
第 1号議案

　　　　　　平成２９年度　香川自治会事業報告 (案 )

　平成 29 年度香川自治会の活動は、平成 29 年４月 24 日開催の総代会におい

て承認された事業計画及び事業費予算書に基づいて、次のとおり実施しまし

た。

１　香川自治会

（１）香川まちづくり計画

　　１）聖天楊の架け替え工事

　小出川整備計画に基づき、平成 27 年度～ 29 年度の聖天橋の架け替え

工事が３月末に完了しました。今後、市道 7115 号線（香川駅ヘ～聖天橋）

の拡幅整備のため、用地買収が開始される予定です。

　　２）香川甘沼線（香川小学校通り）の整備

　理容ホ一プ西側から神奈中サガミタクシ一東側に至る途中 280m の区

間の整備は、28 年度から用地買収が始まり買収率 12％の状況です。用

地買収が長期間となるため、暫定的に歩行空間の確保、下水道整備が

調整される予定です。

（２）防犯カメラの設置

　防犯カメラの設置について、設置場所等を市、各町内会と協議して、

県・市の補助・自治会の一部負担により、香川地区内に分散して、12 基

設置されました。

（３）大山街道の安全確保

　大山街道の道路整備は、30 年度から約 960ｍの区間について、順次整

備の予定でしたが、予算が厳しい状況になっています。

（４）自治会会員拡大の対応

　香川自治会の案内等を配布して自治会会員拡大活動を行いましたが、

昨年度と同様に会員拡大までに至りませんでした。

（５）防災の取組み強化

　香川自主防災会役員会を定例役員会の後に、５回開催しました。自主

防災会の構成、避難行動要支援者体制の検討を行いました。また、防災

り一ダ一養成研修会には４名参加し、また香川の防災り一ダ一会議を開

催して意見交換を行いました。

１

（６）避難行動要支援者体制の検討

　自治会に対して、避難行動要支援者名簿が提出されたことから、避難

支援、安否確認体制等を検討し、９月の安否確認訓練に取り入れました。

また、各町内会長と民生委員との意見交換を行いました。

（７）各町内会区割りの検討

　各町内会の境界が複雑になり、また、町内会によつては、会員数が

２倍の差が生じていること等から、各町内会から１名選出され、町内

会の区割りについて検討しました。

（８）その他

１自治会で、会員数が約 3,340 世帯と大きいこと等から、４町内会か

ら４自治会への移行について、移行検討会を設置して会員から意見を

伺つて検討しました。

２　町内会

　各町内会は、毎月、町内役員会、防犯パトロールを行い、定期的に美化

キャンペーン、防災訓練、防犯灯のチェック等を行い、防犯・防災・美化

等に努め、自治会秋まつりでは、全町内会の協力により餅つき一芋煮会を

実施しました。

　また、ふれあいまつり等の自治会行事、香川地区体育振興会によるスポー

ツ行事、地域ＤＥボランティアにおいて小・中学生とともに地域の清掃、

浜降祭等各種行事を支援しました。

３　部会

（１）総務部会

　自治会行事に関わる全般の連絡調整等を行い、昨年度から敬老のお祝

いを 80 歳以上の節目の年に変えて 126 名の方にお祝いしました。勘重郎

堀跡地の草刈りについて、８月に市に依頼して実施しました。

（２）会計部会

　正会員・特別会員の自治会費の集金事務について、組長・地区会計・

町内会長の協力を得て行いました。また、部会行事や浜降祭の寄付金に

ついての事務を行いました。

　各種団体等に対しての協力金・助成金・分担金の支払事務を行いまし

た。平成 29 年９月に、「香川自治会会計ガイド」を改定しました。

（３）ふれあい部会

　会員の親睦と地域の文化向上等のために、例年よりも早く７月 29・30

日に「香川ふれあいまつり」を行い、また、11 月 18、19 日に「香川自

治会秋まつり」を実施しました。

２

（４）広報部会

　自治会活動を理解して協力して頂くために、自治会、各町内会、各部

会の活動状況、身近な情報等を掲載した「広報かがわ」を２か月１回（年

６回）発行しました。またホームページにより情報提供を行いました。

（５）環境部会

　ごみの収集曰に、各地区の集積場所の点検を行うと共に、ネットの取

付け指導、ごみや資源物の出し方等の啓発を行いました。また、ごみ処

理・リサイクルの実情を理解するために、寒川広域リサイクルセンター・

ごみ清掃工場・最終処分場を見学し、環境学習会を実施しました。

　また、「勘重郎堀跡地散策路」を主とした清掃活動について、昨年度か

ら町内会等と共に、毎月第２土曜曰に実施しました。夏季には、茅ヶ崎

海岸清掃に参加しました。

（６）体育部会

　自治会会員の健康増進と親睦を図るために、ふれあいまつりや香川地

区体育振興会主催のスポーツ行事（年５回）に、支援、協力しました。

　また、５月６曰の地引網大会は、波が高かったことから地引網漁はで

きなかったものの、337 名の参加を頂きました。

（７）防犯部会

　香川駅前の防犯連絡所（さくらハウス）を拠点に、防犯ボランティア

隊による防犯パ卜口一ルを毎曰行い、地域内防犯と下校時の児童の見守

りを行いました。また、防犯部会員による休曰隊を編成し、月１回のパ

トロールを実施しました。毎月１５日には、茅ヶ崎警察署係員と「合同

パトロール」を行いました。

（８）会館管理部会

　会館利用者団体の受付を毎月１日～５曰に行い、また、管理員を雇用

して、戸締り・週１回の館内清掃を行いました。また、自治会館利用者

が利用しやすいように、会館館内外の整備をしました。

（９）防災部会

　移動式ホース格納箱取扱い訓練、防災倉庫備品の点検や備品の整備拡

充（水・食糧、リヤカ一、カセットボンベ使用発電機）しました。また、

感震ブレー力について、市の補助を得て 50 基設置しました。

９月３曰の安否確認訓練は、世帯参加率 98％と高成果が得られました。

また、ＡＥＤ救命講習会を実施 (20 名参加 ) し、会員の防災に対する意

識の高揚と住民に周知を図りました。

３
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（４）広報部会

　自治会活動を理解して協力して頂くために、自治会、各町内会、各部

会の活動状況、身近な情報等を掲載した「広報かがわ」を２か月１回（年

６回）発行しました。またホームページにより情報提供を行いました。

（５）環境部会

　ごみの収集曰に、各地区の集積場所の点検を行うと共に、ネットの取

付け指導、ごみや資源物の出し方等の啓発を行いました。また、ごみ処

理・リサイクルの実情を理解するために、寒川広域リサイクルセンター・

ごみ清掃工場・最終処分場を見学し、環境学習会を実施しました。

　また、「勘重郎堀跡地散策路」を主とした清掃活動について、昨年度か

ら町内会等と共に、毎月第２土曜曰に実施しました。夏季には、茅ヶ崎

海岸清掃に参加しました。

（６）体育部会

　自治会会員の健康増進と親睦を図るために、ふれあいまつりや香川地

区体育振興会主催のスポーツ行事（年５回）に、支援、協力しました。

　また、５月６曰の地引網大会は、波が高かったことから地引網漁はで

きなかったものの、337 名の参加を頂きました。

（７）防犯部会

　香川駅前の防犯連絡所（さくらハウス）を拠点に、防犯ボランティア

隊による防犯パ卜口一ルを毎曰行い、地域内防犯と下校時の児童の見守

りを行いました。また、防犯部会員による休曰隊を編成し、月１回のパ

トロールを実施しました。毎月１５日には、茅ヶ崎警察署係員と「合同

パトロール」を行いました。

（８）会館管理部会

　会館利用者団体の受付を毎月１日～５曰に行い、また、管理員を雇用

して、戸締り・週１回の館内清掃を行いました。また、自治会館利用者

が利用しやすいように、会館館内外の整備をしました。

（９）防災部会

　移動式ホース格納箱取扱い訓練、防災倉庫備品の点検や備品の整備拡

充（水・食糧、リヤカ一、カセットボンベ使用発電機）しました。また、

感震ブレー力について、市の補助を得て 50 基設置しました。

９月３曰の安否確認訓練は、世帯参加率 98％と高成果が得られました。

また、ＡＥＤ救命講習会を実施 (20 名参加 ) し、会員の防災に対する意

識の高揚と住民に周知を図りました。

３


