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認定審査基準確認表
鶴嶺東地区まちぢから協議会

審

査 基 準

申請書に、主として活動する区域が記載されて

基準への適合状況（申請時）

基準への適合状況（Ｈ２９年度）

申請書に活動区域の記載あり。

いるか。
(1)

申請団体の規約に、主として活動する区域が規

規約第２条に市長が告示する鶴嶺東地区を協議会の

定されているか。

活動区域とする旨規定あり。

規約に規定された主として活動する区域が、市

市長が告示する区域である、審議会ファイル「別図

長の告示する区域と合致しているか。

５」と規約第２条における協議会の活動区域が合致。

申請団体の規約に、申請団体の構成員として、 規約第５条（１）に「鶴嶺東地区の単位自治会の代
当該活動区域に有する、市長に届け出た全ての

・申請時と同様で変更無し。
・申請時と同様で変更無し。
・申請時と同様で変更無し。

表者」が委員である旨記載あり。

自治会（以下「全ての自治会」という。）が規
(2)

定されているか。
申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

市長に届け出た自治会は「地区別単位自治会の名称」 ・別紙名簿のとおりいくつかの自治会で会長

書類により、全ての自治会が構成員であること

のとおり９自治会あり、名簿に、
「地区別単位自治会

の変更はあるものの、申請時と同様に全ての

が明確であるか。

の名称」に記載されている全ての自治会名が記載さ

自治会が構成員となっている。

れている。
申請団体の規約に、申請団体の構成員として、 規約第５条（２）～（１５)に規定あり。（（３）、 ・申請時と同様で変更無し。
茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する

（９）～（１０）を除く。）

条例施行規則第３条第１項各号に規定された

◆地域福祉の推進を主たる目的とするコミュニティ

団体が規定されているか。

（２）鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
（４）鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表
◆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
（８）鶴嶺地区体育振興会の代表
◆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

(3)

（５）鶴嶺小学校区青少年育成推進協議会の代表
（６）円蔵小学校区青少年育成推進協議会の代表
（７）浜之郷小学校区青少年育成推進協議会の代表
（１１）地区子ども会の代表
（１２）鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表
（１３）鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代表
（１４）円童豆の会の代表
（１５）円蔵中学校保護者会の代表

(4)

申請団体が作成した構成員の一覧を記載した

名簿に、
「規約第５条（２）～（１５)（（３）、（９） ・申請時と同様で変更無し。

書類により、前項の団体が構成員であることが

～（１０）を除く。」に規定される団体名が記載さ

明確であるか。

れている。

申請団体の規約に、公募により選出される構成

規約第５条（１９）に規定あり。

・申請時と同様で変更無し。

規約第１０条、第１６条に部会の規定あり。

・申請時と同様で変更無し。

員について規定されているか。
申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

(5)

(6)

(7)

(8)

活動区域の誰もが参加できることが規定され

※また、新たに部会を設置し、誰もが気軽に

ているか。

参加できる協議の場づくりを進めている。

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

規約第１０条第３項及び第４項に過半数の出席、多

組みが規定されているか。

数決といった意思決定の方法が規定されている。

申請団体に関する、目的、名称、主として活動

規約第１条に名称及び主たる事務所の所在地、第２

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

条に主として活動する区域、第３条に目的、第９条

する事項、会議に関する事項が規定された規約

に代表者に関する事項、第１０条に会議に関する事

があるか。

項が規定されている。

・申請時と同様で変更無し。
・申請時と同様で変更無し。

申請団体の規約に、営利的活動、宗教的活動、

・別紙事業報告書のとおり、規約第 3 条に規

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

定された目的達成に関する事業のみを行っ

ないことが読み取れるか。

ている。
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平成２９年度 鶴嶺東地区まちぢから協議会 名簿 （平成２９年５月２日現在）

区分 役員会
委員 会長
委員
委員
委員
委員
委員 副会長
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員
委員

規約該当委員
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(6)円蔵小学校区青少年育成推進協議会の代表
(14)円童豆の会の代表
(15)円蔵中学校保護者会の代表
(16)防災に関する地域団体の代表
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(5)鶴嶺小学校区青少年育成推進協議会の代表、(18)本
会が推薦する者
(12)鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表
副会長 (3)鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の代表
(8)鶴嶺地区体育振興会の事務局長
(9)地区老人会の代表
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(11)地区子ども会の代表
(10)地区婦人会の代表
監事
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(7)浜之郷小学校区青少年育成推進協議会の代表
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(18)本会が推薦する者
(13)鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代表
会計
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
監事
(2)鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
書記
(18)本会が推薦する者
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(18)本会が推薦する者
(4)鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表
副会長 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
(17)環境に関する地域団体の代表
(1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
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所属団体名
円蔵自治会
円蔵小学校区青少年育成推進協議会
円童豆の会
円蔵中学校保護者会
防災リーダー
矢畑自治会
鶴嶺小学校区青少年育成推進協議会・鶴
嶺東地区社会福祉協議会
鶴嶺小学校保護者と先生の会
鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会
鶴嶺地区体育振興会
矢畑真寿会
西久保自治会
西久保子ども会
西久保婦人会
浜之郷自治会
浜之郷小学校区青少年育成推進協議会
下町屋自治会
鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会
鶴嶺中学校保護者と教職員の会
ＴＢＳ自治会
鶴嶺東地区社会福祉協議会
鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会
サニータウン自治会
鶴嶺東地区社会福祉協議会
鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会
ホームタウン自治会
環境指導員
アイランズ自治会

小室
小山
寺嶋
矢澤
髙橋
岩壁

氏名
正明
俊一
真弓
リカ
誠
榮

山上 壽子
鈴木 夕紀
熊澤 繁雄
赤羽根 昭夫
矢野 博昭
小澤 一夫
渡辺 喜代子
新倉 蓉子
飯ケ谷 哲雄
馬場 信行
松本 楯臣
内田 節子
井上 聡美
武田 里恵子
河本 親秀
齋藤 直樹
門馬 康彦
野村 幸江
木下 操
増森 鉄兵
細谷 宏
吉原 雄

前年度の活動報告書及び収支決算書
平成２８年度 鶴嶺東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

平成２８年 ５月２１日 総会

主な内容等
出席者：２９名出席
内

容：議案第１号 平成２８年度事業計画
議案第２号 平成２８年度収支予算
議案第３号 平成２８年度役員選出
議案第４号 鶴嶺東地区まちぢから協議会規約改正

１０月２１日 運営委員会

（１）平成２８年度鶴嶺東地区まちぢから協議会の経過と展
望について
（２）鶴嶺東地区まちぢから協議会部会の設立について
（３）情報交換

１２月１６日 役員会

（１）平成２８年度鶴嶺東地区まちぢから協議会の経過と展
望について
（２）情報交換

平成２９年２月１７日 役員会

（１）平成２９年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
て
（２）運営委員会・各部会の構成について
（３）情報交換

３月１７日 運営委員会

（１）平成２９年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
て
（２）情報交換

４月１５日 役員会

（１）平成２９年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
て
（２）情報交換

（２）防災減災部会
実施日
平成２８年６月１７日
９月１６日
１１月１８日
平成２９年１月２０日

主な内容等
自主防災訓練の実施予定日と主な実施内容
年間計画、情報交換
自主防災訓練の経過と今後の予定、情報交換
今年度の反省と来年度の展望、情報交換
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（３）環境安全部会
実施日
平成２８年６月１７日

主な内容等
鶴嶺東地区市民集会での提案・要望内容等の確認

９月１６日

年間計画、情報交換

１１月１８日

現地調査、情報交換

平成２９年１月２０日

今年度の反省と来年度の展望、情報交換

（４）地域福祉部会
実施日
平成２８年６月１７日

主な内容等
情報交換・依頼事項等

９月１６日

年間計画、情報交換

１０月７日

連絡網、年間計画、情報交換

１１月１８日

経過と今後の予定、情報交換

平成２９年１月２０日

今年度の反省と来年度の展望、情報交換

（５）広報部会
実施日
平成２８年６月１７日
９月１６日
１１月１８日

主な内容等
今後の予定、情報交換
広報紙の発行予定、配布方法、記事の集め方
創刊号に関する振り返り、次号の発行、ホームページの将来的な維持体制
づくり

平成２９年１月２０日

今年度の反省と来年度の展望、情報交換

（６）その他
実施日
平成２８年６月１９日

主な内容等
市主催の「新たな地域コミュニティの取り組みに関する地区別説明会」に
鶴嶺東地区まちぢから協議会として参加

平成２９年３月１７日

自主防災組織と行政との情報受伝達に関する情報交換会
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２

事業の実施

（１）市民集会
概 要 地域課題について行政と意見交換を行いました。
実施日 平成２８年８月７日
参加者 ６４名
内 容 ① 円蔵地区内道路改修について
② 防災（減災）訓練等に伴う市の取り組みについて
③

防災資料・訓練の見直しについて

④

通学路等の補修並びにＵ字溝の上蓋設置等に対する安全対策について

⑤ 仮称「河童徳利公園」の早期整備について
⑥ 新湘南道路高架下公園の整備について
⑦

セットバック道路の舗装・補修

⑧ 通学路の交差点一時停止線の設置
⑨ 通学路の大雨時道路冠水の改善
⑩ 車の抜け道、速度制限の対策
⑪ 空き家の「空き家対策特別措置法」に基づく撤去
⑫ 茅ヶ崎市の外国語ガイドについて
⑬ 「相模線」に関する要望
⑭ 「茅ヶ崎駅ホーム」の拡幅
⑮ 近隣へのコミュニティ設置について
⑯

「感震ブレーカー補助金」等の防災に関する制度の情報について

⑰

保健福祉事務所前信号機～矢畑肥地力交差点信号機間の車道路面状態の改善と歩
道へのガードレール設置、及び自転車通行帯の整備について

（２）広報紙の発行
概 要 鶴嶺東地区まちぢから協議会の活動を地域住民に周知しました。
実 施 創刊号 ９，０００部印刷 １０月１日 各戸配布
その他 広報部会にて記事の内容や、情報収集について検討しています。
（３）ホームページ管理運営
概 要 茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会が運営するホームページ内に、鶴嶺東地区まちぢか
ら協議会のページを立ち上げ、管理運営を行いました。
その他 広報部会で記事の内容や、情報収集について検討しています。
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当該年度の活動計画書及び収支予算
鶴嶺東地区まちぢから協議会 平成２９年度事業計画書
１

運営委員会・役員会
（１）事業の実施に関する協議
各部会、各委員及び地域住民からの意見から、地域課題について話し合い、必要に応じて事
業の実施を検討します。
（２）協議会活動の周知に関する協議
広報部会が企画する活動周知について、必要に応じて話し合います。
（３）各種団体や地域住民等の参画方法に関する協議
区域内の市民がより参画しやすい方法について話し合います。
（４）会議の充実
役員会に部会長の参加を求めることで、会議全体の充実を図ります。

２

部会
（１）防災減災部会
主に、自主防災訓練の情報交換を行います。
（２）環境安全部会
主に、区域内における、道路環境や生活環境等の課題を整理し、市に適切な改善要望を行い
ます。
（３）地域福祉部会
主に、各自治会単位で実施しているサロン活動について情報交換します。
（４）青少年育成部会
主に、青少年の健全育成について情報交換します。
（５）高齢者活性部会
主に、高齢者による地域活性化について情報交換します。
（６）広報部会
広報紙の企画・発行及びホームページの管理運営を行います。

３

事業の実施
（１）鶴嶺東地区市民集会
集約した地域課題について、市と意見交換を行います。
（２）広報紙の発行
年に２回広報紙を発行し、各戸配布を行うとともに、鶴嶺東コミュニティセンターへの配架、
ホームページへの掲載を行います。
（３）ホームページの管理運営
適宜、活動内容をホームページに掲載します。

４

委員公募
平成３０年４月から２年間を任期とした委員を公募します。前回の公募では応募が無かったため、

公募方法については、多くの応募が望めるような方法を検討します。
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平成２９年度 鶴嶺東地区まちぢから協議会 収支予算書

収入
項 目

金

補助金

２５０，０００ 市より（認定コミュニティ運営等助成金）

計

額 （円）

内

容

２５０，０００

支出
項 目

金

額 （円）

内

印刷製本費

８０，０００ 広報紙・資料印刷、コピー等

通信運搬費

１０，０００ 切手、郵送等

消耗品費

容

７０，０００ 事務用品、封筒等

負担金

１０，０００ まちぢから協議会連絡会負担金

研修費

１０，０００ まちぢから協議会連絡会視察、その他

交際費

１４，０００ まちぢから協議会連絡会懇親会参加費等

事務作業費
その他
計

３０，０００ 会議資料作成、広報紙編集作業、ホームページ作成等
２６，０００ 予備費
２５０，０００
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