
保健福祉総務課計画調整班

1 1 白旗台 福祉マップの作成 地域住民への福祉および関連施設等の位置や情報の提供

2 2 東千葉
助け合い支援「ちょっとボ
ランティア」事業

地域レベルで、支援を必要としている人と住民ボランティアを調整

3 3 生浜 高齢者交通安全教室 高齢者自身の交通安全・事故防止への意識を高める

4 4 ちば中央 福祉マップの作成 地域住民への福祉および関連施設等の位置や情報の提供

5 5 松波 もったいない大学
高齢者の豊富な知識、技能、知恵を発掘し、まちづくりに貢献してもらうた
めの動機作り、組織作り

6 6 寒川 ふれあい第１回社協まつり
高齢者が「いきいきと元気で暮らす」をモットーに会員のふれあいの場を大
切にするとともに、健康セミナー等を開催

7 7 白旗台 子育てサロンの充実

身近な地域全体で子ども達や子育て中の親をバックアップする体制作りを目
的とする。商店会の空き店舗を活用し、行き帰りに商店会で買い物等をする
ことにより、商店会等の活性化の一助になるとともに、商店会としても参加
者の相談相手にもなり、地域で子育て家庭の支援を行う。月一回の開催から
順次回数を増やし、気軽な立ち寄り場を目指す。

8 8 東千葉
笑顔のまちづくり講座
～こんなまちにしたいな！
わくわく編～

地域の福祉力の向上を図るため、地域住民やさまざまな地域活動を行う関係
団体を対象として、まちづくりのための相互学習をワークショップ方式で開
催する。

9 9 東千葉
年忘れふれあい社協まつり
～餅つきと遊びの広場～

ふれあいと支えあいのまちづくりを推進するため、子どもから高齢者にいた
る地域住民の親睦交流やコミュニケーションを図る場をつくり、コミュニ
ティ意識を形成する一助とする。住民ボランティアの募集と参加により、地
域社会への関心や愛着を深め、楽しみながら協力する機会とする。

10 10 東千葉
こんなことできますよ※登
録
～東千葉の達人さがし～

地域住民それぞれが各々の興味や関心に基づいて社会参画や地域貢献できる
場や、さまざまな立場で地域活動をする人を広げるために、人材の登録整備
を行う。住民主体、住民参加によるまちづくりを活発にするため、人材バン
クを活用する。

11 11 蘇我 高齢者交通安全教室 高齢者自身の交通安全・事故防止への意識を高める

12 12 中央東 みんなの広場
高齢者と接する機会が尐なくなった子供たちと高齢者とのふれあいの会を開
催

13 13 末広 地域内福祉マップの作成 地域住民の福祉の為の関連施設のマップや関連情報の提供

14 14 都
地域ぐるみ福祉推進交流事
業

高齢者から次世代を担う子ども達との親睦やコミュニケーションを図る場を
つくり、コミュニティ意識を形成する一助とするとともに、地域での新たな
福祉ボランティアの発掘と育成を目的に「地域ぐるみ福祉推進交流事業」を
実施する。

15 15 西千葉 子育て支援　よい子の広場
地域の乳児を持つ親と子を対象に育児の情報交換や友達づくりの手助けをす
るための場を提供するとともに、地域の高齢者等の参加のもと、講演会等を
実施し、子育てを地域全体で見守っていく体制づくりを目的とする。

16 16 川戸 地域住民の健康増進事業

高齢者から子どもまで、地域住民の世代間交流の場として、グランドゴルフ
教室・大会を開催する。グランドゴルフを通して、高齢者の介護予防、地域
住民の健康作りと地域交流の活性化を図り、地域の皆が健康でいきいきと暮
らせるまちづくりの一助とすることを目的とする。

17 17 白旗台 福祉マップの作成　その２
高齢者世帯を主な対象として「身近な街の案内」に主眼をおいた、各世帯専
用の個別支援を目的とした福祉マップを作成する。

18 18 松ヶ丘 子どもオリンピック
「支えあい安心して暮らせるまちづくり」を目指し、子どもに関しては、
「子ども中心主」をメインテーマに推進する。その皮切りとして、子どもの
健全育成に資することを目的に「子どもオリンピック」を開催する。
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19 1 206 高齢者対象リズム体操講座
高齢者の健康増進と交流を目的に宇那谷運動広場と大日町会館でリズム体操
と食事会を行う

20 2 検見川 健康と地域の安全づくり
朝のラジオ体操と夜のパトロール活動を通じて地域内の交流と安全づくり行
う

21 3 朝日ヶ丘
子供からお年寄りまで物づ
くりでふれあう事業

子供から高齢者まで参加できる昔遊びなどを朝日ヶ丘つくし自治会館で実施
し、世代間交流と地区部会の広報啓発活動もあわせて行う

22 4 花見川 介護予防活動の推進
B型機能訓練を通じ、ボランティア育成と高齢者の相談窓口の提供を行う。柏井新田

町内会集会所で年3回実施予定

23 5 花見川第２ 高齢者の健康増進事業
自立して生活できる高齢者の健康づくりを目的に健康講座を11月から３回開
催する。

24 6 こてはし台 第1回「社協まつり」
健康体操・グランドゴルフ・福祉バザーなどの行事をこてはし台公園と自治
会館で実施し健康づくりと広報啓発活動を行う。

25 7 花園
災害弱者を守る地域の防災
意識高揚活動

平成１９年２月１７日（土）午前中花園小学校において講演会を開催。講師
は危機管理対策アドバイザー国崎信江氏

26 8 206 三世代を絆で結ぶ集い スポーツや演芸などを通して地域の老若男女の交流

27 9 花見川
世代間の交流促進と地域活
性化活動

凧揚げ大会や福祉カルタ取り大会を３世代の交流を図りながら １０月９日
と１月８日に行う

28 10 花見川
子供（小学生）の防犯、防
災教育と世代間交流の促進

１２月１６日と１７日に子供と大人の合同で夜間パトロールを行う。

29 11 花見川
四季の花壇と菜園づくりを通
じて栽培方法の普及と住民相
互の互助精神の向上を図る

花見川沿いの公有地を借用し、花壇・菜園づくりを土作りからはじめ、交流
を深める。

30 12 花見川
高齢者の健康づくりと相互
扶助の増進

千代の代自治会管理広場において、グランドゴルフを行う。また終了後は、
講演など周辺の清掃活動を行う。

31 13 こてはし台
健康ウォークとおしゃべり
昼食会

２月１２日と３月１２日に９０分間のウォーキングと昼食会、最後に介護予
防の講習会を行う

32 1 草野
緊急時に備えた支援体制作
り事業

緊急時に備える支援体制として、部会の方への研修と地域住民へ事業内容の
周知を図る。

33 2 稲毛
パイロット広場
みんなで作るこころの灯

一人暮らし、二人暮らしの高齢者世帯に対して、地域に人々のネットワーク
作りをするふれあい広場を開催する。

34 3 緑が丘
地域助け合いボランティア
養成

講師を招いてボランティア養成のための講座を開催し育成を図る。来年度以
降はグループ登録者を増やし、地域ボランティアグループを立ち上げ地域内
の活性化を図る。

35 4 301
３０１地区防災・防犯マッ
プ作り

防災・防犯マップを作り、地区内全体の災害の際の対応について考え、以後
どのようなことを計画していけばいざという時に役立つかを計画・検討する
材料とする。

36 5 稲毛
子育てサポートガイド
（世代間交流）

地区在住家庭の子育て支援事業として子育てマップ作成、子育て体験記の作
成をし、母親一人で抱え込みがちな子育てを地域全体でサポートしていく。

37 6 轟・穴川
高齢者の健康増進及び青尐
年育成

地域住民の健康維持と管理に関心を促すための講演会と、青尐年の健全育成
に係る講演会を実施する。

38 7
千草台中学

校
千草台中学校地区防災マッ
プ作成事業

首都圏において近い将来、大地震の発生が懸念されているが、不測の事態に
も備えて、災害時、効果的な活動ができるようにするとともに、「自分達の
まちは自分達の手で守る」を念頭に置き地域内の更なるネットワーク作りを
図ることを目的とする。

39 8 小中台

「一人ひとりが地域の力」
事業（地域に根ざすボラン
テ ィ ア グ ル ー プ を 作 ろ
う！）

自治会、防災会と協力し、地域に根ざしたボランティアグループの育成をす
るとともに、各部門のリーダーとなる方の育成を行うことを目的とする。

40 9 山王
安心カード作成と活用及び
事業健康講座

高齢者を対象とし、緊急時（健康上の問題及び災害時等）における本人確認
カードを作成し、氏名、住所、緊急時の連絡先、かかりつけの病院等必要最
低限の情報をカードに記入しておくことにより、緊急対応できるようにす
る。

41 10 小中台
地域（小中台）の子育てミ
ニフォーラムの設置

地域における子育て支援システムの構築を視野に入れて、子育てミニフォー
ラムを設置する。

花見川区

稲毛区
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42 1
御成台、千
城台西・北

地域ふれあいポスターコン
クール

明るい地域社会づくりをテーマに児童を対象としたポスターコンクールを開
催。差別やいじめをなくし、地域での交流を推進するための取り組みについ
て考える機会をもつ。優秀作品を表彰し掲示することで個々の児童の積極的
な参加を図る。

43 2 都賀
地域の防災力を高める研修
事業

地域ぐるみでの防災の重要性を共通認識とするため、地域住民を対象に防災
意識啓発の意味での研修会を開催する。これをきっかけに、地域の各団体と
住民との日頃からの連携を強めていく。

44 3 若松 地域･親子ふれあい活動事業
子供達の放課後を利用して、スポーツ、文化活動、料理、編み物等を行う。
遊びを通じて他学年の友達や親、地域の人々との交流、また大人同士の世代
間交流も図る。

45 4
千城台東
南・金親

認知症予防講演会
会員を対象に、「認知症に強い脳を作ろう！」と題して講演会を開催。日常
生活の工夫から認知症予防を図る。

46 5 桜木
生活習慣病予防と健康な体
づくり研修事業

適度な運動の習慣づけにより生活習慣病予防や体力向上を図るための研修会
を開催する。

47 6 更科
親子で凧作り・凧揚げふれ
あい事業

伝統的な凧作りと凧揚げ遊びを通じ、遊び方や手作りの楽しさを子供たちに
体感してもらうとともに、親と子、子どもと高齢者のふれあいの場を提供
し、合わせて地域活動の活性化を図る。

48 7 若松
新春３世代フォーラムin桜
木

子ども世代とその親世代及び高齢者世代が一堂に会し、餅つき大会、昔遊
び、一人暮らし高齢者への友愛訪問などの活動を通じてえ各々家族の絆の大
切さを学ぶ。

49 8 大宮 よろず相談所事業
いずみ台ローズタウン自治会を中心としてボランティアを組織化し、助けを
必要としている住民の要望に応じ、ちょっとしたお手伝いをする。ニーズ把
握をしてからグループの立ち上げまでを行う。

50 9 貝塚 貝塚地区ふれあい芋煮会
地域活動を活発化するため新たな行事を創設し、地域住民が交流できる場を
つくる。全ての世代が楽しめるイベントを開催し、今後も定例行事として続
けていく。

51 10 小倉 認知症予防講演会
認知症予防に関する講演会を開催し、地域でできる介護予防、認知症予防の
取り組みを広げる。来場者と高齢者を中心とした地域住民への緊急連絡カー
ドを配布する。

52 11 白井
地域交流事業～白井小ふれ
あい事業～

白井小学校に協力を得て、地域の住民と小学生がお互いに興味のある活動を
教えたり教えられたりする中で、自由な交流を図る。普段から交流していく
ことで明るい地域づくりを目指す。

53 12
御成台、千
城台西・北

地域みんなでたのしく“心
わくわく身体いきいき”体
操

地域内での世代間交流を目的として、高齢者には介護予防、子どもや親世代
には健康増進や運動不足解消も兼ねた健康体操教室を開催。

54 13 小倉
黄門さまに学ぶ老後の生き
がいづくり事業

普段サロンに参加されない方も気軽に来てもらえるよう、楽しめる企画とす
る。水戸黄門の裏話を聴いて、豊かな老後を送るための生活の知恵として学
ぶ。レクリエーションも取り入れ、頭と体のリフレッシュも図る。

55 14 加曽利
福祉ボランティア活動と婦
福祉相談のネットワークづ
くり

イベント活動を中心とした地域と近隣施設との交流、地域住民のボランティ
ア活動を通じた住民同士の交流や生きがいづくりを目標とする。地域内のつ
ながりをより強くし、いつまでも安心して暮らせる地域づくりを目指す。

56 15 坂月
坂月小　花とこころの通う
路づくり事業

地域の有識者や高齢者が指導しながら、地域の親子とともに街路樹のますに
花の苗を植え付けていく。通学路に花を植えてまちを明るくするとともに、
作業を通じて住民同士の交流を図る。

57 1 おゆみ野 講演会と音楽会
・NHK教育の手話ニュースキャスターの田中きよさんの講演
・地域ボランティア団体によるコンサート

58 2 土気
ふれあい福祉
フェスティバル

・ハーモニカ演奏と童謡合唱（手話合唱あり）
・学生とお年寄りのフラダンス
・パターゴルフ　　　　・コーヒースタンド（募金箱設置）

59 3 おゆみ野
いきいき子育て
ミニフォーラム＠おゆみ野

子育て中の不安や孤立を和らげるために、地区内で活動
する様々なグループや個人、諸機関とのネットワーク化を図り、子育て世代
を対象としたフォーラムを開催する。

60 4 椎名
ふれあいフェスティバル
『椎名地区福祉・
コミュニティまつり』

地域住民が誰もが気軽に参加できる交流の場を設け、
ゲートボールやバザーなどのイベントを住民主導で行い、
地域福祉に参加する意識を持ってもらう。

緑区

若葉区
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61 1 幸町２丁目 さいわい健康事業

・地域住民の健康増進のための講座、自立支援相談会（介護相談、体力測定、健康
相談、食生活改善イベント）を開催する。
・健康づくりのためのウォーキングをしながら地域内の備蓄倉庫、避難所等を確認し、
住民の防災への意識と理解を深める。

62 2 高洲・高浜 親子ふれあい事業
伝統の凧（房総凧）作りと凧上げ遊びを行い、親子や高齢者と子どものふれ

あいの場を作り、世代間交流の広がりにつなげる。

63 3 高洲・高浜 認知症予防講演会
認知症予防に関する講演会を開催し、地域でできる介護予防、認知症予防の

取り組みを広げる。

計 － ４５地区部会 ６３事業 －

美浜区


