
 

認定コミュニティ活動状況資料 

 

 海岸地区まちぢから協議会 

 
（１）認定基準への適合に関する資料 

認定基準確認表                          １              

  委員名簿                ２ 

 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する資料 

前年度の活動報告書及び収支決算書    ３～５ 

当該年度の活動計画書及び収支予算        ６ 

 

 



 

認定審査基準確認表 

                          

 海岸地区まちぢから協議会  

審 査 基 準 基準への適合状況（申請時） 基準への適合状況（Ｈ２９年度） 

(1) 

申請書に、主として活動する区域が記載されて

いるか。 

申請書に活動区域の記載あり。  

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

定されているか。 

規約第２条に市長が告示する海岸地区を協議会の活動

区域とする旨規定あり。 

・申請時と同様で変更無し。 

規約に規定された主として活動する区域が、市

長の告示する区域と合致しているか。 

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図４」

と規約第２条における協議会の活動区域が合致。 

・茅ヶ崎南地区の設立により、海岸地区の区域に

変更が生じるも、告示された区域とは合致してい

る。 

(2) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規

定されているか。 

規約第５条（１）に「海岸地区に属する各単位自治会

の代表」が委員である旨記載あり。 

・上記理由により中海岸自治会が茅ヶ崎南地区に

移っているものの、規約の表記に変更はない。 

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、全ての自治会が構成員であること

が明確であるか。 

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」

のとおり１３自治会あり、名簿に、「地区別単位自治会

の名称」に記載されている全ての自治会名が記載され

ている。 

・海岸地区の自治会は、中海岸自治会の茅ヶ崎南

地区への編入により、平成２９年度から全１２自

治会となっており、名簿には全ての自治会が記載

されている。 

(3) 

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、

茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

団体が規定されているか。 

規約第５条（２）～（９)に規定あり。（（７）を除く。） 

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ 

（２）海岸地区社会福祉協議会の代表 

（３）海岸地区民生委員児童委員協議会の代表 

（８）地域包括支援センターあいの代表 

（９）ボランティアセンター海岸の代表 

◆文化、芸術又はスポーツの振興を主たる目的とする

コミュニティ 

（６）東海岸体育振興会の代表 

◆児童又は青少年の健全な育成を主たる目的とするコ

ミュニティ 

（４）茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会の代表 

（５）東海岸小学校区青少年育成推進協議会の代表 

・申請時と同様で変更無し。 

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

書類により、前項の団体が構成員であることが

明確であるか。 

名簿に、「規約第５条（２）～（９）（（７）を除く。）」

に規定される団体名が記載されている。 

・申請時と同様で変更無し。 

(4) 

申請団体の規約に、公募により選出される構成

員について規定されているか。 

規約第５条（１０）に規定あり。 ・申請時と同様で規程に変更無し。 

・２８年度に公募委員の募集を行い、２９年度よ

り１名の公募委員が参加している。 

(5) 

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

活動区域の誰もが参加できることが規定され

ているか。 

規約第９条、第２１条～第２５条に部会の規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。 

・例年市民集会は自治会ごとに出席の案内を出し

ていたが、本協議会主催となり対象を全ての住民

に変更した（他地区住民を除く）。 

(6) 

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

組みが規定されているか。 

規約第９条第２項及び第３項に過半数の出席、多数決

といった意思決定の方法が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。 

・自治会連合会時代の各種事業は役員のみで進め

ていたが、本協議会では主たるメンバーを各委員

に分散し、それぞれが独自に企画するよう変更さ

せた。 

・ホームページ、チラシ等により運営状況を積極

的に広報している。 

(7) 

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

する事項、会議に関する事項が規定された規約

があるか。 

規約第１条に名称及び事務所の所在地、第２条に主と

して活動する区域、第３条に目的、第８条に代表者に

関する事項、第９条に会議に関する事項が規定されて

いる。 

・申請時と同様で変更無し。 

(8) 

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

ないことが読み取れるか。 

 ・別紙事業報告書のとおり、規約第 3 条に規定さ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。 
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平成２９年５月２０日現在

役　職 氏　　名 所　　　属

1 監事 渡辺
ワタナベ

　功
イサオ

東海岸北１丁目自治会

2 会長 林
ハヤシ

　正明
マサアキ

東海岸北２丁目自治会

3 米井
ヨネイ

　博之
ヒロユキ

東海岸北３丁目自治会

4 浅場
アサバ

　眞一
シンイチ

東海岸北４丁目自治会

5 三橋
ミツハシ

　士郎
シロウ

東海岸北５丁目自治会

6 監事 石井
イシイ

　正憲
マサノリ

東海岸南１丁目自治会

7 瀧
タキ

　且裕
カツヒロ

東海岸南２丁目自治会

8 副会長 眞野
マトノ

　宗
ムネ

直
タダ

東海岸南３丁目自治会

9 加嶋
カジマ

　武彦
タケヒコ

東海岸南４丁目自治会

10 会計 小島
コジマ

　茂
シゲル

東海岸南５丁目自治会

11 安達
アダチ

　雄之輔
ユウノスケ

東海岸南６丁目自治会

12 山田
ヤマダ

　秀
ヒサ

砂 パシフィックガーデン茅ヶ崎自治会

13 副会長 鈴鹿
スズカ

　隆司
タカシ

海岸地区社会福祉協議会

14 丸山
マルヤマ

　泰
ヤスシ

海岸地区民生委員児童委員協議会

15 原
ハラ

　京子
キョウコ

茅ヶ崎小学校区青少年育成推進協議会

16 書記 今泉
イマイズミ

　勲
イサオ

東海岸小学校区青少年育成推進協議会

17 加藤
カトウ

　大嗣
ダイシ

海岸地区体育振興会

18 山田
ヤマダ

　敏夫
トシオ

海岸地区コミュニティセンター管理運営委員会

19 福岡
フクオカ

　祐子
ユウコ

地域包括支援センターあい

20 山本
ヤマモト

　幸子
サチコ

ボランティアセンター海岸

21 登尾
ノボリオ

　泉美
イズミ

公募委員

海岸地区まちぢから協議会　名簿
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前 年 度 の 活 動 報 告 書 及 び 収 支 決 算 書 

平成２８年度 海岸地区まちぢから協議会事業報告 

 

１）総会、運営委員会、役員会 

日 付  会議の名称 主な内容、出席者等 

平成 28年 4月 21日 4月役員会 ○定期総会について 

 5月 19日 5月役員会 ○定期総会について 

○公募委員について 

  21日 5月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○茅ヶ崎地区再編成について 

  28日 定期総会 ○平成 28年度事業計画・収支予算 

○認定コミュニティの申請について 

 6月 16日 6月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  18日 6月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○認定に向け必要なこと 

○連合会主催事業について 

 7月 21日 7月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  23日 7月運営委員会 ○避難支援等関係者への名簿の利用及び提供に関する説明 

○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○公募のスケジュール及び部会等の設置について 

 8月 18日 8月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  22日 8月運営委員会 ○複合施設再整備計画の進捗状況の説明 

○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○市民集会の開催について 

○防災訓練の実施について 

○公募委員の募集について 

○部会の編成について 

 9月 22日 9月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  24日 9月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○公募委員の募集について 

○防災訓練の実施について 

○広域避難場所の確保について 

 10月 20日 10月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  22日 10月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○市民集会について 

○認定コミュニティの申請について 

○広域避難場所の確保について 

○茅ヶ崎地区の再編について 

 11月 17日 11月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  19日 11月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○防災訓練実施報告 

○梅まつりについて 

○地域コミュニティ認定結果について 
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日 付  会議の名称 主な内容、出席者等 

○茅ヶ崎地区の再編について 

 12月 22日 12月役員会 ○運営委員会の議案検討 

○準防火地域の指定拡大について 

  24日 12月運営委員会 ○「避難行動要支援者支援計画（全体計画）」について 

○民児協代表の変更について 

○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

平成 29年 1月 19日 1月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  21日 臨時総会 ○平成 28年度事業計画・収支予算の修正 

  21日 1月運営委員会 ○運営委員の変更について 

○合同新年会の報告 

○認定コミュニティの報告チラシの配布について 

○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

 2月 16日 2月役員会 ○運営委員会の議案検討 

  18日 2月運営委員会 ○地区再編に伴う中海岸自治会の退会について 

○東海岸会館の移転について 

○公募委員の選考について 

○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

 3月 16日 3月役員会 ○29年度定期総会について 

  19日 3月運営委員会 ○まちぢから協議会連絡会に関する報告事項 

○平 29総会について 

○広報検討会について 

 

２）各種事業 

■市民集会（平成 28年 10月 8日 福祉会館 参加者 91名（うち行政 22名）） 

普段地区住民が感じている茅ヶ崎市の課題や疑問などを、直接行政に聞くための場として開催。

当日はあいにくの天気であったため、例年に比べると参加者は少なかったが、環境問題など有意義

な意見交換となった。 

【主な意見】 

１ 職員の地域行事への参加について 

２ 茅ヶ崎市での起業支援や定年後の活躍の場について 

３ 情報公開について 

４ 駅、美術館の喫煙スペースについて 

５ 茅ヶ崎ゴルフ場の開発について 

６ 無電柱化、要配慮者支援制度、感震ブレーカーの設置支援について 

 

■海岸地区合同新年会（平成 29年 1月 14日 福祉会館） 

参加者：服部市長始め来賓９名、一般５２名 

海岸地区で活動する各種団体の会長等が一堂に会し、新年の抱負を語らうとともに日ごろの労を

ねぎらった。 

 

■梅まつり（平成 29年 2月 11日 高砂緑地） 

例年、海岸地区自治会連合会が主催で行われていたが、今年から本協議会主催となった。 

高砂緑地に咲く梅を楽しむとともに、松籟庵でのお茶会、各種団体が模擬店を出店するなどした。

当日の天気も良好で、会場は大いに賑わった。 
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当 該 年 度 の 活 動 計 画 書 及 び 収 支 予 算 

平成 29年度海岸地区まちぢから協議会事業計画 

 

 事業項目 実施予定日 内 容 

１ 

海岸地区まちぢから

協議会の運営に関す

ること 

 ・海岸地区まちぢから協議会の目的を達成するための事業等

について、役員会・運営委員会等で随時協議していく 

・総会、役員会、運営委員会の開催のほか運営に関する事務 

２ 海岸地区市民集会 
平成 29年 

10月 7日 

・地区住民が感じている茅ヶ崎市の課題等について、行政と

協議することを目的に開催する 

３ 海岸地区防災訓練 
平成 29年 

10月 28日 

・実行委員会を設け、自治会連合会からの移管事業として実

施する 

４ 海岸地区合同新年会 
平成 30年 

1月 13日 
・実行委員会を設け、実施計画を協議していく 

５ 梅まつり 
平成 30年 

2月 11日 

・実行委員会を設け、茅ヶ崎南地区まちぢから協議会との共

催を視野に実行計画を協議していく 

６ 広報活動の強化検討 
 ・広報検討委員会により、ホームページの運営、紙媒体の検

討・発行、及び掲示板等の設置に関する協議をしていく 

７ 夏まつりの開催検討  ・「夏まつり（盆踊りなど）」を開催できるよう検討する 

 

 

平成２９年度 海岸地区まちぢから協議会予算 

 

【収入】 

項 目 金 額（円） 内  容 

認定コミュニティ助成金 250,000 市より 

防災訓練補助金 240,000  

防災訓練自治会分担金 116,000  

合同新年会祝い金 190,000  

梅まつり売上金等 400,000  

繰越金 78,246  

計 1,274,246  

 

【支出】 

項 目 金 額（円） 内  容 

事務費 35,000 資料作成、コピー代 

会議費 35,000 印刷代、お茶代 

広報啓発費 100,000 チラシ発行、ホームページ運営 

事業費 1,049,000 市民集会、合同新年会、梅まつり、防災訓練 

予備費 55,246  

計 1,274,246  
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