
第２号　議案

平成３０年度　香川自治会事業計画（案）

　平成３０年度の香川自冶会の事業は、明るく安全・安心で住み続けたくなる

ような住みよい「まちづくり」を行ない、地域に密着出来る自冶会活勤を目指

してまいります。

１・香川自治会

　 （１）香川まちづくりについて　　　　　　　　　　　　　　

１) 市道７１１５線（香川駅～聖天橋）の整備について

神奈川県による聖天橋架け替え工事は現在、若干工事が遅れてはい

るものの近く完成なることに伴い、現行道路の北側を拡幅し 7.5m 幅

の道路に整備され、対象地距離 225m で本年度より用地買収を予定。

市の第４次実施計画（H30 ～ H32 年度)では駅前周辺整備事業として

291 百万円の予算計上を得、市との協議を進めてまいります。

２）香川甘沼線（香川小学校通り）の整備について

理容ホ一プ西側から 280ｍの区間について、用地買収も進み昨年末で

の買収率 12％でした。現対象地より更に西側、JR 踏切までの 120ｍ

の事業化についても同事業に含む様に強く申入れをしています。

本道路は香川地域にとって「まちづくり」の最優先課題として整備

の要請を継続してまいります。

（２）防犯カメラ設置の取組について

茅ヶ崎市は 29 年度に市内で 13 基を補助金の対象としましたが、当、

香川自冶会では 252 万円の補助金を得て 12 基を設置、30 年２月より

稼働を開始することが出来ました。

３０年度についても引続き各町内会と協議して相当数を計画、申請を

しました。

（３）感震ブレ一力一設置の取組み

防災部会の主導により昨年度は５０世帯へ市の補助金を得て設置し

ましたが、３０年度は３５０世帯、更に３１～ 32 年度では各３００

世帯と合計で１０００世帯を計画し、地域内の安全度を高めてまい

ります。

（４）会員拡大の推進を継続

地域内の人口の流入に対して一向に加人率が上がらない現象が続い

ています。増加することが出来るよう企画して拡大に努めてまいる

所存ですが、会員の皆様におかれましてもご近所の方に是非とも一

声かけ加入を勧めて下さるようお願い申し上げます。

（５）各町内会の構成について

昨年度、町内会から自治会への移行について、自治会移行検討会を

立ち上げて検討するも、各位からの異論やご意見を頂いた結果、移

行を断念し、自治会移行検討会を解散しました。

このことは将来の課題として行く所存です。今回、賜った各種のご

意見を参考に会員の皆様とより一層の意見交換を行なうなど透明化

を図り、７０余年に及ぶ歴史ある香川自治会を地域として誇れるよ

う精進してまいりたいと存じます。

（６）自治会・福祉への取組み

湘北地区社会福祉協議会との情報共有などにより地元、地域福祉団

体と共に高齢者・障害者にも視点を置き努力中ですが十分とは言え

ない現況です。引続き取組方を模索してまいります。
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ない現況です。引続き取組方を模索してまいります。

２　町内会

　各町内会では、正会員・特別会員および集合住宅からの自治会費の集金や浜降

祭寄付金の集金を行います。

　町内事業としては、防犯パトロールや美化キャンペーン、防災訓練、防犯カメ

ラの運用等を通して、防犯・防災・美化等に努めるとともに、全町内会の協力に

より餅つき・芋煮会を実施してまいります。

　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ボランティアにおける小・中学生との地域清掃、浜降祭等、各種行

事を支援してまいります。

３　部会

（１）総務部会

自治会行事に関わる全般の連絡調整事務を行います。

（２）会計部会

正会員・特別会員の自治会費の集金事務、部会行事や浜降祭の寄付金

についての事務を行います。

また、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

います。

（３）ふれあい部会

会員の親睦と地域の文化向上等を図るために、恒例の「香川ふれあい

まつり」（7月）、「香川自治会秋まつり」（11 月）を実施予定です。

（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」を今年度は２

か月に１回（年６回）、すべてフルカラーで発行します。また、ホー

ムページによりいろいろな情報を提供していきます。

（５）環境部会

ごみの収集日には各地区の集積場所の点検を行います。ごみ環境の改

善及び会員へのごみ環境意識向上を高めるために、ごみ集積所の巡回

指導、施設見学会、環境学習会、ごみ環境展などを開催予定です。ま

た、夏季には茅ヶ崎海岸の清掃活動に参加予定です。

（５）環境部会

ごみの収集日には各地区の集積場所の点検を行います。ごみ環境の改

善及び会員へのごみ環境意識向上を高めるために、ごみ集積所の巡回

指導、施設見学会、環境学習会、ごみ環境展などを開催予定です。また、

夏季には茅ヶ崎海岸の清掃活動に参加予定です。

（６）体育部会

５月に、親睦を目的とした恒例の地引網大会開催を予定しています。

また、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）を積極的に支援、

協力していきます。

（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

隊による毎日の防犯パトロールにより、地域内防犯と下校時の児童の

見守りを行います。毎月 15 日には、茅ケ崎警察署係員と地域内の「合

同パトロール」を行います。

（８）会館管理部会

管理人（雇用者）と連携しながら、自治会館利用者みんなが利用しや

すいように、会館の受付業務、館内清掃、会館内外の整備に努めてま

いります。

（９）防災部会

「移動式ホース格納箱取扱い訓練」（６月）、「安否確認訓練」（9月）、「Ａ

ＥＤ救命講習会」等の諸活動を企画、実施し、会員の防災に対する意

識の高揚と住民への周知に努めてまいります。

また、防災倉庫備品の点検や備品の整備拡充等を行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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会の活動状況、身近な情報等を掲載した「広報かがわ」を今年度は２

か月に１回（年６回）、すべてフルカラーで発行します。また、ホー

ムページによりいろいろな情報を提供していきます。

（５）環境部会

ごみの収集日には各地区の集積場所の点検を行います。ごみ環境の改

善及び会員へのごみ環境意識向上を高めるために、ごみ集積所の巡回

指導、施設見学会、環境学習会、ごみ環境展などを開催予定です。ま

た、夏季には茅ヶ崎海岸の清掃活動に参加予定です。

（５）環境部会

ごみの収集日には各地区の集積場所の点検を行います。ごみ環境の改

善及び会員へのごみ環境意識向上を高めるために、ごみ集積所の巡回

指導、施設見学会、環境学習会、ごみ環境展などを開催予定です。また、

夏季には茅ヶ崎海岸の清掃活動に参加予定です。

（６）体育部会

５月に、親睦を目的とした恒例の地引網大会開催を予定しています。

また、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）を積極的に支援、

協力していきます。

（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

隊による毎日の防犯パトロールにより、地域内防犯と下校時の児童の

見守りを行います。毎月 15 日には、茅ケ崎警察署係員と地域内の「合

同パトロール」を行います。

（８）会館管理部会

管理人（雇用者）と連携しながら、自治会館利用者みんなが利用しや

すいように、会館の受付業務、館内清掃、会館内外の整備に努めてま

いります。

（９）防災部会

「移動式ホース格納箱取扱い訓練」（６月）、「安否確認訓練」（9月）、「Ａ

ＥＤ救命講習会」等の諸活動を企画、実施し、会員の防災に対する意

識の高揚と住民への周知に努めてまいります。

また、防災倉庫備品の点検や備品の整備拡充等を行います。
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