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認定審査基準確認表 

                          

 湘南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１条に市長が告示する湘南地区を協議会 

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１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「湘南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。 

・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９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）～（９)に規定あり。（（６）～（８）

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）湘南地区社会福祉協議会 

（３）湘南地区民生委員児童委員協議会 

（９）ボランティアセンター湘南ハート＆ハート 

◆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 

（４）湘南地区体育振興会 

◆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 

（５）柳島小学校区青少年育成推進協議会 

・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）～（９）（（６）～（８）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（１１）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９条、第２２条～第２７条に部会の規定あり。

湘南地区まちぢから協議会部会規程に部会の所掌事項

が規定されている。 

・申請時と同様で変更無し。 

・昨年度実施された各事業においてはいずれも参

加条件を設けず、誰もが参加できる事業とした。 

※賀詞交歓会は定員を設定 

(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。 

・役員の選出においては、各種団体等から選出し、

自治会のみの構成とならないよう配慮している。 

(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条に名称及び主として活動する区域、第２条

に主たる事務所の所在地、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年度湘南地区まちぢから協議会名簿

役　職 氏　　　名 所属団体名

事務局員
（非委員） 市場

イチバ

　祐輔
ユウスケ

エクシード茅ヶ崎自治会

事務局員 高野
コウノ

　幸子
サチコ

協議会推薦：推進協所属

秦野
ハダノ

　拓也
タクヤ

公募委員（まちスポ茅ヶ崎）

今
イマ

澤
サワ

　美喜雄
ミキオ

ボランティアセンター湘南ハート＆ハートセンター長

防災安全部長 山口
ヤマグチ

　富夫
トミオ

協議会推薦：防犯指導員

杉原
スギハラ

　逞
トシアキ

彰 ベルパーク湘南茅ヶ崎自治会会長

永野
ナガノ

　良一
リョウイチ

湘南夢わくわく公園利用推進委員会会長

スポーツ
健康部会 永野

ナガノ

　啓
ヒロハル

治 湘南地区体育振興会会長

子ども育成
部会長 南

ミナミ

　栄美子
エミコ

柳島学区青少年健全育成推進協議会会長

塩澤
シオザワ

　之英
ユキヒデ

茅ヶ崎ガーデンハウス自治会会長

石井
イシイ

　俊光
トシミツ

エクシード茅ヶ崎自治会会長

武田
タケダ

　市太郎
イチタロウ

浜見平団地自治会会長

中畑
ナカハタ

　信行
ノブユキ

松風自治会会長

監事 小川
オガワ

　博
ヒロシ

柳島自治会会長

監事 松尾
マツオ

　泰博
ヤスヒロ

グランヴァーグ茅ヶ崎自治会会長

事務局長兼
社会福祉部会長 青木

アオキ

　照夫
テルオ

湘南地区民生委員児童委員協議会会長

会計兼
事務局員 永

エイ

澤
ザワ

　邦彦
クニヒコ

協議会推薦：柳島自治会

高梨
タカナシ

　勇
イサム

中島自治会会長

副会長兼
広報部会長 小谷

コタニ

　　勣
イサオ

湘南地区社会福祉協議会会長

事務局員 渡辺
ワタナベ

　又
マタ

雄
オ

コミセン管理運営委員会代表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

会　長 後藤
ゴトウ

　金蔵
キンゾウ

松尾自治会会長

副会長兼
自治会長部会長

10

11

12

13

14

20

※

15

16

17

18

19
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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 湘南地区まちぢから協議会事業報告 

■各種会議 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

平成 28年 4月 13日 4月役員会 ○平成 28年度定期総会について 

○ハマミーナ会議室について 

平成 28年 5月 19日 5月役員会 ○福祉なんでも相談～ハートコール（保健福祉課） 

○平成 28年度定期総会について 

○熊本復興支援「朝市」について 

平成 28年 5月 28日 定期総会 ○平成２７年度事業報告・収支決算・監査報告 

○規約の改正 

○役員・部会長・委員の選任 

○平成 28年度事業計画・収支予算 

平成 28年 6月 16 6月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 28年 6月 19日 6月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○熊本地震支援活動「朝市」の報告 

○事務局機能及び広報活動の強化について 

○認定コミュニティの申請について 

平成 28年 7月 14日 7月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 28年 7月 24日 7月運営委員会 ○相模川浸水想定区域の指定公表について 

○各委員からの連絡事項 

○意見交換会について 

○広報について 

平成 28年 8月 11日 8月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 28年 8月 21日 8月運営委員会 ○事業提案（ホームページ作成事業）について 

○各委員からの連絡事項 

○意見交換会について 

平成 28年 9月 18日 9月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

○ハマミーナバス停掲示板について 

平成 28年 9月 18日 9月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○意見交換会について 

○事業提案（ホームページ作成事業）について 

平成 28年 10月 13日 10月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 28年 10月 16日 10月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○事務局機能について 

○賀詞交歓会について 

平成 28年 11月 10日 11月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 28年 11月 20日 11月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○賀詞交歓会について 

○事業提案（環境パトロール事業）について 

平成 28年 12月 5日 12月役員会 ○準防火地域の指定拡大について（都市計画課） 

○運営委員会に関する事項について 
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平成 28年 12月 18日 12月運営委員会 ○避難行動要支援者支援計画の説明について 

○各委員からの連絡事項 

○賀詞交歓会について 

○事業提案（地区パトロール事業）について 

○広報部会の設立について 

平成 29年 1月 12日 1月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

平成 29年 1月 15日 1月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○賀詞交歓会の振り返り 

○広報部会について 

○事業提案（地区パトロール事業）について 

平成 29年 2月 9日 2月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

○29年度定期総会について 

平成 29年 2月 19日 2月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○事業提案（地区パトロール事業）について 

平成 29年 3月 9日 3月役員会 ○運営委員会に関する事項について 

○29年度定期総会について 

平成 29年 3月 19日 3月運営委員会 ○各委員からの連絡事項 

○事業提案（地区パトロール事業）について 

 

 

 

■各種会議を除く事業（市民集会・防災訓練など） 

日 付 事 業 名 内 容・実施体制・参加者数 

平成 28年 6月 5日 熊本復興支援「朝市」 別記載 

平成 28年 9月 6日 ホームページ作成事業 別記載 

平成 28年 9月 17日 中島中学校地域交流会

（共催） 

○学校と地域が交流する場として、中学校単

独の事業であった文化祭を発展させる形で

行っている。当日は自治会や推進協を中心

に、すいとんの販売や餅つきを行った。 

平成 28年 9月 24日 意見交換会（市民集会） 別記載 

平成 28年 10月 2日 地区防災訓練 別記載 

平成 28年 10月 10日 体育祭（共催） ○参加者：600名程度 

平成 28年 10月 22日 福祉まつり（共催） ステージ：２１演目 模擬店：８店 

来場者：１０００人程度 

平成 28年 11月 6日 子どもコミセンまつり

（共催） 

○コミセン管理運営委員会が行うコミセン

まつりを、子どもに特化した形で開催した。 

平成 29年 1月 7日 賀詞交歓会（共催） ○参加者：100名程度 

平成 29年 2月 18日 地区パトロール事業 別記載 
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■熊本復興支援「朝市」  

【活動の様子】 

 「熊本地震の被害者のために何かしたい」と誰からともなく声が上がり、『朝市』を行い売り上

げを被災地へ寄付しようと支援の準備を始めたのは 5 月上旬のことでした。そこから開催日まで

1 ヶ月ほどでしたが、本地区ならではの横の繋がりにより、急ぎ用意したチラシを回覧するなど

し、何とか開催することができました。 

 用意された品物は、採れたての野菜、花の苗のほか、わたがしや本地区の方が育てたカブトム

シなどもあり、大人から子どもまで多くの方で賑わいました。売上金と募金等による約 9 万円を

被災地へ寄付しました。 

 

■意見交換会（市民集会） 参加者 73名（うち行政 14名） 

【活動の様子】 

本協議会では平成２７年度より市民集会の形を変え、テーマを決めそれについて地域と行政で

意見を出し合う意見交換形式に改めました。今年は昨年同様「湘南地区の展望」をテーマに、浜

見平地区開発や道の駅を活用した湘南地区の活性化について意見を出し合いました。 

 当日はあいにくの天気にもかかわらずたくさんの方にお越しいただき、みなさん熱心にこの湘

南地区の将来について考えてくれました。 

 

■地区防災訓練 

【活動の様子】 

 平成２８年度地区防災訓練では、炊き出しや初期消火といった例年の訓練内容に加え、災害時

における茅ヶ崎市災害対策本部との連絡調整に関する情報伝達訓練を行いました。電波状況がよ

くないなど、今後の課題を見つけることができました。 

  

■ホームページ作成事業（提案事業） 

【活動の様子】 

 本協議会のことだけではなく、湘南地区にいる各種団体の活動内容を地域の方に知ってもらう

ため、独自のホームページを立ち上げました。運営にあたってはホームページ運営委員会を立ち

上げ、随時更新をしてきました。 

 

■地区パトロール事業（提案事業） 実施日 平成 29年 2月 18日から 28日 参加者 91名 

【活動の様子】 

 「１１０番の家」ステッカーの貼付依頼、暗がり、交通危険箇所など、分野にとらわれない見

回り活動を行いました。普段は通らないような道を歩くなど、参加した人も地域のことを新たに

知ることができました。 

 ・「１１０番の家」ステッカー張り替え ９１件 

・「１１０番の家」ステッカー新規貼付 ７０件 

・交通危険箇所 ２件 

・未成年が集まりやすい場所 １件 

・不法投棄されている場所 ３件 

・不法投棄されそうな場所 ２件 

・暗がり １件 

・その他（倒木による歩行障害箇所 1件、歩道の危険箇所 1件） 
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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 湘南地区まちぢから協議会事業計画 

○会議・事業 

日程 会議・事業名 区分 備考 

通年 役員会、運営委員会（適宜）   

 6月 24日 コミセンまつり（20周年記念） 共催  

 9月 16日 中島中学校地域交流会 共催 場所：中島中学校 

 9月 23日 意見交換会（市民集会） 主催  

10月 1日 湘南地区防災訓練 主催  

10月 15日 湘南地区体育祭 共催  

10月中旬 地区パトロール 主催  

10月 21日 福祉まつり 共催  

11月 5日 子どもコミセンまつり 共催  

30年 1月上旬 新春賀詞交換会 共催  

 3月 10日 コミセン湘南 20周年式典 共催  

4月上旬 さくらまつり 主催 提案事業として検討 

○このほか、規約第３条に規定する協議会の目的達成のために必要な事業について、運営委員会

において協議、決定する。 

○各部会で課題を抽出・検討し、具体的な取り組みは、運営委員会において決定する。 

   

平成２９年度 湘南地区まちぢから協議会予算 

収入 

項 目 金 額 （円） 内  容 

地域コミュニティ設置運営費補助金 250,000 市より 

地区自治会連合会等補助金 100,000 市より 

防災補助金 150,000 市より 

自治会分担金 140,000 ９自治会 

雑収入 325,000 賀詞交歓、地域交流会参加費等 

繰越金 225,811  

計 1,190,811  

支出 

項 目 金 額 （円） 内  容 

事務費  100,000 印刷等 

会議費 60,000 協議会会議資料等 

広報啓発費 110,000 広報紙発行等 

事業費 650,000 防災訓練、市民集会等 

研修費 50,000 視察研修 

その他 30,000 各種手当等 

繰越金 190,811  

計 1,190,811  
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【特定事業の概要】 

湘南地区まちぢから協議会では、特定事業助成金を活用し、「ホームページ作成事業」と「地区パト

ロール事業」の２つの取り組みを実施しています。 

 

１ ホームページ作成事業 

 （１）事業の概要 

湘南地区まちぢから協議会では、協議会で行う事業等についてはチラシを作成し、自治会での

回覧を主な手段として地域への周知を図っているが、湘南地区内の方全員が自治会に加入してい

るわけではなく、協議会設立の目的である「誰もが参加できる場」としての機能を十分に果たし

ているとは言えない。また、自治会の回覧は来たとしてもすぐ次の方へ回さなければいけないた

め、再度そのチラシを見たくなった場合に、見直すことが出来ないことが多々ある。 

この事業を行うことで、協議会の運営状況等を地域の方にお知らせするとともに、地区内で行

われているさまざまなイベントや団体情報を掲載し、地区全体で情報共有を図り、地区全体で地

域を支えていくための体制づくりを行う。 

（２）事業のねらい 

・自治会未加入者への情報提供 

・地域密着の情報を掲載し、地域の知りたい情報を届ける 

・当該協議会が開かれた組織であるよう運営等に関する情報を公開 

・地域住民が更新作業を行うことにより、新たな交流機会の場となる 

・見た人が地域に愛着を持てるような情報を届ける 

（３）平成２８年度実績 

   報告書参照 

 

２ 地区パトロール事業 

 （１）事業の概要 

    湘南地区推進協では、子どもたちが身の危険を感じたときの避難所となってもらうべく、一般

の家庭や店舗に「１１０番ステッカー」を貼ってもらい、地域全体でこどもの見守りを行えるよ

う活動しているが、人手不足等からこの事業を継続することが困難な状況となっている。 

当該協議会としてこの事業を引き継ぎ、青少年育成、環境衛生、美化、防犯等の観点から、地

域の見回り活動を実施し、湘南地区が誰にとっても住みやすいまちとなることを目指すとともに、

活動を通じて湘南地区まちぢから協議会の活動を住民に周知することで、地域活動における新た

な担い手を発掘する。 

（２）事業のねらい 

・「１１０番ステッカー」の新規添付および張り替え 

・分野にとらわれない地区全体の見回りにより、暮らしやすく衛生的な環境の維持、防犯体制

の構築を図る 

・地域活動に興味をもってもらい、まちづくりにおける住民参加のきっかけとなることを期待 

・本協議会の周知 

・新たな担い手の創出 

（３）平成２８年度実績 

    報告書参照 
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事業実施報告書（ホームページ作成事業） 

 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
湘南地区で活動する各種団体の情報提供および、本協議会の活動周知のため

ホームページを作成、運営していく。 

活動期間 通年 

実施体制 
ホームページ検討運営委員会

（まちぢ委員＋地域住民） 
周知方法 自治会回覧、公共施設配布 

参加者数 
協議会委員４名 

地域住民４名 
実施日 平成２８年９月下旬から 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

【ホームページ構成内容】 

１トップページ ２各部会ページ ３各種団体ページ ４更新情報 

 ５協議会からのお知らせ 

【運営状況】 

ホームページ更新回数：９１回（平成２９年３月２０日現在） 

本協議会独自のホームページを持つことで、各担当者は責任を持って取り組

んでおり、随時更新を行うことができている。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

 ホームページについてはイメージ通りのものを作成することができた。運営

にあたっては、各種団体でイベント等があったときに、その予定や結果を投稿

することで、常に新しい情報を提供することができており、こちらも概ね計画

通りに実施できた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

予算計画通りの支出となったが、カウンター設置を見込んでいなかったため、

カウンターソフトを導入することができなかった。 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

 市民集会の開催案内に併せ、ホームページ立ち上げに関する意見聴取を行っ

た。 

一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

 最初はパソコンの扱い方すらほとんど分からなかった方が、ホームページ作

成研修を受講することで、コンテンツをアップできるようになり、さらなるレ

ベル向上に意欲を燃やしている。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

 各種団体からの情報提供は、委員ではなく別の担当を設けていることを踏ま

えれば、新たな担い手の発掘に繋がったと言える。ただ、事業提案を行ったの

が８月下旬であったため、今期の事業実施期間が短く、来期以降も継続した事

業展開を行うことで、今期以上の担い手の発掘ができると考えている。 

課題と今後の展望につ

いて 

○現在活動いただいている方はいずれも高齢であることから、今後は年齢に幅

を持たせたメンバー育成を図る必要がある。 

○何人の方がホームページを見てくれているのか知るためにも、カウンターソ

フトを設置する必要がある。 

○ホームページに親しみを持ってもらうため、ホームページのシンボルマーク

を公募することを検討している。 
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支決算書 

 

収入 

  科   目  決 算 額  内        訳  

市補助金 93,834 認定コミュニティ特定事業助成金 

まちぢ負担金 1,795  

   

   

   

   

   

計 95,629  

 

支出                                                                      

  科   目 決 算 額  内        訳  

開発費 53,000 パソボラへのホームページ作成委託 

設備費 11,688 プリンター、ケーブル、記録媒体 

研修費 12,171 講師代 

事務費 790 コピー代 

改修費 17,980 システム修繕等 

   

   

   

   

   

   

   

計 95,629  

      

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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特定事業評価表 

 

 

事業名 ホームページ作成事業 

地区名 湘南地区 

 

 

全体に関する評価や今後に向けたコメント等 

   

協議会の運営状況等活動内容をいかに広報していくかは、協議会の民主性の担保の観点

からも重要であり、ホームページを活用して周知することは有意義である。電子媒体の活

用世代である若い世代を取り込みながら、協議会及び地域の活性化につなげてほしい。 
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事業実施報告書（地区パトロール事業） 

 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 
「１１０番の家」ステッカーの張り替え、新規貼付、暗がり、危険箇所、不

法投棄を重点項目として見回りを行った。 

活動期間 平成２９年２月１８日～２８日 

実施体制 
まちぢ委員(９人)、地域住民

(２人)、各種団体(８０人) 
周知方法 

自治会回覧、ホームページ、ポ

スター掲示、公共施設配布 

参加者数 ９１人 実施日 ２月１８、２２、２５、２６日 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

・「１１０番の家」ステッカー張り替え ９１件 

・「１１０番の家」ステッカー新規貼付 ７０件 

・交通危険箇所 ２件 

・未成年が集まりやすい場所 １件 

・不法投棄されている場所 ３件 

・不法投棄されそうな場所 ２件 

・暗がり １件 

・その他（倒木による歩行障害箇所 1件、歩道の危険箇所 1件） 

 

 本地区全てを見回ることはできなかったが、実施した範囲においては、上記

の通り行うことができた。今回の見回りで新たに発見された危険箇所等につい

ては、本協議会や行政の力を借りて対応していきたい。 

 また、参加していただいた方については、引き続き本協議会の活動を支えて

いただけるよう、部会等への参加協力についてお願いした。 

 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

 推進協、自治会等の協力により概ね計画通り実施できた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

計画通りの予算配分で実施に必要な物品等は用意できた。 

 

事業の対象者となる地

域住民の意見聴取に努

めましたか 

 

 事業を実施するにあたり、ボランティアの募集と事業に対するご意見を伺う

ためのチラシを作成し、自治会での回覧、公共施設での配布、掲示板へのポス

ター掲示を行った。 
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一緒に活動するメンバ

ーはやりがいを感じて

いましたか 

 ステッカーの張り替える際の声かけに、最初は戸惑う方が多かったが、快く

引き受けてくれる場合が多く、成果を感じやすいこともあり、やっていくうち

にみなさん積極的になっていった。 

 見回りに関しては、自分が通らないようなところを歩いたため、参加者の多

くは興味深く見回るとともに、普段利用する方とは違った視点での発見に繋が

った。 

事業の実施によって地

域コミュニティの醸成

や新たな担い手の発掘

につながりましたか 

 もともと推進協が行っていた事業ではあるが、行政ではなく地域が地域のこ

とを行っていることに驚いている参加者が多く、地域コミュニティの必要性を

感じていただける事業になったと思う。 

 また、本協議会委員以外の方から、今後も積極的に本協議会の事業に参加し

たいとのお声をいただくこともでき、事業実施の重要性を感じることができた。 

課題と今後の展望につ

いて 

 事業は計画通りできたが、新たな担い手の発掘という観点からすると、今回

は団体に所属していない方の参加が２名にとどまっているため、改善の必要性

は認識している。ただ、この２名の方に積極的に関わっていただくことで、そ

こからまた違った繋がりがうまれ、本協議会の活動の裾野が広がればと思って

います。 
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収支決算書 
 

収入 

  科   目  決 算 額  内        訳  

市補助金 168,890 認定コミュニティ特定事業助成金 

   

   

   

   

   

   

計   

 

支出                                                                      

  科   目 決 算 額  内        訳  

備品 163,890 ・帽子（50個） ・ベスト（50着） 

印刷製本 5,000  ・印刷 ・ポスター作成 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

計 168,890  

      

＊対象経費は、領収証等により、認定コミュニティが支払ったことが確認出来ることが必要です。 
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湘南地区まちぢから協議会で 

地区パトロールを行います！ 
 

 

湘南地区まちぢから協議会では、地区内の生活環境向上を目的に下記の事業

を行います。ご意見等ございましたらお気軽にご連絡ください。 

 

〈事業名〉 

地区パトロール事業 

 

〈事業概要〉 

湘南地区は現在、（仮称）柳島スポーツ公園の建設や道の駅の準備が進み、

工事車両の往来による安全面の不安や、もともとある不法投棄の問題など、生

活環境に関するさまざまな課題が浮き彫りになっています。 

また、推進協が行っていた「子ども１１０番の家」ステッカー貼付事業が、

担い手不足等から継続することが困難となっています。 

湘南地区まちぢから協議会では、２月２０日から２８日をパトロール週間と

して地区全体をパトロールし、１１０番ステッカーの貼付依頼、そして、交通

危険箇所、暗がり、不法投棄エリア、未成年が集まりやすい場所等を把握、解

決に向け協議していきます。 

 

※「子ども１１０番の家」とは、子どもが「誘拐や暴力、痴漢」など何らかの被害に 

あう、もしくはあいそうになったと助けを求めてきたとき、その子どもを保護する 

とともに、警察、学校などへ連絡し地域全体で子どもたちの安全を守っていくボラ 

ンティア活動です。パトロール週間でのステッカー貼付にご協力ください。 

 

〈パトロールボランティア募集！〉  

パトロール週間にあわせて一緒にパトロールしてくれる方がいましたらご

連絡ください。時間等詳しい内容をこちらから電話にてご説明いたします。 

 

 

 

問い合わせ先                      

湘南地区まちぢから協議会               

電話：0467-57-5655（コミュニティセンター湘南）  

 

回 覧 
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特定事業評価表 

 

 

事業名 地区パトロール事業 

地区名 湘南地区 

 

 

全体に関する評価や今後に向けたコメント等 

 

活動をとおして地域課題の発見、参加者同士の交流を図れてよい活動である。より多く

の人に参加してもらえるよう、参加しやすい日程で事業実施するよう検討するとよい。ま

た、事業予算で購入した物品を今後も有効に活用するよう努めるとよい。 
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