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認定コミュニティ活動状況資料
小出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

規約等
委員名簿

２～９
１０～１１

（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

１２～２３

当該年度の活動計画書及び収支予算

２４～２６

【参考資料】まちぢから通信（Vol.４～５）
（小出地区の特長・現状）

設立趣意書抜粋（地区の特性等）

小出地区は、茅ヶ崎市の北部に位置し、昭和３０年に分村合併をした旧小出村の村域を中心に形成される地域です。豊かな緑に

囲まれた本地区には、約３，７００世帯、１１，０００人ほどの方が暮らしています。市内でも田畑が多く残る地区で、農業をは
じめ、果樹や畜産などが営まれているほか、大岡家菩提寺の浄見寺や市内唯一の大学である文教大学、医療機関や福祉施設などが
あります。自然と歴史に溢れ、文教・医療地区としての側面も兼ね備えています。
また、１７ある自治会をはじめ、福祉、青少年育成、防災・防犯など様々な分野で数多くの団体が活動しており、そうした方な
どの活動場所としてのコミュニティセンターが平成５年に開設され、地域活動の拠点となっています。
（小出地区で地域コミュニティの取り組みを進める理由）
豊かな緑を大切にし、住民と自然とが共存する小出地区であり続けるためには、今まで以上に地区の各種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りません。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です。こ
のような現状を踏まえ、地域と市とが密接に連携・協力し、多くの住民で地域の情報を共有し、課題を発見し、その課題を解決し
ていくためには、市が提案する新たな地域コミュニティの取り組みが適していると考えました。
（小出地区が目指す将来像・方向性）
緑豊かな環境の中で、高齢者はいきいきと暮らし、子どもたちは元気な声を響かせる。そして、地区のみんなが分け隔てなく、い
つまでも住み続けたい地区づくりに取り組む。このような夢を実現するため、私たちは、自然・歴史・人など地域の様々な資源の特
徴を最大限に生かして、「みんな来い、恋、ふるさと小出」を将来像に、「(仮称)小出地区まちぢから協議会」を立ち上げます。

－

２

認定審査基準確認表
小出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（Ｒ元年度）

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小出地区を協議会の活動

定されているか。

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１

長の告示する区域と合致しているか。

２」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６条（１）に「小出地区自治会連合会に属する
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。

自治会長」が委員である規定あり。

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」 ・申請時と同様に全ての自治会が構成員となって

書類により、全ての自治会が構成員であること

のとおり１７自治会あり、名簿に、
「地区別単位自治会 いる。

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６条第１項（４）～（２３)（（５）、（８）、 ・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

（１１）～（１６）を除く。）に規定あり。

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。

（４）小出地区民生委員・児童委員協議会の代表
（１０）小出地区社会福祉協議会の代表
◆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
（１７）小出地区体育振興会の代表
（１８）スポーツ推進委員の代表
（２１）小出小学校体育施設開放運営委員会の代表
（２２）小出暫定スポーツ広場運営委員会の代表

(3)

（２３）堤スポーツ広場多目的広場運営委員会の代表
◆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
（６）少年補導員の代表
（７）青少年指導員の代表
（９）小出地区青少年育成推進協議会の代表
（１９）小出小学校ＰＴＡの代表
（２０）北陽中学校ＰＴＡの代表

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

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６条第１項（４）～（２３）
（（５）、
（８）、 ・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

（１１）～（１６）を除く。）」に規定される団体名が

明確であるか。

記載されている。

申請団体の規約に、公募により選出される構成

規約第６条第１項（２４）に規定あり。

・申請時と同様で変更無し。

申請団体の規約に、申請団体の活動又は事業に

規約第１１条及び第２３条～第２７条に部会の規定あ

・申請時と同様で変更無し。

活動区域の誰もが参加できることが規定され

り。

ているか。

部会規定に部会に関する詳細の規定あり。

申請団体の規約に、運営が民主的に行われる仕

規約第１１条第２項及び第３項に過半数の出席、多数

組みが規定されているか。

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４条に目的、第１条に名称第３条に事務所の所

する区域、主たる事務所の所在地、代表者に関

在地、第２条に主として活動する区域、第９条に代表

する事項、会議に関する事項が規定された規約

者に関する事項、第１１条に会議に関する事項が規定

があるか。

されている。

員について規定されているか。

・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４条に規定さ

政治的活動を主たる目的とする事業が行われ

れた目的達成に関する事業のみを行っている。

ないことが読み取れるか。
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小出地区まちぢから協議会
目次
第１条 名称
第２条 区域
第３条 所在地
第４条 目的
第５条 事業
第６条 委員
第７条 準委員
第８条 役員
第９条 役員の任務
第１０条 役員の任期
第１１条 会議
第１２条 総会
第１３条 総会の種別
第１４条 総会の招集
第１５条 総会の議決事項
第１６条 総会の議事録
第１７条 運営委員会
第１８条 運営委員会の招集
第１９条 運営委員会の決定事項
第２０条 役員会
第２１条 役員会の招集
第２２条 役員会の所掌事項
第２３条 部会
第２４条 部会長及び副部会長の任務
第２５条 部会長及び副部会長の任期
第２６条 部会の招集
第２７条 部会の協議事項
第２８条 事務局
第２９条 事業及び会計年度
第３０条 経費
第３１条 住民等からの意見等の取り扱い
第３２条 必要事項
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規約

（名称）
第１条 本会は、小出地区まちぢから協議会という。
（区域）
第２条 本会の活動区域は小出地区自治会連合会の区域とする。
（所在地）
第３条 本会の主たる事務所の所在地は、小出地区コミュニティセンター（茅ヶ崎市堤１９４８
番地１）とする。
（目的）
第４条 本会は、小出地区の住民相互の交流と親睦を図り、共通の利益の増進、文化・福祉の向
上、生活環境と自然環境の保持・改善に努め、安全・安心で住みやすい地域づくりに市と協働
して取り組むことを目的とする。
（事業）
第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 住民相互及び各種団体の連携促進に関すること。
(2) 住民参画の促進及び団体活動の活性化に関すること。
(3) 地域課題を共有し、課題解決のための検討、提案及び事業の実施に関すること。
(4) 地域のあり方や目指すべき方向性の検討に関すること。
(5) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
（委員）
第６条 本会の委員は、次に掲げるものとする。
(1) 小出地区自治会連合会に属する自治会長
(2) 地域活動部会の代表
(3) 防災部会の代表
(4) 小出地区民生委員・児童委員協議会の代表
(5) 交通指導員小出支部の代表
(6) 青少年指導員の代表
(7) 母親クラブの代表
(8) 小出地区青少年育成推進協議会の代表
(9) 小出地区社会福祉協議会の代表
(10) 小出地区農業委員の代表
(11) 小出地区コミュニティセンター管理運営委員会の代表
(12) 小出地区体育振興会の代表
(13) スポーツ推進委員の代表
(14) 小出小学校ＰＴＡの代表
(15) 北陽中学校ＰＴＡの代表
(16) 小出小学校体育施設開放運営委員会の代表
(17) 小出暫定スポーツ広場運営委員会の代表
(18) 堤スポーツ広場多目的広場運営委員会の代表
(19) 公募による者
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(20) 本会が推薦する者
２

委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

３ 委員の定数は、４５名以内とする。
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７条 本会に地域において活動を行っている又は事業を行っている団体からの推薦又は選出に
よる準委員を置く。
２

準委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。

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８条 本会に次の役員を置くものとする。
(1) 会長

１名

(2) 副会長

２名

(3) 書記

２名

(4) 会計

１名

(5) 監事

２名

（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、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときには、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、本会の運営及び活動に関する経理事務を行う。
(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、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。
（役員の任期）
第１０条 役員の任期は２年とする。ただし、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。
２ 役員は再任を妨げない。
（会議）
第１１条 本会の会議は、総会、運営委員会、役員会及び部会とする。
２ 会議は、各会議を構成する者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
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。
３ 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
４

前２項の規定は、総会、運営委員会及び役員会に適用するものとし、部会については部会長
に対応を委ねるものとする。

（総会）
第１２条 総会は、委員をもって構成する。
２ 総会の議長は、その総会において、出席した委員の中から選出する。
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（総会の種別）
第１３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
開催する。
（総会の招集）
第１４条 総会は、会長が招集する。
２

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。

（総会の議決事項）
第１５条 総会は、次に掲げる事項を決定する。
(1) 本会の事業報告及び決算に関すること。
(2) 本会の事業計画及び予算に関すること。
(3) 本会の役員の選任に関すること。
(4) 規約の制定及び改廃に関すること。
(5) その他本会の組織及び運営方針に関すること。
（総会の議事録）
第１６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。
（運営委員会）
第１７条 運営委員会は、委員及び準委員（以下「委員等」という。
）をもって構成する。
２ 運営委員会の議長は、本会の会長が就く。
３

運営委員会は、委員等以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

（運営委員会の招集）
第１８条 運営委員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
（運営委員会の決定事項）
第１９条 運営委員会は、本会の事業や地域課題を協議し、次の事項を決定する。
(1) 本会の委員等の入会又は退会の承認に関すること。
(2) 本会の公募による委員の募集に関すること。
(3) 部会の設置及び協議の投げかけに関すること。
(4) 各部会長の選任に関すること。
(5) 各部会が協議した事項に関すること。
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(6) 各部会間及び各種団体間の連絡調整に関すること。
(7) 本会に寄せられた意見及び提案事項に関すること。
(8) 住民への周知に関すること。
(9) その他委員等から提案された事項に関すること。
（役員会）
第２０条 役員会は、役員をもって構成する。
２ 役員会の議長は、本会の会長が就く。
３

各部会長は、役員会に出席し、各部会活動の進捗や方向について、報告するものとする。

４

役員会は、役員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。

（役員会の招集）
第２１条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。
（役員会の所掌事項）
第２２条 役員会は、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に関すること。
(2) 総会及び運営委員会において決定された事項のうち、本会全体に係るものの執行に関する
こと。
(3) その他総会及び運営委員会の決定を要しない会務の執行に関すること。
（部会）
第２３条 部会は、部会員をもって構成する。
２

部会に、部会長１名及び副部会長２名を置く。

３ 副部会長は、その部会において部会員の中から互選により選出する。
４ 部会の議長は、部会長が就く。
（部会長及び副部会長の任務）
第２４条 部会長及び副部会長の任務は、次のとおりとする。
(1) 部会長は、担当部会を代表し、部会の運営を総括する。
(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときには、その職務を代理する。
（部会長及び副部会長の任期）
第２５条 部会長及び副部会長の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。
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。
（部会の招集）
第２６条 部会は、部会長が必要と認めたときに招集する。
（部会の協議事項）
第２７条 部会は、所掌する事項について調査・審議する。
２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。
（事務局）
第２８条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
２

事務局は、次の事項を行う。
(1) 会議の資料の作成に関すること。
(2) 会議の議事録の作成に関すること。
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(3) 会計事務に伴う事項に関すること。
(4) 茅ヶ崎市や関係団体等との連絡調整に関すること。
(5) その他本会の運営に必要な事項に関すること。
（事業及び会計年度）
第２９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３０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３１条 会議で出された意見等の他、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。
（必要事項）
第３２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
この会則は、平成２５年８月５日から施行する。
附 則
この会則は、平成２８年５月９日から施行する。
附 則
この会則は、平成２９年５月１５日から施行する。
附 則
この会則は、平成２９年６月１２日から施行する。
附 則
この会則は、平成３０年５月１４日から施行する。
附 則
この会則は、令和元年５月１３日から施行する。
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小出地区まちぢから協議会

部会規程

（趣旨）
第１条 この規程は、小出地区まちぢから協議会規約第２７条第２項の規定により、小出地区ま
ちぢから協議会(以下「協議会」という。)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 協議会に設置する部会は、次のとおりとする。
(1) 自治会長部会
(2) コミセン部会
(3) 社会福祉部会
(4) 子ども育成部会
(5) スポーツ健康部会
(6) 防災部会
(7) 地域活動部会
(8) 七曲り県道整備部会
(9) 下寺尾遺跡部会
(10) 小出小学校１５０周年記念事業部会
（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、次のとおりとする。
(1) 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、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) コミセン部会
協議会と小出地区コミュニティセンター管理運営委員会との連絡調整に関すること。
(3) 社会福祉部会
保健・福祉（共に見守り支え合いすこやかに暮らせるまちづくりに関すること）
(4) 子ども育成部会
ア 子育て（次世代の成長を喜びあえるまちづくりに関すること）
イ 学校教育・社会教育（次世代をはぐくむ教育力に富んだまちづくりに関すること）
ウ 教育環境（次代に向かって教育環境ゆたかなまちづくりに関すること）
エ 生涯学習・文化（多様な機会に学び、活動し、交流する、豊かな感性をはぐくむまちづ
くりに関すること）
(5) スポーツ健康部会
協議会主催又は共催事業の地域活動における体育祭、ニュースポーツ、球技大会、その
他必要な事業等の企画・運営に関すること。
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小出地区まちぢから協議会 令和元年 委員名簿
※役員については、平成３０年度拡大役員会での協議・推薦等による原案を記載し、令和元年度定期総会にて可決
役職
氏名
団体
備考
1 会長

矢野 福徳

小出地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ管理運営委員会 会長

コミセン部会長

2 副会長

鈴木 暹

小出地区青少年育成推進協議会 会長

・子ども育成部会長
・小出小150周年記念事業部会長

3 副会長

永澤 鐵男

小出地区自治会連合会 会長/やよい会自治会 会長

自治会長部会長

4 書記

大谷 みち子

協議会推薦

5 書記

齋藤 賢一

芹沢細谷紺谷村自治会 会長/協議会推薦

6 会計

五十嵐 清夫

小出地区社会福祉協議会 会長

社会福祉部会長

7 監事

中尾 俊之

防災部会の代表（部会員）/協議会推薦

七曲り県道整備部会長

8 監事

吉野 久雄

地域活動部会の代表／堤下自治会 会長

地域活動部会長

9

佐藤 次男

下寺尾自治会 会長/小出地区体育振興会 会長

体育振興部会長

10

堀江 朝昭

協議会推薦

防災部会長

11

斎藤 賢一

協議会推薦

下寺尾遺跡部会長

12

内田 敏博

堤上自治会 会長

13

永島 正善

行谷自治会 会長

14

会見 春雄

芹沢西部自治会 会長

15

樋田 長生

芹沢久組自治会 会長

16

矢野 清

芹沢中部自治会 会長

17

高木 英明

芹沢東部自治会 会長

18

後藤 朝水

二本松自治会 会長

19

高瀬 英三郎

八王子原自治会 会長

20

鈴木 裕

芹沢ひかりが丘自治会 会長

21

北田 正人

芹沢清水台自治会 会長

22

徳原 盛実

湘南ライフタウンB地区茅ヶ崎自治会 会長/公募委員

23

高柳 鉄治

湘南ライフタウンＦ地区茅ヶ崎自治会 会長

24

今井 和年

湘南ライフタウン羽根沢第一住宅自治会 会長

25

大藤 幸巧

交通指導員小出支部 支部長

26

小林 勝

小出地区民生委員・児童委員協議会 会長

27

本田 栄志

青少年指導員

28

岡崎 文江

母親クラブ

29

宮田 昌治

スポーツ推進委員

30

尾崎 久恵

小出小学校ＰＴＡ 会長

31

中澤 延江

北陽中学校ＰＴＡ 会長

32

野崎 治男

小出小学校体育施設開放運営委員会 会長

33

桝

小出暫定スポーツ広場運営委員会 会長

34

須藤 功

堤スポーツ広場多目的広場運営委員会 会長

35

野中 良幸

協議会推薦

晴太郎

9

運営委員会で決定（任期：
平成32年5月13日まで）

小出地区まちぢから協議会 令和元年 委員名簿
※役員については、平成３０年度拡大役員会での協議・推薦等による原案を記載し、令和元年度定期総会にて可決
役職
氏名
団体
備考
36

村越 安芳

協議会推薦

37

上坂 素也

公募委員

38

古知谷 勝

公募委員

仁木 淳

協議会推薦（準委員：地域包括支援センター）

運営委員会で決定（任期：
平成32年5月13日まで）
運営委員会で決定（任期：
平成32年5月13日まで）
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前年度の活動報告書及び収支決算書
平成３０年度 小出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３０年 ４月 ９日

第１回 拡大役員会

主な内容等
(1)平成３０年度定期総会について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他
・小出地区行政との情報交換会について
・公募委員の応募状況について

５月 ７日 第２回 拡大役員会

(1)平成３０年度定期総会について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

５月１４日 定期総会

(1)議案第１号 平成２９年度事業報告及び決算
(2)監査報告
(3)議案第２号 規約改正
(4)議案第３号 役員の選出（平成３０年度委員承認
含む）
(5)議案第４号 平成３０年度事業計画（案）及び予
算（案）
(6)その他

５月１４日 第１回運営委員会

(1)委員の選任について
(2)小出地区行政との情報交換会について
(3)その他

６月１１日

第３回 拡大役員会

(1)小出地区行政との情報交換会について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

７月 ９日 第４回 拡大役員会

(1)小出地区行政との情報交換会の振返りと市民集
会の実施について
(2)第２回運営委員会について
(3)各部会の活動状況について
(4)その他

８月１４日 第５回 拡大役員会

(1)都市部都市政策課からの連絡事項について
(2)市民集会の実施について
(3)第２回運営委員会について
(4)各部会の活動状況について
(5)その他
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８月２０日

第２回 運営委員会

(1)小出地区市民集会の実施について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

９月１０日

第６回 拡大役員会

(1)都市部都市政策課からの連絡事項について
(2)市民集会の実施について
(3)各部会の活動状況について
(4)その他

１０月 ８日 第７回 拡大役員会

(1)市民集会の実施結果について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

１１月 ６日 第８回 拡大役員会

(1)市民集会の実施結果について
(2)第３回運営委員会について
(3)各部会の活動状況について
(3)その他

１０月 ９日 第９回 拡大役員会

(1)小出地区市民集会の結果について
(2)第３回運営委員会について
(3)各部会の活動状況について

１１月１９日 第３回 運営委員会

(1) 小出地区市民集会の実施結果について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

１２月１０日 第１０回

拡大役員 (1)各部会の活動状況について

会
平成３１年 １月１５日 第１１回

(2)その他
拡大役員 (1)第４回運営委員会について

会

(2)各部会の活動状況について
(3)その他

２月１１日 第１２回

拡大役員 (1)今年度の振り返りと次年度の実施事業について

会

(2)各部会の活動状況について
(3)その他

２月１８日 第４回 運営委員会

(1)今年度の活動の振り返りと次年度の事業計画等
に関する意見交換について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他

３月１１日 第１３回
会

拡大役員 (1)今年度の活動の振り返りと次年度の事業計画等
について
(2)各部会の活動状況について
(3)その他
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（２）自治会長部会
実施日
平成３０年 ４月から通
年毎月第２日曜日

会議の名称

主な内容等

第１回 自治会長部会

(1)茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会からの

全１２回程度

報告事項他

（※原則）

(2)その他

（３）コミセン部会
実施日

会議の名称

主な内容等

平成３０年７月２２日 小出コミセンまつりほか

別記載（ｐ．１８、２０）

（４）社会福祉部会
実施日

会議の名称

主な内容等

平成３０年 ６月 ４日 第１回社会福祉部会

(1)副部会長の選出について
(2)今後の社会福祉部会の活動について

７月 ２日 第２回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について

８月 ６日 第３回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について

９月 ５日 第４回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について

９月２７日 小出小学校とのマップの活 小出小学校での「お役立ち小出地区マップ」
用ヒアリング

の活用について 別記載（ｐ．２１）

１０月 １日 第５回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について
(2)集まれ！おとな食堂の周知について

１１月 ５日 第６回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について
(2)予約型乗合バス利用促進について
(3)マップを活用した七福神巡りについて

１２月 ３日 第７回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について
(2)小出七福神巡りについて

平成３１年 １月１０日 第８回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について
(2)小出七福神巡りについて

1 月１６日 小出七福神巡り

別記載（ｐ．１８）

２月 ４日 第９回社会福祉部会

(1)七福神巡りの振返りについて
(2)今後の社会福祉部会の活動について

３月 ４日 第１０回社会福祉部会

(1)今後の社会福祉部会の活動について
(2)平成３１年度の活動テーマについて

３月１４日 小出地区・小和田地区意見 (1)七福神巡りのメジャー化へ向けて
交換会

別記載（ｐ．２２）

13

（５）子ども育成部会
実施日

会議の名称

主な内容等

平成３０年 ６月１９日 第１回子ども育成部会

(1)副部会長の選出について
(2)今後の活動について
ア 見守り活動について
イ 名簿の共有及び連絡体制について
ウ 安心・安全な自転車の運転について

１０月 ３日 第２回子ども育成部会兼

(1)副部会長の選出について

第１回児童の見守り活動交 (2)連絡網の件について
流会

(3)不審者及び空き家情報提供依頼と結果報
告
(4)今後の見守り活動
(5)居場所作りについて
４月～１０月までの活動について

平成３１年 ３月２８日 第３回子ども育成部会兼

(1)１０月～平成３１年３月までの活動につ

第２回児童の見守り活動交 いて
流会

(2)今後の活動について

（６）体育振興部会
実施日

会議の名称

主な内容等

会議の名称

主な内容等

通年で活動

（７）防災部会
実施日

防災減災に関する各種調整、防災訓練に向けた協議（主催：小出地区自治会連合会）

（８）地域活動部会
実施日

会議の名称

主な内容等

平成３０年 ５月１８日 第１回地域活動部会

(1)副部会長の選出について
(2)小出地区行政との情報交換会について

６月２２日 第２回地域活動部会

(1)小出地区行政との情報交換会について

６月３０日 小出地区行政との情報交換 別記載（ｐ．１９）
会
７月２７日 第３回地域活動部会

(1)小出地区行政との情報交換会の実施結果
について
(2)小出地区市民集会について

８月２２日 第４回地域活動部会

(1)小出地区市民集会について

９月１３日 第５回地域活動部会

(1)小出地区市民集会について

９月２３日 小出地区市民集会

別記載（ｐ．２０）
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１２月１９日 第６回地域活動部会

(1)小出地区市民集会の実施結果について

平成３１年 １月 ５日 第７回地域活動部会

(1)住民のつどい実施方法について

２月 １日 第８回地域活動部会

(1)住民のつどい実施方法について

２月１０日 住民のつどい

別記載（ｐ．２０）

３月 ７日 第９回地域活動部会

(1)住民のつどい実施結果の振返りについて
(2)次年度の活動について

（９）七曲り県道整備部会
実施日

会議の名称

主な内容等

会議の名称

主な内容等

通年で活動

（１０）下寺尾遺跡部会
実施日

平成３０年 ６月１２日 部会兼学習会

(1)遺跡とは
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

７月１０日 部会兼学習会

(1)市内の遺跡
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

９月１１日 部会兼学習会

(1)人類の歴史
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

９月２１日 神崎遺跡（綾瀬市）視察研 別記載（ｐ．１８）
修
１０月１６日 部会兼学習会

(1)考古学の世界
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

１１月１３日 部会兼学習会

(1)小出周辺の遺跡
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

１２月１１日 部会兼学習会

(1)下寺尾官衙遺跡群<その１>
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

平成３１年 １月 ８日 部会兼学習会

(1)下寺尾官衙遺跡群<その２>
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

２月１９日 部会兼学習会

(1)遺跡と史跡
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏
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３月１２日 部会兼学習会

(1)一年を通じて
講師：市教育委員会 教育推進部社会教育課
加藤 大二郎氏

３月１２日 部会兼学習会

(1)一年を通じて

通年/毎月１回七堂伽藍跡碑・同伽藍跡地巡視

（１１）小出小学校１５０周年記念事業部会（寄贈ピアノ修復披露の会実行委員会）
実施日

会議の名称

主な内容等

平成３０年 ５月２８日 第１回小出小学校１５０周 (1)副部会長の選出について
年記念事業部会

(2)今後の活動について

６月２７日 第１回寄贈ピアノ修復披露 (1)準備会発足にかかる経緯説明
の会準備委員会

(2)委員及び役員について

７月１９日 第２回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)今後の活動について

９月１４日 第３回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)今後の活動について

１０月１０日 修復ピアノ納品

小出小学校へ修復ピアノ納品
修理業者ピアピット社代表との意見交換

１１月２１日 第４回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)今後の活動について
(3)紙芝居・絵本の作成について

１２月１７日 第５回寄贈ピアノ修復披露 (1)特定事業の実施について
の会実行委員会
平成３１年 １月１６日 第６回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)披露の会の開催について
(3)絵本化（紙芝居・デジタル映像）について
(4)将来のピアノ配置場所について

２月２０日 第７回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)披露の会の開催について
(3)絵本化（紙芝居・デジタル映像）について
(4)テーマ曲について

３月２０日 第８回寄贈ピアノ修復披露 (1)前回の振返りについて
の会実行委員会

(2)拡大役員会・運営委員会での意見について
(3) 披露の会の開催について
(4)デジタル化（絵本・紙芝居）について

５月 ６日 ピアノ修復おひろめ会

別記載（ｐ．１８～１９）
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２

事業の実施
実施日

区分

平成３０年 ６月 主催

事

業 名

小出地区行政との情報交換会

内 容・実施体制・参加者数
別記載（ｐ．１９）

３０日
７月２２日 共催：小出地区 小出コミセンまつり

別記載（ｐ．２０）

コミュニティセ
ンター
８月４日 共催：小出地区 小出ビアガーデン

小出コミセンの屋上を利用

コミュニティセ

し、サザンビーチ花火大会を鑑

ンター

賞、ビアガーデンを開き地域内
住民の親睦・交流を図った。

９月２１日 主催

神崎遺跡（神奈川県綾瀬市）
視察研修

市マイクロバスを活用し、地
域住民１５名と市社会教育課職
員のガイド付で綾瀬市神崎遺跡
へ視察研修を行った。
下寺尾遺跡群の将来の目標で
ある遺跡公園の先進事例とし
て、現地にて綾瀬市職員の案内
により、視察を行った。

９月２３日 主催

小出地区市民集会

１０月１３日 主催

小出さんままつり

別記載（ｐ．２０）
宮城県南三陸町の新鮮生さん
まを仕入れ、東日本大震災の復
興支援と南三陸産の美味しいさ
んまを小出地区住民に伝え、地
域住民の交流を図った。

１２月 ２日 共催：小出地区 小出地区防災訓練
自治会連合会

企画・運営をまちぢから協議
会で実施した。情報受伝達訓練
については、トランシーバーを
使用して実施した。

平成３１年 １月 主催

小出七福神巡り

１６日

小出地区に所在する７寺を巡
り、七福神スタンプラリーを実
施した。
小和田地区まちぢから協議会
からオブザーバーとして参加し
ていただき、地区を越えた交流
を図った。

２月１０日 主催

住民のつどい

５月 ６日 主催

ピアノ修復おひろめ会

別記載（ｐ．２０）
小出小学校の開校記念日（５
月６日）に、改めて７０年前の
ピアノ寄贈者への顕彰と今回の
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修復寄付金協力者（合計寄付金
額１２５万円超、修理代８０万
円弱）への感謝を込めて、修復
されたピアノのおひろめ会を開
催した。
（来場者２７０名）
修復したピアノを小出小児童
８名・北陽中学校生徒４名によ
る演奏披露を行った。
修理業者であるピアピット社
よりピアノ修復過程の説明、関
係者からの当時のおはなしを行
った。また、式典終了後、ピア
ノに触れていただく体験コーナ
ーを設けた。
（１）小出地区行政との情報交換会
概 要

小出地区内に関する特定のテーマについて、行政と小出地区まちぢから協議会委員と
の意見交換を行った。
新たな実施（昨年度との比較）として、就任した新自治会長等が出席していることか
ら、昨年度の小出地区まちぢから協議会の活動状況や主催事業等の報告について、事業
の写真を交え、パワーポイントを活用し、報告を行った。

実施日 平成３０年６月３０日
参加者 小出地区まちぢから協議会委員
内 容 （１）茅ヶ崎市総合計画について（総合計画の推進によるまちづくり）
（２）小出地区に関する主要な事業について（第４次実施計画より）
基本理念１ ひとづくり
事業名

担当部署

１

（仮称）歴史文化交流館整備事業

教育推進部社会教育課

２

市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家保存整備事業

教育推進部社会教育課

３

下寺尾遺跡群保存整備事業

教育推進部社会教育課

基本理念４ まちづくり
事業名

担当部署

１

コミュニティバス運行事業

都市部都市政策課

２

市道０１１０号線（大岡越前通り）歩道整備事業

建設部道路建設課

３

行谷芹沢線道路改良事業

建設部道路建設課

４

東海岸寒川線街路整備事業

建設部道路建設課

５

下寺尾芹沢線道路改良事業

建設部道路建設課

６

駒寄川整備事業

下水道河川部下水道河川管理課
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（２）小出コミセンまつり
概 要

小出コミセンまつりの出店の中に、小出地区まちぢから協議会の周知啓発を行うこと
を目的として、揚げパン、チュロスを販売した。また、館内では、各部会の活動指針を
掲示し、地区内住民に部会活動の参加呼びかけを行った。

実施日 平成３０年７月２２日
（３）小出地区市民集会
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。
新たな実施（昨年度との比較）として、市民集会に出席した地域住民に対して、小出
地区まちぢから協議会の活動状況や主催事業等の報告について、事業の写真を交え、パ
ワーポイントを活用し、報告を行った。

実施日 平成３０年９月２３日
参加者 ４５名
内 容 みんな来い・恋・ふるさと小出…まちぢから協議会のキャッチフレーズ

主なテーマ：小出地区住民の快適な生活環境の整備
（昔を知って、今後の夢を語る）
サブテーマ：買い物難民と通院難民の解消…利用者の拡大運動展開
：過疎地 ⇒ 活気あるまちづくり…市街化
：災害に強い小出新都心開発…マスタープランの推進
（４）小出住民のつどい
概 要

「ちがさき都市マスタープラン」について、市都市部都市計画課長による基礎講演を
実施した。さらに、参加住民をグループに分け、私たち住民による北部丘陵地域の将来
ついて意見交換を行った。

実施日 平成３１年２月１０日
参加者 ４３名
内 容 住みよい小出地区を作るために
基調講演「ちがさき都市マスタープラン」について
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３

その他の取り組み
(１) 広報紙発行
協議会の活動を周知するとともに、部会に多くの住民が参加できるよう、広報活動を行った。
具体的には、
「小出地区 まちぢから通信」を２回発行し、直近に開催された主要事業の実施報
告、今後の事業のお知らせや活動状況の報告を行った。新たな実施（昨年度との比較）として、
なるべくイベントがある場合には、事前周知を意識して発行するようにした。併せて、地域内回
覧の活用に努めた。
・小出地区 まちぢから通信

vol４（平成３０年８月１日発行 ４，０００部 全戸配布）

・小出地区 まちぢから通信

vol５（平成３１年１月１日発行 ４，０００部 全戸配布）

(２) ホームページの管理運営
「小出地区まちぢから協議会」ホームページを立ち上げ、日々の活動を即時に更新し、活動内容
を広く周知した。
（３）事業における広報活動
ア 小出コミセンまつりへ参加し、活動の広報と部会員の募集を行う。第２５回小出コミセンま
つりの会場において、チュロス及び揚げパンの販売を行うとともに、館内においてパネル展示
による協議会活動の広報並びに部会活動への参加呼びかけを行った。
イ 地域住民が集う事業実施（市民集会、小出ビアガーデン、小出さんままつり）において、ま
ちぢから協議会の取組み紹介を行い、活動の周知及び若い世代の担い手発掘に努めた。
（４）
「お役立ち小出地区マップ」の活用
・小出小学校での「お役立ち小出地区マップ」の活用について、学校長とのヒアリングを行っ
た。
【授業での取組み】
・３年生：総合学習の授業内で学区探検（全１１コース）の事前学習や実際に地域を回った後
に地図作成を行う際の資料として活用している。
・１年生：校外学習（清水谷戸等）の事前学習の資料として活用している。
・６年生：社会科（歴史）の授業で茅ヶ崎市社会教育課を呼んで下寺尾官衙遺跡の説明を受け
る際の資料として、活用している。
・その他：小出消防署、小出駐在所の見学前に位置関係を把握するための資料として、活用し
ている。
【職員向け】
・小出小学校に着任された職員等に向けて地域把握の資料として活用している。
・毎夏に職員研修として小出地区のフィールドワークを行う予定として活用している。
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（５）他団体との協働事業について（七福神巡りのメジャー化に向けて）
ア 他地区との意見交換（地区間交流）及び共催事業について
・小和田地区まちぢから協議会交通安全部会と小出地区まちぢから協議会社会福祉部会の部会
員によって、「七福神巡り」に関して意見交換を行ない、今後の事業展開について、検討を進
めた。
イ

テーマ型コミュニティである市民活動団体との交流について
特定非営利活動法人アーバンデザインセンター・茅ヶ崎（ＵＤＣＣ）が主催の七堂伽藍跡 遺

跡見学体験イベント（１１月２４日・２５日）に参加し、ＡＲ（拡張現実）、バルーン、縮小模
型の３種類の展示をガイドツアーで巡り、理解を深めることができた。
このイベントに際し、まちぢから協議会で作成した出土した瓦屋根をイメージしたデザインを
提供し、無料配付の手ぬぐいにプリントし、遺跡の周知啓発の一環を担った。
ＵＤＣＣとの交流を深めた結果、遺跡群の縮小模型の寄贈を受け、小出地区コミュニティセン
ターのホールに展示している。
市教育推進部社会教育課が事務局となり、
「下寺尾遺跡群保存活用連絡会」が発足され、まち
ぢから協議会をはじめ、遺跡群の保存活用に有意のある団体や個人により構成され、横の連携に
よる交流を深め、共通認識を高める機会を得ることができた。
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【平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日】

小出地区まちぢから協議会

平成 30 年度 収支決算書

1 一般会計
【収入】

項目

単位（円）

当初予算

決 算

内

容

補助金

250,000

250,000

市より運営している補助金

〃

50,000

40,000

小出地区自治会連合会より

0

1,000

300,000

291,000

雑収入
計

下寺尾遺跡部会より

【支出】

項目

単位（円）

当初予算

決 算

内

容

印刷製本費

50,000

121,922

会議費

40,000

23,020

お茶代

分担金

10,000

10,000

茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会へ

職務手当

80,000

90,000

会長 20,000 円、その他役員 10,000 円×7 人

部会長職務手当

50,000

30,000

各部会長 10,000 円×3 人（役員兼務を除く）

視察・研修

50,000

10,000

雑 費

20,000

6,058

計

300,000

291,000

資料、機関紙印刷

11/24 まちぢから協議会連絡会研修

平成 31 年 4 月 14 日
会計

五十嵐

清夫

会長

矢

福徳

野

会計監査の結果、平成 30 年度 小出地区まちぢから協議会収支決算の内容は適正な
ものと認めます。
平成 31 年 4 月 14 日

２ 特別会計
小出小学校１５０周年記念事業部会
「小出小学校寄贈ピアノ修復支援１００万円寄付金」実績
平成３１年３月３１日

１，２５２，５２７円
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幹事

吉野

久雄

幹事

中尾

俊之

当該年度の活動計画書及び収支予算書
小出地区まちぢから協議会

令和元年度事業計画

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）自治会長部会
イ）コミセン部会
ウ）社会福祉部会
エ）子ども育成部会
オ）体育振興部会
カ）防災部会
キ）地域活動部会
ク）七曲り県道整備部会
ケ）下寺尾遺跡部会
コ）小出小学校１５０周年記念事業部会
（２）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）小出地区まちぢから協議会ホームページの運用と周知
（２）その他、広報紙の発行、広報活動の実施及び企画
４ 事業に関すること
（１）研修に関すること
ア）研修会の実施
イ）先進都市等視察研修会の実施
（２）その他、事業に関すること
ア）市民集会の開催
イ）特定事業助成金を活用した事業の提案
・地域の課題解決を図るもの
・地域の連携強化を図るもの
・地域住民の意見・ニーズを把握するもの
・地域情報を発信し、共有を図るもの
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令和元年度 小出地区ま ちぢから 協議会収支予算
収入の部
項 目

前年度決算額

補助金

250, 000

250, 000

1, 000

0

雑入
寄付金

1, 252, 527

その他

40, 000

合

計

1, 543, 527

内 訳

予算額

運営費等助成金

250, 000円

1, 252, 527 小出小学校寄贈ピ ア ノ 修復支援寄付金
30, 000 小出地区自治会連合会 交付金
1, 532, 527

支出の部
項 目
【 本部】

前年度決算額

1, 543, 527

会議費

23, 020

内 訳

予算額

1, 532, 527
20, 000 お茶等

役員等手数料

120, 000

120, 000 会長20, 000円、 その他役員・ 部会長（ 役員兼務除く ） 10, 000円

印刷製本費

121, 922

100, 000 印刷・ コ ピ ー、 広報紙「 小出地区ま ちぢから 通信」 発行

事業費

1, 252, 527

負担金

10, 000

10, 000 ま ちぢから 協議会連絡会負担金

研修費

10, 000

10, 000 ま ちぢから 協議会連絡会研修費等

その他

6, 058

【 １ ０ 部会】

0

小計

1, 262, 527 市民集会10, 000円、 ピ ア ノ 修復・ 保存事業1, 252, 527円

10, 000
0 部会活動は、 本部費で計上

1, 543, 527

1, 532, 527

1, 543, 527

1, 532, 527

特
定
事
業
費
小計
繰越金
市への返還金
合

計
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小出地区

ピアノ修復募金のお礼と修復状況報告、「寄贈ピアノ修復披露の会」の報告

まちぢから通信

（小出小学校１５０周年記念事業部会）
（１）経緯説明（鈴木部会長）
「2023 年に小出小学校創立１５０周年を迎えるにあたり、７０年前に寄贈を受けたピアノを修復して、１５０
年の記念行事に華を添えたい」との野木直樹先生のご意向に賛同し、これを受けた小出地区まちぢから協議会は、
平成 29 年度に「小出小学校１５０周年記念事業部会」を設け、同年１０月に「ピアノ修復１００万円寄金」の
運動をスタートさせました。募金開始後６ヶ月で修復に要する金額に達し、見積もり合せ３社のうちの最も金額
の低かったピアピット社（千葉県印西市）に平成 30 年 3 月 27 日、修理を依頼しました。修理期間は約１年と
のことです。ついては修復完成に合わせてご協力いただいた方々への報告とお礼の会を何らかの形で行いたい。
（２）「ピアノ修復披露会（仮称）」の目的
・戦後の混乱期に、小出小学校教職員生徒の要望に応えてピアノを寄贈された先人の業績を改めて顕彰したい。
・「１００万円寄金」募金に際し、小出地区の皆様から多大なご協力をいただいたこと、また、小出地区以外の
茅ヶ崎市民、藤沢市、寒川町にお住いの方々からもご協力を得たことの感謝の意を表したいということ。
・修復後のピアノは、メンテナンスを行えば数十年は使用に耐えるそうです。ただし皆様に使っていただかなけ
れば修復の意味は薄れると思うので、しかるべき管理を行い末長く活用したい。そのためのアピール（活動のス
タート：決起集会）の場となれば良いですね。
（３）「ピアノ修復披露会（仮称）」の開催主体は？
・主催は現時点では「小出地区まちぢから協議会」が適当と思われる。
（４）「ピアノ修復披露会（仮称）」開催日、場所、内容
・2019 年 5 月 6 日（月・振替休日）（開校記念日）が第一候補。
・会場は小出小学校体育館を考えています。
・寄贈当時の関係者様や修復にご尽力いただいた方々をお呼びし、
地元児童・生徒さんによるピアノ演奏会、体験会などを検討中です。
（追記：平成 30 年 6 月 27 日に「寄贈ピアノ修復披露の会」の
実行委員会を立ち上がったことを報告させていただきます。）

小出地区市民集会のお知らせ

小出地区総合防災訓練のお知らせ

日時：平成３０年９月２３日（日）13:30〜15:30
場所：小出地区コミュニティセンター 大会議室
（テーマ等詳細は後日回覧でお知らせします。）

日時：平成３０年 12 月２日（日）8:00〜12:00
場所：小出小学校グラウンド
（詳細は後日回覧にてお知らせします。）

昨年の様子です→

昨年の様子→

昨年の様子↓

日時：８月４日（土）１８時〜２１時
場所：小出地区コミュニティセンター屋上・駐車場
申込：直接会場へおこしください
８月４日は茅ヶ崎の花火大会です
コミセンの屋上から花火見物は如何でしょうか
ご家族そろっておいでください

(平成 30 年８月 1 日)

発行：小出地区まちぢから協議会
http://c-machi.sakura.ne.jp/wp/koide/

〜みんな来い・恋・ふるさと小出〜
ゼロ回答の道路事業に対し

早急な予算化を要請
〜「小出地区行政との情報交換会」を開催 〜
日時：平成 30 年 6 月 30 日（土）13:30〜15:30
場所：小出地区コミュニティセンター 大会議室
出席者：行政側（服部市長様他約 15 名）
.
小出地区まちぢから協議会委員
（矢野会長他約 30 名）
基本理念１：ひとづくり
事業名

担当部署

平成 30 年度予算額

１

（仮称）歴史文化交流館整備事業

教育推進部社会教育課

39,677,000 円

２

市指定重要文化財旧和田家・旧三橋家保存整
備事業

教育推進部社会教育課

22,885,000 円

３

下寺尾遺跡群保存整備事業

教育推進部社会教育課

52,595,000 円

基本理念４：まちづくり
事業名

一夜限りのビヤガーデンへのおさそい

Vol.４

＊＊ MENU ＊＊
生ビール 400 円
焼き鳥

200 円

枝豆

100 円

焼きそば 200 円
ﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ

100 円

（解説）

担当部署

平成 30 年度予算額

１

コミュニティバス運行事業

都市部都市政策課

99,995,000 円

２

市道 0110 号線（大岡越前通り）歩道整備
事業

建設部道路建設課

64,648,000 円

３

行谷芹沢線道路改良工事

建設部道路建設課

0円

４

東海岸寒川線街路整備作業

建設部道路建設課

0円

５

下寺尾芹沢線道路改良事業

建設部道路建設課

0円

６

駒寄川整備事業

下水道河川部下水道河
川管理課

115,962,000 円

第４次実施計画（平成３０年度〜３２年度）の小出地区に関する主要な事業について、
基本理念１「ひとづくり」関連の３事業と、基本理念４「まちづくり」に関する６事業
につき行政側からスライドによる説明があり、質疑応答が行われました。
平成 30 年度予算額ゼロ回答の事業について、まちぢから協議会としては納得できない
ものでしたので、行政側に再考（補正予算等による対応）を強くお願い致しました。
（地域活動部会）

わかりやすい講義で地元ファンが急増中！
〜 全９回の「地元の遺跡を学ぶ会」が人気です 〜
（平成 30 年 6 月 12 日（第１回）「遺跡のメカ
ニズムを知ろう」から）
たとえば、こんな「竪穴式住居」があったことが
どうしてわかるかというと….

発掘調査の目印の一つは「土の違い」です。
自然に積もった土と、人為的な行為を受けた
後に埋まった土は、別物です。
発掘調査の目印の一つは「土の違い」です。

丁寧に掘っていくと、その違いがわかります。

こうして昔の人が掘った時の様子を復元すること
ができるのです。これが発掘調査によってわかる遺
跡の様子の一つのパターンです。残念ながら、昔の
人の生きざま全てがわかるわけではありません。

説明のイラストは講師の加藤大二郎さんの奥様が
描かれました。ホッコリした絵で、とてもわかり
やすかったです。ありがとうございました。次回
以降がますます楽しみになりました。

全９回のプログラムの予定は以下の通りです。
＊場所：小出地区コミュニティセンター第１会議室
（人数により変更させていただく場合があります）
＊時間：すべて 19:00〜20:00

第１回

開催日
H30.6.12(火)

テーマ
遺跡と
は

第２回

H30.7.10(火)

市内の
遺跡

第３回

H30.9.11(火)

人類の
歴史

第４回

H30.10.16(火)

考古学
の世界

第５回

H30.11.13(火)

第６回

H30.12.11(火)

第７回

H31.1.8(火)

第８回

H31.2.19(火)

小出周
辺の遺
跡
下寺尾
官衙遺
跡群 1
下寺尾
官衙遺
跡群 2
遺跡と
史跡

第９回

H31.3.12(火)

一年を
通して

概要
遺跡のでき方や、発掘調査の仕
組みについての基礎をお話しし
ます。
茅ヶ崎市内で発見されている遺
跡について概説します（小出周
辺は第５回で）
縄文時代ってどんな時代？弥生
時代ってどんな時代？知ってい
るようで知らない、人類の歴史
を概説します。
遺跡の情報から昔の文化、歴史
を研究する学問である考古学の
研究方法を具体的にわかりやす
く紹介します。
小出周辺で発見されている遺跡
について概説します。
下寺尾官衙遺跡群を取り巻く基
本的な情報（位置、立地、歴史
的な環境）をお話します。
下寺尾官衙遺跡群の古代遺跡と
して発見されている内容をお話
します。
遺跡と史跡の仕組みについて概
説し、全国に存在する様々な史
跡を紹介します。
これまでの内容を振り返り、こ
れからの学習活動を考えましょ
う。
（例えば「事前学習＋実地見
学」など。）

（下寺尾遺跡部会）

公募委員３名を承認、書記が２名に、
「スポーツ…」が「体育振興部会」に
〜 小出地区まちぢから協議会平成３０年の総会を開催 〜
日時：平成 30 年 5 月 14 日（月）19:00〜21:00
場所：小出地区コミュニティセンター 大会議室
総会の定足状況：委員 38 名中、出席 32 名＋委任状 1 名で総会成立。

議事：議案第４号「平成 30 年度事業計画（案）及び予算（案）」の内容を１箇所変更し、
すべて原案通り承認されました。
（１）議案第１号「平成 29 年度事業報告及び決算」
（２）監査報告
（３）議案第２号「規約改正（案）」：書記１名→書記２名
（４）議案第３号「役員の選出」
役職名
会長
副会長
書記
会計
監事

人数
１
２
２
１
２

氏名
矢野 福徳
永澤 鐵男
大谷 みち子
五十嵐 清夫
中尾 俊之

鈴木
齋藤

暹
賢一

吉野

久雄

（５）議案第４号「平成 30 年度事業計画（案）及び予算（案）」：部会名の変更
「スポーツ健康部会」→「体育振興部会」
・定期総会終了後に続けて「第１会運営委員会」が開催され、公募委員３名が
紹介され、承認されました。（任期：平成 32 年 5 月 13 日まで）委員は合計で
41 名となりました。
（編集後記）今回の号から「まちぢから通信」をカラー印刷で皆様におとどけできるように
なりました。まちぢから協議会の広範な活動の一部ですが、身近に感じていただければ幸い
です。お気付きの点がありましたらご意見ご要望などお寄せください。なお、HP にも活動
の報告と今後の予定などを随時 UP しております。ぜひご覧ください。
⭐︎小出地区まちぢから協議会 Web サイト

http://c-machi.sakura.ne.jp/wp/koide/

小出地区

お帰りなさい７０年前のピアノ

︎

平成 30 年 10 月 10 日午前 11 時、小出小学校昇降口へ２トン
トラックが到着し、毛布に包まれたピアノが係員の手で慎重に
降ろされ、昇降口から校長室へ運ばれました。三瓶校長先生の
前で毛布が外され、新装なったピアノが現れました。
見た目は全く変わりません。
でも天板と側板が外される
とそこには赤と黒の基盤に
貼られた金色に輝く 50 本
の弦が現れました。
ピアピット社の渡邊社長が
鍵盤にふれると深い音色が
響き渡ります。
待ち焦がれた音色です！
…本当に戻ってきました。
（鈴木 暹）

まちぢから通信

〜

みんなで喜びを分かち合いましょう

〜みんな来い・恋・ふるさと小出〜

７０年前に小出小学校に寄贈されたピアノの修理が完了し、平成３０年１０月１０日、もとの校長室に戻ってきました。
外側は古い古い懐かしいピアノ、蓋をあけると…なんと美しいんでしょう。そして弾いてみました…とてもとても良い音色
です。本当に直って戻ってきました。「修復支援１００万円寄金」に賛同し寄付を寄せられたすべての皆さまに感謝を込め、
取り急ぎご報告をさせていただきます。本当にありがとうございました。
ット社）の渡辺さんが仰っておりました。これからも永く弾き続け、将来の小出に残して行きたいと思います。
平成３０年１０月吉日

お帰りなさい 70 年前のピアノ。

〜

日時：2019 年 5 月６日（月・祝日）13:30〜15:00（予定）
場所：小出小学校体育館
内容：第１部：当時の関係者、修復関係者の方々のお話
第２部：小出小学校児童・北陽中学校生徒によるピアノ演奏

小出地区まちぢから協議会
会長

矢野

福徳

小出小学校 150 周年記念事業部会
部会長

鈴木

詳しくは 3 月頃、回覧にてお知らせす
る予定です。皆様のお越しをお待ちし
ております。

小出七福神めぐりのお誘い

初詣を兼ねて、いかがですか

のお誘いです

定
員：２０名（申込 12/20(木)より先着順）
小出小学校元教諭の
集合場所：小出小学校 正面玄関付近
神戸先生が同行します
集合時間：9:50（出発前に簡単な体操をします）
持ち物 ：タオル、飲み物、昼食代（￥1000）：動きやすい服装でおいでください
行
程：10:00 小出小学校スタート→①善谷寺（福禄寿）→②蓮妙寺（弁財天）
→③来迎寺（恵比寿神）→④宝蔵寺（大黒天）→⑤白峰寺（寿老人）→
12:00（予定）武さし野にて昼食→⑥正覚院（布袋尊）→⑦妙伝寺（毘沙門天）
14:00（予定）ゴール・現地解散

(平成 31 年 1 月 1 日)

発行：小出地区まちぢから協議会
http://c-machi.sakura.ne.jp/wp/koide/

「ピアノは使ってこそ生きるもの。使い続ければ７０年後１００年後も良い音色を響かせますよ。」と修理業者（ピア・ピ

「お披露目の会」を予定しています

Vol.５

日時：平成３1 年 1 月 16 日（水）9:50〜14:00
場所：小出小学校集合スタートの約 10km コース
←（詳細は回覧チラシをご覧ください。）

暹

小出地区の「夢」を語る場として
〜

「小出地区市民集会」を開催

本年の市民集会は初めての試みとして小出地区の
「夢を語る場」として、未来を見据えた３つの問
題につき討議する設定にいたしました。合わせて
これまでの活動の紹介も行いました。様々なご意
見をいただきました。時間の制約もあり、各問題
につき統一した解決法は打ち出せませんでした
が、いただいたご意見を吟味し今後のまちぢから
協議会の活動に役立てたいと思っております。

〜

日時：平成 30 年９月 23 日（日）13:30〜15:30
場所：小出地区コミュニティセンター 大会議室
出席者：行政側（服部前市長様他約 15 名）
小出地区住民約 40 名
議題：（０）小出地区まちぢから協議会の取組紹介
（１）買物難民と通院難民の解消
（２）過疎地から活気あるまちづくりへ
（３）災害に強い新都市開発（マスタープラン）

当日の議題の討議内容を、本通信の３ページ目
に、「振り返り」として取りまとめて掲載しまし
たのでご覧ください。

「住民のつどい」のお知らせ
日時：平成３1 年 2 月 10 日（日）
13:30〜15:30（予定）
場所：小出コミュニティセンター大会議室
（詳細は後日回覧にてお知らせします。）
昨年の様子：小出小学校児童による
↓
「下寺尾官衙遺跡群の活用」発表

主催：小出地区まちぢから協議会 社会福祉部会
申込：小出地区コミュニティセンター 電話０４６７５４６５２５

（地域活動部会）

総合防災訓練にご参加ありがとうございました

体育祭を楽しみました

（防災部会）

日時：平成 30 年 12 月 2 日（日）9:30〜12:00
場所：小出小学校グラウンド、校舎 2F ランチルーム他

日時：平成 30 年 10 月 7 日（日）9:00〜15:00
場所：小出小学校グラウンド
（情報伝達訓練の様子です）

厳しい冷え込みにも関わらず、お蔭様にて事務局
把握で 365 名（内一般参加者 306 名）という多
数の方々の参加をいただき、無事に終了すること
ができました。
今回の訓練結果を踏まえ、次年度以降も地域の防
災体制のさらなる向上に努めていきたいと思いま
すので、今後ともご参加、ご指導、ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。
防災部会

スティックリレーは二人
で息を合わせてフレー！

（体育振興部会）

総合一位は行谷と芹東でした。
２４点の同点優勝です。青空の
下、いい汗をかきました。

自治会対抗のリレーのスタート！
トップは清水台と二本松でした。

堀江朝昭

訓練終了後 199 件のアンケートが寄せられました。
総合評価は「非常に良い」53 件、「良い」106 件、「普通」36 件、「良くなかった」4 件でした。
自由記入欄のご感想・ご意見を含め Web サイト

http://c-machi.sakura.ne.jp/wp/koide/

にすべて

掲載いたしましたのでご覧ください。いただいたご意見を次年度の参考にさせていただきます。

平成 30 年度

小出地区市民集会（平成 30 年 9 月 23 日）の振り返り

「夢を語る場」とした今回の市民集会につき、良かった点、改善点/今後の方向などについてとりまとめました。

〜 人気の「地元の遺跡を学ぶ会」はあと３回です 〜
実験で使用した石器を講師の加藤大二郎さんか
ら説明してもらっています….（H30.10.16）

（下寺尾遺跡部会）

全９回のうち今後の開催予定は以下の通りです。
＊場所：小出地区コミュニティセンター第１会議室
（人数により変更させていただく場合があります）
＊時間：すべて 19:00〜20:00

第７回

開催日
H31.1.8(火)

第８回

H31.2.19(火)

第９回

H31.3.12(火)

「サンマまつり」を楽しみました
日時：平成 30 年 10 月 13 日（土）13:00〜16:00
場所：小出コミュニティセンター駐車場
初の試み「サンマまつり」を楽しみました。少々肌寒い曇り
空にもかかわらず、大勢の方々に来ていただきました。三陸
町の生サンマに行列ができました。

テーマ
下寺尾
官衙遺
跡群 2
遺跡と
史跡
一年を
通して

概要
下寺尾官衙遺跡群の古代遺跡と
して発見されている内容をお話
します。
遺跡と史跡の仕組みについて概
説し、全国に存在する様々な史
跡を紹介します。
これまでの内容を振り返り、こ
れからの学習活動を考えましょ
う。
（例えば「事前学習＋実地見
学」など。）

主な内容

良かった点

改善が必要な点/今後の方向

（０）小出地区まちぢから
協議会の取組み紹介

・参加者に組織の活動内容を説明できた。
定期に実施すべき。
・市職員（市長ほか幹部）に活動を知って
いただく良い機会であり資料であった。

・説明時間はもっと短く（40 分→20 分以
内）すべき。要点のみで資料は別途配布で
も良いのではないか。

（１）買い物難民と通院難
民の解消

・予約型乗合バスの利用促進をアピールで
きて良かった。
・参加者から具体的・貴重な意見を聞くこ
とができた。

（２）過疎地から活気ある
まちづくりへ

・活気あるまちづくりの必要性をアピール
できた。
・地域の特性を数値で示すことで分かりや
すくアピールできた。

・今後も具体的で無理のない乗合バスの活
用方法を、広く伝える工夫が必要。
・地域（自治会）別の情報を集約し、市行
政と協議していけば効力が高いのでは。
・循環バスルート、予約型バスの乗合所の
位置を現在の利用者ニーズに応えて改善
すべき。合わせて運用側への改善要望を今
後も継続する。

（３）災害に強い小出新都
心開発

・災害発生時、特に津波の危険がある時は
海岸方面の方々が小出地区に避難してくる
ことを皆で共有することができた。受け入
れをどうするか真剣に考えるきっかけにな
った。
・計画道路の必要性をアピールできた。
・河川増水に対しても意見交換ができた。

・調整区域の市街化の提案は住民の多数に
とっては唐突であった。
・事前の説明や地元住民からの意見収集が
今後の課題。

・災害対策及び地域活性化のために計画道
路は重要なポイントであるが、安全面の考
慮や他市町村との関連でもっと広域に考
えて構想を立てるべきである。
・災害発生で小出小学校が避難所になった
時にトイレが使用できない等の問題の検
討。

集会に参加された方より後日感想と提案の文書をいただき、その中で「…小出地区が茅ヶ崎市に併合されたときも
全住民の意向が一致していたのではないようですが、60 年を経て、住民の意見は、居住地区、職業、仕事の場所、
年齢、地域への帰属意識等において、益々多様化している…」と分析され、そのような状況で、まちぢから協議会
としては「…住民の考えを十分に聴取し、集約できる意見は集約し、できない意見は整理して併記するような作業
をされ、それとともに、地区の人口構成、住民の行動様式、産業動向等に関するデータに基づく予測をもとに（市
とも協議され）…」今後の活動を進めてほしい旨の提案がありました。今後の方向を示す貴重なご意見をありがと
うございました。この小出地区が「住んで良かった」と思えるまちになるよう、みなさん一緒に頑張りましょう！

