３部会を
　　　　　　　　組織して、テーマを絞った課題解決を図る。組織は、役員の理事と評議員を３部会
　　　　　　　　に割り当て、連合会３役はｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ参加とする。

①町会加入促進部会 ・主に町会を組織していない町の町会加入促進検討
②地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ醸成部会 ・地域内、地域間の適正なｺﾐｭﾆﾃｨｰ醸成検討
③環境対策部会 ・防災・防犯等、町会住民の生活環境の課題検討
　＊宮崎は、環境対策部会長に就任
　＊開催は、１回／月程度で、開催日は各部会に一任とするが、評議員会開催日は、３部会
　　の合同会議及び、部会別の分散会議を開催する。

Sadao Morita
直線

Sadao Morita
直線



 平成２８年１０月度　会長報告（10月9日）

会長挨拶

　　秋たけなわで、暮らしやすい気候となりましたが、台風の猛威は各所に大きな被害を
　与えています。皆さんも充分なご対応をお願いします。
　　夏祭り～敬老会と、イベント・行事が無事に開催されましたが、早速、今月は市民体
　育祭（10月15日）となります。現在、文化・体育部で準備が進められています。
　　又、既に回覧で案内されていますが、秋のイベントである、「桜台フェスティバル」
　が11月に控えています。桜台の皆さんの素晴らしい一面が存分に発揮できるように、
　各専門部それぞれの分担で楽しいお祭りにできればと思います。

Ⅰ．９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． ９月  1日（木）有）社協理事会（第３回敬老会実行委員会）
　＊準備進捗と役割分担の最終確認

2． ９月  4日（日）市原市防災訓練（有秋東小学校）＊10月度役員会で内容報告済
3． ９月  9日（金）有）町会長連合会全体会議（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

4． ９月10日（土）３小学校区NW懇話会（有秋公民館）
　＊各（東・西・南）ＮＷの報告と社協からの連絡

5． ９月11日（日）自治会本部役員会 ＊議事録は、桜台ニュース（第6号）参照
6． ９月16日（金）市）社協研修会（市社協～市民会館）

　＊社会福祉法人改革の概要と社協をめぐる諸課題について
7． ９月19日（月）有秋地区敬老会（アネッサ）

　＊前日からの準備を含めて、舘野地区長及び福祉部有志の協力あり
　＊59名参加申し込み中、1名欠席前で58名参加

8． ９月20日（火）市民体育祭打ち合わせ（有秋公民館）
　＊文化・体育部も出席　＊予選種目の組み合わせ抽選あり

9． ９月20日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（椎の木台自治会館）
　＊８とバッティングで欠席（桜台自治会よりの報告書提出済）

10． ９月23日（金）市）町会長連合会理事会（市民会館）
　＊町会長大会（1/21）について　＊会則改定について　＊専門部会の進捗報告

11． ９月25日（日）みのり幼稚園運動会（みのり幼稚園）＊雨天順々延
12． ９月26日（月）敬老会反省会（有秋公民館）
13． ９月28日（水）有）社協常任理事会（有秋公民館）

　＊敬老会反省の確認　＊避難所運営訓練の検討
14． ９月30日（金）市）町会長連合会評議委員会（市民会館）

　＊上半期の町会連合会活動の中間審議　＊評議員会後、３専門部会開催

　　●市役所・警察署・消防署からのメール配信情報
　　　・９月の犯罪：全 104件 1位 自転車盗 30件 2位 器物破損 17件 3位 侵入窃盗 13件

　＊～９/24の情報データ
　　　・９月の火災：0件　・９月の不審者情報：3件

Ⅱ．審議＜決議、検討・確認＞事項

　　　今月は決議（承認）依頼項目が１件、その他報告等項目が２件です。

　　（項目）① 花の苗・球根の植え付けに関する方法について（審議依頼）
　　　　　　② 避難所運営訓練について（報告）
　　　　　　③ 市原市町会長連合会について（組織、運営等の紹介）



Ⅲ．特記事項

1． 市長と町会長で語ろう未来創生ミーティングについて（町会長連合会行事の紹介）
　開催日時：10月13日（木） 14:00 ～ 16:00
　開催場所：東燃ゼネラル石油（旧極東石油）クラブハウス
　出席者　：小出市長、市幹部職員、有秋地区町会長、市議会議員
・一昨年までは、"市長と町会長で語ろうまちづくり懇談会"として開催していた
　ものであり、「市原市新総合計画」策定を機に、昨年から改称した会合である
　が、基本的に従来の懇談会と変わりはない。
・第１部で、市長の挨拶と「市政報告」があり、第２部で、市長と町会長の意見
　交換となる。
・今年のテーマは、大テーマを"町の安心と安全"、小テーマを"環境対策"として
　意見交換を行う。
　　＊"環境対策"は、防災、防犯、有害鳥獣対策といった課題について検討して
　　　いるものであるが、範囲が広く、なかなかまとまりにくいので、ポイント
　　　を絞って展開しようとしたが、今年は、有害鳥獣対策と、環境対策全般に
　　　ついて意見換を行うことで準備中

２． 桜台花ボランティアが"日本道路協会"の会長表彰を受けました。
　花ボランティアの長年の道路愛護貢献活動に対し、市から推薦され、日本道路
協会会長表彰を受けたものです。（８月10日付）
　＊市原市登録の54グループから選抜され、千葉県では３グループの表彰
　＊9月26日に、代表して鵜野部長と西村さんが表彰状を授与されました。

３． 11月度以降の役員会開催について
　開催案内の通り、11月度、12月度の役員会開催日程を以下の通り変更します。
・11月度：開催日は、11月13日(日)変わらずで、開始時刻を"10:00～"に変更

　＊11月13日は、「市内一斉清掃デー」のため

・12月度：開催日を、12月11日(日)→12月4日(日)に変更（開始は"9:30～"）
　＊12月11日は、Ｘ'masコンサート（有秋南小区ＮＷ業事）開催のため

　※常務役員会は、来年度の準備が始まるので、12月度以降は毎月開催します。

Ⅳ．転入・転出（９月） ＊９月３０日現在の世帯数：1,231世帯

　　●転入者（入会）　須賀　和久氏（２丁目）
　　●転出者（退会）　東出　雅久氏（４丁目）

Ⅴ．Ｈ２８年１０月の主な行事（自治会、関係団体）

1． 10月1日，2日（土，日）上総いちはら国府祭り（更級公園）
　＊1日（土）有秋地区より"有秋連"として練踊りに参加

2． 10月  2日（日）千葉福祉園祭り（千葉福祉園）
3． 10月  7日（金）有）町会長連合会全体会議（有秋支所）
4． 10月  9日（日）自治会本部役員会
5． 10月  9日（日）不入斗秋祭り（不入斗公民館）
6． 10月11日,17日 半期分自治会費引落（ゆうちょ）
7． 10月13日（木）市長と町会長で語ろう未来創生ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ（東燃ｾﾞﾈﾗﾙｸﾗﾌﾞﾊｳｽ）
8． 10月14日（金）有）社協理事会（有秋支所）
9． 10月15日（土）市民体育祭（有秋西小学校）

10． 10月18日（火）有秋南小学校区安心安全NW推進委員会（桜台自治会館）
11． 10月26日（水）有）社協常任理事会（有秋公民館）
12． 10月30日（日）防犯講習会（警察署生活安全課／２Ｆ大ホール）
13． 10月30日（日）有秋地区福祉バザー（有秋公民科）








