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第一号議案        

平成 30 年度事業及び行事活動報告 

[ちはら台地区概況報告] 

ちはら台は平成元年に街開きをし、昨年 30 周年を迎えました。平成 14 年に単一自治会から 17 の自治会 

に分離独立し、ちはら台地区自治会連合会が発足して既に 17 年が経過し、ちはら台の人口も 27,000 人に 

迫ろうとしています。 

当霜月自治会は平成 16 年にみかげ台自治会から分離独立して 125 世帯の会員からスタートし、15 年で

366 世帯増の 491 世帯の会員となりました（平成 30 年度 474 会員から 24 増 7 減 ４月１日現在）。 

自治会連合会も全 28 自治会で毎月１回の定例会議を開催し、安全で安心して暮らせる明るい街づくりを 

共通課題としながら、各自治会共に独自性を発揮し自治会活動に努力しています。 

また、自治会連合会は年１回、「市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング」を開催し、連合自治会と

して地域のあらゆる問題点を市長に提案し、６つの委員会を設置し解決に向けて継続的に取組み、審議を行

っています。 

 

１．ちはら台地区自治会連合会 各委員会 

(1). 夏祭り委員会       ＝地域住民交流と地域の活性を図る事を目的に夏祭りの企画運営を行う 

(2). 環境・交通委員会  ＝環境の美化・交通事故の撲滅を目指す 

(3). 福祉・文教委員会  ＝ちはら台の福祉の推進を連合会の観点から図っていく事、及び教育環境など 

             の振興を行う 

(4). 防災委員会     ＝減災のための様々な取り組みを目的とする 

(5). 広報委員会     ＝連合自治会及び単位自治会の活動状況を「広報ちはら台」と「ちはら台チャン 

ネル」を通してちはら台住民の皆様に広く知らせる 

(6). 防犯委員会         ＝「安全で安心な街ちはら台」作りに貢献する 

 

２．市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング 

平成 30 年度の「市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング」は 10 月 13 日（土）に行われ、今年も引

き続き「安心・安全」を大テーマとして市長と意見交換を行いました。また下記３点を小テーマとし、ち

はら台の取り組みや行政への要望を発表し、市長と情報交換、意見交換を行いました。 

 

(1). 地域包括支援センターの設置について 

   人口増加、高齢化に伴い数年前よりちはら台地区に福祉センターの設置を要望しています。実現にはハ

ード・ソフト面においても時間がかかる事から、当該センターの設置と市原市の具体的な方針を確認し

ました。 

      

(2). 災害時の情報伝達再構築について 

  有事の際の安全確保を強化するため、防災無線や防災ラジオ機能など情報伝達の充実と支所機能の確立

及び自治会や消防団との連絡体制の整備をお願いしました。 

 

(3). 蘇我火力発電所計画について 

   JFE スチール(株)千葉工場内に石炭火力発電所建設計画があり 2024 年に稼働する予定があると聞き及

んでいます。近隣のちはら台地区への影響も大きいと危惧されるため、市原市の考え方、対応を確認し

ました。 

 

 (4)．その他の要望（文書による要望） 

   避難所（各小中学校体育館など）のエアコン設置について 

 

  ※市長まとめ 

   ちはら台の先進的な発想に共鳴している。意見を取りまとめてフィードバックする取り組みをしていく

予定。市原市として何をレガシーとして残せるか、あらゆる世代がバリアフリーになるという意識を持

つことが最も目指すところ。貴重な意見を持ち帰って、形になるように努力したい。 



３．その他 

(1). 第 17 回ちはら台市民夏祭り 

  街づくり 30 周年を祝う記念の夏祭りとして、清水谷小学校グラウンドを会場に２万人ほどが来場しま

した。かずさの道や会場内をお神輿が練り歩き、櫓やステージでは地元サークルや中学生による演奏や

ダンスが披露され、地元商店やサークル、会員による模擬店なども並び地元の皆様が楽しめる祭りとな

りました。 

 

(2). ちはら台街づくり 30 周年記念事業 

   ちはら台街づくり 30 周年を記念して式典の開催、記念誌の発行、花火打ち上げ、会報の発行などを行

いました。記念式典では市長をはじめ、地元議員、学校長、諸団体代表者、歴代自治会連合会長の皆様

を来賓にお迎えし、お祝いの席にふさわしい太鼓やエレクトーンの演奏、30 周年記念ソング「好き、

ちはら台」の合唱など華やかに開催する事が出来ました。 

  

(3). ちはら台地区一斉防犯パトロールについて 

   12 月 28 日（金）19 時 30 分よりちはら台地区年末一斉防犯パトロールを実施しました。 

ちはら台地区全体で 264 名、青色パトロール 17 台で一斉に巡回しました。 

当自治会からは 10 名の参加がありました。 

 

 

[霜月自治会事業及び行事活動報告] 

平成 30 年度の総会で承認されました年間の事業および行事計画に基づき、当自治会の諸行事に積極的に 

参加して頂き、滞り無く年間スケジュールを実施する事ができました。これも会員の皆様方のご支援とご 

協力の賜物であり、役員一同心より感謝申し上げます。 

今後共、より良い街づくりにご支援ご協力をお願い致します。平成 30 年度に実施した主な事業及び行事 

活動について各委員会よりご報告致します。 

  

防 犯 部 

部 長 中本 泰隆 （７－１３） 

委 員 
後藤 泰平（８－２） 石川 博一（７－１２） 

工藤 光康（８－４） 

【目 的】地域の安全を啓蒙・推進し、防犯パトロールの企画・実施を行う。 

【報 告】平成 30 年度（平成 30 年１月１日～平成 30 年 12 月 31 日）のちはら台全地域で発

生した犯罪総発生件数は 84 件、うち霜月自治会地域での発生件数は 12 件でした。 

（犯罪被害状況は別紙１参照：21~23 P） 

【活 動】 

＜防犯パトロール＞ 

・実施内容 

月に３回（第１，２，４日曜日）の 18 時に霜月公園を出発して７丁目と８丁目に２班に

分かれて防犯パトロールを実施 

・実施回数 

H30 年４月 1 日～平成 31 年３月 31 日の期間で計 31 回実施（雨天中止 4 回） 

・参加人数 

総出席人数：342 名（内役員 196 名・班長他有志 154 名） 

平均 10 名、最多 17 名、最少 5 名 

＜年末一斉パトロール＞ 

 ・平成 30 年 12 月 28 日に実施 参加人数は８人 

＜その他＞ 

 ・霜月公園に不審者（車）の頻繁な目撃情報より、霜月公園に注意喚起看板を２枚設置 

  しました。また、回覧・ＨＰにより注意喚起及び広報をしています。 

 ・数年前から盗難自転車を霜月公園に乗捨てて再度乗っていくという犯罪が多発したため、



不定期なパトロール実施及び、簡易的な防犯カメラの一時的な設置により盗難自転車対

策をしました。ここ数ヶ月は同様の事象ないと思われますが引き続き注視していきます。 

【課 題】 

・ちはら台地区及び霜月公園付近にて不審者（車）の目撃情報があります。車で近くを通ら

れる時などに通学路や公園付近等の注視に御協力をお願いします。万一の場合は直ちに110

番通報をお願いします。また最寄りの役員やＨＰから自治会にも情報をお願いします。 

・安全で安心して生活できる地域を作るためには、住民の皆さんの団結と自主的な防犯活動

により、犯罪や事件を未然に防ぐことが大切と考えます。 

平成 17 年９月に「自分達の町は自分達で守ろう」との考えで、「自主防犯会」を立ち上げ、

霜月自治会の皆さんに防犯パトロールへの参加者を募り、平成 31 年３月 31 日現在の防犯

パトロール隊への登録は 124 名となりました。 

（防犯パトロール隊名簿は別紙２参照： 24 P） 

・平成 31 年度も防犯パトロールは第１・第２・第４日曜日の 18 時からで通年固定します。 

 班長さんは、月１回以上の防犯パトロールでの参加をお願いします。 

・防犯用具の管理徹底のため、パトロールに不参加の隊員から、回収も含めて対応していき

ます。 

  

 

行 事 部 

部 長 内田 一洋（８－６） 

委 員 

垂門 文吾（７－１） 石川 博一（７－１２） 

増子 幸子（７－９） 米山 博樹（８－４）  

酒井 良輔（８－１０） 

【目 的】各イベントを通し地域のコミュニケーションを活性化させ、近隣の良好 

な関係を築く 

【活 動】 

・ジャガイモ収穫祭 ７月１日 

開催場所 霜月農園 

参加人数 ６０名 

今年は、収穫があまり良くなかったが子供達には楽しんでもらえたと思います 

・夏休みラジオ体操 ７月２３日～３１日、８月２０日～３１日 

開催場所 神無月公園 みかげ台公園 

参加人数 １１７名 

自治会内の子供が減ってきていますが、大人の方もご参加いただき良好でした 

・ちはら台市民祭り ８月２５日 

開催場所 清水谷小学校 

参加世帯 165 世帯 

霜月商店としてさつま揚げ、飲み物の販売を致しました、すべて完売しまして盛況でした、

販売品のご要望等あれば、役員に申し付けください 

・ちはら台体育祭 １０月１４日 

開催場所 ちはら台南中学校 

参加人数 ８２名 

平成 30年 10月 14日（日）ちはら台南中学校で開催しました。霜月自治会の参加人数は大 

人 47人・子供 35人でした。（自治会役員含まず） 

今年度は晴天を期待していたのですが、昨年に引き続き雨天のため、一部競技を減らして 

体育館での開催となりました。霜月自治会は、乙月自治会・かずさの杜自治会との三自治 

会合同で黄色チームとして参加しました。団体競技はどのチームも優勝を狙っているため 



真剣勝負が繰り広げられ、さらにチーム応援が白熱した勝負を盛り上げてくれました。 

まず団体競技初めに行われた綱引き予選ラウンド。他のチームから圧倒的優位と言われて 

いた中、6チームの中で唯一負けることなく決勝ラウンドに勝ち進みました。 

2戦目は玉入れ競技。黄色チームは子供たち中心の編成として、子供たちは楽しく競技、 

親はチーム応援しながらカメラで我が子の活躍を撮影するという真剣勝負の中でも親子で 

楽しい競技を実施しました。3戦目は大縄跳び。８人の小学生の子供達は元気そのもので 1 

分間の競技中に回ってくる縄をひたすら跳び続け頑張りました。縄を回して頂いたお父様 

方、綱引きでのパワー勝負で疲労の残る連中、連戦で出場して頂きましてありがとうござ 

いました。そして最後の競技として綱引きの決勝ラウンド。父親だけで結成した黄色チー 

ムは、先に 2勝したチームが優勝する決勝戦で子供たちの熱い応援効果もあり、予選ラウ 

ンド以上の力を結集して 2連勝して優勝しました。 

総合順位は 6チーム中 4位でしたが、親子で団結して楽しくできたと思えたので良かった 

のではないでしょうか。来年こそは優勝目指して、しかもグラウンドで実施したいと思い 

ました。楽しく盛り上がると思います。是非来年も参加して下さい。 

・一斉清掃 ６月３日 

開催場所 各班担当場所 

参加人数 ３７３名 

一斉清掃の参加率は、毎年良好です、ありがとうございます 

【課 題】 

・体育祭ですが 2 年連続で雨の為、体育館での開催となり皆様には大変ご迷惑をお掛けしまし 

た 主催は体育振興会ですので、今後雨の場合の対策などの意見を連合会を通じ、意見を出 

来ればと思います 

・霜月農園が移転になりました 農園愛護倶楽部と一緒に新しい農園の開拓と今後のイベント 

についても話し合いたいと思います 

・毎年、各種イベントへの参加人数が減少しています 地域のコミュニケーションを図る目的 

ですが、今後自治会会員の年齢層にあった自治会行事の在り方を考えていきたいと思います。 

 

防 災 部 

部 長 垂門 文吾（７－１） 

委 員 
内田 一洋（８－６） 渡辺 昭則（７－２） 

酒井 良輔（８－１０） 

【目 的】 

地域の防災意識を啓蒙・推進する 

     自主防災訓練の企画・実地を行う 

     自治会の備蓄品の管理 

【活 動】 

・年に一度、自主防災訓練を実地する 

 平成 30 年度 ６月 10 日(日)実施 霜月公園にて 

 参加者 役員 11 名 運営委員 25 名 大人 42 名 子供 52 名 計 130 名 

・年に一度、市原市防災訓練に参加する 

 平成 30 年度 ９月２日(日)実施 水の江小学校にて 

 霜月自治会より役員４名参加 

・年に一度、防災機器の作動確認をする（発電機等） 

・年に一度、備蓄品の管理、補充をする 

 



非常食 フリーズドライ食 96×15 箱 1440 個 

保存水 500ｍｌ24 本×50 箱 1200 本 

消火器 23 本更新 収納箱２基追加（７－B ブロック用） 

・ジャガイモ収穫祭、夏祭り、自主防災で灯油バーナーを使用し、作動確認 

 

【課 題】 

 ・防災意識の低下を防ぐため、今後も自主防災訓練の実地、地域の防災訓練への参加を継続

的にしたいが、参加率が少ないので防災意識をより啓蒙・推進したい 

 ・消防団との連携をさらに図りたい 

 ・灯油バーナーの作動不良が見られたので随時交換していきたい 

 ・自主防災の参加率が前年比 144％でした、煙道体験は良かったのですが、 

  段取りが悪く渋滞してしまった 

 ・火災、災害などの有事の際、皆様の所在、安否確認は自治会名簿より行います 

会員の皆様においては、自治会加入へのより一層のご理解とご近所様の未加入世帯へのお 

声かけのご協力をお願いしたい 

 

 

庶 務 部 

部 長 加藤 幸生（８‐３）【副部長】中本 泰隆（７－１３） 

委 員 
渡辺 昭則（７－２）増子 幸子（７－９） 

米山 博樹（８－４）高木 真理（８－７） 

【目 的】 

自治会への加入促進、及び資源回収を通じた会計収入に関するサポート 

【活 動】 

（1） さくらびとクラブ 

・6/23、9/8、12/8 ボッチャ体験会  

・11/17    ミニ敬老会 

（2） 資源物回収（毎週水曜日）の実施 

【実 績】平成 30年度（２月末時点）：合計 292,930円（前年比 415％） 

        ※昨年度同時期合計：68,118円 

（3）転入者などに自治会入会促進の実施 

     12月に 7-B班地区における入居世帯に対して、入会促進のための訪問実施 

【課 題】 

■資源回収については、毎週水曜日に実施日を変更したことにより、資源回収量も増加した 

ものの、分別が分かりにくいとのご意見を頂戴し、分別に関する詳細案内を各ごみステー 

ションに設置した。次年度以降も、同様のサイクルで資源物回収を継続し、会員の皆さま 

への活動周知を浸透させていく。 

 ■転入世帯の自治会加入が苦戦しているため、改めて自治会の在り方、加入いただく必要性 

等を丁寧に訪問説明する事で、より多くの新規世帯入会を目指し、自治会内における結束 

力を強固なものにしていきたい。 

 

 

 

 

 

 



広 報 部 

部 長 後藤 泰平 （８－２） 

委 員 
加藤 幸生（８－３） 中本 泰隆（７－１３） 

高木 真理（８－７） 

【目 的】霜月自治会ホームページ、ツイッター、公式ライン及び霜月新聞などを用いて、自

治会内の活動に関する案内や実施報告を会員に提供し、自治会の活動を周知する。 

【活 動】 

・月 1 回会報(霜月新聞)の作成 

・隔週の回覧板記事を霜月自治会ホームページへの掲載 

・自治会活動にて実施した行事等に関する写真や動画の撮影 

【課 題】 

  ・今年度より「霜月自治会ホームページ」をリニューアルしました。霜月新聞と霜月自治

会公式ツイッター、公式ＬＩＮＥと合わせて多方向より霜月自治会活動の案内・広報が

出来たことは活動の周知という面では向上したのではないかと感じています。 

   今後は周知だけでなく、自治会活動に参加してもらうことを考えた案内をしていければ

と考えています。 

  ・自治会活動にて実施した行事等に関する写真や動画の撮影については 

   実施したものの、実際にホームページや霜月新聞にて使用したものに 

ついては一部のみだったため、掲載されていない写真や動画についても 

ホームページに掲載するなど何らかの方法にて提供できれば良いのでは 

ないかと考えています。 

  ・７－５班～７－７班に新しく住宅が増えていきます。霜月自治会活動の内容と重要性を

広報して理解して頂き、自治会加入への促進をしていきたいと思います。 

 

 

 

事 務 局 

局 長 加藤 幸生（８‐３）【次長】中本 泰隆（７－１３） 

委 員 
渡辺 昭則（７－２）増子 幸子（７－９） 

米山 博樹（８－４）高木 真理（８－７） 

【目 的】 

回覧・配布物を通じた地域内における各種情報の管理共有 

役員会や班長運営委員会等、自治会内における各種運営に関する記録管理 

 

【活 動】 

・月２回の回覧・配布物の調整 

・会費の徴収管理 

・各種回収物のとりまとめや会員からの意見集約等 

 

【課 題】 

タイムリー且つ迅速な情報発信の検討 

 

 



【第一号議案】

月　　日 活動・事業内容 説明・備考

　４月１５日（日） ・ちはら台霜月自治会 第15回定期総会 ちはら台支所会議室にて実施
全ての議案が賛成多数で可決

　５月１４日（月）
　～　１８日（金）

・春のあいさつ運動 今年は霜月公園前にて実施
１日平均５名程度の参加

　５月２０日（日） ・さつまいも苗の植付け 霜月農園愛護クラブと合同で700本の苗を植えた

　６月１０日（日） ・霜月自治会内　一斉清掃 約373名が参加

　６月１０日（土） ・自主防災訓練 主に運営委員約207名が参加
市津消防署のご協力のもと、初期消火訓練、応急救護訓練（AED）、煙道体験を実施
自主防災会として、ハイゼックス炊爨による炊き出し訓練を実施

　６月１０日（土） 不要制服等交換会 ちはら台南中制服を中心に、幼稚園用品なども多数集め、交換会を開催

　６月１７日（土） 霜月農園草刈り 全運営委員さん対象に開催

　６月２３日（土） ・さくらびとクラブ　ボッチャ体験会 スタッフ含む大人24名　子供９名が参加

　７月　１日（日） ・じゃがいも収穫祭 60名が参加
自治会行事としては最後の開催　　次年度より農園愛護クラブへ移管

　７月２３日（月）
　　～３１日（月）
　８月２０日（月）
　　～３１日（木）

・夏休みラジオ体操 御影台公園、神無月公園にて実施
約117名参加

　８月　５日（日） ・霜月農園草刈り 霜月農園愛護クラブと合同作業

　８月２５日（土） ・ちはら台市民夏祭り ・実行委員の米山理事と運営委員で進行・運営を担当
・内田副会長と役員で霜月商店を開店

　９月　２日（日） 市原市総合防災訓練 水の江小学校体育館にて

　９月　８日（土） ・さくらびとクラブ　ボッチャ体験会 スタッフ含む大人21名　子供６名が参加

　９月　９日（土） ・霜月農園草刈り 霜月農園愛護クラブと合同作業

１０月１３日（土） ・市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング 市長、市役所職員、市原市町会長連合会会長、市議会議員、ちはら台全自治会長にて会
議

１０月１４日（日） ・ちはら台地区市民体育祭 ち南中で開催された市民体育祭の運営協力・参加

１１月　５日（月）
　　～　９日（金）

・秋のあいさつ運動 霜月自治会内は霜月公園前にて実施
１日平均5名程度

１１月１７日（土） ・さくらびとクラブ　ミニ敬老会 今年度より市社会福祉協議会主催の敬老会が廃止になったため、近隣５自治会（霜月、乙
月、かずさの杜、みかげ台、スマートコモン）共催で桜小にて開催した。
大人80名　子供62名が参加し、医師によるセミナー、バナナのたたき売り、昔あそびなど大
いに盛り上がった

１１月１８日（土） ・さつまいも収穫祭 初の霜月農園愛護クラブ主催事業　次年度も引き続き主催をお願いする
大人、子供合わせ約40名の参加

１２月　８日（土） ・さくらびとクラブ　ボッチャ体験会 スタッフ含む大人30名　子供７名が参加

１２月２８日（木） ・年末一斉パトロール 自治会、諸団体264名、青色パトロール車17台による地区全域パトロール
霜月自治会は10名の参加

　１月１９日（土） ほうとうつくり体験 桜小児童発案による開催　　企画・運営ともに６年生の子供達が実施

　１月２１日（日） ・トントンエコマラソン 米山理事が運営委員として参加

　３月２４日（日） ・ちはら台地区自治会連合会第18回定期総会 支所会議室にて

平成30年度　事業及び行事活動報告



◎その他会議等

会　　議 参加者 開　催　日

第1回 4/15　第2回 5/26　第3回 6/23　第4回 7/21　第5回 8/18　第6回 9/23

第7回 10/27　第8回 11/25　第9回 12/15　第10回 1/27　第11回 2/24　第12回 3/17

第1回 4/8　第2回 5/27　第3回 6/24　第4回 7/14　第5回 8/19　第6回 9/23

第7回 10/28　第8回 11/25　第9回 12/16　第10回 1/27　第11回 2/24　第12回 3/10

ちはら台桜小学校
学区内地域懇談会
―さくらっ子ネットワーク―
（年3回）

桜小校長、教頭、PTA会長、PTA副会長、
学区内自治会長（霜月、乙月、みかげ台、かずさの
杜、スマートコモン）、同自治会の代表者（副会長、理
事など）

第1回 6/23　第2回 11/24　第3回 3/9

市原市社協
桜小学区
小域福祉ネットワーク
（さくらびとクラブ）

学区内自治会長（霜月、乙月、みかげ台、かずさの
杜、スマートコモンシティ）、ちはら台地区社協会員
（学区内民生委員、協力員）

第1回6/23　第2回7/29　第3回9/8　第４回11/17　第5回12/8

夏祭り実行委員会 夏祭り実行委員 第1回6/24　第2回7/15　第3回（説明会）7/22

◎資源回収報告

ちはら台地区内　自治会長全員

霜月自治会役員、班長、運営委員 第1回 4/15　第2回 7/8　第3回 11/25（中止）　第4回 3/17

定例役員会（月1回）

自治会連合会
定例会長会
（月1回）

霜月自治会
班長・運営委員会
（年4回）

霜月自治会役員
（要請により会計監査、顧問含む）

平成30年度回収量ランキング（４月～１月分まで）
◇町会・自治会関係のみ　（98団体）

順位 団体名 回収量（ｋｇ）
1 ちはら台乙月自治会 69,170
2 谷島野町会 45,340
3 山木ダイヤ 41,556
4 ちはら台霜月自治会 32,440
5 若宮一丁目町会 27,798
6 若宮６丁目町会 27,074
7 光風台４丁目北町会 24,795
8 若宮２丁目町会 24,637
9 若宮４丁目町会 22,569
10 ちはら台南６丁目自治会 22,061
11 ザ・ガーデンアイル管理組合 21,338
12 小勝山団地自治会 20,946
13 砂子花の会 19,829
14 ちはら台かずさの杜自治会 19,262
15 五井西倶楽部 18,793

◇総合　（257団体）
順位 団体名 回収量（ｋｇ）

1 寺谷小学校区小域福祉ネットワーク 97,903
2 市原市立三和中学校ＰＴＡ 72,030
3 ちはら台乙月自治会 69,170
4 市原市立東海中学校ＰＴＡ 63,172
5 大槌町の子どもたちを支える会 47,425
6 谷島野町会 45,340
7 山木ダイヤ 41,556
8 社会福祉法人　祐啓会 38,201
9 資源グループ　たつみ 35,427
10 鶴舞地区小域福祉ネットワーク 35,140
11 ちはら台霜月自治会 32,440
12 市原市立海上小ＰＴＡ 30,529
13 牛久小学校ＰＴＡ 28,020
14 若宮一丁目町会 27,798
15 市原市立湿津中学校ＰＴＡ 27,488

実施日 金額 補助金 計
３月

12、26
４月

4、11、18、25
５月

2、9、16、23、30
６月

6、13、20、27
７月

4、11、18、25
８月

1、8、15、22、29
９月

5、12、19、26
10月
3、10、17、24、31

11月
7、14、21、28

12月
5、12、19、26
１月

9、16、23、30
２月

6、13、20、27

292,930¥      
152,728¥      

445,658¥   

10,243¥   4,128¥    14,371¥       

28,683¥       

55,720¥       

34,722¥       

38,130¥       

27,440¥   18,840¥  46,280¥       

50,780¥       

22,430¥   13,200¥  35,630¥       

29,840¥   18,560¥  48,400¥       

29,022¥       

21,380¥       

回収業者から

16,760¥  42,540¥       

市原市補助金
合計

17,303¥   

33,720¥   

31,520¥   19,260¥  

23,150¥   14,980¥  

21,380¥   

21,102¥   13,620¥  

11,380¥  

22,000¥  

25,780¥   

29,022¥   



第二号議案 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　         　平成30年度収支決算報告

               （会員数471世帯+賛助会員3 ※平成30年1月現在） 

　 自　平成30年4月 １日

至　平成31年3月31日

予算収入額 実　績 差　額 備　　   考

会費 2,370,000 2,449,400 79,400 （半期2,500円）※途中入会、退会含む

補助金(行政協力交付金) 189,584 189,584 0
交付額(世帯割額400円×474世帯＋均等割額48,000円）－市原市
町会長連合会費引去金（交付額×0.16＋正町会10,000円)

雑収入 300,000 619,224 319,224
電気料補助443,731円、一斉清掃補助4,000円、
普通利息9円、夏祭り159,400円、収穫祭カンパ12,084円

資源回収 200,000 445,658 245,658 資源回収292,930円、助成金152,728円

防犯街灯積立金 612,688 612,688 0

前期繰越金 924,238 924,238 0

4,596,510 5,240,792 644,282

＜支出の部＞

予算支出額 実　績 差　額 備　　   考

社会福祉協議会 94,000 0 -94,000 今年度支出せず

社会体育振興会 47,000 47,000 0 １世帯当たり100円（470世帯分）

計 141,000 47,000 -94,000

自衛隊協力会会費 1,000 1,000 0 自治会一律1,000円

さくらびとクラブ協力金 20,000 20,000 0 前年度資源回収の25％相当

水の江小学校 100,000 100,000 0 水の江小学校創立30周年記念として

計 121,000 121,000 0

運営費（上期・下期） 470,000 470,000 0 １世帯当たり1000円（470世帯分）

市民祭り（夏祭り） 235,000 235,000 0 １世帯当たり500円（470世帯分）

計 705,000 705,000 0

役員報酬 384,000 360,000 -24,000
会長5,000円/月、副会長2,000円/月×6人
理事2,000円/月×6人、会計2,000円/月、会計監査1,000円/月

会議費 50,000 75,989 25,989 総会、班長運営委員会、役員会12回、総会資料作成, 

事務用品費 120,000 153,237 33,237 コピー代他

霜月自治会農園費用 70,000 42,432 -27,568

消耗品費、雑費 35,000 78,928 43,928 乾電池、配布物用ファイル、ビニール袋、養生テープ等

通信・交通費 15,000 21,504 6,504 振込料、ガソリン代補助、ATM手数料、ホームページ作成

慶弔金 15,000 11,000 -4,000 平林さん、時田さん、戸山さん

活動費　 450,000 521,195 71,195 (別添参照)

交際費 15,500 15,500 0 勧送迎会、、夏祭り反省会、忘年の集い、広報ちはら台名刺広告代

計 1,154,500 1,279,785 125,285

防犯街灯電気料 300,000 220,491 -79,509 30年4月～31年3月分　　

防犯街灯維持管理費 0 0 0 防犯街灯修理代

備品費 150,000 50,567 -99,433 防犯看板20枚、パトロール用反射ベスト、のぼり、防災倉庫合鍵等

ごみステーション補助費 300,000 115,432 -184,568 8-6班、7-1班、8-1班、7-10班、7-13班、7-2班、8-4班

防災費 900,000 130,823 -769,177 消火器更新、消火器BOX（井戸掘削費90万円未支出）

防犯街灯積立金 500,000 632,000 132,000 定期積立金、東電申請費用

予備費 100,000 0 -100,000

計 2,250,000 1,149,313 -1,100,687

支出計 4,371,500 3,302,098 -1,069,402

次期繰越金 225,010 1,938,694 1,713,684

総支出(実支出＋繰越金)計 4,596,510 5,240,792 644,282

収入計

＜収入の部＞

項　目

項　目

団
体
委
託
金

霜
月
自
治
会
活
動
費

連
合
会
費

協
力
金

そ
の
他





【別添】

活動内容 費　目 （経　費） 合計金額

一斉清掃 飲み物、お菓子 52,723¥       

じゃがいも収穫祭 景品、飲み物他 14,088¥       

ちはら台市民夏祭り 売上金 159,400¥  

支出（材料費、経費） 244,792¥  1,080¥        

（差額） -85,392¥  244,792¥     

（自治会員165×300円） \49,500）

（運営委員26名×300円 \7,800） （\57,300）

市防災訓練 飲み物 6,013¥        

防犯パトロール 子供用飲料代 3,402¥        

夏休みラジオ体操 景品 31,700¥       

ちはら台市民体育祭 弁当、飲み物 56,163¥       

自主防災訓練 米、水、カレー、消耗品、弁当 40,253¥       

さつまいも収穫祭 景品、飲み物 34,054¥       

ほうとう体験 材料費等 36,927¥       

総計 521,195¥   

平成30年度収支決算報告　活動費内訳



 
 
【第三号議案】 

 
 

ちはら台霜月自治会会則 改定（案） 
 
１．運営委員廃止に関する事項 

  （趣旨） 

班内から「班長」と「運営委員」を各１名づつ選出してきたが、会員の少ない班では数年に１度 

の頻度で輪番を迎え、高負担となっている為、この度「運営委員」を廃止し、「班長」のみ選出 

とし、班長が運営委員の責務も担うように改訂する事によって、輪番の頻度を下げる 

 

①改訂前 

第６条 本会は次の会議を開催する。  

   （１）総会 （２）役員会 （３）班長・運営委員会 

①改訂後 

 第６条 本会は次の会議を開催する。  

   （１）総会 （２）役員会 （３）班長運営委員会 

 

②改訂前 

第８条  

３ 総会の議長及び書記は、前年度の班長または運営委員より選出し総会において承認を得る。 

②改訂後 

第８条  

３ 総会の議長及び書記は、前年度の班長より選出し総会において承認を得る。 

 

③改訂前 

（班長・運営委員会） 

第 11 条 班長・運営委員会は、役員会及び班長・運営委員で構成され、総会に次ぐ議決機関 

とし、会長より指示された事項につき検討を行うとともに、役員会の業務の執行を補佐

する。 

   ２  班長・運営委員は、主たる年間行事の執行に当たる。 

   ３  班長・運営委員会は会長が招集する。 

③改訂後 

（班長運営委員会） 

第 11 条 班長運営委員会は、役員会及び班長で構成され、総会に次ぐ議決機関とし、会長より 

指示された事項につき検討を行うとともに、役員会の業務の執行を補佐する。 

   ２  班長は、主たる年間行事の執行に当たる。 

   ３  班長運営委員会は会長が招集する。 

 

④改訂前 

第 14 条  

（２）会長及び会計監査の候補者がいない場合には、班長・運営委員により構成される役員 

候補者選出委員会が候補を推薦する。 

   （４）会長は、班長・運営委員により構成される役員候補者選出委員会に対して副会長、理事 

会計の候補者の推薦を要請することができる。 

④改訂後 

第 14 条  

   （２）会長及び会計監査の候補者がいない場合には、班長により構成される役員候補者選出 

委員会が候補を推薦する。 

   （４）会長は、班長により構成される役員候補者選出委員会に対して副会長、理事会計の候補 

者の推薦を要請することができる。 



 

 

 

 

⑤改訂前 

第 16 条  

   ３  会計監査は、役員会及び班長・運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 

⑤改訂後 

第 16 条  

   ３  会計監査は、役員会及び班長運営委員会に出席し、意見を述べることができる。 

 

⑥改訂前 

（班の編成並びに班長・運営委員の選出と業務） 

第 17 条 班長及び運営委員は、輪番制とし各班からそれぞれ１名選出し、会長に届けるものとす 

る。 

   ３  自治会役員経験者、または、これから自治会役員に就こうとする者は、班長または 

      運営委員を役員在任年数に相当する回数分、輪番制から免除する事ができる。 

免除は良識の範囲内で行使し、輪番制に支障がある場合は、免除は行わない事とする。 

４  班長及び運営委員の選出について健康上もしくは高齢等の事情により業務遂行が 

困難な場合に限り、各班内で話し合いの上必要に応じて輪番制から免除する事が出来 

る。 

５  班長の業務 

（１）会議や行事への出席 （２）会員の加入・脱会の手続き （３）会費の徴収と納付 

（４）班の運営に関する日常の業務 ＊回覧板の運営 ＊配布物の配布 

＊ゴミ処理の適切な運営など 

    （５）防犯パトロールへの参加 

６  運営委員の業務 

（１）会議や行事への出席 

（２）行事役員として参加 ＊一斉清掃（市）＊自主防災訓練 ＊ちはら台市民夏祭 

＊防災訓練（市）＊ちはら台市民体育祭 ＊他祭りｲﾍﾞﾝﾄなど 

    （３）霜月農園運営への参加 

⑥改訂後 

（班の編成並びに班長の選出と業務） 

第 17 条 班長は、輪番制とし各班からそれぞれ１名選出し、会長に届けるものとする。 

   ３  自治会役員経験者、または、これから自治会役員に就こうとする者は、班長を役員在任 

年数に相当する回数分、輪番制から免除する事ができる。 

免除は良識の範囲内で行使し、輪番制に支障がある場合は、免除は行わない事とする。 

４  班長の選出について健康上もしくは高齢等の事情により業務遂行が困難な場合に限り、 

各班内で話し合いの上必要に応じて輪番制から免除する事が出来る。 

５  班長の業務 

（１）会議や行事への出席 （２）会員の加入・脱会の手続き （３）会費の徴収と納付 

（４）班の運営に関する日常の業務 ＊回覧板の運営 ＊配布物の配布 

＊ゴミ処理の適切な運営など 

    （５）防犯パトロールへの参加 

    （６）行事役員として参加 ＊（市）一斉清掃 ＊自主防災訓練 ＊ちはら台市民夏祭り 

                 ＊（市）防災訓練 ＊その他 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

２．班長に対する報酬の追加 

  （趣旨） 

  運営委員を廃止する事により班長の負担が増える為、また会員増加（退会抑止）の動機づけに 

もなりうる為、さらに班長選出の一機会としてもらう為、班長にも報酬を設定する 

改訂前 

第 18 条 役員等に対して、次の通り報酬を支払う。 

    （１） 会  長 月額 5,000 円  （２） 副会長 月額 2,000 円 

（３） 理  事 月額 2,000 円  （４） 会 計 月額 2,000 円 

（５） 会計監査 月額 1,000 円 

改訂後 

第 18 条 役員等に対して、次の通り報酬を支払う。 

    （１） 会  長 月額 5,000 円  （２） 副会長 月額 2,000 円 

（３） 理  事 月額 2,000 円  （４） 会 計 月額 2,000 円 

（５） 会計監査 月額 1,000 円  （６） 班 長 年額 500 円／１世帯 

 

３．その他 

  （趣旨） 

  ３項で説明されている事が２項で蛇足となっているため、２項は全文を削除する 

  （２項の文体そのものが、「会則」という公的な文面にそぐわない） 

改訂前 

第 12 条  

   ２ 副会長・理事の員数は、会員数の増等に伴い役員の業務も増大し、その都度会則の改訂が

必要となる為、副会長、理事の役員数を固定せず必要に応じ役員数を決定する。 

   ３ 役員増が必要と判断した場合、役員会で検討し総会で報告し会員の承認を得る。 

改訂後 

第 12 条  

   ２ 役員増が必要と判断した場合、役員会で検討し総会で報告し会員の承認を得る。 

 

 

 

 



第四号議案
平成３１年度　ちはら台霜月自治会　役員（案）

班 氏　　名 電　話

　７－　２班 　堀内　夕希 ２６－７４３０

　７－　１班 　垂門　文吾 ５２－２０１９

　７－　　班 　　－

　７－１５班 　中本　泰隆 ９８－２２０７

　８－　２班 　後藤　泰平 ５２－８３０６

　８－　３班 　加藤　幸生 ５２－５８５６

　８－　６班 　内田　一洋 ５２－６７８８

　７－　２班 　渡辺　昭則 ７９－６４１７

　７－　　班 　　－

　７－１２班 佐藤　まゆみ ５２－８２６５

　７－１４班 　石川　博一 ５２－４４２０

　８－　４班 　米山　博樹 ５２－５６１７

　８－　８班 　中林　玲子 ５２－１０１１

　８－　９班 　酒井　良輔 ５２－７６６９

　８－　４班 　工藤　光康 ５２－０６１２

　８－１０班 　益田　美紀 ６３－３６０５

　７－１１班 　増子　幸子 ５２－１０１９

平成３１年度　班長　及び　理事のブロック担当範囲

ブロック 班 会員数 役員担当範囲 備　　考

７－　１班 16 渡辺理事

７－　２班 24 〃 旧７－２、旧７－４合併

７－　３班 16 〃

７－　４班 23 〃 旧７－　５班

７－　５班 0 　　理事 新班設置（将来用）

７－　６班 15 〃 旧７－Ｂ２

７－　７班 16 〃 旧７－Ｂ１

７－　８班 19 佐藤理事 旧７－　８

７－　９班 22 〃 旧７－　７

７－１０班 14 〃 旧７－　８

７－１１班 20 〃 旧７－　９

７－１２班 18 石川理事 旧７－１０

７－１３班 18 〃 旧７－１１

７－１４班 17 〃 旧７－１２

７－１５班 19 〃 旧７－１３

８－　１班 24 米山理事

８－　２班 18 〃

８－　３班 19 〃

８－　４班 17 〃

８－　５班 19 〃 ★賛助会員１含む

８－　６班 22 中林理事 旧８－６、旧８－９合併

８－　７班 19 〃

８－　８班 25 〃 ★賛助会員１含む

８－　９班 19 酒井理事 旧８－１０

８－１０班 24 〃 旧８－１１

８－１１班 13 〃 旧８－１２

８－１２班 15 〃 　旧８－１３

計７ブロック 計27班 491 　★賛助会員１含む

伊藤　耕太

７－A

７－B

７－C

８－B

８－C

横江　隆之

松尾　信

鈴木　大樹

甲地　隆二

水口　泰史

林　利典

牧野　朋也

大下　博史

正木　貴雄

堀口　陽一

野々目　恭範

茂木　洋志

山本　恒康

小島　弘之

暉　憲二郎

金子　祐貴

江口　智也

勝畑　大輔

本居　真一

安達　美智代

田口　実弥

山木　清司

竹下　誠

班　長

田中　栄治

理　事（任期中） 　　　　〃　　　８－１６－１９

　　　　〃　　　８－　３－　２

理　事（新　任）

顧　問（新　任） 　　　　〃　　　７－１５－　５

副会長（再　任） 　　　　〃　　　８－１９－１０

会計監査（新任） 　　　　〃　　　８－　９－１６

理　事（再　任）

理　事（新　任） 　　　　〃　　　８－２３－　９

　　　　〃　　　８－　２－１６

会　計（再　任）

役　職 住　　　　　所

会　長（再　任） 市原市ちはら台東７－　４－１５

副会長（任期中） 　　　　〃　　　７－　２－　９

　　　　〃　　　８－　１－　８

副会長（再　任） 　　　　〃　　　８－　７－１４

理　事（新　任） 　　　　〃　　　７－　４－２３

理　事（任期中） 　　　　〃　　　７－　６－１２

　　　　〃　　　　－　　－

副会長（新　任） 　　　　〃　　　　－　　－

７－D

８－A

村上　正博

副会長（再　任） 　　　　〃　　　７－２１－　８

　　　　〃　　　７－１８－　５

理　事（再　任）

副会長（再　任）



第五号議案        

平成３１年度事業及び行事活動方針（案） 
 

１．事業計画           

ちはら台地区の人口も 26,000人を超え、私たちの住む東地区も今後益々宅地造成が行われ、更に人口 

が増える様相です。 

今年度霜月自治会は 491世帯からのスタートとなります。ちはら台地区の自治会としては３番目に会 

員数が多い自治会となっております。 

今年も安全で安心して快適に暮らせる街づくりと、人の絆づくりを基本とした地域活動に努めていきた 

   いと思います。 

今年度の事業計画案は以下の通りですが、この計画の円滑な遂行につきましては、会員皆様の一人ひと 

りのご支援なくしては成り立ちません。何卒ご支援、ご協力を宜しくお願い致します。 

 

（１）．自主防犯活動の強化について 

人口増等により残念ながらちはら台地区でも近年空き巣、忍び込み、バイク盗難、自転車盗難等の 

事件が見られるようになり、特に不審者情報が後を絶ちません。 

連合会防犯委員会では「防犯カメラ監視中」の看板や横断幕などを増設し犯罪抑止の為の活動をして 

おります。 

安全で安心して暮らせる住み良い地域社会を実現するためには、市民生活に危険を及ぼす犯罪事故、 

災害を未然に防ぐことが大切です。 

今年度も継続して、自主防犯活動の強化を図り被害ゼロを目標に活動したいと思います。 

その一環として、防犯パトロール隊と班長によるパトロール、お散歩隊によるパトロールを実施して 

おりますので、引き続き会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。 

また、パトロール隊に多くの参加希望者を募りますので、希望者は班長または役員に申し出て下さい。 

散歩パトロール隊には腕章を、パトロール隊には腕章、ベスト等を貸与します。 

（年間パトロールのスケジュールは別紙３参照：27 P） 

 

（２）．自主防災の備えについて 

自然災害に備え、年１回の自主防災訓練を実施し、「救護訓練」、「消火訓練」、「AED訓練」、「ハイゼッ 

クス袋での炊飯」を実施しております。 

東日本大震災発生後、災害に備え自主防災会として防災用品を購入しておりますが、各家庭においては、

最低３日分。１週間分の備蓄があればなお安心と言われておりますので、各家庭での備蓄をお願いしま

す。災害時に断水が発生すると復旧までに３０日は掛かるとも言われております。人間１人が１日に必

要な飲料水は３リットル。生活用水で６リットルもの水が最低限必要と言われており、各家庭における

水の備蓄はもちろんですが、給水を受けられる様にポリタンクなど清潔でフタのできる容器の用意も必

要となりますので各自ご用意をお願い致します。 

なお昨年度は災害時に備えて新霜月農園内に井戸を新設いたしました。災害時に少しでも会員の皆様に

生活用水等を供給できればとの考えからです。 

   自主防災会の備蓄は、全世帯に十分に用意する事は物理的に難しいため、合わせて各家庭でも備蓄をよ

ろしくお願い致します。 

 

（３）．地域のコミュニケーションの強化 

①霜月農園事業の完全移管 

    平成 19 年度より東 7 丁目 14 番地東側（瀬又）という好立地条件の農地（約 570ｍ２=170 坪）を地

権者様より借用し霜月農園として運営しておりました。 

    ちはら台では独自に農園を運営している自治会は例を見ないため、大変な評価を得ておりましたが、 

    諸事情により立ち退くこととなりました。しかしご厚意により新たな農園地をお借りする事が出来ま 

したので、こちらを自治会としてお借りし管理は農園愛護クラブにお願いする事にいたしました。 

    収穫祭など、食育という観点からも大変好評を頂いておりましたので、農園愛護クラブさんには今年

度も引き続き実施をお願いしていきます。 

 

 

 



 

 

②その他イベントとして 

一斉清掃、夏祭り霜月商店、自主防災訓練など、自治会イベントを通して、近隣同士が顔見知りにな

り、いざという時にお互いに支え合えるようなコミュニティ作りが出来ればと思いますので、皆様是

非ご参加の程よろしくお願い致します。 

 

   ③霜月自治会ホームページとツイッター、公式 LINEの活用 

    会報（霜月新聞）や各種案内文書の掲載はもちろん、各種イベントの様子を写真や動画で掲載させて

頂きます。また緊急情報や雨天順延のご案内などは公式 LINEにて配信いたします。 

    パソコン（スマートフォンも可）をお持ちでしたら是非ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

【霜月自治会ホームページ】       【公式 Twitter】         【公式 LINE】 

 

＜霜月自治会公式 LINEの登録方法＞ 

   右記 QRコードを読み取り、URLを開いてください。 

   LINEアプリがインストールされている場合はアプリを開き、 

   友達追加をしてください。 

  （LINEがインストールされていない場合は、同じページから 

   インストール出来ますので、インストールしてから上記の 

   手順で友達追加をしてください） 

   ※【利用条件に同意してください】というページが出ますので、 

    下の【同意する】をタップしてください。 

    タップしたら友達追加完了です。 

 

   霜月自治会からのお知らせ（資源回収や防犯パトロール、イベントの雨天延期の連絡など）が 

LINEで受け取れるようになります。 

   ご自身で Twitterや掲示板を読みに行かなくてもよくなりますので、大変便利になります。 

スマホをお持ちの方は、是非友達登録を。 

 

（４）．通学路での学童の交通安全指導 

通学路に指定されている交差点等でも非常に危険な場所があります。特に登校時は通勤時間帯でもあり 

無謀な車の運転が見受けられます。登下校時、学童を交通災害から守るためにも、時間に余裕のある方

は、学童の交通安全指導に参加ご協力をお願い致します。 

 

（５）．霜月農園愛護クラブ 

   自治会役員の負担軽減、イベントや農園の継続的な運営・継承を目的とし、昨年度「霜月農園愛護クラ

ブ」を結成いたしました。今後は自治会として収穫祭などを主催せず、こちらに移管いたしますので、

皆様のご参加をよろしくお願いいたします。 

  

 

 



土  　8:00～　9:30 霜月農園（サークルと合同）草刈り③

　　１日 日

ちはら台地区市民夏祭り　【予備日】8/25（日）

18:30～20:30 自治会館大会議室 第５回霜月定例役員会

　　７月

２０日 土  　8:00～　9:30 霜月農園（サークルと合同）草刈り②

１０日

　　　4月

平成３１年度　事業及び行事活動方針（案）

月 日 曜日 時間 場　　　所 備　　考

１４日 日

10:00～12:00 支所会議室 第16回霜月自治会定期総会

12:15～13:15 支所会議室 第１回班長運営委員会

14:30～16:30 自治会館大会議室 第１回霜月定例役員会

  18:00～ 未定 新旧役員歓送迎会

　　５月

　　５日 日 10:00～11:30 霜月農園（サークル） さつまいも植付準備　【予備日】5/6（月）

13日～17日 月～金  7:10～　7:50 霜月公園前交差点、神無月公園下交差点

18:30～20:30 自治会館大会議室 第２回霜月定例役員会

春のあいさつ運動

１８日 土 10:00～11:30 霜月農園（サークル） さつまいも植付　【予備日】5/19（日）

　　６月

　９日 日

 8:30～　9:30 霜月自治会　町内全域 霜月自治会一斉清掃　【予備日】6/16（日）

 9:30～11:30 霜月公園 自主防災訓練　【予備日】6/16（日）

 9:30～　　　　　 霜月公園 不要制服等交換会　【予備日】6/16（日）

１５日 土 13:30～15:30 桜小体育室 さくらびとクラブ

 　8:00～　9:30 霜月農園（サークルと合同）草刈り①　（大根植付等も）１６日 日

13:00～15:00 自治会館大会議室 第１回ちはら台夏祭り実行委員会２３日 日

18:30～20:30 自治会館大会議室 第３回霜月定例役員会

13:00～15:00 自治会館大会議室 第２回ちはら台夏祭り実行委員会１４日 日

２１日 日 13:00～15:00 自治会館大会議室 ちはら台夏祭り出店説明会

２８日 日
10:00～12:00 ちはら台支所会議室 第２回班長運営委員会

13:00～15:00 自治会館大会議室 第４回霜月定例役員会

　　８月

　　４日 日 13:00～15:00 ちはら台支所会議室　等 ちはら台夏祭り運営委員会

２４日 土 終日 未定

日

　　９月

9:00頃 牧園小学校 市原市総合防災訓練　【雨天決行】

　　７日

18:30～20:30 自治会館大会議室 第６回霜月定例役員会

土 　8:00～　9:30 霜月農園（サークル） 草刈り④

２１日 土

２．行事活動計画（案）

２５日 土

２２日 土

１８日



１０月

　　２月 ２３日 日
13:30～15:30 支所会議室

１３日 日 9:00頃～ ちはら台南中（予定）

１２日 土 10:00～ 支所会議室 市長と町会長で語ろう未来創生ミーティング

ちはら台地区体育大会

１９日 土  9:30～11:30 霜月農園（サークル） 霜月祭り用事前収穫

18:30～20:30 自治会館大会議室 第７回霜月定例役員会

10:00～12:00 霜月農園（サークル） 霜月祭り（予定）

 7:10～　7:50 霜月公園前交差点、神無月公園下交差点 秋のあいさつ運動

13:30～15:30 支所会議室 第3回班長運営委員会

16:00～18:00 自治会館大会議室 第８回霜月定例役員会

15:00～17:00 自治会館大会議室 第９回霜月定例役員会

19:30～　　　　　 未定 ちはら台地区年末一斉パトロール

未定 未定 トン・トンエコマラソン

未定 コミセン　体育館　等 ちはら台地区　成人式

12:30～13:00 ちはら台公園 ちはら台公園清掃

13:30～15:30 自治会館大会議室 第１０回霜月定例役員会

15:30～17:30 自治会館大会議室 第１１回霜月定例役員会

第４回班長運営委員会

２１日 土

日  9:30～11:30 ちはら台支所会議室 ２０２０年度連合会総会

18:30～20:30 自治会館大会議室 第１２回霜月定例役員会

２２日

日

２６日 土

１９日 日

２８日 土

　　３日 日

日

５日～８日

１２月
１４日 土

　　１月

２６日

１１月

２４日 日

１２日

月～金

住　所 電話番号

清水　正夫

２９日 日 10:00～17:00

民生・児童委員

自治会館事務室 第１7回総会資料作成

　　３月

３．各種団体役員

氏　名役　職

ちはら台東７－１２－１３ ５２－６２０８

ちはら台東７－１２－１４ ５０－２２３１

山中　宏　 ちはら台東８－２１－１１ ５２－１１８６

石本　正道 ちはら台東８－１９－　３

千葉　常治

清水　正夫

霜月農園愛護クラブ

　　　　　　　　代表

ちはら台東７－１２－１３ ５２－６２０８

石本　正道 ちはら台東８－１９－　３ ５２－６５０２

米山　博樹　 ちはら台東８－　２－１６ ５２－５６１７

５２－６５０２

防犯協会ちはら台支部

　　　　　　　　　連絡所

防犯協会ちはら台支部

　　　　　　　　　指導員

交通安全協会ちはら台支部

　　　　　　　　　　　支部役員

交通安全協会ちはら台支部

　　　　　　　　　　　支部役員

霜月老人会（さくら会）

　　　　　　　　　会長



第六号議案

　          平成３１年度予算　（案）
               （会員数488世帯+賛助会員3　※平成31年1月現在） 
　 自　平成31年4月 １日

至　平成32年3月31日
前年度実績 予算収入額 備　　   考

会費 2,449,400 2,455,000 半期2,500円×(488+賛助3)×2期、※1月現在

補助金 189,584 195,296
交付額(世帯割額400円×491世帯＋均等割額48,000円）－市原市町
会長連合会費引去金（交付額×0.16＋正町会10,000円)

雑収入 619,224 300,000 電気料補助、一斉清掃補助、預金利息、収穫祭カンパ、霜月商店
資源回収 445,658 500,000 資源回収、資源回収助成金
防犯街灯積立金 612,688 500,000

前期繰越金 924,238 1,938,694 前年度支出予定の井戸掘削費（90万円）含む

5,240,792 5,888,990

＜支出の部＞

前年度実績 予算支出金 備　　   考
社会福祉協議会 0 97,600 １世帯当たり200円（488世帯分）
社会体育振興会 47,000 48,800 １世帯当たり100円（488世帯分）

計 47,000 146,400

自衛隊協力会 1,000 1,000 自治会一律1,000円
さくらびとクラブ 20,000 20,000

ちはら台桜小学校 100,000 100,000 ちはら台桜小学校創立10周年記念事業として

計 121,000 121,000

運営費 470,000 488,000 １世帯当たり1,000円（488世帯分）

市民祭り（夏祭り） 235,000 244,000 １世帯当たり   500円（488世帯分）

計 705,000 732,000

役員報酬 360,000 653,500
会長5,000円/月、副会長2,000円/月×6人、理事2,000円/月×7人、
会計2,000円/月、会計監査1,000円/月　班長年額500円/1世帯

会議費 75,989 80,000 総会、役員会、班長運営委員会
事務用品費 153,237 150,000 コピー代他
霜月自治会農園費用 42,432 250,000 新霜月農園の整備代、肥料代、苗代、収穫祭費用
消耗品費・雑費 78,928 80,000 乾電池、配布袋など
通信・交通費 21,504 50,000 振込料、ガソリン代補助、ホームページ管理費用
慶弔金 11,000 15,000 本人5,000円、家族3,000円
活動費　 521,195 500,000 一斉清掃、ラジオ体操、市民夏祭り、防災訓練、市民体育祭など

交際費 15,500 15,000 新旧自治会長歓送迎会、夏祭り慰労会、忘年の集い

計 1,279,785 1,793,500

防犯街灯電気料 220,491 190,000 103基支払いのうち、80％は平成31年8月頃に市より補助される

防犯街灯維持管理費 0 0 平成30年度より以後10年間　防犯街灯の維持費は市へ移管
備品費 50,567 250,000 新霜月農園用（発電機用収納庫など）
ごみステーション補助費 115,432 300,000
防災費 130,823 1,500,000 防災備蓄品等　※井戸掘削費（前年度承認済）含む
防犯街灯積立金 632,000 500,000

予備費 0 100,000

計 1,149,313 2,840,000

3,302,098 5,632,900

1,938,694 256,090

5,240,792 5,888,990

※収入の部の補助金は平成31年１月、市に届け出した会員数491世帯で算出したものです。
　 支出の部の団体委託金、協力金、連合会費の支払いは賛助会員3を引いた488世帯で算出したものです。

＜収入の部＞
項　目

収入計

項　目
団
体
委
託
金

協
力
金

連
合
会
費

霜
月
自
治
会
活
動
費

そ
の
他

実支出計

次期繰越金

総支出合計(実支出＋繰越金)



別紙 会 員 推 移 状 況

１．班単位の会員世帯数　　H30年度 H31年2月3日　現在
班 班長･氏名 世帯数 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 計 備　　　　考

1 ７－　１ 押方　清喜 16 16
2 ７－　２ 石川　拓美 13 1 14 入会（松田さん）

3 ７－　３ 浅沼　勇志 16 16
4 ７－　４ 松家　直樹 10 10
5 ７－　５ 西川　博 23 23

6 ７－B１ 荷堂　紳 7 1 2 4 1 15
入会（中村さん、樋口さん、前田さん、千明さん、森田さん、
　　　　小林さん、堀込さん、林さん）

7 ７－B２ 吉住　雄貴 7 2 4 1 2 16
入会（中村さん、荒川さん、小森さん、杉山さん、作山さん、
　　　　大原さん、古川さん、渡辺さん、齋藤さん）

8 ７－　６ 吉田　慎也 19 19
9 ７－　７ 斉藤　健児 22 22
10 ７－　８ 櫻井　秀行 13 1 14 入会（小島さん）

11 ７－　９ 向後　正直 20 20
12 ７－１０ 植木　章 18 18
13 ７－１１ 内山　裕幸 17 1 18 入会（高橋さん）

14 ７－１２ 鶴間　康大 17 17
15 ７－１３ 西原　真司 19 19
16 ８－　１ 中川　和則 24 24
17 ８－　２ 北岡　博 18 18
18 ８－　３ 遠藤　稔 19 19
19 ８－　４ 伊藤　智也 17 17
20 ８－　５ 菊池　晶 19 -1 18 退会（蔦谷さん）

21 ８－　６ 木藤　秀樹 9 9
22 ８－　７ 中村　英治 19 19
23 ８－　８ 為近　秀行 25 25
24 ８－　９ 金子　陽範 12 12
25 ８－１０ 旭　繁男 19 19
26 ８－１１ 平良　要 24 24
27 ８－１２ 藤井　俊彰 13 13
28 ８－１３ 斉藤　真奈美 13 -1 1 1 14 退会（田口さん）、入会（長谷川さん、宮本さん）

合計 468 4 2 0 8 1 0 1 0 3 1 0 0 488

２．賛助会員　　(３会員)
班

1 ８－　９
2 ８－　５
3 ８－１３ ※８－１３　時田さん　退会

事業会員名 備　　考
高徳寺別院　妙樂寺 代表者：松本俊雄
ウエルシア薬局 代表者：水野秀晴　
佐久間　晋一郎 瀬又居住者



受理月 受理日 手口
発生日
（自）

時間
発生日
（至）

時間2
発生場所
（字・丁
目）

被害品 車両ﾀｲﾌﾟ 犯行手口

完全施錠
の有無
（車上ね
らい、自
動車盗）

被害品2
施錠の有
無（オート
バイ盗）

ハンドル
ロックの有
無（オート
バイ盗）

施錠有無

1 1
公務執行
妨害 H30.1.1 14:24

ちはら台
南5丁目

1 3
車上ねら

い H30.1.2 15:00 H30.1.3 10:00
ちはら台
南1丁目 現金等

普通乗用
車

集合住宅
駐車場 有 財布等

1 5 置引き H29.12.26 18:00 H29.12.26 19:00
ちはら台
西4丁目 現金等

1 6
職場ねら

い H29.12.31 12:45 H30.1.2 20:00
ちはら台
西3丁目 現金

1 6
職場ねら

い H30.1.3 9:30 H30.1.3 21:30
ちはら台
西3丁目 現金等

1 14 自転車盗 H29.12.2 17:30 H29.12.2 21:30
ちはら台
西3丁目 自転車

店舗駐輪
場 無

1 18 万引き H30.1.17 20:00 H30.1.18 12:00
ちはら台
南3丁目 電化製品

1 20
車上ねら

い H30.1.20 8:00 H30.1.20 10:00
ちはら台
西6丁目 電気工具

普通貨物
車 建築現場 不明

1 28 自転車盗 H30.1.28 11:30 H30.1.28 13:50
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗駐輪
場 無 無

1 29 万引き H30.1.29 9:50
ちはら台
南3丁目 衣類

1 29 自転車盗 H30.1.28 23:30 H30.1.29 6:20
ちはら台
東4丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

1 31
非侵入窃
盗その他 H30.1.31 12:30 H30.1.31 17:10

ちはら台
西3丁目

ｹﾞｰﾑ機設
備

2 2 自転車盗 H30.2.2 12:30 H30.2.2 16:30
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

2 5 自転車盗 H30.2.4 14:30 H30.2.4 18:00
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗駐輪
場 無 無

2 11 住居侵入 H30.2.10 8:00 H30.2.11 8:30
ちはら台
東6丁目

2 12 自転車盗 H30.2.11 16:00 H30.2.12 12:15
ちはら台
東9丁目 自転車 自転車

一般住宅
駐車場 無 無

2 17 自転車盗 H30.2.17 10:00 H30.2.17 13:00
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗敷地
内 無 無

2 21
ｵｰﾄﾊﾞｲ
盗 H30.2.17 9:00 H30.2.18 8:30

ちはら台
東2丁目

原動機付
自転車

原動機付
自転車

一般住宅
駐車場 不明 不明 不明

2 24 置引き H30.2.24 13:30
ちはら台
西3丁目 現金等

2 27
部品ねら

い H30.2.26 19:30 H30.2.27 7:30
ちはら台
東8丁目

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ

普通貨物
車

集合住宅
駐車場 不明

3 1 自転車盗 H30.3.1 6:00 H30.3.1 18:00
ちはら台
東9丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

3 1
部品ねら

い H30.2.25 17:00 H30.3.1 14:30
ちはら台
東8丁目

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ

普通乗用
車

その他駐
車場 不明

3 5 自転車盗 H30.3.4 22:00 H30.3.5 8:30
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

集合住宅
駐輪場 無 無

3 6 自転車盗 H30.3.6 15:30 H30.3.6 19:40
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

3 7
非侵入窃
盗その他 H30.3.6 14:00 H30.3.6 20:35

ちはら台
南6丁目 現金等

3 9
ｵｰﾄﾊﾞｲ
盗 H30.3.8 19:00 H30.3.9 5:30

ちはら台
東9丁目

普通自動
二輪車

普通自動
二輪車

一般住宅
敷地内 有 有

2 27
非侵入窃
盗その他 H30.2.24 14:34

ちはら台
東3丁目 給湯器

3 16 空き巣 H30.3.16 10:15 H30.3.16 20:00
ちはら台
南1丁目 現金

3 18 自転車盗 H30.3.15 22:00 H30.3.16 6:00
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

3 18 空き巣 H30.3.16 15:40 H30.3.18 14:30
ちはら台
南3丁目 現金等

3 22 空き巣 H30.3.21 6:30 H30.3.22 22:10
ちはら台
南5丁目

3 28 自転車盗 H30.3.25 18:00 H30.3.28 9:00
ちはら台
東7丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

4 4 自転車盗 H30.4.3 12:30 H30.4.3 17:30
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗駐輪
場 無 無

4 11 暴行 H30.4.5 20:27
ちはら台
西1丁目

4 15 置引き H30.4.15 10:30 H30.4.15 10:45
ちはら台
西3丁目 現金等

4 15 万引き H30.4.15 12:00 H30.4.15 12:30
ちはら台
西3丁目 衣類

4 15 自転車盗 H30.4.15 14:30 H30.4.15 17:30
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗駐輪
場 無 無

4 30 置引き H30.4.30 15:00 H30.4.30 15:30
ちはら台
西3丁目 現金等

【別紙　１】 平成30年1月～１2月　ちはら台地区別犯罪発生件数



5 18 器物損壊 H30.5.15 20:10 H30.5.15 21:00
ちはら台
東7丁目

5 19 器物損壊 H30.5.14 6:06 H30.5.14 18:00
ちはら台
西1丁目

5 30 空き巣 H30.5.30 10:40 H30.5.30 23:40
ちはら台
西5丁目 現金等

6 1 万引き H30.6.1 9:49
ちはら台
東8丁目 食料品

6 13
部品ねら

い H30.6.12 14:00 H30.6.13 9:30
ちはら台
東3丁目

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ

普通乗用
車

一般住宅
敷地内 不明

6 16 傷害 H30.6.16 19:05
ちはら台
西3丁目

6 21 器物損壊 H30.3.12 12:00 H30.6.21 9:00
ちはら台
南6丁目

7 13 自動車盗 H30.7.12 15:30 H30.7.13 10:20
ちはら台
南6丁目

普通乗用
車

普通乗用
車 駐車場 有

7 15 器物損壊 H30.7.12 17:00 H30.7.13 5:00
ちはら台
西1丁目

7 21
車上ねら

い H30.7.21 11:30 H30.7.21 11:40
ちはら台
東4丁目 現金等 自転車

店舗駐車
場内 不明

7 26 器物損壊 H30.7.25 18:40 H30.7.26 8:00
ちはら台
西6丁目

7 26 器物損壊 H30.7.19 14:00
ちはら台
南1丁目

7 26
非侵入窃
盗その他 H30.7.23 20:30 H30.7.25 8:00

ちはら台
西5丁目 靴

7 30 器物損壊 H30.7.29 17:00 H30.7.30 17:30
ちはら台
西3丁目

8 9 自転車盗 H30.8.9 9:00 H30.8.9 16:30
ちはら台
西1丁目 自転車 自転車 駅駐輪場 無 無

8 12 万引き H30.8.11 12:30 H30.8.12 11:00
ちはら台
西3丁目 財布

8 15 暴行 H30.8.15 15:10
ちはら台
西3丁目

8 15 空き巣 H30.8.10 23:00 H30.8.15 12:50
ちはら台
西3丁目

8 31 自転車盗 H30.8.31 6:50 H30.8.31 17:30
ちはら台
東9丁目 自転車 自転車 路上 無 無

9 1 住居侵入 H30.9.1 3:27
ちはら台
南2丁目

9 6 器物損壊 H30.9.5 22:00 H30.9.6 6:10
ちはら台
南5丁目

9 7
ｵｰﾄﾊﾞｲ
盗 H30.9.6 23:00 H30.9.7 6:00

ちはら台
南5丁目

大型自動
二輪車

大型自動
二輪車

一般住宅
敷地内 不明 不明

9 8 器物損壊 H30.9.8 12:30 H30.9.8 19:00
ちはら台
南2丁目

9 15
非侵入窃
盗その他 H30.9.12 9:00 H30.9.14 18:30

ちはら台
南3丁目 車椅子

9 15 自転車盗 H30.9.14 6:50 H30.9.14 9:20
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

9 17 自転車盗 H30.9.17 12:30 H30.9.17 14:00
ちはら台
西3丁目 自転車 自転車

店舗駐輪
場 無 無

9 17
非侵入窃
盗その他 H30.9.16 15:55 H30.9.17 10:00

ちはら台
南2丁目 現金

9 19 自転車盗 H30.9.12 21:30 H30.9.19 13:00
ちはら台
西4丁目 自転車 自転車

集合住宅
駐輪場 無 無

9 19 自転車盗 H30.9.18 16:00 H30.9.19 8:30
ちはら台
西1丁目 自転車 自転車

集合住宅
敷地内 有 有

9 21 自転車盗 H30.9.20 18:00 H30.9.20 20:50
ちはら台
東4丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 有 有

9 27 自転車盗 H30.9.26 21:40 H30.9.27 7:40
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

9 29 自転車盗 H30.9.12 17:00 H30.9.13 8:30
ちはら台
南4丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 有 有

9 29 万引き H30.9.28 10:00 H30.9.29 10:00
ちはら台
西3丁目 電化製品

10 2
職場ねら

い H30.7.7 10:00 H30.7.7 19:00
ちはら台
西3丁目 現金

10 7 器物損壊 H30.10.6 19:30 H30.10.7 10:00
ちはら台
南1丁目

10 14 自動車盗 H30.10.13 20:00 H30.10.14 7:45
ちはら台
東6丁目

普通乗用
車

普通乗用
車

一般住宅
駐車場 有

10 15 自転車盗 H30.10.15 7:48 H30.10.15 17:20
ちはら台
南5丁目 自転車 自転車 歩道上 無 無

10 25 暴行 H30.10.21 14:00 H30.10.21 14:05
ちはら台
南6丁目

10 31
強制わい
せつ H30.10.31 21:20

ちはら台
南6丁目

11 12
色情ねら

い H30.11.11 18:30 H30.11.11 21:00
ちはら台
東3丁目 下着

11 30 自動車盗 H30.11.29 22:30 H30.11.30 18:00
ちはら台
東7丁目

普通乗用
車

普通乗用
車

一般住宅
駐車場 有

12 9 置引き H30.12.9 19:45 H30.12.9 20:00
ちはら台
西3丁目 現金等



12 9 自転車盗 H30.12.9 15:30 H30.12.9 16:30
ちはら台
東1丁目 自転車 自転車 公園内 無 無

12 22 万引き H30.12.21 20:12
ちはら台
西3丁目 帽子

12 22 器物損壊 H30.12.10 18:30 H30.12.20 22:30
ちはら台
東9丁目

12 30 万引き H30.12.30 12:00 H30.12.30 15:20
ちはら台
西3丁目 衣類

受理月 受理日 手口
発生日
（自）

時間
発生日
（至）

時間2
発生場所
（字・丁
目）

被害品 車両ﾀｲﾌﾟ 犯行手口

完全施錠
の有無
（車上ね
らい、自
動車盗）

被害品2
施錠の有
無（オート
バイ盗）

ハンドル
ロックの有
無（オート
バイ盗）

施錠有無

2 2 自転車盗 H30.2.2 12:30 H30.2.2 16:30
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

2 27
部品ねら

い H30.2.26 19:30 H30.2.27 7:30
ちはら台
東8丁目

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ

普通貨物
車

集合住宅
駐車場 不明

3 1
部品ねら

い H30.2.25 17:00 H30.3.1 14:30
ちはら台
東8丁目

ﾅﾝﾊﾞｰﾌﾟ
ﾚｰﾄ

普通乗用
車

その他駐
車場 不明

3 5 自転車盗 H30.3.4 22:00 H30.3.5 8:30
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

集合住宅
駐輪場 無 無

3 6 自転車盗 H30.3.6 15:30 H30.3.6 19:40
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

3 18 自転車盗 H30.3.15 22:00 H30.3.16 6:00
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

3 28 自転車盗 H30.3.25 18:00 H30.3.28 9:00
ちはら台
東7丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

5 18 器物損壊 H30.5.15 20:10 H30.5.15 21:00
ちはら台
東7丁目

6 1 万引き H30.6.1 9:49
ちはら台
東8丁目 食料品

9 15 自転車盗 H30.9.14 6:50 H30.9.14 9:20
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

9 27 自転車盗 H30.9.26 21:40 H30.9.27 7:40
ちはら台
東8丁目 自転車 自転車

一般住宅
敷地内 無 無

11 30 自動車盗 H30.11.29 22:30 H30.11.30 18:00
ちはら台
東7丁目

普通乗用
車

普通乗用
車

一般住宅
駐車場 有

東７丁目　８丁目の詳細



【別紙２】
防犯パトロール隊名簿　　防犯用品の貸与状況（H31.4.1 現在）

Ｎｏ 班 氏　　名 ベストＮｏ 信号灯Ｎｏ 腕章Ｎｏ 備　考

1 ７－　１ 押方　蘭子 霜Ｎｏ　７７ 散歩パトロール隊

2 〃 矢島　恵子 　〃　１７９ 散歩パトロール隊

3 〃 永嶋　美恵子 　〃　１８０ 散歩パトロール隊

4 〃 石橋　知子 　〃　１８１ 散歩パトロール隊

5 〃 山崎　由美 　〃　１８２ 散歩パトロール隊

6 〃 石井　かおり 　〃　１８３ 散歩パトロール隊

7 〃 間殿　晃生 霜Ｎｏ４１ 霜Ｎｏ４４ パトロール隊

8 〃 垂門　文吾 H30～Ｈ31年度役員（副会長）

9 ７－　２ 堀内　夕希 霜Ｎｏ　８ 霜Ｎｏ２５ 霜Ｎｏ　４３ H26～Ｈ31年度役員（会長）

10 〃 中野　一利 市Ｎｏ　　８ 散歩パトロール隊

11 〃 渡辺　昭則 霜Ｎｏ５２ 霜Ｎｏ６３ H30～Ｈ31年度役員（理事）

12 ７－　３ 西出　富雄 霜Ｎｏ１６ 霜Ｎｏ　３ 警Ｎｏ１７５ 散歩パトロール隊

13 〃 西出　秀一 霜Ｎｏ不明 霜Ｎｏ２３ パトロール隊

14 ７－　４ 田中　英幸 パトロール隊

15 ７－　８ 千葉　常治 霜Ｎｏ　３ 霜Ｎｏ３４ 防犯協会使用 散歩パトロール隊

16 〃 千葉　輝子 警Ｎｏ１８４ 散歩パトロール隊

17 〃 生見　香代子 　〃　１８９ 散歩パトロール隊

18 〃 柴崎　綾子 　〃　１９０ 散歩パトロール隊

19 〃 飯田　貴志 　〃　　　１ 散歩パトロール隊

20 〃 飯田　奈美 　〃　　　２ 散歩パトロール隊

21 〃 篠塚　知恵 　〃　　　３ 散歩パトロール隊

22 〃 今野　志のぶ 　〃　　　５ 散歩パトロール隊

23 〃 市原　雪恵 　〃　　　６ 散歩パトロール隊

24 〃 小齊　薫 　〃　　６０ パトロール隊

25 ７－　９ 鈴木　治夫 警Ｎｏ１８５ 散歩パトロール隊

26 〃 鈴木　千栄子 　〃　１８６ 散歩パトロール隊

27 〃 渡辺　ナカエ 市Ｎｏ　１３ 散歩パトロール隊

28 〃 奥田　秀行 霜Ｎｏ　６８ 散歩パトロール隊

29 〃 奥田　純子 　〃　　６９ 散歩パトロール隊

30 〃 平野　有希子 H30年度役員（会計監査）

31 ７－　１０ 向井　英和 霜Ｎｏ　　７ 散歩パトロール隊

32 〃 向井　美和 　〃　　　８ 散歩パトロール隊

33 〃 向井　まり子 　〃　　　９ 散歩パトロール隊

34 〃 上田　美奈子 　〃　　１０ 散歩パトロール隊

35 ７－　１１ 御園生　直美 　〃　　１１ 散歩パトロール隊

36 〃 津内口　清子 　〃　　１２ 散歩パトロール隊

37 〃 土屋　昌美 　〃　　１３ 散歩パトロール隊

38 〃 仲鉢　弘創 市Ｎｏ　１１ 散歩パトロール隊

39 〃 増子　幸子 霜Ｎｏ３５ 霜Ｎｏ３７ H30年度役員（理事）Ｈ31年度役員（顧問）

40 ７－１２ 田村　美和 霜Ｎｏ２７ 霜Ｎｏ２６ パトロール隊

41 ７－１３ 永井　啓照 　〃　　７３ 散歩パトロール隊

42 〃 永井　明美 　〃　　７４ 散歩パトロール隊

43 〃 佐久間　智大 霜Ｎｏ４２ 霜Ｎｏ３５ パトロール隊

44 〃 田村　基成 霜Ｎｏ４７ 霜Ｎｏ５０ パトロール隊

45 ７－１４ 石川　博一 - - 霜Ｎｏ　９１ H28年度～Ｈ31年度役員（理事）

46 ７－１５ 小菅　拓也 霜Ｎｏ２９ 霜Ｎｏ２９ H30年度役員（顧問）

47 〃 中本　泰隆 霜Ｎｏ５１ 霜Ｎｏ３８ H29年～Ｈ31年度度役員（副会長）

48 ８－　１ 斉藤　文子 市Ｎｏ　　７ 散歩パトロール隊

49 〃 額　純樹 霜Ｎｏ１８ 霜Ｎｏ４０ 　〃　　　９ パトロール隊

50 ８－　２ 後藤　泰平 霜Ｎｏ４３ 霜Ｎｏ５３ 霜Ｎｏ　２１ H29年度～平成31年度役員（副会長）

51 ８－　３ 庄司　豊子 霜Ｎｏ　５０ 散歩パトロール隊

52 〃 秋葉　輝美 　〃　　５１ 散歩パトロール隊

53 〃 土屋　久美 　〃　　５２ 散歩パトロール隊

54 〃 澤田　友紀 　〃　　５３ 散歩パトロール隊

55 〃 堀口　典子 　〃　　５４ 散歩パトロール隊

56 〃 安孫子　佳代子 　〃　　５５ 散歩パトロール隊



【別紙２】
防犯パトロール隊名簿　　防犯用品の貸与状況（H31.4.1 現在）

Ｎｏ 班 氏　　名 ベストＮｏ 信号灯Ｎｏ 腕章Ｎｏ 備　考

57 〃 小岩　いづみ 　〃　　５６ 散歩パトロール隊

58 〃 虻川　礼子 　〃　　５７ 散歩パトロール隊

59 〃 遠藤　裕美 　〃　　５８ 散歩パトロール隊

60 〃 今井　清尋 市Ｎｏ　　１ 散歩パトロール隊

61 〃 今井　淳子 　〃　　　２ 散歩パトロール隊

62 〃 藤田　ひろみ 　〃　　　３ 散歩パトロール隊

63 〃 古瀬　亜貴子 　〃　　　６ 散歩パトロール隊

64 〃 浦塚　あゆみ 　〃　　１０ 散歩パトロール隊

65 〃 松坂　直穂子 　〃　　１５ 散歩パトロール隊

66 〃 加藤　幸生 霜Ｎｏ５６ 霜Ｎｏ４２ H29年度～Ｈ31年度役員（副会長）

67 ８－　４ 波多野　由美子 霜Ｎｏ　１５ 散歩パトロール隊

68 〃 浅井　隆志 　〃　　１６ 散歩パトロール隊

69 〃 米山　博樹 霜Ｎｏ５０ 霜Ｎｏ３８ H29年度～Ｈ31年度役員（理事）

70 〃 工藤　光康 霜Ｎｏ３６ 霜Ｎｏ４１ H29年度～Ｈ31年度役員（会計）

71 ８－　５ 宮原　賢二 警Ｎｏ１７６ 散歩パトロール隊

72 〃 太刀川　徳明 霜Ｎｏ２２ 霜Ｎｏ２１ 霜Ｎｏ　６１ パトロール隊

73 〃 込山　智子 　〃　　８３ 散歩パトロール隊

74 〃 神毛　亮一 霜Ｎｏ４８ 霜Ｎｏ５１ 霜Ｎｏ　８５ パトロール隊

75 ８－　６ 石本　正道 霜Ｎｏ　１ 安全協会使用 霜Ｎｏ　８６ パトロール隊　ジャンバーNo.1

76 〃 石本　国江 　〃　１７２ パトロール隊

77 〃 飯塚　俊彦 　〃　　２５ 散歩パトロール隊

78 〃 飯塚　恵子 　〃　　１８ 散歩パトロール隊

79 〃 小原　奈保子 　〃　　１９ 散歩パトロール隊

80 〃 小林　美奈子 　〃　　２０ 散歩パトロール隊

81 〃 石本　賢紀 　〃　　６３ 散歩パトロール隊

82 〃 石本　律子 　〃　　６４ 散歩パトロール隊

83 〃 内田　一洋 霜Ｎｏ５８ 霜Ｎｏ６１ H29年度～Ｈ31年度役員（副会長）

84 〃 柳澤　八恵子 　〃　　２２ 散歩パトロール隊

85 〃 諏訪　智子 霜Ｎｏ２７ 霜Ｎｏ２６ 霜Ｎｏ　１７ パトロール隊

86 ８－　７ 中村　美代子 　〃　　２３ 散歩パトロール隊

87 〃 今藤　加奈子 　〃　　２４ 散歩パトロール隊

88 〃 寺沢　祐子 　〃　　５９ 散歩パトロール隊

89 〃 渡邊　久美 　〃　　６７ 散歩パトロール隊

90 〃 山中　宏 　〃　　７２ パトロール隊

91 〃 服部　希代 霜Ｎｏ２８ 霜Ｎｏ３２ 　〃　　８４ パトロール隊

92 〃 平井　将士 パトロール隊

93 〃 高木　真理 霜Ｎｏ３３ 霜Ｎｏ４６ - H30年度役員（理事）

94 ８－　８ 田村　友里香 　〃　　２８ 散歩パトロール隊

95 〃 川合　清美 　〃　　３０ 散歩パトロール隊

96 〃 山口　直昭 　〃　　２６ 散歩パトロール隊

97 〃 山口　みどり 　〃　　２７ 散歩パトロール隊

98 〃 吉田　伴子 　〃　　２９ 散歩パトロール隊

99 〃 中林　玲子 　〃　　３１ 散歩パトロール隊

100 〃 鶴岡　和子 　〃　　３２ 散歩パトロール隊

101 〃 鈴木　大樹 　〃　　３４ 散歩パトロール隊

102 〃 鈴木　理恵 　〃　　３５ 散歩パトロール隊

103 〃 中村　美幸 霜Ｎｏ３３ 霜Ｎｏ４６ パトロール隊

104 ８－９ 船井　智佐 　〃　　３６ 散歩パトロール隊

105 〃 西舘　康典 霜Ｎｏ　３７ 散歩パトロール隊

106 〃 西舘　宏枝 　〃　　３８ 散歩パトロール隊

107 〃 甲地　保子 　〃　　４０ 散歩パトロール隊

108 〃 井上　卓 　〃　　８０ 散歩パトロール隊

109 〃 齋藤　恵美子 霜Ｎｏ　８１ 散歩パトロール隊

110 〃 井倉　正子 霜Ｎｏ３０ 霜Ｎｏ５２ パトロール隊

111 〃 田中　裕二 霜Ｎｏ３１ 霜Ｎｏ３９ パトロール隊

112 〃 酒井　良輔 霜Ｎｏ３１ 霜Ｎｏ３９ H30年度役員～平成31年度（理事）

113 ８－１０ 三尾　良憲 霜Ｎｏ１４ 霜Ｎｏ１４ 　〃　　４５ パトロール隊

114 〃 山崎　博行 霜Ｎｏ１３ 霜Ｎｏ１３ 　〃　　４１ パトロール隊
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115 〃 齋藤　練吾 霜Ｎｏ４４ 霜Ｎｏ４７ パトロール隊

116 〃 松野　勇一 霜Ｎｏ３４ 霜Ｎｏ３３ 散歩パトロール隊

117 ８－１1 藤井　ともみ 　〃　　４６ 散歩パトロール隊

118 〃 坂口　賢二 　〃　　４７ 散歩パトロール隊

119 〃 楯岡　政信 　〃　　６５ 散歩パトロール隊

120 〃 楯岡　美彩子 　〃　　６６ 散歩パトロール隊

霜月倉庫保管品
ベストＮＯ 信号灯Ｎｏ 腕章Ｎｏ ジャンパーＮｏ

霜Ｎｏ　６ 霜Ｎｏ３０ 霜Ｎｏ９２ 霜Ｎｏ　２

霜Ｎｏ　７ 霜Ｎｏ５８ 霜Ｎｏ９３ 霜Ｎｏ　３

霜Ｎｏ　９ 霜Ｎｏ５９ 霜Ｎｏ９４ 霜Ｎｏ　４

霜Ｎｏ１０ 霜Ｎｏ６０ 市Ｎｏ１２ 霜Ｎｏ　５

霜Ｎｏ１５ 市Ｎｏ１７４

霜Ｎｏ１７ 市Ｎｏ１９３

霜Ｎｏ２６

霜Ｎｏ４９

霜Ｎｏ５３

霜Ｎｏ５４

霜Ｎｏ５５

霜Ｎｏ５７

霜Ｎｏ５９

霜Ｎｏ６０

新品予備４着

※信号灯(霜No.2,9,27,31)故障により破棄。（H25.2.22)

※信号灯(霜No.10,11,16)故障により破棄。(H25.3.14)

※信号灯(霜No.8)故障により破棄。(H25.4.5)

※信号灯(霜No.5)故障により破棄。(H25.7.27)

※信号灯(霜No.3,17)故障により破棄。(H25.11.23)

※信号灯(霜No.12)故障により破棄。(H27.3.20)

※信号灯(霜No.45,46)故障により破棄。(H28.12.31)

※信号灯(霜No.22)故障により破棄。(H29.3.21)

※信号灯(霜No.6,22,56,57)故障により破棄。(H30.3.25)

※信号灯(霜No.54,55,62)故障により破棄。(H31.3.30)

※ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ計5着あり　1着は使用中　他は倉庫保管

管理上Noをつけているが、ｼﾞｬﾝﾊﾟｰ側にはNoはついていない



【別紙３】

回数 備　考 回数 備　考

1回目 　７日 第1日曜日 19回目 　６日 第1日曜日

2回目 １４日 第2日曜日 20回目 １３日 第2日曜日

3回目 ２８日 第4日曜日 21回目 ２７日 第4日曜日

4回目 　５日 第1日曜日 22回目 　３日 第1日曜日

5回目 １２日 第2日曜日 23回目 １０日 第2日曜日

6回目 ２６日 第4日曜日 24回目 ２４日 第4日曜日

7回目 　２日 第1日曜日 25回目 　１日 第1日曜日

8回目 　９日 第2日曜日 26回目 　８日 第2日曜日

9回目 ２３日 第4日曜日 27回目 ２２日 第4日曜日

10回目 　７日 第1日曜日 28回目 　５日 第1日曜日

11回目 １４日 第2日曜日 29回目 １２日 第2日曜日

12回目 ２８日 第4日曜日 30回目 ２６日 第4日曜日

13回目 　４日 第1日曜日 31回目 　２日 第1日曜日

14回目 １１日 第2日曜日 32回目 　９日 第2日曜日

15回目 ２５日 第4日曜日 33回目 ２３日 第4日曜日

16回目 　１日 第1日曜日 34回目 　１日 第1日曜日

17回目 　８日 第2日曜日 35回目 　８日 第2日曜日

18回目 ２２日 第4日曜日 36回目 ２２日 第4日曜日

①パトロールの実施は、原則として第１・第２・第４日曜日の18：00出発です。

　出発時間は通年で固定します。（平成30年度より変更しました）

　班長さんは、月１回以上の防犯パトロールへの出席をお願いします。

②集合場所は霜月公園の防災倉庫前です。出発時間の5分前に集合して下さい。

③パトロール範囲は霜月自治会地域内とし、東７丁目・８丁目に分かれて行います。

　霜月公園を出発して戻るコースですが、自宅が遠い方は霜月公園まで戻らずに

　途中で解散でも構いません。

④班長には防犯ベストと誘導灯を貸与致します。パトロール終了時に役員に返却

　して下さい。

⑤雨天中止です。その際に特に連絡は致しません。また都合により参加出来ない

　場合も連絡は不要です。

平成31年度 防犯パトロール年間スケジュール

H31年

４月

年月日

  1年

５月

  1年

６月

ちはら台霜月自治会

  1年

８月

  1年

９月

年月日

   1年

10月

   1年

11月

   1年

12月

  2年

１月

  2年

２月

  2年

３月

  1年

７月



7-1 

7-4 

7-12 

7-9 

7-10 

7-8 

7-5 

7-3 

7-7 

7-6 

7-11 

7-13 

8-10 

8-9 

7-14 

7-15 

8-12 

8-11 

8-5 

8-6 

8-7 

8-8 

8-2 

8-3 

8-4 

8-1 

ちはら台霜月自治会 
平成31年度 班割 役員宅図 

7-2 

（新）霜月農園 

堀内会長 

垂門副会長 

中本副会長 

後藤副会長 

加藤副会長 

内田副会長 

渡辺理事 

佐藤理事 

石川理事 

米山理事 

中林理事 

酒井理事 工藤会計 

益田監査 

増子顧問 

防災井戸 


