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認定審査基準確認表

松浪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松浪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９」

と規約第２条における協議会の活動区域が合致。

・申請時と同様で変更無し。

(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「地区に属する全ての単位自治会

の代表者」が委員である旨記載あり。

・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、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１４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。

・別紙名簿のとおりいくつかの自治会で会長の変

更はあるものの、申請時と同様に全ての自治会が

構成員となっている。

(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）～（１５)に規定あり。（（４）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）地区社会福祉協議会 

（３）地区民生委員児童委員協議会 

（５）地域包括支援センターさざなみ 

◆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）地区体育振興会 

（７）地区スポーツ少年団 

◆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 

（８）汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

（９）緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

（１０）松浪小学校区青少年育成推進協議会 

（１１）汐見台小学校ＰＴＡ 

（１２）緑が浜小学校ＰＴＡ 

（１３）松浪小学校ＰＴＡ 

（１４）松浪中学校ＰＴＡ 

（１５）松浪学区子ども会連合会 

・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）～（１５）（（４）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条第２項（１）に規定あり。 ・申請時と同様で変更無し。

(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１２条及び第２４条～第２８条に部会の規定あ

り。

部会規定に部会に関する詳細の規定あり。

・申請時と同様で変更無し。

(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１２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。

(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３条に目的、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９条に代表者に関

する事項、第１２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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松浪地区まちぢから協議会規約 

（名称及び所在地） 

第１条 本会は、松浪地区まちぢから協議会（以下「本会」という。）と称し、その所在

地を松浪コミュニティセンター（所在地：茅ヶ崎市常盤町２番２号）とする。 

（区域） 

第２条 本会の区域は、市長が告示する松浪地区（以下「地区」という。）とする。 

（目的） 

第３条 本会は、茅ヶ崎市自治基本条例の第２５条（コミュニティ）及び第２６条（協働）

に基づき、「地域と市の協働」、「市民相互の協働」の考えの基、地区の単位自治会の

代表者、地区の各分野の地域団体の代表及び地区内に居住する者で構成された地区の代

表性をもった組織として、松浪コミュニティセンターを拠点に新たな地域コミュニティ

を形成し、地域の様々な活動について話し合い、顔の見える関係づくりや団体同士の連

携を図り、多くの方々が地域の情報を共有し、地域活動を活性化し、まちぢからを高め、

地域の課題の発見や解決をしていくことを目的とする。 

２ 本会は、松浪コミュニティセンターの管理運営を行い、市民の学習、集会、レクリエ

ーションの場を提供し、地域住民相互の連帯感と自治意識の高揚を図り、心の豊かさと

ふれあいのある地域社会を形成することを目的とする。 

３ 本会は、子どもの家なみっこの管理運営を行い、子どもたちにとって身近で気軽に訪

れることができる安全・安心な遊び場を提供し、子どもたちの心身の健全な発達に寄与

することを目的とする。 

４ 本会は、松浪自治会館の管理運営を行い、地区内の住民の自治と文化の向上及び親睦

融和を図ることを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

(1) 地区内の住民及び各種団体等の共通の課題解決に向けた取り組みに関すること。 

(2) 地区内の住民及び各種団体等の共通の学習及び行事等に関すること。 

(3) 地区内の各種団体等の活性化及び各種団体相互の連絡調整に関すること。 

(4) 地区内の住民の参画と情報の共有並びに協働の推進に関すること。 

(5) 松浪コミュニティセンター及び子どもの家なみっこの管理運営に関すること。 

(6) 松浪自治会館の管理運営に関すること。 

(7) その他、前条の目的達成に必要な事業の実施に関すること。 

（委員） 

第５条 本会の委員は、次に掲げる者で構成する。 

(1) 地区に属する全ての単位自治会の代表者 

(2) 地区社会福祉協議会の代表 
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(3) 地区民生委員児童委員協議会の代表 

(4) 地区老人クラブ連合会の代表 

(5) 地域包括支援センターさざなみの代表 

(6) 地区体育振興会の代表 

(7) 地区スポーツ少年団の代表 

(8) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会の代表 

(9) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会の代表 

(10) 松浪小学校区青少年育成推進協議会の代表 

(11) 汐見台小学校ＰＴＡの代表 

(12) 緑が浜小学校ＰＧＴの代表 

(13) 松浪小学校ＰＴＡの代表 

(14) 松浪中学校ＰＴＡの代表 

(15) 松浪学区子ども会連合会の代表 

(16) 食生活改善推進団体の代表 

(17) 地区の環境指導員の代表 

２ 次に掲げる者については、総会において議決された者から順次委員に追加していく。 

(1) 地区内に住所又は活動の拠点を有し、委員の募集に対し、応募し、別に定めた選考

要領により選考された者 

(2) 地区内に住所又は活動の拠点を有し、本会の委員５名以上の推薦があった者 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、第１項各号及び前項第２号に規定する者について

は、再任を妨げない。 

４ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（準委員） 

第６条 本会に準委員を置く。 

２ 準委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 欠員による補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

(1) 会長 １名 

(2) 副会長  ２名 

(3) 会計 ２名 

(4) 書記 ２名 

(5) 監事 ４名 

（役員の選任） 

第８条 会長、副会長、会計、書記及び監事は、総会において、委員の中から互選により

選任する。 
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（役員の職務） 

第９条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に支障があるときは、その職務を代行する。 

３ 会計は、本会の会計事務を処理する。 

４ 書記は、事務局を総括する。 

５ 監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。

会計事務及び業務執行について不正の事実を発見したときは、総会に報告することとし、

報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、３期までとする。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。 

（役員の解任） 

第１１条 役員が、本規約に違反したとき又は本会の名誉を傷つける行為をしたときは、

総会の議決により解任することができる。 

（会議） 

第１２条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会、部会とする。 

２ 総会及び運営委員会は構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、

総会及び運営委員会は委任状の提出があった委員については、出席があったものとみな

す。 

３ 総会及び運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決

するところによる。 

（総会の構成） 

第１３条 総会は、委員をもって構成する。ただし、参考人として準委員を出席させるこ

とができる。 

２ 総会の議長は、本会の会長が就く。 

（総会の種別） 

第１４条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は、年度当初に開催する。 

３ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、総会を構成する者の三分の一以上から会議の

目的たる事項を示して請求があったとき及び第９条第５項の規定により監事から請求が

あったときに開催する。 

（総会の招集） 

第１５条 総会は、会長が招集する。 

２ 総会を招集するときは、総会の構成員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示
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して、会議の７日前までに通知しなければならない。 

（総会の議決事項） 

第１６条 総会は、次の事項を審議し、議決する。 

(1) まちぢから協議会の事業計画及び事業報告に関する事項 

(2) まちぢから協議会の予算及び決算に関する事項 

(3) まちぢから協議会の役員、準委員の選任及び解任に関する事項 

(4) 第５条の第２項に掲げる委員の選任及び解任に関する事項 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

(6) 本規約の制定及び改正に関する事項 

(7) 松浪コミュニティセンター及び子どもの家なみっこの事業計画及び事業報告に関す

る事項 

(8) 松浪コミュニティセンター及び子どもの家なみっこの予算及び決算に関する事項 

(9) 松浪コミュニティセンターの役員の選任及び解任に関する事項 

(10) 松浪自治会館の予算及び決算に関する事項 

（総会の議事録） 

第１７条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 委員の現在数及び出席者数（委任状を提出した委員も含む。） 

(3) 開催目的、審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２名以上の署名押印

をしなければならない。 

３ 議事録は、委員に送付する。 

（役員会の構成） 

第１８条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、本会の会長が就く。 

（役員会の招集） 

第１９条 役員会は、会長が必要と認めたときに召集する。 

（役員会の審議事項） 

第２０条 役員会は、次の事項を審議する。 

(1) 総会、運営委員会に付議すべき事項 

(2) 総会、運営委員会、部会の会務の調整に関する事項 

（運営委員会の構成） 

第２１条 運営委員会は、委員をもって構成する。ただし、参考人として準委員を出席さ

せることができる。 
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２ 運営委員会の議長は、本会の会長が就く。 

（運営委員会の招集） 

第２２条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（運営委員会の議決事項） 

第２３条 運営委員会は、次の事項を審議し、議決する。 

(1) 部会長の選任及び解任に関する事項 

(2) 部会の設置及び廃止に関する事項 

(3) 各部会が協議した事業に関する事項 

(4) 各部会間及び各種団体間の連絡調整に関する事項 

(5) 本会に関係する規程等の制定及び改正に関する事項 

(6) 松浪コミュニティセンターの管理運営における重要事項の決定に関する事項 

(7) 松浪コミカフェの管理運営における重要事項の決定に関する事項 

(8) 松浪自治会館の管理運営における重要事項の決定に関する事項 

(9) 総会に付議すべき事項 

(10) 総会において議決された事項の執行に関する事項 

(11) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

(12) 協議会に寄せられた意見及び提案事項（以下「意見等」という。）に関する事項 

（部会の構成） 

第２４条 各部会は、委員及び部会員で構成する。 

２ 各部会に部会長及び副部会長を置く。 

３ 部会長は、委員とする。 

４ 副部会長は、部会の中から互選により選任する。 

５ 部会員は、当該部会への参画の意思がある者とする。（自治会長部会を除く。） 

（部会長及び副部会長の職務） 

第２５条 各部会長、各副部会長は次の職務を行う。 

２ 部会長は、当該部会を代表し、会務を総括すると共に運営委員会に出席する。 

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に支障があるときは、その職務を代行する。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２６条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 補欠により選任された部会長及び副部会長の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 部会長及び副部会長は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

（部会の招集） 

第２７条 部会は、部会長又は運営委員会が必要と認めたときに招集する。 

（部会の審議事項） 

第２８条 部会は、所掌する事項について調査・審議し、各種の事業を実施する。 
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２ 部会名及び所掌する事項は別に定める。 

（松浪コミュニティセンターの管理運営） 

第２９条 松浪コミュニティセンターの管理運営は、本会の中に設ける松浪コミュニティ

センター管理運営委員会が行う。 

２ 松浪コミュニティセンター管理運営委員会の所掌する事項は別に定める。 

（松浪自治会館の管理運営） 

第３０条 松浪自治会館の管理運営は、本会の中に設ける松浪自治会館管理運営委員会が

行う。 

２ 松浪自治会館管理運営委員会の所掌する事項は別に定める。 

（事務局） 

第３１条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２  事務局には地区内に居住する者から役員会が推薦し、運営委員会の議決を得た者を置

くことができる。 

（事務局の所掌事務） 

第３２条 事務局は、会議に出席し、次の事務を司るものとする。 

(1) 会議の開催通知書の作成及び送付 

(2) 会議の資料の作成 

(3) 会議の議事録の作成 

(4) 会計事務に伴う資料の作成 

(5) 茅ヶ崎市や関係団体との連絡調整 

(6) 協議会に寄せられた意見等のとりまとめ 

（事業及び会計年度） 

第３３条 協議会の事業及び会計年度は、毎年４月１日より翌年３月３１日とする。 

（経費） 

第３４条 協議会の経費は、市からの補助金及びその他の収入をもってあてる。 

（住民等からの意見等の取り扱い） 

第３５条 会議で出された意見等のほか、地区の住民及び各種団体から寄せられた意見等

は、事務局が取りまとめ、運営委員会に報告する。 

（設立年月日） 

第３６条 本会の設立年月日は、平成２５年５月３１日とする。 

（必要事項） 

第３７条 その他、本会の運営について必要な事項は別に定める。 

附 則 

この規約は、平成２５年５月３１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２５年６月１９日から施行する。 
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附 則 

この規約は、平成２６年４月１６日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２６年５月２１日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２７年５月２０日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年３月１６日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２８年５月１８日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２９年１月１８日から施行する。 

附 則 

この規約は、平成２９年２月２２日から施行する。 
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松浪地区まちぢから協議会 部会規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は、松浪地区まちぢから協議会規約第２８条第２項の規定により、松浪地区ま

ちぢから協議会の部会名及び所掌する事項等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（部会について） 

第２条 松浪地区まちぢから協議会に設置する部会は、次のとおりとする。 

(1) 防災対策部会 

(2) 自治会長部会 

 (3) 市民安全部会 

（部会の所掌する事項等について） 

第３条 前条に規定した部会の所掌する事項及び具体的な取り組み内容は、次のとおりとし、事

業計画及びその他必要な事項については、各部会において定めることとする。 

(1) 防災対策部会 

  ア 防災・減災対策の推進に関すること。 

  イ 防災・減災等に関する講演の企画・運営及び実施に関すること。 

ウ 防災訓練の企画・運営、実施及び検証に関すること。 

  エ その他、松浪地区まちぢから協議会の運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件

等に関すること。 

(2) 自治会長部会 

  ア 自治会相互の連絡調整に関すること。 

イ 行政からの伝達事項及び依頼事項に関すること。 

  ウ その他、松浪地区まちぢから協議会の運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件

等に関すること。 

(3) 市民安全部会 

  ア 安心・安全な街づくりの推進に関すること。 

  イ 交通安全・地域犯罪等に関する講演の企画・運営及び実施に関すること。 

ウ その他、松浪地区まちぢから協議会の運営委員会等で当該部会での検討が決定した案件

等に関すること。 

附 則 

この規程は、平成２５年６月１３日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２６年５月２１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、平成２６年６月１８日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成２６年９月１７日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成２８年５月１８日から施行する。 

２ 平成２６年９月１７日に設置されたコミュニティカフェ部会は廃止する。 



平成29年度　松浪地区まちぢから協議会　委員名簿

職名 氏名 団体名及び役職等

1 会長 植松　伸擴 協議会推薦

2 中井　汎 浜竹一丁目自治会　会長

3 副会長 前田　積 浜竹一丁目自治会　会長

4 杉本　誠 浜竹三丁目自治会　会長

5 野津手　静郎 浜竹四丁目自治会　会長

6 白石　壽明 松浪一丁目自治会　会長

7 長谷川　清 松浪二丁目自治会　会長

8 野村　純二 富士見町自治会　会長

9 辻　俊子 LG富士見町自治会　会長

10 原屋敷　典子 常盤町自治会　副会長

11 監事 刈間　昌仁 緑が浜自治会　会長

12 会計 松井　教 汐見台自治会　会長

13 監事 荒牧　喬平 出口町自治会　会長

14 髙橋　雄二 ひばりが丘自治会　副会長

15 書記 朝岡　通光 美住町自治会　会長

16 坂井　修一 松浪地区社会福祉協議会　会長

17 高田　陽子 松浪地区民生委員児童委員協議会

18 大曽根　修一 松浪地区老人クラブ連合会　会長

19 川原　博美 松浪地区地域包括支援センターさざなみ　管理責任者

20 新倉　哲也 松浪地区体育振興会　副会長

21 監事 櫻井　武一 松浪地区スポーツ少年団　代表

22 書記 中東　恵子 汐見台小学校区青少年育成推進協議会　会長

23 副会長 小野江　達人 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会　会長

24 会計 大類　ひさ枝 松浪小学校区青少年育成推進協議会　監査

25 中川　淳 汐見台小学校ＰＴＡ　会長

26 緑が浜小学校ＰＧＴ　会長

27 新井　昭子 松浪小学校ＰＴＡ　会長

28 乃村 美穂 松浪中学校ＰＴＡ　会長

29 塩見　愛 松浪学区子ども会連合会　会長

30 監事 菊池　紀子 食生活改善推進団体　会員

31 石橋　幸弘 環境指導員

32 川田　昌子 公募委員

33 加藤　敦子 公募委員

10
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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 松浪地区まちぢから協議会事業報告 

１ 会議等の実施 

（１）総会、運営委員会、役員会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

平成２８年 ４月１３日 第１回 役員会 (1) 総会の議案について 

(2) 役員の改選 

５月 ９日 第２回 役員会 (1) 松浪地区まちぢから協議会公募委員について 

(2) 松浪コミュニティセンター委託料管理者手当等

について 

５月１１日 第３回 役員会 (1) 松浪コミュニティセンター委託料管理者手当等 

について 

(2) 松浪地区まちぢから協議会公募委員の結果通知 

について 

(3) 総会等の議案について 

５月１８日 定期総会 出席者：２９名出席 

議案第１号 平成２７年度松浪地区まちぢから協議

会決算報告 

議案第２号 平成２７年度松浪自治会館決算報告 

議案第３号 平成２７年度松浪コミュニティセンタ

ー・子どもの家なみっこ指定管理業務事

業報告 

議案第４号 平成２７年度松浪コミュニティセンタ

ー・子どもの家なみっこ指定管理業務決

算報告 

議案第５号 監査報告 

議案第６号 規約の改正 

議案第７号 公募委員及び推薦委員の選任 

議案第８号 平成２８年度松浪地区まちぢから協議

会役員の選任 

議案第９号 平成２８年度松浪コミュニティセンタ 

ー管理運営委員会役員の選任 

議案第１０号 平成２８年度事業計画案 

議案第１１号 平成２８年度収支予算案 

議案第１２号 平成２８年度松浪自治会館収支予算 

案 

議案第１３号 平成２８年度松浪コミュニティセン

ター・子どもの家なみっこ指定管理業
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務事業計画案 

議案第１４号 平成２８年度松浪コミュニティセン

ター・子どもの家なみっこ指定管理業

務収支予算案 

５月１８日 第１回 運営委員会 (1)各部会長の選任について 

(2)市民集会について 

(3)その他 

ア まちぢから協議会連絡会について 

イ 認定について 

６月３日 第４回 役員会 運営委員会の議案について 

６月１５日 第２回 運営委員会 (1)公募委員の選考結果について 

(2) 市民集会について 

(3) まつなみだよりについて 

(4) 条例に基づく、市長の認定について 

７月１３日 第５回 役員会 運営委員会の議案について 

７月２０日 第３回 運営委員会 (1)市民集会について 

(2)市長の認定について 

(3)盆踊り大会について 

８月１０日 第６回 役員会 運営委員会の議案について 

８月２４日 第４回 運営委員会 (1)市長の認定について 

(2)市民集会について 

(3)「 まつなみだより」について 

(4)まちぢから協議会研修会について 

(5)茅ヶ崎ゴルフ場について 

９月 １日 第７回 役員会 (1)市民集会について 

(2)茅ヶ崎ゴルフ場に関する要望書について 

９月１４日 第８回 役員会 運営委員会の議案について 

９月２１日 第５回 運営委員会 (1)市民集会の振り返りについて  

(2)茅ヶ崎ゴルフ場について 

(3)認定申請スケジュールについて 

１０月１２日 第９回 役員会 運営委員会の議案について 

１０月１９日 第６回 運営委員会 (1)公募委員について 

(2)傍聴の在り方、基準整備について 

(3)松浪地区住民に対する茅ヶ崎ゴルフ場に関する

説明会について 

１１月 ９日 第１０回 役員会 運営委員会の議案について 

１１月１６日 第７回 運営委員会 (1)平成２８年度松浪地区市民集会の議事録につ

いて  

(2)平成２９年松浪地区賀詞交歓会について 



13 

(3)松浪地区まちぢから協議会 視察研修会につ

いて 

１２月１４日 第１１回 役員会 運営委員会の議案について 

１２月２１日 第８回 運営委員会 (1) 平成２９年松浪地区賀詞交歓会について 

(2) 公募委員の募集状況・スケジュールについて 

(3) 要配慮者等の支援制度について 

１月１１日 第１２回 役員会 臨時総会・運営委員会の議題について 

１月１８日 臨時総会 議案第１号 平成２８年度松浪地区まちぢから協議

会公募委員について 

議案第２号 松浪地区まちぢから協議会規約等の

改正について 

１月１８日 第９回 運営委員会 (1)認定申請について 

(2)関係規程等の整備・改正について 

２月８日 第１３回 役員会 臨時総会・運営委員会の議題について 

２月２２日 臨時総会 議案第１号 松浪地区まちぢから協議会規約等の改

正について 

２月２２日 第１０回 運営委員

会 

(1) 第４回茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会結果

報告について 

(2) まつなみだより（２月１５日号）について 

３月８日 第１４回 役員会 運営委員会の議題について 

３月１５日 第１１回 運営委員

会 

(1)特定事業助成金について 

(2)次年度のスケジュール（案）について 

（２）防災部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

平成２８年 ５月２６日 第１回 防災部会 (1) 初回挨拶 

(2) 委員自己紹介 

(3) アンケート受領 

(4) 部会員登録依頼 

６月２３日 第２回 防災部会 訓練種別等決定 

７月 ７日 第１回 防災訓練実行

委員会 

訓練内容検討 

７月２１日 第２回 防災訓練実行

委員会 

拠点リーダーの選任 

８月２５日 第３回 防災訓練実行

委員会 

拠点別打合わせ 

９月１５日 第４回 防災訓練実行

委員会 

拠点別打合わせ 
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９月２３日 防災訓練調整会議 防災対策課等と調整 

１０月 ６日 第５回 防災訓練実行

委員会 

拠点別打合わせ 

１０月２０日 第６回 防災訓練実行

委員会 

合同打合わせ 

１２月１０日 第７回 防災訓練実行

委員会 

反省会 

１月１２日 第３回 防災対策部会 年度総括 

２月２３日 第４回 防災対策部会 次年度事業検討 

（３）自治会長部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

平成２８年５月１９日 第１回 自治会長部会

歓送迎会 

新旧自治会長挨拶、退任自治会長感謝状等贈呈 

１２月 ６日 第２回 自治会長部会 災害時要支援者に関する説明会 

２月２８日 第３回 自治会長部会 今後の体制について 

（４）市民安全部会 

実施日 会議の名称 主な内容等 

平成２８年６月２１日 第１回 市民安全部会 今後の取り組みについて 

７月１２日 市民安全部会幹事会 振り込め詐欺関連講演会の実施に関する事前調整

について 

８月２３日 第２回 市民安全部会 振り込め詐欺関連講演会 

１０月１８日 第３回 市民安全部会 市民集会の回答対応、空き家対策講演会について 

２月２１日 第４回 市民安全部会 今年度の振り返りについて 

２ 事業の実施 

実施主体 実施日 事業の名称 

（１） 

本部 

平成２８年 ９月１０日 市民集会 

（２） １１月１３日 防災訓練 

（３） １月１４日 賀詞交歓会 

(４) 体育振興会 ８月２０日・２１日 盆踊り大会・模擬店 

（５） 地区社会福祉

協議会 

１０月１６日 福祉ふれあいまつり 

(６) ２月４日 ふれあいネットワーク交流会 

（１）市民集会 

  概 要 地区内自治会の課題を取りまとめ、要望事項として行政に提出。得られた回答を基に役

員会及び運営委員会にて当日取り扱う案件を決定し、質疑応答を行った。また、４つの

分科会(防災対策分科会、市民安全分科会、生活環境分科会、こども育成分科会)をもう
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け、各分科会でより具体的な情報共有や質疑を行った。 

   実施日 平成２８年９月１０日 

参加者 ９３名 

内 容 【第１部 全体会】 

１ 市政全般に関する意見交換 

２ その他 

【第２部 分科会】 

１ 防災対策分科会 

(１) 分科会のテーマ 

災害に強い安全で安心なまちを目指して、松浪地区の地域防災を考えよう。 

(２) 意見交換 

今後、松浪地区では、何に取り組んでいけばいいのか。 

２ 市民安全分科会 

(１) 分科会のテーマ 

日々の生活に密着した安心安全を考えよう。 

(２) 意見交換 

今後、松浪地区では、何に取り組んでいけばいいのか。 

３ 生活環境分科会 

(１) 分科会のテーマ 

  生活環境について考えよう。 

(２) 意見交換 

今後、松浪地区では、何に取り組んでいけばいいのか。 

４ こども育成分科会 

(１) 分科会のテーマ 

すべてのこどもの次世代の成長を喜びあえるまちを目指して、松浪地区のこどものことを

考えよう。 

(２) 意見交換 

今後、松浪地区では、何に取り組んでいけばいいのか。 

（２）防災訓練 

概 要 地域が主体となって自主防災組織の強化を図り、災害に強い地域をつくることを目的と

して実施した。 

実施日 平成２８年１１月１３日 

会 場 松浪小学校及び中学校 

（３）研修会 

概 要 新たな地域コミュニティ制度について意見交換を行った。公募委員の募集から選考に関

する制度について意見交換を行った。会議等の傍聴に関する基準について、今後、本協

議会の活動に多くの地域住民に興味を持っていただき、協力をしていただくために今後

の運用における基礎資料を整理した。 
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実施日 平成２８年１０月１２日 

参加者 ３１名（協議会委員） 

３ その他の取り組み 

（１）公募委員の募集 

   第１回目 

公募期間  平成２８年４月１日～４月３０日 

周知方法  市ホームページ及び広報ちがさき４月１日号に掲載、地区内自治会にて回覧 

応募人数  ２名程度 

選  考  一次審査（書類審査） 期限までに各選考委員が採点 

二次審査（面接審査） 実施なし 

結  果  ４名の応募があったが、公募委員としての選任には至らなかった。 

第２回目 

公募期間  平成２８年１１月１５日～１２月１６日 

周知方法  市ホームページ及び広報ちがさき１１月１５日号に掲載、地区内自治会にて回覧 

応募人数  ２名程度 

選  考  一次審査（書類審査） 期限までに各選考委員が採点 

二次審査（面接審査） １２月２８日 ９時～ 

結  果  ３名の応募者から、選考を経て２名の方を公募委員として選任することとなった。 

（２）茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に基づく認定申請に関すること 

  第１回目 

第２回茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会にて認定申請書類を提出し、平成２８年８月１５日付け 

で不認定決定となった。この結果を受けて、１０月１２日にまちぢから協議会で研修会を実施し 

た。 

第２回目 

第４回茅ヶ崎市地域コミュニティ審議会にて認定申請書類を提出し、平成２９年３月１日付けで 

認定決定となった。 

（３）ホームページの開設 

松浪地区まちぢから協議会の情報を発信するためのホームページを開設した。このホームページ

を閲覧すれば、松浪地区内で行われている自治会や各種団体のイベントや事業の取り組みを見る

ことができるようまちぢから協議会委員によって運用を行った。 

(４) 広報紙まつなみだよりの発行 

   平成２７年度までは四半期に１回 9,000 部を発行し、広報活動を行っていたが、平成２８年度

については、予算の都合や認定コミュニティとしての事業提案を行うことができず、自主財源

にて紙面を縮小し、２月に１度だけ 9,000部発行した。 
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当該年度の活動計画書及び収支予算書 

平成２９年度 松浪地区まちぢから協議会事業計画 

１ 茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例に係る事務に関すること 

（１）条例に基づく各種提出書類の作成事務 

（２）認定コミュニティ助成金（運営費等助成金、特定事業助成金）の交付申請に関する事務 

２ 協議の場の創出に関すること 

（１）部会の開催 

   ア）防災対策部会 

  防災・減災対策の推進、防災、減災対策に関する講演の企画・運営及び実施、防災訓練の企 

画・運営、実施及び検証 

   イ）自治会長部会 

自治会相互の連絡調整、行政からの伝達事項及び依頼事項に関する調整 

   ウ）市民安全部会 

安心・安全な街づくりの推進、交通安全・地域防犯等に関する講演の企画・運営及び実施 

（２）部会の設置に向けた検討 

   福祉部会の設置に関すること 

（３）その他、住所を有するすべての個人に参加機会を提供するための取り組み 

３ 協議会の周知及び広報に関すること 

（１）松浪地区まちぢから協議会ホームページの管理・運営に関すること 

（２）その他、広報紙「まつなみだより」の発行、広報活動の実施及び企画 

４ 事業に関すること 

（１）人的交流に関すること 

ア）公募委員・新任委員研修会（新たな地域コミュニティ制度等）の研修会の実施 

イ）先進都市等視察研修会の実施 

（２）災害対策・防災力向上に関すること 

   ア）防災訓練の実施 

（３）その他、事業に関すること 

ア）市民集会の開催 



昨年度決算 予算 昨年度決算 予算

繰　越　金 345,326 318,163 28年度繰越金 会　議　費 40,628 80,000 総会費用等

現金 2,738 37,080 事　務　費 21,613 35,000

普通預金 342,588 281,083 助　成　費 77,150 77,830 7,783世帯×10円

松浪小学校区青推協 51,090 51,490 5,149世帯×10円

分　担　金 364,600 367,320 7,783世帯×40円＋ 緑が浜小学校区推進協 10,740 10,820 1,082世帯×10円

　14自治会×4,000円 汐見台小学校区推進協 15,320 15,520 1,552世帯×10円

受取利息 11 0 渉　外　費 74,300 100,000

雑　収　入 236,500 0 研　修　費 21,486 0

朝市懇親会 52,000 0 通　信　費 33,000 33,000 運営委員一人1,000円

賀詞交歓会会費・祝金 184,500 0 慶　弔　費 35,000 35,000

役　務　費 40,000 40,000

雑費・消耗品費 648 5,000

補　助　金 1,084,247 590,000 事　業　費 1,368,696 840,000

100,000 100,000 市民集会 14,238 30,000 9/30市民集会費用

240,000 240,000 松浪朝市 63,190 30,000 毎月第１・３日曜日実施

100,000 250,000 賀詞交歓会 166,395 30,000 毎年１月実施

150,000 防災対策部会 392,049 400,000 部会・防災訓練費用等

県くらし安全交通課 494,247 0 市民安全部会 506,945 40,000 幹事会、講習会等

自治会長部会 33,683 50,000 随時部会開催費用等

研修費 0 180,000 運営委員研修会等

コミュニティ活動費 189,216 80,000

予　備　費 2,980 29,653

次期繰越金 318,163 0

2,030,684 1,275,483 2,030,684 1,275,483合　計 合　計

平成２９年度　松浪地区まちぢから協議会　予算
平成29年4月1日～平成30年3月31日

収　　　入 支　　出

項　目 項　目摘　要 摘　要

地区自治会連合会等

地区防災訓練

地域コミュニティ活動団体

会長・副会長・会計・書記

設置運営費

松浪地区7,000世帯以上
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収入の部
予算額
合計

予算額
松浪コミセン

予算額
なみっこ

20,996,000 17,480,000 3,516,000

上半期委託金 10,498,000 8,740,000 1,758,000

下半期委託金 10,498,000 8,740,000 1,758,000

662,690 662,690 28年実績

印刷機・紙折り機 418,500 418,500

ピアノ使用料金 35,700 35,700

カラオケ使用料金 95,000 95,000

コピー機使用料金 105,490 105,490

その他 8,000 8,000

687,000 687,000

複合施設維持管理費用 687,000 687,000

預金利息・祝い金

コミカフェ売上 5,426,700 5,426,700 28年実績

収入合計 27,772,390 24,256,390 3,516,000

支出の部

8,557,549 5,934,356 2,623,193 積算基準

賃金 7,300,040 4,855,100 2,444,940 事務員９名

人件費 7,300,040 4,855,100 2,444,940

その他人件費

有給休暇賃金 380,700 228,420 152,280

管理者手当 720,000 720,000

税務処理費用 80,000 80,000

法定福利費 76,809 50,836 25,973

雇用保険 53,766 35,585 18,181

労災保険 23,043 15,251 7,792

743,839 743,839

運営委員活動費 100,440 100,440

自主事業活動費 643,399 643,399

2,845,622 2,535,610 310,012

施設賠償責任保険 42,270 42,270

消耗品・備品費 1,437,437 1,195,963 241,474

システム予約トナー費 54,000 50,664 3,336

通信費 423,989 406,275 17,714

電話・電話FAX 80,549 62,835 17,714 28年実績

カラオケ 343,440 343,440 契約額

その他 0

使用料及び賃借料 779,926 732,438 47,488

印刷機・紙折り機 496,368 474,587 21,781 契約額

コピー機 269,568 243,861 25,707 契約額

NHK受信料 13,990 13,990 契約額

その他

消費税及び地方消費税を含む

NECトナー代32,000×1本

29年度保険料

年休取得６日

繰入金

｛単位：円（税込み）｝

科　目
予算額
合計

予算額
松浪コミセン

予算額
なみっこ

摘　要

科　目

ボラセン・包括支援センター按分費用

｛単位：円（税込み）｝

摘　要

委託料

使用料

雑入

松浪コミセン管理運営委員会６名

平成29年度　松浪コミュニティセンター管理運営委託業務　収支予算書

人件費

事業費

事務費

税理士委託、税務処理担当者へ

平成28年度確定、29年度概算

28年36,409円労災保険料支払
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手数料 108,000 108,000 積算基準

植木剪定料 54,000 54,000

ピアノ調律 32,400 32,400

その他 21,600 21,600 振込手数料

8,932,022 8,349,227 582,795

光熱水費 2,946,138 2,766,156 179,982

電気 2,659,000 2,492,018 166,982 積算基準

水道 227,378 217,378 10,000 積算基準

ガス 59,760 56,760 3,000 積算基準

委託費 5,753,684 5,365,214 388,470

警備 589,416 548,037 41,379 契約額

総警リース 84,360 84,360 契約額

清掃 2,961,380 2,766,086 195,294

消防設備保守点検 72,360 62,433 9,927 契約額

防火対象物点検 43,200 40198 3,002 契約額

空調設備保守点検 972,000 907,023 64,977 契約額

電気保守点検 349,920 328,305 21,615 契約額

昇降機保守点検 551,448 507,178 44,270 契約額

自動ドア保守点検 129,600 121,594 8,006 契約額

修繕費 232,200 217,857 14,343

5,704,949 5,704,949

清掃用具 87,609 87,609

新聞購読料 89,568 89,568

飲料水検査 19,640 19,640

カーテン洗濯 81,432 81,432

コミカフェ活動費 5,426,700 5,426,700

988,409 988,409

消費税納税 988,409 988,409

印紙代

支出合計 27,772,390 24,256,390 3,516,000

収入合計 27,772,390 24,256,390

支出合計 27,772,390 24,256,390

収入合計ー支出合計 0 0

繰越金

諸費

租税公課

12,960×2台　長谷川楽器店

359,696×1.08　なみっこ

29年度契約額

215,000×1.08　積算基準

7,074×12回　28年実績

7,464×12回　こども新聞含む

細菌及び理化学検査１・２階

28年実績　１階　株）白洋舎

複数事業を営む場合の計算法

管理費
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松浪地区にお住まいの皆様、新しい年を迎えて新たな気持ちでご活躍のこととお喜び申し上げます。
松浪地区まちぢから協議会も今年に入って二つの重要な取り組みを進めています。
一つ目は市長によるまちぢから協議会の認定です。二月中旬に行われる地域コミュニティ審議会に
向けて申請書を準備し、その審議を経て市長の認定を受け、その後、認定コミュニティに対する事業
助成を受けるための事業の募集を進めたいと思っています。
二つ目は松浪コミセンの指定管理の問題です。昨年10月に指定管理者申請を行い、まちぢから協
議会が引き続き平成29年4月１日から平成33年3月31日までの4年間、指定管理を担当するという内
定は出ています。
松浪コミセンは地域活動の拠点であり、その役割は益々大きくなって行くものと思われます。まちぢから協議会としても、

そのために規約・規程類の整備など準備を進めています。今後とも皆様のご理解とご指導ご鞭撻を、よろしくお願い致します。

9月10日(土)に松浪コミセンで開催されました。今年は市長を始め副市長、教育長、市役所の部課長の22名、市会議員2
名及び住民約100人が参加しました。事前の住民からの質問は30問（①防災対策分野17問②生活環境分野8問③子ども育
成分野3問④その他2問）で、それらに対する茅ケ崎市からの文書回答がありました。
（1）植松会長の開会挨拶

①本日の集会の全体説明
②一回目の申請ではまちぢから協議会は、市長の認定を受けられませんでしたが、
再申請を行う予定です。

（2）服部市長の挨拶
安定した人口構造を保もち安心して働き、結婚・出産・子育てをすることができる
地域社会を作るための計画を策定しました。

（3）全体会
①消防署小和田出張所跡地の利活用については、市と住民が相談しながら決めていきます。
②兵金山公園については残念な結果となりましたが、市は今後、売却の折衝を地権者にできるようなシナリオの研究
をします。また、同区域内に代わりになる土地を検討しており、その情報を地域に提供して行きます。

（4）分科会
住民と市職員が全体会から分散して①防災対策分科会②市民安全分科会③生活環境分科会④子ども育成分科会に
参加しました。

（5）市長のまとめの抜粋
①今回の会議でヒントや課題を得たし、どの分科会も前向きな提案がありました。
②市長の認定をできるだけ早く受けることを希望します。
③他のまちぢから協議会の情報を市が地域、住民に提供して行きます。

（6）平松副会長の閉会挨拶
市も住民も、問題が起こっている最上流を議論する場を共有すると、もっと実りのある結果が得られると思う。

平成２９年２月１５日発行（第８号）
発行：松浪地区まちぢから協議会
https://matunami.jimdo.com/
https://matsunamikomisenn.jimdo.com/
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平成28年度　松浪地区の市民集会



11月13日（日）、晴天に恵まれ、松浪地区防災訓練が行われました。
午前8時30分の発災想定を合図に、全14自治会・自主防災会はそれぞれ安否確認訓練の実施後、松浪小学校と松浪中学
校に集合して合同の防災訓練を実施しました。
★今年度は、「まず生き延びよう」をテーマに、各自主防災組織の訓練の充実と、住民個人の自助力の底上げに留意した訓練
内容を企画し、例年にない内容の防災訓練となりました。
★松浪小学校では、先ず７自治会合同の安否確認訓練を行い、無線などを使い結果報
告する訓練が行われました。その後、一般参加の総合防災訓練として、①煙体験、②移
動式ホース格納箱放水訓練、③水消火器消火訓練が行われ、体育館では④AEDと心肺
蘇生法訓練、⑤救助訓練（応急手当/三角巾～搬送訓練）が行われました。
★松浪中学校では、自主防災組織と市配備職員が合同で行う『災害対策地区防災拠点
における情報受伝達訓練』が試行されました。この訓練は、情報を緊急度によって優先
順位を付け、早急に対処するためのものです。初めての訓練とあって参加者にかなりの
戸惑い、今後改善すべき点などが有りましたが、普段出来ない相互のコミュニケーショ
ンが持てた事など、多くの収穫も有ったと思います。
一般参加の総合防災訓練として、①起震車体験、②移動式ホース格納箱放水訓練、③水
消火器消火訓練が行われたのに加えて、今回は特に④防災啓発パネル展示、⑤防災グッ
ズの展示販売、⑥防災講演会、などの防災への啓発を目的とした催しが行われました。
防災講演では、市防災対策課の平山陽二郎氏に『死なない防災（生き残る為の備え）』
の題目でお話しをいただき、300人を越す参加者が熱心に静聴しました。
どちらの学校の訓練も大変な盛況ぶりで、昨年を上回る750人余りの方々にご参加いただく事が出来ました。

松浪地区に関わりのある方々が集まって新年の挨拶と抱負を語り合う賀詞交歓会が今
年1月14日に松浪コミセンで開かれました。市役所から市長を始め各部署、市議会議員、
小中学校、警察署、市社協、まちぢから協議会の各団体（自治会、PTA、学校、体育振興会、
民生委員児童委員、地区社協、老人クラブ、包括支援センター、学区推進協、スポーツ
少年団、環境指導員、食改）から計７３名の方々の参加を頂きました。
オープニングはコンクールで金賞に輝いた汐見台小生徒のダンスの披露、その後、植
松まちぢから協議会会長、服部市長、神原教育長の挨拶に続いて坂井地区社協会長の
乾杯の音頭で新年を祝い、挨拶を交わす賀詞交歓会が始まりました。
この地区の持っている温かい人の思いやりや絆をこれからも大切に育てていって欲しい
との挨拶をいただき、市内の広い分野から普段顔を合わせることの少ない方々が一堂に
会して、活動内容の交流やこれからの抱負を語り合いました。

松浪コミセンは、今春に開館3年目を迎えますが、皆さまの笑顔が集うコミセンを目指
し、手作り感満載のイベントを開いています。昨年は、バイオリン演奏によるニューイヤー
コンサートを幕開けに、松浪コミセンご利用団体の方々にご協力いただきながら、春・
秋には将棋大会、夏休みには子ども卓球開放、秋は女性コーラスのコンサート、囲碁大
会を開催しました。そして11月より毎月第3日曜日に卓球開放も始めました。子ども卓球
では、初心者の子どもたちは壁打ちの手ほどきを受け、以来なみっこで一生懸命練習す
るお子さまの姿を見かけます。将棋大会では、負けた悔しさをばねにもっと勉強したい
というお子さまもいらっしゃいました。

A3からA4へと縮小版になりましたが、しばらくぶりに、『まつなみだより』を発行しま
した。（K）
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平成28年度　松浪地区防災訓練報告

松浪地区賀詞交歓会

松浪コミセンのイベント

編集後記




