
【中央区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）地域福祉パイロット事業の説明

（１）計画の具体的周知方法について意見交換

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）申請されたパイロット事業について意見交換

（２）推進協議会の今後の取り組みについて意見交換

（１）パイロット事業の実績報告・意見交換

（２）推進協議会の今後の取り組みについて説明・意見交換

（１)委員長・副委員長の選任

（２）⑱⑲パイロット事業の報告・説明及び意見交換

（３）地域福祉活動事例集の編集者の募集

（１）ビデオによる社協地区部会の活動紹介

（２）平成18年度パイロット事業の報告と質疑応答

（３）次回推進協議会のスケジュールについて

（１）あんしんケアセンターによる事業説明

（２）平成18年度パイロット事業の報告と質疑応答

（３）平成19年度パイロット事業の説明と質疑応答

（１）平成１９年度地域福祉パイロット事業報告

（２）保健福祉局平成２０年度当初予算（案）の概要について

（１）委員長・副委員長の選任

（２）本年度の地域福祉推進に係る展開について
　（地域福祉推進モデル事業ほか）

（３）１９年度地域福祉パイロット事業の報告について

（４）今後の開催スケジュールについて

（１）区地域福祉計画の取組み状況把握について

（２）地域福祉推進モデル事業の採択状況等について

（３）市地域福祉計画推進協議会の設置について

（４）その他（広報誌の発行・今後のスケジュールについて）

 各区地域福祉計画推進協議会の開催状況

第１回
平成２０年６月２５日（水）
　１４：００～１５：５５

平成２０年１０月９日（木）
　１０：００～１１：３５

平成２０年１２月１１日(木)
　１０：００～１２：００
　予定

中
央
区

１９年度

１８年度

第２回
平成１９年９月２２日（土）
　１４：００～１５：４５

第４回

２０年度

第２回

第３回

第４回
平成２１年２月
　予定

第３回
 平成１９年１２月１日（土）
　１４：００～１６：３０

第１回
平成１９年６月２３日（土）
　１４：００～１６：００

平成１８年１０月２８日（土）
　１０：００～１２：００

平成２０年３月８日（土）
  １４：００～１６：１５

平成１８年７月２９日（土）
　１４：００～１６：００

第４回
平成１９年２月１７日（土）
　１０：００～１２：００

第２回
平成１８年８月２６日（土）
　１０：００～１２：００

第３回

第１回

参考資料 １



【花見川区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）推進協議会の役割等について説明

（１）社会福祉協議会の事業説明

（２）社協地区部会の活動状況の説明・意見交換

（３）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）社協地区部会の活動状況の説明・意見交換

（２）社協地区部会以外の団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（３）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）パイロット事業の実績・経過報告・意見交換

（２）平成１９年度推進協議会について説明・意見交換

（１）委員長・副委員長の選任について

（２）今後のスケジュールについて

（３）地域福祉パイロット事業に係る参考意見について

（１）地域福祉パイロット事業の報告について

（２）地区部会活動ビデオについて

（３）あんしんケアセンター事業について

（１）地区部会活動報告書について

（２）地域福祉パイロット事業の報告について

（３）地域福祉活動の情報交換について

（１）地域福祉パイロット事業（１９年度）の報告について

（２）千葉市地域福祉活動事例集（仮称）について

（３）地域福祉権利擁護事業案内について　

（４）次年度地域福祉推進協議会活動について

（１）委員長・副委員長の選任について

（２）本年度の地域福祉推進に係る展開について
　　　（地域福祉推進モデル事業ほか）

（３）今後のスケジュールについて

（１）平成１９年度地域福祉パイロット事業の報告について

（２）区地域福祉計画の取組状況の把握について

（３）市地域福祉推進協議会の設置について

（４）地域福祉推進モデル事業の申請状況等について

(１)地域福祉活動の事例について

(２)地域福祉推進モデル事業について

(３)地域福祉の推進状況について

(４)市地域福祉計画推進協議会について

平成２１年２月６日（金）
　予定

平成２０年１１月７日（金）
　１４：００～１６：００

第１回 平成２０年６月 ２７日（金）
　１４：００～１５：４０
　

第２回
平成２０年９月５日（金）
　１４：００～１５：３２

第３回

第３回
平成１９年１１月 ９日（金）
　１４：００～１６：００

２０年度

花
見
川
区

平成１９年６月 ８日（金）
　１４：００～１６：００

第４回
平成２０年２月８日（金）
  １４：００～１６：００

第２回
平成１９年９月 ７日（金）
　１４：００～１６：００

第４回

第２回
平成１８年９月９日（土）
　１４：００～１６：００

第３回
平成１８年１０月２７日（金）
　１４：００～１６：００

１９年度

第１回

第４回
平成１９年２月２３日（金）
　１４：００～１６：００

１８年度

第１回
平成１８年７月２９日（土）
　１４：００～１６：００



【稲毛区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）地域福祉パイロット事業の説明

（１）計画の効果的な周知方法及び広報・ＰＲのあり方について意見交換

（２）地域関係団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（３）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）地域関係団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）地域関係団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（２）パイロット事業の実績報告・意見交換

（３）平成１９年度推進協議会について説明・意見交換

（１）委員長・副委員長の選任について

（２）地域福祉パイロット事業について

（３）19年度区推進協議会のすすめ方について

（１）区地域福祉計画の具体的な取組み状況について

（２）区地域福祉計画の広報・PRについて

（１）地域福祉パイロット事業について

（２）区地域福祉計画の３５の具体的な取組状況について

（３）地域福祉計画の広報・ＰＲについて

（１）平成１９年度パイロット事業の実施状況について

（２）第４回推進協議会だよりの発行について

（３）２０年度の推進協議会について

（４）市地域福祉計画等について

（５）地域福祉計画の関係団体の35の取組について

（１）会議の公開について

（２）委員長・副委員長の選任について

（３）本年度の地域福祉計画推進に係る展開について

（４） 平成19年度地域福祉パイロット事業の報告について

（５）今後のスケジュールについて

（１）区計画の取組状況調査、モデル事業申請状況等の報告

（２）公報の発行について

（３）あんしんケアセンターについて

平成２０年１１月１５日（土）
　予定

平成２１年２月２１日（土）
　予定

第３回
平成１９年１１月１７日（土）
  １０：００～１２：００

第２回
平成２０年８月２３日（土）
　１０：０５～１１：５５

第３回

平成１９年８月２５日（土）
　１０：００～１２：００

２０年度

第１回
平成２０年６月２１日（土）
　１０：０５～１２：１０

第４回

平成１８年１０月２８日（土）
　１０：００～１２：００

第４回
平成２０年２月１６日（土）
  １０：００～１２：００

第２回

第１回
平成１９年６月 ９日（土）
　１０：００～１２：００

第２回
平成１８年９月２日（土）
　１０：００～１２：００

第３回

第４回
平成１９年２月１７日（土）
　１０：００～１２：００

稲
毛
区

１８年度

第１回
平成１８年７月３１日（月）
　１９：００～２１：００

１９年度



【若葉区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）地域福祉パイロット事業の説明

（１）社会福祉協議会の事業説明

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（３）推進協議会のあり方について説明・意見交換

（４）広報紙の発行について意見交換

（１）地域関係団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（１）地域関係団体等の地域福祉活動状況の説明・意見交換

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（３）平成１９年度の進め方について説明・意見交換

（１）委員長・副委員長の選任について

（２）パイロット事業18年度報告と19年度申請状況

（３）推進協議会のすすめ方について

（１）社会福祉協議会加曽利地区部会の活動状況報告

（２）地域福祉活動事例集について

（３）平成１９年地域福祉パイロット事業について

（１）千城台東町自治会の活動状況報告

（２）平成19年度パイロット事業について

（３）市計画の進捗状況報告について

（１）いずみ台ローズタウン自治会における相談
     支援体制づくりについて

（２）千葉市地域福祉活動事例集について

（１）本年度の地域福祉推進に係る展開について
　　（地域福祉推進モデル事業ほか）

（２）１９年度地域福祉パイロット事業の報告について

（１）千葉市地域福祉推進計画推進協議会の設置について

（２）千葉市地域福祉推進モデル事業について

（３）若葉区地域福祉計画の進捗状況の把握について

（４）地域福祉の実践例の紹介等について２０年度

第４回
平成２１年２月２８日（土）
　予定

第１回
平成２０年６月１４日（土）
　１０：００～１２：３０

第２回
平成２０年９月２７日（土）
　９：３０～１２：００

第３回
平成２０年１１月２９日（土）
　９：３０～１２：００
　予定

第３回
平成１９年１２月８日（土）
　１０：００～１２：００

第４回
平成２０年２月９日（土）
　１０：００～１２：００

第２回
平成１９年９月２９日（土）
　１０：００～１２：００

第２回

第４回
平成１９年２月１７日（土）
　１０：００～１２：００

１９年度

第１回
平成１９年６月１６日（土）
　１０：００～１２：００

第３回
平成１８年１０月２８日（土）
　１０：００～１２：００

若
葉
区

１８年度

第１回
平成１８年７月２９日（土）
　１０：００～１２：００

平成１８年９月９日（土）
　１０：００～１２：００



【緑区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）地域福祉パイロット事業の説明

（１）推進協議会の役割について説明

（２）申請されたパイロット事業について意見交換

（３）広報紙の発行について意見交換

（１）分科会の設置について意見交換

（２）議題とするテーマについて意見交換

（１）広報紙の発行について意見交換

（２）高齢者及び交通課題に対する取り組みについて意見交換

（１）広報紙の発行について意見交換

（２）平成１９年度推進協議会について説明・意見交換

（１）委員長・副委員長・広報部委員の選任について

（２）地域福祉活動事例集に係る協力委員の募集

（３）パイロット事業についての意見具申

（１）広報紙「みどりのきずな」について

（２）福祉カレンダーの作成について

（３）各団体の福祉活動状況について（すこやかネットみどり他）

（１）平成19年地域福祉パイロット事業の報告

（２）各団体の福祉活動状況について（すこやかネットみどり）

（１）広報紙（第4号）の発行について

（２）平成１９年度パイロット事業の報告（各団体）

（３）地域福祉活動の状況報告（大椎台助け合いの会）

（１）委員自己（活動）紹介（２名）

（２）広報紙（第５号）の発行について

（３）緑区地域福祉計画等の推進について

(４) 福祉活動や各種団体等の実態把握について

（１）広報部会委員の選任・平成２０年度開催日程について

（２）平成２０年度緑区地域福祉計画等の推進について

（３）区地域福祉計画の取組状況及びモデル事業について

（１）緑区地域福祉計画の取組状況調査について

（２）緑区地域福祉計画等の推進について

（３）各団体等の活動状況等・広報紙の発行について

（４）地域福祉活動に関するミニ講座

（１）千葉市地域福祉推進計画推進協議会の設置について

（２）千葉市地域福祉推進モデル事業について

（３）広報紙「みどりのきずな第6号」の編集・発行について

（４）緑区地域福祉計画等の推進について

（５）各団体等の活動状況等について

（６）地域福祉活動に関するミニ講座

第４回
平成１９年１２月８日（土）
　１４：００～１６：００

第５回

第３回
平成２０年１０月１１日（土）
　１４：００～１６：００

第３回

第１回
平成２０年６月２８日（土）
　１４：００～１６：００

平成１８年１２月２日（土）
　１４：００～１６：００

（１）地域で抱える問題について意見交換

第５回

第５回
平成２０年２月９日（土）
　１４：００～１６：００

第６回
平成１９年２月３日（土）
　１４：００～１６：００

第１回
平成１９年６月１６日（土）
　１４：００～１６：００

１９年度

平成１９年１０月１３日（土）
　１４：００～１６：００

第２回
平成１９年８月１１日（土）
　１４：００～１６：００

平成１８年９月２日（土）
　１０：００～１２：００

第３回
平成１８年１０月７日（土）
　１４：００～１６：００

第４回 平成１８年１１月４日（土）
　１４：００～１６：００

第２回
平成２０年８月９日（土）
　１４：００～１６：００

緑
区

１８年度

第１回
平成１８年８月５日（土）
　１０：００～１２：００

２０年度

第２回

平成２１年２月１４日（土）
　予定

平成２０年１２月１３日（土）
　１４：００～１６：００
　予定

第４回



【美浜区】

区名 年度 開催回数 開催日時 会議の主な内容

（１）市及び区地域福祉計画の説明

（２）推進協議会の役割について説明・意見交換

（３）地域福祉パイロット事業の説明

（１）申請されたパイロット事業について意見交換

（２）推進協議会の進め方について意見交換

（３）計画の取組み項目に基づいた活動事例等の報告・意見交換

（４）計画の具体的な周知方法について意見交換

（１）推進協議会の運営方法等に係るアンケート結果の説明

（２）グループ会議について意見交換

（３）平成１９年度推進協議会について説明・意見交換

(１)委員長・副委員長の選任

(２)グループ会議の進め方について意見交換

(３)⑱パイロット事業の報告と⑲説明、意見交換

（１）グループ会議の現況報告と意見交換

（２）平成19年度パイロット事業の追加募集について

（３）推進協だよりの案説明

(１)いずみ台ローズタウンの取組についての講演

(２)平成１９年度パイロット事業の意見具申

(３)グループ会議の現況報告と意見交換

（１） 各グループ会議の現況報告について

（２） 地域福祉パイロット事業について

（３） 地域福祉活動事例集の発行について

（４） 市地域福祉計画一覧について

（１）委員長・副委員長の選任について

（２）19年度地域福祉パイロット事業の報告について

（３）本年度の地域福祉計画推進に係る展開について

（４）今後のスケジュールについて

（５）グループ会議について

（１）活動事例「大椎台助け合いの会」の発表について

（２）モデル事業等の報告について

（３）地域フォーラム設置支援事業の報告について（県事業）

（４）グループ会議活動報告・広報紙について

美
浜
区

１８年度

１９年度

第４回
平成２１年２月
　予定

第２回
平成１８年８月２６日（土）
　１０：００～１２：００

第１回
平成１９年６月 ２日（土）
　１０：００～１２：００

第１回
平成１８年７月２９日（土）
　１０：００～１２：００

第３回

平成２０年６月１４日（土）
　１０：００～１２：１５

平成２０年１２月６日（土）
　１０：００～１２：００
　予定

第３回
平成１９年１２月１日（土）
　１０：００～１２：００

第４回
平成２０年３月８日(土）
　１０：００～１２：１５

第１回

20年度

第４回
平成１９年１月２７日（土）
　１０：００～１２：００

第３回
平成１８年１０月１４日（土）
　１０：００～１２：００

（１）推進協議会の運営について意見交換

第２回
平成１９年９月２２日（土）
　１０：００～１１：４５

臨時
平成１８年１０月３日（火）
　１８：３０～２０：３０

（１）推進協議会の運営について意見交換

平成２０年９月１３日（土）
　１０：００～１２：００

第２回


