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鶴嶺東地区市民集会

８／６

自治会による意見の集約

各自治会による防災訓練

ワークショップ

ワークショップ

ワークショップ

市民集会事前研修

「防災“も”まちづくりワークショップ」
市都市政策課による事業。
東京大学生産技術研究j所の加藤孝明准教授の
協力のもと、H２１年度から実施し、地域のみなさん
と一緒に災害に強い都市づくりを進めている。
鶴嶺東地区では、平成２９年度から３０年度にかけ
て全４回のワークショップを実施している。
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認定コミュニティ活動状況資料
鶴嶺東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
規約等

１
２～

委員名簿

６
７

（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

８～１２

当該年度の活動計画書及び収支予算

１３～１５

【参考資料】
・スクラム第２号（平成２９年９月１日号）

－

２

設立趣意書抜粋（地区の特性等）
（鶴嶺東地区の特長・現状）
茅ヶ崎市のほぼ中央部に位置し、約１１，７００世帯、約３０，０００人と非常に多くの方が
暮らしている。東は小出県道から、西は小出川まで３．８ｋｍ、南は千の川から北は大山街道ま
で２．５ｋｍと広範囲な地区である。神社・寺もあり、農業が主体であった地域、集合住宅・出
入りの少ない地域、比較的若年層が多い地域など、地区内においても状況が様々である。所在す
る学校等は、３小学校・２中学校・１高等学校・１養護学校・４幼稚園・３保育園と学園が多い
ことも特徴である。
また、自治会をはじめ、福祉、青少年育成など様々な分野で数多くの団体が活動しており、鶴嶺
東コミュニティセンターが活動の拠点となっている。
（鶴嶺東地区で地域コミュニティの取り組みを進める理由）
それぞれの地域の違いを認識しつつ、今まで以上に地区の団体や住民が身近な問題について気軽
に話し合い、顔の見える関係づくりや住民相互の連携を図り、「共助」の力を強くしていかなけ
ればならない。
また、従来、自治会が担ってきた地域におけるコーディネート機能をさらに強め、地域横断的な
取り組みを進めることが重要となることから、地域と市とが密接に連携・協力し、多くの住民の
情報を共有しながら、課題を発見し、その課題を解決していくため、新たな地域コミュニティの
取り組みを図ることにした。
（鶴嶺東地区での地域コミュニティの取り組みを進める目的）
（１）地区全体で地域を考え、地域社会を活性化する。
様々な個人や団体が、自分たちの地域について話し合い、課題を共有し、課題を解決するために
必要となる取り組みを、市と協働して行うことにより、地域社会を活性化させる。
（２）自助・共助・公助・近助のまちづくり
活力のある地域社会を持続可能なものにしていくため、地域の様々な個人や団体と市がそれぞれ
の責任の下で役割を担い、日常の課題を解決する環境づくりを進めることで、地域における支え
合いのカタチを再構築し、共助の拡大につなげる。
（３）地域住民主体のまちづくり
地域の様々な事情を踏まえ、何を優先して実施すべきかという選択が行えるようになり地域課題
に予算や設備を効率的に活用し、事業展開ができるようにする。
（４）地域住民の生きがいづくり、自己実現の場の創出
協議会での活動のきっかけとし、参加者が楽しみながら生きがいを得られるようにするとともに、
まちづくりの新たな担い手となり得る潜在的な人材を発掘する。

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（Ｈ３０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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鶴嶺東地区まちぢから協議会

目次
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第１８条 事業及び会計年度
第１９条 経費
第２０条 住民等からの意見等の取り扱い
第２１条 必要事項
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規約

（名称及び所在地）
第１条

本会は、鶴嶺東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

を鶴嶺東コミュニティセンター（茅ヶ崎市西久保１８０番地）とする。
（区域）
第２条 本会の活動区域は、市長が告示する鶴嶺東地区（以下「鶴嶺東地区」という。）の区
域とする。
（目的）
第３条

本会は、鶴嶺東地区の市民と市が協働して、地域の課題を共有し、協議を行い、効

率的かつ総合的に解決を図っていくとともに、地域活動を活性化し、まちぢからを高めて
いくことを目的とする。
（事業）
第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)鶴嶺東地区の市民及び各種団体の参画促進、連携促進及び地域活動の活性化に関するこ
と。
(2)共通課題の共有と課題解決に関すること。
(3)その他、前条の目的達成に必要な事項に関すること。
（委員）
第５条 本会の委員は、次に掲げる者とする。
(1)鶴嶺東地区の単位自治会の代表者
(2)鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
(3)鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委員会の代表
(4)鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会の代表
(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
(8)鶴嶺地区体育振興会の代表
(9)地区老人会の代表
(10)地区婦人会の代表
(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
(16)防災に関する地域団体の代表
(17)環境に関する地域団体の代表
(18)本会が推薦する者
(19)公募により認められた者
２

委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げないとする。

３

委員の定数は４０名以内とする。
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（準委員）
第６条 本会に準委員を置くことができる。
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)書記

１名

(4)会計

１名

(5)監事

２名

２

前項の役員は、総会において委員の中から互選により選任する。

（役員の任期）
第８条 役員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし会長は２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。

（役員の任務）
第９条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)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、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3)書記は会議の記録及び本会の事務を行う。
(4)会計は本会の会計事務を処理する。
(5)監事は本会の会計状況を監査する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見し、
総会に報告の必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。
（会議）
第１０条 本会の会議は、総会、役員会、運営委員会及び部会とする。
２

会議（部会を除く）は会長が招集し、議長となる。

３

会議（部会を除く）は、過半数の出席により成立する。ただし、総会及び運営委員会に
ついては委員のうち、委任状の提出があった者については、出席があったものとみなす。

４

会議（部会を除く）の議事は出席者の過半数によって決し、可否同数のときは議長の決
するところによる。

５

会議には、各会議を構成する者以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

（総会）
第１１条 総会は、委員をもって構成する。
２

総会は、定期総会及び臨時総会とする。

３

定期総会は年度当初に開催する。

４

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３分の１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号の規定により監事から請求があった
ときに開催できる。
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５

総会では、次の議決事項を決定する。
(1)事業報告及び決算に関すること
(2)事業計画及び予算に関すること
(3)役員及び規約に関すること
(4)その他会の重要事項に関すること

（総会の招集通知）
第１２条

総会を招集するときは、委員に対し、会議の目的、内容、日時及び場所を示して

会議の１５日前までに通知しなければならない。
（総会の議事録）
第１３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、協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、議長及びその総会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。

（役員会）
第１４条 役員会は、役員（監事を除く）をもって構成する。
２

次の事項を所掌する。
(1)総会及び運営委員会に付議する事項
(2)会議で議決された会全体に係る事項の執行
(3)総会、運営委員会及び部会の調整に関する事項
(4)その他、総会及び運営委員会の決定を要しない会議の執行に関すること

（運営委員会）
第１５条 運営委員会は、委員及び準委員をもって構成する。
２

運営委員会は、次の事項を決定する。
(1)総会及び役員会に付議する事項
(2)総会及び役員会において議決された事項に関する執行
(3)委員の入会、退会、推薦及び公募に関すること
(4)部会の設置、協議、連絡、調整及び課題解決に関すること
(5)鶴嶺東地区の市民からの意見集約並びに周知方法に関すること
(6)その他、目的達成に必要な事項に関すること

（部会）
第１６条 部会は、部会員をもって構成する。
２

部会に、部会長及び副部会長を置く。

３

部会は、部会長または会長が必要と認めた時に開催できる。

４

部会は、所掌する事項について調査及び審議し、運営委員会に報告する。

５

部会名及び所掌する事項は、別に定める。
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（事務局）
第１７条 本会の事務を処理するため事務局を置き、次の事項を行う。
(1)会議への出席
(2)会議の開催通知書の作成及び送付
(3)会議の資料の作成
(4)会議録及び議事録の作成
(5)会計事務に伴う資料の作成
(6)茅ヶ崎市や関係団体との連絡
(7)本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１８条 本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１９条 本会の経費は、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２０条

会議で出された意見等の他、鶴嶺東地区の市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。
（必要事項）
第２１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
（施行期日）
１

この規約は平成２７年９月５日から施行する。

（任期の特例）
２

第５条第２項及び第８条第１項に規定する任期は、この規約施行後の最初の任期に限り、
平成２８年度総会までとする。
附 則

この規約は、平成２８年５月２１日から施行する。
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鶴嶺東地区まちぢから協議会 運営委員名簿
№

規 約 該 当 委 員

1 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
2 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長
3 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長

氏 名

所 属 団 体 名

小室 正明 円蔵自治会
岩壁 榮

矢畑自治会

7 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長

門馬 康彦 サニータウン自治会

8 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長

増森 鉄兵 ホームタウン自治会

10 (2)鶴嶺東地区社会福祉協議会の代表
11
12
13
14
15

(3)鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委
員会の代表
(4)鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会
の代表
(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
(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

16 (8)鶴嶺地区体育振興会の事務局長

吉原 雄

監事

会計

副会長

アイランズ自治会

河本 親秀 鶴嶺東地区社会福祉協議会
熊澤 繁雄

鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委
員会

木下 操

鶴嶺東地区民生委員児童委員協議会

山上 壽子

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

監事
副会長

小山 俊一 円蔵小学校区青少年育成推進協議会
馬場 信行 浜之郷小学校区青少年育成推進協議会
赤羽根 昭夫 鶴嶺地区体育振興会

17 (9)地区老人会の代表

矢野 博昭 矢畑真寿会

18 (10)地区婦人会の代表

新倉 蓉子 西久保婦人会

19 (11)地区子ども会の代表

副会長

松本 楯臣 下町屋自治会

6 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長 武田 里恵子 ＴＢＳ自治会

9 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長

会長

小澤 一夫 西久保自治会

4 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長 飯ケ谷 哲雄 浜之郷自治会
5 (1)鶴嶺東地区自治会連合会の自治会長

役 職

福島 薫

西久保子ども会

20 (12)鶴嶺小学校保護者と先生の会の代表 鈴木 夕紀 鶴嶺小学校保護者と先生の会
21

(13)鶴嶺中学校保護者と教職員の会の代
井上 聡美 鶴嶺中学校保護者と教職員の会
表

22 (14)円童豆の会の代表

寺嶋 真弓 円童豆の会

23 (15)円蔵中学校保護者会の代表

矢澤 リカ

円蔵中学校保護者会

24 (16)防災に関する地域団体の代表

髙橋 誠

防災リーダー

25 (17)環境に関する地域団体の代表

細谷 宏

環境指導員

26 (18)本会が推薦する者
27 (18)本会が推薦する者
28 (18)本会が推薦する者

鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委
員会
鶴嶺東コミュニティセンター管理運営委
齋藤 直樹
員会
内田 節子

野村 幸江 鶴嶺東地区社会福祉協議会
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書記

前年度の活動報告書及び収支決算書
平成２９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２９年 ５月２０日 総会

主な内容等
出席者：２８名出席
内

容：議案第１号 平成２９年度事業計画
議案第２号 平成２９年度収支予算
議案第３号 平成２９年度役員選出

７月２１日 役 員 会 （部 （１）役員・部会長自己紹介
会長含む）

（２）アンケート結果について
（３）市民集会について
（４）情報交換

１０月２０日 役員会

（１）公募委員の募集について
（２）情報交換

１１月１７日 運営委員会

（１）鶴嶺東地区まちぢから協議会「防災研修会」の開催に
ついて
（２）役員会・各部会の進捗状況について
（３）情報交換

平成３０年 ２月１６日 役 員 会 （部 （１）平成３０年度鶴嶺東地区まちぢから協議会年度計画に
会長含む）

ついて
（２）平成３０年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
て
（３）役員会・運営委員会・部会の構成について
（４）情報交換

３月１６日 運営委員会

（１）平成３０年度鶴嶺東地区まちぢから協議会年度計画に
ついて
（２）平成３０年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
て
（３）役員会・運営委員会・部会の構成について
（４）公募委員について
（５）情報交換

４月１４日 役 員 会 （部 （１）平成３０年度鶴嶺東地区まちぢから協議会総会につい
会長含む）

て
（２）情報交換
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（２）防災減災部会
実施日
平成２９年 ６月１６日
９月１５日

主な内容等
防災訓練に関する課題について、情報交換
防災リーダーの行動マニュアル化について、防災訓練の情報共有について

（３）環境安全部会
実施日
平成２９年 ６月１６日
９月１５日
１１月１７日

主な内容等
前年度話合いの振り返りについて、情報交換
ゴミに関する課題について
市のゴミ収集について、各自治会のゴミ出し等の取扱いについて

（４）地域福祉部会
実施日
平成２９年 ６月１６日
９月１５日

主な内容等
前年度共有事項の確認・見直し、運営の仕方について、情報交換
サロン活動について、情報交換

（５）広報部会
実施日
平成２９年 ６月１６日
９月１５日

主な内容等
広報紙の発行予定変更について、情報収集のネットワーク構築について
広報紙第２号について、次号の計画について、ホームページについて

（６）高齢者活性部会
実施日

主な内容等

平成２９年 ６月１６日

自己紹介、情報交換、今後の方向性について

９月１５日

高齢者活性部会のあり方について、情報交換

（７）青少年育成部会
実施日
平成２９年 ６月１６日
９月１５日
２

主な内容等
自己紹介、情報交換、今後の方向性について
通学路等課題について、情報交換

各種会議を除く活動
実施日

区分

主な内容等

平成２９年 ６月１６日

主催

市民集会事前研修会

（１）に記載

平成３０年 ８月 ６日

主催

市民集会

（２）に記載

平成３０年 １月１９日

主催

防災研修会

（３）に記載
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内容・実施体制・参加者

（１）市民集会事前研修会
概 要 市民集会前に向け、課題事項の共有を行いました。
実施日 平成２８年６月１６日（金）１４時３０分～１５時３０分
参加者 １３名
内 容 ア）災害時における安否確認・ライフライン等状況報告の具体的書式について
イ）『各地区防災訓練計画書』について
（２）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２９年８月６日（日）午後１時３０分～
参加者 ６２名
内 容 ア）自治会要望等
● 円蔵自治会
① 狭隘道路の進捗状況
② 隅切道路の進捗状況
● 矢畑自治会
① 道路冠水改善、Ｕ字溝の改修
② 応急手当等講習会の推進
●

西久保自治会
①仮称河童徳利広場の早期着工
②新湘南バイパス高架下公園の整備
③狭隘道路の解消

●

浜之郷自治会
① 鶴嶺神社前横参道の路面補修及び、縦参道松対策
② 鶴嶺小学校東側道路拡幅対策
③ 道路上樹木剪定対策
④ 鶴嶺中学校南側道路（三叉路）通行対策
⑤ 新湘南バイパス道路周辺の騒音対策

●

下町屋自治会
① 空き家対策特別措置法に基づく空き家撤去
② 通学路の横断歩道設置

●

ＴＢＳ自治会
① 千ノ川の堤防強化
② 住宅地内道路のスピード規制
③ 浜之郷公園の整備

●

サニータウン茅ヶ崎自治会
①

小出踏切（相模線）の立体交差化の進捗状況

②

北茅ヶ崎駅（相模線）橋上化の進捗状況

③

サニータウン北側排水路の暗渠化
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●

ホームタウン茅ヶ崎自治会
① 防犯カメラ補助金制度の長期延長依頼

イ）鶴嶺東地区要望
① 情報伝達の具体的内容（様式）の明記（主として大地震）
② 従来の連合型防災訓練の見直し
③ 安否確認実践研修会の開催
（３）防災研修会
概 要 茅ヶ崎市避難行動要支援計画に基づく「安否確認」等について研修会を行いました。
実施日 平成３０年１月１９日（金）午後１時～２時３０分
対象者 運営委員会・全部会委員のほか、地区内の全民生委員児童委員及び全防災リーダー
内 容 ア）茅ヶ崎市避難行動要支援計画に基づく「安否確認」「情報伝達」の具体的方法
の提示
イ）意見交換 ほか

３

その他の活動

（１）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。
内 容 第２号 ９，０００部印刷 ９月１日 各戸配布
第３号 ９，０００部印刷 ４月 各戸配布予定
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。

（２）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
ら協議会で立ち上げたページを充実させ、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。
（３）公募委員の選考
概 要 平成３０年２月１日～２８日で公募委員を募集しました。
３月１４日に選考会議を開き、応募があった２名に対し、鶴嶺東地区まちぢから協議
会の仕組みや現状、課題などについて説明し、意見交換を経て、２名の選出を行いま
した。３月１６日の運営委員会で承認されました。
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鶴嶺東地区まちぢから協議会 平成２９年度収支決算書
平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日
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

容

印刷製本費

３２，７００ 広報紙（スクラム２号・３号）印刷、コピー等

通信運搬費

０ ＊通知等手渡し配布により経費削減

消耗品費

２９，１２０ 事務用品、インク等

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

交際費

２９，０００ まちぢから協議会連絡会懇親会参加費等

事務作業費

３０，０００ 会議資料作成、広報紙編集作業、ホームページ作成等

その他

１７，０６４ PC データ編集ソフト

返還金

９２，１１６ 市に返還

計

２５０，０００

平成３０年 ３月３１日

会長 小室

正明

会計 武田 里恵子

平成２９年度分の会計について監査を行いました結果、会計の収支は適正であり、且つ会計報告は
適正に表示されていることを認めます。
平成３０年 ４月１４日

監事 飯ケ谷 哲雄
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監事 河本 親秀

当該年度の活動計画書及び収支予算書
鶴嶺東地区まちぢから協議会 平成３０年度事業計画書（案）
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回程度広報紙を発行し、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。
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鶴嶺東地区まちぢから協議会 平成３０年度スケジュール（案）

月

日

曜日

内

容

場所（鶴嶺東ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ）

時

間

４

１４

土

役員会（含部会長）

大会議室

12:30～13:20

５

１９

土

総会

大会議室

10:00～11:30

６

１５

金

全部会

大会議室、会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

13:00～14:20

７

２０

金

役員会（含部会長）

会議室Ｃ

13:00～14:20

８

５

日

鶴嶺東地区市民集会

大会議室

13:00～15:00

９

２１

金

全部会

大会議室、会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

13:00～14:20

１０

１９

金

役員会（含部会長）

会議室Ｃ

13:00～14:20

１１

１６

金

運営委員会

大会議室

13:00～14:20

１

１８

金

全部会

大会議室、会議室Ａ・Ｂ・Ｃ

13:00～14:20

２

１５

金

役員会（含部会長）

会議室Ｃ

13:00～14:20

３

１５

金

運営委員会

大会議室

13:00～14:20

※①８月５日「鶴嶺東地区市民集会」市長宛要望は、「まちぢから共通」と「各自治会独自」を、６
月末日までに集約。７月上旬にまとめて提出。
②上記以外にも、会合・活動が予想されます。会長と連絡を密にしてください。（開催日時、場所
予約、内容、開催通知、部会報告書等）
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平成３０年度 鶴嶺東地区まちぢから協議会 収支予算書（案）

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

２０，０００ まちぢから協議会連絡会視察、その他

交際費

２５，０００ 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
５，０００ 予備費
２５０，０００
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