
平成３０年度　湘南地区まちぢから協議会　主要事業の実績表

平成３０年 平成３１年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市民集会

防災訓練

広報活動事業

湘
南
地
区
意
見
交
換
会

答

市民集会で取り扱ったテーマについて

進捗確認等を随時行った。

自治会・各種団体による意見の集約

防
災
訓
練

第
1
回
防
災
訓
練
事
前
打
ち
合
わ
せ

役
員
会

運
営
委
員
会

令和元年６月２８日

第１回茅ヶ崎市地域

コミュニティ審議会

資料５

広
報
部
会
委
員
会

役
員
会

運
営
委
員
会

運
営
委
員
会

役
員
会

役
員
会

運
営
委
員
会

第
2
回
防
災
訓
練
事
前
打
ち
合
わ
せ

役
員
会

運
営
委
員
会

役
員
会

運
営
委
員
会

広
報
部
会
委
員
会

広
報
部
会
委
員
会

第
1
回
広
報
部
全
体
会
議

広
報
部
会
委
員
会
・
地
区
体
育
祭
ポ
ス
タ
ー
作
成
支
援

広
報
紙
発
行

広
報
紙
発
行

広
報
部
会
委
員
会

広
報
部
会
委
員
会

鶴
嶺
東
地
区
広
報
部
会
と
の
意
見
交
換
会

広
報
部
会
委
員
会

広
報
部
会
委
員
会

広
報
紙
発
行

広
報
部
会
委
員
会

松
林
地
区
広
報
部
会
と
の
意
見
交
換
会

広
報
部
会
委
員
会

広
報
部
会
委
員
会
・高
南
駅
伝
ポ
ス
タ
ー
作
成
支
援

9/22

定
期
総
会

10/17

8/10

11/17 12/25 2/16 3/20



認定コミュニティ活動状況資料 
 

湘南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                  ２～８ 

委員名簿                   ９ 

（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     １０～２０ 

当該年度の活動計画書及び収支予算    ２１～２２ 

特定事業の概要               ２３ 

  （広報活動事業） 

  特定事業実施報告書          ２４～２７ 

  （広報活動事業） 

【参考資料】まちぢだより                  

設立趣意書抜粋（地区の特性等） 

 

 

 

令 和 元 年 ６ 月 ２ ８ 日 

第 １ 回 茅 ヶ 崎 市 地 域 

コ ミ ュ ニ テ ィ 審 議 会 

資 料 ５ － ２ 

 湘南地区には、自治会連合会、９つの単位自治会があり、自助・共助の組織として、地域住民相

互の連帯感、自治意識向上を図っている。また、自治会以外での団体も地域課題に専門的に取り

組み、地域の中で年間を通した様々な活動を行っている。一方で、少子高齢化や核家族化などの

理由から生活スタイルは多様化し、個々の団体だけでは解決できない様々な問題が生まれるなど、

湘南地区が力を合わせて地域課題を解決していかなければならない必要性が生じてきている。 

 そのような中、湘南地区においても地域で起きている身近な問題を地域住民自身の力で解決し

たいという気運が高まり、湘南地区自治会連合会では茅ヶ崎市が提案する新たな地域コミュニテ

ィ制度のモデル地区として参画することを決め、湘南地区まちぢから協議会を設立することとな

った。 

  



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（R 元年度） 

(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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湘南地区まちぢから協議会規約 

 

（名称及び活動区域） 

第１条 この会は、湘南地区まちぢから協議会（以下「協議会」という。）と称し、市長

が告示する湘南地区（以下「湘南地区」という。）を活動区域とする。 

 （所在地） 

第２条 協議会の所在地は、コミュニティセンター湘南（所在地：茅ヶ崎市中島１６７

０）に置く。 

（目的） 

第３条 協議会は、地域における課題解決のため、住みよい地域社会の構築を目指し、地

域住民、各種団体及び市が一体となり、自主的、主体的に地域活動を行うことを目的と

する。 

（事業） 

第４条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）湘南地区内住民及び各種団体の共通の課題解決に向けての協議、学習等に関するこ

と。 

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

（３）湘南地区内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。 

（４）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 協議会の委員は、次に掲げるものとする。 

（１）湘南地区に属する各単位自治会の代表 

（２）湘南地区社会福祉協議会の代表 

（３）湘南地区民生委員児童員協議会の代表 

（４）湘南地区体育振興会の代表 

（５）柳島小学校区青少年育成推進協議会の代表 

（６）湘南地区防災会の代表 

（７）湘南地区地域集会施設管理運営委員会の代表 

（８）湘南夢わくわく公園利用推進委員会の代表 

（９）ボランティアセンター湘南ハート＆ハートの代表 

（１０）協議会が推薦する者 

（１１）公募による者 

２ 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６条 協議会に次の役員を置く。 

（１）会長   １名 

（２）副会長  ２名 

（３）事務局長 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、委員の中から選任する。 
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（役員の任期） 

第７条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 欠員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。 

（役員の職務） 

第８条 役員は、次の職務を行う。 

（１）会長は、協議会の事務を総括し、協議会を代表する。 

（２）副会長は、会長を補佐するとともに協議会の業務を分担する。会長に事故があると

き又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順位によりその職務を代理する。 

（３）事務局長は、事務局を統括する。 

（４）会計は、協議会の会計事務を処理する。 

（５）監事は、次の職務を行う 

ア 協議会の会計の状況を監査すること 

イ 会長、副会長、会計の業務執行の状況を監査すること。 

ウ 前各号により不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。また、

これを報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 

（会議） 

第９条 協議会の会議は、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、

総会及び運営委員会にあたっては委員のうち、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１０条 総会は、委員をもって構成する。 

２ 総会の議長は、本会の会長が就く。 

（総会の種別） 

第１１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８条第１項第４号ウ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１２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１３条 総会は、次に掲げる事項を議決する。 

（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） 委員、役員、部会長の選任及び解任に関すること。 

（４） 規約の制定及び改正に関すること。 

（５） その他、第５条に掲げる委員から提案された事項に関すること。 
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（総会の議事録） 

第１４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。 

（役員会の構成） 

第１５条 役員会は、役員（監事を除く）と部会長をもって構成する。 

２ 役員会の議長は、会長が就く。 

３ 役員会には、役員及び部会長以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（役員会の招集） 

第１６条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。 

（役員会の議決事項） 

第１７条 役員会は、次の事項を議決する。 

（１） 総会及び運営委員会に付議する事項 

（２） 総会及び運営委員会において議決された事項のうち、協議会全体に係るものの執行

に関する事項 

（３） その他総会及び運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（運営委員会の構成） 

第１８条 運営委員会は、委員をもって構成する。 

２ 運営委員会の議長は、会長が就く。 

３ 運営委員会には、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。 

（運営委員会の招集） 

第１９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２０条 運営委員会は、次の事項を議決する。 

（１）総会及び役員会に付議すべき事項 

（２）各部会が協議した事業に関する事項 

（３）各部会間及び各種団体間の連絡調整 

（４）新たな部会の設置に関する事項 

（５）総会及び役員会において議決された事項の執行に関する事項 

（６）総会及び役員会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（７）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 

（８）その他、委員から提案された事項 

（運営委員会の議事録） 

第２１条 運営委員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。 
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（部会の構成） 

第２２条 部会は、部会員をもって構成する。 

２ 部会に、総会で委員の中から選任された部会長を置く。 

３ 部会の議長は、部会長が就く。 

４ 部会長は、副部会長を選任する。 

（部会長及び副部会長の職務） 

第２３条 部会長、副部会長は次の職務を行う 

（１）部会長は、当該部会を代表し、会務を総括する。 

（２）副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（部会長及び副部会長の任期） 

第２４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。 

（部会長及び副部会長の解任） 

第２５条 部会長及び副部会長が、本規約に違反したとき又は協議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。 

（部会の招集） 

第２６条 部会は、運営委員会また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・協議し、各種の事業を実施する。 

２ 部会名及び所掌する事項は、別に定める。 

（事務局） 

第２８条 協議会に、事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に事務局員として運営委員会で承認を得た者を置くことができる。 

（事務局の所掌事務） 

第２９条 事務局は、次の事務を行う。 

（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調整 

（７）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３１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３２条 協議会の経費は、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３３条 会議でだされた意見等のほか、湘南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３４条 その他、協議会の運営について必要な事項は別に定める。 
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附 則 

この規約は、平成２５年３月１７日から施行する。 

 

この規約は、平成２５年４月２９日から施行する。 

 

この規約は、平成２５年６月１６日から施行する。 

 

この規約は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

この規約は、平成２８年５月２８日から施行する。 

6



湘南地区まちぢから協議会 部会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、湘南地区まちぢから協議会規約第２７条第２項の規定により、湘南地

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 湘南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) 自治会長部会 

 (2) 社会福祉部会 

 (3) スポーツ健康部会 

 (4) 子ども育成部会 

 (5) 防災安全部会 

 (6) 広報部会 

（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 自治会で対応すべき課題や自治会を中心とした事業等に関すること 

  イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (2) 社会福祉部会 

  ア 地域福祉の推進に関すること 

  イ 社会的弱者の支援に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (3) スポーツ健康部会 

  ア スポーツを通した健康の増進に関すること 

  イ 地域医療の推進に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (4) 子ども育成部会 

  ア 青少年育成に関すること 

  イ 小・中学校に関係した事業等に関すること 

  ウ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 (5) 防災安全部会 

  ア 安全・安心な暮らしに関すること 

  イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

(6) 広報部会 

  ア 湘南地区及び湘南地区まちぢから協議会の情報を発信すること 
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  イ その他運営委員会等で当該部会での検討を決定した案件等に関すること 

 

 

附 則 

 この規程は、平成２５年３月１７日から施行する。（協議会の設立） 

 

この規程は、平成２９年６月１８日から施行する。（広報部会の追加） 
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役　職 氏　　　名 所属団体名

＊個人情報に付き取扱い注意

令和元年度湘南地区まちぢから協議会名簿

事務局員 市場
イチバ

　祐輔
ユウスケ

協議会推薦：エクシード茅ヶ崎自治会

秦野
ハダノ

　拓也
タクヤ

公募委員（まちスポ茅ヶ崎）

渡辺
ワタナベ

　又
マタ

雄
オ

協議会推薦：中島自治会

事務局員 高野
コウノ

　幸子
サチコ

協議会推薦：推進協所属

湘南地区社会福祉協議会会長

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

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

廣田
ヒロタ

　紀和
ノリカズ

湘南夢わくわく公園利用推進委員長代理

永野
ナガノ

　啓
ヒロハル

治 湘南地区体育振興会会長

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

永塚
ナガツカ

　省三
ショウゾウ

グランヴァーグ茅ヶ崎自治会会長

広報部会長 小谷
コタニ

　勣
イサオ

協議会推薦：エクシード茅ヶ崎自治会

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

内山
ウチヤマ

　貴夫
タカオ

茅ヶ崎ガーデンハウス自治会会長

スポーツ
健康部会

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

副会長 内藤
ナイトウ

　徳
トク

行
ユキ

会計兼
事務局員

塩崎
シオザキ

　弘
ヒロ

禮
ノリ

中島自治会会長

監事 石井
イシイ

　俊光
トシミツ

エクシード茅ヶ崎自治会会長

監事 近内
コンナイ

　誠
マコト

ベルパーク湘南茅ヶ崎自治会会長

会　長 後藤
ゴトウ

　金蔵
キンゾウ 松尾自治会会長

コミセン管理運営委員会代表

副会長兼
自治会長部会長 髙山

タカヤマ

　和茂
カズシゲ

柳島自治会会長
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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 湘南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 

日 付 会議の名称 主な内容、出席者等 

平成 30年 4月 12日 4月役員会 （１）平成 30年度定期総会について 

平成 30年 4月 29日 定期総会 （１）平成 29年度事業報告・収支決算・監査報告 

（２）役員・委員の選任 

（３）平成 30年度事業計画・収支予算 

平成 30年 4月 29日 4月運営委員会 （１）平成 30年度湘南地区まちぢから協議会名簿

の確認 

（２）振り込め詐欺について 

（３）各委員からの連絡事項 

平成 30年 5月 10日 5月役員会 （１）小中学校合同引き取り訓練について 

（２）美化キャンペーンクリーン茅ヶ崎について 

（３）「本市のごみ処理の課題」に関する意見交換会

の実施について 

平成 30年 5月 20日 5月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）小中学校合同引き取り訓練について 

平成 30年 6月 14日 6月役員会 （１）広報部会について 

（２）湘南地区福祉まつり実行委員の推薦について 

（３）柳島小学校５０周年記念について 

（４）相模川河川敷の点検報告について 

（５）相模川堤防工事予定の報告について 

平成 30年 6月 17日 6月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）柳島小学校５０周年記念について 

（３）相模川堤防工事予の報告について 

（４）高齢者による事故の多発について 

平成 30年 7月 12日 7月役員会 （１）柳島小学校５０周年記念について 

（２）柳島スポーツ公園について 

平成 30年 7月 22日 7月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）柳島小学校５０周年記念について 

（３）柳島スポーツ公園について 

平成 30年 8月 9日 8月役員会 （１）湘南地区意見交換会（市民集会）について 

（２）湘南地区防災訓練について 

（３）柳島スポーツ公園納涼祭について 

（４）柳島小学校５０周年記念について 

（５）ライドシェア事業の展開について 
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平成 30年 8月 19日 8月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）湘南地区意見交換会（市民集会）について 

（３）湘南地区防災訓練について 

（４）柳島スポーツ公園納涼祭について 

（５）柳島小学校５０周年記念について 

（６）ライドシェア事業の展開について 

平成 30年 9月 13日 9月役員会 （１）湘南地区意見交換会（市民集会）について 

（２）地域交流会について 

（３）湘南地区防災訓練について 

（４）柳島スポーツ公園納涼祭について 

（５）柳島小学校５０周年記念について 

（６）ライドシェア事業の展開について 

平成 30年 9月 22日 9月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）湘南地区意見交換会（市民集会）について 

（３）地域交流会について 

（４）湘南地区防災訓練について 

（５）柳島スポーツ公園納涼祭について 

（６）柳島小学校５０周年記念について 

（７）ライドシェア事業の展開について 

平成 30年 10月 11日 10月役員会 （１）市長選挙について 

（２）市民集会の振り返りについて 

（３）湘南地区防災訓練について 

（４）湘南地区体育祭について 

（５）柳島小学校５０周年記念について 

（６）子どもコミセンまつりwithハロウィンについて 

（７）子ども大会について 

（８）茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会及び 

懇親会について 

平成 30年 10月 21日 10月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）市民集会の振り返りについて 

（３）柳島小学校５０周年記念について 

（４）ライドシェア事業の展開について 

平成 30年 11月 15日 11月役員会 （１）柳島小学校５０周年記念について 

（２）子どもコミセンまつりwithハロウィンについて 

（３）ライドシェア事業検討について 

（４）子ども大会について 

（５）茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会及び 

懇親会について 

（６）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 
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平成 30年 11月 18日 11月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）柳島小学校５０周年記念について 

（３）ライドシェア事業検討について 

（４）茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会及び 

懇親会について 

（５）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 

平成 30年 12月 13日 12月役員会 （１）子ども大会の報告について 

（２）茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会及び 

懇親会について 

（３）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 

（４）第８１回高南一周駅伝について 

（５）柳島小学校むかしあそびについて 

（６）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

（７）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

平成 30年 12月 16日 12月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）茅ヶ崎市まちぢから協議会連絡会研修会及び 

懇親会について 

（３）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 

（４）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

（５）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

（６）相模川築堤に伴う相模川河畔スポーツ公園の 

利用停止について 

平成 31年 1月 10日 1月役員会 （１）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 

（２）第８１回高南一周駅伝について 

（３）柳島小学校むかしあそびについて 

（４）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

（５）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

平成 31年 1月 20日 1月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）平成３１年度湘南地区まちぢから協議会「賀詞

交歓会」について 

（３）柳島小学校むかしあそびについて 
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（４）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

（５）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

平成 31年 2月 14日 2月役員会 （１）柳島小学校むかしあそびについて 

（２）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

（３）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

（４）協議会実績報告書について 

（５）収支状況について 

平成 31年 2月 17日 2月運営委員会 （１）各委員からの連絡事項 

（２）柳島小学校むかしあそびについて 

（３）防災“も”まちづくりワークショップに関する

グループインタビューについて 

（４）柳島スポーツ公園“ヤナスポ★２０１９”につ

いて 

（５）協議会実績報告書について 

（６）収支状況について 

平成 31年 3月 14日 3月役員会 （１）湘南地区のりあい事業勉強会について 

（２）３１年度定期総会について 

（３）収支状況について 

（４）新年度事業計画等について 

（５）提案事業実績報告について 

平成 31年 3月 17日 3月運営委員会 （１）各委員会等の連絡事項 

（２）湘南地区のりあい事業勉強会について 

（３）３１年度定期総会について 

（４）収支状況について 

（５）新年度事業計画等について 

（６）提案事業実績報告について 

 

 

（２）子ども育成部会 

平成 30年 4月 28日 総会・定例会 （１）事業報告・決算・役員改選・計画・予算承認 

（２）各委員からの報告事項 

平成 30年 5月 27日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 30年 6月 19日 地区パト （１）環境パトロールの実施（柳島、松尾） 

平成 30年 6月 23日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 30年 7月 1日 教育講演会 （１）講演会の開催（参加者７５名） 
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平成 30年 7月 21日 定例会・地区パト （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールの実施（ネットカフェ、中島） 

平成 30年 8月 18日 地区パト （１）環境パトロールの実施（浜見平夏祭り） 

平成 30年 8月 25日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 30年 9月 14日 会報発行 （１）会報ひろば７５号発行 

平成 30年 9月 25日 地区パト （１）環境パトロールの実施（柳島・浜見平） 

平成 30年 9月 29日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 30年 11月 1日 地区パト （１）１１０番ステッカーの貼付と張り替え 

平成 30年 11月 10日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 30年 11月 17日 子ども大会 （１）子ども大会の開催（参加者１００名） 

平成 30年 12月 15日 定例会・クリスマ

ス会 

（１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

（３）クリスマス会の開催（参加者２００名） 

平成 31年 1月 26日 定例会・地区パト （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールの実施（柳島海岸、浜見平） 

平成 31年 2月 17日 教育講演会 （１）講演会の開催（参加者８０名） 

平成 31年 2月 23日 定例会 （１）各委員からの報告事項 

（２）環境パトロールについて 

平成 31年 3月 23日 定例会・会報発行 （１）各委員からの報告事項及び反省 

（２）会報ひろば７６号発行 

 

 

（３）防災安全部会  

平成 30年 4月 13日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

平成 30年 6月 15日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

平成 30年 7月 29日 第１回防災訓練

事前打ち合わせ 

（１）防災訓練開催日について 

（２）会場について 

（３）防災訓練テーマについて 

平成 30年 8月 15日 防犯ネットワー

ク会議 

（１）茅ケ崎・寒川地区館内での振り込め詐欺の被 

害状況と各自治会の防止活動の推進 

平成 30年 8月 26日 第2回防災訓練事

前打ち合わせ 

（１）役割分担について 

平成 30年 8月 27日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

平成 30年 10月 17日 地区防災訓練 別記載 

平成 30年 10月 26日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

平成 30年 10月 31日 中学校防災訓練 （１）中島中学校にて防災訓練を実施 

平成 31年 1月 10日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 
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平成 31年 2月 15日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

平成 31年 3月 7日 青色パトロール （１）茅ケ崎市内を青色パトロールカーで巡回 

 

 

（４）スポーツ健康部会 

平成 30年 4月～ 

平成 31年 3月 

ニュースポーツ

普及活動 

（１）ネオホッケー、ソフトバレーボール、ファミ 

リーバトミントン等体験教室。 

毎月定期的に開催 

平成 30年 4月～ 

平成 31年 3月 

定例会 （１）毎月第 4土曜日に開催。スポーツ大会、 

体育祭前複数回、臨時会実施。 

平成 30年 6月 24日 地区別対抗自治

会対抗ソフトボ

ール大会 

（１）湘南地区親睦ソフトボール大会として 

柳島小学校で開催。 

平成 30年 8月 24日 柳島スポーツ公園

納涼祭協力 

（１）水鉄砲スプラッシュバトル、ストラックアウ 

   ト 

平成 30年 8月 26日 湘南地区スポー

ツ大会 

（１）ペタンク、スポーツ吹き矢 

平成 30年 10月 8日 湘南地区体育祭 （１）9月 30日開催予定だったが雨天により延期 

（２）自治会対抗の各種競技を実施 

平成 31年 1月 14日 第 81 回記念高南

一周駅伝競走大

会 

（１）チーム派遣及び湘南地区まちぢから協議会 

として応援やサポートを行った。 

８チーム派遣 

平成 31年 2月 16日 ヤナスポフェス★

２０１９協力 

（１）５０ｍ、１００ｍ走記録会 

（２）チャレンジスポーツ（サッカー、ラグビー、 

グランドゴルフ、パドルテニス） 

平成 31年 2月 17日 第 22 回地区別親

善ニュースポーツ

フェスティバル 

（１）ソフトバレーボール、ペタンク 

６チーム派遣 

平成 31年 3月 3日 第 6 回地区別親善

ニュースポーツフ

ェスティバル 

（１）ファミリーバトミントン 

４チーム派遣 

 

 

（５）社会福祉部会 

平成 30年 4月～ 

平成 31年 3月 

ふれあい映画会 （１）ふれあい映画会を、コミセン湘南大会議室 

にて年 6回開催 

平成 30年 4月 14日 総会・定例会 （１）事業報告、会計報告及び予算報告など 

平成 30年 5月 19日 定例会 （１）連絡事項、各委員からの報告 

平成 30年 6月 9日 定例会 （１）連絡事項、各委員からの報告 

平成 30年 6月 1日 会報発行 （１）会報紙発行 
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平成 30年 6月 23日 サロン懇談会 （１）各サロン代表者との意見交換 

平成 30年 7月 14日 定例会 

評議委員会 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）上期の活動報告等 

平成 30年 8月 11日 定例会 

福祉まつり 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）実行委員会（第１回） 

平成 30年 9月 8日 定例会 

福祉まつり 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）実行委員会（第 2回） 

平成 30年 10月 6日 定例会 

福祉まつり 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）実行委員会（第 3回） 

平成 30年 10月 13日 福祉まつり （１）最終確認の打合せ 

平成 30年 10月 20日 福祉まつり （１）第 34回湘南地区福祉まつり開催 

   柳島小学校の体育館にて 

平成 30年 11月 10日 定例会 （１）連絡事項、各委員からの報告 

平成 30年 12月 8日 定例会 （１）連絡事項、各委員からの報告 

平成 31年 1月 1日 会報発行 （１）会報紙発行 

平成 31年 1月 19日 定例会 

サロン懇談会 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）各サロン代表者との意見交換 

平成 31年 2月 16日 定例会 

評議委員会 

（１）連絡事項、各委員からの報告 

（２）下期の活動報告等 

平成 31年 3月 2日 地区懇談会 （１）オレオレ詐欺の防止について 

平成 31年 3月 9日 定例会 （１）連絡事項、各委員からの報告 

 

 

（６）広報部会 

平成 30年 4月 15日 広報部会委員会  （１）事業計画、予算検討 

平成 30年 5月 20日 広報部会委員会・ 

社協会報「しょう

なん」発行支援 

（１）HP.広報紙年度計画、助成金申請検討 

（２）社会福祉協議会会報「しょうなん」6月 1日

第 52号発行構成支援 

平成 30年 6月 10日 情報交換会 （１）市まちぢから協議会情報交換会にて活動報告 

平成 30年 6月 17日 第1回広報部会全

体会議 

（１）事業と役割（通信員,HP更新担当,定例会議 

出席者）について 

平成 30年 7月 22日 広報部会委員会 （１）事業進捗、会報紙発行について 

平成 30年 8月 10日 会報紙発行 （１）「まちぢだより」第２号 7000部各戸配布 

平成 30年 8月 19日 広報部会委員会・ 

スポーツ健康部

会ポスター発行

支援 

（１）事業進捗 

（２）「湘南地区体育祭」ポスター校正支援 

平成 30年 9月 15日 広報部会委員会 （１）事業進捗 

平成 30年 10月 21日 広報部会委員会  （１）事業進捗 

（２）鶴嶺東地区広報部会意見交換会について 
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平成 30年 11月 17日 意見交換会 （１）鶴嶺東地区広報部会との意見交換会実施 

平成 30年 11月 18日 広報部会委員会 （１）事業進捗 

平成 30年 12月 16日 広報部会委員会・ 

社協会報「しょう

なん」発行支援 

（１）事業進捗 

（２）社会福祉協議会会報「しょうなん」1月 1日 

第 53号発行構成支援 

平成 30年 12月 25日 会報紙発行 （１）「まちぢだより」第３号 7000部各戸配布 

平成 31年 1月 10日 広報部会委員会 （１）事業進捗 

平成 31年 1月 14日 高南駅伝支援 （１）第 81回高南駅伝競走応援旗デザイン検討 

平成 31年 1月 20日 広報部会委員会 （１）事業進捗 

（２）松林地区広報部会意見交換会について 

平成 31年 2月 16日 意見交換会 （１）松林地区広報部会との意見交換会実施 

平成 31年 3月 10日 広報部会委員会 （１）事業進捗、来期業務検討 

平成 31年 3月 19日 会報紙発行 （１）「まちぢだより」第４号 7000部各戸配布 

 

 

２ 事業の実施 

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 

 通年  

環境パトロール 今年度は年６回実施 

子育てサロンカン

ガルー 

毎月コミセン湘南こどもの家にて開催 

平成 30年 6月 20日 広報活動事業 別記載（１）参照 

平成 30年 8月 24日 柳島スポーツ公

園納涼祭 

柳島スポーツ公園からの要請により納涼祭に協

力。スポーツイベントや模擬店の出店を実施。また、

地域内へのイベント周知も行った。 

平成 30年 9月 22日 意見交換会（市民

集会） 

別記載（２）参照 

平成 30年 10月 7日 湘南地区防災訓練 別記載（３）参照 

平成 30年 10月 20日 福祉まつり（共

催） 

第 34回湘南地区福祉まつり開催 

 柳島小学校の体育館にて 

平成 30年 10月 27日 柳島小学校５０周

年記念事業 

10月 18日に記念植樹実施（柳 2本、イロハモミ

ジ 1本）。また「柳島いま・むかし会」協力のもと柳

島小学校資料室を整備した。 

平成 30年 10月 28日 子どもコミセンま

つり withハロウ

ィン（共催） 

推進協・コミセン共催。中島中学校生徒・柳島小

学校先生が参加。子供中心の様々なイベント実施。 

参加者：300名程度 

平成 31年 1月 12日 賀詞交歓会（共

催） 

まちぢから協議会・コミセン湘南管理運営委員会 

共催。地区内の各団体・コミセン利用サークル等参

加、地域での交流を図った。 

参加者：100名 
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平成 31年 1月 30日 むかしあそび 地域の方々と小学 1,2 年生で昔の遊びを通じて交

流を図った。 

参加者：50名程度 

平成 31年 2月 16日 柳島スポーツ公

園開園１周年記

念事業 

柳島スポーツ公園からの要請により開園一周年

記念イベントのヤナ★スポフェスに協力。スポーツ

イベントや模擬店の出店を実施。 

また、地域内へのイベント周知も行った。 

平成 31年 3月 10日 湘南地区のりあい

交通事業勉強会 

別記載（４）参照 

 

 

（１）広報活動事業（提案事業） 

概 要 湘南地区住民に寄り添ったきめ細やかな情報の発信および情報活用力（情報リテラシー）

の向上を目的に、①広報紙発行事業②ホームページ充実のための事業③担い手育成事業

を実施した。また、新たな実施（昨年度との比較）として、地域内各部からの会報紙や

ポスター作製の構成・印刷支援を行ったほか、他地区との意見交換会を２回（11/17 鶴

嶺東地区広報部会、2/16松林地区広報部会）開催し、交流と見聞を深めた。 

※詳細は P.23の特定事業概要へ 

 

 

（２）意見交換会（市民集会） 

概 要 今年は「茅ヶ崎市南西部の拠点の位置付け」「湘南地区の交通問題」「異常気象の対応」

の３つをテーマに、行政を交えた意見交換を行った。また、会の後半では、テーマとは

別に行政に対する自由質問の時間を設け、参加者が普段感じている疑問などを行政に伝

えることもできた。また、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、要望事項やそれに対する回答をより分かりやすく伝達するため、パワ

ーポイントを活用し、進行した。 

実施日 平成３０年９月２２日（土） 

参加者 ７２名（うち行政１９名） 

 

 

（３）地区防災訓練 

概 要 自主防災組織、中島中学校生徒、消防分団員、行政が参加。新たな実施（昨年度との比

較）として、相模川が氾濫することを想定し避難災害“０”を目指して「マイタイムラ

イン」の作成訓練実施。今後は各自主防災組織ごとに、地域特性に合わせた避難方法を

検討して「マイタイムライン」の作成を進めていくこととした。 

実施日 平成３０年１０月７日（日） 

参加者 約２００名 
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（４）湘南地区のりあい交通事業勉強会 

概 要 公共交通空白地である、中島地区・柳島地区の一部に地域主体ののりあい交通事業を展

開させる目的で勉強会を行った。地域住民や民生委員児童委員、社会福祉協議会など関

係団体の方を中心に開催した。 

主 催 まちぢから協議会 

共 催 NPOサポートちがさき・まちづくりスポット茅ヶ崎 

ゲスト 港北南部コミュニティバス実現をめざす市民の会・地域公共交通マイスター清水弘子氏 

参加者 ５０名 
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平成 30年度 湘南地区まちぢから協議会収支決算について 

 

 

 

 

上記のとおり、報告します。 

会長  後藤 金蔵 ㊞ 

会計  永澤 邦彦 ㊞ 

 

収支決算書、預金通帳、証書類を監査しましたところ、適正なものと認めます。 

                             監事  小川  博  ㊞ 

監事  松尾 泰博 ㊞ 
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当該年度の活動計画書及び収支予算書                   

           

令和元年度 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）   

5月 6日 柳島スポーツ公園こどもあそび

広場 

共催 柳島スポーツ公園 

8月予定 柳島スポーツ公園納涼祭 共催 柳島スポーツ公園 

9月 21日 意見交換会（市民集会） 主催  

9月 29日 湘南地区体育祭（柳島スポーツ公園

※雨天時 10/13,14(日、月)へ順延 

共催 湘南地区体育振興会 

10月 6日 湘南地区防災訓練 主催  

10月 19日 福祉まつり 協力 湘南地区社会福祉協議会 

10月下旬 

  ～11月上旬 

こども 110番ステッカー 共催 柳島学区青少年健全育成

推進協議会 

11月 9日 子どもコミセンまつり 共催 コミセン湘南 

令和 2年 1月 11日 新春賀詞交歓会 共催 コミセン湘南 

 1月 13日 第 82回高南一周駅伝 協力 湘南地区体育振興会 

1月下旬～2月上旬 むかしあそび 共催 柳島小学校 

2月～3月 柳島スポーツ公園開園２周年記

念事業 

共催 柳島スポーツ公園 

4月上旬 さくらまつり 共催 夢わくわく公園管理運営

委員会 

通年 環境パトロール 共催 柳島学区青少年健全育成

推進協議会 

通年 地域住民への情報発信（ホームペ

ージの充実、広報紙の発行） 

主催  

通年 のりあい交通事業 主催 NPOサポートちがさき、 

NPO まちづくりスポッ

ト茅ヶ崎 

通年 地域美化活動 主催  

 

○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。 

 

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  

○新  
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前年度決算額 予算額 内　訳

674,836 500,000
運営費等助成金　　　　　　　　　　　　250,000円
防災補助金　　　　　　　　　　　　　　150,000円
自治会連合会等補助金　　　　　　　　　100,000円

278,035 140,000 自治会分担金：９自治会

40,000 390,167 繰越金

992,871 1,030,167

支出の部

前年度決算額 予算額 内　訳

【本部】 661,669

　事務消耗品費 40,245 55,000 事務用品、消耗品

　会議費 13,385 30,000 協議会会議資料等

　印刷製本費 7,087 50,000 ホームページサーバー料等

　事業費 455,038 480,000 防災訓練、市民集会等

　研修費 38,000 50,000 まちぢから協議会連絡会研修費等

　その他 107,914 365,167 役員手当、予備費

　【６部会】 部会活動は、本部費で計上

小計 661,669 1,030,167

　事業費 319,517 特定事業助成金（広報活動事業）

小計 319,517 0

390,167

981,186 1,030,167

令和元年度　湘南地区まちぢから協議会収支予算

収入の部

合　　計

項　目

補助金

その他

合　　計

項　目

運
営
費

特
定
事
業
費

雑入

繰越金

市への返還金
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特定事業の概要（湘南地区・広報活動事業）                             

湘南地区まちぢから協議会では、これまで認定コミュニティ事業として、湘南地区住民へ幅広く、き

め細かな情報の伝達・共有のため、ホームページの公開と、ホームページを見られない住民も含め、平

成２９年度より広報紙を２回発行し全戸配布を実施しました。また、広報紙のタイトルを本協議会全体

で協議し決定したり、本地区のシンボルマークを地域や各学校に募集し、一体となって地域のことを考

え決定したり、広報紙発行に伴い、地域住民一人一人に地域のことをより考え、参画してもらうような

活動を展開していきました。 

これらの活動を一過性に終わらせることなく、発展的に継続していくこと、その情報を構築・活用

できる能力を持った担い手を地域の中に一人でも多く育てていくこと（情報リテラシー向上）が不可

欠とし、湘南地区まちぢから協議会の最優先課題として広報活動事業を実施しました。 

 

（１）事業の概要 

湘南地区住民に寄り添ったきめ細やかな情報の発信および情報活用力（情報リテラシー）の向上を目

的に、以下の事業を実施すしました。 

① 広報紙発行 

② ホームページの充実 

③ 担い手育成 

 

（２）事業のねらい 

  住民に寄り添ったきめ細かな情報の伝達・共有を推進させることで効果的な地域コミュニティ活動

を行う基盤を整備することを目指しています。「広報紙の発行」により、ホームページを見る環境にい

ない方への情報発信を、「ホームページの充実」により地域の情報をより迅速かつ広く発信していき

ます。 

また、広報部会を中心に各自治会、各団体から選出された情報通信員に対し、教育研修を実施し

情報リテラシー向上を図ることで、広報活動を担っていく地域住民の発掘や育成をすること狙い、

特に、地域内における長期的に活動できる担い手の発掘や若い人材の確保とスキル向上に繋げます。 

 

（３）平成３０年度実績 

【広報紙発行について】 

広報紙（アナログ情報）は当初計画の 8月・3月発行に加え、12月に臨時号も発行し、ホームペー

ジを見る環境にない方へもきめ細かな情報伝達をすることができました。 

【ホームページの充実について】 

本協議会・部会・自治会が事業を実施した際には、各自治会・部会から選任されている情報通信員

を通して実施内容に関する記事を掲載しました。この手法により月平均約１０回の更新をすることが

できました。 

また、新規開設のギャラリー（地域住民撮影による身近な写真やサークル活動の紹介等）への情報

発信もコンスタントに更新することができました。 

【担い手の育成について】 

ホームページ教育 2回、イラストレータ教育 2回を実施しました。 

教育受講者が自発的に取り組む姿勢も見受けられたことで情報リテラシーの向上が図られ、当初の目

的や効果は達成できたと感じています。 
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特定事業実施報告書（湘南地区・広報活動事業）                   

事業実施報告書 

 

事
業
の
実
施
内
容 

活動内容 

湘南地区住民に寄り添ったきめ細やかな情報の発信および情報活用力（情報

リテラシー）の向上を目的に、以下の事業を実施する。 

① 広報紙発行 

② ホームページの充実 

③ 担い手育成 

活動期間 通年 

実施体制 
湘南地区まちぢから協議会 

広報部会 
周知方法 

自治会回覧、公共施設配布 

広報紙全戸配布、ホームペー

ジへの掲載 

参加者数 
協議会委員７名 

地域住民 １１名 
実施日 平成３０年７月下旬から 

事業の目的や効果は達

成できましたか 

【広報紙発行について】 

広報紙（アナログ情報）は当初計画の 8 月・3 月発行に加え、12 月に臨時号

も発行し、ホームページを見る環境にない方へもきめ細かな情報伝達をする

ことができた。 

【ホームページの充実について】 

本協議会・部会・自治会が事業を実施した際には、各自治会・部会から選任さ

れている情報通信員を通して実施内容に関する記事を掲載した。この手法に

より月平均約１０回の更新をすることができた。 

また、新規開設のギャラリー（地域住民撮影による身近な写真やサークル活動

の紹介等）への情報発信もコンスタントに更新することができた。 

【担い手の育成について】 

ホームページ教育 2 回、イラストレータ教育 2 回を実施。 

教育受講者が自発的に取り組む姿勢も見受けられたことで情報リテラシーの

向上が図られ、当初の目的や効果は達成できたと感じている。 

事業を計画的に実施す

ることができましたか 

毎月定例の部会会議と編集委員会により、当初の課題をほぼ解消し、事業を計画

的に実施できた。 

予算計画や予算配分は

適正でしたか 

予算計画や配分はほぼ計画通りであった。 

広報紙の印刷段階での節約により、当初 2 回の発行予定であったが、3 回発行す

ることができ、地域住民からも好評であった。 

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 

新たなコンテンツであるギャラリー（地域住民撮影による身近な写真やサーク

ル活動の紹介等）を新設することで、地域住民との双方間の情報交換ができるよ

う務めた。 

また、公募採用のシンボルマークを広報紙・ホームページでの掲載記事ともに積

極的に活用し、住民の目を向けさせることに努めた。 
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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 

広報部会員は毎月の部会会議に出席する中で、意見交換をしながら広報活動に

ついて考え、形にしていく活動をすることができた。 

一方で、仕事を持ちながら活動に参加する地域住民メンバーの中には、仕事と両

立する難しさからやりがいを感じてもらえるまでに至らない面もあり、今後の

課題と捉えている。 

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 

教育研修の実施により、広報紙製作可能者が新たに２名増加した。 

この２名は若い世代の男性１名・女性１名であり、今後も継続的な活動をするう

えで貴重な人材の発掘となった。 

課題と今後の展望につ

いて 

情報通信員制度を設けたことは地域コミュニティの醸成・新たな担い手の発掘

につながったと思われるが、今後も事業を継続していくためには部会内での人

材育成に努める必要があると感じている。 

また、今年度は他地域の広報部会 2 地区と広報に関する意見交換会を実施した。

他地域の取り組みや活動に触れることは非常に刺激があり、今後も積極的に関

わりを持ち、様々な課題解決に繋げていきたいと思う。 
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収支決算書 

収入 

科 目 決 算 額 内       訳 

市補助金 ３１９，４３６ 認定コミュニティ特定事業助成金 

湘南地区まちぢか

ら協議会負担金 

        ８ まちぢから協議会運営金より支出 

計 ３１９，４４４  

 

 

支出 

科 目 決 算 額 内       訳 

印刷製本費 ４８，３８０ ・広報紙発行（年 3回 7000部毎カラー 

裏表：11,650円×２回 A4(12月、3月）

＋ 25,080円×1回 A3・折込（8月） 

物品費 ２０１，６２５ ・PC(富士通 FMVA53B3)：140,000 

・ホームぺージビルダー：11,448 

・外付記憶装置（USBハード DISK）：10,000 

・スィッチングハブ（USB）：2,397 

・PDF編集用 SOFT：9,700 

・illustrator：28,080 

ホームページ継続

運用費 

４０，５５８ ・既存 illustrator年間維持費：28,252 

・既存 illustrator維持追加費：2,354(1月

分のみ) 

・PCメモリー増設費：9,952 

謝金 ８，０００ ・講師代（１回２ｈ 2,000×４） 

消耗品費 ２０，８８１ ・プリンターインク:12,787 

・周知用シンボルマークステッカー：390 

・プリンターインクと用紙：7,504 

・資料印刷代：200 

計 ３１９，４４４  

 

対象経費は、領収書等により、認定コミュニティが支払ったことが確認できることが必要です。 
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平成３０年度 特定事業評価表 

 

 

事業名/地区名 
広報「浜須賀まちのちから」発行事業/浜須賀地区まちのちから協

議会 

事業名/地区名 広報「まつなみだより」発行事業/松浪地区まちぢから協議会 

事業名/地区名 
海岸地区まちぢから協議会広報紙発行事業/海岸地区まちぢから協

議会 

事業名/地区名 広報活動事業/湘南地区まちぢから協議会 

事業名/地区名 広報活動事業/松林地区まちぢから協議会 

 

全体に関する評価や今後に向けたコメント等 

 今後も、協議会組織や実施した事業の予定や結果を周知するために、各地区の特色を

活かした広報活動に期待します。 

 広告収入等の自主財源の確保についても検討することを期待します。 
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