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1　若宮団地再生に向けての諸課題を町づく
り委員会、まちづくり協議会連携で検討推
進……若宮団地の特質である立地、高齢化、
テラス戸建て混在を踏まえた空き家問題に
ついてワークショップを開催して住民の意
見を収集する。

2　暴風災害への対応力の強化
①　若宮小学校区地区防災計画の策定及び

訓練の実施並びに広報活動……若宮小学
校を避難所とした地区防災計画の策定、
それに基づく訓練の実施、さらに訓練を
通して住民への広報を行う。なお、この
訓練は、在宅避難者を含めた内容としま
す。

②　市原地区市防災訓練への参画

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••令和３年度　連合自治会役員令和３年度　連合自治会役員

•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••
令和３年度　令和３年度　重点目標重点目標

後列左から　牧口　安本　鶴岡　金井
中列左から　伊豆　挾間　石本　地引　陶山　八代　品川　平田
前列左から　山下　入江　冨田　平山　岩澤　阿部　菅野

役　職 氏　　名 備　　考
会　長 平山　　満 ４丁目町会長

事務局長 冨田　　清 ５丁目町会長  
会　計 岩澤　直美 １丁目町会長
副会長 阿部　忠昭 ２丁目町会長
副会長 山下　健児 ３丁目町会長
副会長 菅野　泰夫 ６丁目町会長
副会長 入江啓一郎 ７丁目町会長
理　事 平田　育雄 １丁目副会長
理　事 八代　　裕 ２丁目副会長
理　事 陶山　貴章 ３丁目副会長
理　事 金井　　保 ４丁目副会長
理　事 品川　春美 ５丁目副会長
理　事 地引　静男 ６丁目副会長
理　事 鶴岡　寛之 ７丁目副会長
幹　事 金親　秀和 防犯委員会委員長
幹　事 安本　光治 まつり委員会委員長
幹　事 石本　文穂 防災委員会委員長
幹　事 伊豆ゆう子 新聞編集委員会委員長
幹　事 挾間　繁宏 町づくり委員会委員長



2

第　25　号 若宮団地　連合だより 令和３年６月１日

【立会人と町会長で可否の確認】【立会人と町会長で可否の確認】

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

若宮連合自治会では総会を令和３年４月18
日（日）13時30分より若宮団地連合自治会館
１階ホールにて開催する予定でおりましたが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止という観
点から中止する事に決定しました。そこで、
役員並びに代議員の皆様（57名）に総会資料
とともに書面議決書を送り、議案についてご
審議頂くこととなりました。

議案の可否について４月18日13時30分から
立会人（平野美津子様、織田哲幸様、仲村喜
代美様）のもと、連合役員で確認いたしまし
た。書面送付57、議決権行使57、議案（1）
から（7）まで全員賛成でした。よって、議
案は承認されました。尚、総会資料に付きま
しては、事務局にて閲覧できます。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

第50回連合自治会総会は書面表決で実施第50回連合自治会総会は書面表決で実施
7議案すべて承認7議案すべて承認

４月25日（日）10時から連合自治会館２階
ホールにて、「若宮小学校区 地区防災計画」
についての説明会を開催いたしました。市原
市危機管理課五十嵐氏、粟飯原氏、若宮小学
校校長出本先生、教頭鈴木先生。また、今回
の防災計画に賛同して頂けた山木町会会長高
山氏と防災・防犯担当東條氏、連合役員など
合わせて29名の方々に参加いただきました。

地区防災計画とは、平成30年に市原市が防
災モデル地区２団体を募集しましたが、若宮
連合自治会も募集に参画し、平成31年１月に
３団体「若宮小学校区、市東中学校区、明神
小学校区」がモデル地区に認定されました。

若宮小学校区は主に地震災害や暴風雨災害
等における避難方法（町会で行うべきこと）
や連合自治会防災本部との連携についてです。
避難所（若宮小学校や中央公園）の配置につ
いて今まで検討されてきたことが報告されま
した。（アンケート結果による避難所への避
難者数の把握や在宅避難者用の物資の供給等

も含む）
目的は、災害が発生したときの対応です。

ワークショップや防災訓練等を行い、シミュ
レーションを重ねていざという時に慌てない
ようにする事です。

市原市危機管理課の協力をいただきながら
作成してきましたが、コロナの関係もあり思
うように活動できなかったことも事実です。

本日の説明会が完成ではなく、若宮小学校
区として、内容の確認や是正等を重ね、より
良い防災計画を作り上げて行きたいと思いま
すので、皆さんの協力をお願いします。

（若宮連合自治会会長：平山　満）

「地区防災計画説明会開催」「地区防災計画説明会開催」

＊功労者表彰
　連合自治会役員とし
て５年間にわたり、ご
尽力いただいた連合理
事の八代裕様に、連合
自治会会則に基づき金
一封を贈呈しました。

【地区防災計画　説明会の様子】【地区防災計画　説明会の様子】
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••「プロムナード活動」「プロムナード活動」

若宮団地町づくり委員会では、若宮団地～
八幡宿駅までの道路を魅力的なシンボルロー
ドにする、と言う壮大な目標に向かって「わ
かみやプロムナード」と銘打って、各町会か
らのボランティア十数名の協力で緑地帯や植
栽マスの草刈りと清掃を行い、はや五年が過
ぎました。１年前は枠組みだけであった花壇
は花が植えられ彩を添えています。また、設

置したベンチで通行途中の人が休息している
のを見かけると心嬉しいです。現在は月３回
の活動を続けていますが、ボランティアの人
たちも高齢者が多く、参加する人が減ってき
ています。一人でも多くの方にご協力をいた
だけると助かります。また、草花やベンチを
寄付して下さった方々に感謝申し上げます。

（連合自治会町づくり委員会　交通至便化分科会）

うさぎ山公園に
防災倉庫を設置

清 掃 活 動

新しい街並み

1丁目

3丁目

2丁目

難場所として整備されました。近い将来に大
地震の発生が予想されています。防災倉庫の
購入を検討していたところ、近隣の企業から
必要ならとコンテナの提供があり、いただく
事になりました。今後、防災倉庫の改造や必
要な資器材の整備計画を進めて行きます。設
置につきましては、市公園緑地課のご協力と
近隣住民のご理解を得てできたものと感謝い
たします。そして、この公園が皆さんにとっ
て語らいの場、体力維持の場、さらにコミュ
ニケーションを深める場として、活用してい
ただければと思います。　　　　（平田 育雄）

事故が起きないように「安全作業、ゼロ災で
いこうヨシ！」で活動していきます。皆様の
ご協力をよろしくお願いします。（山下 健児）

うさぎ山公園は市指定の一時(いっとき)避
難場所です。排水管の改善、地盤の整地、周
辺に樹木の植栽、倉庫の設置等を行い一時避

本年度４月より３丁目と６丁目で若宮中央
公園の清掃活動をする事になりました。初回
は４月11日（日）町会役員・結いくらぶ及び
有志７名で１時間ほど清掃をしました。

ゴミ袋で27袋の落ち葉などのゴミを集めま
した。今後は、班長さんのご協力を頂きまし
て、毎月第２日曜日に清掃活動を行います。

２丁目３番地・４番地のテラスハウスが解
体され、新築ハウスが建てられきれいな街並
みができました。また、ゴミ集積場所にステン
レス製のボックスを設置しました。  （八代 裕）

【1丁目　防災倉庫】【1丁目　防災倉庫】

【4月11日　若宮中央公園脇清掃活動】【4月11日　若宮中央公園脇清掃活動】
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春らんまん 町会活動状況

　「来たときよりも
　　　　　少しきれいに」

4丁目 6丁目

7丁目

４丁目「ふれあい花壇」「ねむの木花壇」
では、シニアクラブ「カラン声の会」の有志
が育てた花が次々とつぼみをほころばせ、色
とりどりの花が咲き『心身ともに癒される』
と散歩人に喜ばれています。土手下の緑地帯
に四季を通してみんなに楽しんでもらいたい
と、同会が環境美化の一環として設置した花
壇です。撮影時には、見頃を向かえた「百花
の王」牡丹が紫色やピンク色の大輪を咲かせ
ていた。競うように芍薬も大きな蕾をつけて
いる。この環境維持・管理をする為に、毎月
第１・第３木曜日の９時から１時間ほど植栽
や除草などを行っています。作業の後の小休
止では、おしゃべりに花が咲きます。勿論、
コロナ対策として、ソーシャルディスタンス
の確保、マスクの着用で！　（伊豆 ゆう子）

新型コロナウイルス感染が世界的猛威を振
るう中、６丁目町会の総会も終了し、安心で
安全なまち、犯罪のないまち、自主防災活動
の推進による大災害を乗り切るまち、高齢者
支援活動を通し優しいまちづくりを目指し、
新たな出発をすることが出来ました。

第一に、安心で安全な町を目指し、町会防
犯活動の推進を新進気鋭メンバーで、防犯
グッズも新たに、月２回二班体制、二グルー
プでパトロールの実施。

第二は、高齢化社会の問題視されている空
き家問題。若い方たちが住み易い、住んでみ
たい、住んで良かったと思われるまちづくり
の一環になればとの思いから、新生児誕生、
小・中学校新入学生の方にお祝い金を支給す
ることにしました。大変喜ばれております。

第三は、若宮中央公園の環境美化及び公園
の愛護精神を育むことを目的に、今年度４月
から町会会員・六実会の皆さんで、ゴミ拾い
作業を毎月第２日曜日午前９時から実施しま
す。　　　　　　　　　　　　　（菅野 泰夫）

２年前の台風により高呂塚公園内で倒れ、
残されたままだった根がこの度やっと撤去さ
れました。撤去跡地には、芝生が新たに植え
付けられて、暖かな春の日差しを受けており
ます。町会の皆様のご協力により、公園が居
心地よく環境が整っていますことを、御礼申
し上げます。他町会の皆様も、ご利用の際は、

「来た時よりも少しきれいにする」気持ちで、
お過ごしください。　　　　　（入江 啓一郎）

【4月12日撮影　ふれあい花壇の牡丹】

【根を撤去後➡芝生が植えられ整地】

【4月11日　若宮中央公園清掃活動】【4月11日　若宮中央公園清掃活動】

連合自治会館からのお知らせ
１．施設利用者で新型コロ
ナウイルス感染症の濃厚
接触者と判断された方が
pcr検査で陽性となった
為、4月17日（土）感染
拡大防止の観点から連合
自治会館・集会所の全て
の部屋、トイレ、出入り
口の消毒を行いました。
２．連合自治会館の窓口時間が変わりました。
月曜日から土曜日　9：00～15：00

　（但し12：00～13：00は昼休憩）
　問合先：42－3099


