いちはら緑園都市町会
20年のあゆみ

【写真提供：2丁目石塚氏

羽田着陸前のジャンボ７４７から】

〝andする街〟の入口に設けられたモニュメント
「明るい幸せな未来を夢見る家族像」を象徴したブロンズ像とエンブレム

平成20年2月発行

いちはら緑園都市町会
〒２９９−０１１４ 千葉県市原市泉台3丁目１９−２
電 話 ０４３６−６６−８２０１
ＦＡＸ ０４３６−６６−８６０１
ホームページ：http://www.izumidai.com
ｍａｉｌ：hall@izumidai.com

いちはら緑園都市町会 20年のあゆみ
年代

いちはら緑園都市開発まで

現在の泉台は古くから人が住んでおり、縄文・弥生時代に
まで遡って見る事が出来る。泉台は市原市の南東部に位置
し温暖な気候のもと狩猟やその後の農耕に至るまで生活の
しやすい環境であったと想像される。
来
泉台開発前1984年に市原市文化財ｾﾝﾀｰによる遺跡調査
の結果、多数の土器と共に住居跡なども発見された。今で
も畑などを耕作していると、土器の破片に遭遇することがあ
事
る。
出

遺跡発掘調査

1987年（昭和62年）
分譲開始
いちはら緑園都市は、日本新都市開発株式会社と電気通信共
済会により、躍進する内房の中心地市原市の当地に自然と都市
機能が調和した「ａｎｄする街」をコンセプトに開発面積約６
０万㎡（約１８万１千坪）計画人口５２００人のビッグスケ一
ルの分譲住宅地として、昭和６２年１２月分譲が開始され入居
がはじまりました。分譲開始当初は、分譲地内はまわり一面区
画された土地だけで建物もほとんど無く寂しい陸の孤島といっ
た状態でした。芝生も移植したばかりで、砂ほこりがひどくお
まけに雨が降れば脇道はドロンコ道と化していました。交通機
関といえば、バスが１時間に１本程度でした。マイカー時代と
は云え、店も聞に合わせのミニスーパー１店のみでした。５〜
６年すると暮らしに大切なショッピングセンター各種専門店、
又、診療所や銀行・郵便局も開設されるとの触れ込みで、将来
に夢を託して、ないないづくしで不安を抱きつつマイホームを
購入された住民の皆さんが大半だったのではないでしょうか。

1986年11月当時の泉台 3丁目1期入居、2･4丁目造成完了
１・5丁目造成未
【写真提供：3丁目鯨井氏】

写
1988年７月の
分譲看板３丁目と
４丁目を売り出して
います。
出土した土器
左は1丁目の畑から
出土した古墳時代の
土器
真

３丁目のｺﾓﾝｽﾍﾟｰｽ
には屋根の部分も
ありました。

２丁目の造成状況
遠くに見える屋根は
スーパー「いずみ」
です。
昭和50年当時の航空写真を見ると、昭和40年代からの
京葉コンビナートの進出により各社の社宅や青葉台の
造成などもわかる。

左写真３枚は３丁目
毛塚氏提供

いちはら緑園都市町会 20年のあゆみ
1988年（昭和63年）
年代
いちはら緑園都市自治会 発足
会長

出
来

長田 明
いちはら緑園都市自治会結成の準備
（4／23自治会設立準備会）
に着手し、昭和６３年５月発足。
◇初代自治会長に長田 明氏就任
5/29 第1回総会（姉崎公民館）
6/18 市原市へ設立申請手続
7/23 第1回緑園都市夏祭り

事

当時の現地販売所

1989年（昭和64年・平成元年）
昭和天皇 崩御

1990年（平成2年）
「おどるポンポコリン」が大ヒット

長田 明

長田 明

自治会会則の改定案「第9条の役員
の任期」「第21条の慶弔規約の変更」
「簡易保険の団体払込制度を第23条に
追加設定」以上の項目を平成元年4月
1日より施行することが、第2回定期総
会で承認されました。

いちはら緑園都市の分譲も順調に進
み、入居世帯数も増加の一途にあっ
た。それに伴い、自治会会則の細則部
分の見直が急務となり運営の充実強
化に向けて精力的に活動を展開しまし
た。

4/30 第2回総会（姉崎公
民館）
7/22 第2回緑園都市
夏祭り

4/29 第3回総会
（有秋東小体育館）
7/28 第3回緑園都市夏祭り
10/13 泉台ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ ｵｰﾌﾟﾝ

当時の泉台中央公園
Ｈ２．１０コニュニティホール完成
井原市長をお招きしての
オープンセレモニー
左端は初代会長の長田氏

写

南側調整池
遠方に見える桜も小さいです

Ｈ２年の子供神輿
４丁目建設中横を練り歩き 手作りですね
真

Ｈ２頃のスーパー「いずみ」
おしゃれな外観ですね

あけぼの坂を上って、2丁目方面

第1回オータムコンサート開催

当時の周回道路、まだ街路樹も
小さかったです。

3丁目建築中の住宅

写真提供：3丁目毛塚氏（ビデオよりキャプチャ）
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1991年（平成3年）
年代

1992年（平成4年）

ソ連崩壊、湾岸戦争勃発、雲仙普賢岳で火砕流 バルセロナオリンピックで日本金メダル22個

会長

出
来
事

1993年（平成5年）
サッカーJリーグ開幕、皇太子結婚

長田 明

長田 明

長田 明

平成２年１０月のコミュニティホール
オープン以来、各種会合やサークル
活動の「ふれあい拠点」として、延べ
１２００人の利用者がありました。又、
自治会活動拠点としての機能も充実
してきた。
平成３年３月現在 世帯数５５０戸

いちはら緑園都市自治会が昭和６３
年５月に発足してから５年目となり、平
成５年３月末には居住者世帯数６４０
戸・人口２５００人の規模となりました。
平成４年１２月現在会員名簿と諸規則
の改定版を発行しました。

本年度の町会活動重点取り組みと
して「学童生徒の通学に伴う交通安
全対策」や「青少年の健全育成及び
文化体育」等に関する事項の環境づ
くり（インフラ整備）の実現に向け
て積極的な活動を展開致しました。

4/26 第５回総会（有秋東小体育館）
8/9
第５回緑園都市夏祭り

4/25
館）
8/28

4/21 第４回総会（有秋東小体育館）
7/27 第４回緑園都市夏祭り

第６回総会（有秋東小体育
第６回緑園都市夏祭り

Ｈ４．２．１の降雪後の泉台 建設ラッシュにより４丁目完成２丁目建設開始
写真提供：３丁目鯨井氏

写

Ｈ３年のマラソン大会風景
２丁目造成地横を元気に走る子供達

H4年の町会主催防災訓練

Ｈ５年のオータムコンサート
ケーブルＴＶビデオより

H4年の市民体育祭
会場は有秋中です。

真

Ｈ３．１２のクリスマス会
子供の数がすごいです

H5年の防災訓練の
前に中央公園の
清掃を実施中

ホールとﾒﾀｾｺｲﾔ
今はﾒﾀｾｺｲﾔはありませんね！

いちはら緑園都市町会 20年のあゆみ
1994年（平成6年）
年代
「同情するなら金をくれ」 流行語に
会長

出
来
事

1995年（平成7年）
地下鉄サリン事件、オウム事件摘発

1996年（平成8年）
ゲームソフト「ポケモン」ヒット

鎌倉幸雄

鎌倉幸雄

鎌倉幸雄

平成6年度は、町会運営の充実を
図る為役員会（拡大委員会や臨時会
議）を含め１３回開催。
自治会会則の規約整備を図る為に
拡大委員会で規約細則の改定案を
まとめ次年度総会に提起。

いちはら緑園都市自治会から、いち
はら緑園都市町会に会則改定第８期
定期総会で承認。 又、自治会の活動
を機能的に運営する為「婦人青年部と
福祉部」を新設し専門部の充実強化を
図りました。
◇平成７年１月現在
世帯数 ８４０戸

基本方針「町会会議運営の充実強
化」、定期総会や役員会の議事進行
と経過を記録保管し「住民の知る権
利」への情報公開の基準を構築する
ことで、住民に親しまれる町会運営
に取り組みました。

4/23 第8回総会 （有秋東小体育館）
8/26 第8回緑園都市祭り

４／２１
育館）
８／２１

◇二代目町会長に鎌倉幸雄氏就任
4/23 第７回総会（有秋東小体育館）
8/27 第７回緑園都市夏祭り

Ｈ６親子龍公園完成

◇平成8年8月現在

世帯数９００戸

第９回総会（有秋東小体
第９回緑園都市夏祭り

H7.12.23 クリスマス会

写

大勢の子供達で賑わってます。
この子達は今、何歳かな〜

真

H7.9.3防災訓練 会場は南小
H8.9.8 町会主催敬老会

いちはら緑園都市町会 20年のあゆみ
1997年（平成9年）
年代
ダイアナ、パリで交通事故死
会長

出
来
事

1998年（平成10年）
長野オリンピック開催、サッカーＷ杯日本初出場

1999年（平成11年）
「だんご３兄弟」 大ヒット

鎌倉幸雄

高橋 勝

高橋 勝

平成6年をピークとして新規入居世
帯が減少しているにもかかわらず、
町会運営収支の軽減が図られていな
い。本年度より各部門の経費のムダ
を無くし将来を見据えた「健全なる町
会運営のスタートの期」として取り組
みました。

分かりやすい町会運営を方針として、
住民参加の必要性を徹底。
役員会を「報告の場」から「論議の場」
へ、審議事項案を事前に配布し全役員
の意見交換ができるように取り組みま
した。

住民悲願のスーバー誘致活動が実を
結び5月に開店。町会運営では、組
織改革「街づくり委員会」を発展的
に「地区役員会」と改組して、地域
密着「会員の二一ズ」が、より町会
運営に反映しやすい
環境づくりに取り組みました。

4/20 第10回総会（有秋東小体育
館）
8/23 第10回緑園都市夏祭り

◇三代目町会長に高橋 勝氏就任
4/26 第11回総会（有秋東小体育館）
8/22 第11回緑園都市夏祭り

4／25
館）
8／21

第12回総会（有秋東小体育
第11回緑園都市夏祭り

Ｈ９．９長寿を祝う会で挨拶する鎌倉 元会長
H9.10.19 アクアライン見学会 開催

写

Ｈ１０.７夏休みラジオ体操
子供が元気なのは今も同じですね

バブル崩壊。スーパーあおば閉店後の
店舗誘致住民説明会
-ケーブルＴＶビデオより-

真

Ｈ１０役員会で挨拶する高橋 元会長
みなさん若いですね

H10.11.8 町内一斉清掃

Ｈ１１．５
当時の役員や支援する会のがんばりが
実ったスーパー誘致。トップワン開店
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2000年（平成12年）
年代
有珠山、伊豆諸島・三宅島が噴火
会長

出
来
事

2001年（平成13年）
小泉首相誕生

2002年（平成14年）
牛肉偽装事件 雪印に続き日本ハムも

森 隆泰

森 隆泰

松村 茂

長年の懸案事項であったｺﾐｭﾆﾃｨ
ホール防犯灯ほか「町会共有財産」
の移管を終了。市から「町会法人格」
を取得。1〜4丁目の街路灯は市に移
管。「共同アンテナ施設及び11Chの
運営」に係わる移管問題を含め、臨
時総会を開催し決議承認。住環境の
維持に関し栄えある「第1回市原市都
市景観賞」を受賞。婦人福祉部を新
設し組織強化。「こども文庫」の設立
◇４代目会長に森隆泰氏就任
4/23 第13回総会（有秋東小体育
館）
8/26 第13回緑園都市夏祭り

開発業者・TCV・ICN・町会の4者協定
を締結し「共同アンテナ施設及び11Ch
の運営」をICNに移管、情報化時代の
選択肢が増に。千葉銀ATM機械を確
保（6月末）。5丁目の街路灯を市に移
管（9月末）。町会の自主独立を目指し
「ブロック及び班の再編成」の方針を決
定、次年度から実施の運び。「いちはら
緑園都市ホームページ」の初版を立上
完了。子供達へのIT教育の場としてｺ
ﾐｭﾆﾃｨホールにパソコン教室を開設。
定期総会をｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙで開催
4/22 第14回総会（ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ）
8/25 第14回緑園都市夏祭り

○IT化推進、ホームページの充実
アドレス//www.izumidai.com/
○コミュニティホールに防犯カメラ
3台設置
○都市景観促進形成団体の認定
○2号緑地の利用開始
○班、ブロックの再編成の実施
○あけぼの坂入口の信号機の設置
○防災用のテントを市から受領
○野球場横に駐車場（5台分）設置
○いずみ文庫の文庫活動の活発化
◇５代目会長に松村茂氏就任
4月21日 定期総会
8月24日 夏祭開催

このスローガンは
今でも続いています
H12の市民祭り、プラカードを持つのは松村副会長（当時）

H13の夏祭り
挨拶する森会長
写

毎年、子供達が主役

真

夏祭りの準備をする役員、前日からの準備です

第1回市原市都市景観賞を受賞
Ｈ１３．８の市民祭り参加メンバー
森 会長を真中に
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2003年（平成15年）
年代
セ・リーグ ［優勝］阪神 ＜18年ぶり＞
会長

出
来

2004年（平成16年）
鳥インフルエンザ騒動、59年ぶりに戦地へ派兵

2005年（平成17年）
ＪＲ福知山線脱線事故発生

松村 茂

宮本 民男

宮本 民男

○防犯パトロール開始
○夏祭り設備の強化
○オータムコンサート開催：揚琴ｺﾝ
ｻｰﾄ
○コミュニティホール和室雨漏り補修
実施
○わくわく広場(タカヨシ)のオープン
○２号緑地利用規定制定
○１・４丁目に駐車場開設依頼

○公益法人会計ソフト導入
○IT化推進、プロジェクター導入
○コミュニティホールガラス屋根雨漏れ
の本格的補修工事
○2号緑地の利用開始
○班、ブロックの再編成の実施
○あけぼの坂入口の信号機の設置
○防災用のテントを市から受領
○野球場横に駐車場（5台分）設置
○いずみ文庫の文庫活動の活発化
◇６代目会長に宮本民男氏就任

事

4月21日 定期総会
8月21日 夏祭開催

H15祭り太鼓の叩き手を育てよう、祭り前の練習です。

○自治総合ｾﾝﾀｰへ宝くじ助成申請
(内定)
○光ｹｰﾌﾞﾙ導入に向けた活動
○ﾋﾞｰｽﾞ講習会開催
○第18回夏祭りのﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ導入
○市民体育祭堂々の３位
○防災訓練実施(300名の参加)
○非常用発電機購入
○防犯講演会開催
4月23日
8月27日

定期総会
夏祭り開催

H16いずみ文庫 冬のおはなし会

写

H15夏祭り実行委員会の開催模様

H16いずみ文庫の子供達と芋堀大会

真

H15市民体育祭
3位入賞
H15軽トラ配備
防犯パトロール本格化
シティライフで紹介される

H15 オータムコンサート
楊琴の第一人者
趙勇さんを迎えました。

いちはら緑園都市町会 20年のあゆみ
2006年（平成18年）
年代
秋篠宮悠仁〔ひさひと〕親王 誕生
会長

出
来
事

2007年（平成19年）
年金記録問題、福田首相誕生

2008（平成20年）〜
どんな年になるでしょう!?

宮本 民男

宮本 民男

○ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ屋上雨漏り修繕完了
○ｺﾐｭﾆﾃｨﾎｰﾙ活動事業補助金(宝く
じ助成金)受領(250万円)。太鼓・倉庫
等購入
○ﾘｰｽ作り講習会
○第33回市民体育祭で涙の初優勝
○ｵｰﾀﾑｺﾝｻｰﾄにて過去最高の179
名参加
○ﾃﾆｽｺｰﾄの補修
○町会協力団体として花咲親父隊発
足
○市原市より桜苗30本受領1･2･3号
緑地に植樹

○会員名簿・歩みの発行
○町会たより発行 毎月一回
○ｺﾆｭﾆﾃｨｰﾎｰﾙ修繕・女性用ﾄｲﾚ改造
○20周年記念植樹
○市民体育祭２連覇達成
○花咲親父隊活動活発化
○いずみ文庫活動の活発化
○ｵｰﾀﾑｺﾝｻｰﾄ開催
○花いっぱい運動実施
4月22日 定期総会
8月25日 夏祭り開催

大きく育て！！子供たちとともに！！
20周年記念植樹（H19.12.23）

H18ホール屋上雨漏り修繕、排水管はほとんどが詰まっていました
Ｈ１９．７ 第１回ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞに先立ち挨拶する
宮本会長。
緑園都市のこれからを考え、
住民どうし真剣な意見交換を
行ないました。
Ｈ１９．９．１７ 敬老会 ｱﾈｯｻにて
高齢の方が増えてきました。
今後更に増えて行きます

H18宝くじ助成金で音響装置、太鼓、倉庫を配備
写

真
花咲親父隊や草刈ボランティアの活動で街も綺麗になって行くことでしょう

市民体育祭V2を達成した若い力

夏祭りをとおして醸成する「ふるさと」作り

Ｓ６２から入居が始まった「いちはら緑園都市」は今成熟期を迎え更なる発展をして行く事と思います。
この町で育った子供たちが、この町に愛着を感じ、やがては我々の残した住環境を引き継いでいくことを祈念します。
皆様も是非街づくり活動に参加し、この町に居住することが誇りに思えるようにしようではありませんか。

