
     平成２９年度 事業計画 

 

平成２９年度 中国分自治会の事業計画（案）は 次の通りでございま

す。順にご説明申し上げます。中国分自治会の活動は、まちの安全・安

信・そして清潔さです。緑多き中国分・静かな住環境の維持です。更に

活力ある中国分を目指したい。 
 
１、 更なる安心・安全・清潔な中国分 
イ、 この素晴らしい環境の緑多き中国分で安心・安全な日々の生活を

維持していくことは 余り目立たない活動ではありますが重要な

ことです。まちの有志の方々による丁目単位の防犯パトロール、

青パトの継続的な活動が今日ある中国分の安心・安全の姿でござ

います。２９年度も継続して参ります。 
 
ロ、防犯灯（街灯）の維持・管理と増設 

中国分自治会が設置しました防犯灯（街灯）平成２８年度末で     
８６８灯になりました。 
数年前までは、中国分のまちは、夜間前方後方の人影を伺うこと

が出来ず非常に危険な状況にありました。このため自治会は防犯

灯を積極的に設置し特に若い女性・塾帰りの子供たちがいらっし

ゃる会員様より大変な感謝を戴きました。 
今後も防犯灯の維持管理は勿論のこと必要に応じ増設も計画して

おります。 
 
ロ、 住環境とコミュニケーション  

清潔なまち 住み良いまち。最近中国分では住宅の新設が目立ち

ます。住環境の良さが人を惹きつけているのではと感じます。新

しく中国分に来られた方々へは自治会会員へのお誘いと住環境の

良さを折に触れお伝えしコミュニケーションを図って行きたい。 



２、 災害対策について 

（１） 中国分自治会は 災害時の非常用として水、乾パン、缶詰などを

保管しておりますが 予算と保管スペースの関係で十分とは言え

ません。行政からの支援まで被災者の一時的な対応ができればと

考えております。 
（２） 中国分小学校区防災拠点について 

中国分小学校区防災拠点とは 市川市職員と中国分小学校を中心

に中国分自治会、堀之内自治会、国分７丁目自治会、小学校関係

団体、各自治会の関係団体、消防団で災害時の避難所運営を目的

に結成されたものです。即ち 災害時に中国分小学校に子供たち

が通学している地域内の団体で結成されたものです。 
 
国分地区の各避難所の避難者数（怪我人など）を把握し拠点とし

た中国分小学校の拠点本部に通知し 市川市災害本部からの災害

情報・支援物資などの支援を受けるもので市川市の各小学校でこ

のような拠点が出来ております。 
中国分自治会の会員さまを含む上記訓練を年度内に行いたいと考  

えております。 
 
３、 高齢者への対応 

国分地区社会福祉協議会と連携し少しでも楽しい日々を過ごして

頂くために地元でも出来る対応を検討して行きたいと思います。昨

年度もこの席で申し上げましたが 西部公民館内にこの地区社協

が運営する「地域ケア国分」という「サロン」が設けられておりま

す。６５歳以上の方でしたらどなたでも無料で利用できる「談笑の

場」となっておりますので積極的にＰＲに努めていきたいと考えて

おります。 
 
４、 地域コミュニケーション活動について 

 中国分地域内のコミュニケーション活動につきましては例年通



り計画しております。但し、主催者として最近若い方々の参加がな

く大変苦労しております。中国分の伝統的な行事を維持し継続して

いく為には多数の参加者を求めます。 
① 会員日帰りバス旅行の実施 

好評の中国分（自動車学校）から出発し、中国分へ戻る日帰り旅行 
② 夏まつり・盆踊り大会 

小さなお子さん、小学生も楽しめる思い出に残る大会を計画します。 
③ じゅんさい池緑地梅まつり 

例年大好評の梅まつり、計画・準備・実行に若い参加者を募り継続

して行く。 
 
他事項に関しましては、各担当副会長よりの事案をご覧頂きたいと思い

ます。 
 



  平成２９年度事業委員別の活動計画 

（以下記載の計画案は、行政指導や社会情勢或いは一般慣行に 

ならい変更又は中止せざるを得なくなった場合は、事前に 

ご連絡いたします。） 

 

 

１．斎藤副会長･中川副会長【総務、備品管理】 

  １）諸会議の資料作成、関係者への連絡、会場手配及び会議進行及び 
司会進行を行います。 

（『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（予定）』資料作成、記録書類作成、飲食物･消耗品の 
手配、マスコミへの対応、各担当者への支援業務依頼を行います。 

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

  ４）自治会館内施設の維持･補修、設備･備品類の補充･管理、調達を担

当します。 

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す。 

  ６）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 
行います。 

 

２．栗原副会長【掲示板、防犯灯（街灯）】 

  １）掲示板 （掲示板総数 ３７基） 

前年度と同様、経年劣化した掲示板の建替え更新３基 

（№２、№１４、№１９）を実施します。 

２）防犯灯（街灯）（防犯灯総数 ８６８灯） 

  前年に引き引き続き、ＬＥＤ灯への転換に関しては、年間６０灯

を目標に推進し、省エネ化、長寿命化を計ると共に安全・安心の



“より明るいまちづくり”を目指します。 

   

３．三上副会長【道路、環境衛生、リサイクル（資源物）】 

１）道路 

     道路の整備、横断歩道などの白線の整備。側溝（排水溝）の清掃、 

フタの設置を推進します。 

２）環境衛生 

  『清潔なまちづくり』の推進をします。 

ゴミステーションのゴミの出し方の基本を守って頂き、４月１日

からのゴミ収集の回数削減に伴うゴミの減量などの動向を注視

します。 

又、ペット（特に犬）の糞が置き去りにされているので、これに

対しても啓蒙活動を進めます。 

３）資源物リサイクル（毎週水曜日回収） 

『混ぜればゴミ、分ければ資源』 

ゴミの分別の基本を守って頂き、ゴミの減量とリサイクル品（び

ん、カン、古紙…ダンボール･新聞紙･雑誌･雑紙）の増加を図り

ます。 

  ４）道路上にある金網ゴミ箱に反射板のようなものを取り付けます。 

 

４．橋本副会長【福祉厚生、文化】 

１）７月上旬に『日帰り親睦バス旅行』を予定しています。 

   ２）８月６日（日）～７日（月）『夏祭り・盆踊り大会』と７月下旬

に『盆踊り練習会』を予定しています。 

３）今年『喜寿』（昭和１５年生）を迎えられた方若しくは迎えられ

る方へ９月に『お祝い品（３，０００円相当）』の贈呈を予定し

ています。（届出制） 

４）５月には、新入学児童（小学校１年生）に対し『お祝い金（３，

０００円）』の贈呈を予定しています。（届出制） 



５） 随時『出産祝い金（５，０００円）』の贈呈を予定しています。 

（届出制） 

６） 随時『弔慰金(５，０００円)』の献呈を予定しています。 

（届出制） 

７） ３月には、地域コミュニティー活動の一環として中国分『梅まつ

り』の開催を予定しています。 

８）その他協賛行事への参加を予定しています。 

５．埜中副会長【防火、防災、防犯、交通安全】 

１）防災倉庫（住友金属鉱山(株)裏、西部公民館敷地内）の備蓄品入

れ替え、掲示板消火器･区長（３丁目）消火器の取り換え、防災

用品等の購入。 

２）『防災講演会』を開催し、住民の災害に対する意識の向上を図り

ます。 

３）全会員の皆様に防犯･交通安全の意識をより強く持って頂く為に

『防犯･交通安全講演会』を開催します。 

４）中国分を犯罪の無いまちにするようボランティアによる防犯パト

ロールのさらなる強化を心がけます。 

５）防犯･防災用品及び防災用備蓄品を購入します。 

６）今年度も丁目別防犯パトロール隊意見交換会（８月・１月）を開

催します。 

 

６．石崎副会長【渉外、会員名簿管理】 

１）自治会会員の全世帯の名簿管理 

     各班の月別の世帯数を正確に把握する為、区長・班長と連絡を 

密にし、自治会への転入・転出、家族構成や世帯主名の変更など、

住民カードとパソコン内のデータと照合、整理をし、毎月会員 

一覧表を作成し、会員名簿の管理を行います。 



２）自治会への入会促進 

未入会の方に自治会に入会して頂く為、自治会内の整備された

住環境（防犯灯やゴミステーションの多数設置。防犯活動）の

中、住み良い街に居住していることを認識し、理解して頂き、

自治会に入会して頂けるよう活動します。 

７．門田副会長【福祉厚生、文化、広報（自治会だより）】 

 １）自治会だよりの記事の収集、編集、校正をおこないます。   

２）橋本副会長の補佐業務を行います。 

８．小林監事【中国分歴史書編纂】 

平成２８年度に決定された中国分歴史書編集事業を２９年度に於  

いても継続して行い、本史書の発行などの発表形式を検討します。 

本史書の内容が正確で時代考証が適切に行われるために本書編集委員

会の充実を図ります。 

このため、有識者に対して編集委員への就任を要請します。 

尚、自治会だよりへの連載は、引き続き行います。 

 



平成２９年度 役員 
 

平成２９年４月１日現在 
１）執行部 

会 長  人見 孝男  ２丁目１２－１３ 

相談役  吉岡  健  ４丁目 ６－１５ 
（執行部への助言） 

副会長  石崎 友三 １丁目１７－ ７（１丁目担当） 
（渉外、会員名簿管理） 

副会長  三上 雅毅  ２丁目２１－２１（２丁目担当） 
           （道路、環境衛生、リサイクル（資源物））  

副会長  橋本 秀夫 ２丁目１２－ １ 
            （福祉厚生、文化、渉外）                

副会長  中川 清美  ３丁目 ４－ ３（３丁目担当） 
（総務、備品管理、会計） 

副会長  門田 直人 ３丁目１１－ ３ 
            （福祉厚生、文化、広報） 

副会長  埜中 正夫  ４丁目１３－１３（４丁目担当） 
（防火、防災、防犯、交通安全）                  

副会長  栗原  晃 ４丁目１０－１６ 
（掲示板、防犯灯（街灯）） 

副会長   斎藤 和子  ５丁目２９－ ５（５丁目１区～４区担当） 

                   （５丁目５区～７区担当《暫定》） 

（総務、備品管理）                 

会 計  馬場 浩子 １丁目１５－２１ 

監 事  小林  博 ２丁目２１－ ５ 

監 事  服部  旭 １丁目１０－１２  



　　　　　　中国分自治会会員数 平成29年4月1日現在

1区 10 104
2区 6 84
3区 10 116

26 304
1区 9 99
2区 10 85

２丁目 3区 6 55
（含む国分４丁目の一部） 4区 5 66

5区 8 59

38 364
1区 9 105
2区 15 161
3区 12 114
4区 9 108
5区 5 60

50 548
1区 11 144
2区 6 84
3区 4 57
4区 6 98
5区 7 90

34 473
1区 6 81
2区 9 117
3区 5 59
4区 8 109
5区 6 79
6区 10 125
7区 8 112

52 682

200 2,371合　計

小　計

小　計

小　計

小　計

３丁目

小　計

1丁目

４丁目

５丁目

会員数中 国 分 班数



 

平成２９年４月１日現在 

（区 長） 

一丁目                 四丁目 

１区長  鎌田 稔彦       １区長  大橋 貞子 

２区長  吉田 文江         ２区長  千野 智美 

３区長  樫山  純          ３区長  髙松 康男 

                    ４区長  浦辺 勇人 

二丁目                 ５区長  春木 弘子 

１区長  辰口 礼子          

２区長  大曽根 喜代子           五丁目 

３区長  松井 良子            １区長  齋藤 知子 

４区長  平間  明             ２区長  本柳 あさゑ 

５区長  菅野 悦子             ３区長  三浦 貴代 

                                 ４区長  渡辺 直美 

三丁目                            ５区長  長澤 猛臣 

１区長  田中 圭子            ６区長  今井 登志子 

２区長   落合  治             ７区長  東出 俊子 

３区長  髙橋  柳 

４区長  利根川 美知子 

５区長  武田 美香 
 
   
  

※ 区長２５名の住所の省略をご了承願います。 
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平成29年度予算
（平成29年4月l日～平成30年3Jf31日）

一般会計 ＜収入の部＞ （単位；円）

費 目
平成28年度 平成29年度

摘 要決算額 予算額
前期繰越金 742,343 612,888 
向治会費 5,632,000 5,659,200 （月 200円）

・千葉商大付属高校・住友金属鉱山側
－国府台自動車センター

特別自治会費 317,600 253,600 
－市川中国分郵便局・附ヤオコー 中国分店
－アルプスレントオー ／レ側・鮒おおたか不動産
－鹿島大林共同企業体・隔アンダンテ
－上回医院付属『我が家中国分』

事務委託費 1,456,116 1,457,000 －市川市より受託

補助金 4,311,403 4,475,000 
－防犯灯電気料金 －防犯灯維持補修費
－掲示板

報奨金 849,340 850,000 
－資源回収 ・日：赤交付金
－社会福祉協議会

雑収入 136,108 126,200 
－会館利用整備費 ・コピー代
－防災訓練補助金他

12,702,567 12,821,000 
ぷc:5、 計 13,444,910 13,433,888 

特別会計 （単位；円）
平成29年 平成29年度予算

摘 要3月末残高 収入 支出
4,470,000 －防犯灯交換工事（一）

3,330,000 －防犯灯補助金（＋）

4,164,851 180,000 －特別会計繰入金（＋）

1 000 －受取利子、利息（＋）
3,511,000 4,470,000 3,205,851 
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