
平成２８年度 事業報告       
 
平成２８年度 中国分自治会の事業計画は 次の通りでございました。

順にご報告申し上げます。 
 

１） 中国分の安心・安全・清潔さに努める               

イ、 中国分自治会は 会員の皆さまと共に このまちの安心・安 

全・そして清潔さを保つため 月曜日から木曜日までは毎日丁

目単位でのパトロール また雨天・金曜日には自治会車での町

内全域をパトロールしております。この活動は大きな犯罪抑止

力になっております。 
この活動に対し平成２９年３月に市川警察署より感謝状が授

与されました。                       
   

 ロ、女性の方 学校や塾帰りの子供たちが夜道でも安心して歩ける

ように明るい「防犯灯（街灯）」を設置しております。２８年

度３月末現在８６８灯を設置し大きな犯罪抑止になっており

ます。 
    

ハ、清潔なまちには犯罪が少ないと言われております。 自治会は、

市川市の「市民マナー条例」に添って町内を清潔なまちへとそ

の活動を続けております。 
   

 ニ、中国分の静かな住環境の良い清潔なまちの維持。      

最近中国分に移転されて来られる若い世代の家族が多くみら

れます。夏の「夏まつり盆踊り大会」には多くの小さなお子様

連れの若い家族が来場されていました。 
 

２） 災害対策について 
中国分自治会は、災害対策として 自治会倉庫に水、乾パン、缶



詰め、他生活用品を保管しております。量的な面は予算の関係も

ありまだまだ十分とは言えません。行政よりの支援物資の到着ま

で被災会員の方々への支援と考えております。 
 

３） 高齢者への対応の検討 
市川市には行政として「福祉部」があり、市役所とは別に「市

川市社会福祉協議会」があります。 それぞれが高齢者対応

を中心として活動を行っておりますが、自治会としても 国

分地区の社会福祉協議会と共に高齢者向けの「サロン」活動

に協力しております。また 小さいお子さんをお連れの若い

お母さん方の交流にも支援しております。 
 

４） 地域コミュニケーション活動について 
中国分自治会地域内のコミュニケーション活動につきまして

は計画通り行いました。 
１、 会員日帰りバス旅行の実施 

中国分から出発し、中国分へ戻る。非常に好評に２８年

度も行いました。アサヒビール茨城工場を見学、震災後

の五浦海岸、五浦観光ホテルでの昼食、いわきでの海産

物の買い物し中国分へ帰着。 
２、 夏まつり・盆踊り大会 

前半は、小学生による吹奏楽、小さなお子さん達の盆踊

り 後半は大人も一緒になり 大勢の方々で盛大な大

会となり思い出の一つになりました。 
３、 じゅんさい池緑地「梅まつり」 

今年も大勢の人が集まり 消防局音楽隊の演奏をはじ

め市川乙女・和洋国府台女子高等学校の生徒さんによる

コーラス等楽しい梅まつりを開催することできました。 
 
他事項につきましては、各担当副会長よりの報告をご覧ください。 

 



平成２８年度事業委員別の活動報告 
 
 

１．斎藤副会長･中川副会長【総務、備品管理】 

  １）種々な会議や説明会に際しての要綱及び基礎資料の作成、関 
係者への連絡、会場手配及び会議進行役を担当しました。 

（『新区長・班長説明会』、『執行部会』、『定例役員会』、『定期 
総会』、『梅まつり実行委員会』、『夏祭り･盆踊り実行委員会』） 

２）『梅まつり』開催に当たり、進捗状況の確認（各担当者への支援業

務依頼、資料作成、記録書類作成及び飲食物･消耗品の手配）を 
しました。 

  ３）各執行部役員の事業執行の支援を行いました。 
（『日帰りバス旅行』『夏祭り･盆踊り大会』の支援業務など） 

４） 会館の補修･維持、設備･備品類の補充･管理、調達を担当しました。 

５）『地域関係機関及び関係団体連絡会』などへの出席や、事務職員へ 
日常業務の指導を行いました。 

６）市及び関係機関との交渉及び調整をしました。 

  ７）会長よりの特命事項や特定の事業担当に属さない個別案件を 
担当しました。 

  ８）自治会だよりの編集・校正をしました。 
 

２．栗原副会長【掲示板、防犯灯（街灯）】 

  １）掲示板  （平成２８年度末掲示板総数３７基） 
    塗料剥離や腐蝕など経年劣化した掲示板３基（№５、 №１５、 

№３４）の建替えを実施しました。 

   ２）防犯灯（街灯）（平成２８年度末総数 ８６８灯） 
４２Ｗ蛍光灯型から、長寿命･高照度･省エネであるＬＥＤ型へ 
６７灯を転換し、２８年度末ＬＥＤ型防犯灯数は、１６３灯にな

りました。 



これらにより、明るく安全な街づくりの実現に寄与したものと 
考えております。 

 

３．石崎副会長【広報、渉外、会員名簿管理】 

１）会員名簿の管理 
  パソコン内の会員名簿の会員数のデータを各班に照合を依頼し、

結果を当自治会保管の住民カードとパソコン内のデータと照合し、

入会・退会会員数、世帯主名を修正、整理しました。 

２）会員数一覧表を作成（毎月） 
     区長及び班長から自治会への入会･退会の報告に基づき、パソコン

内のデータを修正し、会員数一覧表（丁目、区、班別）を毎月作

成しました。 

３）班の新設 
  ３丁目２区に１１班が新設され、当自治会は、２５区２００班に 
  なりました。 

４）会員数の四半期毎の移動の推移 
 ２８年３月末日の会員数２,３６９世帯 

     ２８年４月～２９年３月会員数増減内訳 

  期 間 入会数 退会数 
４月～ ６月 ２７ ２９ 
７月～ ９月  ９ １２ 

１０月～１２月 １９ １２ 
１月～ ３月 １５ １６ 
合 計 ７０ ６９ 

２９年３月末日会員数 ２,３７０世帯            

５）会員数の報告  
当自治会の会員数（３月末日）のデータを４月に市役所の担当部

署に報告しました。 
 

４．橋本副会長【福祉厚生、文化】 



１）主催･共催行事 
①『日帰り親睦バス旅行』  守谷･五浦の旅 

７月４日（月） ８８名参加 
②『夏祭り･盆踊り大会』  中国分小学校校庭  
  ８月７日（日）、８日（月） 
③『梅まつり』（イベント担当） じゅん菜池緑地 
  ３月５日（日） イベント開催 

        ＊市役所関係各課へ会場の使用許可申請・取得、備品の 
調達、会場設営全般。 

＊広報関係（JCN テレビ、市川観光協会、市川市企画部広報

課及びミニコミ紙各社）に折衝、ＰＲの依頼をしました。 

２）協賛行事 
①『子ども会運動会』 中国分子ども会育成会主催 
  ９月２５日（日）中国分小学校校庭 
②『ふれあいの集い』 国分地区社会福祉協議会主催 
  １０月２３日（日）市川市立国分小学校体育館 
③『秋祭り』中国分小学校コミュニティーサポート委員会主催 

１１月２６日（土）市川市立中国分小学校 
以上各行事に協賛として参加しました。 

    ３）慶弔 
      ① 喜寿のお祝い（届出制） 

平成２８年に満７７歳（喜寿）を迎えられた会員３５名（ 
昭和１４年生）の皆様に対し、記念品（３,０００円相当）を

贈呈しました。 
     ② 小学校新入学のお祝い（届出制） 

平成２８年４月に小学校へ入学された児童（４３名）に対し、

お祝い金（３,０００円）を贈呈しました。 
     ③ 新生児誕生のお祝い（届出制） 

新生児（２３名）誕生に対し、お祝い金（５,０００円）を 
贈呈しました。   

④ ご逝去（届出制） 
会員及び家族会員のご逝去（５１名）に伴い、弔慰金５,００

０円を献呈しました。 



 

５．埜中副会長【防火、防災、防犯、交通安全】 

      １）青色防犯パトロールを継続的に実施。 

      （毎週金曜日及び月～木曜日の雨天時） 

   ２）講習会等の開催 
     ①『青色防犯パトロール講習会』を実施。 
       ６月 ４日（土）西部公民館研修室 参加者２９名 
     ②『丁目別防犯パトロール隊意見交換会』を実施。（８月） 

③『防災講演会』を実施。 
１０月 １日（土）西部公民館いこいの部屋 参加者５５名 

     ④『中国分小学校区３自治会（中国分･堀之内･国分７丁目）防災

訓練』を実施。 
１１月１２日（土）中国分小学校校庭 参加者２６０名 

       ⑤『防犯講演会･交通安全講話会』を実施。  
       １２月 ３日（土）西部公民館いこいの部屋 参加者５４名 

⑥『丁目別防犯パトロール隊新年意見交換会』を実施。（１月） 

    ３）防災倉庫 
       つくし公園内防災倉庫、住友金属鉱山株式会社敷地内にある防

災倉庫、西部公民館内にある防災倉庫の掃除、保管の防災用具

（発電機試運転・オイル交換等）を定期的に点検及び自治会館

内発電機を定期的に点検しました。（４月・ １０月） 
 
６．三上副会長【道路、環境衛生、リサイクル（資源物）】 

１）道路 
① 道路補修５ヶ所、整備１ヶ所を市へ依頼し、実施されました。 
② 側溝の新設工事１ヶ所を市へ依頼し、実施されました。 
③ 側溝排水の清掃１ヶ所を市へ依頼し、実施されました。 
 

   ２）環境衛生 
① 域内にはゴミ・ステーションが全部で４２４ヶ所（内金網式 
１５３ヶ所、ネット式２７２ヶ所）ありますが、つぎの整備を



行いました。 
金網式の新設…４台 
防鳥ネットの貸し出し…１７枚  
ほうきの貸し出し…１７本 
塵取りの貸し出し…１１本 

② 放置自転車４台の撤去を警察へ依頼し、実施されました。 
③ 不法投棄２件の撤去を警察へ依頼し、実施されました。 
④ 空き家、空地の草刈り各１件を市へ報告。 

   ３）資源物の回収、リサイクル運動 
 毎週水曜日の資源物の回収による報奨金は、皆様のご協力頂き、 
平成２８年度は、７０８,２４０円を計上しました。 
 

７．小林監事【中国分歴史書編纂】 

  中国分自治会は、平成２７年に創立６０周年を迎えました。 

  この期に当たり、中国分歴史書編纂が決定されました。 

  これに伴い『自治会だより』に中国分歴史探訪を連載することが 

決定されました。 

平成２７年２月号自治会だよりから“その１”を掲載し、平成２９

年１月号で“その１７”を数えることに至りました。 

この間、３００枚を超える写真、古地図、成書、レポート、論文な

どが、史書編集委員会に提供されました。 

基本となる原稿の作成は終了し、写真、古地図等の修正･整理がほ

ぼ終了に近づきました。 

平成２８年度に於ける本事業の進捗状況は、当初の予定が達せられ

たものと思います。                               



平成28年度決算報告書
（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

＜収入の部＞ （単位；円）

平成28年度 平成28年度
摘 要

予算額 決算額
742,343 742,343 

一般会計

費 目

前期繰越金
自治会費 5,664,000 5,632,000 （月 200円）

・ 千葉商大付属高校・住友金属鉱山側
－側国府台自動車センター ・ 市川中国分郵便局

特別自治会費 237,600 317,600 
・附ヤオコー中国分店・上回医院付属『我が家中国分』
・ アノレプスレントオール側・鹿島大林共同企業体

－多田建設附 ・ （株）明正建設 ・（有）アンダンテ

－（株）リミットオフ ・ 側おおたか不動産

事務委託費 1,456,400 1,456,116 －市川市より受託

補助金 5,155,000 4,311,403 
－防犯灯電気料

－掲示板 ・維持補修費

報奨金 815,000 849,340 
－資源回収 ・ 日赤交付金
－社会揺祉協議会

雑収入 73,000 136,108 
－会館利用整備費 ・コヒヒイt

－その他 ・寄付

13,401,000 12,702,567 
ぷ
口
h、 計 14,143,343 13,444,910 

特別会計 （単位；円）

平成28年 平成29年
摘 要3月末現在 3月末現在

払い出し

4,109,520 
－防犯灯交換、新設工事代金

3,666,537 4,164,851 預け入れ
－防犯灯工事補助金

4,607,834 
－特別会計繰入金

－受取利子、利息、その他

り金 （各種募金、旅行会費等）

前年度繰越額｜ 受 入｜ 払 出 残 高

（単位；円）

摘 要

各種募金等。 3,116,914 A＆
－
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