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事秦名 団体名 事業の紙霞 担当課名

防災議座
「断央封東 こういてJを,一 定とし 索産におする
日畷小らり防賞対策や市りRI賞行=F=,い てり
断座を開にする

資査 費6ま`づ くりをlE遣するため 市内てけ■
′`トロール活動をしている自=け ■活動国とのネ

ツトワークを格薪 る。

長ま者の子市てに関する日″のほまと 自信ポ

持ても言'べ つ取り担みを貫ほrな ことを日ljと

した子宮て欧ヨを開催する

防犯ネットワークづくり

アートベイツトこよる落書
きの抑制事業

岳Ⅲけれ■ランティ
アい

lVI決封章躍

安全対策瞑

口康づくり漂

い介登打■課
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遠薦管理解

子育て教室

市民向け奈育研袴会

7-卜 'ア ひろ ま

高齢者の生きがいちくり
事業喧 艦唱歌殺受」

r山回耕経Jと 「ネ
とん まJを 置する査

字,卓班底自開を,
者親の会

京,崎 り束真を考え
る会

いを古気喜に0加 モまる畝を通して 神問ちくり

や新たとま航り鳩の空Aを 日る。

市民全はに発とFI害者o情 にo理 瞬をにすこと
がi要 であることから えと庫をについての啓受
を目的に章演会を印増する

「ツインウエイウltn笙面Jを実施4所 とし 力を宮
り抑制と言,ヽ市リヤメージアップoた め 新た4
■臣の創遺尊を目的とし ,一 応 ィントを撹エヤ

る。
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→ 市民提案聖事業(5事業)

冒険あそび場事窯
青少年0青 成好 どもの多棟●=4所 水 りを目

的としたほ力的な選J将 を翻機し E富 する。

事業名 団体名

チ,“ ヽ日障交流“
査

NPOま 人掬南打祉
ネットウークオンブ

茉マン

事葉の概要 担当課名
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文4し接進ま

外国露市民専に対するコー ケーカ ンツールど

して 英,新 m,ガ ,■ フリーズを受行し ,“
笙言 底空 ■■ 市民 イ大ント争の■報を 外

国語市民軍 =対し定期lj t慶供する

ほ奈情報の本一'ルサイト者主ちと ,市 0と 実
転に湘輌スタイルお曝 ■している■報や新た

な市報を加えて 市民tttやすく情報を,さ出し
すヽい形としてといしまま振興 班産紅済の控

題を目指す

市民お助推進絡助査0宝 “宮霊 すて実虚して宮
たととみを電t=奈 の生産カアップを国0そ り
ために争桜袴な共同閣電経など0生 ごみ駆選究
を増やす また 煙 0品 質受定イヒ1尊 あ モニ

‐ 産家を■ヽし =巨 した野妥を裕査0な 材と
して利用してもら,

=,電 市内の,lt(邸を)孝 ,懐出 "出 競など
を見■じ 匿質的何I配 などの理醸を続,ていた
たさ 文化せ座り拒“ 刊活用の方と草をと画
距漬 シンポラ,ム 今て掘り下ヤていく

英字新聞テガサキブリ
ーズ(tr,崎のそよ風〉
の発行

茅ケ崎市民のための市
民による成年後見支援
センターの開酸

茅,崎市農集ポータル
サイト事業

市内小学様の食品廃
棄物再生ての食資涼循
環の構築

茅,崎の歴史的文化的
資源等の保存と活用の
仕組みの構築
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庫書にな震
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支ほ事禁 啓第 車"=空 京濯ネットワークの

結受と情報宝整などを"
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