
平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

1 銚子市 その他 ○
声の広報（議会だより含
む）

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ朗読
奉仕ｸﾞﾙｰﾌﾟ

視覚障害者向けに「広報ちょうし」を朗読した
ものを録音する。

0 通年

政策企画部秘書広報課
広報広聴班
0479-24-8823
koho@city.choshi.lg.jp

2 銚子市 その他 ○ プレーパーク
市民等で構成する民
間団体等

子どもたちが身近な森林に囲まれた自然の中
で自由に遊ぶことにより、子どもたちの自主性
や社会性を育む。

0 毎月２回
健康福祉部子育て支援課
0479-24-8967

3 銚子市 委託 ○
銚子市地域活動支援セン
ター

ＮＰＯ

障害のある人の自立した日常生活及び社会
参加を支援するため、障害のある人の創作的
活動又は生産活動の機会の提供、社会との
交流の促進等の便宜を供与する。

10,000 通年

健康福祉部障害福祉課
相談支援班、給付班
0479－24－8968
shogai@city.choshi.chiba.jp

4 銚子市
指定管理者
制度

○
銚子市老人憩の家・地域
福祉センター
指定管理委託

NPO法人
高齢者に対して教養の向上・レクリエーション
等の活動の場の提供及び入浴事業の実施

13,868 通年
健康福祉部高齢者福祉課
高齢者福祉班
0479-24-8754

5 銚子市
指定管理者
制度

○
銚子市芦崎高齢者いこい
センター
指定管理委託

NPO法人
高齢者に対して教養の向上・レクリエーション
等の活動の場の提供及び入浴事業の実施

14,251 通年
健康福祉部高齢者福祉課
高齢者福祉班
0479-24-8754

6 銚子市 補助 ○ 環境保全活動費補助事業
市民等で構成する民
間団体等

環境保全に関する市民の自主的な活動を支
援し促進するため、再生資源に係る回収活
動、環境問題に関する普及啓発活動、環境学
習を推進する活動等を行っている団体に助成
する。

225
募集時期
H27.4.13
～H27.5.8

都市環境部生活環境課　　環
境保全班
0479-24-8910

7 銚子市 その他 ○ ○ まちかどコンサート ボランティア演奏家

無料でコンサートを実施していただけるボラン
ティア演奏家を募集し、官民協働でお互いに
サポートしながら様々なジャンルのコンサート
を開催し、文化の振興に寄与する事業

29 通年

教育部生涯学習スポーツ課
文化班
０４７９－２４－８７３９
bunka@city.choshi.ｌｇ.jp

地域の文化遺産を継承し、地域の文化遺産を

8 銚子市 補助 ○
文化遺産を活かした地域
活性化事業

市内で活動するNPO
団体ほか市民団体

地域の文化遺産を継承し、地域の文化遺産を
活かした情報発信、人材育成、普及啓発、継
承、記録作成、調査研究等の取組を支援し、
文化振興と共に観光振興、地域の活性化を推
進することを目的とする

399
実施日H2７.4.13
～H28.3.31

教育部生涯学習スポーツ課
文化班
０４７９－２４－８７４０
bunka@city.choshi.ｌｇ.jp

9 銚子市
実行委員
会・共催

○ 銚子ジオパーク推進事業
銚子ジオパーク推進
協議会を構成する
NPO、市民団体等

地質遺産やその上に成り立つ生態系や文化
を保全し、教育や地域振興に役立てる。

9,418 通年

教育部生涯学習スポーツ課
ジオパーク推進室
0479-24-8911
choshigeopark@city.choshi.lg.j

10 銚子市 事業協力 ○ 犬吠ＷＡＯＮ普及促進事業 NPO法人
市役所庁舎内にチャージ機を設置し利用者の
利便性向上を図り、地域内で金（通貨）と　物
（商品）を循環させ、地域の活性化を図る。

192
（歳出）

通年

産業観光部観光商工課
商工労政班
0479-24-8932
shorou@city.choshi.chiba.jp

11 銚子市 補助 ○
銚子ボランティアガイド観
光船頭会事業

銚子ボランティアガイ
ド観光船頭会

銚子のイメージアップ及びリピーター促進を図
るため、おもてなしの心で観光案内を実施して
いる銚子７ボランティアガイド観光船頭会への
助成

100 通年

産業観光部観光商工課
観光班
0479-24-8707
kanko@city.choshi.chiba.jp

12 銚子市 補助 ○
プレミアムすきくるスター発
行事業

NPO法人
プレミアム商品券の電子版として、地域通貨
にプレミアムを付与し発行する事業。

10,776 H27.6.15～

産業観光部観光商工課
商工労政班
0479-24-8932
shorou@city.choshi.chiba.jp

13 市川市 補助 国際交流協会補助金 市民活動団体
地域に根ざした国際交流を展開する。各種セ
ミナー、講演会等。

5,713 適時
国際交流課
047-300-8051

14 市川市 その他 外国人相談窓口通訳業務 市民活動団体
在住外国人が誤解や不安なく安心して生活で
きるよう相談窓口を開設。

5,724 月～金曜日
国際交流課
047-300-8051
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15 市川市 その他
姉妹都市・パートナーシ
ティとの交流に係る負担金

市民活動団体
市川市と国際交流協会の共催事業である姉
妹都市・パートナーシティの公式代表団及び
青少年代表団受入事業に係る負担金。

3,684
7月末～8月初旬
及び11月

国際交流課
047-300-8051

16 市川市 その他 ○ 国際交流ジュニアガイド
市川市在住または在
学の高校生以上の
学生の方

海外姉妹都市等から訪問する外国人、在住
外国人、留学生との交流事業および市民団体
が行う国際交流活動に参加し、資格や技能を
活かして、派遣先で通訳、地域の文化・歴史
のガイド、スポーツ活動などの紹介を行う。

0
募集時期
12月末まで

国際交流課
047-300-8051

17 市川市 補助 ○
「市民（納税者等）が選ぶ
市民活動団体支援制度」
（１％支援制度）

市内で活動するNPO
など市民活動団体

市民（納税者）が支援したい市民活動団体を３
団体まで選ぶことができ、個人市民税の１％
相当額をその団体に支援できる。地域ポイント
を有する方も参加できる。

23,179
団体選択届出
6/6～7/13

ボランティア・NPO課
047-326-1284

18 市川市 その他 ○ 夏休み体験ボランティア
主に中学・高校・大学
生ボランティア

ボランティア活動の普及・啓発のため、主に中
学・高校・大学生を対象とした、体験型事業。

20
６月中旬～
募集開始

ボランティア・NPO課
047-326-1284

19 市川市 その他 ○ ボランティア体験講座 一般市民 福祉ボランティアの育成を図る 0
実施日  9/4
募集時期  8/3
～8/28

身体障害者福祉センター
047-357-9165

20 市川市 その他 ○ 環境活動団体支援事業 環境ボランティア
ボランティア登録
民間団体への講師紹介

0 適時
環境政策課
047-320-3150
6月22日～047-712-6306

21 市川市 その他 ○ ○
「火おこし」指導員養成講
座

ボランティア
原始・古代の火おこし体験を指導するボラン
ティアを養成する。

0 6月～10月
考古博物館
047-373-2202

22 市川市 その他 ○ ○ 縄文学習指導員養成講座 ボランティア
縄文時代の市川と人々のくらしについて、学
校や団体に指導するボランティアを養成する。

0 6月～10月
考古博物館
047-373-2202

22 市川市 その他 ○ ○ 縄文学習指導員養成講座 ボランティア
校や団体に指導するボランティアを養成する。

0 6月～10月
047-373-2202

23 市川市 委託 ○
「ボランティア・NPO活動セ
ンター行徳」業務委託

行徳地域で活動実績
のある市民活動団体

「ボランティア・NPO活動センター行徳」で、活
動に関する各種相談・情報提供、その他備品
等の管理業務

2,424
4/1～3/31 ボランティア・NPO課

047-326-1284

24 市川市 その他 ○ ○ 協働事業提案制度
一般市民及び市内の
市民活動団体

市へ要望するのではなく、市に提案をして、市
と提案者とが役割分担をして取り組む事業提
案制度。提案者へ直接資金援助するものでは
ない。

0 随時
ボランティア・NPO課
047-326-1284

25 船橋市 事業協力 ○ 防災学習

・船橋ＳＬネットワーク
・ＮＰＯ法人日本防災
士会　千葉県北部支
部

中学生に対する防災学習実施の補助者として
協力していただいています。

-
６月～翌年１月
に３校予定

危機管理課
指導班
047-436-2033

26 船橋市 事業協力 ○ 総合防災訓練

・船橋ＳＬネットワーク
・ＮＰＯ法人日本防災
士会　千葉県北部支
部

８月の最終日曜日に行う、総合防災訓練の避
難所運営訓練の補助者として協力していただ
いています。

- ８月末
危機管理課
指導班
047-436-2033

27 船橋市 事業協力 ○
地域防災リーダー養成講
座

船橋ＳＬネットワーク
自主防災組織の結成促進や活動の活発化に
つなげ、地域防災力を高めるための人材育成
を行う。

535 １１月～１２月
危機管理課
指導班
047-436-2033

28 船橋市 補助 国際交流協会交付金
船橋市国際交流協
会

船橋の草の根交流推進のため、国際交流協
会に交付金を交付する。

2,800 6月
秘書課国際交流室
047-436-2083

29 船橋市 情報発信 市民力ポータルサイトの運
営

市内で公益的活動を
してる個人、NPO

市民力活性化をめざし、市内で公益的な活動
を行う個人及び団体に関する情報を、インター
ネットを介して提供する。

2,595 通年
市民協働課
047－436-3201
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30 船橋市 補助 ○
市民公益活動公募型支援
事業

市民活動団体（市内
が主たる活動区域
で、市内に事務所又
は常設の連絡先があ
ること）

市民活動団体が主体的に担う公益的な活動
を促進することにより、市民の福祉の増進を
図ることを目的に、公募の方法により市民活
動団体に助成を行う。

3,681
通年
（10月募集）

市民協働課
047－436-3201

31 船橋市
企画立案へ
の参画

○ ○ ○
市民活動サポートセンター
運営協議会

市民サポートセン
ターを利用する市民
活動団体の構成員

市職員と協力しながら、市民活動サポートセン
ター事業の企画立案、実施を行う。

664 通年
市民協働課
047－436-3201

32 船橋市
公共施設等
の提供

市民活動サポートセンター
事業

ＮＰＯ
ボランティア

市民活動支援の場（市民活動との出会いの
場、情報発信・提供・収集の場、作業の場、活
動打ち合わせの場）として提供している。

4,264 通年
市民協働課
047－436-3201

33 船橋市　 事業協力 ○ 市民協働モデル事業 NPO

市民協働モデル事業とは、市と市民が協力・
連携して地域の課題に取り組み、市民協働」と
いう手法を用いた事業の取り組みについて、
理解の促進を図ることを目的としている。、今
年度は空き家諸問題コーディネート事業を実

600 通年
市民協働課
047－436-3201

34 船橋市 補助 ○ 防犯活動支援事業 市内町会・自治会
町会・自治会を母体とする自主防犯パトロー
ル隊に、１団体２万円～3万円を限度に支給す
る。

4,200
物資支給日：8月
25日～9月1日（募
集は5月～6月）

市民安全推進課・市民防犯
係　０４７－４３６－３１１０

35 船橋市 補助 ○ 防犯組合連合会交付金事業
警察署管内防犯組
合連合会

犯罪のないまちづくりを推進するため、民警一
体となって防犯活動を行う各警察署管内の防
犯組合連合会に対して、交付金を交付する。

3,753 通年
市民安全推進課・市民防犯
係　０４７－４３６－３１１０

ふなばし健康まつり

・健やかプラン21の周知
・健康づくりに関する団体等が、情報や体験の 健康政策課

36 船橋市 実行委員会 ○ ○ ○ 第11回ふなばし健康まつり
ふなばし健康まつり
実行委員会

・健康づくりに関する団体等が、情報や体験の
場を提供して、参加する出展者と来場者が人
とのつながりを実感し、市への愛着を育む機
会として開催。

472 11月1日
健康政策課
庶務健康係
047-436-2413

37 船橋市 実行委員会 〇
平成27年度市民とともに考
える救急医療シンポジウム

船橋市救急医療シン
ポジウム実行委員会

市民の救急医療への意識の高揚と心肺蘇生
法の普及・啓発を目的に開催。

1,400 9月5日
健康政策課
企画係
047-436-2412

38 船橋市
その他
（交付金）

〇
船橋在宅医療ひまわりネッ
トワーク

任意団体

本市の在宅医療を推進するため、在宅医療・
介護関係者及び行政によって構成する「船橋
在宅医療ひまわりネットワーク」の活動を支援
する。

2,000 通年

健康政策課
地域包括ケアシステム推進
室
047-436-2354

39 船橋市
企画立案へ
の参画

○ ○ 船橋市献血推進協議会
船橋市献血推進協
議会委員、委員が所
属する団体の構成員

本市における献血思想の普及及び献血者の
組織化を図る

300 通年
健康政策課
庶務健康係
047-436-2413

40 船橋市 その他 ○
ふなばしシルバーリハビリ
体操推進事業

一般市民・市内市民
活動団体・地域の団
体

地域の高齢者を対象にシルバーリハビリ体操
教室を開催する（普及事業）。合わせて、体操
教室の運営、体操の指導をする市民を対象に
した体操指導士養成講習会を開催する（養成
事業）。

2,202
普及事業：通年
養成事業：年5回

健康政策課
シルバーリハビリ体操推進班
047-436-2502

41 船橋市 補助 ○ ○ 地域福祉活動助成金 市内市民活動団体

地域福祉を推進する事業であって、地域のボ
ランティアや市民活動団体が実施する事業に
対して、助成金を交付することによって、地域
ぐるみの福祉活動を支援する。

5,000 5月～6月上旬
地域福祉課
０４７－４３６－２３１４

42 船橋市 補助 ○ ○ ○
ひとり暮らし高齢者等見守
り活動支援事業

地域の団体
（自治会・町会、NPO
等）

地域の団体が主体となったひとり暮らし高齢
者等への継続した見守り活動に対して、補助
金を交付する。

7,644 通年
高齢者福祉課
高齢者福祉係
047-436-2352

43 船橋市 補助 ○ ○ ○
ひとり暮らし高齢者等地域
交流促進事業

地域の団体
（自治会・町会等）

地域の団体がひとり暮らし高齢者等への継続
的な地域交流事業を実施した場合に、施設使
用料を補助する。

2,120 通年
高齢者福祉課
いきがい対策係
047-436-2349
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44 船橋市
その他
(協働)

○ ○
障害者ボランティアマッチ
ング事業

ボランティア団体
（NBFクラブ）

公的サービスでは補えない障害者からの援助
要請に対応するため、市民ボランティア団体と
協働して、市民ボランティアに活動できる日時
を登録してもらい、障害者からの依頼案件と
マッチングを行う。

125 通年
障害福祉課・相談支援係
047-426-2345

45 船橋市 後援
「さをり織指導者養成講
座」（２０１５）

一般市民

社会との関わりが困難な障害者の方々に、さ
をり織りの手法を通じて、表現の感性や個性
の才能を糸口に見出し、自らが社会へ歩み寄
れる、自身を持たせることができることを福祉
に携わる指導者に体験してもらい、理解を図
ることを目的に開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

46 船橋市 後援
ホースセラピー体験大会
「ホースセラピーを体験しよ
う」　（予定）

一般市民

あまり触れることのない馬を通して、乗馬や一
緒に歩くなど乗馬療法（ホースセラピー）により
体験をしてもらうことで、高齢者や障害のある
方への喜びや充実感を味わってもらい、精神
面における心身のリハビリや介護予防等の健
康増進を図ることを目的に開催。

年４回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

47 船橋市 後援
第９回出会い・ふれあいの
場　バリアフリーパーティー
（予定）

一般市民

友人や恋人を作りたい希望はありながらも、
障害からなる外出等のハンディから、交流が
未だ少ない方々に出会いの場を提供し、障害
者及び健常者が互いに共存を深め合い社会
参加の促進を図ることを目的に開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

48 船橋市 後援
第１７回福祉チャリティーダ
ンスパーティー（予定）

一般市民

障害者、高齢者、福祉関係者、ダンス愛好家
等が一同に会し、社交ダンス、フォークダンス
を通じて相互理解と交流を図ると共に、ボラン
ティア活動の活性化を推進することを目的に
開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

開催。

49 船橋市 後援
第２１回車椅子を贈るダン
スの会チャリティーダンス
パーティー　（予定）

一般市民

障害のある方、健常者、老若男女を問わず、
多くの人に社交ダンスの楽しさを広めた交流
の場を作り、チャリティーダンスパーティーの
収益金から、６市（船橋市、松戸市、鎌ヶ谷
市、柏市、我孫子市、流山市）に車椅子の寄
贈を行い、市民サークル活動から地域社会へ
の発展に寄与することことを趣旨として開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

50 船橋市 後援
第５０回船橋市身体障害
者福祉大会（予定）

一般市民

市内在住、在勤の障害者との年１回の交流を
通し、親睦と融和を保ち完全参加及び健康促
進と日頃のリハビリの成果を確認し合うことを
目的として開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

51 船橋市 後援
コスモ主催平成２７年度講
習会（予定）

一般市民

特別支援教育が定着し始めた現在でも、学校
や地域との関係に悩む家族は多く、長年公立
学校の教育現場にて、発達障害児に携わって
こられた講師に、発達障害のある子どもの理
解、具体的な支援の仕方について学び、理解
を深め、また、教育、医療、福祉関係者だけで
なく広く一般の方々に、発達障害児に対する
支援方法の理解を求めることを目的に開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

52 船橋市 後援
第２４回ウルトラ運動会（予
定）

一般市民
障がい者施設と福祉作業所の交流及び市民
と障がい者の触れ合いの場として開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

53 船橋市 後援 ぐらすグループ祭り 一般市民
ぐらすグループの利用者及び保護者の交流と
地域の方との交流、および近隣地域での協力
体制の構築のためお祭りを開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-426-2307

54 船橋市 後援
ミニコンサート（吹雪の会
主催）

一般市民
障害者に対する理解の促進を目的として、ピ
アノの演奏会を行う。

年１回
障害福祉課・計画係
047-436-2307
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55 船橋市 後援
第１８回千葉ＹＭＣＡチャリ
ティーラン（予定）

一般市民

心身に障害のある子どもたちへの支援と同時
に、この活動をとおして「豊かな福祉社会」へ
の関心が高まることを願うものです。大会はす
べてボランティアによって運営され、収益金は
全額支援金として用いられます。このチャリ
ティーの特色は、障害のある子どもたちと共に
生きる私たちが、子どもたちの成長を願う思い
を一つにして参加し、その思いを行動で示すこ
とを目的として開催。

年１回
障害福祉課・計画係
047-436-2307

56 船橋市 後援
福祉事業所新春商談会２
０１６（予定）

一般市民

障害者優先調達推進法（通称）の施行を受け
て、障害者就労施設等が供給する物品等に
対する需要の拡大を図るため、各事業所にお
いて提供可能な物品等に関する情報発信を
目的として、商談会を実施する。

年１回
障害福祉課・計画係
047-436-2307

57 船橋市 後援
第７回千葉県障害者グ
ループホーム大会（予定）

一般市民

グループホーム等で暮らす障害者の生活の
質の向上と、施設入所者、在宅障害者等によ
るグループホーム等を利用した地域生活への
移行を促進することを目的として開催する。

年１回
障害福祉課・計画係
047-436-2307

58 船橋市 補助
社会福祉施設等耐震化等
整備費補助金（スプリンク
ラー整備事業）

NPO法人

　火災発生時に自力で避難することが困難な
人が多く入所する社会福祉施設について、入
所している方々の安全を確保するため、スプリ
ンクラー整備を図る。

21,876 年１回
障害福祉課・計画係
047-436-2307

59 船橋市 指定管理者制度 ○
船橋市身体障害者福祉
ホーム若葉指定管理者選
定事業

NPO法人
身体障害者福祉ホーム若葉の指定期間が平
成28年3月31日に終了するため、新たな指定
管理者を選定する。

573
平成27年7月23
日から応募開始
予定

障害福祉課・計画係
047-436-2307

60 船橋市 その他 親支援グループ事業
ＮＰＯ法人子ども家
庭サポートセンターち

コモンセンスペアレンティングプログラム（ＣＳ
Ｐ）の実施

119
11月～３月開催予
定

児童家庭課家庭児童相談室60 船橋市 その他 親支援グループ事業 庭サポートセンターち
ば

Ｐ）の実施
119

定
児童家庭課家庭児童相談室

61 船橋市 実行委員会 ○ ○ ○ 船橋市環境フェア
ＮＰＯ、民間企業、ボ
ランティア、個人

環境週間（６月５日からの１週間）行事の一環
として、市民、事業者及び行政それぞれが、環
境意識を高め、健全で恵み豊かな環境の実
現を目指すことを目的に、実行委員会方式に
より開催している。

400 6月(12月)
環境政策課・環境政策係
047-436-2450

62 船橋市 実行委員会 ○ ○ ○
ふなばし三番瀬クリーン
アップ

ＮＰＯ、民間企業、ボ
ランティア、個人

三番瀬の清掃と自然観察会等を市民・事業
者・環境団体・行政とが協働して行うことによ
り、三番瀬に対する関心と理解を深め、もって
三番瀬の保全を図る事を目的に、実行委員会
方式により開催している。

200 10月(7月)
環境政策課・環境政策係
047-436-2450

63 船橋市
実行委員
会・共催

○
船橋市地球温暖化対策地
域協議会

ＮＰＯ、民間企業、公
益組織

船橋市内における地球温暖化対策を推進して
いくため、NPO、民間企業、公益組織と協議の
うえ各種施策を検討し、啓発事業を実施して
いる。

400 適宜
環境政策課地球温暖化対策
係
047-436-2465

64 船橋市 事業協力 ○
環境美化モデル活動認定
制度

地域住民、ＮＰＯ等
地域住民やＮＰＯ等による自主的な清掃活動
や路上喫煙防止啓発キャンペーンなどの環境
美化活動に対し市がサポートする。

４月～３月
クリーン推進課
047－436－2434

65 船橋市 委託 ○ ○ 公園等清掃委託業務 町会・自治会等
公園等の清掃委託をすることにより、地域に
密着した愛着のある公園となるよう委託料の
支払いを行う。

41,651 4月～3月
公園緑地課　管理係
047-436-2548

66 船橋市 補助 ○ ○ 花いっぱいまちづくり助成
町会・自治会等によ
る５人以上の団体

まちかどに花壇・プランター等を設置した花苗
等を植栽し管理する団体に事業費の一部を助
成する。

2,500 通年
公園緑地課　指導係
047-436-2552

67 船橋市 補助 ○ ○ ふれあい花壇
町会・自治会等によ
る５人以上の団体

市が管理する公園・緑地の清掃委託を受けた
団体に対し、公園等内の花壇に市が配布した
花苗等を植栽する。

5,390 年２回配布
公園緑地課　指導係
047-436-2552
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68 船橋市 事業協力 ○ 大穴市民図書室おはなし会
じゃんけんぽん
（市内ボランティア団
体）

大穴小学校市民図書室で子供向けのおはな
し会を開催する

H27: 4/25, 6/27,
9/12, 11/28,
2/27

教育委員会管理部
教育総務課
047-436-2802

69 船橋市 事業協力 ○ ○ ○ 成人式 運営ボランティア
成人式を祝い、励ますとともに、大人としての
自覚を促す。

7,662 7～1月
社会教育課
047-436-2897

70 船橋市 企画立案へ
の参画

○ 公民館事業 船橋市生涯学習イン
ストラクターの会

公民館が主催する事業 通年 社会教育課
047-436-2897

71 船橋市
企画立案へ
の参画

○ 公民館事業
船橋市生涯学習コー
ディネーター連絡協
議会

公民館が主催する事業 通年
社会教育課
047-436-2897

72 船橋市
企画立案へ
の参画

○ オープンカレッジ
ボランティアサロンふ
なばし

 市民を対象として、ふなばし市民大学校の学
科・卒業生の活動の紹介と講演やコンサート
などをとおして市民大学校をＰＲする。

11月
社会教育課 市民大学校
047-460-6311

73 船橋市
企画立案へ
の参画

○ オープンカレッジ
船橋市生涯学習コー
ディネーター連絡協
議会

市民を対象として、ふなばし市民大学校の学
科・卒業生の活動の紹介と講演やコンサート
などをとおして市民大学校をＰＲする。

11月
社会教育課 市民大学校
047-460-6311

74 船橋市
企画立案へ
の参画

○ オープンカレッジ
船橋市スポーツと健
康を推進する会

市民を対象として、ふなばし市民大学校の学
科・卒業生の活動の紹介と講演やコンサート
などをとおして市民大学校をＰＲする。

11月
社会教育課 市民大学校
047-460-6311

75 船橋市 事業協力 ○ ○ ○ 生涯学習サポート事業 一般市民

自主的に「何かを学びたい、体験したい」と
思った市民に対し、能力・特技ある人々の情
報を登録し、講師・指導者として紹介すること
で、市民の生涯学習を無償でサポートする。

通年
社会教育課
047-436-2897

76 船橋市 補助 ○ 学校支援地域本部事業

学校支援地域本部
（地域の有識者、各
種団体、ＰＴＡ、教職

地域全体で学校を支援する体制づくりを推進
し、教員や地域の大人が子どもと向き合う時
間を増やし、地域住民の学習成果の活用機会

2,029 通年
社会教育課
047-436-2897種団体、ＰＴＡ、教職

員、住民）
間を増やし、地域住民の学習成果の活用機会
の拡充及び地域の教育力の向上を図る。

047-436-2897

77 船橋市
実行委員
会・共催

○ 地域で考える飼い主のいない猫対策
ＮＰＯ法人ふなばし地
域ねこ活動

「船橋市ねこの飼育・管理に関するガイドライ
ン」及び「地域猫活動」の普及を目的としたセミ
ナーを共同で開催する。

6月、11～12月
衛生指導課
　動物愛護指導センター
０４７－４３５－３９１６

78 船橋市 補助
地域猫不妊・去勢手術費
用助成事業

地域猫活動団体
市に「地域猫活動団体」として登録をした団体
が、その管理している地域猫に不妊・去勢手
術を実施した場合、その費用の一部を助成す

850 5月～3月
衛生指導課
　動物愛護指導センター
０４７－４３５－３９１６

79 船橋市 その他 ○ 図書館ボランティア ボランティア
図書館ボランティア（環境整備（書架の整備）
等）

通年
中央図書館・奉仕係
 047-460-1311

80 船橋市 その他 ○ 図書館ボランティア ボランティア 図書館ボランティア（郷土） 通年 中央図書館・奉仕係
 047-460-1311

81 船橋市 その他 ○ 図書館ボランティア ボランティア
図書館ボランティア（環境整備（書架の整備）
その他）

北図書館・奉仕係
047-448-4899

82 船橋市 実行委員会 ○ ふなばしミュージックストリート
ふなばしミュージック
ストリート実行委員会

船橋駅周辺エリア（予定）をステージにして、
歩いているだけでどこでも音楽が流れている
ような音楽に包まれた一日を生み出し、出演
者やスタッフはもちろん、まち行く人も一緒に
音楽を楽しめる特別な日にします。市民が誇
りに感じられるようなふなばしを代表するイベ
ントを目指し、「音楽のまち・ふなばし」の魅力
を全国に向けて発信していきます。

6,100
10月25日
（随時）

文化課
047－436－2894

83 船橋市 実行委員会 ○
音楽のまち・ふなばし 千人
の音楽祭

音楽のまち・ふなばし
千人の音楽祭実行
委員会

小中高校生から社会人の音楽団体までが船
橋アリーナに一堂に会し、管弦楽、吹奏楽、合
唱、邦楽などを演奏します。「子供たちの未来
につながる音楽祭」と位置付け、ジャンルや世
代を超えた音楽的交流を通じて、音楽の楽し
さ・素晴らしさを子供たちに体験させます。

6,400
2月7日
（10月～）

文化課
047－436－2894
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84 船橋市 委託 ○
新しい居場所づくり支援事
業
「ふれあい夢のふなっこ」

NPO法人
学校支援
さざんかの会

学校へ登校できず家庭にひきこもっている児
童生徒の居場所を設置し、児家庭訪問をする
ことで、児童生徒が将来に夢と希望をもって生
活できるよう支援する。

4,000 通年

総合教育センター
教育支援室
教育相談班
０４７－４２２－７７３４

85 船橋市
実行委員
会

〇 少年少女交歓大会
船橋市少年少女交
歓大会実行委員会

市内の青少年団体と一般参加の子供たちが
一堂に会し、スポーツなどのイベントを通じ世
代間交流や仲間づくりを推進し健全育成を図
るため開催。

1,845 5月10日
青少年課
047-436-2902

86 船橋市 補助 〇 青少年キャンプ事業
船橋市青少年相談
員連絡協議会

青少年に集団での野外活動を通じて自らの創
意工夫・仲間づくり・規律や生活習慣を身に付
けさせ、併せて世代間交流とジュニアリーダー
の養成を図るため開催。

1,119 7月24日～26日
青少年課
047-436-2903

87 船橋市 補助 〇 津別町青少年交流事業
船橋市少年少女団
体連絡協議会

生活環境の異なる地域の青少年とホームステ
イや様々な活動を通じて相互理解と地域間交
流を推進し、青少年の健全育成を図るため開

3,300 8月1日～5日
青少年課
047-436-2902

88 船橋市 委託 ○ ○
ふなばし地域若者サポート
ステーション事業

ＮＰＯ法人
セカンドスペース

不登校、中退、人間関係など、何らかの原因
で、働くことにさまざまな悩みを抱える、原則１
５歳から３９歳までの若者を多様なメニューで
サポートし、就職に向かえるよう支援する。

8,100 12月～1月
商工振興課　労政係
047－436-2477

厚生労働省

89 船橋市
企画立案へ
の参画

○ ○
船橋市精神保健福祉推進
協議会

医師会、医療機関、
家族会、福祉関係団
体

精神障害者が社会復帰するために必要な福
祉施策を推進し、市民の精神保健の増進を図
るための事業を実施する。

1,700 6月～3月
保健予防課
０４７－４３１－４１９１

90 船橋市 事業協力 ○ ○ デイケアクラブ
船橋心のボランティ
ア「おおぞら」

回復途上の精神障害者を対象に社会参加の
場を提供し、集団活動を通して自発性・社会
性を養い、対人関係の改善をはかり、社会生
活への適応性を高めることを目的に、グルー
プワークを実施する。

353 4月～3月
保健予防課
０４７－４３１－４１９１

プワークを実施する。

91 船橋市 事業協力 ○ 家族支援事業 市内家族会
家族会の協力を得て、家族同士の支えあい・
孤立防止のための事業を実施する。

207 4月～3月
保健予防課
０４７－４３１－４１９１

92 船橋市 その他 ○ 病院ボランティア ボランティア

院内ボランティア（診療科等の案内、自動再来
受付機の操作支援等）
図書ボランティア（病棟及び外来に設置してい
る「ひまわり文庫」の整理整頓）
緩和ケア病棟ボランティア（緩和ケア病棟にお
ける季節の飾りつけ等）

通年
医事課
047-438-3321（代）

93 船橋市 委託 ○ 森林ボランティア支援事業
市内森林ボランティ
ア団体

市内の森林の保護・整備ついては、市内で活
動する森林ボランティアにより支えられてお
り、整備作業に使用する機材を団体に貸し出
すことにより、これらの活動を支援をし、森林
環境の保全に繋げている。貸出業務について
は、ボランティア団体で構成される『船橋里山
連絡会』に委託をしている。

261 通年
農水産課
047－436－2494

94 館山市 補助 国際交流事業
市民活動団体
館山国際交流協会

国際交流協会による、教育・文化・スポーツ等
幅広い分野における国際交流活動に対し、補
助を行う。

312 通年
企画課政策係
0470-22-3147

県総合企画部国際課

95 館山市 事業協力 ○
食文化・郷土料理伝承事
業

NPO法人安房文化遺
産フォーラム

郷土料理の発掘，伝承を図る。 0 通年
健康課保健係
0470-23-3113

館山市保健推進協議
会

96 館山市
公共施設等
の提供

介護予防運動事業 NPO法人　結いの会
月１回，老人福祉センターを会場に，一般市
民を対象とした「ゆる体操」「生き生きストレッ
チング」などの介護予防運動を開催。

0 通年
高齢者福祉課
高齢者福祉係
0470-22-3487

97 館山市 補助 ○ 配食サービス事業 ボランティア団体
自炊することが困難な高齢者等に配食サービ
スを行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

620 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会
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98 館山市 補助 ○ 配食サービス事業（配達） ボランティア団体
配食サービスの配達を行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

74 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

99 館山市 補助 ○ 声の広報事業 ボランティア団体
視覚障害者に対し、声の広報を作成送付す
る。

120 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

100 館山市 補助 ○ ボランティア活動事業補助 ボランティア団体
館山養護老人ホーム、館山特別養護老人
ホーム内において、ボランティア活動を行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

8 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

101 館山市 補助 ○ 児童図書読み聞かせ ボランティア団体
児童に対する情操教育として、童話等を読み
聞かせを行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

55 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

102 館山市 補助 ○ おもちゃ図書館（修理） ボランティア団体
館山市ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ内の「館山市おもちゃ図
書館」のおもちゃの修理を行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

20 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

103 館山市 補助 ○
ボランティア育成・発掘事
業

ボランティア団体
ボランティアグループ、個人登録ボランティア
の連絡調整、育成、発掘を行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

1,609 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

104 館山市 補助 ○ 車椅子ダンス　矢車草 ボランティア団体
社会福祉施設等のイベントなどに参加し、車
椅子ダンスを入所者と一緒に行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

25 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

105 館山市 補助 ○ 南房同友会 ボランティア団体
施設・イベントに訪問し、慰問を行う。
（館山市社会福祉協議会を通じた間接補助）

12 通年
社会福祉課社会福祉係
0470-22-3492

館山市社会福祉協議
会

106 館山市 委託 ○
移住情報提供・定住支援
事業

NPO法人

・移住相談等の機能強化
・移住イベント等の開催
・移住定住施策を推進する関連団体等との連
携
・その他、本業務の目的を達成するために必

4,486 通年
商工観光課雇用定住係
0470-22-3136

・その他、本業務の目的を達成するために必

107 館山市
公共施設等
の提供

○
安心・安全の海辺環境創
出事業

市民活動団体他館
山サーフクラブ

海辺の安全を守るための活動拠点として，北
条海岸にある三軒町無料休憩所（監視所本
部）及び南監視所の一部を使用。
・「地元出身ライフセーバーの人材育成・技術
向上」
・「海辺の事故発生の際の迅速な救助活動」

施設使用許可期
間
平成２０年度か
らの継続事業

商工観光課観光施設管理係
0470-22-3346

108 館山市 委託 ○
JR館山駅東口花壇
植栽のデザイン及び指導

ふれあい花壇の会
JR館山駅東口花壇の植栽デザインと指導を
通じ、長期間にわたり綺麗な花が咲き続ける
環境づくりを実現させ、「花の町館山」のPRを

633 通年
商工観光課観光施設管理係
0470-22-3346

109 館山市 委託 ○ 洲埼灯台周辺の植栽事業
洲崎区
洲崎婦人部
洲崎マーガレット岬

以前は花が咲き乱れ、「マーガレット岬」の愛
称を持っていた洲埼灯台周辺に花を植栽し、
環境美化と観光地の魅力アップを図る。

55 通年
商工観光課観光施設管理係
0470-22-3346

110 館山市
指定管理者
制度

弓道場及び弓道遠的射場
の管理運営

館山市弓道会
弓道場及び弓道遠的射場について指定管理
者を選定し、施設の管理運営業務を代行させ
る。

55 通年
スポーツ課スポーツ施設係
0470-22-3696

111 館山市
補助
実行委員会

○ オーシャンフェスタ館山
ｵｰｼｬﾝﾌｪｽﾀ館山実
行委員会

ﾌﾟﾛライフｾｰﾊﾞｰ・俳優・館山ｽﾎﾟｰﾂ大使である
飯沼誠司氏が代表を務める「館山サーフクラ
ブ」を中心に実行委員会を組織し、子どもから
大人まで楽しめる海辺のスポーツイベントを開

250 H27.6.20～21
スポーツ課スポーツ振興係
0470-22-3696

112 館山市 実行委員会 ○
館山わかしおトライアスロ
ン大会

館山わかしおトライア
スロン大会実行委員
会

毎年、６月に開催される１千人規模のトライア
スロン大会。大会には、約100名のスポーツボ
ランティアが給水などの大会運営に協力。

0 H27.6.28
スポーツ課スポーツ振興係
0470-22-3696

113 館山市 委託 ○ 館山若潮マラソン大会 館山市体育協会

毎年１月末に開催される１万人規模のマラソ
ン大会。種目はフルマラソンの部、１０キロの
部、ファミリーの部の３部門。大会には多くの
ボランティアが運営に協力。

42,000 H28.1.31
スポーツ課スポーツ振興係
0470-22-3696
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114 館山市 共催 ○ ○ 鏡ケ浦クリーン作戦
NPO，民間企業，ボ
ランティアなど

市民や市内の企業，団体，学校に呼びかけを
し，毎年春と夏に館山市の海岸（鏡ｹ浦）の海
岸清掃を行う。また，これら以外に市内イベン
トや台風等にあわせて実施する。

0
春  H27.4.27
夏  H27.7.未定

環境課一般廃棄物係
0470-22-3354

115 館山市 補助 河川浄化活動事業 NPO法人

市民の自主的な環境浄化活動として，市内の
河川にＥＭ菌を放流し，河川と海の浄化活動
を行っているＮＰＯ法人「安房の海を守り育む
会」に活動費を補助する。

550 通年
環境課環境対策係
0470-22-3352

116 館山市
情報交換・
意見交換

○ （特定）外来生物の駆除 愛好会

「安房生物愛好会」は，動植物の自然観察の
他，環境省から特定外来生物のナルトサワギ
クの駆除団体として承認され，郡内の駆除活
動を行っている。市に寄せられた情報を共有
し，会員と市職員が駆除を行っている。

0 毎月
環境課環境対策係
0470-22-3352

117 館山市 補助 ○ あわ夢まつり
あわ夢まつり実行委
員会

南総文化ホールを会場として，人形劇や紙芝
居・ダンス・手品など親子で楽しむことのでき
るプログラムを実施する。

611
平成27年6月7日
（日）

館山市教育委員会
生涯学習課社教文化係
0470-22-3698

千葉県安房地域振興
事務所（県民の日安房
地域行事）

118 館山市 委託 ○ ○
全国大学フラメンコフェス
ティバル事業

全国大学フラメンコ
フェスティバル実行
委員会

南総文化ホールを会場に，「第20回全国大学
フラメンコフェスティバルin館山」を８月１０日
（日）に開催するほか，「敬老ライブ」８月７日
（木），「花火とフラメンコ」８月８日（金）等，関
連事業を開催する。

2,300
平成27年8月9日
（日）ほか

館山市教育委員会
生涯学習課社教文化係
0470-22-3698

館山商工会議所青年
部、エスペランサ館山

119 館山市 補助 ○ 館山音楽鑑賞協会事業 館山音楽鑑賞協会
南総文化ホールを会場に「奥村愛＆上松美香
スペシャルデュオ」等を開催する。

630
平成27年5月17
日（日）ほか

館山市教育委員会
生涯学習課社教文化係
0470-22-3698

120 館山市 補助 ○ ○ 館山市文化祭事業
館山市芸術文化協
会，市民活動団体

１０月～１２月の約３ヶ月間，南総文化ホール・
館山市コミュニティセンター等を会場に，教育・
芸術・文化の成果を市民に公開するため，「芸
術文化展」「芸術文化公演」「学芸展」「こども

1,490
平成27年10月～
12月

館山市教育委員会
生涯学習課社教文化係
0470-22-3698

会，市民活動団体
術文化展」「芸術文化公演」「学芸展」「こども
音楽会」等を開催する。

12月
0470-22-3698

121 館山市 補助 ○
館山市文化財保護協会事
業

館山市文化財保護
協会

文化財探訪事業の実施、会報『館山の文化
財』の刊行等により、文化財の保存と活用に
関わる事業を行う。

95 通年
館山市教育委員会
生涯学習課文化財係
0470-22-3698

122 館山市 補助 ○
館山のふるさと伝統文化
支援事業

伝統文化の活動団
体

地域の歴史と深く関わる伝統文化に係る活動
で既存の補助事業の対象となりにくい事業を
支援する。

800 通年
館山市教育委員会
生涯学習課文化財係
0470-22-3698

123 館山市 事業協力 ○ ○
館山市指定文化財「小谷
家住宅」保存活用事業

NPO法人青木繁「海
の幸」会、青木繁《海
の幸》誕生の家と記
念碑を保存する会、
NPO法人安房文化遺
産フォーラム

青木繁「海の幸」誕生の家である「小谷家住
宅」と記念碑の保存・管理にかかわる活動や、
名画誕生の地である館山市富崎地区の自然・
歴史・文化をまちづくりに活かす活動等をすす
める。

0 通年
館山市教育委員会
生涯学習課文化財係
0470-22-3698

124 館山市 委託 ○ ○
国史跡「里見氏城跡　稲村
城跡」保存管理事業

稲区
草刈等の事業を委託し、国史跡「里見氏城跡
稲村城跡」を適切に管理する。

408 通年
館山市教育委員会
生涯学習課文化財係
0470-22-3698

千葉県教育庁教育振
興部文化財課

125 館山市 共催 ○ 語り部「さくら貝」公演 語り部「さくら貝」 南房総地方の伝説・民話・実話などを語る。 0 10月26日（日）
館山市教育委員会
博物館学芸係
0470-23-5212

126 館山市 事業協力 ○ ○
ボランティア活動事業の支
援

ボランティア
甲冑士・絵図士

館山市博物館本館の教育普及事業「甲冑を
着よう」・「文化財マップ」作成事業を市民と協
働で行うため，学習機会の提供等の支援を行
う。

0 通年
館山市教育委員会
博物館学芸係
0470-23-5212

127 館山市 事業協力 ○
ＮＰＯが製作した商品の販
売

ＮＰＯ法人館山海辺
のまちづくり塾
ＮＰＯ法人安房文化
遺産フォーラム
ＮＰＯ法人なの花会

ＮＰＯ法人の活動支援と館山市の歴史文化遺
産等の広報を目的に，ＮＰＯが製作した南総
里見八犬伝グッズ，歴史ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸなどの商品
販売について協力する。また，要望がある場
合，市が所蔵する八犬伝錦絵等の写真原版
の提供を行う。

0 通年
館山市教育委員会
博物館庶務係
0470-23-5212
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128 館山市 事業協力 ○ ○
ボランティア活動事業の支
援

ボランティア
安房学講座実行委
員会

安房学講座を市民ボランティアの安房学講座
実行委員会によって運営し，安房の歴史文化
や房総の海と生活についての情報を提供する
機会をつくる。

0 通年
館山市教育委員会
博物館学芸係
0470-23-5212

129 館山市 後援 ○ ＩＴヘルプデスク

NPO法人
NPO南房総ＩＴ推進協
議会ヘルプデスク専
門部会

パソコンに慣れ親しむことを目的とし，基本操
作，文書作成，インターネット，電子メールを学
びパソコンを使用した自己学習のきっかけとす
る。

0 通年
館山市教育委員会
中央公民館
0470-23-3111

130 館山市 事業協力 ○
コミュニティセンターの環境
美化

ふれあい花壇の会

公共用地で，市民協働の花壇づくりを行い，
公共施設の緑化推進を図るとともに，市民の
緑化意識の普及並びに緑化活動への参加意
欲を高める。

20 通年
館山市教育委員会
中央公民館
0470-23-3111

131 館山市 事業協力 ○
中央公民館「こども将棋道
場」

館山市中央公民館
将棋サークル

将棋を通じて地域の子どもが、大人たちと交
流することで、我慢強さ、独創性、社会性など
を学ぶことを目的とする。

0 通年
館山市教育委員会
中央公民館
0470-23-3111

132 館山市 事業協力 ○
中央公民館「青少年自然
体験教室（沖ノ島探検隊）」

NPO法人
海辺の鑑定団

小学生を対象に地域の恵まれた自然、歴史、
文化などを体験活動を通して触れる機会を提
供し、郷土愛を育むことを目的に開催する。

40
平成27年6月～8
月

館山市教育委員会
中央公民館
0470-23-3111

133 館山市 委託 ○ サークルフェスティバル
サークルフェスティバ
ル実行委員会

公民館等で活動しているサークルの日頃の活
動成果の発表，サークル間の交流，親睦を図
るために年１回開催。

300 平成28年3月
館山市教育委員会
中央公民館
0470-23-3111

134 館山市 事業協力 〇
おはなし会（幼児・児童向
け）・わらべうたの会

館山子どもの文化研
究会、サークルわら
べうた等

おはなしや絵本の読み聞かせ・パネルシア
ターなどを行ったり、わらべうたを歌う。

60 通年
館山市教育委員会
館山市図書館
0470-22-0701

135 館山市
公共施設等
の提供

〇 図書の修理 ルリユールの会 破損等で修理が必要な図書の修理を行う。 0 通年
館山市教育委員会
館山市図書館
0470-22-07010470-22-0701

136 木更津市 補助 ○ ○
協働のまちづくり活動支援
事業

市民活動団体等

地域や社会が抱える様々な課題の解決に向
けて、市民活動団体等が自主的・自発的に行
う公益性のある事業が対象となり、その事業
に要する費用の一部に対し、支援金を交付す
る。（平成26年度の募集は、平成26年2月に行
う予定。）

8,350
通年
（27.2.2
～2.19）

市民活動支援課
0438-23-8610

137 木更津市 補助 ○
木更津市国際交流協会補
助金

木更津市国際交流
協会

木更津市の国際化促進のため、左記団体の
各種事業が円滑に実施されるよう活動費を補
助する。

800 通年
企画課男女共同参画・国際
担当
0438-23-7485

138 木更津市
公共施設等
の提供

○
木更津市国際交流協会活
動支援

木更津市国際交流
協会

木更津市の国際化促進のため、左記団体の
事務局を市役所内に設置し、事務局事務を執
行する。

通年
企画課男女共同参画・国際
担当
0438-23-7485

139 木更津市 実行委員会 ○ ○ ○
男女共同参画啓発事業
「男女共同参画フォーラ
ム」開催

男女共同参画フォー
ラム企画実行委員会

企画立案から当日の運営までを手掛ける企画
実行委員を市民から公募し、男女共同参画
フォーラムを開催する。

290 H27.9～H28.1
企画課男女共同参画・国際
担当
0438-23-7485

140 木更津市 委託
定住促進プロモーション事
業

NPO法人木更ＣｏＮ

本市を訪れる観光客を市内へ回遊させ、段階
的に定住につなげるため、地域ポータルサイ
ト「木更ＣｏＮ」と連動して交流・定住に関する
情報発信を行うとともに、地域資源を活用した
イベントにより本市の魅力を紹介する。

1,155
H27.4.17～
H28.3.31

情報政策課
（情報政策担当）
0438‐23‐8075　内448

141 木更津市 事業協力 ○ 物件情報提供サービス NPO法人木更ＣｏＮ

地域ポータルサイト「木更CoN」に物件問い合
わせフォームを作成し、物件の問い合わせに
対して社団法人千葉県宅地建物取引業協会
南総支部の会員が対応する。

0 通年
情報政策課
（情報政策担当）
0438‐23‐8075　内448

社団法人千葉県宅地
建物取引業協会南総
支部

142 木更津市 事業協力 ○
電子看板「きさらづ観光コ
ンシェルジュ」の管理運営

NPO法人木更ＣｏN
「海ほたるパーキングエリア」　に設置した電
子看板「きさらづ観光コンシェルジュ」の管理
運営をする。

0 通年
情報政策課
（情報政策担当）
0438‐23‐8075　内448

東日本高速道路株式
会社アクアライン管理
事務所
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143 木更津市 委託
ブログポータル及びデジタ
ルサイネージ保守管理業
務

NPO法人木更ＣｏN

ブログポータル「木更津フレッシュライフ」の管
理及び、公民館４館に設置した木更津フレッ
シュライフ閲覧用のデジタルサイネージの保
守管理をする。

454 通年
情報政策課
（情報政策担当）
0438‐23‐8075　内448

144 木更津市 補助
地域活動支援センターⅢ
型事業運営費補助

NPOたちばな(わか
ば）

障害者（児）の創作活動又は生産活動の機会
提供、社会との交流促進の場として、その運
営の安定を図る。

5,460 通年
障害福祉課障害福祉担当
0438‐23‐8497

145 木更津市 補助
地域活動支援センターⅢ
型事業運営費補助等

NPOたぬき工房(たぬ
き工房）

障害者（児）の創作活動又は生産活動の機会
提供、社会との交流促進の場として、その運
営の安定を図る。

4,253 通年
障害福祉課障害福祉担当
0438‐23‐8497

146 木更津市 補助
地域活動支援センターⅢ
型事業運営費補助

NPOやさしねっと結
（わーくす結）

障害者（児）の創作活動又は生産活動の機会
提供、社会との交流促進の場として、その運
営の安定を図る。

3,747 通年
障害福祉課障害福祉担当
0438‐23‐8497

147 木更津市 補助
地域活動支援センターⅢ
型事業運営費補助

NPOハートケア
(cube-3)

障害者（児）の創作活動又は生産活動の機会
提供、社会との交流促進の場として、その運
営の安定を図る。

3,807 通年
障害福祉課障害福祉担当
0438‐23‐8497

148 木更津市 委託
重度心身障害者医療費処
理システム保守管理業務
委託

NPO法人ちばSOHO
エージェンシー

重度・精神障害者医療費処理システムの保守
管理業務を委託する。

129 通年
障害福祉課障害福祉担当
0438‐23‐8497

149 木更津市 補助 ○
木更津みち案内人協会補
助金

木更津みち案内人協
会

木更津の観光案内を目的に活動、歴史の街・
木更津の魅力を現状の語り部としてＰＲしてい
る。

170 通年
観光振興課
（観光企画担当）
0438‐23‐8459　内177

150 木更津市 委託 ○ ○
アフタースクールボランティ
アの会運営委託事業

アフタースクールボラ
ンティアの会

放課後･週末に自由に集いｌ、遊び学べる子ど
もの居場所作りなど。

85 通年
生涯学習課（青少年担当）
0438－23－5278

151 木更津市 委託 ○
女性の社会参加活動事業
委託

木更津市婦人の集い
女性の意識向上を目指し、女性の社会参加を
積極的に促す事業。

30 10月予定
生涯学習課（社会教育担当）
0438－23－5274委託 積極的に促す事業。 0438－23－5274

152 木更津市 委託 ○
木更津市生涯学習フェス
ティバル業務委託

木更津市生涯学習
フェスティバル実行
委員会

木更津市生涯学習フェスティバルの企画制
作、進行、運営等。

370 11月予定
生涯学習課（社会教育担当）
0438－23－5274

153 木更津市 委託
野外体験活動促進事業委
託

スカウト活動団体
子どもたちの野外体験活動の機会を拡充し、
地域における指導者の育成を図るため実施す
る。

150 7月～3月
生涯学習課（社会教育担当）
0438－23－5274

154 木更津市 委託
生き生き子ども地域促進
事業委託

青少年育成木更津
市民会議

子どもたちの体験活動機会を意図的に作りだ
すとともに自主的に体験活動を促進する地域
環境の整備を図るため本事業を実施する。

1,040 6月～3月
生涯学習課（社会教育担当）
0438－23－5274

155 木更津市 委託
木更津市放課後子ども教
育推進事業委託

放課後子ども教室運
営委員会

すべての子どもたちを対象として地域の大人
の協力を得て、子どもたちの放課後等におけ
る様々な体験活動や地域住民との交流を行う
とともに安全で健やかな居場所を確保する。

3,038 通年
生涯学習課（青少年担当）
0438－23－5278

156 木更津市 補助
青少年育成木更津市民会
議

青少年育成木更津
市民会議

青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市
民の総意を結集し、行政施策と呼応し次代を
担う青少年の健全な育成を図る。

478 通年
生涯学習課（社会教育担当）
0438－23－5274

157 木更津市 その他 ○ 学校支援ボランティア活動
学校支援ボランティ
ア（個人）

活動には、「環境整備支援」、「教育活動支
援」、「安全支援」の３つの領域があり、専門性
がなくても「学校を支援したい」という思いだけ
あれば、市民であれば誰でも活動できる。

996 随時
学校教育課指導担当
０４３８－２３－５２６４

158 木更津市 実行委員会 ○ 木更津能楽公演 木更津伝統芸能の
会

伝統文化である能楽の公演を実施 0 H26.6～ H27.3 文化課（文化芸術振興担当）
0438－23－5309

159 木更津市 委託 ○
木更津文化財ガイドボラン
ティア

きさらづ文化財ガイド
ボランティアの会

市指定文化財「旧安西家住宅」を中心に、ふ
る里文化の継承と歴史について学び、理解と
関心を高める為に積極的に活動し、市民文化
の向上を図る。

200
通年
（4月～3月）

木更津市郷土博物館
金のすず
0438-23-0011

160 松戸市 その他 ○ 防災ボランティア登録制度
防災ボランティア（個
人）

大規模地震等の災害発生時に被災住民に対
し、より迅速、的確な対応を図る

0 随時
総務部危機管理課
047-366-7309
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161 松戸市 その他 ○ 地域連携自主防災事業 市民活動団体
地域の自主防災活動の推進、災害弱者の支
援体制構築、住民の防災意識の向上を図る。

0 通年
総務部危機管理課
047－366－7309

162 松戸市
企画立案へ
の参画

ゆうまつどフェスタ 市民活動団体 男女共同参画を目指す。 351 11月
男女共同参画課
047-364-8778

163 松戸市 事業協力 ○ 男性への育児支援事業 ＮＰＯ

積極的に子育てに参加する男性を増やすた
め、パパ手帳の配布、父親対象の講座、通信
の発行等により、育児参画の啓発、情報提
供、支援をする。

154 通年
男女共同参画課
047-364-8778

164 松戸市
指定管理者
制度

○
まつど市民活動サポートセ
ンター管理代行業務

NPO
施設を適正かつ円滑に管理すると共に、民間
活力導入により市民活動支援サービスの向上
を図る。

21,162 通年
市民部市民自治課
047-366-7062

165 松戸市 事業協力 ○ ○ 協働事業提案制度 市民活動団体
平成26年度に募集、採択された2事業を実
施。（次年度分の募集は4～6月）

781 通年
市民部市民自治課
047-366-7062

166 松戸市 補助 ○ 市民活動助成制度 市民活動団体
平成26年度に募集、採択された8事業に交
付。（次年度分の募集は8月頃）

975 通年
市民部市民自治課
047-366-7062

167 松戸市 共催 ○ ○
協働による「協働のまちづ
くり講演会」事業

NPO
市職員、市民を対象とした講演会を、市民活
動団体と共に企画、運営する。

281 11月
市民部市民自治課
047-366-7062

168 松戸市 補助
松戸交通安全母の会補助
金

市民活動団体 市内の交通事故発生の抑止 169 通年
市民部市民安全課
047-366-7341

169 松戸市 事業協力 ○ ○ 松戸市警防ネットワーク
ボランティア、ボラン
ティア団体、市民活
動団体

市、警察、自主防犯活動団体等の連携により
安全で安心なまちづくりを推進する事業

33,791 通年
市民部市民安全課
047-366-7285

170 松戸市 委託
六実支所・六実市民セン
ター清掃業務委託

NPO

障害者のための施策の一環として障害者基
本法15条の主旨を尊重し、障害者の就労の
場を確保するともに、衛生環境を確保し、建物

11,246 通年
市民部六実支所
047-385-0113ター清掃業務委託 場を確保するともに、衛生環境を確保し、建物

の保全に努める。
047-385-0113

171 松戸市 委託 若者就労支援事業 ＮＰＯ
ニート等若者を対象に就職セミナーや職場見
学、実習などを実施し、職業的自立を図る。

5,669 4月
経済振興部商工振興課
労政班
047-711-6377

172 松戸市 補助
矢切地区風致保存会補助
金

市民活動団体
野菊の墓の文学碑を中心とした観光資源の
保存

0 －
経済振興部文化観光課
047-366-7327

173 松戸市 事業協力 ○ 四季の道ボランティア ボランティア
「矢切の渡し」と「野菊の墓の文学碑」を結ぶ
矢切地区に四季折々の花が咲く「四季の道」
を維持管理する。

120 随時
経済振興部文化観光課
047-366-7327

174 松戸市 事業協力 ○ 観光ボランティア支援事業
ボランティア団体、ボ
ランティア

市内外の人に市内の史跡や名所をガイドし、
松戸の良さを知ってもらう。

0 通年
経済振興部文化観光課
047-366-7327

175 松戸市 事業協力 ○
まつど観光大使（特命大
使）

ボランティア
市内在住及び出身者、又は縁のある人を選任
し、市の観光資源を広く紹介する

65 通年
経済振興部文化観光課
047-366-7327

176 松戸市 事業協力 ○ 学生観光サポーター ボランティア
市内の大学に通学または、市内在住の学生を
養成し、松戸市の観光振興をサポートする人
材を育成する。

300 通年
経済振興部文化観光課
047-366-7327

177 松戸市 実行委員会 ○ ○
松戸市消費生活展企画・
運営業務

消費生活展の企画・
運営等に携わる実行
委員会

市民が主体的に消費生活を送れるよう関連情
報を提供するとともに、消費者団体等が活動
の成果を発表する場として開催する。

0
10月
（4月）

経済振興部消費生活課
消費生活センター
047-366-7329

178 松戸市 事業協力 ○ ○ 農業ボランティア養成事業 ボランティア団体
農業ボランティアを養成し、人手不足の農家を
支援する

0 通年
経済振興部農政課
047-366-7328

179 松戸市 事業協力 ○
地球にやさしい行動推進
事業

市民活動団体

「松戸市地球温暖化対策地域推進計画（減
CO2大作戦）」の一環として「地球にやさしい行
動推進事業」を推進するため協働で各種環境
講座を開催する。

345 通年
環境部環境政策課
047-366-7089

12／90



平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

180 松戸市 事業協力 ○
家庭用廃食油回収による
地域活性化事業

NPO
廃食油を回収することによりごみの減量に寄
与しながら、アウル券を地元の協賛店で流通
させることにより、地域の活性化につなげる。

150 通年

環境部環境政策課
047-366-7089
経済振興部商工振興課
047-711-6377

181 松戸市
情報交換意
見交換

○
街の美化（ポイ捨てのない
街）

ボランティア団体
心ない人たちによるポイ捨てごみが多く、街の
美観を損ねているため、ポイ捨てをなくし、松
戸の街と人々の心をきれいにする。

0 通年
環境部廃棄物対策課
047-704-2010

182 松戸市 事業協力 ○ 犬のしつけ教室 ボランティア団体
団体が実施する犬のしつけ教室の際に、備品
の貸出、会場の確保、設営等の協力を行う。

0 春・秋
環境保全課環境衛生係
047-366-7336

183 松戸市
公共施設等
の提供

○ 水泳教室 ＮＰＯ 障害者及びその家族に対する支援 0 通年
環境部クリーンセンター施設
係・047-385-7100

184 松戸市 委託
松戸市衛生会館清掃業務
委託

ＮＰＯ
美的環境および衛生環境を確保すると共に建
物の保全に努める。

4,224 通年
健康福祉部地域医療課
047-366-7771

185 松戸市 事業協力 ○
地域のつどい（小金、稔
台、六実、新松戸、常盤
平）

ボランティア団体
閉じこもり傾向にある障害者や高齢者が地域
内のボランティアと共に、心身の健康づくりを
目指すため、身近なところで集いを行う。

366 通年
健康福祉部健康推進課
小金保健福祉センター
047-346-5601

186 松戸市 事業協力 ○ 健康づくりサポーター ボランティア団体
地域で共に支えあい、健康で心豊かに暮らせ
るまちづくりのための、健康づくり活動の支援
を行う。

0 通年
健康福祉部健康推進課
中央保健福祉センター
047-366-7489

187 松戸市 委託 ○
松戸市介護支援ボランティ
ア制度

松戸市社会福祉協
議会

高齢者がボランティア活動を通じて、社会参加
や地域貢献をするとともに、自身の健康増進
を図り介護予防につなげる。

11,682 通年
高齢者支援課
介護予防班
047-366-7343

松戸市社会福祉協議
会

188 松戸市
委託
活動補助

○
高齢者支援連絡会関係業
務

松戸市社会福祉協
議会
社会福祉法人

高齢者支援連絡会事務局業務を委託する。
高齢者支援連絡会へ活動費を補助する。

11,886 通年
福祉長寿部　高齢者支援課
介護予防班
047-366-7343

地域によって異なる
社会福祉法人
医療法人社団

047-366-7343

189 松戸市 委託
総合福祉会館清掃業務委
託

ＮＰＯ
美的環境及び衛生環境を確保すると共に建
物の保全に努める。

14,547 通年
福祉長寿部高齢者支援課
（総合福祉会館）
０４７－３６８－１２４１

190 松戸市 委託 認定調査業務 NPO 介護保険の認定調査 2,773 通年
福祉長寿部介護保険課認定
審査班
047-366-7370

191 松戸市 委託 配食サービス事業 NPO

日常生活に支障のある在宅の独り暮らし高齢
者等に対し、配食サービスを行うことにより、
食生活の改善及び健康の増進を図るとともに
安否の確認を行ない、もって高齢者等の自立
と地域で住み続けることの支援を目的とする。

2,132 通年
福祉長寿部介護保険課給付
班
047-366-7067

192 松戸市 委託
子どもの学習支援事業
（松戸地区）

ＮＰＯ

生活困窮世帯及び被保護世帯の中学生に対
し学習支援及び居場所の提供を行い、将来的
に安定した就労先の確保と就労の継続に繋
げ、『貧困の連鎖』を防止する

18,586
（学習支

援事業全
体）

通年
福祉長寿部　生活支援一課
047-366-7349

193 松戸市 委託
子どもの学習支援事業
（新松戸地区）

ＮＰＯ

生活困窮世帯及び被保護世帯の中学生に対
し学習支援及び居場所の提供を行い、将来的
に安定した就労先の確保と就労の継続に繋
げ、『貧困の連鎖』を防止する

18,586
（学習支

援事業全
体）

通年
福祉長寿部　生活支援一課
047-366-7349

194 松戸市 委託
ホームレス等巡回相談事
業

ＮＰＯ

ホームレス又はホームレスとなるおそれのあ
る者に対し、巡回相談等による相談活動を行
い、自立を支援する。

46,735
（自立相

談支援事
業全体）

通年
福祉長寿部　生活支援一課
047-366-7349

195 松戸市 委託
健康福祉会館３階清掃業
務委託

NPO
障害者のための施策の一環として、障害者基
本法１５条及び身体障害者福祉法２１条の主
旨を尊重し、障害者の就労の場を確保する。

7,560 通年
福祉長寿部健康福祉会館
047-383-0022
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196 松戸市 その他 ○ 声の広報等発行事業 ボランティア団体

視覚障害者にテープによる刊行物（広報誌、
議会だより、社協だより、雑誌、新聞コラム等）
の作成・発送、対面朗読等の支援を行うととも
に、視覚障害者と朗読者の親睦を図る。

0 通年
福祉長寿部健康福祉会館
障害者福祉センター
047-383-7111

197 松戸市 その他 ○ 点字の広報等発行事業 ボランティア団体
点訳書を作成し視覚障害者に対する支援を行
うと伴に、視覚障害者と点訳者との親睦を図
る。

0 通年
福祉長寿部健康福祉会館
障害者福祉センター
047-383-7111

198 松戸市 委託
健康福祉会館施設運営等
業務委託

NPO
障害者のための施策の一環として障害者基
本法15条及び身体障害者福祉法第21条の主
旨を尊重し、障害者の就労の場を確保する。

9,087 通年
福祉長寿部健康福祉会館
障害者福祉センター
047-383-7111

199 松戸市 委託
子育てホームページ管理
運営事業

ＮＰＯ
市内の子育て情報を分かりやすく掲載した子
育てホームページを管理運営し、広く市民に
情報提供する。

5,000 通年
子ども部子育て支援課
047-366-7347

200 松戸市 実行委員会 子育てフェスティバル事業
松戸子育てフェスティ
バル実行委員会

毎年行われる「松戸子育てフェスティバル」の
企画・運営を支援する。

500 通年
子ども部子育て支援課
047-366-7347

千葉県児童家庭課

201 松戸市 事業協力
中高生と赤ちゃんのふれ
あい体験

NPO

高校生が命の尊さを知ることで、自分自身を
大切にする心や自己肯定感を高めるととも
に、育児の予備知識を積み、将来的な子育て
力の向上につなげる。

743 5月、10月、11月
子ども部子どもわかもの課
047-366-7464

202 松戸市 委託 GET YOUR DREAM!! NPO
現代の中高生に対し、様々な世代・経歴の大
人の様々な価値観に触れる機会を与え、自ら
の将来について真剣に考える場を提供する。

400 6～11月
子ども部子どもわかもの課
047-366-7464

203 松戸市 委託 こども祭り

松戸市こども祭り実
行委員会（市子連、
青少年相談員、少年
補導員で構成）

市内の子ども達が一同に集い、各種催し物へ
の参加を通じて楽しい一日を過ごすことで、子
ども達の交流や親子のふれあいの場とする。

4,650 5月3日
子ども部子どもわかもの課
047-366-7464

野菊野こども館事業運営 子ども部子どもわかもの課常
204 松戸市 委託

野菊野こども館事業運営
業務委託

NPO 児童の健全育成。 8,443 通年
子ども部子どもわかもの課常
盤平児童福祉館
047-387-3320

205 松戸市 補助 一時保護施設運営 NPO

主としてDVを受けている女性やその子どもを
サポートし、エンパワーメントしていけるように
支援すると共に、地域の人権意識向上活動す
る施設を支援する。

600 通年
子ども部子ども家庭相談課
047-308-7210

206 松戸市 事業協力 ○ 1歳6か月児健康診査等 ボランティア団体

乳児期および幼児前期における親子の心の
健康づくりをサポートするため、年（月）齢に応
じた親子遊びを提供、共感そして家庭内行動
を促す。

0 通年

子ども部子ども家庭相談課母
子健康担当室中央保健福祉
センター
047-366-7489

207 松戸市 事業協力 ○ 双子の会（常盤平） ボランティア団体
多胎の妊婦や児を対象とした双子の会におい
て、安全に保育を行い、多胎児の子育てを支
援する。

0 通年

子ども部子ども家庭相談課
母子保健担当室常盤平保健
福祉センター
047-384-1333

208 松戸市 その他 森林ボランティア団体 ボランティア団体

森の維持管理や育成等の活動を通して、市内
の樹林地の保全を図るとともに、樹林地と触
れ合う機会の提供を行い樹林地保全の啓発
にも努めている。

449 随時
街づくり部みどりと花の課
047-366-7378

209 松戸市 その他 花いっぱい事業 ボランティア団体

公共用地（公園、道路、河川、街路樹マス、子
どもの遊び場等）で、市民協働の花壇づくりを
行い、公共施設の緑化推進を図るとともに、市
民の緑化意識の普及並びに緑化活動への参
加意欲を充足する。

665 通年
街づくり部みどりと花の課
047-366-7378

210 松戸市 事業協力 ○
皆でつくる根木内歴史公園
事業

ボランティア 根木内歴史公園の運営・維持管理 250 通年
街づくり部公園緑地課
047-366-7380

211 松戸市 共催 ○ ホタル観賞会 NPO
ホタルが見られる自然環境の大切さの啓発の
ためにホタルの観賞会を実施する。

0 6月
街づくり部 公園緑地課 21世
紀の森と広場管理事務所
047-345-8900
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212 松戸市 事業協力 ○ 里やま保全活動 NPO
良好な景観維持と生物多様性を意識した樹林
地の保全活動を行う。

0 通年
街づくり部 公園緑地課 21世
紀の森と広場管理事務所
047-345-8900

213 松戸市 事業協力 ○
21世紀の森と広場ドコでも
シアター

NPO
園内の様々な場所をシアターに見立て、音楽
会等のパフォーマンスを年に3～4回実施す
る。

702 春・秋
街づくり部 公園緑地課 21世
紀の森と広場管理事務所
047-345-8900

214 松戸市 補助 ○ 水質浄化活動団体補助金 ボランティア団体 河川の水質浄化活動の推進 600 通年 建設部河川清流課
047-366-7359

215 松戸市 実行委員会 ○
江戸川松戸フラワーライン
整備　花まつり（春、秋）

ボランティア団体 河川愛護精神の高揚とそのための人材育成 334 春・秋
建設部河川清流課
047-366-7359

216 松戸市 その他 ○
松戸市立病院ボランティア
活動

ボランティア 患者サービスの向上に寄与する。 112 通年
病院事業管理局市立病院総
務課
047-363-2171

217 松戸市 その他 ○
松戸市立福祉医療セン
ター、ボランティア活動

ボランティア
福祉医療センターの理念に基づいたより良い
サービスを患者および利用者に提供する

0 通年
東松戸病院総務課
047-391-5500

218 松戸市 その他 ○ 生涯学習支援ボランティア ボランティア
「自立した市民」「学習成果を地域に還元する
市民」「学習成果を地域社会のために活用す
る市民」が多く住む町の実現をめざす。

0 通年
生涯学習部生涯学習推進課
047-367-7810

219 松戸市 実行委員会 矢切公民館文化祭
文化祭の企画・運営
に携わる実行委員

文化の日を記念して、矢切公民館を学習拠点
として活動している社会教育関係団体の親睦
を兼ねた作品展示を行う。

17 11月
生涯学習部生涯学習推進課
047-367-7810

220 松戸市 実行委員会 矢切公民館音楽祭
音楽祭の企画・運営
に携わる実行委員

矢切公民館を学習拠点として活動している音
楽系の社会教育関係団体の親睦を兼ねた発
表会を行う。

17 2月
生涯学習部生涯学習推進課
047-367-7810

221 松戸市　 実行委員会 こどもフェスティバル
フェスティバルの企
画・運営等に携わる

地域で子どもや青年、大人たちが自由に遊び
交流することによって子どもと地域を結び、豊 0 11月

生涯学習部生涯学習推進課
青少年会館221 松戸市　 実行委員会 こどもフェスティバル 画・運営等に携わる

実行委員会
交流することによって子どもと地域を結び、豊
かな遊びを創造していく。

0 11月 青少年会館
047-344-8556

222 松戸市 実行委員会 青年フェスティバル
フェスティバルの企
画・運営等に携わる
実行委員会

市内青少年サークルの情報交換の場として、
また青少年会館文化祭をバックアップし、青少
年や地域の人たちと交流する。

100 11月
生涯学習部生涯学習推進課
青少年会館
047-344-8556

223 松戸市 実行委員会 ○ アートパフォーマンスまつり ボランティア
地域に根ざした青少年の芸術活動を支援し、
活力ある青少年団体を育成する。

0 2月
生涯学習部生涯学習推進課
青少年会館
047-344-8556

224 松戸市 その他 ○ 戸定邸ガイド ボランティア団体
戸定邸のガイドを実施することにより、戸定邸
の良さや情報等を広く知らせる

0 通年
生涯学習部戸定歴史館
047-362-2050

225 松戸市 事業協力 ○
博物館及び友の会事業の
相互支援

ボランティア
友の会の会員相互の知識・教養と交流を深め
るとともに、広く市民に学習の場を提供し、地
域文化の向上に寄与する

0 通年
生涯学習部博物館
047-384-8181

226 野田市 補助
野田市国際交流協会補助
金

野田市国際交流協
会

野田市の国際化の推進を図るため、左記団
体主催の各種事業が円滑に実施されるよう事
業費の一部を補助する。

350 通年
企画財政部企画調整課調整
係
04-7123-1065

227 野田市 委託
はきだし沼及びその周辺を
含めた地域の維持管理

野田自然保護連合
会

はきだし沼とその周辺において定期的に環境
整備を行い、トンボ等の生物相の生息環境を
保全すると共に、植物の生育環境等の調査を
行う。

300 通年
環境部環境保全課
04-7125-1111（3213）

228 野田市 委託 ○ みどりのふるさと事業委託
みどりのふるさとづく
り実行委員会

都市化により減少した潤いや安らぎなど、恩
恵を与える「みどり」の保全、育成、創出に向
け、市民と行政が連携した緑化活動等を展開

1,350 通年
自然経済推進部みどりと水の
まちづくり課
04-7125-1111(内線2694)

229 野田市 委託 ○
三ツ堀里山自然園管理運
営委託

三ツ堀里山自然園を
育てる会

野田市三ツ堀里山自然園の管理運営に関す
ること

840 通年
自然経済推進部みどりと水の
まちづくり課
04-7125-1111(内線2992)

230 野田市 補助
地域活動支援センター運
営費等補助金

NPO法人
障がい者等が自立した日常生活及び社会生
活を行うための支援の促進を図る。

49,365 通年
保健福祉部障がい者支援課
相談支援係
04-7125-1111（内）2115
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231 野田市 委託
野田市シルバーサロン事
業委託

NPO法人ゆう＆みい
　高齢者が気軽に集うことのできる拠点である
「シルバーサロン」を2か所運営し、認知症や
閉じこもりを予防する。

4,044 通年
保健福祉部介護保険課
04-7125-1111（内線2186）

232 野田市 委託 つどいの広場事業運営
NPO法人子育てネッ
トワークゆっくっく

乳幼児とその親が気軽に集い交流を図り、育
児相談等を行う事業。

3,058 通年
児童家庭部児童家庭課
04-7125-1111（2996）

233 野田市 補助
地域子育て拠点整備事業
事業費補助金

NPO法人ゆう＆みい
地域の子育て拠点として「子育てサロン」を設
置し、育児を行う保護者を総合的に支援する
事業。

2,885 通年
児童家庭部児童家庭課
04-7125-1111（2996）

234 野田市 補助
地域子育て拠点整備事業
事業費補助金

NPO法人子育てネッ
トワークゆっくっく

地域の子育て拠点として「子育てサロン」を設
置し、育児を行う保護者を総合的に支援する
事業。

2,296 通年
児童家庭部児童家庭課
04-7125-1111（2996）

235 野田市 補助
地域子育て拠点整備事業
事業費補助金

NPO法人野田市どろ
んこの会

地域の子育て拠点として「子育てサロン」を設
置し、育児を行う保護者を総合的に支援する
事業。

2,120 通年
児童家庭部児童家庭課
04-7125-1111（2996）

236 野田市 委託
訪問型一時保育事業保育
士等派遣業務委託

NPO法人子育てネッ
トワークゆっくっく

保護者の急な病気などで一時的に保育が出
来なくなった場合に保育士等を派遣する事

1,124 通年
児童家庭部児童家庭課
04-7125-1111（2996）

237 野田市 委託
緊急一時保護施設運営業
務

NPO
DV被害女性の保護、自立に向けた相談及び
支援活動を行う。

3,242 通年
児童家庭部
人権・男女共同参画推進課
04-7125-1111(2577)

238 野田市 委託 女性のための相談業務 NPO
女性カウンセラーが、女性の抱える様々な問
題や悩みの相談に応じる。

1,140 通年
児童家庭部
人権・男女共同参画推進課
04-7125-1111(2577)

239 野田市
指定管理者
制度

○
野田市郷土博物館及び市
民会館指定管理委託

ＮＰＯ法人野田文化
広場

郷土博物館と国登録文化財市民会館を指定
管理者として一体管理し、従来の博物館活動
に加え、キャリアデザイン活動の拠点として、
市民に新たな交流の場を提供する

55,196 通年
教育委員会生涯学習部社会
教育課文化財係
04-7125-1111内2655

240 野田市
指定管理者
制度

○
野田市春風館道場指定管
理者

ＮＰＯ法人野田春風
会

野田市春風館道場の管理運営に関すること 8,629
通年
※H27.4～H32.3
の契約

教育委員会生涯学習部社会
体育課04-7124-7930制度 理者 会

の契約
体育課04-7124-7930

241 野田市 その他 ○ おはなし会 ボランティア
毎週市内の全図書館で幼児・児童を対象とし
た素話・読み聞かせを実施

0
通年
（未定）

興風図書館
04-7123-7611

242 野田市 その他 ○ ブックスタート ボランティア
三ヶ月健診時に、赤ちゃんと保護者に向けて
読み聞かせを実施。

1,709
(生活支

援課及び
興風図書

通年
（随時）

興風図書館
04-7123-7611

243 野田市 その他 ○ 図書館ボランティア ボランティア
より開かれた図書館を目指し、利用者の視点
からの図書館づくりを一層推進する。書架整
理・資料の修理

0
通年
（未定）

興風図書館
04-7123-7611

244 野田市 その他 ○
録音図書・点字図書の作
成

ボランティア
３団体

身体上の理由で図書館の利用が困難な方へ
録音図書または点字図書の作成

0 通年
興風図書館
04-7123-7611

245 茂原市 補助 ○ 一宮川愛護会助成 ボランティア
一宮川の美化、清掃活動を行う一宮川愛護会
に助成する。

120 随時
都市建設部土木管理課　用
地管理係　0475-20-153７

246 茂原市 事業協力 ○ ○
学校支援ボランティア活動
推進事業

ボランティア

保護者や地域住民をあらかじめ支援ボラン
ティアとして登録し、必要に応じ学校環境整備
支援、学校の教育活動支援、児童・生徒の安
全対策支援を依頼する。

173
随時
（通年）

教育委員会学校教育課指導
係　0475-20-1558

247 茂原市 補助 ○ スポーツ少年団事業 ボランティア
小中学生を対象にスポーツ活動を実施してい
るスポーツ少年団に対し助成。約17団体90名
がボランティアで指導している。

50
通年
（5月に追加登
録）

教育委員会体育課体育振興
係　0475-23-2811

248 茂原市 委託 ○ ○ 都市公園等清掃管理業務 地域自治会NPO等
公園内の清掃及び除草、施設の状態報告な
ど公園管理業務を地域自治会等へ委託する。

1,010 随時
都市建設部都市整備課公園
緑地係　0475-20-1548

249 茂原市 委託 ○ ○ ○ 茂原市健康生活推進員会 ボランティア

「自分の健康は自分で守る」という自覚と認識
を個人から家族へ、家族から地域へ広めると
ともに、地域に即した普及活動が自主的に行
えるようにする。

489
通年
（随時）

市民部健康管理課保健セン
ター
0475-25-1725
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250 茂原市 その他 ○ ○
ホームステイ
ボランティア登録

ボランティア
主に姉妹都市ソルズベリー市からの訪問者の
ホームステイ先となるホストファミリーを募集し
登録する。

0
随時
(随時）

企画財政部企画政策課男女
共同・国際化係
0475-20-1516

251 茂原市 その他 ○ ○ 語学ボランティア登録 ボランティア
姉妹都市からの訪問団が参加する公式行事
や在住外国人の相談時の通訳、行政文書の
翻訳などのため、語学力のある方を募集・登

0
随時
(随時）

企画財政部企画政策課男女
共同・国際化係
0475-20-1516

252 茂原市 事業協力 ○ ○ 古文書調査・刊行事業 ボランティア
「古文書講座」の受講生達で構成される会員
とともに、後世に残すべき古文書資料を調査・
翻刻し、冊子として刊行する。

0 随時
美術館・郷土資料館
0475-26-2131

253 茂原市 補助 ○ ○ 青少年育成茂原市民会議 NPO・ボランティア
地域における青少年育成活動の促進、青少
年非行防止のための活動を、市民等と協力し
て実施する。

986
年間を通して行事
有

教育委員会生涯学習課社会
教育係
0475-20-1559

254 茂原市 補助 ○
茂原市子どもセンター運営
費補助

NPO・ボランティア
子どもたちに様々な体験学習の機会や家庭
教育の支援に関する情報を収集したり自然体
験事業等を実施している子どもセンターに助

261 随時
教育委員会生涯学習課生涯
学習係
0475-20-1559

255 茂原市 その他 ○ 講師登録制度 ボランティア・個人
公民館や学校等で依頼している講師及び個
人の講師希望者を登録し、公共及び市民の
ニーズに合う講師を紹介する。

0 随時
教育委員会生涯学習課生涯
学習係
0475-20-1559

256 茂原市 補助 ○ 茂原少年少女発明クラブ ボランティア
児童・生徒に科学技術に関する興味、関心を
追求する場を提供している当クラブに助成し、
創造性豊かな人間形成を図る。

57 毎週土・日曜日
教育委員会生涯学習課生涯
学習係
0475-20-1559

257 茂原市 補助 ○
地域コミュニティーづくり推
進支援事業

ボランティア
社会福祉協議会が行うボランティア登録、ボラ
ンティア体験、福祉教育、講座開設、場の提供
等の事業に助成を行う。

2,113
通年
（随時）

社会福祉課地域福祉係
0475-20-1571

258 茂原市 補助 ○
交通安全母の会
（交通安全対策事業）

ボランティア
交通安全運動への参加協力、家庭内におけ
る交通安全教育の推進をしている当会に助成 145 通年

市民部生活課交通防犯係
0475-20-1505

258 茂原市 補助 ○
（交通安全対策事業）

ボランティア る交通安全教育の推進をしている当会に助成
を行う。

145 通年
0475-20-1505

259 茂原市 補助 ○
茂原市子ども会育成連合
会

ボランティア

指導者・リーダー養成のための講習会や子ど
も会の交歓を図る大会等を開催している当連
合会に助成し、子ども会活動の一層の発展及
び青少年の健全育成を図る。

580
講習会：年3回　他
年間を通して事業
有

教育委員会生涯学習課社会
教育係
0475-20-1559

260 茂原市 補助 ○
茂原市青少年相談員連絡
協議会

ボランティア
青少年の健全育成を図るため、各種スポーツ
大会や夜間特別パトロール等を実施する当協
議会に助成。

947
大会：7月4日、1月
24日
パトロール：随時

教育委員会生涯学習課社会
教育係
0475-20-1559

261 茂原市 補助 ○ 茂原市連合婦人会 ボランティア
青少年健全育成を推進し、明るい家庭づくりと
地域の発展に努める当会に助成を行う。

169 随時
教育委員会生涯学習課社会
教育係
0475-20-1559

262 茂原市 補助 ○ ○
茂原市リサイクル推進委
員会

地域自治会等
地域から選任された委員が中心となり、ごみ
の減量化、リサイクル並びに周辺地域の環境
美化等に努める当委員会に助成。

1,116 通年
経済環境部環境保全課
クリーン推進係
0475-20-1504

263 茂原市 その他 ○ 地域美化活動 地域自治会等
地域における環境美化活動に対しゴミ袋の配
布、ごみの回収を協働で行う。

97 通年
経済環境部環境保全課
クリーン推進係
0475-20-1504

264 茂原市 その他 ○ ○ 市の花コスモス植栽事業 地域自治会等
市の花コスモスの普及啓発のため遊休地や
校庭などで植栽をしてくれる自治会、学校、団
体等にコスモスの種子を提供する。

292
通年
（4月）

経済環境部環境保全課
クリーン推進係
0475-20‐1504

265 茂原市 その他 ○
花いっぱい運動推進協議
会

ボランティア
公共施設周辺の遊休地に草花を植栽し、花の
ある潤いの町並みの形成に努力している団体
に原材料の提供を行う。

90 通年
経済環境部環境保全課
クリーン推進係
0475‐20‐1504

266 茂原市 その他 ○ ○ 地球温暖化防止活動 ボランティア
市と長生郡市に在住する千葉県地球温暖化
防止活動推進員が連携し、温暖化防止のた
め体験型学習会、講座を展開する。

0 随時
経済環境部環境保全課
環境対策係
0475-20-1504

267 茂原市 補助 ○ 防犯対策事業 ボランティア
防犯活動を実施している茂原市防犯組合に助
成。

210 随時
市民部生活課交通防犯係
0475-20-1505
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268 茂原市 事業協力 ○ ○ 消費生活モニター ボランティア 消費生活に関する調査・報告等をおこなう。 0
随時（2年に1度
３月）

市民部生活課庶務相談係
0475-20-1505

269 成田市 補助 ○
なりた環境ネットワーク推
進事業

なりた環境ネットワー
ク

市民や各種団体を対象に、印旛沼クリーンハ
イキング・環境講演会などの啓発活動や、空
港周辺道路美化活動などの環境保全活動を
行うなりた環境ネットワークの運営費を補助す
ることにより、環境美化団体を育成し、その
ネットワーク化を促進する。

4,500 通年
環境計画課
0476-20-1533
kankei@city.narita.chiba.jp

270 成田市 委託 都市公園管理事業
ＮＰＯ法人
自治会
市民活動団体

公園内の清掃、管理報告等を行う。 37,971 通年
公園緑地課
0476-20-1562
koen@city.narita.chiba.jp

271 成田市 委託 緑地管理事業
ＮＰＯ法人
自治会
市民活動団体

緑地内の清掃、管理報告等を行う。 6,039 通年
公園緑地課
0476-20-1562
koen@city.narita.chiba.jp

272 成田市 委託 緑化推進事業
ＮＰＯ法人
自治会
市民活動団体

花壇管理等を行い、花と緑による緑化推進を
図る。

14,579 通年
公園緑地課
0476-20-1562
koen@city.narita.chiba.jp

273 成田市 補助 ○ ○
成田市国際交流協会への
支援

成田市国際交流協
会

市民主体の国際交流を推進するため、成田市
国際交流協会実施事業への補助を行う。（事
業内容：友好都市との青少年交流、国際交流
イベントの開催、市民団体が行う国際交流活
動への助成等）

17,000 通年
広報課
0476-20-1503
koho@city.narita.chiba.jp

274 成田市 委託 児童ふれあい交流事業
NPO
市民活動団体

児童の親子でのふれあい、様々な人との出会
い、地域の仲間づくりを促進し、子育て家庭の
支援や児童の健全育成を図る。

190 3月
子育て支援課
0476-20-1538
kodomo@city.narita.chiba.jp

子ども館
0476-20-6300

その他　(ボラ
ンティアが行

第１・第３土曜日に中央公民館、第２・第４土
子育て支援課

子ども館

275 成田市
ンティアが行
政と協力して
継続的に事
業を行う。）

○ ○ 子育てひろば ボランティア

第１・第３土曜日に中央公民館、第２・第４土
曜日に子ども館２階にて子育てひろばを開催
し、乳幼児を対象に絵本・紙芝居の読み聞か
せや体操などを行う。

192 通年
子育て支援課
0476-20-1538
kodomo@city.narita.chiba.jp

子ども館
0476-20-6300
中央公民館
0476-27-5911

276 成田市

その他　(ボラ
ンティアが行
政と協力して
継続的に事
業を行う。）

○ ○ 絵本の読み聞かせ ボランティア

第２・第４水曜日に子ども館２階のなかよしひ
ろば、第２・第４木曜日に三里塚コミュニティセ
ンターのなかよしひろばにて、乳幼児を対象に
絵本・紙芝居の読み聞かせを行う。

0 通年
子育て支援課
0476-20-1538
kodomo@city.narita.chiba.jp

子ども館
0476-20-6300
三里塚ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ
0476-40-4880

277 成田市 その他 ○ 録音図書の作成 NPO(法人格なし）
身体上の理由で図書館の利用が困難な方へ
の録音図書の作成

517 通年
図書館
0476-27-2000
info@library.narita.chiba.jp

278 成田市 その他 ○ ○ おはなし会 ボランティア
市内小学校及び図書館でのおはなし会等の
共催

73 通年
図書館
0476-27-2000
info@library.narita.chiba.jp

279 成田市
情報交換・
意見交換

○
生涯学習推進事業（まなび
＆ボランティアサイト）

ボランティア
NPO

さまざまな催し物・ボランティア情報・人材・団
体等の総合的な情報の発信・交流窓口サイト
の運営。
NPO等が行なうイベント情報・ボランティア募
集情報・団体照会等の発信・ボランティアの登

1,437 随時
教育委員会生涯学習課
0476-20-1583
shogaku@city.narita.chiba.jp

280 成田市 委託 道路施設等管理事業
NPO法人　成田坂田
ケ池の友

坂田ケ池公園の管理業務を受託している当団
体に、隣接する市道大竹林畑線の路肩草刈
作業を委託するもの（作業は年３回実施）。

162 5月～11月
道路管理課
0476-20-1551

281 成田市 委託 ○
公津の杜なかよしひろば管
理業務

ＮＰＯ法人
公津の杜なかよしひろば管理運営業務の委
託

15,693 通年
子育て支援課
0476-20-1538
kodomo@city.narita.chiba.jp

公津の杜なかよしひろ
ば
0476-27-7300

282 成田市 委託 ○ 児童ふれあい交流事業 ＮＰＯ法人 児童ふれあい交流事業の委託 100 11月～２月
子育て支援課
0476-20-1538
kodomo@city.narita.chiba.jp

公津の杜なかよしひろ
ば
0476-27-7300
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283 成田市

その他　(ボラ
ンティアが行
政と協力して
継続的に事

○ ○ 障害者社会参加促進事業 ボランティア
「広報なりた」月２回と「市議会だより」年４回、
視覚障害者の方に送り届けるためのUSBメモ
リとカセットテープのマスター版を作成する。

229 通年

障がい者福祉課障がい支援
係
0476-20-1539
shoufuku@city.narita.chiba.jp

284 成田市

その他(ボラ
ンティアを主
体として、行
政が後方支
援をし、継
続的に事業

○
成田市介護支援ボランティ
ア活動推進事業

ボランティア

高齢者が介護支援ボランティア活動を通して
地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者
自身の社会参加活動を通した介護予防を推
進する

975 通年
介護保険課
0476-20-1545
kaigo@city.narita.chiba.jp

成田市社会福祉協議
会ボランティアセン
ター
0476-27-8010

285 佐倉市 委託 ○ 市民協働推進研修
NPO、市民団体、地
域団体

市民協働の意義や必要性、市民公益活動団
体の実態や思いへの理解を深めることを目的
として、採用2年目の職員が、団体の活動を実
際に体験し、その内容を発表する。

198
11月～H28年1
月

人事課 人事研修班
043-484-6210
jinji@city.sakura.lg.jp

286 佐倉市 後援 ○
「佐倉・城下町400年記念」
協賛事業

企業、NPO、市民団
体、地域団体等及び
個人

城下町佐倉の歴史と文化の認知を高めること
を目的として佐倉市が実施する佐倉・城下町
４００年記念事業の主旨に賛同して主催者が
実施する事業を協賛事業として認定し、広報
等支援する。

0 通年

企画政策課
043-484-3374
kikakuseisaku@city.sakura
.lg.jp

287 佐倉市 共催 ○ ○ 平和啓発事業 市民団体
戦争体験者の講演、戦争関係資料の展示、コ
ンサート等

100 7～8月
広報課　平和・国際担当
043-484-6103
koho@city.sakura.lg.jp

288 佐倉市
指定管理者
制度

○
佐倉市男女平等参画推進
センター指定管理者業務
委託

ＮＰＯ法人
指定管理者制度による佐倉市男女平等参画
推進センターの管理・運営

13,680
Ｈ27年度～Ｈ31
年度

自治人権推進課
人権・男女平等参画推進班
℡043-484-1948

289 佐倉市
補助 情報
交換・意見 ○ ○

市民協働事業（市民提案
NPO法人
市民団体

助成金等支援を希望する市民公益活動団体
等に対し、市民協働推進委員会の審査に基づ 2,500

平成27年4月～5
自治人権推進課
市民活動推進班289 佐倉市 交換・意見

交換
○ ○

市民協働事業（市民提案
型）

市民団体
自治会・町内会
その他

等に対し、市民協働推進委員会の審査に基づ
き支援する。

2,500
平成27年4月～5
月募集

市民活動推進班
043-484-6127
jichijinken@city.sakura.jp

290 佐倉市 委託 ○
市民協働事業等の情報発
信

NPO
市民協働事業に関する情報紙の作成・発行・
配布等

500 5月以降

自治人権推進課
市民活動推進班
043-484-6127
jichijinken@city.sakura.jp

291 佐倉市
企画立案へ
の参画・実行
委員会・共催

○ 佐倉市消費者展 市民団体その他

各参加団体が、パネル展示・パンフレット配
布・アンケートにより情報や知識等を消費者に
提供する。また全体でイベントを企画実施し、
広く市民に呼びかける。

1,000 1月頃
消費生活センター
043-483-3010
consumer-ｃity.sakura.lg.jp

292 佐倉市 補助 ○
佐倉市交通安全母の会事
業費補助金

市民団体
交通安全啓発を目的とした手作り啓発物資の
配布、街頭啓発活動、学童に対する交通安全
指導時の補佐など

50 通年
道路維持課交通班
043-484-6130
doroiji@city.sakura.lg.jp

千葉県環境生活部生
活課・交通安全課安全
対策室

293 佐倉市 委託 ○
佐倉市ファミリーサポート
センター

ＮＰＯ法人ワーカーズ
コープ

佐倉市ファミリーサポートセンターの運営 10,663 通年
子育て支援課　指導班
043-484-6245
kosodate@city.sakura.lg.jp

294 佐倉市
指定管理者
制度

○
佐倉市ヤングプラザ指定
管理者業務委託

NPO法人
指定管理者制度による佐倉市ヤングプラザの
管理・運営

21,690 通年
健康こども部児童青少年課
青少年育成班
電話：043-484-6190

295 佐倉市
事業協力
委託

○
さくらスポーツフェスティバ
ル

NPO法人
市民団体

ニュースポーツ体験コーナー・スポーツ
教室等を行い、幅広い年代の方が気軽に
スポーツに楽しめる機会を提供する。

301 10月
佐倉市生涯スポーツ課
０４３－４８４－６７４２
shogaisports@city.sakura.lg.jp

296 佐倉市
実行委員会
共催

○ ○
佐倉朝日健康マラソン大
会

NPO法人
市民団体
ボランティア

佐倉市民と全国マラソン愛好者の体力向
上と地域交流を図るマラソン大会を実施
する。（フル・10k・3k）

900 3月
佐倉市生涯スポーツ課
０４３－４８４－６７４２
shogaisports@city.sakura.lg.jp

297 佐倉市 その他 ○ ○
佐倉草ぶえの丘バラ園維
持管理事業

その他 佐倉草ぶえの丘バラ園の維持管理
51,429

(うちﾊﾞﾗ
園5,184)

通年
農政課　管理班
043-484-6141
nosei@city.sakura.lg.jp

佐倉草ぶえの丘
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298 佐倉市 実行委員会 ○ 佐倉市民花火大会 個人ボランティア
花火大会当日、会場周辺でゴミ持ち帰り用ゴ
ミ袋の配布、来場者アンケートの配布、回収等
を行う。

0 平成27年6月
産業振興課観光班
043-484-6146

佐倉青年会議所

299 佐倉市 その他 ○ ○
佐倉市印旛沼浄化推進運
動

その他
環境関連団体等と連携し、一般市民の参加を
募って印旛沼周辺の清掃活動及び啓発活動
を実施する。

803 10月24日

環境政策課自然環境保全班
043-484-4278
kankyoseisaku@city.sakura.
lg.jo

300 佐倉市 その他 ○ ○ 畔田谷津ワークショップ 個人ボランティア

佐倉市谷津環境保全指針に基づき、畔田谷
津（畔田沢下流域）の整備や保全手法の検
討、現地での保全作業や生物調査などを行っ
ている。

874 通年

環境政策課自然環境保全班
043-484-4278
kankyoseisaku@city.sakura.
lg.jo

301 佐倉市 その他 ○ ○ おはなしきゃらばん
おはなしきゃらばん
（ボランティア）

人形劇等による「おはなし会」 1,080 年間30公演
佐倉図書館
043-485-0106
sakura-lib@city.sakura.lg.jp

302 佐倉市
情報交換
・意見交換

○ ○
文化財ボランティアガイド
佐倉

市民団体
文化財施設において、定期・臨時の解説ガイ
ド

0 通年
文化課文化財班
０４３－４８４－６１９２
bunka@city.sakura.lg.jp

303 佐倉市
情報交換
・意見交換

○ ○
ＮＰＯまちづくり支援ネット
ワーク

市民団体
酒々井町教育委員会と共同開催する、国史
跡・元佐倉城跡の現地見学会における解説ガ
イド

0 ３月中旬
文化課文化財班
０４３－４８４－６１９２
bunka@city.sakura.lg.jp

304 佐倉市 後援 ○
「佐倉市市制施行60周年
記念」協賛事業

市民、市内団体の代
表者

市制施行60周年を祝賀することを目的とし、佐
倉市が実施する市政施行60周年記念事業の
主旨に賛同して市民等が実施する事業を協賛
事業として認定し、広報等支援する。

0 通年

企画政策課
043-484-3374
kikakuseisaku@city.sakura
.lg.jp

305 佐倉市 委託 ○ 国際化推進事業
公益財団法人佐倉
国際交流基金

市内在住、在勤外国人に対し、日本語講座、
生活相談を行う

1,500 通年
広報課　平和・国際担当
043-484-6103
koho@city.sakura.lg.jp

国際交流基金 生活相談を行う
koho@city.sakura.lg.jp

306 佐倉市 委託 ○
市制施行６０周年記念［み
んなが笑顔のコンサート事
業］

ＮＰＯさくら組
市制施行６０周年記念事業として、音楽が大
好きな障害児が歌やダンスを披露するコン
サートを行う。

200 平成26年9月
障害福祉課在宅支援班
０４３－４８４－４１６４
shogaifukushi@city.sakura.lg.j

307 佐倉市 委託 ○
佐倉市グループ型小規模
保育

ＮＰＯ法人日本チャイ
ルドマインダー協会

グループ型小規模保育事業の実施 22,969 通年
子育て支援課　指導班
043-484-6245
kosodate@city.sakura.lg.jp

308 佐倉市
事業協力
委託

○ マラソンクリニック NPO法人

市民が日常生活の中で積極的に運動を取り
入れることを推進するとともに、佐倉朝日健康
マラソン大会市民の部に参加し完走できるよう
にする。

65 2・3月
佐倉市生涯スポーツ課
０４３－４８４－６７４２
shogaisports@city.sakura.lg.jp

309 佐倉市 事業協力 ○
佐倉市違反広告物除却ボ
ランティア

地域団体
登録団体は、作業計画に基づき違反広告物
の除却を実施する。

0 通年
都市計画課・景観班
043-484-6164
toshikeikaku@city.sakura.l

310 佐倉市 その他 ○ 小学校訪問おはなし会
おはなしボランティア
「佐倉ゆうゆう語り
塾」

佐倉市内の小学校に出向き、すばなし・ブック
トーク等を行い、子供の読書普及に努める。

0 通年
志津図書館
043-488-0906
shizu-lib@city.sakura.lg.jp

311 佐倉市
事業協力
委託

○ ○ ○ ミテ・ハナソウ
NPO法人
個人ボランティア

来館者と対話型美術鑑賞を行うボランティアを
募集・育成する。育成した鑑賞コミュニケー
ターは、施設見学の学校対応を中心に、対話
を通して美術鑑賞のサポートを行う。

867 ４～3月
佐倉市立美術館
043-485-7851
muse@city.sakura.lg.jp

認定NPO法人ARDA

312 佐倉市
実行委員会
委託

○ ○ 新春佐倉美術展 市民団体
市内美術団体選出の実行委員が企画･運営
する、市内を拠点に活動する現代作家の絵
画・工芸・彫刻・書の展覧会。

200 6～3月
佐倉市立美術館
043-485-7851
muse@city.sakura.lg.jp

佐倉美術協会
佐倉市書道協会

313 佐倉市
企画立案へ
の参画

○ ○ ○ アート・フォト・サクラ 個人ボランティア
市民ボランティアが企画･運営する、アートを
撮影して表現した写真の公募展。

93 6～3月
佐倉市立美術館
043-485-7851
muse@city.sakura.lg.jp
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314 佐倉市 後援 ○
「佐倉市市制施行60周年
記念事業」協賛事業

個人及び市民団体、
企業、法人

平成２６年に市制施行６０周年を迎えるにあた
り、佐倉市第４次総合計画の基本構想のス
ローガンである「歴史 自然 文化のまち」を
テーマに佐倉市が実施する佐倉市市制施行６
０周年記念事業の主旨に賛同して主催者が
実施する事業を協賛事業として認定し、広報

0 通年

企画政策課
043-484-3374
kikakuseisaku@city.sakura
.lg.jp

315 佐倉市 その他 ○ 子どもの居場所作り
中央公民館を利用し
ている団体

夏休み期間中に中央公民館を利用している団
体が小学生を招き、各団体が行っている活動
を通じて一緒に学習する。

0
7～8月
（4月～5月）

佐倉市立中央公民館
043-485-1801
chuo-public@city.sakura.lg.jp

316 東金市 支援 市民活動総合補償制度 市民活動団体等
左記対象者を被保険者とする傷害・賠償責任
保険に加入する。

554 通年
企画課市民協働係
0475-50-1115
kikaku@city.togane.lg.jp

317 東金市
公共施設等
の提供

市民活動支援事業 市民活動団体等
市民活動団体等に対し、事業実施における公
共スペースの提供などといった支援を行なう。

0 随時
企画課市民協働係
0475-50-1115
kikaku@city.togane.lg.jp

318 東金市 その他 ○ 環境の森育成事業 自然観察グループ
自然観察グループ「ときがねウォッチング」と
の協働作業により雑木林の育成を行い、緑化
推進活動に向けた人材の発掘と組織の育成

0 適時
環境保全課生活環境係
0475-50-1170
kankyo@city.togane.lg.jp

319 東金市 その他 ○ ごみゼロ運動 地域住民・自治会 各地区のごみ拾いを実施する 0
春(5月・6月)
秋（9月・10月）

環境保全課生活環境係
0475-50-1170
kankyo@city.togane.lg.jp

320 東金市 その他 ○ 東金市不法投棄監視員 ボランティア

自然環境の破壊のおそれのある不法投棄等
を未然に防止し、市民の快適な生活環境を保
全するため、地区内における廃棄物等の不法
投棄等及び野焼き行為の発見に努め、不法
投棄等及び野焼き行為を発見したときは、電

0 適時
環境保全課公害対策係
0475-50-1171
kankyo@city.togane.lg.jp

投棄等及び野焼き行為を発見したときは、電
話、観察票、その他の方法により、市に報告

321 東金市 その他 ○ 学校支援ボランティア ボランティア

応募者を「学校支援ボランティア」に登録し、そ
の支援可能な内容（部活動指導、樹木伐採
等）により学校から要請する。登録者全員ボラ
ンティア保険に加入。

63 随時
学校教育課指導係
0475-50-1204
gakkyo@city.togane.lg.jp

322 東金市 補助 ○ ささえあいサービス事業 ボランティア
日常生活に支障のある高齢者及び重度障害
者等の孤独感の解消を図り、併せて安否の確
認を行う。

1,200 通年
社会福祉課社会係
0475-50-1233
syafuku@city.togane.lg.jp

東金市社会福祉協議
会
0475-52-5198

323 東金市 共催 献血事業
東金市赤十字奉仕
団
東金ﾗｲｵﾝｽﾞｸﾗﾌﾞ

血液等の安定供給を目的とし､献血者の増加
を図るため､市民への周知や当日の運営を
行っている。

126 随時
健康増進課予防係
0475-50-1173
kenko@city.togane.lg.jp

324 東金市 事業協力 ○ 園芸ボランティア
ボランティア・
二金会

ふれあいセンター中庭の手入れや低木の剪
定・花壇の管理。

40 随時
健康増進課予防係
0475-50-1173
kenko@city.togane.lg.jp

325 東金市 その他 ○
（公園整備事業）
鴇ケ嶺の森公園整備事業

市民活動団体

「セントラルパーク市民の会」が主体となり市
中心部に残る自然を保護するため、植樹祭等
の市民参加イベント開催及び植栽地の草刈り
等の作業を行う。

0 適宜
都市整備課まちづくり推進係
0475-50-1157
tosei@city.togane.lg.jp

326 東金市 広報支援 ○
生涯学習情報誌ときめき
発行

ボランティア
市内及び近隣市町村のイベント・地域情報を
提供するため、情報誌を発行する。

2,363 適時
生涯学習課文化学習振興係
0475-50-1187
syogai@city.togane.lg.jp

327 東金市 広報支援 ○ 生涯学習データバンク NPO、ボランティア

生涯学習に関する総合的な情報の受発信体
制を整備し、市民の生涯学習活動の振興を図
ることを目的とし、市ホームページ及び冊子で
生涯学習情報を公開する。

0 通年
生涯学習課文化学習振興係
0475-50-1187
syogai@city.togane.lg.jp

328 東金市 広報支援 ○ スポーツリーダーバンク ボランティア
安全に生涯スポーツ活動を楽しむためにス
ポーツ活動指導者を登録し、スポーツ活動の
指導にあたる。

0 通年
生涯学習課スポーツ振興係
0475-50-1189
syogai@city.togane.lg.jp
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329 東金市 委託 南房総わくわく探検隊 NPO
小学生を対象とした自然体験、野外活動プロ
グラムを実施に関して、当該事業のプログラ
ムの進行などにあたる。

457 3月
生涯学習課青少年係
0475-50-1205
syogai@city.togane.lg.jp

330 東金市 委託 あづみの探検隊 ＮＰＯ
安曇野市との交流と自然体験を目的とした事
業の実施に関して、当該事業のプログラムの
進行などにあたる。

884 8月
生涯学習課青少年係
0475-50-1205
syogai@city.togane.lg.jp

331 東金市 事業協力 ○ ブックスタート事業 ボランティア
ＢＣＧ予防接種時に、赤ちゃんとその保護者
に、絵本の楽しさを伝えながら絵本をプレゼン
トし、子育てを支援するとともに読書普及を図

287 通年
生涯学習課図書館
0475-50-1190

健康増進課母子保健
係

332 東金市 事業協力 ○ おはなし会 ボランティア

①「赤ちゃんとたのしむ絵本とわらべうたの
会」（０～１歳児対象）
②「親子でたのしむおはなし会」、（２～３歳児
対象）
③「おはなし会」（幼児～小学生対象）
※各おはなし会にて、絵本の読み聞かせ、手
遊び、わらべうたや絵本の紹介等をする。

0 通年
生涯学習課図書館
0475-50-1190

333 東金市 事業協力 ○ 業務ボランティア ボランティア
移動図書館の補助や図書館の書架整理、環
境整備を行う。

0 通年
生涯学習課図書館
0475-50-1190

334 東金市 補助 ○ YASSAフェスティバル助成
YASSAフェスティバ
ル推進協議会

地域住民のまつりとして、住民と一体になった
イベントを実施するとともに、観光客誘致を図
る

2,550 ８月
産業振興課観光係
0475-50-1142
sangyo@city.togane.lg.jp

335 東金市
企画立案へ
の参画

○
YASSAフェスティバル企画
立案

NPO法人
YASSA

やっさフェスティバル等地域の祭りやイベント
等に積極的に企画・参加することで、地域の
新旧文化の融合と振興を図る事業を行い、地
域の経済の活性化を寄与する。

0 通年
産業振興課観光係
0475-50-1142
sangyo@city.togane.lg.jp

336 東金市 補助 ○ 東金市観光協会助成 東金市観光協会
『桜まつり』を始めとするイベントの開催、観光
のPRを行い観光客の誘致、市のイメージアッ 2,460 通年

産業振興課観光係
0475-50-1142336 東金市 補助 ○ 東金市観光協会助成 東金市観光協会 のPRを行い観光客の誘致、市のイメージアッ

プを図る。
2,460 通年 0475-50-1142

sangyo@city.togane.lg.jp

337 東金市
情報交換・
意見交換

○ ○ 八鶴湖浄化プロジェクト ボランティア
観光施設である八鶴湖の水質浄化を図るた
め、雄蛇ヶ池からの導水により、水を年２回程
度入れ替えを行う。

0 通年
産業振興課観光係
0475-50-1142
sangyo@city.togane.lg.jp

東金商工会議所

338 東金市 その他 ○
新産業交流プラザ運営業
務

NPO法人
Virt21

SOHO支援、棚ショップ及び多目的スタジオの
運営、新しいコミュニティの提供等、新産業の
創出を目指す新産業交流プラザの運営し、地
域経済の活性化に寄与する。

0 通年
産業振興課商工振興係
0475-50-1155
sangyo@city.togane.lg.jp

東金商工会議所

339 東金市 事業協力 ○
まちの駅ネットワークとうが
ね

まちの駅

まちの駅ネットワークを構築し、来訪者等へお
もてなしや情報提供を充実させることにより、
交流人口の拡大や地域の活性化に寄与す
る。

10 通年
産業振興課商工振興係
0475-50-1155
sangyo@city.togane.lg.jp

東金商工会議所

340 東金市 補助
東金国際交流事業活動助
成

国際交流団体
公益的な国際交流事業を行う団体に対する事
業費助成（補助金交付）

150 4月
秘書広報課広報広聴係
0475-50-1195
koho@city.togane.lg.jp

341 東金市 事業協力 ○ 声の広報とうがね
ボランティア（朗読奉
仕つくし会）

広報とうがねに掲載した記事をカセットテープ
に録音し、希望する視覚障害者に送付してい
る

0 通年
秘書広報課広報広聴係
0475-50-1195
koho@city.togane.lg.jp

342 東金市 補助 ○ ○ 市民提案型協働事業 市民活動団体等
市民活動団体等の特性を活かした地域の課
題解決に資する公益的な活動内容に対し補
助金を交付する。

2,049
通年
（前年11月）

企画課市民協働係
0475-50-1115
kikaku@city.togane.lg.jp

343 東金市 事業協力 ○
油井おあし坂谷津田・増田
記念ビオトープ整備事業

自然観察グループ

自然観察グループ「ときがねウォッチング」と
の協働作業により休耕田の田んぼビオトープ
化をすすめ、より多くの生き物が生息していく
ことができる環境を作る。

0 適時
環境保全課生活環境係
0475-50-1170
kankyo@city.togane.lg.jp

企画課市民協働係
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344 東金市 事業協力 ○ おとまり合宿 ボランティア
小学生を対象とした身近で行うキャンプ事業を
実施

0 ７月
生涯学習課青少年係
0475-50-1205
syogai@city.togane.lg.jp

345 東金市 補助 ○ 東金市食生活改善協議会 ボランティア
地域で食生活を中心とした健康づくりのボラン
ティア活動を行う。

600 通年
健康増進課成人保健係
0475-50-1174
kenko@city.togane.lg.jp

346 東金市 その他 ○
東金市ヘルスサポーター
の会ふれあい

ボランティア
会員同士、健康づくり、病気予防を心がけ、市
の「とうがね健康プラン21（第2次）」を推進す
る。

0 通年
健康増進課成人保健係
0475-50-1174
kenko@city.togane.lg.jp

347 東金市 その他 ○ 雄蛇ヶ池クリーン作戦 ボランティア
観光施設である雄蛇ヶ池の環境保全及び美
化を図るため、年１回ボランティアと清掃を行
う。

12 ７月
産業振興課観光係
0475-50-1142
sangyo@city.togane.lg.jp

348 旭市 委託 地域生活支援事業
ＮＰＯ・社会福祉法
人・民間企業など

障害者への日中一時支援事業 18,328 通年
社会福祉課障害福祉班
0479-62-5351
syogai@city.asahi.lg.jp

349 旭市 委託 地域生活支援事業
ＮＰＯ・社会福祉法
人・民間企業など

障害者への移動支援事業 9,289 通年
社会福祉課障害福祉班
0479-62-5351
syogai@city.asahi.lg.jp

350 旭市 補助 ○
旭市市民まちづくり活動支
援事業

市民活動団体
まちづくり活動団体が実施する公共性、公益
性が高いと認められる事業に対し、補助金を
交付する。

3,093 通年
市民生活課市民生活支援班
0479-62-5396
shimin-

351 旭市 委託 ○ 環境調査指導委託
NPO生物多様性農業
支援センター

小学校児童による農地等での環境（生き物）
調査を通じ、農業と密接な関係にある自然環
境への理解を深める。

476
H26.5～
Ｈ27.2

農水産課振興班
0479-68-1174
sinko@city.asahi.lg.jp

352 習志野市 補助 ○
習志野市市民参加型補助

NPO
市民活動団体が行なう公益的な事業に対し
て、経費の一部を補助する。補助事業の審査 2,600

4/1～3/22
(募集時期

市民経済部協働まちづくり課
市民協働推進係352 習志野市 補助 ○

習志野市市民参加型補助
金助成事業

NPO て、経費の一部を補助する。補助事業の審査
は、市民主体の審査委員会が行う。

2,600 (募集時期
5/1～5/29)

市民協働推進係
047-453-9337
kyodo@city.narashino.lg.jp

353 習志野市 事業協力 ○ 地域デビュー支援事業 NPO

地域活動に参画したい市民と新しい仲間を求
める地域活動団体との出会いの場を企画。そ
の後、各団体の活動参加体験の記録、感想を
報告書にまとめる。

500 5/1～3/31

市民経済部協働まちづくり課
市民協働推進係
047-453-9337
kyodo@city.narashino.lg.jp

354 習志野市
実行委員
会・共催

○ ○
市民活動フェア
第12回みんなでまちづくり

NPO

地域活動団体が様々な企画・展示を行い、団
体の活動内容を周知することで、市民に対し
まちづくりへの理解・関心を深めるとともに、登
録団体間の交流を深めることを目的とする。

35 11/7,8

市民経済部協働まちづくり課
市民協働推進係
047-453-9337
kyodo@city.narashino.lg.jp

男女共同参画センター

355 習志野市 事業協力 ○ ○
市民活動スキルアップ講
座

NPO

地域における市民協働のまちづくりや市民活
動の推進役となるリーダーの育成、団体運営
に不可欠な会計・広報のスキルアップを目的
に、複数回の連続した講座を行う。また、参加
者相互の情報交換や交流の場とする。

300 27年度下期

市民経済部協働まちづくり課
市民協働推進係
047-453-9337
kyodo@city.narashino.lg.jp

356 習志野市 共催 ○ ○ ○ 男女共同参画週間事業 ボランティア

男女共同参画週間に合わせて開催する講演
会について、男女共同参画センター登録団体
等からなる運営委員会と市との協働により、
実施する。

269

12月～7月（募
集：11月）（講演
会の開催：7月11
日）

市民経済部男女共同参画セ
ンター
047-453-9307
danjo@city.narashino.lg.jp

357 習志野市 後援 ○ 習志野第九演奏会 NPO

年末恒例の第九交響曲演奏会を企画運営
（平成26年は第37回）。発足当初は、市教委
主催であったが、平成18年、第九合唱団が法
人格を取得し「市民による市民のための演奏
会」として再出発する。

0 8月～12月
生涯学習部社会教育課
047-451-1151内線461

習志野市芸術文化協
会
公益財団法人
習志野文化ホール
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358 習志野市 後援 ○ 習志野市美術展覧会 NPO

習志野市美術会は、平成9年設立。慣例行事
として「習志野市美術展覧会（通称：市展）」を
開催しており、平成26年度は21回展となる。発
足当初は市教委主催であったが、平成9年度
からは美術会が主催者として、市教委とともに
企画・運営に当たっている。

853

6月から作品募
集
展覧会の会期は
9月12日から9月
30日

生涯学習部社会教育課
047-451-1151内線461

公益財団法人
習志野文化ホール

359 習志野市

行政（図書
館）がボラン
ティアを募
集。応募した
ボランティア
が業務の一
部を担う

○ ○ 図書館ボランティア ボランティア
市民による図書館ボランティアが書架整理・郷
土行政資料、寄贈図書の整理・本の修理等の
活動を行う。

0 通年
大久保図書館
047-475-3213

360 習志野市 共催
総合型地域スポーツクラブ
活動事業

NPO
（NPO法人習志野ベ
イサイドスポーツクラ
ブ）

習志野市立第七中学校区において、地域住
民の方が会費を出し合い、規約等を定め地域
の学校体育施設や公共スポーツ施設を使用
して活動する自主運営のスポーツクラブ。

0 通年
生涯学習部生涯スポーツ課
047-451-1151内線452・459
syosupo@citｙ.narashino.lg.jp

361 習志野市 共催
総合型地域スポーツクラブ
活動事業

NPO
（NPO法人習志野
イースタンスポーツク
ラブ）

習志野市立第四中学校区において、地域住
民の方が会費を出し合い、規約等を定め地域
の学校体育施設や公共スポーツ施設を使用
して活動する自主運営のスポーツクラブ。

0 通年
生涯学習部生涯スポーツ課
047-451-1151内線452・459
syosupo@citｙ.narashino.lg.jp

362 習志野市 共催
総合型地域スポーツクラブ
活動事業

NPO
（NPO法人習志野中
央スポーツクラブ）

習志野市立第二、第六中学校区において、地
域住民の方が会費を出し合い、規約等を定め
地域の学校体育施設や公共スポーツ施設を
使用して活動する自主運営のスポーツクラ
ブ。

0 通年
生涯学習部生涯スポーツ課
047-451-1151内線452・459
syosupo@city.narashino.lg.ｊｐ

363 習志野市
企画立案へ

○
きれいなまちづくり推進事

地縁組織（町会等）

｢習志野市まちをきれいにする行動計画｣に基
づき、空き缶等の投棄防止、違反ごみ出しの 5,561 通年

環境部クリーン推進課
047-453-5577363 習志野市

企画立案へ
の参画

○
きれいなまちづくり推進事
業

地縁組織（町会等） づき、空き缶等の投棄防止、違反ごみ出しの
防止、飼い犬・飼い猫のふんの放置防止等を
推進する。

5,561 通年 047-453-5577
kurisui@city.narashino.lg.jp

364 習志野市 委託
公園・児童遊園等清掃、除
草及び草刈委託

地縁組織（町会、子
供会、老人会等）

地元の方々に公園に愛着を持っていただくた
めに、町会、子供会等に公園の清掃、草刈等
を委託する。

10,000 通年
環境部公園緑地課
047-453-9297
kouen@city.narashino.lg.jp

365 習志野市 補助
花いっぱい花壇づくり花苗
等交付事業

地縁組織（まちづくり
会議）

公共用に使用される道路残地、植樹桝、地域
花壇、公園等への花の植栽・緑化を行う事業
に対し、支援する。

1,600
環境部公園緑地課
047-453-9297
kouen@city.narashino.lg.jp

366 習志野市 委託 声の広報発行事業 NPO
広報、行政のお知らせなどの録音を依頼し、
成果品を障がい者に提供。

100
保健福祉部障がい福祉課
047-453-9206
syogaifu@city.narashino.ｌｇ.jp

愛朗会

367 習志野市 その他 ○ 転倒予防体操推進員 ボランティア

「（通称）習志野市健康なまちづくり条例」に基
づき、高齢者の健康づくり、介護予防等を推進
することを目的とし、転倒予防体操を普及す
る。

554 通年
保健福祉部高齢者支援課
047-453-9225

368 習志野市 その他 ○
習志野市健康づくり推進員
協議会

ボランティア

「（通称）習志野市健康なまちづくり条例」に基
づき、市民一人ひとりが栄養・運動・休養のバ
ランスのとれた生活習慣の確立・定着を目指
した健康づくりの実践ができるような健康づく
り事業を、企画・運営する。

91
通年 保健福祉部健康支援課

047-453-9302

369 習志野市 補助 ○
習志野市国際交流協会補
助金

NPO
本市の国際交流事業を推進するため、習志野
市国際交流協会が行う事業及び事務所の運
営への補助を行う。

9,731 通年

市民経済部協働まちづくり課
まちづくり推進係
047‐453-9301
kyodo@city.narashino.lg.jp

370 習志野市
実行委員
会・共催

○ ワイがや通り活性化事業

NPO
ボランティア
町会・自治会
商店会　等

京成津田沼駅前商店街「ワイがや通り商店
街」とその周辺地域の活性化のために、市や
地域、ＮＰＯ等がワイがや通り活性化委員会
を組織し、各種活性化事業を行う。

500 通年

市民経済部　商工振興課
商工振興係
０４７－４５３－７３９６
syokou@city.narashino.lg.jp

協働まちづくり課
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371 習志野市 その他 ○ ○
応急手当普及啓発活動推
進事業

NPO（ならしの救命普
及市民の会）
ボランティア

消防本部が実施する、心肺蘇生法及びAEDの
取扱いなどを行う普通救命講習等に、指導員
として協力するとともに、応急手当普及の啓発
活動を行う。

1,960 通年

消防本部警防課（ならしの救
命普及市民の会事務局）
０４７－４５２－１２８３
keibou-f@city.narashino.lg.jp

372 習志野市 事業協力 ○ 点字広報発行事業
NPO（習志野点字の
会）

広報、行政のお知らせなどの点訳を依頼し、
成果品を障がい者に提供。

74 通年
保健福祉部障がい福祉課
047-453-9206
syogaifu@city.narashino.ｌｇ.jp

373 習志野市 委託
国指定谷津鳥獣保護区鳥
獣生息環境維持管理業務

NPO
（東京湾岸ぐるっとク
ラブ）

谷津干潟において、鳥類の採餌環境に影響を
与えるとされるアオサを取り除き、鳥類の生息
環境等の保全を図る

1,600 通年
環境部　環境政策課　企画推進
係　047(453)9291
kankyou_m.s@city.narashino.lg.jp

環境省　関東地方環
境事務所

374 習志野市 委託
谷津干潟野鳥生息環境保
全業務

NPO
（東京湾岸ぐるっとク
ラブ）

東京湾から谷津干潟に流入・散乱する漂着ゴ
ミを除去し、干潟環境の保全等を図る

900 9月～12月
環境部　環境政策課　企画推進
係　047(453)9291
kankyou_m.s@city.narashino.lg.jp

環境省　関東地方環
境事務所

375 習志野市
実行委員
会・共催

○
習志野市みんなの消費生
活展

実行委員会
消費生活の向上のため、くらしの見直し、生活
の工夫などの様々な情報を発信する展示会を
開催する

460 2/20～2/21
協働まちづくり課消費生活セン
ター
047-451-1151(内377)
syouhi@city.narashino.lg.jp

376 習志野市 共催 ○ 習志野市ミニ消費生活展
NPO(習志野市消費
生活研究会）

「もったいない！！は自分から～食品ロスは
もったいないー使い切る・食べきる・ゴミにしな
い。」をテーマに食品ロス削減、環境問題、消

0 5月26日
協働まちづくり課消費生活セン
ター
047-451-1151(内377)
syouhi@city.narashino.lg.jp

377 習志野市 共催 ○ 習志野市消費生活講座
NPO(習志野市消費
生活研究会）

食の安心安全を確保するため食品等に含ま
れる放射性物質のリスクやからだへの影響な
どについて学ぶ講座を開催する

50 2月8日
協働まちづくり課消費生活セン
ター
047-451-1151(内377)
syouhi@city.narashino.lg.jp

消費者庁

378 習志野市 委託 ○ 姉妹都市青少年受入事業
NPO(習志野市国際
交流協会）

習志野市の姉妹都市であるアメリカ合衆国ア
ラバマ州タスカルーサ市からの青少年訪問団
を受け入れ、習志野市高校生をはじめとする
青少年との交流を図る

1,465 6/19～6/28

市民経済部協働まちづくり課
まちづくり推進係
047‐453-9301
kyodo@city.narashino.ｌｇ.jp

379 習志野市 委託 ○ 公園美化ボランティア 地縁組織（町会等）

地域住民、企業等が実施団体となり、公園の
緑化活動等を行い、公園への愛着を深めると
ともに、市民と市が一体となった地域活動の
推進を図る

0 通年
環境部公園緑地課
047-453-9297
kouen@city.narashino.lg.jp

380 習志野市 補助・助成 ハミングロード清掃活動 地縁組織（町会）
ハミングロードのゴミ拾いや草刈り等の清掃事
業を支援する

72 通年
環境部公園緑地課
047-453-9297
kouen@city.narashino.lg.jp

381 柏市 事業協力
柏駅周辺帰宅困難者等対
策ネットワーク

その他

災害時の一斉帰宅抑制について，行政，事業
者，市民が取り組むべき基本的事項を定めた
リーフレットを作成し，同ネットワークを中心に
啓発を図る。

0 通年
防災安全課
危機管理・防災担当
04－7167－1115

382 柏市 委託 ○
柏市地域防災リーダー講
習会

その他
各自主防災組織活動において中心的な役割
を担う防災推進員に対し，知識と技術の習得
を目的として講習会を開催するもの。

216 7/4,7/5
防災安全課
危機管理・防災担当
04－7167－1115

383 柏市 事業協力 柏市災害医療検討会 その他
災害時における医療救護体制の構築を目指
し、柏市医師会、歯科医師会、薬剤師会など
医療関係者等と定期的に会議を開催してい

0
6/29、以降3ヶ月
に1回

防災安全課
危機管理・防災担当
04－7167－1115

384 柏市 後援 アートラインかしわ NPO（任意団体含む）
柏の街をステージとして，柏の新たな魅力を創
造するために始まったイベント。毎年秋に1ヶ
月程度アートに関するイベントを行っている。

10月
企画調整課
地域活性化・広域班
04－7167－1117

JOBANアートライン協
議会

385 柏市 事業協力 平和啓発事業 NPO（任意団体含む）
戦争の悲惨さと平和の尊さを伝えるため，学
校訪問事業，平和展の開催，平和祈念パネル
展を実施。

755 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

386 柏市 事業協力 多文化共生事業 NPO（任意団体含む）
多文化共生社会及び国際協力の推進推進の
ため，学校訪問事業等を実施。

95 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

387 柏市 委託 ○ 翻訳通訳ボランティア ボランティア 行政情報等の翻訳や通訳を実施。 0 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941
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388 柏市 事業協力 ホームタウン推進事業 民間企業
スポーツによるまちづくりを推進するため，企
業やボランティアの協力を得てホームタウンイ
ベントを実施。

2,457 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

389 柏市 その他 ○ 協働事業提案制度 NPO（任意団体含む）
NPO等からの提案を担当につなぎ協働事業と
して実施。

369 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

390 柏市
実行委員
会・共催

東日本大震災被災地・被
災者支援

NPO（任意団体含む）
復興を支援する柏市民の会等と連携して被災
者，被災地支援を実施。

0 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7168-1033

391 柏市 意見交換 市民活動センター運営 その他
市が設置する市民活動センターの運営に関し
て，NPO団体等からなる推進委員会との意見
交換を行い進めている。

265 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

392 柏市
実行委員
会・共催

市民活動フェスタ，フリー
マーケットの開催

NPO（任意団体含む）
市民活動を広く市民に知らせる機会としての
イベントをNPO等から構成される実行委員会と
協働で実施。

766 5月、11月
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

393 柏市 意見交換 かしわ市民大学 NPO（任意団体含む）
まちづくりに参画する人材発掘・育成の場とな
る市民大学の運営についてNPO団体等からな
る推進委員会との意見交換を行い進めてい

280 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

394 柏市
実行委員
会・共催

大学コンソーシアム東葛 その他
東葛地区の大学，自治体が連携して，学生
ワークショップ等を実施。

156 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

395 柏市 補助
柏市国際交流協会補助金
事業

NPO（任意団体含む）
・姉妹・友好都市交流活動
・市民の国際理解の増進
・外国人支援活動

5,967 通年
地域づくり推進部協働推進課
04-7167-0941

396 柏市 委託
柏市男女共同参画推進
ホームページ企画運営業
務等委託

NPO（任意団体含む）
男女共同参画ＨＰの企画運営と男女共同参画
に関する講座の企画編集等を行う。

2,319 通年
地域づくり推進部男女共同参
画室
04-7167-1127

実行委員 男女共同参画シンポジウ
男女共同参画の啓発のために実施するシン
ポジウムを市民と団体の実行委員会とで企

地域づくり推進部男女共同参
397 柏市

実行委員
会・共催

○
男女共同参画シンポジウ
ム

ボランティア ポジウムを市民と団体の実行委員会とで企
画・運営を行う。シンポジウムのうち，分科会
の講座は実行委員会に委託。

0 6～2月 画室
04-7167-1127

398 柏市 委託 男女共同参画啓発講座 NPO（任意団体含む）
男女共同参画の啓発のため，専門知識のあ
る市民団体や民間企業に委託し，市民向け講
座を実施する。

0 6～2月
地域づくり推進部男女共同参
画室
04-7167-1127

399 柏市 事業協力 ○ 保育支援事業 ボランティア
保育ボランティアの協力により，乳がん検診や
審議会などに保育をつけ，子育て中の女性の
参加促進を図る。

237 通年
地域づくり推進部男女共同参
画室
04-7167-1127

400 柏市 委託
ふるさと交流事業委託（只
見雪まつりツアーほか）

NPO（柏市ふるさと交
流協会）

福島県只見町（ふるさと交流都市）で開催され
る只見ふるさとの雪まつりに参加，柏市のPR
活動のほかに，公募によるツアーの企画実施
を通じて市民交流を推進。

240 1月
地域づくり推進部地域支援課
04-7167-1126

401 柏市 委託
ふるさと交流事業委託（綾
瀬市）

NPO（サポート沼南）
神奈川県綾瀬市（ふるさと交流都市）との交流
事業を予定。

80 未定
地域づくり推進部地域支援課
04-7167-1126

402 柏市 委託 人権講演会実施委託 NPO（任意団体含む）

人権問題に対する正しい理解と認識を深め，
人権尊重思想の普及を図り，市民の人権意識
の醸成を図るため，専門知識のある市民団体
や民間企業等に委託し，人権講演会を実施す

460 10月
地域づくり推進部秘書広報課
04-7167-1119

403 柏市 その他
老いじたくあんしん相談室
事業

NPO（任意団体含む）

NPO：弁護士，司法書士，税理士，行政書士，
社会保険労務士，社会福祉士，ファイナンシャ
ルプランナー等からなるNPOと協働し，相続や
遺言等の高齢期のライフプラン全般に係る相
談を行う。
市：相談者をNPOへ連携する。

0 通年
保健福祉部高齢者支援課
管理財務担当
04-7167-1135

404 柏市 補助 ○ 点字広報等発行事業 ボランティア
視覚障害者向けの点字広報や各種出版物の
点字化。

400 通年
保健福祉部障害福祉課事業
調整担当
04-7167-1136

ボランティア団体
（柏市点字サーク
ル「いなほ会」）
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405 柏市 補助 ○ 声の広報等発行事業 ボランティア
視覚障害者向けの録音ＣＤによる広報や各種
出版物の音声ＣＤ化。

400 通年
保健福祉部障害福祉課事業
調整担当
04-7167-1136

ボランティア団体
（柏市朗読奉仕
サークル）

406 柏市 委託
高校進学支援プログラム
柏市学習支援事業

NPO（任意団体含む）

中学２，３年生の被保護者を対象に，高校進
学に対する動機付けを行い，進学意識を高め
子どもの社会的自立を促す。
中学３年生の生活困窮世帯を対象に，高校進
学に対する動機付けを行い，進学意識を高め
子どもの社会的自立を促す。

4,000 通年

保健福祉部生活支援課保護
担当
保健福祉部生活支援課自立
支援担当
04-7167-1138

407 柏市 委託
ほのぼのプラザますおパソ
コンルーム事業委託

NPO（任意団体含む）
ほのぼのプラザのパソコンルームにおいて，
仲間づくりのきっかけとなる事業を実施し，介
護予防を図る。

1,052 通年
保健福祉部福祉活動推進課
04-7167-2318

408 柏市 その他 生活支援体制整備事業 NPO（任意団体含む）

介護保険生活支援のしくみづくりについて検
討する会議の委員として協力を頂く。会議の
他の委員はするさと協議会，地区社協，包括
支援センター等の関係団体。

0 通年
保健福祉部高齢者支援課
管理財務担当
04-7167-1135

409 柏市 委託 相談支援機能強化事業 NPO（任意団体含む）
障害児者やその家族等に対して，地域の身近
な相談場所で，専門職（精神保健福祉士，社
会福祉士等）による相談支援を実施

5,357 通年
保健福祉部障害者相談支援
室相談支援担当
04-7167-1243

410 柏市 その他 ○ 薬物乱用防止対策事業 ボランティア
覚せい剤等の薬物乱用に対し，地区協議会を
通じてきめ細かな啓発活動を展開し，薬物の
乱用を許さない社会環境づくりを推進する。

29 通年
保健所総務企画課
医事薬事担当
04-7167-1255

411 柏市 補助 ○
柏市猫の不妊去勢手術助
成事業

その他

飼い主のいない猫を適正に管理する活動を行
う地域猫団体（要領で定める団体登録要件を
満たすもの）に対し，不妊去勢手術助成金を
交付することにより，望まれない命の誕生の
阻止を図り，猫に起因する問題を減らすことを

800 通年
保健所動物愛護ふれあいセ
ンター
04-7190-2828

阻止を図り，猫に起因する問題を減らすことを

412 柏市 その他 ○ 柏市犬・猫等の譲渡事業 ボランティア
収容された犬猫を，新たな飼養者を探すことを
目的とした団体及び個人等に譲渡することで，
殺処分数を減らす。

0 通年
動物愛護ふれあいセンター
04-7190-2828

413 柏市 事業協力 ○ ブックスタート事業 ボランティア

赤ちゃんの心の成長と言葉の発達には，周り
の大人が優しく語りかけ，触れ合う時間が大
切であるということを，市民ボランティアが１歳
６か月児健診受診親子に，絵本を手渡しなが
ら伝える事業。

1,582 通年
こども部子育て支援課
子育て支援担当
04-7168-1034

地域健康づくり課
04-7167-1256
柏市立図書館
04-7164-5346

414 柏市 補助 ○ 子育てに関わる事業 ボランティア
親子サークル運営，エンジョイクッキング，わく
わく実験，世代間交流，子育て講演会等の事
業運営

133 通年
こども部子育て支援課
子育て支援担当（しこだ児童
センター）

415 柏市 委託 ○ 地域連携促進事業 NPO（任意団体含む）
地域子育て支援拠点・しこだ児童センターを舞
台に，子ども・子育て支援のための地域のつ
ながりをつくる。

214 4～3/末
こども部子育て支援課
子育て支援担当
04-7168-1034

416 柏市 委託 ○
環境学習研究施設事業委
託

ボランティア
南部クリーンセンター内に開設した環境学習
施設（かしわ環境ステーション）を拠点として，
環境学習講座・環境イベントや環境情報発信
等を行う。

2,936 通年
環境部環境政策課
04-7167-1695

417 柏市 委託 ○
名戸ヶ谷湧水ビオトープ管
理運営

ボランティア
名戸ヶ谷湧水ビオトープの日常管理のほか，
観察会などの自然にふれあう活動を実施し，
自然環境の保全の重要性の啓発する。

428 通年
環境部環境政策課
04-7167-1695

418 柏市
実行委員
会・共催

○
ストップ温暖化サポーター
事業

ボランティア
緑のカーテン普及事業や省エネ出前講座など
市民の力で地域から温暖化対策を進める。

50 通年
環境部環境政策課
04-7167-1695

419 柏市 委託
リサイクルプラザ事業（啓
発事業運営委託）

NPO（任意団体含む）

柏市リサイクルプラザにおいて，３Ｒを推進す
るための啓発事業を実施するもの。主な事業
は，家庭で実践できるリサイクル教室や，ごみ
減量出前授業，フリーマーケットの開催など。

7,718 年間
環境部廃棄物政策課
資源循環担当
04-7167-1140
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420 柏市 補助 ○ 美化サポーター事業 ボランティア

・公共の場所における清掃活動並びにぽい捨
て及び不法投棄の監視
・柏市が実施するぽい捨て及び不法投棄の防
止に関するキャンペーンへの参画

238 随時
環境部環境サービス課
廃棄物指導担当
04-7167-1139

421 柏市 事業協力 ○ ゴミゼロ運動 その他
ゴミゼロ運動の主旨に賛同したボランティア団
体・企業・ふるさと協議会・町会などが参加し
て，市内全域でぽい捨てごみを収集する。

281 5月
環境部環境サービス課
廃棄物指導担当
04-7167-1139

422 柏市 委託
柏市若年者職業的自立支
援事業委託

NPO（任意団体含む）
就労が困難な若年者に対し，心理相談や各種
プログラム等による支援を行いながら，就労
促進を図る。

1,799 通年
経済産業部　商工振興課　産
業政策・労政担当
04-7167-1141

423 柏市 委託
市政情報提供・案内業務
委託

NPO（任意団体含む） 市政情報の提供及び案内業務を行う。 14,000 通年
経済産業部　商工振興課　商
業・観光担当
04-7167-1141

424 柏市 委託
若年者中間的就労支援作
業トレーニング事業委託

NPO（任意団体含む）
就労が困難な若年者に対し，就労へのスキル
アップとして継続した軽作業・職場体験等によ
り実効性のある就労支援を行なう。

12,515 通年
経済産業部　商工振興課　産
業政策・労政担当
04-7167-1141

425 柏市
実行委員
会・共催

○
柏の農産物地産地消推進
事業（アグリ・コミュニケー
ションかしわ委員会）

民間企業

柏市内の「農」，「食」，｢商工」関係機関及び団
体が協働で，柏産農産物を積極的にＰＲし，都
市近郊型農業としての柏ブランド構築に努め，
地産地消化を推進する活動

1,831 通年
経済部農政課農業政策担当
04-7167-1143

東葛飾農業事務所

426 柏市 委託
酒井根下田の森緑地管理
委託

NPO（任意団体含む）
酒井根下田の森の日常管理と情報発信をお
こなうもの

1,285 通年
都市部公園緑政課
民有緑地担当
 04-7167-1148

427 柏市 委託
こんぶくろ池公園運営支援
業務委託

NPO（任意団体含む）
こんぶくろ池公園の日常管理と情報発信をお
こなうもの

1,000 通年
都市部公園緑政課
民有緑地担当
 04-7167-1148

428 柏市 委託 ○ 「カシニワ制度」推進事業 NPO（任意団体含む）
カシニワ制度の普及啓発を図るため，モデル
地区を中心とした「カシニワ・スタイル」の実施
及び情報発信を行うもの。

500 通年
都市部公園緑政課
民有緑地担当
 04-7167-1148

429 柏市 その他 カシニワ制度 NPO（任意団体含む）

団体の緑の活動場所を探す支援を行う。
団体の緑の活動に関する支援を行う。
団体の活動場所・活動内容を市ＨＰに掲載し，
市民に紹介する。

0 通年
都市部公園緑政課
民有緑地担当
 04-7167-1148

430 柏市 委託
里山ボランティア入門講座
運営委託

NPO（任意団体含む）
里山等でボランティア活動したいと考えている
人向けの養成講座の運営

144 H27.9～H27.12
都市部公園緑政課
民有緑地担当
 04-7167-1148

431 柏市 委託
中原ふれあい防災公園管
理業務委託

NPO（任意団体含む）
中原ふれあい防災公園の周辺に居住する任
意団体に管理委託することで日常的に円滑な
維持管理を行う。

842 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

432 柏市 委託
花野井子供の遊び場他１
箇所維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
花野井子供の遊び場他１箇所の周辺に居住
するNPOに管理委託することで日常的に円滑
な維持管理を行う。

81 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

433 柏市 委託
柏ビレジ第一公園他３箇所
維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
柏ビレジ第一公園他３箇所の周辺に居住する
NPOに管理委託することで日常的に円滑な維
持管理を行う。

275 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

434 柏市 委託
松葉第三公園維持管理業
務委託

NPO（任意団体含む）
松葉第三公園の周辺に居住する任意団体に
管理委託することで日常的に円滑な維持管理
を行う。

298 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

435 柏市 委託
宮前第一公園他２箇所維
持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
宮前第一公園他２箇所の周辺に居住する任
意団体に管理委託することで日常的に円滑な
維持管理を行う。

349 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

436 柏市 委託
柏ビレジ第三緑道他１箇所
維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
柏ビレジ第三緑道他１箇所の周辺に居住する
任意団体に管理委託することで日常的に円滑
な維持管理を行う。

213 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309
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437 柏市 委託
大井中井子供の遊び場他
８箇所維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
大井中井子供の遊び場他８箇所の周辺に居
住する任意団体に管理委託することで日常的
に円滑な維持管理を行う。

849 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

438 柏市 委託
金山根古子供の遊び場他
１２箇所維持管理業務委
託

NPO（任意団体含む）
金山根古子供の遊び場他１２箇所の周辺に居
住する任意団体に管理委託することで日常的
に円滑な維持管理を行う。

1,782 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

439 柏市 委託 ○
今谷上町第一公園他３箇
所維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
今谷上町第一公園他３箇所の周辺に居住す
る任意団体に管理委託することで日常的に円
滑な維持管理を行う。

410 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

440 柏市 委託 ○
梅林第一公園他４箇所維
持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
梅林第一公園他４箇所の周辺に居住する任
意団体に管理委託することで日常的に円滑な
維持管理を行う。

213 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

441 柏市 委託 ○
北柏第一公園他２箇所維
持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
北柏第一公園他２箇所の周辺に居住する任
意団体に管理委託することで日常的に円滑な
維持管理を行う。

465 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

442 柏市 委託 ○
柏ビレジ第六公園他８箇所
維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
柏ビレジ第六公園他８箇所の周辺に居住する
任意団体に管理委託することで日常的に円滑
な維持管理を行う。

489 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

443 柏市 委託 ○
名戸ヶ谷第二公園維持管
理業務委託

NPO（任意団体含む）
名戸ヶ谷第二公園の周辺に居住する任意団
体に管理委託することで日常的に円滑な維持
管理を行う。

164 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

444 柏市 委託 ○
南柏中央第一公園他１箇
所維持管理業務委託

NPO（任意団体含む）
南柏中央第一公園他１箇所の周辺に居住す
る任意団体に管理委託することで日常的に円
滑な維持管理を行う。

356 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

445 柏市 委託 ○
下手下第二公園維持管理
業務委託

NPO（任意団体含む）
下手下第二公園の周辺に居住する任意団体
に管理委託することで日常的に円滑な維持管 37 通年

都市部公園管理課
04-7167-1309

445 柏市 委託 ○
業務委託

NPO（任意団体含む） に管理委託することで日常的に円滑な維持管
理を行う。

37 通年
04-7167-1309

446 柏市 委託
しいの木台植樹帯管理業
務委託

NPO（任意団体含む）
しいの木台植樹帯の周辺に居住する任意団
体に管理委託することで日常的に円滑な維持
管理を行う。

280 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

447 柏市 委託
平成２7年度柏リフレッシュ
公園花壇（ばら園）管理業
務委託

NPO（任意団体含む）
柏リフレッシュ公園の周辺に居住する任意団
体に管理委託することで日常的に円滑な維持
管理を行う。

205 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

448 柏市 その他 ○ 柏市公園里親制度 ボランティア

市民団体が任意に指定する公園等の「公園里
親」となり，市と団体で公園等の美化活動を行
なう合意を締結した際に，清掃用具等を支給
または貸与する。

400 通年
都市部公園管理課
04-7167-1309

柏市ＰＴＡ連絡協議会

449 柏市 その他
柏市道路アダプトプログラ
ム

ボランティア
市と合意書を締結の上，柏市道の清掃・除
草・植栽の管理等を行っていただくボランティ
ア制度

－ 随時
土木部道路管理課
管理担当
℡04－7167－129

450 柏市 その他
柏市違反屋外広告物簡易
除却委任制度

ボランティア
公共用地等に違法に設置されているはり紙・
はり札・立看板について，除却をしていただく
ボランティア制度

－ 随時
土木部道路管理課
管理担当
04－7167－1299

451 柏市
実行委員
会・共催

「みんなの子育て広場」支
援事業

その他

小学校を拠点とし，学校・家庭・地域が連携し
て家庭教育の支援をするための取組み。子育
て中の保護者に対し，学習会や情報交換の場
を企画，設定する。

858 通年
生涯学習部生涯学習課
企画総務担当
04－7191－7393

柏市ＰＴＡ連絡協議会

452 柏市 事業協力 家庭教育講座講演会 その他
柏市の子育て支援を軸に，行政以外の関係
機関と連携，協力し，質の高い情報提供に努
める。

42 6月18日
生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

柏市私立幼稚園協会

453 柏市
企画への参
画

子ども体験教室 NPO（任意団体含む）
小学生を対象に，色々なモノづくりに挑戦する
講座。くじけないでがんばれることや創意工夫
をすることの楽しさを学ぶ。

149
6月7日
8月23日
11月8日

生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811
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454 柏市
企画への参
画

親子パソコン教室 その他
同世代の仲間と，昔遊びや工作，調理実習，
パソコン操作などをとおして社会性・自立性を
養う。

29

6月7日
8月23日
11月8日
11月29日

生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

455 柏市
企画への参
画

親子クッキング教室 NPO（任意団体含む）

小学生や園児を対象に，身近にある材料を
使って，料理することの楽しさを学ぶとともに
異年齢の子ども達が触れ合い交流する場をつ
くる。

31

6月7日
8月23日
11月8日
12月20日

生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

456 柏市
実行委員
会・共催

わくわく人形劇まつり その他

人形劇を中心に紙芝居やお話の世界を通し
て，日常生活ではできない体験の機会を提供
し，子どもの情操教育や親子のふれあいの一
環として行う。

0 10月25日
生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

457 柏市
企画立案へ
の参画

パソコン講座 その他
高度情報化社会における情報弱者を作らない
こと，パソコンで生活を豊かにする為実施す
る。

4,980 通年
生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

458 柏市
企画立案へ
の参画

日本語教室 その他
国際交流が進む中，柏市で暮らす外国人に日
本語を習得していただき，日常生活を円滑に
送るため外国人を対象に実施するもの。

34 通年（8月を除く）
生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

459 柏市
実行委員
会・共催

中央公民館フェスティバル その他

公民館利用団体などの作品の展示や学習成
果の発表や体験教室を通じ公民館活動の周
知と自主活動の啓発をし会員相互と地域住民
との交流を図る。

773 9月26・27日
生涯学習部中央公民館
事業担当
04-7164-1811

460 柏市
実行委員
会・共催

柏市沼南公民館まつり その他

公民館利用団体などの作品の展示や学習成
果の発表や体験教室を通じ公民館活動の周
知と自主活動の啓発をし会員相互と地域住民
との交流を図る。

170
5月中旬から5月
末

生涯学習部沼南公民館
04-7192-1111

おもしろ工作教室 生涯学習部沼南公民館
461 柏市 事業協力

おもしろ工作教室
家庭教育事業　など

NPO（任意団体含む） 小学生・保護者を対象に工作教室の実施 100 年３回
生涯学習部沼南公民館
04-7192-1112

462 柏市 その他 ○ 資料整理ボランティア事業 ボランティア
市民ボランティアを募集し，古文書や写真など
歴史資料の整理を実施する。

0 随時
生涯学習部文化課市史編さ
ん担当　　04-7191-7403

463 柏市 委託 ○
かしわ歴史写真整理・発信
事業

NPO（任意団体含む）
写真資料の整理及び写真展示会等を開催す
る。

370
H27.6～H28.3
（予定）

生涯学習部文化課市史編さ
ん担当
04-7191-7403

464 柏市 事業協力 ○ 郷土史公開講座 NPO（任意団体含む）
かしわの郷土史についての公開講座を開催
する。（Ｈ２７のテーマは，①「小金牧」柏発展
の原点を求めて②「旧吉田家住宅の魅力を探

8 H27.8.17
生涯学習部文化課市史編さ
ん担当
04-7191-7403

465 柏市
実行委員
会・共催

　かしわ市民芸術祭 その他
かしわ市民芸術祭実行委員会と共催により，
参加団体スタッフと連携しながら，柏市民文化
会館を開場に，「かしわ市民芸術祭」を開催。

0 5月
生涯学習部文化課
04-7191-7403

466 柏市
実行委員
会・共催

第62回柏市文化祭 その他

柏市文化祭実行委員会と共催により，10月第
2週～11月第4週にかけて市内文化施設など
で，展示芸術や舞台芸術の総合祭典を開催。
当日会場スタッフは職員及び参加者が担当。

4,473 10月～11月
生涯学習部文化課
04-7191-7403

467 柏市 委託
子どもスポーツ苦手解決
支援事業

NPO（任意団体含む） 鉄棒の逆上がりが苦手な子どもに対する指導 1,200
5、6、8、9、
10、12月

生涯学習部スポーツ課
推進担当
04-7191-7399

468 柏市 事業協力 ○
読み聞かせ等の図書館行
事

ボランティア

読み聞かせ等を通じて，子どもたちに絵本を
開く楽しさを伝え，本に親しむ習慣を養うこと
で，その後の生活の中で，読書が自然と行え
るようにするもの。

136 通年
生涯学習部図書館
こども図書館
04-7108-1111

469 柏市 委託 小学校体育の授業サポート事業 NPO（任意団体含む）
小学校の体育授業にスタッフを派遣し，授業
の質を高めるとともに，子どもの体力向上を図
る。

3,500
通年
（5月～2月）

学校教育部指導課
04-7191-7369
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470 柏市 その他

学校マイプラン事業
（フラッグフットボール等を
通した体力づくりと人間関
係づくり）

NPO（任意団体含む）
ＮＰＯ法人より指導者を招き，年間を通してフ
ラッグフットボールに親しみ，いじめのない人
間関係づくりの能力を高める。

130 通年
学校教育部学校財務室
04-7190-7004

柏四小（30千円）
酒井根東小（100千円）

471 柏市 委託
学校マイプラン事業
（夢を育む教育：スポーツ
教室）

NPO（任意団体含む）
ＮＰＯ法人より指導者を招きスポーツ教室を開
催し，１，２，３年生の逆上がり及び器械体操
の技能を育む。

200 未定
学校教育部学校財務室
04-7190-7004

西原小（100千円）
松葉一小（100千円）

472 柏市 委託
学校マイプラン事業
（安全及び防犯教育）

NPO（任意団体含む）
NPO法人より指導者を招き，安全に関する講
演及び演習等を実施し，防犯意識を高める。

20 未定
学校教育部学校財務室
04-7190-7004

風早南部小(20千円)

473 柏市
実行委員
会・共催

大学連携講座
（柏市教職員研修事業）

その他
柏市と柏市内の５大学が共催により，柏市小
中学校教職員の研修講座を実施する。

0 7月、8月
学校教育部教育研究所
04-7191-7387

474 勝浦市 その他
行川アイランド駅草刈清掃
事業

市民団体等
無人駅である行川ｱｲﾗﾝﾄﾞ駅の環境美化のた
め、地元自治会で草刈清掃作業を実施

0
現場の状況に応
じて

企画課地域活力推進係
0470（73）6656

475 勝浦市 補助 ○ ○
勝浦市まちづくり市民提案
事業

市民団体等

市民団体が、自主的･主体的に企画実施する
公益性のあるまちづくり事業を推進するため
に要する経費を助成。
(1事業あたり、補助対象経費の7/10以内、上
限30万円、予算の範囲内）

1,564
通年（募集は前
年度に実施）

企画課地域活力推進係
0470（73）6656

476 勝浦市 補助
地域活動支援センター事
業

NPO　障害者支援
ユーアイ会

障害者を通わせ、地域の実情に応じ、創作的
活動又は生産活動の機会の提供、社会との
交流の促進等の便宜を供与する地域活動支
援センター事業を実施する。

3,200 通年
福祉課福祉係
0470（73）6619

477 勝浦市
企画立案

夷隅地区自立支援協議会
・NPO法人
・民間企業

地域の実情に応じ、中立・公平な立場で適切
な相談支援が実施できる体制の整備を図ると
ともに、障がい者等が地域において自立した
生活ができるよう、サービス事業者、雇用、教 39 通年

福祉課福祉係
・いすみ市
・大多喜町477 勝浦市

への参画
夷隅地区自立支援協議会 ・民間企業

・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

生活ができるよう、サービス事業者、雇用、教
育、医療等の関連する分野の関係者からなる
協議会で、地域のネットワークの構築を図る。
この協議会に地区内で活動するNPO法人や
ボランティア団体から、委員として参加してい

39 通年
0470（73）6619

・大多喜町
・御宿町

478 勝浦市 実行委員会
クリーンキャンペーン
in2015南房総

クリーンキャンペーン
in南房総実行委員会

毎年、７月の海開きに合わせて海岸の清掃を
行い、清掃後にイベント等を開催している。

0 7月
清掃センター廃棄物対策係
0470（73）2370
seisou@city-katsuura.jp

479 勝浦市 その他 一日清掃 市民
市民が清潔で快適な生活を営むための環境
を整備することを目的とし、道路側溝、公共広
場、海岸及び空き地等を清掃する。

1,932
偶数月
（年６回）

清掃センター廃棄物対策係
0470（73）2370
seisou@city-katsuura.jp

480 勝浦市 その他 ○ イベントボランティア ボランティア
勝浦市で開催するイベントにボランティアス
タッフとして、運営及び業務に参加する。

0 通年
観光商工課観光商工係
0470-73-6641

481 勝浦市 補助 勝浦市体育協会補助金 勝浦市体育協会

本市における体育、スポーツ団体を統轄し、
かつこれを代表する団体であって、市民の体
育、スポーツの強化、発展並びに振興を図る
ことを目的としている。

240
社会教育課社会教育係
0470-73-6665
syakyou@city-katsuura.jp

勝浦市体育協会

482 勝浦市 補助
勝浦市青少年相談員活動
事業

勝浦市青少年相談
員連絡協議会

勝浦市の青少年相談員がこの会を通じ相互
の連絡調整研修並びに親睦の場として明るく
住みよい社会を作ることを目的とし、青少年の
つどい大会及び講演会事業などを実施する。

943
社会教育課社会教育係
0470-73-6665
syakyou@city-katsuura.jp

勝浦市青少年相談員
連絡協議会

483 勝浦市 委託
各種スポーツ大会運営委
託

勝浦市体育協会
各種スポーツ大会の実施について委託し、市
民の体育、スポーツの強化、発展並びに振興
を図る。

5,218
社会教育課社会教育係
0470-73-6665
syakyou@city-katsuura.jp

勝浦市体育協会

484 市原市 補助 ○
バス交通等地域対策協働
事業（コミュニティバス等運
行支援補助）

コミュニティバス等運
営団体

地域の住民で構成するコミュニティバス等運
営団体に対し、コミュニティバス等の運営に係
る費用の一部を補助する。

14,726 通年
企画部交通政策課
0436-23-9762
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485 市原市 補助 ○
新たな交通空白地域対策
事業（地域公共交通導入・
利用促進事業補助）

コミュニティバス等に
ついて調査研究する
団体

交通の不便な地域における市民の生活の利
便性の向上を図るため、当該地域に最適なコ
ミュニティバス等の運行形態について調査研
究等を行う事業を実施する団体に対し、補助

100 通年
企画部交通政策課
0436-23-9762

486 市原市 補助 ○
バス運行対策費補助事業
（地域公共交通導入・利用
促進事業補助）

地域のバス路線の維
持確保に向けバスの
利用促進を図る事業
を実施する団体

地域のバス路線の維持確保及び収支改善に
向け、当該バス路線の利用促進を図る活動を
乗合バス事業者とともに行う団体に対し、補助
金を交付する。

200 通年
企画部交通政策課
0436-23-9762

487 市原市 事業協力 ○ ○
房総横断鉄道活性化事業
（小湊鉄道利用促進事業）

市民活動団体
地域資源である小湊鉄道及び沿線地域の活
性化を図る事業を実施するボランティア団体
を支援する。

60 通年
企画部交通政策課
0436-23-9762

488 市原市 補助 ○
デマンド型乗合タクシー利
用喚起事業（デマンド型乗
合タクシー利用喚起事業

コミュニティバス等運
営団体

デマンド型乗合タクシーの利用券を登録世帯
に配付し、高齢者等交通弱者の負担軽減を図
るとともに、地域が取組むデマンド型乗合タク

500 通年
企画部交通政策課
0436-23-9762

国の「地域活性化・地
域住民生活等緊急支
援交付金」活用

489 市原市 委託 ○ 女性のための相談業務 NPO

性別による役割分担意識や男女の力の差か
ら生じる女性ならではの悩みに対し、そうした
立場を十分に理解した上で、相談者自身が解
決できるよう男女共同参画の視点を持った専
門のカウンセラーによる相談業務を行う。

802 通年
企画部人権・国際課
0436-23-9826

490 市原市 共催 ○ ○ ○ 市民企画講座 市民活動団体
市民活動団体が企画した男女共同参画社会
づくりを趣旨とする事業費に対し補助する。

214 9月～2月
企画部人権・国際課
0436-23-9826

491 市原市 共催 ○ ○ ○
人権・男女共同参画推進
フォーラム

実行委員会
公募市民による実行委員会と共催し、企画立
案から実行までを市と共働して行う。

1,218 2月
企画部人権・国際課
0436-23-9826

492 市原市 補助 ○
市原市国際交流協会事業
補助

市民活動団体（市原
市国際交流協会）

左記対象者の活動費を一部補助する。 1,955 通年
企画部人権・国際課
0436-23-9826

493 市原市 補助 ○ 人権啓発事業補助 市民活動団体
市民活動団体などが行う人権啓発活動に対

340 6月～3月
企画部人権・国際課

493 市原市 補助 ○ 人権啓発事業補助 市民活動団体
市民活動団体などが行う人権啓発活動に対
し、事業に要する経費の一部を助成する。

340 6月～3月
企画部人権・国際課
0436-23-9826

494 市原市
指定管理者
制度

　 　
コミュニティセンターの管理
及び運営に関する業務

コミュニティセンター
運営委員会

公の施設の管理を、地方自治法第２４４条の２
第３項に規定する指定管理者制度により任せ
ている。

230,883 通年
市民生活部市民活動支援課
コミュニティ推進係
0436-23-9801

495 市原市 補助 ○ ○ 市民活動支援補助事業 市民活動団体
地域課題の解決に自ら取り組んでいる萌芽的
な市民活動団体が提案する事業に対して補
助を行う。

1,500 4月～2月
市民生活部市民活動支援課
NPO・ボランティア支援室
0436-23-9998

496 市原市 補助 ○ ○
市民活動相談窓口開設事
業

協働のいちはら・まち
づくり会議

地域の問題解決に自主的・主体的に取り組む
市民活動団体と市・市民との協働について、
種々の相談を受け、市民活動のアドバイスや
協働のコーディネート等を行う。

342
（うち

一部）
通年

市民生活部市民活動支援課
NPO・ボランティア支援室
0436-23-9998

497 市原市
指定管理者
制度

保健福祉センターの管理
及び運営に関する業務

NPO法人菊間コミュ
ニティ・福祉センター
運営協議会

公の施設の管理を、地方自治法第２４４条の２
第３項に規定する指定管理者制度により任せ
ている。

40,185 通年
保健福祉部保健福祉課
企画調整係
0436-23-9768

498 市原市 委託 生活管理指導員派遣事業
ＮＰＯ法人　たすけあ
い麦

日常生活に援助を必要とする高齢者の居宅
に生活管理指導員を派遣し、高齢者に対し、
日常生活に関する指導・支援、家事に関する
指導・支援を行う訪問型の介護予防事業を行
う。

3,753
(全体事

業費の一
部)

通年
保健福祉部高齢者支援課
高齢者福祉係
0436-23-9814

499 市原市 委託 生活管理指導員派遣事業
ＮＰＯ法人　青葉台さ
わやかネットワーク

日常生活に援助を必要とする高齢者の居宅
に生活管理指導員を派遣し、高齢者に対し、
日常生活に関する指導・支援、家事に関する
指導・支援を行う訪問型の介護予防事業を行

3,753
(全体事

業費の一
部)

通年
保健福祉部高齢者支援課
高齢者福祉係
0436-23-9814

500 市原市 その他 ○
いちはら歯っぴい８０２０応
援隊育成講座

ボランティア
健口体操を普及することにより、おいしく食べ
たり、会話をしたり、笑ったりできる元気な市民
を増やし、いきいきとしたまちづくりをめざす。

20 11月～２月
保健福祉部保健センター
保健指導第２係
0436-23-1187
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501 市原市
情報交換・
意見交換

子育てボランティア交流事
業

NPO法人いちはら子
育て応援団

子育てに関する地域の実情やニーズをきめ細
やかに把握するため、子育てボランティアと
ネットワークを構築するとともに、情報交換等
を行う。

0 通年
子育て支援部子ども福祉課
企画調整係
0436-23-9802

502 市原市 事業協力 ○ ○ 市原市冒険遊び場事業 ゆめパークいちはら

子どもに自由な発想で冒険ができる遊び場を
提供し、遊びを通じて自主性・創造性を発揮さ
せることで、コミュニケーション能力・社会性等
を身に付けさせ、元気でたくましい子どもの育
成を図る。

0 通年
子育て支援部子ども福祉課
企画調整係
0436-23-9802

503 市原市 補助 ○ ○ 市原市冒険遊び場事業
東いちはらエコミュー
ジアム

子どもに自由な発想で冒険ができる遊び場を
提供し、遊びを通じて自主性・創造性を発揮さ
せることで、コミュニケーション能力・社会性等
を身に付けさせ、元気でたくましい子どもの育
成を図る。

1,000 通年
子育て支援部子ども福祉課
企画調整係
0436-23-9802

504 市原市 委託 放課後児童健全育成事業
ＮＰＯ法人　エンゼル
ファミリー　他6団体

保護者が就労等の理由により昼間家庭にい
ない,小学校に就学している児童に対し放課後
に適切な遊び及び生活の場を提供し、その健
全な育成を図る。

577,756 通年
子育て支援部保育課
学童保育係
0436-23-9829

505 市原市 実行委員会 エコフェアいちはら
エコフェアいちはら実
行委員会

市民・企業・行政の協働により、総合的な環境
啓発を行う。

1,268 6月13日
環境部環境管理課
地球温暖化対策係
0436-23-9867

506 市原市 その他 ○ 緑のカーテン推進事業 ボランティア 市役所本庁舎での緑のカーテンの世話 0
5月中旬～
9月上旬

環境部環境管理課
地球温暖化対策係
0436-23-9867

507 市原市 事業協力 ○
市原市まち美化サポートプ
ログラム

ボランティア

市とボランティア団体・個人が合意書を締結の
上、年4回以上のポイ捨てごみ等の清掃活動
を継続に実施する。市は清掃用具の支給又は

76 通年
環境部不法投棄対策課
環境美化推進係
0436-23-9858

ログラム を継続に実施する。市は清掃用具の支給又は
貸与と集積したごみの回収を行う。

0436-23-9858

508 市原市 その他 ○ ボランティア清掃事業 ボランティア
市民等が行う公共用地におけるポイ捨てごみ
等の清掃活動に対して、市がごみ袋の提供や
集積したごみの回収を行う。

646 通年
環境部不法投棄対策課
環境美化推進係
0436-23-9858

509 市原市 事業協力 ○
出前講座おでかけくん「ご
みの減量とリサイクル」

ゴ・ミンゴクラブ
市と協働でごみの減量とリサイクル推進の啓
発講座を学校・町会等で開催する。

175 随時
環境部クリーン推進課
850・リサイクル係
0436-23-9053

510 市原市 実行委員会 リサイクルフェア
リサイクルフェア実行
委員会

リサイクルフェアにて３Ｒの推進について啓発
を行う。

600 10月
環境部クリーン推進課
850・リサイクル係
0436-23-9053

511 市原市 事業協力 ○ ○
小湊鉄道沿線環境美化事
業（花プロジェクト2015）

里山活動団体

市原市南部の観光振興事業として、小湊鉄道
沿線に菜の花の種をまき、咲かせることによ
り、観光スポットを創出し、観光振興、沿線地
域及び小湊鉄道の活性化を図ることを目的に
行う事業である。毎年地域のボランティア等に
各駅での種まきをお願いしている。

416 9月26日
経済部観光振興課
観光企画係
0436-23-9755

512 市原市 補助
観光地づくり整備事業補助
金

市民公益活動
団体

平成27年度から従来の原材料支給から補助
金制度へ移行する予定。観光地づくりをする
ために必要な経費の一部を補助する予定。

500 募集時期未定
経済部観光振興課
観光企画係
0436‐23‐9755

513 市原市 補助 ○ 里山活動推進事業 里山活動団体
里山の整備や里山の多様な活用等の活動を
行うために必要な経費の一部を補助する。

1,000 随時
経済部農林業振興課
農林業振興係
0436‐36-4187

514 市原市
指定管理者
制度

農村公園管理業務委託
NPO法人もったねえ
よ・いちはら

市が設置した農村公園13ヵ所の維持管理を
行っている。

4,320
募集：9月頃(5年
毎)

経済部農林業環境整備課
土地改良係
0436-36-5661
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515 市原市 事業協力 ○ こじゃれ通り花壇整備
市原市男女共同参
画社会を進める市民
の会

こじゃれ通りの花壇を整備し、通行者たちへ活
動をPRする。

10 通年
経済部商工業振興課
商業振興係
0436-23-9870

516 市原市 実行委員会 ○
中房総国際芸術祭いちは
らアート×ミックス

中房総国際芸術祭い
ちはらアート×ミック
ス実行委員会

南部地域の里山地帯を中心に、美術が持つ
地域資源を顕在化する働き、多様な層の人々
の協働を促す力を活かしながら、首都圏近郊
都市が抱える問題を一歩ずつひらき、解決し
ていくことを目的として実施する。ボランティア
サポーターは、「菜の花プレーヤーズ」として、
年間を通じて芸術祭を支えるための活動を行

45,172 通年
経済部観光振興課
国際芸術祭室
0436-23-7005

517 市原市 委託 ○
中小企業人材育成支援事
業業務委託

特定非営利活動法
人NPOテクノサポート

研修機会が不足しがちな中小企業に、希望す
る研修内容の相談から、専門家の講師派遣、
その後のフォローアップまで行う出前研修を実
施する。

1,100
平成27年6月1日
から平成28年2
月29日まで

経済部商工業振興課
工業振興係
0436-23-9836

518 市原市 実行委員会 市原市消費生活展
市原市消費生活展
実行委員会

日常生活の中で山積みする消費者問題につ
いて、市内の消費者団体や協賛団体などがそ
れぞれテーマを決めて研究に取り組み、その
成果を展示や実演等により発表し、市民が賢
い消費者として安全に豊かな生活を営むこと
ができるよう、消費者意識の高揚を図ることを

1,100 １２月
経済部消費生活センター
0436-21-0844

519 市原市
その他
（資材支給）

○ 市原市道路愛護推進事業 道路愛護団体
市民ボランティアによる道路法面・植樹桝等へ
の草花の植栽育成管理・環境美化活動を支
援する。

4,620 通年

土木部道路維持課
維持係 23-9834
土木部南部土木事務所
維持修繕係 92-1113

520 市原市
その他
（資材支給）

○ 市原市河川愛護推進事業 河川愛護団体
市民ボランティアによる河川用地への草花の
植栽・育成管理・環境美化活動を支援する。

311 通年
土木部河川課
管理係
0436-23-98270436-23-9827

521 市原市 事業協力 ○ 違反広告物除却推進事業
市原市違反広告除
却推進団体

市民ボランティアと協力して道路・公園などに
ある違反広告物（はり紙、はり札、立看板）を
除却することにより市内景観を良好に保つ活

420 通年
都市計画部都市計画課
審査係
0436-23-9838

522 市原市 その他 ○
いちはらオープンガーデン
2015

ボランティア

市内にある素敵なお庭を無料開放し、オー
ナー様と交流の場を設けることにより、最も身
近な場所である「家の庭」への関心から、より
大きな市の「景観」への関心・意識を高めるイ

126
5月15日から5月
18日まで

都市計画部都市計画課
計画係
0436-23-9838

523 市原市 補助 ○ 景観形成促進事業 景観形成促進団体
市内景観の形成に寄与すると認められる団体
に対し、助成金を交付し、良好な景観の形成
を促進する事業。

540 通年
都市計画部都市計画課
計画係
0436-23-9838

524 市原市 その他 ○
小湊鐵道イルミネーション
列車

ボランティア

小湊鐵道の駅舎及び列車内をイルミネーショ
ンで飾り、「ふるさといちはら」の冬の景観を作
るイベント。駅舎の飾り付けを地元団体のボラ
ンティアにより行っている。

133
11月下旬から12
月下旬まで

都市計画部都市計画課
計画係
0436-23-9838

525 市原市 補助 ○ まちづくり活動支援 まちづくり組織

都市計画マスタープラン実現にむけた地域の
特性に応じた創意工夫にあふれたまちづくり
構想の策定に取り組む団体に対し、技術的な
助言、補助金の交付その他の支援を行う。

480 4月から随時
都市計画部都市計画課
計画係
0436-23-9838

526 市原市 共催 ○
マンション管理セミナー・相
談会

（一社）千葉県マン
ション管理士会

マンションの適正管理及び運営について、市
民の不安を解消し、正しい知識を得ていただく
ため、一般社団法人千葉県マンション管理士
会との共催により、マンション管理セミナー・相

0
セミナー5月
相談会9月、1月

都市計画部住宅課
住宅指導係
0436-23-9841

527 市原市 事業協力 ○ 木の家づくりフェア
市原ふるさと木の家
普及建設協議会

市内産木材を活用した木造住宅の普及促進
を図り、地産地消の推進に資するため、市原
ふるさと木の家普及建設協議会との協働によ
りイベントを開催し、木の家づくりに関する補

0 11月、3月
都市計画部住宅課
住宅指導係
0436-23-9841
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528 市原市 補助 ○
市原市公園愛護活動推進
事業

ボランティア
地域住民等のボランティア団体による公園愛
護活動（除草、清掃等）に対する支援。

14,421 通年
都市整備部公園緑地課
緑化推進係
0436-23-9842

529 市原市
その他
（資材支給）

○
市原市都市排水施設環境
保全推進事業

ボランティア
地域住民等のボランティア団体による都市排
水施設環境保全活動（除草、清掃等）に対す
る支援。

100 通年
都市整備部下水道管理課
維持係
0436-23-9043

530 市原市 その他 ○
学校支援ボランティア整備
事業

ボランティア
教育活動支援・環境活動支援等で地域の人
たちをボランティアとして登録し活用を図る

66 通年
学校教育部指導課
学習指導係
0436-23-9849

531 市原市
指定管理者
制度

市原市立公民館管理運営
業務委託

各市原市立公民館
運営委員会

本市の社会教育活動に資する施設として、市
原市立公民館の管理・運営、市民を対象とし
た主催事業を実施している。（全11館）

368,881 通年
生涯学習部生涯学習課
生涯学習係
0436-23-9850

532 市原市 補助
市原市青少年育成市民会
議補助金

市原市青少年育成
市民会議

青少年健全育成を地域社会の活動の一環と
して推進するために、９つの地区民会議や各
育成団体、小学校など２０の団体で構成され
ている組織である。主な活動としては、「こども
１１０番の家」事業への協力、毎年11月に開催
される青少年健全育成推進会議、各団体の
代表が集まっての運営会議などがある。

882 通年
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

千葉県青少年協会

533 市原市 補助

市原市青少年育成団体連
絡会議補助金
キッズフェスタin市原事業
補助金

市原市青少年育成
団体連絡会議

青少年の健全育成活動をより一層有機的か
つ効果的に推進するため、青少年相談員連
絡協議会、青少年補導員連絡協議会、子ども
会育成会連絡協議会、少年野球協会、少年ソ
フトボール連盟、ボーイスカウト市原地区協議
会、ガールスカウト市原市連絡会の7団体が
合同行事や情報交換、指導者の交流を図るこ

2,517
通年
フェスタ：4月29
日

生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

合同行事や情報交換、指導者の交流を図るこ
とを目的とする。具体的な活動としては、毎月
の定例会、キッズフェスタin市原（旧ちびっこ
ファミリーフェスティバル）の開催、視察研修の

534 市原市 補助
かずさカップ大会事業補助
金

社団法人 市原青年
会議所

次代を担う青少年に、スポーツを通じて自主
性・創造性を発揮できる機会を提供すること
で、青少年の健全育成と地域の発展に貢献す
ることを目的に、わんぱく相撲大会、ジュニア
サッカー大会を開催している。

459
5月
11月

生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

535 市原市 補助
コスモス国際親善少年野
球大会事業補助金

コスモス少年野球実
行委員会

市外や県外チーム、更には、震災被災地、台
湾チームも含め約６０チームが参加する国際
親善大会であり、市原市の子供たちに海外や
県外・市外の子どもたちとの交流の機会を与
えることなどを目的に実施している。また、本
事業をきっかけに、毎年、海外（台湾）もしくは
被災地に市内の選抜チームを派遣するように
なり、相互交流が進んでいる。

1,158 8月
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

536 市原市 補助 少年の翼
財団法人　市原市体
育協会

国際的理解を深め、国際性豊かな青少年を育
成するため、市内の小学生選抜チームが夏休
み期間を利用して、海外を訪問しサッカー、バ
スケットボールの親善試合を行う。今年度は
市内の小学6年生をベトナム・台湾に派遣す
る。

430 8月
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

537 市原市
指定管理者
制度

○
市原青少年会館管理運営
委託

市原市退職校長会
本市の青少年健全育成活動に資する施設と
して、市原青少年会館の管理・運営、青少年
を対象とした主催事業を実施している。

32,702 通年
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850
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538 市原市 補助
いちはらキッズサマーキャ
ンプ

一般社団法人 市原
青年会議所

「感謝の心」「友情の心」「命の尊さ」をテーマ
に、市内小４～６年生を対象に事業を実施す
る。キャンプ型共同生活を通して、自然と自立
の心や協調性、新たな出会いとその友情の
輪、普段味わうことのない感動を経験する。

300 8月2日～5日
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

539 市原市 後援
青少年のためのジョイント
コンサート

市原南ライオンズク
ラブ

地区内幼・小・中学校による音楽の演奏活動
やその発表を通して、青少年の豊かな情操を
養い、青少年の健全育成に資する。

0 11月15日
生涯学習部生涯学習課
青少年育成係
0436-23-9850

540 市原市 その他 ○
読書ボランティア人材バン
ク

ボランティア

中央図書館で主催する各種事業（①ブックス
タート事業 ②おはなし会 ③対面朗読 ④図書
資料の修理・整備⑤イベント　等）への協力を
お願いする。

0 通年
生涯学習部中央図書館
庶務係
0436-23-4946

541 市原市 その他 ○
いきいき市原ワンデーマー
チ

ボランティア
イベント時に地域住民等のボランティア団体
（明健会、安由美会）によるイベント参加者へ
のみそ汁の無料配布を行っている。

1,376 4月29日
生涯学習部スポーツ振興課
0436-23-9851

542 市原市 その他 ○
養老渓谷ファミリーハイキ
ング

ボランティア
イベント時に地域住民等のボランティア団体
（明健会、安由美会）によるイベント参加者へ
のみそ汁の無料配布を行っている。

1,616 11月29日
生涯学習部スポーツ振興課
0436-23-9851

543 市原市 後援
各種スポーツ行事への後
援

各種スポーツ諸団体
各種スポーツ諸団体が行うスポーツ行事（教
育施策の推進上有益であり、営利等を目的と
していない行事）に対し、後援を行っている。

0 通年
生涯学習部スポーツ振興課
0436-23-9851

544 市原市 補助 市原市市民体育祭 市民活動団体

市原市・市原市教育委員会主催「市原市市民
体育祭」（市内10地区15会場）を主管する市原
市社会体育振興会に対し、事業に要する経費
の一部を補助する。

6,800 通年
生涯学習部スポーツ振興課
0436-23-9851

545 市原市 補助 学校体育施設開放事業 市民活動団体

スポーツ基本法に基づき実施している学校体
育施設開放事業を主管する各学校の運営委 128 通年

生涯学習部スポーツ振興課
545 市原市 補助 学校体育施設開放事業 市民活動団体 育施設開放事業を主管する各学校の運営委

員会に対し、事業に要する経費の一部を補助
する。

128 通年
生涯学習部スポーツ振興課
0436-23-9851

546 市原市 補助
市原市文化団体連合会補
助金

市原市文化団体連
合会

文化芸術の振興のため、市内の2１の文化団
体で構成されている組織である。主な活動とし
ては、広報紙の発行や研修、各団体による発
表会や展示会などを行っている。

983 通年
生涯学習部ふるさと文化課
文化振興係
0436‐23‐9853

547 市原市 補助
市原市民俗芸能文化財連
絡協議会補助金

市原市民俗芸能文
化財連絡協議会

民俗芸能文化財の研究保存や振興のため市
内の１５の民俗芸能団体で構成されている組
織である。各種行事へ積極的に参加し、民俗
芸能の披露や次世代への継承活動を行って

549 通年
生涯学習部ふるさと文化課
文化振興係
0436‐23‐9853

548 市原市 補助
養老川西広板羽目堰保存
会補助金

養老川西広板羽目
堰保存会

養老川西広板羽目堰部材の良好な維持管理
及び技術伝承を行っている。

72 通年
生涯学習部ふるさと文化課
文化財保護係
0436‐23‐9853

549 市原市 補助
市原市文化祭実行委員会
補助金

市原市文化祭実行
委員会

広く市民に対し、文化芸術活動の成果を発表
する場と優れた芸術を鑑賞する機会を提供す
る市文化祭の開催を目的として組織される実
行委員会である。舞台芸術や展示芸術など多
彩な催しを行い、市の文化・芸術の振興と市
民文化の醸成を図っている。

2,324 実施：9月～12月
生涯学習部ふるさと文化課
文化振興係
0436‐23‐9853

550 市原市 後援 各文化団体への後援 各文化団体
文化団体が、行事の後援承認申請書類を提
出し、市の文化振興に寄与する行事であると
認められる場合に同行事を後援する。

0 通年
生涯学習部ふるさと文化課
文化振興係
0436‐23‐9853

551 流山市
指定管理者
制度

○
東深井福祉会館指定管理
者事業

ＮＰＯ法人
自立サポートネット流
山

東深井福祉会館（地域ふれあいセンター・身
体障害者福祉センター）の管理運営を委託す
る。

45,000 通年
社会福祉課
04-7150-6079

552 流山市 委託 ○
ファミリーサポートセンター
事業

NPO法人流山ユー・
アイ・ネット

ファミリーサポートセンター事業の管理運営 5,996 通年
子ども家庭課　子育て支援係
　04‐7150-6082
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553 流山市 委託 ○ 国際交流事業
ＮＰＯ法人　流山市国
際交流協会

在住外国人に対する行政としての支援事業及
び多文化共生事業を行う。

1,286 通年
総合政策部企画政策課企画
政策班
０４－７１５０－６０６４

554 流山市 委託 ○ ○
男女共同参画社会づくり啓
発事業

ＮＰＯ法人　パート
ナーシップ流山

本市の男女共同参画社会づくりを推進するた
め、啓発事業を行う。

1,648 通年
総合政策部企画政策課男女
共同参画室
０４－７１５０－６０６４

555 流山市 委託 高齢者外出支援サービス
NPO法人・生活協同
組合

一般の交通機関の利用が困難な高齢者に対
して居住と在宅福祉サービス施設や医療機関
等との送迎を行う。

7,508 通年
健康福祉部高齢者生きがい
推進課生きがい推進係
04-7150-6080

556 流山市 その他
高齢者ふれあいの家支援
事業

NPO法人・生活クラ
ブ・ボランティア

家に閉じこもりがちなひとり暮らし高齢者など
を対象に、民家（空家）を借り上げた施設等を
利用して、高齢者同士等の情報交換の場を設
置することで、高齢者の社会参加を推進する。

3,485 通年
健康福祉部高齢者生きがい
推進課生きがい推進係
04-7150-6080

557 流山市 委託 ○ 市民音楽祭開催事業 NPOと民間企業
市内で音楽活動を行っている団体等を募り、
開催する流山市民音楽祭に係る企画、運営
業務を委託する。

753 通年
生涯学習課
生涯学習係
04－7150－6106

（未定）

558 流山市 委託 ○
サロンコンサート企画運営
事業

NPOと民間企業（流
山市音楽家協会）

毎月最終金曜日に市役所の市民ギャラリーで
開催するサロンコンサートの企画、運営業務
を委託する。

982 通年
生涯学習課
生涯学習係
04－7150－6106

流山市音楽家協会

559 流山市 補助 ○ 市民芸術劇場事業
流山市民芸術劇場
実行委員会

市内ですぐれた舞台芸術を鑑賞する場として
実行委員会を組織し協働で公演を行う。

1,500 通年
生涯学習課
生涯学習係
04－7150－6106

流山ロータリークラブ、流
山ライオンズクラブ、流山
中央ロータリークラブ、
（一社）流山青年会議所

560 流山市 補助 ○ 文化祭開催事業
流山市文化祭実行
委員会

市民の文化活動の発表の場、鑑賞の場として
文化協会加盟団体との実行委員会を組織し
協働で開催する。

1,300 通年
生涯学習課
生涯学習係
04－7150－6106

流山市文化協会
流山市美術家協会

561 流山市
指定管理者
制度

○ 体育施設指定管理者事業
NPO法人流山市体育
協会

体育施設の管理運営及びスポーツ事業を委
託する。

49,160 H26.4.1～
H31.3.31

生涯学習課
スポーツ振興係
04－7150－6106

562 流山市
企画立案へ
の参画

○ ○
流山新市街地地区　安心・
安全まちづくり協議会

ＮＰＯ・民間企業・有
識者

流山新市街地地区において、「安心・安全まち
づくり」の各種取り組みや事業等を実践し、安
心・安全で住みよいまちづくり活動の推進。

2,000 通年
まちづくり推進課・事業支援
係・04-7150-6090
コミュニティ課

独立行政法人都市再
生機構

563 流山市 委託
西初石小鳥の森清掃業務
委託

NPOさとやま
西初石小鳥の森の清掃、動植物調査等の維
持管理を行う。

238 通年
都市整備部みどりの課
公園係
04－7150－6092

564 流山市
公共施設等
の提供

○ 花と緑のボランティア ボランティア
公園、緑地、街路樹植栽桝等の中に草花の植
栽をしたり維持管理を行う。

125 通年
都市整備部みどりの課
緑化推進係
04－7150－6092

565 流山市 委託 ○ 市民環境講座事業
温暖化防止ながれや
ま

地球温暖化対策に係る公開講座及び出前講
座の実施

838
H27.4.24～
H28.3.31

環境政策・放射能対策課
環境政策係
04（7150)6083

566 流山市 委託 ○ 緑のカーテン事業
流山ゴーヤカーテン
普及促進協議会

ゴーヤ苗の配布、生育講習会の実施 1,134
H27.4.1～
H27.11.30

環境政策・放射能対策課
環境政策係
04（7150)6083

567 流山市 委託 ○ ○
利根運河交流館運営業務
委託事業

NPO法人
コミュネット流山

利根運河の歴史や自然環境について情報発
信を行う利根運河交流館の運営及び利根運
河の観光振興に関する企画運営を業務委託
し、観光振興を図る。

5,143 通年

商工課
流山本町・利根運河ツーリズ
ム推進室
04-7150-6085

568 流山市 その他 ○
図書館支援・読書推進
活動事業

NPO法人（NPO法人
ながれやま栞）

あらゆる市民の生涯学習の機会を充実させる
ため、図書館支援・読書推進活動に関する事
業を行い、地域文化の振興を図る。

0 通年
生涯学習部　図書・博物館
04-7159-4646

569 流山市 その他 ○
流山市立図書館と協働す
る市民

ボランティア
図書館の効率的な運営のための図書館事業
への支援。

0 通年
生涯学習部　図書・博物館
04-7159-4646
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570 流山市 委託 ○ ○ 市民活動推進事業
NPO法人
市民助け合いネット

流山市民活動推進センターの管理運営 13,907
H23.4.1～
H28.3.31

コミュニティ課市民活動推進
室
04-7150-6076

571 流山市
指定管理者
制度

○
東部公民館指定管理者事
業

NPO法人
コミュネット流山

東部公民館の管理運営及び自主事業に関す
る指定管理者の指定を行ったものであるので
ある。

21,057
H26.4.1～
H31.3.31

生涯学習部　公民館管理係
04-7158-3462

572 流山市
指定管理者
制度

○
初石公民館指定管理者事
業

特定非営利活動法
人市民助け合いネッ
ト

初石公民館の管理運営及び自主事業に関す
る指定管理者の指定を行ったものであるので
ある。

19,677
H25.4.1～
H30.3.31

生涯学習部　公民館管理係
04-7158-3462

573 流山市
指定管理者
制度

○
南流山センター指定管理
者事業

特定非営利活動法
人市民助け合いネッ
ト

南流山センターの管理運営及び自主事業に
関する指定管理者の指定を行ったものである
のである。

20,946
H25.4.1～
H30.3.31

生涯学習部　公民館管理係
04-7158-3462

574 流山市 その他 ○ 一時保育
流山保育ボランティ
アグループひだまり

本市公民館事業に係る一時保育を依頼。 264 H13.4.1～
生涯学習部　公民館事業係
04-7158-3462

575 流山市 委託 認定調査業務 ＮＰＯ法人 介護認定調査 252 通年
介護支援課介護認定係
04-7150-6531

576 流山市
指定管理者
制度

○
学童クラブ（江戸川台学童
クラブほか5クラブ）指定管
理者事業

ＮＰＯ法人ｇreen

江戸川台第1学童クラブ、江戸川台第2学童ク
ラブ、江戸川台第3学童クラブ、もりのいえ第1
学童クラブ、もりのいえ第2学童クラブ、もりの
いえ第3学童クラブの管理運営を委託するも

35,675
H27.4.1～
H32.3.31

子ども家庭課　子ども政策室
　04‐7150-6082

577 流山市
指定管理者
制度

○
学童クラブ（西初石学童ク
ラブほか２クラブ）指定管
理者事業

ＮＰＯ法人ｇreen
西初石子どもルーム、つくしんぼ学童クラブ、
たんぽぽ学童クラブの管理運営を委託するも
のである。

21,667
H27.4.1～
H32.3.31

子ども家庭課　子ども政策室
　04‐7150-6082

578 流山市
指定管理者
制度

○
学童クラブ（八木北小学校
区学童クラブほか3クラブ）
指定管理者事業

NPO法人　でんでん
むし

八木北小学校区学童クラブ、第1おおたかの
森ルーム、第2おおたかの森ルーム、ひよどり
学童クラブの管理運営を委託するものであ

39,928
H27.4.1～
H32.3.31

子ども家庭課　子ども政策室
　04‐7150-6082

579 流山市
指定管理者

○
学童クラブ（そよかぜ学童 ＮＰＯ法人ライズアッ そよかぜ学童クラブ、向小金小学校区第１学

29,838
H27.4.1～ 子ども家庭課　子ども政策室

579 流山市
指定管理者
制度

○ クラブほか２クラブ）指定管
理者事業

プ女性サポート実行
委員会

童クラブ、向小金小学校区第２学童クラブ、あ
ずま学童クラブの管理運営を委託するもので

29,838
H27.4.1～
H32.3.31

子ども家庭課　子ども政策室
　04‐7150-6082

580 流山市 その他 　 　 ○ 史跡ガイド
ＮＰＯ法人流山史跡
ガイドの会

流山本町地区に来訪する旅行者に対してボラ
ンティアガイドを実施する。

0 　
商工課　流山本町・利根運河
ツーリズム推進室
04-7150-6085

581 流山市 委託 ○ ヘルスアップ事業
ＮＰＯ法人　おおたか
スポーツコミュニティ
流山

運動習慣を身につけるきっかけづくりを目的に
市内数カ所の福祉会館等で有酸素運動や軽
度な筋力トレーニングを行うもの。

1,747 通年
健康増進課　保健予防係
04-7154-0331

582 流山市 委託
「健康を支える栄養学」　実
践支援事業

特定非営利活動法
人　健康を育てる会・
流山

「健康を支える栄養学」の理念を集団食生活
指導・調理実習等を通して被保険者へ広める
ための事業展開を委託する。

5,149 通年
国保年金課
国保賦課給付係
04－7150－6077

583 流山市
指定管理者
制度

○
学童クラブ（おおたかの森
小学校区学童クラブ）指定
管理者事業

アクティオ株式会社
連合体（構成団体の
うちＮＰＯ法人ライズ

おおたかの森小学校区学童クラブの管理運
営を委託するものである。

10,679
H27.4.1～
H32.3.31

子ども家庭課　子ども政策室
　04‐7150-6082

584 流山市 委託 ○ 生活困窮者自立支援事業
ＮＰＯ法人　さわやか
福祉の会　流山
ユー・アイ・ネット

生活困窮者自立支援法に基づき、多様な課
題を抱える生活困窮者の相談を受け、包括的
に支援を行うもの。事業は「自立相談支援事

33,257 通年
社会福祉課社会係
04-715０-６０７９

585 八千代市 その他
市民活動サポートセンター
運営管理事業

市民活動団体
場・機材の提供，相談，交流促進，情報収集
等

5,414 通年
総務企画部コミュニティ推進
課

586 八千代市 補助 ○
八千代市市民活動団体支
援金交付制度
（通称：１％支援制度）

市民活動団体

個人市民税納税者が，あらかじめ応募のあっ
たボランティア団体やNPO団体などの市民活
動団体の中から支援したい団体を選び，その
人の個人市民税額の１％相当額（団体の事業
費の２分の１か５０万円のいずれか少ない額
が上限）を，市がその団体に補助金として交

4,301 通年
総務企画部コミュニティ推進
課
047-483-1151内線2336
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587 八千代市
実行委員
会・共催

○ 八千代平和事業 NPO

平和宣言都市として平和の大切さを訴えるた
め、市民による実行委員会、(公財)八千代市
文化・スポーツ振興財団との共催で、朗読劇
等を行う。

355
平成26年4月1日
～11月30日

総務企画部総合企画課
国際推進室
047-483-1151内線2338

588 八千代市
補助/公共
施設等の提
供

○ 国際推進事業 ボランティア

八千代市国際交流協会の運営に対し、補助
金を支出。八千代市国際交流協会日本語指
導ボランティア部会で在住外国人を対象とした
日本語教室、子どもたちへのAMIGOこどもに
ほんご教室を実施しており、市は会場の提供
を行っている。

1,680 通年
総務企画部総合企画課
国際推進室
047-483-1151内線2338

589 八千代市 事業協力 ○ 地域デビュー講座 NPO
定年後の人生を豊かに過ごすために趣味・教
養・ボランティア活動等，地域活動へのポイン
トを紹介するセミナーをふれあい大学校健康

24
平成28年1月29
日予定

健康福祉部長寿支援課
生きがいサービス班
047-483-1151内線2282

市民活動サポートセン
ター

590 八千代市
指定管理者
制度

○
知的障害者通所施設運営
管理事業

社会福祉法人
八千代市第１，第２，第３福祉作業所の運営
管理を委託する事業

103,831
通年
（募集は平成28
年度）

健康福祉部障害者支援課
障害者援護班
047-483-1151内線3239

591 八千代市 補助
地域活動支援センター運
営補助事業

NPO
地域活動支援センターⅢ型の運営に係る補
助金交付事業

10,390 通年
健康福祉部障害者支援課
障害者支援班
047-483-1151内線3231

592 八千代市 補助
知的障害者生活ホーム運
営補助事業

NPO
知的障害者生活ホームの運営に係る補助金
交付事業

2,668 通年
健康福祉部障害者支援課
障害者支援班
047-483-1151内線3231

593 八千代市 事業協力 ○ 八千代・若者ゼミナール ボランティア

生活保護受給世帯の中高生に対し、高校進
学及び卒業を促すことにより、将来の安定した
就労を実現し、世帯の自立を図ることを目的と
して学習支援を行う。

317
平成27年4月2日
～平成28年3月31
日の毎週木曜日

健康福祉部生活支援課
047－483-1151内線3244

594 八千代市 委託 ○
八千代市放課後子ども教
室推進事業（新川わくわく
プレーパーク）

NPO法人
放課後等に自然林を利用して、子どもが「自
分の責任で自由に遊ぶ」体験ができる場を提
供する。

2,681 通年
子ども部元気子ども課
047-483-1151内線2262

595 八千代市 その他 ○
八千代市放課後子ども教
室推進事業（学校型）

ボランティア

放課後に小学校の余裕教室等を活用して、子
どもが安全で安心して過ごせる子どもの居場
所を設け、地域の大人の参画を得て、地域全
体で子どもたちを見守り育む環境づくりを推進
する。

8,467 通年
子ども部元気子ども課
047-483-1151内線2262

596 八千代市
企画立案へ
の参画

○
八千代市思春期保健ネット
ワーク会議

ＮＰＯ法人ＪＡＳＨ日
本性の健康協会

本組織は平成１８年度に発足した委嘱組織。
思春期の生と性の課題について検討し、事業
の企画運営をしている。具体的にはシンポジ
ウムの開催・ニュースレターの発行・生と性の
教育教材の作成等。平成２６年度より左記ＮＰ
Ｏ法人からも推薦いただき、委嘱委員としてこ
れらの活動を協働している。

230 通年
子ども部母子保健課
母子保健班047‐486-7250
内線71305

597 八千代市 その他 ○ ふれあい教室 NPO
様々な種目の団体を市に登録し，市内の各小
中学校や学童保育所，公民館等の希望に応
じて仲介を行い世代間や地域交流の場の提

154 通年
生涯学習部生涯学習振興課
047-481-0309

598 八千代市 その他 ○
八千代市生涯学習ボラン
ティアバンク制度

八千代市生涯学習ボ
ランティアバンク登録
者

各分野において知識，技能及び技術を有する
人材を登録し，その知識等を学びたいものに
紹介することによって，市民相互の生涯学習
活動を支援する。

0 通年
生涯学習部生涯学習振興課
047-481-0309

599 八千代市
実行委員会
共催

○
第18回ニューリバーロード
レースin八千代

ボランティア
市のスポーツ振興を図るため，広く市内・外か
ら参加者を募り，毎年12月にニューリバーロー
ドレースin八千代実行委員会と共催する。

実行委員
会予算の
ため未定

12月13日
実施予定

生涯学習部文化・スポーツ課
スポーツ推進班
047-481-0305

公益財団法人
八千代市文化・スポー
ツ振興財団
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600 八千代市
実行委員会
共催／補助

○
第25回コミュニティワールド
カップサッカーin八千代

ボランティア

青少年の国際交流と，地域スポーツの技術向
上を目指し，海外及び国内各地からサッカー
チームを招待し，中学生対象の大会をコミュニ
ティワールドカップサッカーin八千代実行委員
会と共催する。

800
12月23日
～26日実施予定

生涯学習部文化・スポーツ課
スポーツ推進班
047-481-0305

601 八千代市 共催 ○
県民の日記念行事人形劇
まつり

公益財団法人八千
代市文化・スポーツ
振興財団，八千代市
人形劇協会

市内の人形劇サークルが影絵，腹話術，人形
劇を披露する。

0 6月28日
生涯学習部文化・スポーツ課
文化振興班
047-481-0305

602 八千代市
その他
（市主催）

○ 市民文化祭
参加団体（文化団体
連絡会を含む）

市内各地で市内の文化団体や公民館，学校
等を中心に市民が参画する文化祭を開催す
る。

100 9～12月
生涯学習部文化・スポーツ課
文化振興班
047-481-0305

603 八千代市 共催 ○ 新春八千代市書道会展 八千代市書道会
八千代市書道会員が新春の書展を開催す
る。

0 1月
生涯学習部文化・スポーツ課
文化振興班
047-481-0305

604 八千代市 共催 ○ 県民の日記念コンサート
公益財団法人八千
代市文化・スポーツ
振興財団

八千代市合唱協会加盟の５団体と小林彰英
（テノール）＆プラトゥム・ムジクムピアノ三重奏
団による演奏会

0 6月13日
生涯学習部文化・スポーツ課
文化振興班
047-481-0305

605 八千代市 事業協力 ○ 支援事業 ゆい（結）の会会員

ボランティア団体ゆい（結）の会会員が，文化
伝承館の諸事業の講師として指導したり，小
中学校や各種団体からの依頼に基づき，伝承
文化の学習や体験などの指導に出向く。

50 通年
生涯学習部文化・スポーツ課
文化伝承館
047-458-1700

606 八千代市
その他
（活動支援）

○
青少年学校外活動支援事
業

青少年学校外活動
支援事業実行委員
会

地域における学校外活動を活性化するため，
左記対象者が組織する実行委員会が行う自
然体験・生活体験・スポーツ・レクリエーション
などの活動・行事に対する支援を行う。

150 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

その他 八千代市青年フォー ボランティア活動の実施，成人式など市主催 生涯学習部青少年課
607 八千代市

その他
（活動支援）

○ 青少年指導育成事業
八千代市青年フォー
ラム

ボランティア活動の実施，成人式など市主催
の各行事への参画・協力。

0 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

608 八千代市 補助 ○ 青少年指導育成事業
地区青少年健全育
成連絡協議会

青少年育成機関に関わっている人たちや，育
成に熱心な人たちの参加と連携で，青少年の
健全育成を推進しようとする連絡・調整機関で
ある。市内に10地区ある。

650 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

609 八千代市
その他
（活動支援）

○
青少年指導員活動への支
援

八千代市青少年指
導員

スポーツ・文化・生活の3分野で青少年を指
導・育成している。地区青少年健全育成連絡
協議会からの推薦により，市長の委嘱を受け
て活動しているボランティア。

0 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

610 八千代市 委託 青少年施設運営管理事業
NPO法人ガキ大将の
森の会

青少年健全育成の場である「ガキ大将の森」
キャンプ場の管理・運営への参画・協力。

566 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

611 八千代市 補助 ○ 青少年指導育成事業
八千代市子ども会育
成連絡協議会

子ども会活動，指導者の育成等，青少年の健
全育成を目的とした活動団体。

350 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

612 八千代市
その他
（活動支援）

○ 青少年指導育成事業
ボーイスカウト八千
代地区協議会

ボーイスカウト活動，指導者の育成等，青少
年の健全育成を目的とした活動団体。

0 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

613 八千代市
その他
（活動支援）

○ 青少年指導育成事業
八千代市ガールスカ
ウト２団連絡会

ガールスカウト活動，指導者の育成等，青少
年の健全育成を目的とした活動団体。

0 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

614 八千代市 補助 ○ 青少年指導育成事業
八千代市青少年相
談員連絡協議会

県知事及び市長の委嘱を受けて，青少年健
全育成の為の活動を行う。

940 通年
生涯学習部青少年課
047-481-0306

615 八千代市 補助 ○ 青少年指導育成事業
八千代市少年少女
交歓会実行委員会

ボーイスカウト・ガールスカウト・子ども会の指
導者・青年リーダーが，普段の生活では体験
できないゲームやアスレチック，クラフトなど手
作りの遊び場を子どもたちに提供する。

100 4月27日
生涯学習部青少年課
047-481-0306
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616 八千代市 実行委員会 ○ ○
八千代市ほたるの里づくり
実行委員会

ボランティア

 市民・事業者および行政が一体となって知恵
を出し合い取り組むグラウンドワーク方式の実
行委員会を組織。「ほたるの里」の維持管理
や，学習会などを開催している。

963 随時
安全環境部環境保全課
環境政策室
047-483-1151内線2216

617 八千代市 実行委員会 ○ ○
ヤマトミクリの里づくり協議
会

ボランティア
　県内で唯一群生するヤマトミクリの保全や谷
津・里山の保全・再生・活用を行うための事業
である。

0 通年
安全環境部環境保全課
環境政策室
047-483-1151内線2215

618 八千代市
実行委員
会・後援

○ ○ 八千代フリーマーケット
八千代フリーマー
ケット実行委員会

八千代フリーマーケット実行委員会の主催に
より、ごみの減量化及びリサイクルを目的に
八千代市役所駐車場において年３回フリー
マーケットを開催する。

0
5月9日、10月24
日、3月5日

安全環境部クリーン推進課
リサイクル班
047-483-1151内線2232

619 八千代市
指定管理者
制度

○
やちよ農業交流センター管
理業務委託

やちよリーダーファー
マーズ

営農支援を目的とした農業ボランティア養成
講座の開設、及び希望者の活動の支援を実
施

46,641
通年
募集済

産業活力部農政課
農政班
047-483-1151内線3563

620 八千代市
公共施設等
の提供

○ ○ 新川千本桜育成活動事業
公益財団法人　　八
千代市環境緑化公
社

市民ボランティア団体「新川千本桜の会」と協
働で、新川に植栽された桜並木の管理を行っ
ている。

12,198 通年
公園緑地課　緑化推進班
０４７－４８３－１１５１
内線：２５０３、２５０４

公益財団法人　八千
代市環境緑化公社

621 八千代市
公共施設等
の提供

○ ○ 公園の花の植栽活動事業
公益財団法人　　八
千代市環境緑化公
社

都市公園内に市民ボランティアと協働でユリ
やヒガンバナ、スイセンの球根を植栽し、除草
などの管理を行っている。また、開花期には花
の観賞会イベントを開催している。

22,011 通年
公園緑地課　緑化推進班
０４７－４８３－１１５１
内線：２５０３、２５０４

公益財団法人　八千
代市環境緑化公社

622 我孫子市 実行委員会 ○ 国際化推進事業
NPO（我孫子市国際
交流協会）

市民の国際感覚の向上を目指すため、あびこ
国際交流スピーチ大会及びあびこ国際交流ま
つりを協力して行う。

0 9月、11月
企画課
04-7185-1111 内273

623 我孫子市
企画立案へ
の参画

○ 平和事業
ボランティア（平和事
業推進会議委員）

市民のアイディアや意見をいただきながら事
業を実施し、市民とともに平和の大切さを考え 3,095

通年
（隔年2月）

企画課
04-7185-1111 内273

我孫子市
の参画 業推進会議委員） 業を実施し、市民とともに平和の大切さを考え

る。
（隔年2月） 04-7185-1111 内273

624 我孫子市 委託 ○ 在住外国人支援業務
NPO（我孫子市国際
交流協会）

外国人のための日本語教室と外国語翻訳・通
訳・相談業務。

1,391 通年
企画課
04-7185-1111 内273

625 我孫子市 補助 ○ 国際交流協会活動補助
NPO（我孫子市国際
交流協会）

地域の国際化を目指して活動している我孫子
市国際交流協会が実施する「外国人のための
文化講座」「国際交流バスツアー」などの事業
に対し、補助金を交付している。

526 年1回
企画課
04-7185-1111 内273

626 我孫子市 補助 ○ 公募補助金制度 NPO等
補助金を希望する市民活動団体に対し、補助
金等検討委員会（5人）の審査を経て、市が決
定し、補助金を交付する。

2,570 4/16～8/1
市民活動支援課
市民活動支援担当
04-7185-1467

627 我孫子市

指定管理者
制度（公の
施設の管理
運営）

○
あびこ市民活動ステーショ
ンの管理・運営

NPO等

①市民活動を行う団体（個人）を支援するた
め、場の提供・情報の提供・機会の提供を行
う。
②地域活動インターンシッププログラム、子ど
もNPOボランティア体験
③あびこ市民活動メッセの開催
④市民向け講座等の実施
⑤ステーション維持・管理

15,000 通年
市民活動支援課
市民活動支援担当
04-7185-1467

628 我孫子市
その他
（市単独）

市民公益活動補償制度 NPO等

市民5名以上で組織する市民活動団体の公益
活動を補償するため、市が保険に加入し、公
益活動中に発生した傷害・損害賠償に対応す
る（市民活動団体の事前登録は不要）。

3,860 通年
市民活動支援課
市民活動支援担当
04-7185-1467

629 我孫子市
共催・事業
協力

○
市民と市民活動団体等と
のマッチング機会の提供
事業

NPO等

市民が現役世代に培った経験やスキルをまち
づくりに活かし充実したセカンドライフを過ごせ
るよう、市民団体等とのマッチング機会を設け
て市民活動等への参画を促し、市民の力をま

352
5/29
9/26,27

市民活動支援課
市民活動支援担当
04-7185-1467
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630 我孫子市 委託 ○
近隣センター施設運営業
務

NPO（各地区のまち
づくり協議会：10地
区）

市内10箇所にある近隣センターの施設運営を
委託する。

77,615 通年
市民活動支援課
地域振興担当
04-7185-1111　内434

631 我孫子市 共催 ○ 男女共同参画講演会
NPO（あびこ女性会
議）

共同で男女共同参画についての講演会を企
画・開催する。

50
年1回
10月4日

秘書広報課
男女共同参画室
04-7185-1111　内231

632 我孫子市 実行委員会 ○ 消費生活展 NPO等

一般消費者に、消費生活に関する様々な情報
を提供するとともに、身近な問題を取り上げ、
問題意識と権利意識を目覚めさせ、自主的に
行動するきっかけをつくる。

870
平成28年2月6日、
7日

商業観光課 消費生活セン
ター　　　　　　　　内22-588
04-7185-1469

633 我孫子市
その他
（事業協力）

○ 認定創業支援事業
NPO法人（ACOBA)
民間企業

平成26年6月20日に国（経済産業省・総務省・
農林水産省）の「創業支援事業計画」の認定
を受け、計画に基づいた創業支援を実施して
いる。NPO法人、市内大学、金融機関などの
民間企業と連携し、起業・創業に関する相談・
情報提供をはじめ、創業塾やシンポジウムな
どを開催し、創業者の輩出につなげていく。

406

①相談窓口
（通年）
②創業塾
（年６回）
③シンポジウム
（年１回）

企業立地推進課
企業立地推進担当
04-7185-2214（直通）

634 我孫子市 実行委員会 ○ 手賀沼流域フォーラム NPO等

手賀沼浄化を目的に、市民参加によるイベン
トを開催（主な内容は観察会、船上見学会、散
策会など）し、全体会として流域フォーラムを
行う。また、各地域イベントの報告会及び講演
会も行う。

―
全体会
10月1７日

手賀沼課
04-7185-1111

635 我孫子市 実行委員会 ○ Enjoy手賀沼！ 市民・NPO・企業

手賀沼浄化を目的に、市民参加による楽しみ
ながら手賀沼に触れ合うイベントを開催（主な
内容は、体験型学習など）。毎年１回、５月第
二日曜日に開催。

250 5月10日
手賀沼課
04-7185-1111

手賀沼浄化を目的に、市民参加による手賀沼

636 我孫子市 実行委員会 ○ ○ 手賀沼ふれあい清掃 市民・NPO・企業

手賀沼浄化を目的に、市民参加による手賀沼
沿岸（主に手賀沼遊歩道）の清掃を行う（毎年
１回、12月第一日曜日に開催）。
なお、市は啓発物資（参加記念品）を配布。

215 12月6日
手賀沼課
04-7185-1111

637 我孫子市 実行委員会 ○ ○
我孫子市岡発戸・都部谷
津ミュージアムの会の運営

ボランティア

・岡発戸・都部の谷津を活動の場として、自然
の保全をはじめとする様々な事業を市と市民
との協働事業として展開するための母体とし
て会を設立。

400 通年
手賀沼課
04-7185-1111

638 我孫子市
その他
（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ）

○ ○ 我孫子市環境レンジャー ボランティア

環境レンジャーを市民の環境保全活動を支援
する環境ボランティアリーダーとして位置付
け、その育成及び活動に対して支援を行って
いる。
主な活動は通年実施のネイチャーイン（自然
観察会）、夏休み子供向け環境学習の実施、

50 通年
手賀沼課
04-7185-1111

639 我孫子市 実行委員会 ○ ○
ジャパンバードフェスティバ
ル

市民・NPO・企業

「人と鳥の共存をめざして」をテーマに、行政・
NPO・学生・市民団体などによる鳥・自然環境
に関する研究・活動の発表や、鳥の彫刻・絵
画・写真展などを行う。

3,200
10月31日
11月1日

手賀沼課
04-7185-1111

640 我孫子市 実行委員会 ○ ○
あびこ型「地産地消」推進
協議会の充実

ボランティア（あびこ
型「地産池消」推進
協議会）

・地元農産物の販路拡大
・援農ボランティア
・学校給食への地元農産物の供給
・農家と消費者・市民との交流
・あびこ型「地産地消」推進の広報・PR
・エコ農業物の普及推進

4,220 通年

担当課・係：
農政課　地産地消担当
連絡先：
あびこ型「地産地消」推進協
議会
04-7128-7770

東葛ふたば農業協同
組合

641 我孫子市
その他
（NPO・個
人：事業協

○ ○
清潔で快適な環境の確保
及び環境美化並びに再資
源の推進

ボランティア
地域における環境美化及び資源の有効利用
に資する自主的奉仕活動を推進するため、環
境美化推進員を委嘱する。

0
隔年
（12月）

クリーンセンター
指導担当
04-7187-0015
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642 我孫子市 委託 ふれあい工房運営
ＮＰＯ（ふれあい工房
運営協議会）

家庭から排出される資源のリサイクル活動を
通じ、高齢者の社会参加の機会の拡大を図る
とともに、市民もリサイクルを通して、地域活動
に参画するための拠点となる事業展開を図
る。

5,206 通年
クリーンセンター
リサイクル推進担当
04-7187-0015

643 我孫子市 共催 ○
原爆被爆平和祈念式典の
開催

NPO等

祈念式典事業を通じ、唯一の原爆被爆国とし
て、その体験と記憶を風化させることなく後世
に伝え、恒久平和への啓発を行なう。
（8月に平和祈念式典開催等）

238 通年
社会福祉課
04-7185-1111内645

644 我孫子市
実行委員会
（推進委員
会）

○ 社会を明るくする運動 NPO等
犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生
について理解を深め、犯罪や非行のない明る
い社会を築く。（７月に街頭啓発を開催等）

75 通年
社会福祉課
04-7185-1111内645

法務省・千葉保護観察
所・更生保護3団体（保
護司会、更生保護女
性会、BBS会）

645 我孫子市 委託
高齢社会への対応を探る
会

NPO等
高齢化社会を迎え、市民と行政が一体となり、
行政だけでは対応できない高齢者対策を模索
し、研究する。

400 通年
高齢者支援課高齢者施策推
進担当
04-7185-1111

646 我孫子市 委託 きらめきデイサービス
NPO等
20団体

家に閉じこもりがちになる一人暮らしの高齢者
や高齢者世帯を地域で支援する。
（つどいの家・ふれあいサロン・ミニデイホーム
などの運営）

3,928 通年
高齢者支援課高齢者施策推
進担当
04-7185-1111

　

647 我孫子市 委託 軽度生活援助事業 NPO法人
居宅周りの手入れ、軽微な修繕などの日常生
活の援助。

900 通年
高齢者支援課高齢者施策推
進担当
04-7185-1111

648 我孫子市 事業協力 ○ 遊具うんどう教室 ボランティア

健康づくりの推進・寝たきり・閉じこもり防止・
生きがい対策。
市内公園に設置されている「運動遊具」の利
用普及のため、使用説明や指導を行う。

3,829
実施時期：月１回。
他にボランティア
独自でも開催。

高齢者支援課健康推進担当
04-7185-1111

649 我孫子市 委託 ○ アルコール教室
ＮＰＯ（我孫子断酒新
生会）

本人及び家族によるミーティングを実施。お酒
をやめて立ち直った人や苦しみを乗り越えた
家族の方たちが相談に応じる。

84
通年(月1回、第1
金曜日)

障害福祉支援課
障害者相談担当
04-7185-1111 内381

650 我孫子市 委託 ○ 心の健康クラブ
NPO（ＮＰＯ法人自立
支援ネット我孫子、
ハートネットあびこ）

家族の思いを語り合うことで、家族の心が癒さ
れ、支え合う場として開催している。

67
通年(月1回、第3
月曜日)

障害福祉支援課
障害者相談担当
04-7185-1111 内381

651 我孫子市 事業協力 ○
地域活動支援センター事
業

ボランティア

ボランティア養成講座の修了生が、「我孫子か
けはしの会」を結成し、障害者福祉センターで
実施する講座・行事の支援や、障害者の自主
活動の支援を行う。

36,942 通年
障害者福祉センター
04-7188-0141

652 我孫子市 事業協力 ○
地域活動支援センター訓
練事業(パソコン講座）

ボランティア

障害者福祉センター通所者を対象としたパソ
コン講座を開催します。実施にあたっては、ボ
ランティア団体「パソコン楽しみ隊」の協力を得
て一対一の個別指導を行います。

36 随時
障害者福祉センター
04-7188-0141

653 我孫子市 事業協力 ○
サークル活動支援
（車椅子ダンス）

ボランティア
ダンスパートナー「舞夢」と一緒に月2回活動を
行います。実施にあたっては、活動場所の確
保・送迎、その他必要な支援を行います。

1,282 通年
障害者福祉センター
04-7188-0141

654 我孫子市 事業協力 ○
サークル活動支援
（陶芸サークル）

ボランティア
「我孫子市陶友会」と一緒に月2回活動を行い
ます。実施にあたっては、活動場所の確保・送
迎、その他必要な支援を行います。

1,282 通年
障害者福祉センター
04-7188-0141

655 我孫子市 事業協力 ○ バリアフリー情報提供事業
NPO（あびこシニアク
ラブ）

市民と共に歩行空間、公共施設、商店・事業
所等のバリアフリー調査・検証・提案を行い、
人にやさしいまちづくりを推進する。また、調査
結果をホームページ版「お出かけマップ」とし
てまとめ障害者等の外出を支援する。

2,895 通年
障害者福祉センター
04-7188-0141
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656 我孫子市
実行委員
会・共催

○ 手賀沼ふれあいウォーク ＮＰＯ

市民の健康づくりを目的とし、歩くことからの
積極的な健康づくりを推進する。市内ウォーキ
ングコース内の名所・旧跡等、見どころ情報を
提供を通して、楽しみながら歩く体験をするこ
とで、運動習慣を持つきっかけづくりとなるよう

481
6月～8月
※事業実施は11
月7日

健康づくり支援課
計画推進担当
04-7185-1126

657 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

○ ○
あびっ子クラブ　サポー
ター

ボランティア

我孫子市市民スタッフ制度要綱対象事業。
あびっ子クラブの活動内容に応じて、サポー
ター（市民スタッフ）を配置し、子どもたちの活
動支援を行う。

2,520 年間
子ども支援課
放課後対策担当
04-7185-1111内449

658 我孫子市 実行委員会 ○ ○ あびこ子どもまつり NPO・ボランティア

子どもがまつりの企画から参加し協力しなが
ら自主的に行動し、このまつりを作り上げると
ともに楽しむ。また、参加する子どもは、お仕
事体験し対価として「アビー」というこのまつり
で使える通貨をもらい、食べ物と交換したり、
各ブースで活用し楽しむ。

190 10月
子ども支援課
青少年担当
04-7185-1111内844

659 我孫子市 実行委員会 ○ ○ げんきフェスタ NPO・ボランティア

子ども達が楽しく充実した文化に触れ、地域
の中でいきいきと逞しく、創造性豊かに成長す
る機会を持てる場。昔遊び、体験型レクリエー
ション、お仕事体験が出来る「子どもハロー
ワーク」など子ども達が主役となって一日を楽

190 6月
子ども支援課
青少年担当
04-7185-1111内844

660 我孫子市 委託
青少年非行防止パトロー
ル

ＮＰＯ（我孫子市青少
年相談員連絡協議
会）

地域社会において、非行の早期発見・早期保
護を図るための①地域環境づくり②有害環境
の浄化③交通･水難・その他不慮の事故防止
④非行発生しやすい箇所の情報収集に努め
る。
各支部ごとにパトロール業務を行うとともに、
繁華街やゲームセンター、公園等を夜に巡回

260 7月～2月
子ども支援課
青少年担当
04-7185-1111内844

繁華街やゲームセンター、公園等を夜に巡回
している。

661 我孫子市 委託
子ども向け情報紙発行、
ホームページの開設

NPO（あびこ子ども
ネットワーク）

子どもたちや保護者に対して、諸活動やイベ
ント等に参加する機会の提供を図るための情
報提供を行う。

1,470 年間
子ども支援課
青少年担当
04-7185-1111内844

662 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

○ ○
あびっ子クラブ　サポー
ター

ボランティア
我孫子市市民スタッフ制度要綱対象事業。
あびっ子クラブの活動内容に応じて、サポー
ター（市民スタッフ）を配置し、子どもたちの活

2,520 年間
子ども支援課
放課後対策担当
04-7185-1111内449

663 我孫子市 共催 ○ 短時間託児
ＮＰＯ（スマイル・マ
マ）

在宅育児家庭対象の短時間託児を子育て支
援施設にこにこ広場で行う。

0 月１回
保育課
子育て担当
04-7185-1111　内22-291

664 我孫子市
事業協力
（委嘱）

公立保育園園庭開放 園庭開放サポーター

地域の親子が保育園の園庭で遊び、園児と交
流できる環境を提供する。子育てサポーターと
して市の認定を受けている市民（園庭開放サ
ポーター）が、園庭開放利用者の対応を担い、
地域の子育て支援に協力する。

606
各園週１～２回
※公立5園

保育課
子育て担当
04-7185-1111　内322

665 我孫子市 その他 ○ おはなし会 保育園おはなし会
保育園でボランティア団体が本の読み聞かせ
を行う。

0 各園月１回
保育課
子育て担当
04-7185-1111　内322

666 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

○ 子育てサポーター
子育てサポーター
（ボランティア）

養成講座を修了し認定された子育てサポー
ターが、子育て支援施設で親子サポート（遊び
の提供等）をしたり、市主催の育児イベント等
のサポートをしたり等、地域の子育て家庭を支
援する活動を行う。

0 随時
保育課
子育て担当
04-7185-1111　内322

667 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

○
保育園における災害時協
力員

ボランティア

事前に登録した災害時協力員が、大規模な災
害が発生した場合に保育園児の安全を確保
し、園児を無事に保護者へ引き渡すことを目
的に活動する。

0 随時
保育課
保育担当
04-7185-1111　内445
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668 我孫子市 委託
ファミリーサポートセンター
事業

ＮＰＯ（NPO法人ア
ビィーズ）

保育園や学校等の開始前または帰宅後の保
育や送迎など、育児の援助を受けたい利用会
員と育児の援助を行いたい提供会員を紹介
し、相互援助をサポートする。

9,500 通年

保育課
子育て担当
04-7185-1111
内322

669 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

子育て応援隊活動
ＮＰＯ（子育て応援
隊）

子育てサポーター養成講座を修了した子育て
サポーター15名が子育て応援隊として、子育
て支援施設のお便りなどの情報を持って、地
域の子育て中の家庭（希望者）を訪問する。

450 通年

保育課
子育て担当
04-7185-1111
内22-291

670 我孫子市
公共施設等
の提供

○
市道中央分離帯草刈り清
掃

つくし野中央自治会
つくし野国道６号線交差点グリーンベルトの植
栽の維持管理を行う。

0
道路課
04-7185-1111内532

671 我孫子市
公共施設等
の提供

○
湖北駅南口駅前広場花壇
維持管理

NPO・学校・ボラン
ティア

団体と地元中学生・ＰＴＡが一体となり、湖北
駅南口駅前広場花壇の植栽（年２回）・維持・
管理を行う。

0
道路課
04-7185-1111内532

672 我孫子市
公共施設等
の提供

○
布佐駅前広場花壇の維持
管理

ボランティア 布佐駅前広場花壇の植栽・維持・管理を行う。 0
道路課
04-7185-1111内532

673 我孫子市
公共施設等
の提供

○
新木駅南口駅前広場花壇
の維持管理

ボランティア（自治会
有志）

新木駅前広場花壇の植栽・維持・管理を行う。 0
道路課
04-7185-1111内532

674 我孫子市
公共施設等
の提供

○
Ａ-RaP　※エーラップ
（我孫子市アダプトプログ
ラム）

企業、ＮＰＯ等

各団体が市道の美化活動を行う。
※市道を我が子にみたて面倒（美化活動等）
をみていただき居住環境及び都市環境に対す
る市民意識の高揚を図り、市民等との協働に
よるまちづくりを推進することを目的とする。

0 通年
道路課
04-7185-1111内595

675 我孫子市

その他
（個人・企
業：事業協
力）

○ ○ 利根川河川清掃 ボランティア、企業
河川愛護の一環として利根川河川敷清掃を実
施する。

22 １１月
治水課
04-7185-1111内640

国土交通省（利根川上流
河川事務所守谷出張所、
利根川下流河川事務所
取手出張所）力） 取手出張所）

676 我孫子市 委託 ○ 景観形成市民啓発事業
NPO(我孫子の景観
を育てる会)

景観形成市民啓発イベントとして、平成２４年
度から２６年度までに選定した我孫子のいろ
いろ八景の散策会を実施する。

564
10月以降
（全3回）

都市計画課　景観推進室
0471-85-1111(内574)

677 我孫子市 事業協力 ○ ○ 違反広告物除去活動 NPO,ボランティア等
条例に違反する広告物のうち、道路上や電
柱、道路標識等につけられている｢はり紙｣、｢
はり札｣、｢たて看板｣、｢広告旗｣を除去する。

0 通年
都市計画課　景観推進室
0471-85-1111(内574)

678 我孫子市 事業協力 ○
あびバス景観散策マップの
作成

NPO(我孫子の景観
を育てる会)

市民バスの路線周辺の魅力的な景観ポイント
を紹介する「あびバス景観散策マップ」を作成
する。

174 通年
都市計画課　景観推進室
0471-85-1111(内574)

679 我孫子市 事業協力 ○ ○ ○ 市民手づくり公園
自治会・地域に根ざ
した団体

地域の身近にある街区公園を市民交流や市
民活動の場として活用し、公園が地域にとって
大切なものになるよう、市と地域の人たちの協
働で公園づくりを進める。また、地域の人たち
の創意工夫と自主活動により、地域ニーズに
あった特色ある公園づくりを進める。市は道具
の貸出しや草花、材料の提供等の支援を行

746 随時(随時)
公園緑地課
04-7185-1111内594

680 我孫子市
その他のボ
ランティア

○ ○ ○ みどりのボランティア事業
ボランティア（我孫子
市みどりのボランティ
ア）

古利根公園自然観察の森や中里市民の森な
どの生態系を豊かにするため、下草刈りなど
の維持管理作業を通じて、緑などの自然に対
する理解と愛着を深める。また、公園花壇等
の公共施設の緑化を進める。市は鎌やノコギ
リ等道具の貸出し、資材提供等の支援を行

153 随時
公園緑地課
04-7185-1111内545

681 我孫子市 事業協力 ○ ○ ○ グリーンパトロール

・本市に在住、在勤
又は在学する者及び
これらの者により構
成された団体
・本市に所在する法
人その他の団体

市内の公園及び緑地を市民が相互に楽しく、
気持ちよく利用できる環境を維持するため、市
民等が市との合意に基づいて自主的に行う公
園等のパトロール活動を推進する。
市は、腕章その他公園等の維持管理に必要
な物資を貸与する支援を行う。

0 随時（随時）
公園緑地課
04-7185-1111内544
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682 我孫子市
公共施設等
の提供

○
我孫子駅前広場植栽維持
管理

ボランティア（花かご
会）

電車で我孫子市に来訪される方の玄関口とも
言うべき我孫子駅の南口駅前広場に季節の
草花を植栽し、通年維持管理を行う。市は草
花や肥料の一部を提供し支援を行う。

150 通年
地域整備課　区画整理担当
04-7185-1171

683 我孫子市 その他 ○ 学校支援地域本部事業 ボランティア
市内各小中学校の学校支援のニーズに応じ、
ボランティアを募り、学習支援・環境整備支
援・部活指導などの学校支援を行う。

6,097
通年(各小中校
のニーズにより
実施)

市内各小中学校
又は、指導課　学校支援地域
本部事業担当
04-7185-1367

684 我孫子市
その他
（事業協力）

○
（仮称）生涯学習推進事業
～小出義雄氏講演会～
※単発事業

ボランティア
生涯学習の推進に関する講演会他スポーツイ
ベント

313 平成28年2月6日

あびこ楽校協議会（教育委員
会生涯学習課
企画調整担当）
04-7185-1602

川村学園女子大学

685 我孫子市
その他
（事業協力）

○ ○ 保育スタッフ ボランティア

我孫子市市民スタッフ制度要綱対象事業。
生涯学習センター内の図書館・公民館利用
者、公民館学級参加者を対象に、幼児同伴で
も落ち着いて生涯学習施設を利用しやすくす
るため、保育スタッフを配置する。

154

毎週水曜日及び
公民館学級実施
日
ＡＭ9:00～
12:00

教育委員会生涯学習課
公民館担当
04-7182-0511

686 我孫子市 委託 ○
市民カレッジ「我孫子を知
るコース」

NPO（NPO法人ふれ
あい塾あびこ）

提案型公共サービス民営化制度による委託
事業。公民館学級　市民カレッジ「我孫子を知
るコース」実施運営。

410
5/13～
12/9
全1２回

教育委員会生涯学習課
公民館担当
04-7182-0511

687 我孫子市
その他
ボランティア

○
図書館市民スタッフ（対面
朗読）

ボランティア
我孫子市市民スタッフに関する要綱対象事
業。障害者サービスを充実させるため、視覚
障害者を対象とした対面朗読を行う。

111 通年
教育委員会図書館
04-7184-1110

我孫子市市民スタッフに関する要綱対象事
業。
学校図書館の整備を行う。

688 我孫子市
その他
ボランティア

○
図書館市民スタッフ（読書
普及）

ボランティア

市内小中学校に出向き、生徒に読み聞かせ・
本の紹介を行う。
高齢者集会施設に出向き、読み聞かせや本
の紹介、図書館の案内を行う。
保健センターの離乳食教室に出向き、絵本の
読み聞かせ・図書館の案内を行う。
移動図書館ステーションや布佐分館にて、子

139 通年
教育委員会図書館
04-7184-1110

689 我孫子市 委託 体育大会
NPO
(NPO法人我孫子市
体育協会)

広く市民の間にスポーツを普及し、市民の健
康増進と体力の向上を図り、市民生活を明る
く豊かにすることを目的とし、実施する。

9,610 5月～1月
教育委員会文化・スポーツ課
スポーツ振興担当
04-7185-1604

690 我孫子市 実行委員会 ○ 市民コンサート 実行委員会
近郊の音楽愛好家の交流を図ると同時に多く
の市民に、文化・芸術を身近に触れ合ってもら

200 12月
教育委員会文化・スポーツ課
04-7185-1601

691 我孫子市 実行委員会 ○ 子どものための舞台鑑賞 実行委員会
実行委員会を組織し、演目を決定している。
委託契約については、教育委員会が劇団等と
直接契約し、公演を行っている。

400 H27.1月
教育委員会文化・スポーツ課
04-7185-1601

692 我孫子市 事業協力 ○ ○ ○ 旧村川別荘市民ガイド ボランティア

市指定文化財である旧村川別荘における現
地常駐ガイド事業で、ボランティアガイドを担っ
てくれる人を広く募集。教育委員会が事務局と
なり、ガイドの研修や毎月の月例会、シフトの
調整などを行い、各ボランティアの担当制によ
り現地にて、歴史や建物の由来などのガイド
を来荘者に対し実施している。火曜日から日
曜日までの９時から４時まで開館。
※月曜日が休日の場合は開館し、翌平日が
休館。

0 通年
教育委員会文化・スポーツ課
歴史文化財担当
04-7185-1583

693 我孫子市
その他
（個人：事業
協力）

○ ○ 鳥の博物館運営
ボランティア（市民ス
タッフ）

我孫子市市民スタッフ制度要綱対象事業。
博物館活動の支援を目的とする。
市民スタッフ独自の事業も展開する。

477 通年
教育委員会鳥の博物館
04-7185-2212
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694 我孫子市 事業協力 ○ 鳥の博物館運営 NPO（鳥博友の会）
我孫子市鳥の博物館が主催する企画展，自
然観察会・定例探鳥会・野外調査・鳥博セミ
ナー・各種教室を市民と共に実施する。

0 通年
教育委員会鳥の博物館
04-7185-2212

695 鴨川市 補助 ○
市民提案型「みんなで育て
鯛(タイ)！まちづくり支援事
業」補助金

市民活動団体
市民活動団体などが自主的に主体となって実
施するまちづくり事業を公募し、採択された事
業に対し、補助金を交付する。

2,660 2月
市民交流課市民活動支援係
04-7093-7822
shiminkoryu@city.kamogawa.l

696 鴨川市 補助 ○
資源ごみ集団回収推進事
業補助

市民活動団体
資源ごみの集団回収を実施した団体（要事業
前登録）に対し、回収量に応じて補助金を交
付する。

688 随時
環境課美しい鴨川推進係
04-7093-7838
kankyo@city.kamogawa.lg.jp

697 鴨川市 事業協力 ○ 鴨川市国際交流協会
鴨川市国際交流協
会

姉妹都市交流事業や多文化共生事業の実施 2,800 随時
市民交流課交流推進係
04-7093-5931
shiminkoryu@city.kamogaw

698 鴨川市
指定管理者
制度

地域資源総合管理施設指
定管理

NPO（NPO法人大山
千枚田保存会）

鴨川市地域資源総合管理施設の管理運営を
NPO法人大山千枚田保存会に指定する。

2,080 ―
農水商工課　農林水産振興
係
04-7093-7834

699 鴨川市
指定管理者
制度

鴨川市総合交流ターミナル
指定管理

NPO(鴨川市農林業
体験交流協会)

鴨川市総合交流ターミナルの管理運営を鴨川
市農林業体験交流協会に指定する。

6,350 ―
農水商工課　農林水産振興
係
04-7093-7834

700 鴨川市 委託
鴨川市ふれあい農園管理
運営委託

NPO（鴨川市農林業
体験交流協会）

鴨川市総合交流ターミナルに隣接する市民農
園の管理運営を鴨川市農林業体験交流協会
に委託する。

100 ―
農水商工課　農林水産振興
係
04-7093-7834

701 鴨川市 委託 ○ 移住交流促進委託
鴨川市ふるさと回帰
支援センター連絡協
議会

田舎暮らしや、農的生活を希望する都市住民
等に、農業・農村への理解を深めてもらうた
め、また、移住希望者が具体的な生活のビ
ジョンを描くことができるよう、必要な情報の提
供、セミナーの開催及び見学会の実施等を行

3,000

農水商工課　農林水産振興
係
04-7093-7834
nosuishoko@city.kamogawa.lg.
jp供、セミナーの開催及び見学会の実施等を行 jp

702 鴨川市 事業協力 ○
鴨川市棚田オーナー制度
推進

鴨川市中山間地域
等活性化協議会

棚田を複数の区画に分けて都市住民等に賃
貸する棚田（千枚田）オーナー制度を推進す
る。

ー ー

農水商工課　農林水産振興
係
04-7093-7834
nosuishoko@city.kamogawa.lg.

703 鴨川市 事業協力 ○ ○ 森林ボランティア ボランティア
森林の保全・整備を図るため、ボランティアを
募り、下刈り、枝打ち、間伐等の林業作業等を
行う。

ー 随時
農水商工課  農林水産振興
係
04-7093-7834

704 鴨川市 委託
地域活動支援センターⅢ
型運営業務

NPO
(NPO法人夕なぎ)

障害者自立支援法に定められた市町村事業｢
地域活動支援センターⅢ型｣の運営をNPO法
人に委託する。

4,255 ―
福祉課障害福祉係
04-7093-7112
fukushi@city.kamogawa.lg.jp

705 鴨川市
指定管理者
制度

○
鴨川市青少年研修セン
ター管理運営委託

NPO
（NPO法人大山千枚
田保存会）

鴨川市青少年研修センターの管理運営を
NPO法人大山千枚田保存会に指定する。

1,000

―

教育委員会生涯学習課
社会教育係
04-7094-0515
shougai@city.kamogawa.lg.jp

706 鎌ケ谷市 事業協力 ○ 姉妹都市等国際交流事業
鎌ケ谷市多文化共生
推進連絡協議会

姉妹都市等との国際交流事業の際、通訳ボラ
ンティアやホストファミリー募集、文化交流など
にあたり連携を図る。

136 通年
企画財政課
企画政策室
（内）３４３

707 鎌ケ谷市 事業協力 ○
多文化共生推進にあたっ
ての連携

鎌ケ谷市多文化共生
推進連絡協議会

国籍にとらわれず、日本人外国人もお互いの
文化を認め合い、共に地域の一員として生活
することができる多文化共生社会の実現に向
けて、協働により様々な事業展開を図る。

1,500 通年
企画財政課
企画政策室
（内）３４３

708 鎌ケ谷市 事業協力 ○ 「声の広報」録音・編集
鎌ケ谷朗読「はなし
の小箱」

視覚障がい者のために、広報かまがやの音
声バージョンである「声の広報」を作成してい
る。

0 月２回
秘書広報課
広報広聴室
（内）３４９

709 鎌ケ谷市
その他（行政
が提案し、参
加団体を募
る）

○ かまがや環境パネル展 環境関係団体等
環境保全団体等による活動発表や環境保全
啓発をパネル展示によって行う。

0
6月29日～
7月14日

環境課
環境計画係
（内）２５４

47／90



平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

710 鎌ケ谷市 後援
キャンドルナイトinかまが
や

鎌ケ谷駅前ふるさと
づくり推進協議会

手作りの「あかり」をテーマにした作品の募集
及びコンテストを実施し、地域住民と一緒に
キャンドルを設置する。
ロウソクを灯し、同時に店舗等の看板照明等
を消灯することにより、地域での環境への取り
組みを行うとともに市民への啓発を行う。

0 6月20日
環境課
環境計画係
（内）２５４

711 鎌ケ谷市
その他（行
政が提案
し、参加団

○ かまがや環境フェア 環境関係団体等
市民・事業者・市が協働でパネル展示、活動
報告会、ワークショップなど各イベントを開催
する。

243 10月10日
環境課
環境計画係
（内）２５４

712 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 鎌ケ谷市民まつり
鎌ケ谷市民まつり実
行委員会

全市的な規模のまつりとして、フリーバザー
ル・子ども向け行事・ステージ発表など、市の
一大イベントとして市民の間に定着している。

1,500 10月10日
市民活動推進課
地域振興係
（内）２０６

713 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 市民活動フェスタ ＮＰＯ等
市民公益活動団体の日頃の活動成果を発表
する機会及び場の提供をすることにより、市民
と団体との交流を図る。

100 11月28日
市民活動推進課
市民活動推進係
（内）２０５

714 鎌ケ谷市 委託 ○
健康福祉情報サービス事
業委託

ＮＰＯ法人かまがや
地域情報の窓

地域で安心して暮らしていくため、地域福祉に
関する情報や健康福祉に関する統合サイトの
構築、及び誰もが見たくなる情報を発信し、市
民団体によるサイトの運営管理を委託する。

276 通年
社会福祉課
社会福祉係
（内）７０４

715 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催
(19団体)

○ 社会を明るくする運動
社会を明るくする運
動鎌ケ谷市推進委員
会

社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防
止、罪を犯した人や非行をした少年達の更生
について理解を深め、それぞれの立場におい
て力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会
を築こうとする、法務省主唱の全国的な運動
である。
この運動について市民の理解を深めるため、
中学生の作文コンクール、車両パレード、街頭

135 7月初旬
社会福祉課
社会福祉係
（内）７０４

鎌ケ谷地区保護司会
鎌ケ谷警察署
鎌ケ谷市社会福祉協議
会
鎌ケ谷市自治会連合協
議会
鎌ケ谷市更生保護女性
会

中学生の作文コンクール、車両パレード、街頭
キャンペーン、映画の集い、小学校吹奏楽の

会
他

716 鎌ケ谷市
実行委員会
（19団体）

○ かまがや福祉健康フェア
鎌ケ谷市福祉健康
フェア実行委員会

鎌ケ谷市及び福祉健康関係団体の活動を広
く市民に紹介し、市民の福祉や健康増進に対
する意識向上を図るため、各団体の活動内容
や活動成果の発表の場としてフェアを開催し

98 10月第３日曜日
社会福祉課
社会福祉係
（内）７０４

717 鎌ケ谷市 委託 ○ 軽度生活支援事業
・ＮＰＯ法人鎌ケ谷た
すけあいの会

日常生活に支障のある高齢者世帯の庭木の
手入れ、軽微な修繕、家屋の整理等の生活援
助を行う。

17 通年
高齢者支援課
高齢者福祉係
（内）７１９

718 鎌ケ谷市 補助 ○ 談話室事業
談話室推進委員会
（16委員会）

日常生活は概ね自立しているが、何らかの要
因で外出の機会が少なく、家に閉じこもりがち
な方に対して社会参加の場を提供する。

800 通年
高齢者支援課
介護支援係
（内）７２０
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719 鎌ケ谷市
公共施設等
の提供

○ 道路愛護活動

・ＮＰＯ法人花と公園通
りの会
・山桃の木会
・新山町会
・北初富第一自治会
・鎌ケ谷にぎ愛広場
・華の路
・新山町会第４支部
・邑の会
・鎌ケ谷駅前第一笑話
会
・鎌ケ谷駅前第二笑話
会
・鎌ケ谷駅前第三笑話
会
・宿第二自治会 花壇を
愛する会
・あっぷるぱいん
・鎌ケ谷Ｊump upの会
・駅前まちづくり協力隊
・福祉作業所友和園
・ＮＰＯ法人きらら
・鎌ケ谷駅前自治会第
四支部美化袋隊

市民にとって身近な公共空間である道路の美
化を促進するため、市が管理する道路におい
て、市民団体等が行う草花の植栽による道路
愛護活動を支援する。
道路愛護活動を実施する団体に報償金を交
付する。

841 通年
道路河川管理課
管理係
（内）４１１

720 鎌ケ谷市 委託 ○ ○
誰にでも気軽に取り組める
雨水の浸透・貯留

囃子水の自然を育て
る会

　湧水地である囃子水周辺をモデル地区とし
て、どの家庭でも取り組める簡易な雨水浸透・
貯留・利用の方法を研究し、試行し、広く市民
に向かって雨水浸透・貯留等の必要性を理解
してもらい、その普及を図る。

50 通年
道路河川整備課
治水係
（内）４２２

してもらい、その普及を図る。

721 鎌ケ谷市 事業協力 ○ 蛍の里整備事業
きらリ鎌ケ谷ホタル
の里

市内にある良好な環境を保全し、市民の保健
休養の場として提供することを目的に、市内で
蛍が生息している地域及び蛍の生息が可能と
認められる地域を指定し、必要な施設の整備

383 通年
公園緑地課
みどり推進係
（内）４９４

722 鎌ケ谷市 事業協力 ○
緑化推進事業（花いっぱい
活動）

ふるさとづくり連絡会
　鎌ケ谷市内の公共施設等に四季の花々を
植え、市民の目を楽しませ心豊かに暮らせる
よう「花いっぱい活動」を実施する。

0 通年（不定期）
公園緑地課
みどり推進係
（内）４９４

723 鎌ケ谷市 事業協力 ○
囃子水公園の水辺環境活
動

囃子水の自然を育て
る会

　囃子水公園の豊かな水辺環境を保全するた
め、市と協働で整備をする。

0 通年
公園緑地課
みどり推進係
（内）４９４

724 鎌ケ谷市 事業協力 ○
「粟野の森」の自然環境の
保全

粟野の森の会
「粟野の森」の自然環境を保全する。また、樹
木の育成・保護を図るため市と協働で管理柵
等の整備をする。

0 通年
公園緑地課
みどり推進係
（内）４９４

725 鎌ケ谷市 事業協力 ○ ○ 公園サポーター制度 公園サポーター
街区公園を対象とし、一般市民から募集した
公園サポーターにより清掃等の維持管理を行
う。

1,270 通年
公園緑地課
公園維持係
（内）４９２

726 鎌ケ谷市 後援 ○ クリスマスイベントの実施
鎌ケ谷駅前ふるさと
づくり推進協議会

クリスマスや年末の人々が多く集まる機会を
捉え、東武鎌ケ谷駅東口駅前広場内におい
て、市が行うシンボルツリー等へのイルミネー
ションの設置に合わせ、地元の協議会が主催
し市が後援するクリスマスイベント（各種音楽
祭や日本ハム選手のサイン会等）を実施す

1,000 11～12月
都市計画課
まちづくり室
（内）４５６

727 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ ○ 成人の日記念事業
成人の日記念事業
実行委員会

成人に達した青年の門出を祝うとともに、“当
事者の意向を生かした記念日”とするため、毎
年実行委員会を設置し、独自の記念事業を企
画運営する。

1,229
28年1月11日成
人の日

生涯学習推進課
青少年係
℡047-498-6101
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728 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 元気っ子ゼミナール
鎌ケ谷市子ども会育
成会連絡協議会及び
リーダースクラブ

・対象：小学校4～6年生（26年度は49名参加）
・活動状況：年7回実施（内1回は宿泊を予定）
・内容：青少年の健全な育成に資するため、参
加児童の自主性を重視しつつ、主に野外体験
活動を実施。

615 5月～12月
生涯学習推進課
青少年係
℡047-498-6101

729 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○
士幌町小学生「鎌ケ谷訪
問」事業

士幌町受入実行委
員会

士幌町立上居辺小学校の児童を受け入れ、
市内の子ども達と交流を深めることにより社会
性を養うとともに、様々な生活体験を通して豊
かな人間性を培い、広い視野に立った青少年

200
平成27年7月18
日～21日

生涯学習推進課　青少年係
498-6101

730 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 北海道ファームステイ事業
北海道ファームステ
イ実行委員会

ホームステイや広大な大地の中での農業体験
等、鎌ケ谷市では成し難い体験を通じて、次
世代を担う青少年の「生きる力」を育み、併せ
て今一度自分達の住む町を見つめ直す事に
よりふるさと意識の醸成を図る。

0
平成26年8月17
日～20日

生涯学習推進課　青少年係
498-6101

731 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 鎌ケ谷市市民文化祭
鎌ケ谷市市民文化祭
実行委員会

市民が幅広く参加・発表・展示する文化祭を、
毎年10月・11月にきらり鎌ケ谷市民会館を主
会場に開催する。実行委員会を組織し、企画
立案から実施まで市民参加で行い、市民に文
化に接する喜びを提供する場として年々活発
化している。

300 10月・11月
文化・スポーツ課
文化係
（内）４８８

732 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 鎌ケ谷市美術展覧会
鎌ケ谷市美術展覧会
実行委員会

市民の美術作品を広く紹介するため、３月初
旬～中旬にかけて、きらり鎌ケ谷市民会館を
会場に開催する。鎌ケ谷市美術家協会員を中
心に実行委員を構成し、企画立案から運営ま
でを取り仕切っている。

80 ３月
文化・スポーツ課
文化係
（内）４８８

733 鎌ケ谷市
芸術文化協
会　共催

○ 文化講演会
鎌ケ谷市芸術文化協
会

文化についてふれあう機会を設け、市民の生
涯学習活動への参加を促進し、併せて文化振
興に資する。

0
１２月第一土曜
日

文化・スポーツ課
文化係
（内）４８８

国史跡下総小金中 文化・スポーツ課
734 鎌ケ谷市

実行委員
会・共催

○
国史跡下総小金中野牧跡
周知普及事業

国史跡下総小金中
野牧跡周知普及実
行委員会

 国指定史跡「下総小金中野牧跡」を活用した
馬事文化関連イベントを実施する。

2,000 4月～2月
文化・スポーツ課
文化係
（内）４８７

735 鎌ケ谷市
体育協会
共催

○ ○ 鎌ケ谷新春マラソン大会
鎌ケ谷新春マラソン
大会実行委員会

本市を代表するスポーツイベントの新春マラソ
ン大会は、参加者相互の健康増進と体力向
上を図るとともに、ふれあいのある大会を目指

未定
1月17日
（予定）

文化・スポーツ課
スポーツ係
(内）４８２

736 鎌ケ谷市 事業協力 ○
まなびぃプラザパソコン講
座

まなびぃパソコン普
及会（ＭＰＦ）

平成１３年度に実施したＩＴ講習会の講師及び
市内ＰＣ愛好者・元専門学校講師などによって
構成されるボランティア団体「まなびぃパソコン
普及会」（ＭＰＦ）との事業協力により、市民に
よる市民のためのパソコン講座を実施してい

0 通年（不定期）
生涯学習推進課
生涯学習推進センター
℡047-446-1111

737 鎌ケ谷市
実行委員
会・共催

○ 子ども劇場 子ども劇場
児童を対象に定期的に人形劇、朗読等を行
う。

0 年６回
図書館
℡047-443-4946

738 鎌ケ谷市 事業協力 ○ 小学生向けおはなし会 おはなしのつばさ
小学生を対象に定期的におはなし・絵本の読
み聞かせ・紙芝居・パネルシアター等を行う。

0
毎月１回
第2土曜日

図書館
℡047-443-4946

739 鎌ケ谷市 事業協力 ○
郷土資料館ボランティア制
度

郷土資料館ボラン
ティア

郷土資料館主催の講座や、市内小中学校か
らの講師派遣や郷土資料館の団体見学等を
行う際に、学芸員を補助する。このほか、館や
市内文化財のガイドも実施する。

27 通年
文化スポーツ課
郷土資料館
（外）445-1030

740 鎌ケ谷市 事業協力 ○ 火災予防啓発の連携
鎌ケ谷市幼年少年婦
人防火委員会

幼年・少年・婦人の各クラブが消防出初式等
に参加し、演技や住宅防火訪問を通じ火災予
防を呼びかけている。

164 随時 予防課(外)444-3273

741 鎌ケ谷市 事業協力 ○ ○
鎌ケ谷ファイアーフレンズ
（市民協働消防音楽隊）

鎌ケ谷ファイアーフレ
ンズ

市内の催し物等に参加し、演奏を通して火災
予防を呼びかけている。

369 随時 消防総務課（外）444-3233

742 君津市 補助 ○
文化のまちづくり
市税１％支援事業

市民活動団体等
市税の１％相当額を原資として、市民の自主
的な地域貢献活動を支援する。

7,000
年3回
（1月、5月、8月）

企画政策部
企画政策課
0439-56-1565
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743 君津市 事業協力 ○ ○ 声の広報
ボランティア
（朗読の会ささなみ）

より幅広く市政情報を発信するため、市広報
紙を音訳して録音し、CDを作成して視覚障害
者などに送付する。音声データは市のホーム

197 通年
総務部
秘書広報課
0439-56-1288

744 君津市 補助 ○ 国際交流推進事業
君津市国際交流協
会

都市交流、文化交流、日本語支援などの様々
な国際交流活動を推進する。

2,110 通年
企画政策部
企画政策課
0439-56-1565

745 君津市 補助 ○
君津中央公園市民ボラン
ティア

君津中央公園市民ボ
ランティア

君津中央公園の管理に関して、ボランティアを
募り、市民花壇の管理等を行う。

415 通年
建設部
都市整備課
0439-56-1282

746 君津市 補助 ○ 都市公園維持管理事業
君津市公園ボラン
ティア

君津市内の都市公園の維持管理に関して、ボ
ランティアに対して、実績報告後に報償費を支
払う。

300
通年
（４～６月）

建設部
都市整備課
0439-56-1282

747 君津市 事業協力 ○ ○ 自然体験学習推進事業
市内山歩きサークル
・八重原山歩会
・八重原ﾊｲｷﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ

普段の生活では体験することのできない、地
元清和での自然体験を通して、感動する心や
思いやり、忍耐力や協調性・社会性などを培
い、心豊かでたくましい児童生徒を育成する。

30 ５～６月
教育部
学校教育課
0439-56-1695

748 君津市 事業協力 ○ IT講習
ボランティア　　（君津
ITサポーター会）

市内公民館等で初心者向けのIT講習会を行
う。

0 通年
教育部
生涯学習課
0439-56-1418

749 君津市 事業協力 ○
子どもが初めて本に出会う
ための事業

ブックスタートボラン
ティア

一歳六カ月健診のときに、親子を対象として
絵本の読み聞かせを行う。

439 通年
教育部
生涯学習課
0439-56-1407

750 君津市
その他
（実施協力）

○ ふるさと周南ウォッチング
宮下緑地をきれいに
する会

地域歴史自然探訪ハイキング 0 ６月
周南公民館
0439-52-4915

751 君津市 事業協力 ○
親子米づくり教室
八重原子ども自然体験教

NPO法人GREEN
CANVAS

農業体験に係る苗の提供、作業協力、竹等資
材の調達、正月飾り講師・整備している谷津 0 通年

八重原公民館
0439-55-1840

751 君津市 事業協力 ○ 八重原子ども自然体験教
室

CANVAS
材の調達、正月飾り講師・整備している谷津
田にて里山遊びの実施等。

0 通年
0439-55-1840

752 君津市 事業協力 ○
めざせ！！田んぼのマイ
スター

ＮＰＯ法人いきいき清
和

小学生以上を参加対象に、昔ながらの方法に
よる農作業（米作り体験）を行う。

0
通年
（4月～10月の年
8回実施）

清和公民館
0439-37-2195

千葉県立中央博物館

753 君津市 その他 ○
ふれあいのできる道づくり
事業

ボランティア団体
地域の道路を維持管理しているボランティア
団体に草刈機燃料や花の種などを支給する。
登録条件は、団体規約が作成されており、５

120
随時実施
（随時募集）

建設部
管理課管理係
0439-56-1351

754 君津市 補助 ○
ボランティア活動費助成事
業

ボランティア団体 君津市社会福祉協議会を通じた間接補助。 276 １月
保健福祉部
厚生課社会係
0439-56-1183

君津市社会福祉協議
会

755 君津市 補助 ○ 副次核整備事業
くるりボランティアガ
イドの会

君津市副次核推進対策協議会を通じた間接
補助。
久留里城と上総掘りの井戸を中心にガイドを

300 通年
経済部
経済振興課
0439-56-1384

君津市副次核推進対
策協議会

756 君津市 事業協力 ○
道路等環境美化活動・環
境美化推進活動

ボランティア
小糸川周辺および君津駅周辺道路の環境美
化活動を行う。

0 年２回

建設部管理課
0439-56-1687
市民環境部環境衛生課
0439-56-1221

757 富津市 補助 ○ 環境美化事業 市民活動団体
環境の保全に関する活動を促進するための
必要な支援措置として、自発的に環境美化事
業を行う団体に補助金を交付する。

170 通年
環境保全課環境保全係
0439-80-1274

758 富津市 その他 ○
外国人に対する日本語教
室事業

富津市国際交流協
会

在住外国人に対し生活に必要なやさしい日本
語の習得をサポートする。

120 通年
中央公民館
0439-65-2251

759 富津市 補助 ○ 富津市国際交流協会補助
富津市国際交流協
会

富津市の国際化推進のため、左記団体の各
種事業が円滑に実施されるよう活動費を補助
する。

250 通年
企画課企画係
0439-80-1223

760 富津市 その他 ○ 市庁舎環境美化事業
太陽のしずく
障害者支援施設

市庁舎周辺の除草作業を知的障害者と施設
職員により実施

0
通年
5月～11月

社会福祉課障害者福祉係
0439-80-1260
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761 富津市 その他 ○
聴覚障害者社会参加促進
事業

手話サークル
聴覚障害者とのコミュニケーションや社会参加
を促進するため、聴覚障害者が参加する事業
に手話サークル会員を派遣

0 通年
社会福祉課障害者福祉係
0439-80-1260

762 富津市 補助 ○ 要援護者地域見守り事業
地区社会福祉協議
会

市内１１地区社会福祉協議会の平常時におけ
る要援護者に対する声かけや安否確認等の
見守りサポート。

550 通年
社会福祉課社会福祉係
0439-80-1258

健康福祉部介護福祉課・
消防署・警察署・社会福
祉協議会

763 富津市
生涯学習
活動援助

○ 人材バンク「まちの先生」 ボランティア

様々な分野で活躍している人々や、優れた知
識や技術を有している人々にボランティアとし
て登録してもらい、市民の生涯学習活動を支
援してもらうことにより、その成果をまちづくり

-
随時　　　　（随
時）

富津市教育委員会
生涯学習課　社会教育係
0439-80-1345

764 富津市 事業協力 ○ ○
内裏塚古墳群ガイドボラン
ティア

ボランティア
千葉県の代表的古墳群である内裏塚古墳群
やその周辺の史跡の見学者を案内し、地域間
交流を図る。

-
随時　　　　（随
時）

富津市教育委員会
生涯学習課　文化係
0439-80-1342

765 浦安市
公共施設等
の提供

○
公共施設等の提供（博物
館カフェレストラン内におけ
る飲食物の販売等）

ＮＰＯ法人ﾌﾚﾝｽﾞ

博物館の利便性に供するとともに、障がい者
の就労の場を確保するという目的から、博物
館カフェレストラン（飲食室）内で飲食物の販
売提供と自動販売機の運営を行っている。

- 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

766 浦安市 事業協力 ○ ぶらり浦安ガイド ぶらり浦安ガイド
博物館職員のみでは対応しきれない、市内の
ガイドや博物館の掲示案内に協力していただ
いている。

- 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

767 浦安市
公共施設等
の提供

○
中央図書館ラウンジにおけ
る飲み物等の販売

市内で事業を行って
いる社会福祉法人・
NPO・小規模福祉作
業所
(ＮＰＯ法人タオ）

図書館利用者の利便性向上に加え、障がい
者の就労の場を確保するという目的から、中
央図書館内ラウンジ（休憩・飲食室）内販売
コーナーで飲み物等の販売と自動販売機の
運営を行い、同時にラウンジ内の環境維持を

- 通年
中央図書館
047-351-1111（内）71204

768 浦安市 事業協力 ○
浦安ドッグラン施設の管理

浦安犬の会
浦安ドッグランにおける、日常的な維持管理

- 通年
環境レンジャー課

768 浦安市 事業協力 ○
浦安ドッグラン施設の管理
運営

浦安犬の会
浦安ドッグランにおける、日常的な維持管理
及び施設利用者への指導等の管理運営

- 通年
環境レンジャー課
047-351-1111（内）2155

769 浦安市 事業協力 ○
ポイ捨て防止駅前キャン
ペーン

市内大学学生、民間
事業者、スポーツ団
体等

｢浦安市空き缶等の散乱防止等に関する条
例｣に基づき、清潔できれいなまちづくりの推
進を図ることを目的に、啓発キャンペーンを行
う。

164 通年
環境レンジャー課
047-351-1111（内）2155

770 浦安市 事業協力 ○ 障害者の就労支援事業
NPO法人カフェデあ
いらんど

障害者の就労の場の確保を目的として、当代
島公民館内「カフェデあいらんど」の運営支援
を行う。

- 通年
当代島公民館
047-351-1111（内）8513

771 浦安市 事業協力 ○ サークルはつらつ ボランティア

市が主催する二次次予防対象者向け介護予
防教室「ハツラツ体操教室」卒業生による自主
体操グループ。
介護予防を推進し市民の健康長寿を推進して
いる。浦安介護予防アカデミアと共に公民館
でおたっしゃ体操教室アドバイザーとしての活
躍や、市主催の各種出前講座や講演会で支
援活動をしている。

- 通年
猫実地域包括支援センター
047-351-1111（内）732004

772 浦安市
実行委員
会・共催

○ 市民活動フェスティバル
市民活動フェスティ
バル実行委員会

市民活動センターが市民活動センター利用団
体に呼びかけ、実行委員会を組織し、団体の
活動発表や交流会を実施。

- 10月25日
協働推進課
047-351-1111（内）1534

773 浦安市
実行委員
会・共催

○ うらやす観光推進協議会
地域の魅力に着目す
る　ＮＰＯ法人、市民
活動団体等

経済、業界団体・事業者、市民、行政・観光協
会などが協働し、観光や地域経済等の活性化
に寄与できるプランを策定する。

318
4月、8月、10月、
2月に開催予定
（全4回）

商工観光課
047-351-1111（内）1448

774 浦安市 事業協力 ○ ○
観光ボランティアガイド育
成事業

ぶらり浦安ガイド
市民のホスピタリティの醸成や観光事業をサ
ポートする市民ネットワークの形成。

-
12月、1月、2月、
3月に開催予定
（全4回）

商工観光課
047-351-1111（内）1449

775 浦安市
実行委員
会・共催

○
ビーナスプラザ各種リサイ
クル教室

ボランティア
市民スタッフが古着、牛乳ﾊﾟｯｸ等を用い、リ
フォームやリサイクルに関する教室を企画・開
催する。

2,126 通年
ビーナスプラザ
047-351-1111（内）76641
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776 浦安市 委託 ○
市民活動センターの管理・
運営

ＮＰＯ法人
浦安まちづくりネット

市民活動センターの管理・運営について、市
民スタッフの協力を得る。（場の提供、情報発
信、情報交換、相談等）

21,818 通年
協働推進課
047-351-1111（内）1534

777 浦安市 委託 ○ 廃食油のリサイクル NPOせっけんの街
市内で回収した廃食油をNPOせっけんの街ま
で運搬し、せっけんにリサイクルする。

121 ４回
ごみゼロ課
047-351-1111（内）2145

778 浦安市 後援
浦安市障がい者ヨット体験
会

ヨットエイド千葉
日ごろ海に親しむことの少ない障がい者とそ
の家族にヨットの爽快感と楽しさを体験する機
会を提供する。

- 6月7日(日)
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

779 浦安市 委託
障がい者就労支援セン
ター運営費

ＮＰＯ法人
いきがいづくり共同
体

障がい者就労支援センターの効率的な運営を
図るため、NPO法人に運営業務を委託。

57,781 通年
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

780 浦安市 委託 相談支援事業
社会福祉法人パーソ
ナル・アシスタンスと
も

一般的な障害者相談支援事業に加え、地域
における相談支援の中核的な役割を担う機関
としての基幹相談支援センター業務を一体的
に行うもの。

53,530 通年
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

781 浦安市 後援

「アスぺルガーの自分取扱
説明書　交流会」
「アスペルガーの自分取扱
説明書　講演会」

アスぺルガーの自分
取扱説明書

発達障がい当事者・保護者・支援者を対象と
した交流会・講演会・ワークショップの開催

- 通年
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

782 浦安市 委託 ○ 災害ボランティア事業
浦安市社会福祉協
議会

災害時に備え、災害ボランティアコーディネー
ターを育成し、被災者へより適切な支援が図
れるよう体制作りを進める。

4,249 通年
社会福祉課
047-351-1111（内）1151

783 浦安市 委託 ○
ホームレス総合相談推進
事業委託

NPO法人
エス.エス.エス

市内のホームレスに対し、ホームレスからの
脱却を促すための巡回相談、入浴等の施設
サービス、施設体験入所、就労支援相談等を

744 月２回
社会福祉課
047-351-1111（内）1151

介護予防リーダー養成講座第1期修了者を中
心として立ち上げた市民活動団体による事

784 浦安市 補助 ○ 介護予防推進協働事業
浦安介護予防アカデ
ミア

心として立ち上げた市民活動団体による事
業。
介護予防健診で把握される介護予防項目を
中心とした班を形成し、介護予防教室や出前
による地域の介護予防普及活動を市民自ら
が主体となり運営している。（H23・24年度協働
事業提案制度採択事業）

3,024 通年
猫実地域包括支援センター
047-351-1111（内）732004

785 浦安市
実行委員
会・共催

○
介護予防・認知症予防体
験フェア

市民活動団体

介護予防を広く市民へ周知し介護予防を実践
する市民を増やすことで健康づくりのボトム
アップを図ることを目的として、市民プラザ
WAVE１０１等にて講演会・体験会等を実施。
※介護保険法（地域支援事業：介護予防普及
啓発事業）に基づく事業

695 通年
猫実地域包括支援センター
047-351-1111（内）732001

786 浦安市
補助
実行委員
会・共催

少年少女洋上研修実行委
員会

市内青少年関係団
体等

青少年の健全育成を図るための様々な体験
の場を提供し、集団活動を通じて、豊な心を育
む事業の活動支援として補助金を交付。
実行委員会方式を採用.

6,000 8月20日～24日
青少年課
047-351-1111（内）1253

787 浦安市
補助
実行委員
会・共催

○ 青少年健全育成連絡会
市内8中学校区から組織される青少年健全育
成連絡会の健全育成活動の支援のための補
助金の交付し、各種事業を実施する。

840 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

788 浦安市 委託 ○
日の出小学校わくわくひろ
ば

日の出小学校わくわ
くひろば運営委員会

児童の創造性、自主性、社会性等を養うた
め、児童が通い慣れている学校施設を利用し
て、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進
し、もって児童の健全育成を図るための事業

通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

789 浦安市 委託 ○ 南小学校キッズランド
南小学校キッズラン
ド運営委員会

児童の創造性、自主性、社会性等を養うた
め、児童が通い慣れている学校施設を利用し
て、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進
し、もって児童の健全育成を図るための事業

通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

27,086
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790 浦安市 委託 ○ 東小学校ちあふるひろば
東小学校ちあふるひ
ろば運営委員会

児童の創造性、自主性、社会性等を養うた
め、児童が通い慣れている学校施設を利用し
て、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進
し、もって児童の健全育成を図るための事業

通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

791 浦安市 委託 ○
明海小学校あけみあそび
ひろば

明海小学校あけみあ
そびひろば運営委員
会

児童の創造性、自主性、社会性等を養うた
め、児童が通い慣れている学校施設を利用し
て、異年齢児間の遊びを通じた交流を促進
し、もって児童の健全育成を図るための事業

通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

792 浦安市 委託
東小学校地区児童育成ク
ラブ運営委員会

東小学校地区児童
育成クラブ運営委員
会

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学
校1年生から3年生（定員に余裕がある場合の
み4年生）の児童及び６年生までの特別な支
援を要する児童を放課後や長期休業期間等
に保育する。

41,895 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

793 浦安市 事業協力 ○ 地域清掃
PTA、子ども会など地
域団体

清潔できれいなまちづくりを推進するために、
市内の公共の場所の美化活動などを行うボラ
ンティア団体に、ゴミ袋の支給やゴミの回収、
草刈器具などの無償貸与等、美化活動を支

199 通年
環境レンジャー課
047-351-1111（内）2155

794 浦安市 委託 ○ 地域猫愛護員の活動 登録した市民

飼い主のいない猫に避妊去勢手術を実施した
場合に、その費用の一部を助成することによ
り、飼い主のいない猫の増加を防止するととも
に、市民の生活環境を保持する。

2,970 通年
環境レンジャー課
047-351-1111（内）2155

795 浦安市 事業協力 ○
博物館ボランティア
｢もやいの会｣

博物館ボランティア｢
もやいの会｣

博物館を運営していくために、様々な事業に
協力しているボランティア。

- 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

796 浦安市 事業協力 ○ 健康推進員活動 健康推進員
市民の疾病予防と自主的な健康づくりのた
め、健康増進についての知識の啓発普及や
指導相談を行う。

1,929 随時
健康増進課
047-351-1111（内）732109

子育てしている家庭と行政とのパイプ役にな

27,086

797 浦安市 事業協力 ○ 母子保健推進員活動 母子保健推進員

子育てしている家庭と行政とのパイプ役にな
り、ボランティアで母子保健サービスの紹介や
同じ地域に暮らす身近な存在として子育ての
相談などに応じる。

2,201 随時
健康増進課
047-351-1111（内）732109

798 浦安市 事業協力 ○ 声の広報うらやす
ボランティア団体（朗
読ボランティアはまゆ
う）

広報うらやすに掲載した記事を市民ボランティ
アによりテープ・CDに録音し、視覚障がい者に
郵送する。

115 月2回
広聴広報課
047-351-1111（内）1518

799 浦安市 事業協力 ○
地域ネットワーク活性化事
業

ボランティアセンター

一人暮らし高齢者などに、メール機能付き携
帯電話を貸し出し、地域で見守る。１「お元気
コール」：高齢者支援課より利用者に、市政情
報や健康情報などのメールが届き、利用者か
らは空メールを返信してもらうことで、お元気
かどうか確認する。２「ホームサービス」：ボラ
ンティアセンターに登録されたボランティアが、
窓拭きや草取り等の依頼に応じる。

2,913 通年
高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

800 浦安市 委託
舞浜小学校地区児童育成
クラブ運営委員会

舞浜小学校地区児
童育成クラブ運営委
員会

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学
校1年生から3年生（定員に余裕がある場合の
み4年生）の児童及び６年生までの特別な支
援を要する児童を放課後や長期休業期間等
に保育する。

28,042 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

801 浦安市 委託
美浜南小学校地区児童育
成クラブ運営委員会

美浜南小学校地区
児童育成クラブ運営
委員会

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学
校1年生から3年生（定員に余裕がある場合の
み4年生）の児童及び６年生までの特別な支
援を要する児童を放課後や長期休業期間等
に保育する。

15,476 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

802 浦安市 委託
富岡小学校地区児童育成
クラブ運営委員会

富岡小学校地区児
童育成クラブ運営委
員会

昼間保護者が留守となる家庭の小学校1年生
から3年生（一部4年生）の児童及び６年生まで
の特別な支援を要する児童を放課後や長期
休業期間等に保育する。

15,909 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253
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803 浦安市 事業協力 ○ 事業者パトロール隊 市内事業者

日常、車両を使用している事業者がその業務
中に、不審者や事件、事故等を発見したとき、
通報や犯罪被害に遭った方の救済などを行う
ことを目的に、事業者・市・警察署の3者で覚
書を交わし実施

534 通年
防犯課
047-351-1111（内）1599

804 浦安市 事業協力 ○ 市内見守り隊
自治会、ＰＴＡ、老人
クラブ、青少年団体
など

同一地区内で様々な団体等が行っている防
犯活動に対し、相互の情報共有や連帯感を強
め、合理的な防犯活動の推進と活性化を図る
ため、情報交換会の開催や地域性を考慮した
物資類の支援を行う。

- 7月・12月
防犯課
047-351-1111（内）1599

805 浦安市 事業協力 ○
防犯かけこみ110番の店
(浦安市犯罪緊急避難所）

市内商店
市民等が犯罪被害に遭ったり、遭いそうに
なった時に避難できる場所として、事業者・市・
警察署の3者で覚書を交わし設置

315 通年
防犯課
047-351-1111（内）1599

806 浦安市 事業協力 ○ ○ 防犯パトロール
市民活動団体
地域活動団体

自治会などの地域活動団体が、徒歩や自転
車、市が貸し出す防犯パトロール車・防犯バイ
クを活用して、防犯活動を実施する。

2,426 通年
防犯課
047-351-1111（内）1599

807 浦安市 事業協力 ○ 公園等の里親制度 里親団体　16団体
公園・緑地における花壇管理や美化活動に対
して道具の貸与や花苗等の支給、保険の加
入などの支援を行う。

1,525 通年
みどり公園課
047-351-1111（内）1967

808 浦安市 事業協力 ○ ○ 緑化活動支援事業
緑化活動団体　15団
体

公園・緑地・河川管理用用地・街路花壇等の
公共用地での花壇の手入れなどの緑化活動
に道具の貸与や花苗等の支給などの支援を

349 通年
みどり公園課
047-351-1111（内）1967

809 浦安市 事業協力 ○ みどりのネットワーク事業
ふれあいの森公園を
育む会

協働提案制度で採択された事業であり、情報
交換や活動の紹介の広報などの場としてホー
ムページを運用するなど、緑化に携わる団体・
個人誰もが参加できる広範なネットワークを形
成する。

564 通年
みどり公園課
047-351-1111（内）1968

成する。

810 浦安市 補助 ○ 市民活動補助金 市民活動団体

市民活動の促進を図るため、市民活動の事
業に要する経費の一部を補助する。対象は、
公益の利益を目的として市民活動団体が自ら
企画立案し、実施する事業。

5,545 通年
協働推進課
047-351-1111（内）1534

811 浦安市 補助 ○
地域子育て応援団事業補
助金

お助けねっと・こんぺい
とう
おやこの広場・ほこほこ

０歳～４歳の児童及び保護者に対し、親子の
交流の場の提供、子育て等に関する相談や
援助などを行う。

6,559 通年
こども課
047-351-1111（内）1164

812 浦安市 補助 ○
子育て応援メッセ実行委員
会補助金

子育て応援メッセ実
行委員会

地域における子育て力の向上や子育て世帯
の支援を図るため、子育て応援メッセ実行委
員会に補助金を交付する。

1,000 9月26日
こども課
047-351-1111（内）1164

813 浦安市 委託 ○ 発達支援セミナー
NPO法人　発達わん
ぱく会

市民、教育関係者、保育関係者等に発達障が
いについての関心と理解を深めることを目的
に、発達障がい関係団体との共催により、講
演会を開催する。

1,370 11月27日
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

814 浦安市 補助 ○ ○ 資源回収事業奨励補助金

自治会､子供会､PTA､
管理組合､老人クラブ等
の営利事業並びに政治
及び宗教活動を目的と
しない任意団体

ごみの減量及び再資源化を促進するため、市
内の自治会や子供会等が資源回収事業者に
売り渡した資源の総重量に対して、1ｋｇにつき
５円を乗じた補助金額を交付する。

25,650 通年
ごみゼロ課
047-351-1111（内）2145
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815 浦安市 事業協力 ○ ○ じぃじぃクッキング じぃじぃクッキング

市が主催する『男性のためのクッキングひろ
ば』を修了した有志により、自主グループとし
て立ち上げて活動を開始。
平成24年度より市民活動補助金制度を活用
し、高齢者がいつまでも元気でいきいき暮らす
ために、自分自身で『食』に携わること、そして
自分で食事を作るための調理実習と仲間作り
を通して介護予防のための活動を行ってい
る。
（H25、26、27年度市民活動補助金制度活性

- 毎月2回
猫実地域包括支援センター
047-351-1111（内）732004

816 浦安市 補助 ○ 明海つどいの広場事業 ＮＰＯ法人iｰnet

主に０～３歳の乳幼児を持つ親と子供が気軽
につどい、交流を図ることやボランティアを活
用した育児相談などを行うことにより、親の子
育てへの不安感や負担感の軽減を図る。

6,200 通年
保育幼稚園課
047-351-1111（内）1183

817 浦安市 補助 ○
明海つどいの広場一時預
かり事業

ＮＰＯ法人iｰnet
原則として、在宅で子育てをしている保護者
が、緊急・一時的に乳幼児を預けることが出
来ることで、子育て世帯の負担軽減を図る。

5,000 通年
保育幼稚園課
047-351-1111（内）1183

818 浦安市
実行委員
会・共催

美浜公民館文化祭実行委
員会

美浜公民館を中心に
活動している団体

公民館サークルの等の活動内容の展示・発表
の場。

- 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

819 浦安市 事業協力 みはまいきいきサロン
浦安市社会福祉協
議会

美浜地区の高齢者を対象に参加者の個性や
特技を生かしたサロンをつくり、高齢者の生き
がいや健康増進を向上し併せて地域参加の
端緒とする。参加者は、主催者が用意する企
画を受動的に参加するのではなく、相互に意
見を出し合い、地域との関わりを持ちつつ、個
性を生かした交流の場の作り手になることを

35
5月から3月の第
3火曜日

美浜公民館
047-351-1111（内）8410

性を生かした交流の場の作り手になることを

820 浦安市 事業協力
高洲児童センターオリジナ
ル劇

マミーズフェアリー
高洲児童センターオリジナル劇の出演参加な
ど、児童センター事業に協力している。

- 通年
高洲児童センター
047-351-1111（内）20301

821 浦安市 事業協力 おはなしの会 すみれ会
毎月第1・2土曜日に幼児以上を対象に高洲児
童センター内で読み聞かせ等の実施

-
毎月第１・第２土
曜日

高洲児童センター
047-351-1111（内）20301

822 浦安市 補助 ○
在宅子育て家庭定期等一
時保育事業

ＮＰＯ法人iｰnet
在宅で子育てをしている方が、理由を問わず、
緊急・一時的に乳幼児を預けることができる一
時預かりを実施する。

5,000 通年
保育幼稚園課
047-351-1111（内）1183

823 浦安市 補助 浦安シティオーケストラ
浦安シティオーケスト
ラ

本市における社会教育活動の推進を図るた
め、社会教育関係団体が行う事業に要する経
費の一部に対し、補助金を交付する。

456 通年
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

824 浦安市 補助
うらやすジュニアオーケスト
ラ補助金

浦安ジュニアオーケ
ストラ

学校休業日等を有効に活用しながら、行政・
学校・地域社会が連携し、子どもの体験活動
等の機会の充実を図るため、事業を推進する
地域活動団体に対して補助金の支援を行う。

240 通年
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

825 浦安市
実行委員
会・共催

うらやす子育てミーティング
うらやす子育てミー
ティング運営チーム

家庭が本来果たすべき役割を見つめなおす
機会となるよう、保護者自身が親の役割、子
どもの心の理解など家庭での教育について、
講師の話や話し合いを通して考えあい深めて
いく学習の場です。また、保護者同士が交流
を通して互いに支えあう関係づくりをめざしま
す。
さらに、お子さんが育つ地域を拠点として、学
級を形成し、共通したテーマで計画的・継続的
に進めていくものです。学級生同士相互の親
睦を深め，連帯感を高めつつ，地域の中心的

50
9～2月の日曜日
全6回

中央公民館
047-351-1111(内)8121
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826 浦安市
実行委員
会・共催

家庭教育講演会
うらやす子育てミー
ティング運営チーム

子育てに必要な心構え、子どもに対する接し
方など、家庭教育上の問題について講演。
｢自立ときずなを育む子育て～いま、私たちに
できること～｣をテーマに開催

- 5月
高洲公民館
047-351-1111(内)20101

827 浦安市
実行委員
会・共催

中央公民館文化祭
中央公民館文化祭
実行委員会

公民館ｻｰｸﾙ等の活動内容の展示・発表の場 - 10月3・4日
中央公民館
047-351-1111(内)8121

828 浦安市
公共施設等
の提供

わくわく体験教室 科学クラブ

放課後に子どもたちが安全で安心して、健や
かに育まれるよう子どもの居場所を中央公民
館において提供する。
具体的には、放課後の子どもたちの適切な遊
びや学習の場として運営していきます。また、
子ども達を中心に元気な多世代交流コミュニ
ティの場とする。

72
通年
第2・3水曜日

中央公民館
047-351-1111(内)8121

829 浦安市
公共施設等
の提供

各科学講座 科学クラブ

子ども達に考える・創造する習慣や楽しみを
培い豊かな心を育てていくことを目的とする。
また、解説していく中で、アドバイスを与えると
共に、実体験を通して、科学に対して関心を深
める機会とする。

- 未定
中央公民館
047-351-1111(内)8121

830 浦安市 共催 親子のほっとカフェin猫実 ははこのじかん

地域の乳幼児親子や幼児親子の居場所づく
り。親→場を提供することにより育児負担感の
軽減。子ども→異年齢や同年齢の子ども同士
でのふれあいと保護者以外の大人と触れあう
事により社会性を身につける

- 第1・3月曜日
中央公民館
047-351-1111(内)8121

831 浦安市
実行委員
会・共催

○ 成人式 成人式実行委員会
大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとす
る青年を祝い励ますための行事で、新成人に
よる実行委員会を設置し、企画・運営にあた

10,010 1月11日(祝)
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

スポーツの普及・振興を図り、市民の健康増

832 浦安市
実行委員
会・共催

○ スポーツフェア
浦安スポーツフェア
実行委員会

スポーツの普及・振興を図り、市民の健康増
進と体力向上及び市民相互の親睦を図る行
事。スポーツフェアの健全な運営を促進するこ
とを目的とした、運営に要する補助金の交付

5,200 10月11日
市民スポーツ課
047-351-1111(内)1273

833 浦安市
実行委員
会・共催

○
東京ベイ浦安　シティマラ
ソン

東京ベイ浦安　シティ
マラソン実行委員会

浦安市基本構想におけるまちづくりの基本目
標の実現に向けた、健康づくりの推進、生涯
スポーツの振興と交流を図る行事。東京ベイ
浦安シティマラソン実行委員会がに要する経
費について、浦安市補助金等交付規則及び
要綱に基づき補助金を交付する。

11,600 2月7日
市民スポーツ課
047-351-1111(内)1273

834 浦安市 事業協力
親子で楽しむわらべうたと
絵本の会

富岡おはなしの会
３歳～未就園児とその保護者を対象に絵本の
読み聞かせや、わらべうた・手づくりおもちゃな
どを楽しむ。

- 通年
富岡公民館
047-351-1111（内）8311

835 浦安市 事業協力 野菜栽培入門 ふれあい農園クラブ
公民館所有の畑を有効活用し、土づくりの基
礎から植えつけ、生育の管理、収穫まどを学
ぶ。

10
4月～8月
毎月第1・3水曜
日（原則）

富岡公民館
047-351-1111（内）8311

836 浦安市
実行委員
会・共催

日の出公民館文化祭
日の出公民館文化
祭実行委員会

公民館サークル等の活動内容の展示・発表の
場

- 10月3・4日
日の出公民館
047-351-1111（内）86103

10月4～5日開催

837 浦安市 共催
男女共同参画センター映
画会

市川人権啓発活動
地域ネットワーク協
議会

市川人権啓発活動地域ネットワーク協議会と
の共催により映画上映会を開催し、男女共同
参画と人権尊重の意識啓発を行う。

223 7月4日（土）
企画政策課
047-351-1111（内）1507

838 浦安市 事業協力 小・中学校被爆体験講話
浦安被爆者つくしの
会

原爆・戦争の記憶を今にとどめ、核の恐ろし
さ、戦争の悲惨さを次代を担う子ども達に伝
え、平和の尊さを理解することを目的として実
施。

-
市内小中学校で開
催

地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

57／90



平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

839 浦安市 事業協力
非核平和街頭キャンペー
ン

浦安被爆者つくしの
会

広島、長崎に原爆が投下された８月６日と９日
に、原爆死没者のめい福と世界の恒久平和を
祈り、家庭や職場で1分間の黙とうを捧げてい
ただくよう街頭キャンペーンを実施。

- 7月30日(木）
地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

840 浦安市
実行委員
会・共催

市民まつり
浦安市民まつり実行
委員会

産業の振興及び地域経済の進展を図るととも
に、市民相互の交流の場をつくり、ふるさと浦
安への意識の高揚を図ることを目的とした行
事。

-
5月、7月、9月、1
月に実行委員会
の開催予定

商工観光課
047-351-1111（内）1448

841 浦安市 事業協力 ○
人と地域をつなぐ就業体験
事業補助金

浦安青年会議所

平成25、26年度協働提案採択事業
市内外の大学生等を対象に、地元企業でイン
ターンシップを行うなど、就職に必要な力を身
に付けてもらうとともに、地元企業への就職率
の向上を図るため、事業の経費に要する経費
の一部に対する補助事業。

1,250 通年
商工観光課
047-351-1111（内）1448

842 浦安市 後援
｢子育て情報発信基地！
浦安子育て応援メッセ
2014｣

子育て応援メッセ実
行委員会

子育て世代への情報発信・交流の場・子育て
ネットワーク形式の場の提供により、地域全体
で子育てを見守り、安心して子育てできる地域
社会の実現、地域での子育て支援活動の促
進を図る。

- 9月26日
指導課
047-351-1111（内）1286

843 浦安市 後援
第３０回明るい社会づくり
ポスターコンクール

明るい社会づくり市
川・浦安協議会

青少年の健全育成の一環として行う。 -
展覧会　11月26日
～12月5日
授賞式　12月5日

指導課
047-351-1111（内）1286

844 浦安市
公共施設等
の提供

若潮公園体験学習施設に
おける物品の販売

ＮＰＯ法人タオ

公園利用者の利便性向上に加え、障がい者
や高齢者の就労の場を確保するという目的か
ら、若潮公園体験学習施設内売店コーナーで
飲料水等の販売を行い、併せて売店周辺の
環境美化維持を行う。

- 通年
交通公園
047-351-1111(内)1933

環境美化維持を行う。

845 浦安市 委託
子育て応援ポータルサイト
経費

NPO法人i-net

民間に限らず行政も含めた子育て支援に関す
る情報を集約したウェブサイト（以下、本サイト
という。）を既存の民間団体のウェブサイトをも
とに、再構築し、運営を行う。

4,700 通年
こども課
047-351-1111（内）1164

846 浦安市 事業協力 ○
浦安景観まちづくり啓発事
業

うらやす景観まちづく
りﾌｫｰﾗﾑ

市民と行政が協働するまちづくりを推進するた
め、景観ニュース制作・ホームページ制作更
新・景観講座企画と運営・景観資源リスト追記
と整理、などを行う。

1,924 通年
都市計画課
047-351-1111（内）1958

847 浦安市 事業協力 ○
生命（いのち）と育ちの森プ
ロジェクト

生命（いのち）と育ち
の森プロジェクト

協働提案制度で採択された事業であり、森づ
くりを行う過程で、森に愛着を持ってもらい緑
化の意識を向上させることを目的に、地域住
民や市内小学校に苗木の育成や植樹を実

1,984 通年
みどり公園課
047-351-1111（内）1968

848 浦安市 事業協力 ○
買い物サポート事業補助
金

ＮＰＯ法人たすけあいは
とぽっぽ
ＮＰＯ法人ココＣＯＬＯＲ
ねっと
ＮＰＯキラキラ応援隊

65歳の高齢者に対して市内に拠点を持つ団
体との協働事業として、買い物サポートを行
う。サービスは利用者に付き添い買い物を行
う買い物同行と、利用者の代わりに買い物を
行い家まで届ける買い物代行の２種類があ

3,067 通年
高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

849 浦安市 後援
「第27回わんぱく相撲浦安
場所」の後援

公益財団法人浦安
青年会議所

公益財団法人浦安青年会議所が主催する
「第25回わんぱく相撲浦安場所」への｢浦安
市｣後援名義の使用許可

- 5月9日（土）
総務課
047-351-1111（内）1313

850 浦安市
実行委員
会・協議会

国際交流・協力フェスティ
バル

浦安市国際交流協
会・協力フェスティバ
ル実行委員会

国際交流・協力をテーマに、ＮＧＯや市民団体
が活動の紹介などを行う行事。
新浦安駅前広場にて姉妹都市提携25周年記
念イベント「友好のかけはし2014」と同日実施
予定。
実行委員として13団体が参加。
新浦安ショッパーズプラザ２階通路で、パネル
展示も同時実施。

-

6月13日(土)
新浦安駅前広場
20団体が出展予
定。

地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464
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851 浦安市 事業協力 親子平和ﾊﾞｽﾂｱｰ
浦安被爆者つくしの
会

21世紀を担う青少年を対象に、戦争の悲惨さ
や核兵器の恐ろしさ、そして平和の尊さを学ぶ
ことを目的として実施。

-
７月29日（火）、
8月29日（火）

地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

852 浦安市 共催 英語による講演会 浦安在住外国人会

外国で生活をしてきた方、世界を舞台に活躍
している方を講師として招き、英語による講演
会を開催する。市民一人ひとりの国際理解を
深めることを目的として、浦安在住外国人会と
の共催で行う。

- 時期未定
地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

853 浦安市 補助 被爆者団体育成補助金
浦安被爆者つくしの
会

被爆者団体を育成し、その活動を通して核兵
器の廃絶及び恒久平和の理念を浸透させるこ
とや、被爆者の福祉の増進を目的として支援
している。

100 通年
地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

854 浦安市 補助 国際交流協会補助金
浦安市国際交流協
会

地域社会の国際理解と国際親善を深め、多文
化が共生できる地域社会の創設を目指すこの
会の運営を支援する。

4200 通年
地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

855 浦安市 補助 浦安在住外国人会補助金 浦安在住外国人会
在住外国人の相互扶助や日本人との交流の
場を提供するこの会の運営を支援する。

600 通年
地域ネットワーク課
047-351-1111(内)1464

856 浦安市 後援

『イイトコサガシの「自分の
可能性に気付く！」ワーク
ショップ』、『おしゃべりした
い会』

発達ネットワーク　マ
マの会

発達障がい当事者の方々のコミュニケーショ
ン能力の向上と、支援者・ご家族の理解を深
めるため、共にコミュニケーション応力の向上
を図る。

- 定期的に開催
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

857 浦安市 後援
絵手紙教室「世界文化遺
産の富士山を描こう」

ＮＰＯ法人　フレンズ
障がいのある方と健常者の方の交流を図るた
め、絵手紙教室を開催し、相互の親睦や交流
を深める。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

858 浦安市 後援 ハッピーダンス あすか２１
障がいのある方がダンスと歌を通して体力と
健康の増進を図るとともに、相互の親睦や理
解を深める。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

解を深める。
047-351-1111（内）1129

859 浦安市 事業協力 おはなしの会 すみれ会
毎月第3・4水曜日に幼児以上を対象に東野児
童センター内で読み聞かせ等の実施

-
通年（毎月第1・3
水曜日）

東野児童センター
047-351-1111（内）72200

860 浦安市 事業協力
東野児童センターイベント
の参加

マミーズフェアリー
東野児童センターこどもまつり参加など、児童
センター事業に協力している。

-
通年（主に毎週
木曜日に活動）

東野児童センター
047-351-1111（内）72200

861 浦安市 補助
ガールスカウト千葉県第60
団

ガールスカウト千葉
県第60団

活動支援のための補助金の交付 80 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

862 浦安市 補助
ガールスカウト千葉県第80
団

ガールスカウト千葉
県第80団

活動支援のための補助金の交付 80 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

863 浦安市 補助 ボーイスカウト浦安第１団
ボーイスカウト浦安
第１団

活動支援のための補助金の交付 80 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

864 浦安市 補助 ボーイスカウト浦安第２団
ボーイスカウト浦安
第２団

活動支援のための補助金の交付 80 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

865 浦安市 補助 浦安市リーダースクラブ
浦安市リーダースク
ラブ

活動支援のための補助金の交付 150 通年
青少年課
047-351-1111（内）1253

866 浦安市 実行委員会 三番瀬クリーンアップ 市民活動団体
三番瀬の保全活動の一環として、実行委員会
を設置し、市民参加による三番瀬のクリーン
アップを実施している。

80
10月以降実施予
定

環境保全課
047-351-1111（内）2121

867 浦安市 後援
講演会「幼児期から児童期
に移行する子どもの教育」

ＮＰＯ法人小学生モ
ンテッソーリ・スクー
ル

講師の講演を聴くことにより、保護者や教育関
係者が、日頃気にかかっている
子育てについて学んだり、自信を持って教育

- 6月15日
指導課
047-351-1111（内）1286

868 浦安市 補助
世界一行きたい科学広場
in浦安実行委員会補助金

「世界一行きたい科
学広場in浦安」実行
委員会

市内の子どもたちにサイエンスショーや科学
実験をとおして、科学を身近に感じてもらえる
ように行う事業である。その開催にあたり実行
委員会への補助金を交付するものである。

1,000 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

869 浦安市 後援 ヨチヨチ歩きの宝さがし 科学クラブ
親子で身近な公園等で自然の営みを体験す
る。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264
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870 浦安市 後援
浦安ウィンドアンサンブル
輝く！第14回定期演奏会

浦安ウィンドアンサン
ブル

吹奏楽の普及と日頃の練習の成果発表。 - 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

871 浦安市 後援
ぐりとぐらの世界へ－作っ
てたわむれよう！

浦安おはなしの会 ぐりとぐらの世界へ－作ってたわむれよう！ - 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

872 浦安市 後援 科学の遊びひろば ダ・ヴィンチクラブ
放課後に実施する「科学遊び」の場づくりを通
じて、児童の健全育成に資する。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

873 浦安市 後援
浦安のまちづくり講座－開発
指導と住民参加の違いと乖離
－

エコフレンド浦安
浦安市のまちづくりについて、市民の理解を
深める。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

874 浦安市 後援

平成26年度子育て支援セミ
ナー「子育てに役立つ心理学」
～子育て中の保護者と子育て
支援者の為に～

家族・子育て相談室
「ゆずり葉」

子育て中の親や子育て支援者を対象に、子ど
もの心理や関わり方ついて学ぶ。

-
6月21日、10月
18日、2月14日、
22、28日

生涯学習課
047-351-1111(内)1264

875 浦安市 後援
劇団鳥獣戯画による公演
「狂言ミュージカル入間川」

浦安子ども劇場 子ども達のためにプロの演劇を親子で鑑賞す
る機会を提供する。

- 7月12日
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

876 浦安市 後援
ドリンク片手にカジュアル
サイエンス夜話

ダ・ヴィンチクラブ
市民が気軽に科学にふれる機会を提供し、科
学リテラシーの高い地域風土づくりに寄与す
る。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

877 浦安市 後援
夏の田園や里山であそぼ
う！

科学クラブ
田や里山が保全されている地域に赴き、人々
のくらしの営み中に生きている自然を学ぶ。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

878 浦安市 後援
生命の歴史を体験！化石
教室

ダ・ヴィンチクラブ

本格的な体験学習の機会を提供し、化学に対
する関心を高める。実物化石にふれながら、
小さな化石からわかる、スケールの大きな地
球の歴史を学ぶ。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

879 浦安市 後援 夏休みこと体験教室 琴アンサンブル響
琴の体験教室、コンサートを通して琴のことを
知ってもらう。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

みんなの心でつなぐ「ふるさと明海」

880 浦安市 後援 明海の丘夏まつり2014
明海の丘公園クラブ
明海オヤジの会

みんなの心でつなぐ「ふるさと明海」
市の掲げる“未来(あす)に向かって”も踏まえ、
強い“ふるさと明海”を意識し、人と人との絆を
強め、地域の心と郷土愛を願った祭りとする。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

881 浦安市 後援
ヨチヨチ歩きの宝さがし特
別版～木の実の魔法

科学クラブ
自然の贈り物が私たちの生活にも使えること
を知る。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

882 浦安市 後援
ファミリーアンサンブル　in
浦安　2014

浦安カルテット！

家族や家族のように親しい地域の友人と一緒
に、ステージに立ち合奏、合唱をする事によ
り、お互いの絆を深めお互いを思いやる気持
ちを育む。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

883 浦安市 後援
ぐりとぐらのブローチ作りと
お茶会

浦安おはなしの会
物語に関するものを実際に作り、物語への理
解を深めるとともに、ものづくりの楽しさを知

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

884 浦安市 後援
椰子の実　美しい日本の
歌コンサート

菜の花の会
広く一般の方に日本歌曲を伝え、楽しんでい
ただく。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

885 浦安市 補助 浦安お洒落保存会 浦安お洒落保存会
浦安の伝統芸能｢お洒落｣の伝承及び技術向
上に努めるとともに、後継者の育成を行う。

240 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

886 浦安市 補助 浦安細川流投網保存会
浦安細川流投網保
存会

浦安の伝統漁法｢細川流投網｣の伝承及び技
術向上に努めるとともに、後継者の育成を行
う。

240 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

887 浦安市 補助 浦安舟大工技術保存会 浦安舟大工技術保
存会

舟づくり技術の伝承及び技術向上に努めると
ともに、後継者の育成を行う。

240 通年 郷土博物館
047-351-1111（内）74204

888 浦安市 補助 浦安囃子保存会 浦安囃子保存会
浦安の伝統芸能｢お囃子｣の伝承及び技術向
上に努めるとともに、後継者の育成を行う。

240 通年
郷土博物館
047-351-1111（内）74204

889 浦安市 共催 おもちゃの病院
おもちゃの病院うらや
す

こわれたおもちゃを市民ボランティアが無償修
理し、子どもたちにも物を大切にする意識を
持ってもらう。今年度から市民ボランティア団
体と公民館の協働事業の形で実施。

- 毎月第4日曜日
中央公民館
047-351-1111(内)8121
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890 浦安市 事業協力 ○
スポーツ吹き矢＠
nekozane

浦安介護予防アカデ
ミア口腔班

口腔筋を鍛えることによって、口内や呼吸器
の状態をととのえるとともに、ストレス解消や
参加者同士のコミュニケーションを図る。

- 第3金曜日
中央公民館
047-351-1111(内)8121

891 浦安市 事業協力
ランニング講座美走塾①
②

NPO法人日本市民ス
ポーツ海外交流協会

富岡小学校との連携事業の一環として、あら
ゆるスポーツの基本であるランニングを習得
し、体力向上と走力アップを目指します。

90 5月～7月
富岡公民館
047-351-1111（内）8311

892 浦安市 事業協力
夏休み子ども木工教室～
コリントゲーム盤を作って
遊ぼう～

NPO法人ﾔﾝｸﾞﾄﾞｱｼｽ
ﾄ

木材・アクリル絵の具を使って工作をすること
で、作ることの楽しさを学び、自分で考えデザ
インすることで豊かな発想を育てる。また、完
成した時の達成感を味わってもらう。(夏休み
子ども木工教室として実施)

10 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

893 浦安市 事業協力
手作りお菓子でバレンタイ
ン！

NPO法人ﾔﾝｸﾞﾄﾞｱｼｽ
ﾄ

お菓子を作るまでの過程を知り、物づくりの大
変さや出来上がったときの喜びを知る。

10 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

894 浦安市 事業協力
新学期子ども家庭科教室
～自分のランチョンマットを
つくろう～

NPO法人ﾔﾝｸﾞﾄﾞｱｼｽ
ﾄ

針・はさみ・糸の扱い方を手作りのランチョン
マットを作りながら学ぶ。また、刺繍の仕方、
ボタンの付け方、糸の縫い方を実施。

10 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

895 浦安市 事業協力
夏休み子どもミサンガ作り
教室～手作りで組みひもを
楽しみましょう～

NPO法人ﾔﾝｸﾞﾄﾞｱｼｽ
ﾄ

自分で考えデザインすることで豊かな発想を
育てる。また、完成品を持ち帰ることで、達成
感を味わうことができる。

10 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

896 浦安市 事業協力 ○
認知症対策三位一体化計
画推進事業

株式会社舞浜倶楽
部

認知症対策として1.家族支援2.事業者支援3.
地域支援を効果的に実施する。家族支援とし
て自宅での認知症ケア支援、事業者支援とし

842 通年
猫実地域包括支援センター
047-351-1111（内）732004
高齢者支援課

897 浦安市 後援 ○ 映画「うまれる」上映会 ボランティア
出産を描いた映画上映を通じて家族のこと、
いのちの大切さについて考えてもらう機会を提
供する

- 7月
社会福祉課
047-351-1111（内）1151

898 浦安市 委託
生活困窮者等学習支援事
業（委託）

ＮＰＯ法人
ワーカーズコープ

生活困窮世帯等の小学校４年生～中学３年
生を対象に学習の場を提供し、社会的居場所 5,000 4月～週回開催

社会福祉課
047-351-1111（内）1151

898 浦安市 委託
業（委託） ワーカーズコープ

生を対象に学習の場を提供し、社会的居場所
つくりの創設や貧困の連鎖防止に寄与する

5,000 4月～週回開催
047-351-1111（内）1151

899 浦安市 委託
生活困窮者家計相談支援
事業（委託）

ＮＰＯ法人
ＶＡＩＣコミュニケア研
究所

生活困窮者の家計に関する根源的な課題を
捉え、解決することにより、自立促進に寄与す
る

1,610 4月～実施
社会福祉課
047-351-1111（内）1151

900 浦安市 補助 一時預かり事業 ＮＰＯ法人ｉ－ｎｅｔ
預ける理由を問わず、短時間で乳幼児を預け
ることができる一時預かりを実施する。

10,640 通年
保育幼稚園課
047-351-1111（内）1183

901 浦安市 事業協力
千葉県民の日「うらやすま
るごと親子広場」

NPO法人日本市民ス
ポーツ海外交流協会

昨年度から実施している主催事業であるラン
ニング講座の成果を生かし、スポーツを通して
子どもたちの交流を図り、自らの記録更新に

22 2015/6/15
富岡公民館
047-351-1111（内）8311

902 浦安市 共催
郷土博物館共催事業「わら
ぞうりづくり体験・わらぞう
りを履いて市内めぐり」

浦安市　投網保存会
わらぞうりの作り方を体験し、投網船で境川か
ら町並みを見学し、わらぞうりを履いて市内を
巡ります。

- 7月23日、28日
富岡公民館
047-351-1111（内）8311

903 浦安市 共催 ○
郷土博物館共催事業「郷
土料理教室～貝むきに挑
戦しよう～」

浦安市婦人の会
貝むきの技術を学び、あさりを使った郷土料
理をボランティアさんと一緒に味わいます。

- 2015/7/25
富岡公民館
047-351-1111（内）8311

904 浦安市 委託
消防救急WEB119通報シス
テム

NPO日本レスキュ-
支援協会

当市において聴覚機能又は音声言語機能に
障がいのある方など、音声による１１９番通報
が困難な方が現システムに登録し、使用して

1,296 通年
消防本部警防課
047-351-1111（内）883431

905 浦安市
実行委員
会・協議会

堀江公民館文化祭実行委
員会

堀江公民館を中心に
活動している団体

・参加団体相互の交流を図るとともに地域との
交流を深める。
・参加団体の一年間の学習成果を発表する。

- 10月24日、25日
堀江公民館
047-351-1111（内）8231

906 浦安市 後援
二学期に向けての夏休み
の過ごし方～親子で楽しく
過ごす夏休み～

発達ネットワーク　マ
マの会

夏休みを親子で楽しく過ごす方法を、柳下紀
子先生にお話しをしていただく。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

907 浦安市 後援
発達障害への理解と対応
～そのピュアな魂をどう読
み解くか

発達ネットワーク　マ
マの会

発達障害について広く理解していただけるよう
啓発を行う。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

61／90



平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

908 浦安市 後援
冠地情・冠地俊子親子講
演会

発達ネットワーク　マ
マの会

発達障害について広く理解していただけるよ
う、親子講演会を行う。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

909 浦安市 後援 増田明美さん講演会
浦安市手をつなぐ親
の会

障がいを持つ方が講演を通して、健康につい
て考える。

- 未定
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

910 浦安市 後援
「優しい時間」交流会「優し
い時間」講演会・セミナー

アスペ・発達凸凹の
集い「優しい時間」

発達障がい当事者、その保護者、支援者など
が参加し、啓発活動・情報交換・当事者や家
族の困り感を共有する。

- 定期的に開催
障がい事業課
047-351-1111（内）1129

911 浦安市 後援
「唱歌ボランティア養成講
座」

ＮＰＯ法人歌のボラン
ティアいちかわシャン
テ

音楽療法の一環として一緒に唱歌・童謡を歌
い、施設入所の高齢者のメンタル面をサポー
トする「唱歌ボランティア」の育成を目的として

-
５月６日、６月６
日、16日、19日、
25日

高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

912 浦安市 後援
永田久美子氏講演会「認
知症を我が身と考え、みん
なで支え合うやさしい町づ

ＮＰＯ　キラキラ応援
隊

講演会の実施により、地域住民に認知症を理
解していただき、皆で支えあう街づくりの一助
とする。

- 2015/5/30
高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

913 浦安市 事業協力 ○
シニアいきいきサロン補助
金

シニアいきいきサロ
ン

高齢者同士がふれあう居場所（サロン）を提供
し、高齢者の孤立防止や見守りの仕組みづく
りと、スタッフおよび参加者を対象とした研修を

1,817 通年
高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

914 浦安市 共催 高齢者地域づくり推進事業
市民活動団体（年度
によって変更）

　高齢者ができるだけ住み慣れた街で自分ら
しく暮らしていくことのできるよう市民活動団体
と共催で講演会を行うことで、市民の意識を啓

1,001 9月6日（日）
高齢者支援課
047-351-1111（内）732114

915 浦安市 事業協力
美浜スポーツ吹矢
（口腔体操）

浦安介護予防アカデ
ミア

スポーツ吹矢や口腔体操で顔の筋力アップ！
楽しみながら運動して若返りましょう！！

- 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

916 浦安市 事業協力
県民の日事業
みんなで一緒にハンドベル
やゲームで遊ぼう！-縁日

地域ボランティアの
方々

県民の日を親子で楽しく過ごしてもらうととも
に、子どもたち（特に小学生）の居場
所づくりとなるイベントを開催する。

10 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

すみれ会、さわやか ①金魚すくい②ザリガニ釣り③ヨーヨー釣り④
917 浦安市 事業協力 子ども夏まつり

すみれ会、さわやか
ボランティア、社協東
1支部、障がい者福

①金魚すくい②ザリガニ釣り③ヨーヨー釣り④
スーパーボールすくいをさわやかボランティ
ア、協力サークル等が売り手となり、その中で

5 未定
美浜公民館
047-351-1111（内）8410

918 浦安市 後援 親子でケナフの絵を描こう エコフレンド浦安
環境植物ケナフの絵を親子で描いて、環境に
ついての理解を深める。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

919 浦安市 後援
光のサイエンス by東大
CAST

浦安科学工作クラブ
学生ボランティアによる科学教室を開催し、児
童に科学の普及・啓発を図る。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

920 浦安市 後援
理科の寺子屋‐火山の面
白実験

浦安科学クラブ（ダ・
ヴィンチクラブ）

地域児童の理科に関する関心を喚起する。 - 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

921 浦安市 後援
乳幼児に手渡そう！わら
べうた・えほん・おはなし

浦安おはなしの会
ふるさと浦安としての意識の高揚や親子のふ
れあいや地域住民の交流を図る

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

922 浦安市 後援
春休みファミリーコンサート
～フルートの音色と共に～

浦安カルテット！
来場者と出演者とが交流をはかれる参加型コ
ンサートを実施することにより、音楽の力で人
と人とをつなげ、絆を深める。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

923 浦安市 後援
春（はな）いっぱい
あなたと歌うコンサート

NPO法人歌のボラン
ティア市川シャンテ浦
安市部

在宅や施設入所の方々に、共に楽しむ活動を
音楽会形式で行う。

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

924 浦安市 後援
浦安三番瀬クリーンアップ
大作戦2014

浦安三番瀬クリーン
アップ大作戦実行委
員会

三番瀬のクリーンアップを通して、三番瀬の機
能・役割を直接学ぶ。さらに、三番瀬が子ども
たちや市民の憩いの場となり、環境学習の

- 未定
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

925 浦安市 後援
浦安シティオーケストラ「第
43回定期演奏会」

浦安シティオーケスト
ラ

クラシック演奏会（市内在住のクラシックを学
ぶ若い音楽家たちに独奏の機会を与え浦安
の音楽文化発展と普及に努める。）

- 2015/6/7
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

926 浦安市 後援
浦安ウィンドアンサンブル
輝く！第14回定期演奏会

浦安ウィンドアンサン
ブル

吹奏楽の普及と日頃の練習の成果発表 - 2015/6/14
生涯学習課
047-351-1111(内)1264
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927 浦安市 後援 若い芽うらやすコンサート 若い芽うらやす
クラシック演奏会（市内在住のクラシックを学
ぶ若い音楽家たちに独奏の機会を与え浦安
の音楽文化発展と普及に努める。）

- 2015/5/24
生涯学習課
047-351-1111(内)1264

928 浦安市
その他
（ワーク
ショップ、勉

観光人材育成支援事業
地域の魅力に着目す
る市民、ＮＰＯ法人、
市民活動団体等

市内外の人々に浦安の魅力を的確に伝え、
質の高いおもてなしを提供できる人材として、
市内を紹介・案内するボランティアガイドの育

177
12月、H28年1
月、2月、3月に
開催予定（全4

商工観光課
047-351-1111（内）1448

929 浦安市 事業協力 ○ エコ・クッキング体験事業 京葉瓦斯株式会社
大人を対象とした環境学習の一環として「エコ
クッキング」を行い、日常の買い物や料理、片
付けの中で環境に配慮した行動に取り組んで

82 通年
環境保全課
047-351-1111（内）2121

930 四街道市 補助 自主防災組織育成事業
自治会内の防災組
織

自治会の防災組織の設立を啓発するために、
設立時に50万円を限度として支援する。又、
継続的な活動を支援するため、年間5万円を
補助する。

1,300 通年
危機管理監危機管理室
危機管理グループ
043-421-6102

931 四街道市
その他（協
力）

防災訓練 市民
市民の防災意識の高揚と防災力の向上を図
り、災害時の対処法を再確認する。

692 8月
危機管理監危機管理室
危機管理グループ
043-421-6102

932 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○
男女共同参画フォーラム
の開催

市民活動団体
公募した市民で構成する実行委員会が男女
共同参画に係るフォーラム、講習会等を開催
する。

200 適時
経営企画部政策推進課
企画調整グループ
043-421-6161

933 四街道市 補助 ○ ○ ○
みんなで地域づくり事業提
案制度

市民団体等

自主的に地域づくり活動を行う市民団体が、
市の地域づくりや地域課題等の解決を図るた
めの事業を提案し、主体的に、または市と協
力して事業を実施する。

6,765 10月

経営企画部シティセールス推
進課
みんなで地域づくり推進グ
ループ

934 四街道市 委託 ○
地域づくりコーディネーター
業務委託

NPO法人ちば市民活
動・市民事業サポー
トクラブ

地域づくりコーディネーターを配置し、地域づく
りの取り組みのコーディネート等を行うみんな
で地域づくりセンターの運営

10,984 通年
経営企画部シティセールス推
進課
みんなで地域づくり推進グ
総務部総務課 秘書広報課

935 四街道市 後援、共催 ○ 平和推進事業 市民活動団体等
平和推進の目的に合った、市民活動団体等
が行うイベントを後援する。

255 通年
総務部総務課
総務グループ
043-421-6101

秘書広報課
「平和と文化のつど
い」実行委員会

936 四街道市 後援 ○ 文化振興事業 市民活動団体等
文化振興の目的に合った、市民活動団体等
が行うイベントを後援する。

0 通年
総務部総務課
総務グループ
043-421-6101

937 四街道市 後援 ○ 市民交流事業 市民活動団体等
スポーツを通じた市民交流の目的に合った、
市民活動団体等が行うイベントを後援する。

0 通年
総務部総務課
総務グループ
043-421-6101

938 四街道市 補助 市民自治組織助成事業 市民自治組織
市民自治組織の健全な育成と住民福祉の増
進を図るため、世帯数に応じ上期・下期に助
成金を交付する。

32,974 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

939 四街道市 補助
ふるさとづくり事業助成事
業

市民自治組織

地区コミュニティの育成を図るため、市民の連
帯感を高め親睦を深める事業（祭り、盆踊り、
地区運動会、その他文化・レクリエーション事
業）に対し、経費の一部を助成する。

5,000 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

940 四街道市 補助
地区集会所建設費等補助
事業

市民自治組織

市民自治組織が常時使用する集会所（コミュ
ニティ活動のための集会施設）の建設費、修
繕費、備品費、管理費に対しその経費の一部
を補助する。

8,310 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

941 四街道市
その他（協
力）

○ 備品貸し出し事業 市民自治組織
地域活動の活性化を図るため、太鼓、はっ
ぴ、テント、剪定枝粉砕機等、各種備品を貸し
出す。

0 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

942 四街道市 補助 防犯対策事業 市民自治組織
安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を図
ることを目的に、自主的に行う防犯パトロール
事業を支援する。

450 通年
総務部自治振興課
交通防犯グループ
043-421-6107
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943 四街道市 補助
四街道市交通安全母の会
補助金

市民活動団体
交通安全活動への参加協力、家庭内におけ
る交通安全教育を推進している同団体の活動
を支援する。

227 通年
総務部自治振興課
交通防犯グループ
043-421-6107

944 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○ ふるさとまつり
ふるさとまつり実行
委員会

ふるさとまつりを参加団体及び関係団体の実
行委員会と共催で開催する。

6,970 8月
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

945 四街道市
指定管理者
制度（公の施
設の管理運
営）

みのり集会場指定管理 鹿渡二区自治会
地区集会場の管理運営を、地元自治会を指
定管理者に指定し、委託する。

60 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

946 四街道市
指定管理者
制度（公の施
設の管理運
営）

千代田集会場指定管理 千代田自治会連合
地区集会場の管理運営を、地元自治会を指
定管理者に指定し、委託する。

250 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

947 四街道市
指定管理者
制度（公の施
設の管理運
営）

大熊記念コミュニティセン
ター指定管理

緑ヶ丘区
コミュニティセンターの管理運営を、地元自治
会を指定管理者に指定し、委託する。

150 通年
総務部自治振興課
自治グループ
043-421-6106

948 四街道市 補助 ○
シニア憩いの里運営支援
事業

施設を設置・運営す
る地域住民

高齢者が自由に集い楽しめる場として、地域
住民が設置、運営するシニア憩いの里の設
置・運営を支援する。

1,080 通年
福祉サービス部福祉政策課
地域福祉グループ
043-421-6121

949 四街道市
公共施設等
の提供

福祉施設運営事業 福祉活動団体
地域福祉館を福祉活動の拠点として提供する
ことにより、各団体が高齢者等に福祉サービ
スを提供する。

27 通年
福祉サービス部福祉政策課
地域福祉グループ
043-421-6121

950 四街道市
その他（協
力）

○ ○ 人権啓発事業 市民活動団体
市民活動団体が自主的に実施する、人権の
つどいを通じ、人権に配慮したまちづくりを目
指す。

0 12月
福祉サービス部福祉政策課
地域福祉グループ
043-421-6121

社会教育課

951 四街道市
その他（人
材育成）

○
認知症予防教室
ボランティア養成講座

市民
認知症予防教室に協力できるボランティアを
養成する。

0 ９月
福祉サービス部高齢者支援
課介護予防グループ951 四街道市

材育成）
○

ボランティア養成講座
市民

養成する。
0 ９月 課介護予防グループ

043-421-6128

952 四街道市 委託 ○ プレーパーク運営事業
四街道市プレーパー
クどんぐりの森

市民団体「どんぐりの森」に委託し、危険の適
切な管理や遊びのサポート等を行うためのノ
ウハウを有する者（プレーワーカー)を配置して
子どもの興味や関心を引き出すような遊び場
をつくる。

3,060 通年
健康こども部こども保育課
企画管理グループ
043-421-2238

953 四街道市
指定管理者
制度（公の
施設の管理

市営霊園管理運営事業 内黒田区
市営霊園の受付事務をはじめ、園内の清掃、
樹木等の保守管理など施設全般の管理運営
業務について、指定管理者へ委託する。

16,099 通年
環境経済部環境政策課
環境衛生グループ
043-421-6131

954 四街道市
その他（協
力）

○ 地球温暖化防止啓発事業
千葉県地域温暖化防止
推進委員会（四街道ス
トップ温暖化委員会）

地球温暖化防止に関する現状を認識し、身近
な対策等を市民レベルで考え、家庭での実践
につなげる。

0 通年
環境経済部環境政策課
環境保全グループ
043-421-6131

955 四街道市
その他（協
力）

○ ○ 手繰川清掃事業
市民活動団体
自治会

印旛沼流域水質浄化活動として、手繰川のゴ
ミ拾い等を市民団体等と合同で実施する。

0 10月
環境経済部環境政策課
環境保全グループ
043-421-6131

956 四街道市 共催 ○ ○ 四街道の自然展事業
四街道の自然展実
行委員会～自然にあ
つまれ～

四街道の自然をテーマに個人及び団体が製
作した写真や絵画等の作品を募集し展示する
ことにより、四街道の自然のすばらしさを多く
の市民に知らせるとともに記録する。

0 5月
環境経済部環境政策課
環境保全グループ
043-421-6131

957 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○ 産業まつり
産業まつり実行委員
会

経済基盤の確立と一層の発展を図るため、参
加団体及び関係団体で構成される実行委員
会と共催で開催する。

2,650 11月
環境経済部産業振興課
農政・商工グループ
043-421-6133・6134

958 四街道市
補助、情報
交換・意見
交換

○ ○
フリーペーパー４Ｂ制作事
業

商工会中心市街地
活性化委員会

市内商店の情報発信をするためフリーペー
パーを作成する。

500 7月～3月
環境経済部産業振興課
商工グループ
043-421-6134

959 四街道市
補助、情報
交換・意見
交換

○ ○
よつかいどう一区共栄フ
リーマーケット

駅周辺商店会
中心市街地の活性化を図るため、商店会、自
治会及び市の協働により、フリーマーケットを
開催する。

200 5月～11月
環境経済部産業振興課
商工グループ
043-421-6134
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960 四街道市 補助 ○ 再資源化物集団回収事業
ＰＴＡ、子供会、学
校、シニアクラブ、自
治会等

ごみの減量化及び資源の有効利用のため、
古紙、缶、びん等の再資源化物を回収し、民
間のルートへ引き渡している団体に対して、補
助金を交付する。

13,573
通年
（3月）

環境経済部廃棄物対策課
清掃計画グループ
043-421-6132

961 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○ 栗山みどりの保全事業
栗山みどりの保全事
業実行委員会

「緑のまちづくりの推進」として、市民参加によ
り策定したみどりの基本計画に基づき、市民と
の協働により、市民生活に潤いをもたらす里
山の保全、自然景観の保持、自然と触れ合う
憩いの場の創出などに総合的・一体的に取り

774 通年
都市部都市計画課
公園緑地グループ
043-421-2263

962 四街道市 補助 ○ 学校支援地域本部事業 地域ボランティア

地域全体で学校教育を支援する体制づくりを
推進し，教員や地域の大人が子どもと向き合
う時間を増加させながら，地域住民の学習成
果の活用機会の拡充及び地域の教育力の活
性化を図る。

2,403 通年
教育部指導課
指導クループ
043-424-8925

県教育振興部生涯学
習課

963 四街道市 事業協力 ○ 教育相談体制支援事業 地域ボランティア

市内小中学校に在籍する日本語指導が必要
な帰国・外国人児童生徒に対し，市雇用の語
学指導員に加え，ボランティアを学校へ派遣
し，日本語指導を実施することにより，生活言
語及び学習言語の習得を支援する。

0 通年
教育部指導課
指導グループ
043-424-8925

四街道市国際交流協
会

964 四街道市 事業協力 ○ 特別支援教育推進事業 学生ボランティア

市内小中学校に在籍する特別な支援を必要と
する児童生徒に対し，教員志望の学生ボラン
ティアを派遣し，教職員と連携して支援にあた
ることにより，校内特別支援教育体制の推進
を図る。

0 通年
教育部指導課
指導グループ
043-424-8925

四街道市近隣の大学・
短期大学

965 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○
成人式事業（新成人のつ
どい)

ボランティア、成人式
実行委員会

新成人の門出を「新成人のつどい」として実行
委員会方式で開催する。

2,491
1月
（8月）

教育部社会教育課
学習振興グループ
043-424-8927043-424-8927

966 四街道市 後援 ○ 行事の後援
社会教育関係団体
等

行事の趣旨に賛同するものについて、その開
催を援助する。

0 通年
教育部社会教育課
043-424-8927

967 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○ 市民大学講座（一般課程）
ボランティア、四街道
市民大学講座運営
委員会

市民の多様化、高度化する学習ニーズに対応
し、その主体的な学習活動を促進、支援する。

1,058 6月～2月
教育部社会教育課
学習振興グループ
043-424-8927

968 四街道市 委託
放課後子ども教室推進事
業

四街道市地域子ども教
室“まじゃりんこ”、NPO
法人四街道こどもネット
ワーク、四街道市レクリ
エーション協会

放課後子どもプランに基づく放課後子ども教
室の運営を行う。

3,084 通年
教育部社会教育課
学習振興グループ
043-424-8927

969 四街道市 共催 ○ ○ 市民芸術公演事業 市民団体
市民演劇公演・子どもミュージカル公演・郷土
作家展を開催する。

1,076 10月～3月
教育部社会教育課
文化振興グループ
043-424-8934

970 四街道市
実行委員会
共催

○ ○ 市民文化祭事業 市民団体等
市民文化祭の開催により学習成果の発表を
支援し、市民が身近に芸術文化に親しむ機会
をつくり出す。

4,140 10月～11月
教育部社会教育課
文化振興グループ
043-424-8934

971 四街道市 補助 芸術文化振興助成事業 市民団体等
芸術文化の振興を図るため、市民が行う芸術
文化活動に要する経費の一部を助成する。

1,440
通年
(4月）

教育部社会教育課
文化振興グループ
043-424-8934

972 四街道市
公共施設等
の提供

市民ギャラリー貸出事業 芸術文化団体
市民ギャラリーを貸出することにより、学習成
果発表の支援を行う。

0 通年
教育部社会教育課
文化振興グループ
043-424-8934

973 四街道市 事業協力 ○ 市史編さん事業 市史編さん協力員
地域に残されている古文書等を調査収集整理
し、地域史研究に役立てている。

0 通年
教育部社会教育課
文化財グループ
043-424-8934
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974 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○ 青少年体験活動事業
青少年体験活動実
行委員会

通学合宿を実施する。 160
7月・9月・１０月 教育部社会教育課

学習振興グループ
043-424-8927

975 四街道市 事業協力 ○ 文化財保護管理事業
四街道市文化財ボラ
ンティアガイドの会

市企画・小学校企画、他希望者への文化財ガ
イドを行う。

0 3月
教育部社会教育課
文化財グループ
043-424-8934

976 四街道市 補助
四街道市体育協会補助事
業

四街道市体育協会
（加盟25団体）

スポーツ振興、健康維持増進、競技団体育
成、競技力向上等の観点、生涯スポーツ社会
の実現のために交付する。

2,000 通年
教育部スポーツ振興課
スポーツ振興グループ
043-424-8926

977 四街道市
公共施設等
の提供

小中学校体育施設開放事
業

スポーツ団体等（230
団体）

社会体育の普及促進・児童の体力向上のた
めに、学校教育に支障のない範囲で、積極的
に体育施設を開放する。

2,841 通年
教育部スポーツ振興課
スポーツ振興グループ
043-424-8926

978 四街道市
実行委員
会・共催

○ ○
四街道ガス灯ロードレース
大会

四街道ガス灯ロード
レース大会実行委員
会

ガス灯通りをメインに全国規模のロードレース
大会を実施するとともに、生涯スポーツの普
及・市の活性化も視野に入れ、市民参加事業
として開催する。

4,600
11月
（7月）

教育部スポーツ振興課
スポーツ振興グループ
043-424-8926

979 四街道市
その他（協
力）

○
スポーツ・健康推進事業
(仮称)体育の日の行事

スポーツ推進委員等
市民のスポーツ・健康への関心を高めるととも
に、健康の保持増進と併せて市民の融和と親
睦を図る。

228 10月
教育部スポーツ振興課
スポーツ振興グループ
043-424-8926

980 四街道市 事業協力 ○ ○ 青少年育成支援事業
四街道市こども110
番運営協議会

市内のこどもに対する犯罪の抑制及び防止の
ため、　こども110番事業を支援する。

73 通年
教育部青少年育成センター
043-421-7867

四街道市ＰＴＡ連絡協
議会

981 袖ケ浦市 運営委員会 ○ 放課後子ども教室 ボランティア

放課後の安全･安心な子どもの居場所を確保
すると共に、集団行動、異年齢活動、世代間
交流などをとおして、子どもが地域社会の中
で、心豊かで健やかに育まれる環境を醸成す

1,973 通年
生涯学習課　社会教育班
0438-62-3743

青少年育成関係団体で組織する市民会議と、

982 袖ケ浦市 補助 ○
青少年育成袖ケ浦市民会
議

ボランティア

青少年育成関係団体で組織する市民会議と、
その下部組織に当たる地区住民会議の活動
により、青少年健全育成を推進する。
・登下校時の子ども安全パトロール
・青少年健全育成推進大会の開催　など

740 通年
生涯学習課　社会教育班
0438-62-3743

各公民館

983 袖ケ浦市 事業協力 ○ そでがうらわんぱくクエスト事業 ボランティア

5泊6日の野外泊、ゴールまでの道のりを自分
の足で踏破する経験を通して、地域環境・地
域の人々の素晴らしさに気付かせ、これから
の袖ケ浦市を担う人材を育成する。

1,109 7/28～8/2
生涯学習課　社会教育班
0438-62-3743

984 袖ケ浦市 その他 ○ 生涯学習ボランティア促進事業 ボランティア
各種生涯学習事業運営に携わるボランティア
の養成を行う。

2,161 通年
生涯学習課　社会教育班
0438-62-3743

985 袖ケ浦市 補助
放課後児童クラブ支援事
業

ＮＰＯ
NPOが運営する放課後児童クラブの運営費の
一部を補助する

15,912 通年
福祉部子育て支援課
こども家庭班
0438-62-3272

986 袖ケ浦市 その他 子育てイベント ＮＰＯ
市内の子育てに関わる団体が参加する子育
てイベントを協働事業提案制度を活用して開
催する。

357 6月
福祉部子育て支援課
子育て環境推進班
0438-62-3286

987 袖ケ浦市 事業協力 ○ 違反広告物除却活動 ボランティア
違反広告物の除却について、市民と行政が協
働して行い、良好な景観の形成と風致の維持
を図る。

37 通年
都市整備課 都市計画班
0438-62-3514

988 袖ケ浦市 補助 ○
袖ケ浦市地域介護予防活
動支援事業

介護予防活動を行う
団体

介護予防に関する活動の普及、啓発や主体
的に介護予防に取組む地域コミュニティづくり
を促進し、高齢者の生活機能の向上と地域で
の自立した生活の維持を図るため、地域で自
主的な介護予防活動を展開する団体等を支
援する。

400 通年
高齢者支援課　支援班
0438-62-3219

989 袖ケ浦市 事業協力 ○
水と緑のさと「しいのもり」
整備事業

ボランティア
椎の森自然環境保全緑地の整備・維持管理
を行うことにより、身近な緑豊かな自然環境を
保全するとともに市民の憩いの場を創出す

511 通年
環境管理課　環境管理班
0438-62-3404
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990 袖ケ浦市 事業協力 ○ 展示更新推進事業 ボランティア
市民学芸員（ボランティア）の活動を支援する
中で、常設展示の更新や企画展示の開催を
協働して行い、郷土に根付く価値観の共有を

2,696 通年
郷土博物館
0438-63-0811

991 袖ケ浦市 事業協力 ○ 博学連携事業 ボランティア
博物館を積極的に活用し、市民学芸員（ボラ
ンティア）の協力により学校教育をサポ－トし、
保護者や教職員の意識の高揚を図る。

83 通年
郷土博物館
0438-63-0811

992 袖ケ浦市
補助
情報交換
意見交換

○
平川地区地域支え合い推
進実証事業

ＮＰＯ
高齢者を中心とした、日常生活全般に渡る生
活支援を行う、地域支え合いによる取組みを
試験的に実施している。

2,354 通年
企画財政部企画課
0438-62-2327

993 袖ケ浦市
その他
（研修協力）

○
自主防災組織リーダー研
修会

NPO法人
自主防災組織のリーダーに対して、実技指導
を行う。

30 7月
総務部危機管理課
0438-62-2119

994 袖ケ浦市
その他
（訓練協力）

○ 総合防災訓練 NPO法人 訓練会場において、実技指導を行う。 30 ８月
総務部危機管理課
0438-62-2119

995 袖ケ浦市 事業協力 ○
自主防災実務者講習会
（千葉県災害対策コーディ
ネーター養成講座）

NPO法人
防災活動の知識習得と経験を積むための講
習会を開催する。

495 １月
総務部危機管理課
0438-62-2119

996 袖ケ浦市 事業協力 ○
おはなし会
(児童奉仕推進事業)

ボランティア
読書普及の一環として、子どもやその保護者
を対象に、市内図書館、小中学校、幼稚園、
保育所等でおはなし会を実施している。

10 通年
中央図書館
０４３８－６３－４６４６

997 袖ケ浦市 事業協力 ○
対面朗読サービス
（障がい者サービス）

ボランティア
目の不自由な方のために、図書館でボラン
ティアが対面で資料を読む。

2 通年
中央図書館
０４３８－６３－４６４６

998 袖ケ浦市 事業協力 ○
すきすき絵本タイム
（児童奉仕推進事業）

ボランティア
根形公民館図書室、平岡公民館図書室に「ふ
れあい読書コーナー」を設け、乳幼児とその保
護者に対しボランティアが読み聞かせを行う。

6 通年
中央図書館
０４３８－６３－４６４６

根形公民館
平岡公民館

健康管理課　母子保健班
043-443-1631

999 八街市 事業協力 ○ ブックスタート事業 ボランティア
10ヶ月の乳児相談時に絵本を配付し、ボラン
ティアが読み聞かせを行う。

229 通年
043-443-1631
児童家庭課　児童家庭班
043-443-1693
図書館　　043-444-4946

1000 八街市 その他 ○ 花いっぱい運動
NPOエコやちまた
ボランティア

花き植栽の委託 102 通年
農政課　農畜産班
043-443-1402

1001 八街市 委嘱 ○ 消費生活モニター ボランティア
市内における食料品・石油製品・日用品の物
価価格調査

0 通年
商工課　商工班
043-443-1405

1002 八街市 事業協力 ○ おはなし会 ボランティア ストーリーテリング、運営補助 7 通年
図書館
043-444-4946

1003 八街市 事業協力 ○ ジュニア司書ボランティア ボランティア 図書館事業の補助 0 通年 図書館
043-444-4946

1004 八街市 事業協力 ○ 図書館サポーター
千葉黎明高等学校
図書部

資料整理等補助 0 通年
図書館
043-444-4946

1005 八街市 事業協力 ○ ○ 郷土資料館資料整備事業 ボランティア

文化財の保護活用を図るため、ボランティア
団体である八街文化財同好会との協働によ
り、資料館収蔵資料の修繕及び整備、市内旧
家に伝わる古文書の整理を実施している。

0 月１回
教育委員会郷土資料館
043-443-1726

1006 八街市 その他 ○
こうみんかんサポーターバ
ンク事業

市民一般

自分の持つ特技・知識・資格を生かしたい方
に登録いただき、公民館講座の講師の依頼
や、公民館利用サークルへ紹介するなどし
て、市民一人ひとりが、いつでも、どこでも、だ
れでも学び教えあえる社会を推進する。

0 通年
教育委員会中央公民館
043-443-3225

1007 八街市 事業協力 ○ ○
文化財保護事業
（八街市文化財ボランティ
ア）

ボランティア
市内に所在する文化財や文化財保護周知用
看板の点検、史跡整備等、文化財保護に関わ
る活動

0 通年
教育委員会社会教育課
043-443-1464
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1008 印西市
指定管理者
制度

○ ○
市民活動支援センターの
管理運営

企業（株式会社東京
ドームファシリティー
ズ）
（指定管理者）

指定管理者を公募し、選定されたＮＰＯに管理
運営を委任し、市民活動の交流、情報の収集
提供、活動の「場」の提供を行う。

9,608
Ｈ27.4.1～
Ｈ28.3.31

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1009 印西市
指定管理者
制度

コミュニティセンターの管理
運営

運営協議会または
NPO
（指定管理者）

市内４館のコミュニティセンターの管理運営を
各地域の市民で構成される運営協議会に委
任し、地域活動の拠点施設として、地域の交
流や活性化、連帯意識を高める。

85,962
Ｈ27.4.1～
Ｈ28.3.31

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1010 印西市 その他
市民活動団体のつどい
「だんごまつり」

市民、NPO、ボラン
ティア団体、町内会・
自治会等

市内において様々な分野で活動するNPOや
市民活動団体、ボランティア団体などが集い、
自己ＰＲや意見交換、情報交換や多くの市民
との交流を図る。（市民活動支援センター指定
管理者が事業の一環として行う）。

0
（指定管

理料に含
む）

Ｈ27.11.28～
11.29

印西市市民活動支援セン
ター
0476-48-4500
i.shiencenter@minos.ocn.ne.jp

1011 印西市 その他 ○ 市民活動推進委員会
市民、NPO、企業、学
識経験者

市の附属機関として、市民活動の推進に関し
て必要な事項を専門的な見地から調査審議
し、総合的な施策について検討・協議等を行
う。

630 年7回

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1012 印西市 委託
公益信託印西市まちづくり
ファンド

NPO

市民の自主的で主体的なまちづくり活動を支
援する助成制度。
公益信託制度として、平成19年に信託銀行
（千葉銀行）と公益信託契約を結び、ふるさと
づくり運営基金等により設定されたファンドか
ら直接市民活動団体に助成することで、より
柔軟で行政施策に捕らわれない独立した立場
で市民主体のまちづくり活動を促進する。

0 年間(H27.4)

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

【受託者】千葉銀行

犯罪のない明るく住みよい市を目指し、組合
が中心となり市民や関係団体・機関との相互 H27.4.1～

市民部市民安全課
安全パトロール班1013 印西市 補助 ○ ○ 印西市防犯組合 市民 が中心となり市民や関係団体・機関との相互

の協力により、自主防犯意識の高揚を図り防
犯活動を積極的に推進する。

4,439
H27.4.1～
H28.3.31

安全パトロール班
0476-42-5111
siminanzenka@city.inzai.lg.jp

1014 印西市 事業協力 ○ 防犯パトロール 市民

市民による地域の力で犯罪による被害を減ら
すことを目的とし、防犯パトロール隊によるパ
トロール活動を実施。なお、市内の大学に通う
学生もパトロール隊に登録をして活動を行って
いる。

185
H27.4.1～
H28.3.31

市民部市民安全課
安全パトロール班
0476-42-5111
siminanzenka@city.inzai.lg.jp

1015 印西市 その他 クリーン印西推進運動 市民

「みんなでつくろう　美しいふるさと　いんざい」
をテーマに、市、市民、事業所が一体となり、
ごみの散乱防止。散乱空き缶等の清掃を目的
として市内一斉に実施。

566
原則毎月第１月
曜日

環境経済部クリーン推進課不
法投棄対策班
0476-42-5111(内385)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1016 印西市 その他 ゴミゼロ運動 市民

関東甲信越静1都10県環境美化運動の日を
中心に、統一美化キャンペーンを実施し、空き
缶等のごみの散乱防止と再資源化促進の普
及を図る。秋のごみゼロについては、印西市
独自の事業。

1,555
5月31日
10月25日

環境経済部クリーン推進課不
法投棄対策班
0476-42-5111(内385)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1017 印西市
企画立案へ
の参画

○ いんざい環境フェスタ 市民

豊かで住みよい街づくりを目指し、市民一人一
人の環境保全に対する意識を高揚させること
を目的にいんざい環境フェスタを各環境団体
と開催する。

456 6月6日

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内383)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1018 印西市 その他 ○ リサイクル施設見学会
市民（NPO温暖化防
止印西）

ごみ中間処理施設、リサイクル施設などを見
学し、ごみの分別および、減量化の大切さを
学ぶ。夏休みの8月は親子を対象、12月は廃
棄物減量等推進員を対象、2月は一般市民を

0 8月、12月、2月

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内383)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1019 印西市 その他 廃棄物減量等推進員制度 市民
市長から委嘱されたクリーンアドバイザー、町
内会等から推薦されたクリーンパートナーによ
り、ごみ減量の啓発や分別の指導等を行う。

3,502 H27.6

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内382)
cleanka@city.inzai.lg.jp
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1020 印西市 補助 国際交流協会助成事業
印西市国際交流協
会

外国人との共生社会を目指すため、市民主体
の国際交流事業等が活発化するよう支援す
る。

500
H27.4.1～
H28.3.31

企画財政部企画政策課企画
政策班
0476-42-5111（内472）
kikakuka@city.inzai.lg.jp

1021 印西市 補助
印西市産学官連携等促進
事業

ＮＰＯ（ＮＰＯ法人ＴＤ
Ｕいんざい産学官支
援ネットワーク）

起業支援、産学連携等による新事業創出など
を支援する施設運営及び各種ソフト事業の実
施

9,000
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課経済
政策班
0476-42-5111（内線354）

1022 印西市 補助 観光振興対策事業
ＮＰＯ（ＮＰＯ法人印
西市観光協会）

各種イベントの実施、参加、舟運事業、観光情
報館の運営

8,082
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課地域
資源振興班
0476-42-5111（内線351）

1023 印西市 委託
印西市きおろし水辺の広
場管理業務委託

NPO（ＮＰＯ法人印西
市観光協会）

印西市きおろし水辺の広場における日常管理
業務委託（駐車場開閉、場内清掃、トイレ清掃
等）

619
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課地域
資源振興班
0476-42-5111（内線351）

1024 印西市
委託、事業
協力

草深の森草刈業務委託
NPO（ＮＰＯ法人ラー
バン千葉ネットワー
ク）

草深の森の下草刈、植生に配慮した整備 378 年間

環境経済部環境保全課環境
保全班
0476-42-5111(内364)
kankyouka@city.inzai.lg.jp

1025 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立クリオネクラブの
管理運営

ＮＰＯ（ＮＰＯ法人マー
ブル福祉会)

印西市立クリオネクラブの管理運営をマーブ
ル福祉会に委任し、学校放課後の障害児が
安全に過ごす場の提供、障害児の生活指導
等を行う。

20,000
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部障がい福祉課障
がい福祉給付班
0476-42-5111(内262)
syoufukuka@city.inzai.lg.jp

1026 印西市 委託 介護保険認定調査委託

NPO
＊予算上はNPO以外
の社会福祉法人等も
含む

被保険者から介護保険要介護認定・要支援
認定等申請があった際に、被保険者の心身の
状況や日常生活動作など、認定に必要な調査
について委託する。

4,536 年間

健康福祉部介護保険課
介護認定班
0476-42-5111(内216)
kaigoka@city.inzai.lg.jp

予防給付ケアプラン原案
NPO
＊予算上はNPO以外

予防給付に係る介護予防サービスを利用する
にあたり、当該利用者を訪問して基本情報の

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課

1027 印西市 委託
予防給付ケアプラン原案
作成委託

＊予算上はNPO以外
の社会福祉法人等も
含む

にあたり、当該利用者を訪問して基本情報の
把握及びアセスメントを行い、予防給付ケアプ
ランの原案作成を委託する。

4,591 年間
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1028 印西市 事業協力 ○
認知症サポーター養成講
座

市民、ＮＰＯ

認知症について、正しい知識を持ち、認知症
の人やその家族を応援する人を養成する。小
学生は希望された学校で実施、一般向け講座
も開催している。

0 年間

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1029 印西市 委託 認知症カフェ ＮＰＯ

国が示すオレンジプランの施策の一つで、「認
知症カフェ」の普及の為、認知症になっても、
住みなれた地域で安心して尊厳あるその人ら
しい生活が維持できるよう、また家族の介護

200
Ｈ27.5.21～
Ｈ28.3.31

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1030 印西市 委託 女性の悩み相談業務委託
NPO
（NPO法人ウィメンズ
カウンセリングちば）

女性が抱えるさまざまな悩みに対して、精神
的支援を図るためのカウンセリングを行うこと
により女性の精神的自立を援助する。

519
毎月第1・第3木
曜日（原則）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1031 印西市 委託 ○ つどいの広場事業
NPO
（NPO法人いんば子
どもネットワーク）

主に乳幼児（０歳から３歳）をもつ親と子どもが
気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合
い、交流を図ることや、ボランティアを活用して
の育児相談などを行う場を身近な地域に設置
することにより、子育てへの負担感の緩和を
図り、安心して子育て・子育ちができる環境を
整備し、地域の子育て支援機能の充実を図
る。

5,614
年間
（H27.4）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp
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1032 印西市 委託 ○
ファミリーサポートセンター
事業

NPO
（NPO法人いんば子
どもネットワーク）

市民が仕事と育児を両立し、安心して子どもを
育てることのできる環境づくりを推進するととも
に、地域における子育てを支援することを目的
とする。
育児の援助を行う事を希望する者と、育児の
援助を受ける事を希望する者をもって構成す
る会員組織であって、その会員相互による育
児の援助活動の調整を行う。

3,248
年間
（H27.4）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内246)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1033 印西市

その他
（事業に協
力してもら
う）

○ ブックスタート事業 市民

４か月児相談時に本（絵本）をプレゼントする
ことで「親子の絆」を応援する事業ですが、市
の事業としては、単なる本のプレゼントではな
く、「読み聞かせ」の大切さ、効果を広めてい
く。
現在、児童館事業・図書館事業・幅広い事業
の中で「読み聞かせ事業」を実施しているが、
更なる充実を図り、絵本を通じて、言葉と心を
通わす「きっかけづくり」を応援する事業であ

695 H27.4
健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1034 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立六合学童クラブ
管理運営委託

NPO（NPO法人ワー
カーズコープ）

放課後児童健全育成事業を行う印西市立六
合学童クラブの管理運営委託

6,864
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1035 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立牧の原学童クラ
ブ管理運営委託

NPO（NPO法人ワー
カーズコープ）

放課後児童健全育成事業を行う印西市立牧
の原学童クラブの管理運営委託

7,936
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1036 印西市 補助 ○ 民間学童クラブ運営事業
NPO（NPO法人しお
んの家）

放課後児童健全育成事業を行うしおん学童ク
ラブの運営

3,044
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jphoikuka@city.inzai.lg.jp

1037 印西市 委託 ○
印西市家庭的保育事業業
務委託

NPO（NPO法人日本
チャイルドマインダー
協会）

小規模保育事業の業務委託 16,200
H27.4.1～
H27.9.30

健康福祉部保育課保育班
0476-42-5111(内223)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1038 印西市
委託
事業協力

○ ○
竹袋調整池と周辺地域の
維持管理事業（企画提案
型協働事業）

NPO
（ＮＰＯ法人エコネット
ちば）

竹袋調整池周辺の草刈・花畑植栽管理 2,950 4月～3月
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)

1039 印西市
委託
事業協力

公園緑地維持管理事業
NPO
（ＮＰＯ法人ラーバン
千葉ネットワーク）

松崎台公園・緑地の池の保全・管理等 322 4月～3月
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)

1040 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（高花2丁目北
自治会）

高花北街区公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集
及び清掃、公園内の除草、情報の提供（施設
の破損、樹木の損傷）、その他

110
5月
10月
12月

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1041 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（北総ふれあい
の里・笑呼ネット）

浦幡新田公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集
及び清掃、公園内の除草、情報の提供（施設
の破損、樹木の損傷）、その他

110
毎月
第2火曜日

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1042 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（花の会）
高花公園
花壇作り（植栽・水やり・管理）、その他周辺の
清掃、除草、樹木施設の点検

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)

1043 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下万葉公園
後援会）

木下万葉公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集
及び清掃、トイレ清掃、活動区域内の除草、情
報の提供（施設の破損、樹木の損傷）、その他

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp
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1044 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（七畝割町内
会）

七畝割第１幼児公園、七畝割第２幼児公園
草刈及び落ち葉拾い、吸殻、犬猫の糞、空き
缶、空瓶等の散乱ゴミの収集及び清掃、情報
の提供（施設の破損、樹木の損傷、不法投
棄）

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1045 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（高花五丁目清
掃会）

高花公園
公園内周囲の清掃、公園内巡視

110 随時
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)

1046 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（浦幡公園のみ
どりを守る会）

浦幡新田公園
桜の苗木植樹及び植樹後の管理及びゴミ収
集、アカマツの保護、情報の提供（施設の破
損、樹木の損傷、不法投棄）

110 随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1047 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（ガーデン新鮮
組）

木刈中児童公園
散乱ゴミの収集、公園内外の清掃（除草含
む）、プランターの花苗の手入れ、フン、古くぎ
等の除去に伴う安全確保、情報の提供（施設
の破損、樹木の損傷）、その他

110
年6回及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1048 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（NPO法人小林
住みよいまちづくり
会）

浅間山公園
山野草の植栽管理及び自主山野草の保護、
散乱ゴミの収集及び清掃（除草含む）、情報の
提供（施設の破損、樹木の損傷）、その他

110 随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1049 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（トリアス大塚
前公園美化チーム）

大塚前公園
花壇の植栽管理、その他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1050 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下東けやき
の会）

木下東３丁目公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、その他

110
毎月20日
（1・8月除く）

都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jptoseika@city.inzailg.jp

1051 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（丸山の会）
おおた幼児公園
散乱ゴミの収集及び清掃、砂場清掃、除草、
その他

110
4,8,12,2月
第3日曜日

都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1052 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（西部公園
パークゴルフクラブ）

印旛西部公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、管理棟清
掃、その他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1053 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（いには野環境
ボランティア）

松虫姫公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、花植え、そ
の他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1054 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下南公園等
の藤を剪定する会）

木下南公園・竹袋調整池
藤の剪定

110 年2回
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1055 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（原山花の丘自
治会）

原山北街区公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、その他

110 通常土日
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1056 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（草花愛好会）
かけっこ公園
清掃・除草、ゴミ収集、花壇の花植え

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内748)
toseika@city.inzai.lg.jp

1057 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（パークゴルフ
本埜同好会）

本埜スポーツプラザ
草刈り、ゴミ拾い、小石拾い

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内749)
toseika@city.inzai.lg.jp

1058 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（印旛弓友会）
印旛中央公園（弓道場付近）
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、損傷箇所の
情報提供

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内750)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp

1059 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ボランティア（千葉県
立印旛明誠高等学
校）

牧の原二丁目緑地
花壇管理（いんザイ君）、ゴミ拾い

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内751)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp
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1060 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（亀成川を愛す
る会）

別所谷津公園、別所緑地
ゴミ拾い、草刈り

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp

1061 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（印西いーまち
会）

千葉ニュータウン中央駅北口
花壇作り（植栽・水やり・管理）、除草

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1062 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（ラーバンクラ
ブ）

大塚ビジネスモール
花壇作り（植栽・水やり・管理）、ゴミ収集

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1063 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（滝野ラベン
ダーの会）

滝野
ラベンダーの植栽・水やり・管理、除草、ゴミ収
集、異常個所の連絡等

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1064 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（いには野アカ
ガエルの里を守る
会）

松虫・若萩
ゴミ収集、異常個所の連絡

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1065 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（緑を維持する
会）

牧の原5丁目北
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1066 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（緑地協定委員
会）

牧の原5丁目北
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1067 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（クリーンアース
031）

小林北
側溝清掃、グレーチングの落ち葉ゴミ清掃

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1068 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

NPO（桜苑壱番街管
理組合）

小倉台2丁目
草花の植栽・除草・ｺﾞﾐの清掃

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)1068 印西市 事業協力 ○

美化活動支援事業 理組合） 草花の植栽・除草・ｺﾞﾐの清掃
231 通年 0476-42-5111(内797)

dobokuka@city.inzai.lg.jp

1069 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

株式会社グラック
牧の原4丁目東地区
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1070 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

社会福祉法人　昭桜
会

社会福祉法人　昭桜会前の道路付帯用地
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1071 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

いには野環境ボラン
ティア

いには野地区
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1072 印西市 事業協力 ○ 吉高の大桜を守る会
ＮＰＯ（吉高の大桜を
守る会）

市指定文化財「吉高の大桜」の開花時に募金
等を募り、集まったお金で薬剤・肥料等を購入
し、維持管理を 等行っている。

53 通年
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線545.546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1073 印西市 委託 ○ ○ 印西市木下地区歴史講座
ＮＰＯ
（木下まち育て塾）

平成25年度企画提案型協働事業として「印西
市木下地区歴史講座」が採択され、平成27年
度に実施する。

391 H27.4～H28.3
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1074 印西市 委託 ○ ○
道作古墳群歴史広場の維
持管理事業

ＮＰＯ
（小林住みよいまち
づくり会）

平成26年度企画提案型協働事業として「道作
古墳群歴史広場の維持管理事業」が採択さ
れ、平成27年度に実施する。

1,038 H27.4～H28.3
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1075 印西市 共催 ○ 小林かるた大会
ボランティア（小林地
区青少年相談員）

子供同士の交流を図ることを目的に、小林地
区の青少年相談員と協力して「かるた大会」を
実施する。

0 H28.1
教育部小林公民館
0476-97-0003
kobakou@city.inzai.lg.jp

1076 印西市 共催 ○ ふれあい大会
ボランティア（西の原
地区青少年相談員）

地域活性化の一つとして、世代を超えた交流
を目的に青少年相談員と共催でスポーツ大会
を実施する。

0
H27.12
（予定）

教育部そうふけ公民館指導
班
0476-45-3800
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1077 印西市 その他 ○
ボランティア育成・活用事
業

ボランティア

ボランティア活動の場を求めている方や館に
協力していただける方を対象にボランティアを
募集し、施設の美化環境整備等に協力してい
ただき、活動の機会を提供する。

24
H27.4～H28.3
（予定）

教育部そうふけ公民館指導
班
0476-45-3800
furebun@city.inzai.lg.jp

1078 印西市 共催 ○ 初心者向けパソコン講座
ボランティア（印西ＩＴ
ボランティア）

パソコンに慣れ親しむことを目的とし、基本操
作、文書作成、インターネット、電子メールを学
び、パソコンを使用した自己学習のきっかけと
する。

0
H27.6
H27.11

教育部中央駅前地域交流館
0476-46-5111
ekikou@city.inzai.lg.jp

1079 印西市 共催 ○
どきどき冒険隊
（本埜地区ウォークラリー）

ボランティア（本埜・
滝野地区青少年相
談員）

普段関わることが少ない他学年・他校の児童
で構成された集団の中で、社交性や協調性を
養わせることを目的に、本埜・滝野地区の青
少年相談員と共催でウォークラリーを実施す
る。

0
H27.9
（予定）

教育部本埜公民館
0476-97-2011
motonokou@city.inzai.lg.jp

1080 印西市 事業協力 ○ おはなし会 ボランティア
図書館で実施する、児童から小学生低学年を
対象としたおはなし会での読み聞かせやすば
なしなどの実演。

0 通年
教育部印西市立大森図書館
0476-42-8686
oomorit@city.inzai.lg.jp

1081 白井市 実行委員会 ○ ○ 白井市ふるさとまつり ボランティア・NPO

市民生活の向上及びふるさと意識の高揚に
寄与することを目的とし、ふるさとまつりの企
画・立案、運営・管理、広報や関係者等との調
整を行う。

4,320 10月
商工振興課商工振興班
047-492-1111（内3241）

白井市商工会
047-492-0721

1082 白井市 委託 ○ ○ 白井脳いきいき教室 ＮＰＯ 高齢者の認知症予防の学習教室を実施 1,311
5月～Ｈ28.3月（4
月・10月）

高齢者福祉課
高齢者支援班
047-492-1111（内線5331）

1083 白井市 委託 ○ 介護予防ケアマネジメント ＮＰＯ 要支援１，２の方のケアマネジメント 350 通年
高齢者福祉課
地域包括支援センター
047-492-1111（内線5336）

市民学芸スタッフ古文書修
文化センター

1084 白井市 その他 ○
市民学芸スタッフ古文書修
補活動事業

ボランティア 市民と一緒に古文書の修補活動を行う｡ 1,411 通年
文化センター
 郷土資料館
047-492-1124

1085 白井市
その他
事業の補助

○ 天体観望会・天文講座 ボランティア

毎月行われる天体観望会や、市民団体や学
校から要望があった場合行われる出張観望
会、天文現象に合わせて行う特別観望会等の
補助及び、天文講座の実験や指導の補助。

176
毎月1回～2回
（随時）

文化センター
プラネタリウム
047-492-1125

1086 白井市 事業協力 ○
市民が育てるきれいなまち
つくりたい〔ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ〕
事業

ボランティア
一定区画の公共スペースを養子とみなし、市
民・市民団体が里親となり、環境美化活動を
行う。

0 随時

市民活動支援課市民活動支
援班
047-492-1111（内線3153）
shiminkatsudou@city.shiroi.ch

1087 白井市 委託 ○ 市民活動まつり 市民活動団体
市民活動団体と市民の交流の場としてまつり
を開催し、市民活動報告やＰＲを行う。

80 11月

市民活動支援課市民活動支
援班
047-492-1111（内線3153）
shiminkatsudou@city.shiroi.ch

1088 白井市 実行委員会 ○ 子どもワンパク大会 市民団体等
市民団体等で組織する実行委員会で各団体
が各コーナーを企画・運営する。

400 5月

生涯学習課社会教育班
047-492-1111（3433）
syougai-
gakusyuu@city.shiroi.chiba.jp

1089 白井市 実行委員会 ○ 白井スポーツフェスタ 市民団体等 大会の企画・運営 1,600 10月
生涯学習課スポーツ振興班
047-492-1111（3434）
sports@city.shiroi.chiba.jp

1090 白井市 実行委員会 ○ 白井梨マラソン大会 市民団体等 大会の企画・運営 1,800 10月
生涯学習課スポーツ振興班
047-492-1111（内線3435）
sports@city.shiroi.chiba.jp
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1091 白井市 委託 ○ 国際理解推進事業 市民活動団体

市民の国際理解推進及び外国人市民との交
流を深めることを目的に①オースラリアビクト
リア州政府代表を招いての講演会、②国際親
善ミニサッカー大会③各国の料理やダンスを
とおしての異文化理解のためにダンス･フー
ド・フェスティバルを実施する。

306 通年

企画政策課
男女共同参画室
047-492-1111
（内線3354・5）

1092 白井市 実行委員会 ○  ○ 〇 市民文化祭
公募市民
文化団体等

役割分担を図り、一般部門は白井市文化団体
協議会を核に文化団体を公募して組織した文
化祭実行委員会に補助を行い実務運営を任
せ、学校部門と併せた市民文化祭を共催す

2,496
10・11月
(5～7月)

文化課文化班
047-492-1123

1093 白井市 実行委員会 ○ 環境フォーラム 環境団体等
環境団体、市職員等で実行委員会を組織し、
環境フォーラムの企画・運営・管理等を行う。

113 Ｈ28年2月
環境課　環境保全・放射能対
策班
047－492－1111（内線3288）

1094 白井市 補助 ○
文化を支える人材育成支
援事業

白井市文化団体協
議会

社会を挙げての文化振興を進めるため、文化
振興を協働する目的で設立された白井市文化
団体協議会（加盟68団体、会員約1140名）の
活動を補助支援し、実践的な団体や人材の育
成を図る。

1,102 通年
文化課文化班
047-492-1123

1095 白井市 共済 ○ ○
チャレンジパーソンスポー
ツ

ボランティア
市民団体

障害者と健常者が共にスポーツレクリエーショ
ンをとおし、相互理解を深めながら社会福祉
活動を推進する。

450 5月
社会福祉課障害福祉班
047-492-1111（内5302）

1096 白井市 委託 ○ ○ 介護支援ボランティア事業 ＮＰＯ
高齢者が介護施設でのボランティアを行うこと
で、社会参加、地域貢献を果たしながら、自ら
の介護予防をする。

2,111 通年
高齢者福祉課
介護保険班
047-492-1111（内線5334）

白井市社会福祉協議
会
047-492-5713

補助 外国人の福祉の向上と国際理解の推進を図
総務部企画課

1097 富里市
補助
事業協力

○ 外国人支援事業 富里国際交流協会
外国人の福祉の向上と国際理解の推進を図
る。

317 通年 企画統計班
0476-93-1118

1098 富里市 事業協力 ○ 社会を明るくする運動
市民，市民活動団
体，地縁による団体

実施委員会を設置。市立図書館にて社会を明
るくする運動啓発特別映画会を実施する。

25 7月
健康福祉部社会福祉課
厚生班
0476-93-4192

1099 富里市
実行委員
会・共催

○ 福祉まつり
市民，市民活動団
体，地縁による団体

社会福祉協議会が主催する福祉まつりについ
て，各団体の代表者をもって構成する実行委
員会を立ち上げ，企画運営を実施する。

0 随時
健康福祉部社会福祉課
厚生班
0476-93-4192

富里市社会福祉協議
会

1100 富里市 事業協力 ○ 日赤奉仕団活動 市民活動団体

環境美化事業，献血の補助作業，自治会行
事（夏祭り等）への参加，自治会の防災訓練
時における非常食の調理，成田赤十字病院
にて使用する衛生材料の作成。

0 通年
健康福祉部社会福祉課
厚生班
0476-93-4192

1101 富里市
補助
事業協力

○ 地域福祉活動 市民活動団体

福祉サービスや相談活動，ボランティアや市
民活動の支援，共同募金運動への協力など，
多様な福祉ニーズに応えるため，それぞれの
地域の特性を踏まえ，地域の福祉増進を図

35,645 通年
健康福祉部社会福祉課
厚生班
0476-93-4192

富里市社会福祉協議
会

1102 富里市
補助
委託

○ 民生委員児童委員活動 市民活動団体
住民が適切な福祉サービスを得られるよう，
実態調査や相談，各種機関と連絡調整を行
い，生活を支援する。

3,693 通年
健康福祉部社会福祉課
厚生班
0476-93-4192

1103 富里市
実行委員
会・共催

○ 障がい者フェスティバル
市民活動団体，事業
者

富里障がい者フェスティバル実行委員を立ち
上げ，企画・運営を実施。

0 12月
健康福祉部社会福祉課
障害福祉班
0476-93-4192

1104 富里市 委託 ○ 自立支援協議会
市民，市民活動団
体，事業者

関係機関のネットワーク構築強化のため，「教
育・療育部会，地域生活研究部会，就労研究
部会，ぷれジョブ部会」を設置して専門に研究
を行い，年に３回開催する自立支援協議会で

7,704 通年
健康福祉部社会福祉課
障害福祉班
0476-93-4192
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1105 富里市 委託
ファミリー･サポート･セン
ター事業

その他

育児の援助ができる人（提供会員）と育児の
援助を受けたい人（利用会員）が、育児・介護
について助け合う有償ボランティア組織。
保育園や放課後児童クラブなど既存の保育施
設等で実施している一時保育や延長保育を更
に補完する事業として、地域住民と連携をし、
労働形態の多様化への対応、仕事と子育て
の両立、女性の社会進出への有効な支援策
としての効果を期待する。

2,994 通年
健康福祉部子育て支援課
子ども子育て政策室
0476-93-4497

富里市社会福祉協議
会

1106 富里市
情報交換・
意見交換

○
オレンジリボンキャンペー
ン（児童虐待防止推進月
間のＰＲ活動）

市民活動団体
社会福祉協議会が主催する福祉まつりに参
加し，「児童虐待防止」に関する広報・啓発活
動を行う。

0 11月
健康福祉部子育て支援課
児童家庭班
0476-93-4497

富里市社会福祉協議
会

1107 富里市 事業協力 ○ ○ 児童遊園管理事業 地縁による団体
公園内の清掃や除草・木の剪定，遊具等施設
の点検及び簡単な修繕を行う。

602 通年
健康福祉部子育て支援課
子ども子育て政策室
0476-93-4497

1108 富里市
委託
事業協力

○ ○
放課後児童健全育成運営
事業

保護者
放課後児童の健康管理・安全確保。遊びを通
しての自主性，社会性及び創造性を育む。

14,368 通年
健康福祉部子育て支援課
幼保連携推進班
0476-93-4497

1109 富里市 委託 ○
高齢者地域コミュニティ形
成事業

市民，市民活動団
体，地縁による団体

市及び社会福祉協議会が主体となり，各種団
体と協力のもと，小学校区ごとで特色ある敬
老イベント等を企画・運営し，地域交流を図

6,598 通年
健康福祉部高齢者福祉課
高齢者施策推進室
0476-93-4981

1110 富里市 事業協力 ○
高齢者見守り協力事業者
ネットワーク事業

事業者
協力事業者の事業活動における見守り活動，
高齢者の異変を察知した場合の市への通報。
市は，通報の対応や各種支援を行う。

30 通年
健康福祉部高齢者福祉課
高齢者施策推進室
0476-93-4981

1111 富里市 事業協力 ○
糖尿病予防教室卒後グ
ループ育成（健康増進事
業）

市民活動団体
歩け歩けイベントや学習会など，各種活動の
企画・運営を行う。会員へのイベント周知・会
報の作成を行う。

55 通年
健康福祉部健康推進課
予防班
0476-93-4121

1112 富里市 実行委員会 ○ ○
１２０万歩健康ウォーキン
グ事業「富里にんじん
ウォーク」

市民活動団体
市民を対象としたウォーキングイベントの企
画・運営。

89 11月
健康福祉部健康推進課
予防班
0476-93-4121

1113 富里市 補助 ○ 地域保健推進員活動事業 市民活動団体
保健センター事業への協力，地区活動の実
施，地産地消への取り組み活動を行う。

956 通年
健康福祉部健康推進課
予防班
0476-93-4121

1114 富里市 委託 ○
市民後見制度普及推進事
業

市民活動団体
市民後見制度の周知啓発・研修会を実施し，
制度の普及を図る。また，後見制度について
の相談会を行う。

565 通年
健康福祉部高齢者福祉課
地域包括支援センター
0476-93-4981

1115 富里市
情報交換・
意見交換

○
消費者行政推進連絡協議
会

市民活動団体，地縁
による団体

市内での消費者トラブル情報を共有し，市民
に対する啓発及び見守りを行う。

0 通年
市民経済環境部産業経済課
商工観光振興室
0476-93-4942

1116 富里市 実行委員会 ○ 富里ふるさとまつり
富里ふるさとまつり
実行委員会（市民活
動団体，地縁による

とみさと市民相互のふれあいと，子どもたちの
ふるさとの思い出づくりを図り，郷土の発展に
寄与するために開催する。商工会が主体とな

2,500
実施：8月 市民経済環境部産業経済課

商工観光振興室
0476-93-4942

1117 富里市 その他 ○ 市内一斉ゴミゼロ運動 市民
空き缶等の散乱ごみを拾い臨時に設けられた
収集場所にごみを出すか，クリーンセンターへ
搬入する。

375 5月
市民経済環境部環境課
リサイクル推進班
0476-93-4946

1118 富里市 事業協力 ○
富里市ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（道路の里親制度）

ボランティア
一定区間の道路を養子とみなし，自らがその
道路の里親となり，清掃美化活動を行う。

84 随時
市民経済環境部環境課
リサイクル推進班
0476-93-4946

1119 富里市 事業協力 ○
ポイ捨て“ナイナイ”キャン
ペーン

市民，市民活動団体
のぼり旗や，横断幕，ポスターを貼ることによ
り，ごみのポイ捨て防止の啓発を行う。また，
担当小学校区を決め，街頭啓発活動（パレー

200 ９月
市民経済環境部環境課
リサイクル推進班
0476-93-4946

1120 富里市
補助
事業協力

○ 資源回収運動 市民活動団体
再資源化物の回収により，ごみの減量化及び
資源の有効利用を推進し，市民のリサイクル
に対する意識の向上を図る。

8,224 随時
市民経済環境部環境課
リサイクル推進班
0476-93-4946
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1121 富里市 事業協力 ○ 街角花いっぱいﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ ボランティア
ポイ捨て等のごみの散乱を防止するため，花
をメッセンジャーとして住民や市内を通行する
人に美化を訴えていく活動。

60 随時
市民経済環境部環境課
リサイクル推進班
0476-93-4946

1122 富里市 委託 ○
公共施設におけるグリーン
カーテン推進事業

市民，市民活動団体
富里市環境基本計画における公共施設の緑
化の推進について，管理面を市民や市民活動
団体との協働により行う。

0 夏季
環境課環境保全班
0476-93-4945
財政課契約管財班

1123 富里市 補助 人権擁護委員活動 人権擁護委員
人権相談や人権教室を実施し，人権啓発活動
及び啓発物の配布のため，福祉まつりに参
加。人権週間には，啓発コーナーを設置する。

370
毎月第4火曜日
12月

市民経済環境部市民課
戸籍班
0476-93-4087

1124 富里市
補助
事業協力

○ 防犯対策事業 市民活動団体
犯罪の予防警戒などの自主防犯活動や児
童・生徒の登下校時の見守り活動などの地域
防犯活動。その他，防犯上必要な事項。

576 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民安全班
0476-93-1114

1125 富里市
補助
事業協力

○ 交通安全対策事業 市民活動団体
警察署や交通安全協会と連携し，交通事故防
止や交通安全施設の普及・点検。市主催事業
の協力や交通安全功労者及び会員の表彰に

360 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民安全班
0476-93-1114

1126 富里市
補助
事業協力

○ 防災事業
市民活動団体，地縁
による団体

既存の自主防災組織を中心に防災訓練を実
施するとともに，新たな自主防災組織の設立
を支援し，防災力の向上に努めている。

480 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民安全班
0476-93-1114

1127 富里市
企画立案へ
の参画

○
協働のまちづくり推進委員
会

市民，市民活動団体
地縁による団体，事
業者

公募市民等により構成され，富里市協働のま
ちづくり条例に基づき制定した協働のまちづく
り推進計画の進捗状況等を検証し，協働のま
ちづくりを効果的に推進することを目的とする
委員会。

（報酬）
610

実施：年６回程
度

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-111７

1128 富里市 補助 ○ 市民活動支援補助金 市民活動団体

団体の立ち上げ，事業継続，新たな事業への
挑戦など活動段階に応じて市民活動に対する
経費の一部を補助し，担い手を支援する。公
開プレゼンテーションにより協働のまちづくり

1,000
募集：予算の範
囲内で複数回募
集

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-111７開プレゼンテーションにより協働のまちづくり

推進委員会が採否の審査を行う。
集 0476-93-111７

1129 富里市 事業協力 ○ 協働のまちづくり講座 市民活動団体等

協働のまちづくりについて学び，市民活動の
担い手の発掘・育成を図るとともに，参加者同
士で交流できる機会を提供する。団体の取組
を発表したり，参加者に団体の活動の体験を
してもらうなど活動者の立場から事業に携わ
る。

300
実施：年３回を予
定（初回は7月）

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-111７

1130 富里市 事業協力 ○ ○ とみさと協働塾
市民，市民活動団
体，地縁による団
体，事業者等

市民が協働のまちづくりについて気軽に情報
交換したり，学べる場を提供し，人材の発掘・
育成を図る。また，単発で終わりにせず継続し
て実施し，新たな事業の可能性を探る。平成

150
実施：年５回を予
定（初回は7/23）

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-111７

1131 富里市
補助
事業協力

○
地域づくり協議会モデル事
業

市民活動団体，地縁
による団体等

小学校区を一つの単位として，地域にある団
体や組織と連携して地域課題を把握し，課題
解決できるようなネットワーク組織を設立す
る。
地域づくり協議会モデル事業補助金により財
政的援助を行う。

300

区長会等と連携
し，１地域を設定
する（時期は未
定）

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1132 富里市
実行委員
会・共催

○ ○ 地域フォーラム
市民，市民活動団
体，地縁による団体
等

小学校区を単位とし，参加者同士で地域の課
題を出し合い，共有し，解決策を話し合う。企
画・運営に協力していただける団体を公募し，
実施する。

0
募集：5月
実施：協力団体
との協議による

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1133 富里市 事業協力 ○ ○ 市民活動フェスタ
市民活動団体，地縁
による団体等

市民活動団体の日頃の活動を発表する機会
を提供し，一般市民に対し市民活動の周知・
啓発を図るとともに，団体同士で交流できる機
会を提供する。企画・運営に協力していただけ
る団体を公募し，実施する。

109
募集：6月
実施：協力団体
との協議による

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1134 富里市 その他 市民活動総合補償制度
市民活動団体，地縁
による団体等

市民が安心して市民活動を行えるよう，活動
中の傷害事故及び損害賠償事故に対する補
償制度。

526 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117
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1135 富里市 表彰 ○ 市民活動表彰
市民活動団体，ボラ
ンティア等

市民活動に取り組む団体・個人を表彰し，市
民活動の活性化を図る。

0 ２月
市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1136 富里市
公共施設等
の提供

○ ○
（仮称）市民活動サポート
センター事業

市民，市民活動団
体，地縁による団
体，事業者等事業

市民活動の拠点であるとともに，中間支援とし
ての機能を果たし，課題解決に向け事業に取
り組む市民活動団体を支援する。

6,879 通年（２月開設）
市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1137 富里市
企画立案へ
の参画

○
協働のまちづくり推進計画
検討委員会

市民，市民活動団
体，地縁による団
体，事業者等事業

協働のまちづくり推進計画の前期実行計画
（平成23年～27年）が平成27年で終了するこ
とから，後期実行計画（平成28年～32年）を策

292
実施：年８回を予
定

市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1138 富里市
指定管理者
制度

○
富里北部コミュニティセン
ター管理運営業務

管理運営委員会（地
域住民により組織さ
れた団体）

コミュニティセンターを市民にとってより身近な
施設として活用できるよう管理運営委員会に
委託し，市民自らの自由と責任で管理運営を
する。

8,240 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1139 富里市
指定管理者
制度

○
中部ふれあいセンター管
理運営業務

管理運営委員会（地
域住民により組織さ
れた団体）

コミュニティセンターを市民にとってより身近な
施設として活用できるよう管理運営委員会に
委託し，市民自らの自由と責任で管理運営を
する。

5,047 通年
市民経済環境部市民活動推
進課市民協働推進班
0476-93-1117

1140 富里市 事業協力 ○ 市民活動支援事業 市民活動団体
日吉台メイン道路の街路樹及び植樹桝の維
持管理。

0 通年
都市建設部建設課
管理班
0476-93-5747

1141 富里市 事業協力 ○
日吉台宅地間植樹帯の保
全

地縁による団体
日吉台宅地間植樹帯の機能保持（草刈り，剪
定）

335 通年
都市建設部都市整備課
公園緑地班
0476-93-5347

1142 富里市 事業協力 ○
公園等の市民参加による
管理

市民活動団体，地縁
による団体

公園及び緑地の日常的な管理を委託し，市と
の連携により公園等の保全に努める。

1,367 通年
都市建設部都市整備課
公園緑地班
0476-93-5347

1143 富里市 事業協力 ○
「伸びて輝く子の育成」事

ボランティア
ボランティが先生となり，市内児童希望者に対

0
夏休み中 教育委員会学校教育課

指導班1143 富里市 事業協力 ○
業

ボランティア
して学習支援をおこなう。

0
５日間 指導班

0476-93-7659

1144 富里市 事業協力 ○ ○ 学校支援ボランティア事業 ボランティア
保護者や地域の方々にボランティアとして登
録いただき，学習支援や学校の環境整備等を
依頼する。

149 随時
教育委員会学校教育課
指導班
0476-93-7659

1145 富里市 その他 ○
少年少女の翼　陸と空の
環境学習事業

市民活動団体

陸の環境学習：里山や谷津田において，自然
を観察したりふれあったりする体験を通して，
自然環境を守ることの意味を考える。
空の環境学習：空港内外の環境保全状況見
学や騒音測定を行う。

0

年5回開催
（H27年度は
5/30，6/7，
7/25，10/4，
12/24）

教育委員会学校教育課
指導班
0476-93-7659

1146 富里市 事業協力 ○
富里市生涯学習アシスト事
業

富里市生涯学習アシ
スト事業登録者

何かを学びたい人に知識，技能，技術を有す
る人を紹介し，その人の能力を活用することに
より，市民一人ひとりの生涯学習を支援し，豊
かな社会をつくる。

20 随時
教育委員会生涯学習課
社会教育班
0476-93-7641

1147 富里市 事業協力 ○
旧岩崎久彌末廣別邸保存
活用事業

ボランティア
富里の近代化を物語る上で欠くことのできな
い，末廣農場跡地に残された岩崎久彌別邸の
維持管理と歴史資源としての活用を図る。

43,972 毎週木曜日
教育委員会生涯学習課
文化資源活用室
0476-93-764１

1148 富里市 事業協力 ○ ブックスタート事業 ボランティア
関係各課と市立図書館ボランティアの連携に
より，赤ちゃんへの読み聞かせを行い，親子
のふれあいのきっかけづくりとなるよう実施す

292
毎月第２
金曜日

市立図書館
0476-90-4646
lib1@library.tomisato.chiba.jp

1149 富里市 その他 ○
図書館ボランティア「もりの
なか」お話し会

市民活動団体
小学校・中学校などで，子どもたちに絵本や昔
話の楽しさを伝えるために絵本の読み聞かせ
や，昔話などを語るおはなし会を行っている。

0 随時
市立図書館
0476-90-4646

1150 富里市 委託 ○ 図書館ボランティア ボランティア 書架の配架・整理整頓を行う。 0 通年
市立図書館
0476-90-4646

1151 南房総市 補助 ○ ○
市民活動アドバイザー事
業

ＮＰＯ、ボランティア
等

ＮＰＯやボランティアが専門家やアドバイザー
を招聘する経費を助成。（助成金上限３万円）

90 随時
企画部市民協働課
　0470-33-1005
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1152 南房総市 補助 ○ ○
市民提案型まちづくりチャ
レンジ事業

ＮＰＯ、ボランティア
等

ＮＰＯやボランティアなどから提案事業を募集
し、優秀な提案事業を行う市民活動団体に対
し、事業実施に係る経費の一部又は全部を補
助金として交付する。
市民活動に取り組み始める団体への支援を
目的とした『はじめの一歩コース』と活動を一
層充実・発展させるための『チャレンジコース』
の2コースがある。（はじめの一歩コースは、上
限5万円。チャレンジコースは、上限30万円。）

2,650
H27.5～H28.3
（3月～4月）

企画部市民協働課
　0470-33-1005

1153 南房総市 補助 ○ ○
NPO法人設立等奨励事業
補助金

NPO、ボランティア等

NPO法人の設立に要する経費の一部又は全
部と、当該NPO法人の初期活動に要する経費
の一部又は全部を補助金として交付する。
（法人設立経費補助は上限20万円、初期活動
経費補助は上限30万円）

1,000 随時
企画部市民協働課
　0470-33-1005

1154 南房総市
補助
事業協力

○ ○ ○ 地域力を育むモデル事業
ＮＰＯ、ボランティア
等

庁内の各課からＮＰＯ等と協働して取り組みた
いテーマを募集。テーマに沿って、協働の相手
方を公募し、審査。審査後は、市とＮＰＯ等で
協定を締結し、事業を実施する。事業に要す
る費用については、協定に基づき交付金とし

2,500
H27.6～H28.3
（4月～5月）

企画部市民協働課
　0470-33-1005

1155 南房総市 補助
地域活動支援センター運
営費補助事業

ＮＰＯ法人夕なぎ

障害者等の自立及び社会参加の促進を図り、
もって障害者等の福祉の増進に資することを
目的として、地域活動支援センター運営者に
対して運営費補助金を交付する。

1,076 通年
保健福祉部社会福祉課
障害福祉係
0470-36-1151

千葉県健康福祉部
障害福祉課

1156 南房総市 補助 ○ ふれあいランチサービス事業 ボランティア団体

在宅の単身高齢者等に栄養を考慮した昼食
を月1回程度定期的にボランティアにより宅配
し、ふれあいを図るとともに健康・安否確認等

1,046 通年
保健福祉部社会福祉課
社会福祉係
0470-36-1153

南房総市社会福祉協
議会

を行い、緊急時の助け合い支援体制の確立を
0470-36-1153

1157 南房総市 補助 ○
ボランティア移送サービス
事業

ボランティア団体

高齢者や障害者等の介助を伴う移動に関す
る需要に対応するため、運転協力者（ボラン
ティア）の協力により、移送サービスを提供し、
社会参加と日常生活の支援を行う。

557 通年
保健福祉部社会福祉課
社会福祉係
0470-36-1153

南房総市社会福祉協
議会

1158 南房総市 その他 ○ ブックスタート事業 ボランティア
乳児健診の際、親子に、ボランティアが読み
聞かせを行いながら絵本を贈呈する。

463 年６回
教育委員会生涯学習課
図書館
0470-40－1120

1159 南房総市 その他 ○
井戸端会議「ひよこ」
センター内イベント

ボランティア
地域支援事業、センター内イベントの時に参
加し、子供を複数人連れている人や、困ってい
る人に対しての子育て支援を行う。

－ 年４０回
教育委員会子ども教育課
子育て支援センター
0470-40－5111

1160 南房総市 その他 ○ 絵本の読み聞かせ ボランティア
毎月第4金曜日に子育て支援センター内で絵
本の読み語りを行う。

－ 年１２回
教育委員会子ども教育課
子育て支援センター
0470-40－5111

1161 南房総市 その他 ○ なごみ喫茶 ボランティア
毎月第4金曜日に子育て支援センター内で利
用者に対してお茶をいれ、ほっと一息つける
時間を持てるように支援する。（お茶は１杯100
円）

－ 年１２回
教育委員会子ども教育課
子育て支援センター
0470-40－5111

1162 南房総市 その他 ○ 畑での野菜作り ボランティア
季節の変りめに、畑を耕し季節の野菜をつく
る。

－ 年5回程度
教育委員会子ども教育課
子育て支援センター
0470-40－5111

1163 南房総市 委託 ウォッチング南房総事業
ＮＰＯ法人富浦エコ
ミューゼ研究会

地域に散らばる史跡、自然、産業などの資源
を再発見し、ふるさとへの愛着と郷土の誇りを
育む事業

174 年１２回
教育委員会生涯学習課
丸山公民館
0470-46-4031

1164 南房総市 委託 南房総子供土曜学校事業
ＮＰＯ法人富浦エコ
ミューゼ研究会

地域に散らばる史跡、自然、産業などの資源
を再発見し、ふるさとへの愛着と郷土の誇りを
育む事業

153 年１２回
教育委員会生涯学習課
丸山公民館
0470-46-4031

78／90



平成２7年度県内市町村ＮＰＯ・ボランティア関連事業一覧表

NO. 市町村名 事業形態 協働 公募
ボラ
ン

ティ
事　　業　　名

対　象　者
（事業受託者）

事　　業　　概　　要
H26当初
予　算
（千円）

実施時期
（募集時期）

（予定）
担当課・係名・連絡先 関　係　機　関

1165 南房総市 補助 ○ 南房総市文化祭開催事業 南房総市文化協会
市内公民館サークルで組織する団体で、市全
体の文化祭及び市内７地区の公民館を会場と
した文化祭を開催

1,000 10月～２月
教育委員会生涯学習課
丸山公民館
0470-46-4031

1166 南房総市 委託
南房総人形劇フェスティバ
ル

ＮＰＯ法人富浦エコ
ミューゼ研究会

多くの子どもたちが、優れた芸術に出会い豊
かな人生を歩む契機となるとともに、人形劇等
の公演を通じて、親同士・子同士のコミュニ
ケーションを推進し、児童の健全で豊かな心
身の発達を促すことに寄与することを目的に

2,700 ７月～８月
教育委員会生涯学習課
社会教育係
0470-46-2963

1167 南房総市
指定管理者
制度

南房総市大房岬少年自然
の家管理業務

NPO法人千葉自然学
校

団体活動を通じて青少年を自然に親しませ、
青少年の健全な育成を図るととともに地域振
興の活性化を図るという設置目的に基づき、
管理運営を行う。

0 通年
教育委員会生涯学習課
社会教育係
0470-46-2963

1168 南房総市
公共施設等
の提供

○ 読書活動推進事業 ボランティア団体
乳幼児から小学校低学年を対象に市内7地区
で月1回絵本の読み聞かせ会を開催。

624 通年
教育委員会生涯学習課
南房総市図書館
0470-40-1120

1169 南房総市 その他
協働のまちづくり活動補償
制度

市民、市民団体〔NＰＯ、
ボランティア、地縁組織
（区・組・班・地縁団体）〕

市が保険に加入し、市民又は市民団体の公
益活動中の事故に対して補償を行う（市民・市
民団体の事前登録は不要）。

1,626 随時
総務部総務課
　0470-33-1021

1170 匝瑳市 その他 ○ 環境美化ボランティア事業 市民等ボランティア
市民等が行う道路等公共場所におけるポイ捨
てゴミ等の清掃に対し、ゴミ袋の提供や集め
たごみの回収などを行う。

0 通年
環境生活課環境班
0479-73-0088

1171 匝瑳市 補助 ○ 国際交流事業
匝瑳市国際交流協
会

・国際交流バーベキューパーティーの開催
・国際交流新春パーティーの開催
・外国人に対する日本語教室の開催
・会員の国際交流活動に対する補助

97 通年
企画課・企画調整班
0479-73-0081
k-kikaku@city.sosa.lg.jp

1172 匝瑳市
指定管理者

○ 就労支援事業所運営事業
（NPO法人匝瑳市手

就労支援事業所の運営・管理 25,129 H24.4-H29.3
福祉課保護班

1172 匝瑳市
指定管理者
制度

○ 就労支援事業所運営事業
（NPO法人匝瑳市手
をつなぐ育成会）

就労支援事業所の運営・管理 25,129 H24.4-H29.3
福祉課保護班
0479-73-0096

1173 匝瑳市 補助 ○ 里山づくり活動支援事業
（里山活動団体：アル
カディアの会）

里山活動団体が行う里山の保全及び整備に
要する費用の一部を補助し、里山の保全を図
る。

100 通年
産業振興課農政班
0479-73-0089

1174 香取市 委託 ○
地域活動支援センター運
営事業

NPO（香取の地域福
祉を考える会）

障害者が、地域において自立した日常生活又
は社会生活を営むことができるよう支援する
ため、地域活動支援センターを設置する。

15,445 通年

市民福祉部社会福祉課
障害者支援班
0478-50-1252
shinsho@city.katori.lg.jp

1175 香取市 委託 〇
与田浦市有地雑草除去業
務

ＮＰＯ（NPO香取市与
田浦を考える会）

与田浦市有地の雑草除去業務を請け負い、
適正に管理している。

432 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp

1176 香取市 補助 ○ 地域振興事業 NPO

地域課題の解決に向けた取り組みや、地域を
元気にしていくための取り組みなど、地域の特
色を生かしたまちづくりに取り組んでいる事業
に対し助成を行う。

3,000
通年
(4月)

総務企画部市民活動推進課
市民協働班   0478-50-1261
shimin10@city.katori.lg.jp

1177 香取市 補助 国際化推進事業
NPO（香取市国際交
流協会）

国際交流協会への活動費補助
(活動内容：日本語教室等の開催、外国人観
光客等の通訳案内ボランティアなど）

485 通年
総務企画部市民活動推進課
市民協働班   0478-50-1261
shimin10@city.katori.lg.jp

1178 香取市
指定管理者
制度

○
町並み交流館管理委託事
業

NPO（NPO法人小野
川と佐原の町並みを
考える会）

施設管理（平成２１年度より、三菱館も一体と
して管理している）

17,783 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp

1179 香取市
情報交換
意見交換

○ 佐原の町並み観光案内
NPO（町並み観光案
内ボランティアガイ
ド）

佐原の町並みの魅力をわかりやすく観光客に
伝えることで、滞在時間を延ばし、観光振興を
図る。

0 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp

1180 香取市 補助 ○ 佐原の大祭振興事業
NPO（佐原の大祭実
行委員会）

佐原の大祭における集客事業の企画立案及
び実施（広報宣伝や観光客受入体制の整備
など）

12,235 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp
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1181 香取市
情報交換
意見交換

○ 佐原の大祭振興事業
ＮＰＯ（ＮＰＯ法人まち
おこし佐原の大祭振
興協会）

佐原の大祭における広場事業の運営等を行
う。

0 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp

1182 香取市 補助 ○ 観光船運航舟運事業
ＮＰＯ（NPO香取市与
田浦を考える会）

与田浦地域の活性化とともに観光船運航によ
り、新たな市の観光資源としての発展・定着を
図る。

800 通年

経済環境部商工観光課
賑わい推進班
0478-50-1234
kanko-sa@city.katori.lg.jp

1183 香取市
補助

○ 佐原おかみさん会イベント
NPO（佐原おかみさ
ん会）

佐原おかみさん会が主催するイベント及びま
ちぐるみ博物館の運営を支援し、来街者の滞
留時間の延長やリピーターの増加につなげ

600 通年
経済環境部商工観光課
観光班   0478-50-1212
kanko@city.katori.lg.jp

1184 香取市 補助
はなうえ祭
クリーン・ウォーキング

NPO（黒部川をふるさ
との川にする会）

黒部川四季の花壇における植栽及び親水の
啓発。
黒部川及び周辺環境美化を目的とした清掃活
動。

1,000
はなうえ祭
（春・秋）
河川清掃

経済環境部環境安全課
環境班   0478-50-1248

1185 香取市 委託
与田浦太陽光発電所除草
等業務

ＮＰＯ（NPO香取市与
田浦を考える会）

与田浦太陽光発電所の除草等業務を請け負
い、適正に管理している。

1,772 通年
経済環境部環境安全課
環境班   0478-50-1248
kankyo@city.katori.lg.jp

1186 香取市 補助 公園維持管理事業 NPO
公共施設等里親制度等により、里山、児童公
園及びトイレの美化、清掃等の活動を支援す
る。

30 通年
建設水道部都市整備課
計画管理班
0478-50-1214

1187 香取市 補助 ○
景観形成住民団体活動助
成

NPO（NPO法人小野
川と佐原の町並みを
考える会）

景観形成地区内の景観形成を図ることを目的
とした活動。

400 通年

建設水道部都市整備課
街路・街なみ班
0478-50-1214
toshi2@city.katori.lg.jp

1188 香取市 委託 ○
歴史的町並みの耐震化事 NPO（佐原町屋研究 伝統木造建築物の耐震化を促進し安全なまち

1,500 通年

建設水道部都市整備課
街路・街なみ班 東京大学生産技術研

1188 香取市 委託 ○
業 会） づくりを行う。

1,500 通年 街路・街なみ班
0478-50-1214
toshi2@city.katori.lg.jp

究所

1189 香取市 協議会 ○
香取市生涯学習人材バン
ク

ボランティア

生涯学習やボランティア活動に関する指導者
の登録、情報提供により学習成果を地域に還
元する。また、生涯学習事業の企画運営に参
加。

200 通年

教育部生涯学習課
生涯学習班
0478-50-1224
gakushu@city.katori.lg.jp

1190 山武市 補助 ○
山武市地域福祉活動推進
助成事業

市民活動団体

地域福祉の増進のため、市立小学校区全１３
地区に圏域を設定、１区域１団体１事業とし、
推進委員会に選考された団体に対し補助金を
交付。

1,950
５月募集
事業は３月末ま
で

保健福祉部社会福祉課
社会福祉係
0479-80-8361

山武市社会福祉協議
会
（地域福祉の計画につ
いて協業）

1191 山武市 後援 ○ リハビリの集い ボランティア
ボランティア団体（美郷会）が公民館（３箇所）
を利用し、月１回ずつ高齢者が集う場を提供。
軽体操・レクリエーション等を行う。

210 通年
保健福祉部高齢者福祉課
地域包括支援センター
0475-80-2643

1192 山武市 事業協力 ○ 介護予防ボランティア活動 ボランティア
市主催の介護予防事業の協力を行う。地域に
おけるサロンや集い等への協力を行う。高齢
者の集いを開催する。

50 通年
保健福祉部高齢者福祉課
地域包括支援センター
0475-80-2643

1193 山武市 事業協力 ○
パパママサロン
「絵本遊び」講話

ボランティア
妊婦や家族を対象に、絵本あそびの効果、本
の選び方、読みきかせのコツ等についての話
を行う。

0 年3回
保健福祉部健康支援課
母子保健係
0475-80-11712

1194 山武市 事業協力 ○ カンガルーひろば ボランティア
「集団おやこあそび」において、おもちゃ図書
館の協力を借り、色々なおもちゃあそび体験
をする。

0 年6回
保健福祉部健康支援課
母子保健係
0475-80-11712

1195 山武市 事業協力 ○
プレゼントツリー日向の森
事業

NPO、建築団体、県
市が所有する森林の保護及び育成を目的とし
て、各団体が協定を結び協働して森林整備活
動を行う。

0 通年
総務部企画政策課
企画係
0475-80-1131

1196 山武市 補助 ○
不法投棄防止活動団体支
援事業 ＮＰＯ

環境保全を目的とし、住民自らが組織した団
体が行う不法投棄監視活動等の環境保全活
動に要する経費に対し補助金を交付する。

200 通年
経済環境部環境保全課
環境保全係
0475-80-1163
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1197 山武市 補助 ○ 農家生活改善支援事業 アグリさんむ
女性農業者が行う食育や教育ファーム、社会
参画、経営参画を図る活動に対して補助を行
う。

420 通年
農林水産課　農水係
0475-80-1211

1198 山武市 補助 ○ 結婚相談事業
山武市結婚相談連
絡会

農業後継者やその他の市民を対象に行う結
婚相談業務や婚活事業に対して補助を行う。

370 通年
わがまち活性課　経済活性化
推進室
0475-80-1202

1199 山武市 補助 ○
農業、農村男女共同参画
推進事業

山武市農業共同参
画推進会

農業農村づくりに向け、男女が農業経営や地
域社会活動に参画するパートナーシップを確
立するための活動に対して補助を行う。

200 通年
わがまち活性課　経済活性化
推進室
0475-80-1202

1200 山武市 補助 ○ 米粉普及促進事業
NPO法人さんさん味
工房

米粉米の利用促進を図るため、米粉米の製
粉や地域物産を使った加工品等の製造を実
施する団体に対して補助を行う。

4,000 通年
わがまち活性課　経済活性化
推進室
0475-80-1202

1201 山武市 事業協力
木材流通システム助成事
業

NPO法人
元気森守隊

市内山林から森林整備によって発生した間伐
材等を資源循環に利用するため林内から搬
出する者に対しNPO等を介し助成補助する。

2,100 通年
農林水産課　バイオマス推進
室
0475-80-1213

1202 山武市 委託 木質ペレット製造事業
NPO法人
元気森守隊

市内における森林資源を利用し、各庁舎等普
及啓発効果の高い施設に購入したペレットス
トーブへ供給する事を目的に製造する。

1,998 6月～3月
農林水産課　バイオマス推進
室
0475-80-1213

1203 山武市
公共施設等
の提供

○
花と緑のあふれる街づくり
推進協議会支援事業

花と緑あふれる街づ
くり推進協議会

植栽事業を通して市民の暮らしに潤いと安ら
ぎをもたらす活動を行う。

203 通年
都市建設部　都市整備課
都市整備係
0475-80-1192

1204 山武市
公共施設等
の提供

○ 山武市さくらの会支援事業 山武市さくらの会
桜の名所を作り、市民の暮らしに潤いと安らぎ
をもたらす活動を行う。

198 通年
都市建設部　都市整備課
都市整備係
0475-80-1192

1205 山武市
企画立案へ
の参画

○ 成東駅前あじょすっ会活動
成東駅前あじょすっ
会

市の駅前広場整備事業にあわせ、駅前の活
性化及びコミュニティーの創出等を図ることを
目的に活動。

0 通年
都市建設部　都市整備課
都市整備係
0475-80-1192

の参画 会
目的に活動。 0475-80-1192

1206 山武市
指定管理者
制度

学童保育運営事業 ＮＰＯ法人ひだまり
山武市成東学童クラブの施設について、指定
管理者により管理運営を行う。

4,387 通年
保健福祉部子育て支援課
児童家庭係
0475－80－2631

1207 山武市 補助
青少年育成市民会議支援
事業

山武市青少年育成
市民会議

①青少年育成関係機関、団体相互の連絡及
び情報提供のための活動
②青少年団体及びグループ育成のための活
動
③学習、文化、体育及びレクレーション活動を
広めるための活動
④青少年の非行防止並びに社会環境の浄化
のための活動

520 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451

区長会連合会、教頭会、
PTA連絡協議会、婦人
会、青少年相談員連絡協
議会、民生委員児童委員
協議会、保護司会、社会
福祉協議会、社会教育委
員会、体育協会、体育指
導員連絡協議会、防犯協
会、山武交通安全協会、
子ども会育成連絡協議
会、ｺﾞｰﾙﾄﾞｸﾗﾌﾞ連合会、ｽ
ﾎﾟｰﾂ少年団連合会

1208 山武市 補助
子ども会育成連絡協議会
支援事業

山武市子ども会育成
連絡協議会

①団体相互の情報交及び連絡調整を行う
②講習会、研修会等の開催
③リーダーの養成

450 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451

1209 山武市 補助 婦人会支援事業 山武市婦人会
①婦人学級の開設
②社会教育に関する事業
③その他本会目的達成に必要な事業

385 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451

1210 山武市 補助
郷土芸能保存団体支援事
業

山武市郷土芸能保
存団体連絡協議会

市内の郷土芸能保存団体と連携を図り、保存
と継承を目的とし、民俗芸能に対する理解と
認識を深めるための普及活動とそれに伴う地
域の活性化の一助として振興大会を行う。

565 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451

1211 山武市 事業協力 ○
成東・東金食虫植物群落
を守る会活動事業

ボランティア
①見学者の案内
②夏休み子ども教室
③春・夏・秋の観察会

100 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451
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1212 山武市 事業協力 ○ 市民文集「文芸さんむ」
市民文集「文芸さん
む」編集委員会

市民文集「文芸さんむ」の編集・発刊 567 通年
教育部生涯学習課
生涯学習係
0475-80-1451

1213 山武市 補助 芸術文化協会補助事業
山武市芸術文化協
会

市の芸術・文化の創造と振興に努めるととも
に、所属団体が相互に連携と親睦を図りなが
ら、明るく豊かでうるおいのある街づくりに寄
与することを目的とし、各種発表会及び芸術
文化祭を開催する。

775 通年
成東中央公民館
0475-82-3641

1214 山武市
企画立案へ
の参画

○ ○ ○
成東文化会館自主事業
（映画上映事業）

ボランティア
映画上映の企画・運営を行い、市民に映画の
良さを提供する

760 通年
成東文化会館
0475-82-5222

1215 山武市 事業協力 ○ ○ ○ 成東文化会館自主事業 ボランティア
文化会館で行われる公演の表方・裏方のサ
ポートをする

99 通年
成東文化会館
0475-82-5222

1216 山武市 補助 ○ ○ 山のおんぶ事業
山のおんぶ実行委員
会

“音”を軸に人と人が繋がる新しい“まつり”を
提案するために、野外コンサート及びワーク
ショップなどを行う

2,800 5月～10月
成東文化会館
0475-82-5222

1217 山武市 事業協力 ブックスタート ボランティア

乳児健診（４ヶ月健診）において図書館職員と
協力し、ブックスタートのメッセージを伝えなが
ら絵本を手渡す。絵本を介して親子のふれあ
いを深めるという育児支援とともに、読書の普
及を図る。

472 通年

松尾図書館
0479-80-8066
成東図書館
0475-80-2299
さんぶの森図書館
0475－80－9101

1218 山武市 事業協力 おはなし会 ボランティア
幼児・児童を対象に、すばなし・紙芝居・絵本
の読み聞かせや人形劇の上演などを行い、読
書への関心を深める。

0 通年

松尾図書館
0479-80-8066
成東図書館
0475-80-2299
さんぶの森図書館

書への関心を深める。
さんぶの森図書館
0475－80－9101

1219 山武市 補助 ○
市民提案型交流のまちづく
り推進事業

市民活動団体

新たな支え合いの担い手を多数創出して、地
域の公共サービスを豊かにすることを目的と
する市民団体が自主的かつ自発的に行う公
益的な事業に対し補助金を交付。

3,991
募集：前年度8月
実施：4月～2月

総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1220 山武市 委託 ○ ○ 市民活動フェスタ事業 市民活動団体
市民活動に対する理解と参加に繋げるため、
NPO・ボランティア団体の活動発表や参加者
同士の交流が図れるイベントを委託して実施
する。

282 2月
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1221 山武市 委託 ○ 地域ＳＮＳ運用事業 市民活動団体
地域ＳＮＳの運営・管理を市民とNPOと行政が
構成する協議会へ委託し、ＩＴを活用した地域
活性化を図る。

842 通年
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1222 山武市
企画立案へ
の参画

○ 市民活動等指針策定事業
（仮称）山武市自治
基本条例策定委員
会

市民と行政で組織する協議会を設置し、市民
活動・まちづくりを推進するための指針あるい
は条例を策定する。

0 通年
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1223 山武市
企画立案・
実施への参
画

○
まちづくりと市民協働講座
事業

市民活動団体 NPOと行政が協働で講座を企画・運営する。 300 通年
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1224 山武市 補助 ○ 地域まちづくり協議会 市民活動団体

地域の特性を活かしたコミュニティ活動の活性
化と地域の課題は地域で解決することを目指
し、小学校区単位のモデル地区を設定し、試
行的に実施する事業に対し補助金を交付。

4,600 通年
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1225 山武市 補助 ○ 被災地復興支援事業 市民活動団体
復興支援や生活支援のボランティア活動を行
う団体の事業に対し補助金を交付。

0 通年
総務部市民自治支援課
市民自治支援係
0475-80-0151

1226 山武市 その他 ○ 声の広報 ボランティア
広報紙等をテープに録音する「声の広報」。社
会福祉協議会と協同で、障害者へ毎月届けて
いる。

0 通年
総務部市民自治支援課
市民広報係
0475-80-0152

山武市社会福祉協議
会
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1227 山武市 事業協力 ○ 森のじかん
ボランティア
（「森のじかんを実行
する会」）

東日本大震災で避難・被災された方々の交流
の場を企画し、開催する。故郷や現在暮らして
いる地域とのつながりを持ち、今の生活がより
居心地が良くなるようお手伝いする。

327 通年（月１回）
総務部総務課
秘書室
0475-80-1291

森のじかんを実行する
会
(実施主体)

1228 山武市 事業協力 ○ 山武市防犯パトロール隊 ボランティア
犯罪抑止効果を高めるため、市が所有する青
色防犯パトロールカーを使用し、市内を防犯
パトロールする。

24 通年
市民部市民課市民生活係
0475-80-1271

1229 いすみ市 事業協力 ○ ○ ウミガメ保護監視事業 ボランティア
・ウミガメの上陸等や産卵巣への悪質な行為
を発見したら直ちに通報する。
・海岸漂着ゴミの清掃、保護囲いの設置等

30 5月～11月
いすみ市農林水産課　水産
振興班
℡0470-62-1280

千葉海区漁業調整委
員会

1230 いすみ市 補助 ○ ○
いすみ市まちづくり市民提
案事業（団体提案型）

市民活動団体等

まちづくり推進団体として登録を受けた団体
が、自主的･主体的に企画実施する公益性の
高いまちづくり事業を推進するために要する
経費を助成。
(1事業あたり、補助対象経費のうち50万円ま
では10/10以内、100万円までは1/2以内、上
限100万円、予算の範囲内）

1,250
H27.4～H28.3
（H26.3）

いすみ市企画政策課
0470-62-1332

1231 いすみ市 補助 ○ ○
いすみ市まちづくり市民提
案事業（課題提示型）

市民活動団体等

まちづくり推進団体として登録を受けた団体
が、自主的･主体的に企画実施する公益性の
高いまちづくり事業を推進するために要する
経費を助成。
(1事業あたり、補助対象経費の10/10以内、
100万円程度の事業を想定、予算の範囲内）

H27.4～H28.3
（H26.3）

いすみ市企画政策課
0470-62-1332

1232 大網白里市 補助 ○ ○ 住民協働事業 住民活動団体
地域課題を解決するために、住民団体が自主
的・主体的に企画・実施する公益的事業に対
し、補助金を交付する。

2,236
前年度に事業募
集。4月～翌年2月
末まで実施。

地域づくり課
市民協働推進班
0475-70-0342し、補助金を交付する。 末まで実施。 0475-70-0342

1233 大網白里市

その他
(講師・職員
派遣）

○
介護予防サポーター養成
講座

ボランティア
・介護予防の大切さを学び、地域で運動等に
取り組むことが出来る人材を養成する。
・育成した人材をスキルアップさせる。

172
27年度はスキル
アップのみ

高齢者支援課
高齢者支援班
0475-70-0332

1234 大網白里市 補助 学童保育事業 ＮＰＯ
大網白里市において、学童保育室を設置し、
小学校の授業終了後等の児童に適切な遊び
場及び生活の場を提供する。

3,354 通年
子育て支援課
保育班
0475-70-0347

1235 大網白里市
補助
その他
(資材支給）

○
花とふれあいのあるまちづ
くり推進事業

ボランティア
住民活動団体

市内公共施設空間への草花植栽 1,357
通年　（花の団体
補助金申請は5月
まで）

都市整備課
街路公園班
0475-70-0360

1236 大網白里市 共催 ○ 献血事業 ボランティア

市赤十字奉仕団と共催で、県血液センターが
実施する献血の受入れが円滑に実施されるよ
う、献血当日の対応や、献血に関する啓発を
行う。

7 通年
健康増進課
健康増進班
0475-72-8321

1237 酒々井町 事業協力 ○
ボランティア・サポート・プ
ログラム

ボランティア団体
実施団体（要事前申込）と市町村及び国道道
路管理者が協定書を交わし、道路脇花壇の花
植え等の美化活動を実施する。

千葉国道
事務所

年２回
経済環境課　環境班
043（496）1171

国土交通省関東地方
整備局千葉国道事務
所

1238 酒々井町 補助 ○ 環境美化活動の推進 ボランティア団体
地域の散乱ごみ等を収集する環境美化活動
団体へ、ごみ袋の支給及び収集したごみの回
収等の支援を行う。

－ 通年
経済環境課　環境班
043（496）1171

1239 酒々井町 事業協力 ○ 給食サービス ボランティア
ひとり暮らしの75歳以上の方に月３回、無料で
手作りの昼食を配食する。

581 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会

1240 酒々井町 事業協力 ○ 朗読奉仕 ボランティア団体
町内の目の不自由な方に町広報や議会報等
のテープを届けている

－ 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会

1241 酒々井町 事業協力 ○ 独居老人支援事業 ボランティア団体 高齢者、独居老人宅の家屋等の修理 － 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会

1242 酒々井町 事業協力 ○ 防犯及び子育て支援 ボランティア団体
地域における防犯活動や更生施設等の施設
訪問や子育て支援活動

－ 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会
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1243 酒々井町 事業協力 ○ 福祉施設等訪問 ボランティア団体
手話ダンスを用いて福祉施設等の訪問や聴
覚障害者との交流

－ 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会

1244 酒々井町 事業協力 ○ 傾聴ボランティア ボランティア団体 福祉施設の訪問やサロン開催時の支援活動 － 通年
健康福祉課　福祉班
043（496）1171

社会福祉協議会

1245 酒々井町 事業協力 ○ ○ 防犯啓発事業 ボランティア団体 防犯活動及び青少年の健全育成 － 通年
総務課　危機管理室
043（496）1171　(内216)

1246 酒々井町 事業協力 ○ ○ 「酒の井」保全事業 ボランティア
酒々井町の町名の由来となった「酒の井」の
環境保全

－ 通年
生涯学習課　文化財班
043（496）5334　（内33）

1247 酒々井町 事業協力 ○ ○ 酒々井ふるさとガイド ボランティア 国史跡本佐倉城跡及び周辺史跡のガイド － 通年 生涯学習課　文化財班
043（496）5334　（内33）

1248 酒々井町 事業協力 ○ ○ 飯積の里整備計画友の会 ボランティア
飯積地区の地名由来となった湧き池「飯積の
泉」の環境保全

－ 通年
生涯学習課　文化財班
043（496）5334　（内33）

1249 酒々井町 事業協力 ○ ○ 子育て支援事業 NPO
子ども又は親子を対象に各種イベントを通じ
地域の交流を図る。

－ 通年
生涯学習課　社会教育班
043（496）5334　（内31）

1250 酒々井町 事業協力 ○ 放課後子ども教室 NPO
放課後の学校を利用した子どもたちの安全・
安心な居場所づくりとして、遊びやスポーツを
通じて子供たちの健全育成を図る。

2,156 通年
こども課　子育て支援班
043（496）1171

1251 酒々井町 補助 ○ 住民公益活動補助金
NPO
ボランティア

町の活性化や地域の抱える課題解決のた
め、住民主体の団体が自主的に企画立案した
公益事業を支援する。

2,045
募集期間
5月1日～
6月12日

住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内361）

1252 酒々井町
公共施設等
の提供

住民活動支援拠点運営事
業

NPO
ボランティア

住民公益活動の促進を図るための拠点として
交流サロンやミーティングルームの貸出等を
行う。

2,228 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内362）

1253 酒々井町 その他 ○ 公園等愛護活動推進事業
5人以上の地域住民、
又は企業の従業員など
で構成する団体

身近な公共施設である公園等の清掃や除草
の維持管理について、地域の方々による環境
美化運動を支援する。

2,636 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内362）

美化運動を支援する。

1254 酒々井町 その他 資材等支給事業
区、自治会、その他
団体

身近な道路水路等を住民自ら整備・補修する
工事について、町がその資材を供給し、地域
住民が施工することにより地域の連携を図り、
住民参加型のまちづくりを進める。

2,762 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内361）

1255 酒々井町 その他 ○
酒々井の里山林協働再生
事業

ボランティア団体、地
域住民

竹林、山林等の荒廃解決のため、地域の皆さ
ん、里山保全に尽力されている方々と町が協
働し、協働のまちづくりを実践する。

260 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内361）

1256 酒々井町 その他 ○ 図書館ボランティア ボランティア 読み聞かせ等の児童サービスを行う。 － 通年
プリミエール酒々井
043（496）8682

1257 酒々井町 事業協力 ○ 保育ボランティア ボランティア
小さいお子さんをお持ちの方が公民館主催事
業や家庭教育学級等に参加している間、別室
にて保育する。

－ 通年
酒々井町中央公民館
043（496）5321

1258 酒々井町 委託 町有地管理業務 ボランティア団体 町有地の竹の伐採や除草等の管理を行う。 500 通年
企画財政課　管財班
043（496）1171　（内225）

1259 酒々井町 実行委員会 ○ まちづくり研究所事業 ボランティア

町の住民参加・協働のまちづくりを推進するた
め、時代の変化に即した地域課題解決や新た
な町の政策形成等に寄与する「酒々井まちづ
くり研究所」の管理運営、まちづくりフォーラム
等の開催を行う。

2,276 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内361）

1260 酒々井町 補助 ○ 生きがい創造支援事業 ボランティア団体

農地の荒廃により、周辺で暮らす住民や通学
路等として利用する子供たちに支障をきたす
地域の環境を高齢者の力と町で協働で改善
する事業を試行的に行う。

2,236 通年
住民協働課　活動推進班
043（496）1171　（内361）

酒々井町シルバー人
材センター

1261 栄町 運営委員会 ○
住民活動支援センターの
充実

ボランティア

住民活動支援センターの運営については、公
募委員を中心とした住民主体の運営委員が
行っており、センターの運営に対して行政が経
費等の間接的支援を行っている。

3,291 通年
住民活動推進課
協働推進班
0476-33-7705
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1262 栄町 実行委員会 ○ 住民活動ふれあいまつり 住民活動団体

町内の住民活動団体が、それぞれの活動を
多くの住民に知ってもらうと同時に、分野を越
えた活動団体の交流を深めるために、まつり
を開催する。

0 １０月
住民活動推進課
協働推進班
0476-33-7705

1263 栄町 支援 市民活動補償保険制度 住民活動団体等
市民活動の指導者、スタッフおよび参加者を
被保険者とする傷害・賠償責任保険に加入す
る。

378 通年
住民活動推進課
協働推進班
0476-33-7705

1264 栄町 後援 ○
１００万人のキャンドルナイ
ト

住民活動団体
夏至と冬至に合わせ全国的に開催される環境
イベントで、省エネやＣＯ2削減を考え、電気を
消してキャンドルを灯し、スローな時をすごす。

0 ６月
住民活動推進課
協働推進班
0476-33-7705

1265 栄町 事業協力 ○ ○ アダプトプログラム ボランティア
道路や公園などの公共空間の美化・保全を進
めるため、町民から里親を募集し、町民と行政
が協力して美化を推進する。

418 通年
建設課
施設管理班
0476-33-7711

1266 栄町 事業協力 資源回収団体の拡充
自治組織
子供会
ＰＴＡ　他

再生可能な有価物の資源化を積極的に推進
するとともにゴミの減量化を図るため、事前登
録した団体に資源回収奨励金を交付する。

6,575 通年
環境課
資源班
0476-33-7710

1267 栄町 事業協力 ○ ○ ○
「水辺のクリーン作戦」印
旛沼浄化推進運動

住民活動団体等
町民と行政等が一体となって、当町の水道水
源である長門川の周辺を清掃し、水質の浄化
に努める。

0 通年
環境課
保全班
0476-33-7710

1268 栄町 事業協力 ○ ○
観光資源の整備・活用事
業

ボランティア
里山保全や遊歩道整備を始めとした観光資
源を効果的に活用するため、ボランティア活動
を中心として下草刈や枝打ち等を行っている。

152 通年
産業課
産業推進班
0476-33-7713

白鳳里山の会

1269 栄町 事業協力 ○ ○ 観光プロモーション事業
ボランティア
住民活動団体

安食駅前などにおける「おもてなし」活動の一
環として花壇整備を行っている。

240 通年
産業課
産業推進班
0476-33-7713

花の会＆りんどうくら
ぶ

指定管理者 栄町総合交流拠点「ドラムの里」の管理及び ２７年３月末日ま
産業課

NPO法人栄町観光協
1270 栄町

指定管理者
制度

○ ドラムの里管理運営事業 ＮＰＯ法人
栄町総合交流拠点「ドラムの里」の管理及び
運営

0
２７年３月末日ま
で

産業課
産業推進班
0476-33-7713

NPO法人栄町観光協
会

1271 栄町 事業協力 ○ 自主防災組織運営 自主防災組織

自主防災組織の運営のため助成金を交付す
るとともに、育成の一環として各種訓練の他
に、組織のリーダーの育成のための研修等を
実施する。

225 通年
消防防災課防災班
0476－95－8983

1272 栄町
①後援
②実行委員
会

○
①健康ウォーキング
②ウォーキングDay事業

ボランティア
住民活動団体

①町民の健康意識の醸成と親睦を兼ねて、年
1回、概ね１０Kｍ程度のウォーキングを実施し
ている。
②毎月第4日曜日に手軽に有酸素運動ができ
る場所づくりとして、４Km程度のウォーキング

0
①通年
②11月頃

健康保険課
健康増進班
0476-33-7707

1273 栄町 補助 ○ 地域ふれあい交流事業 ボランティア

小学校区を単位とした地区ごとに、地域住民
の参画を得て、子どもたちとともに勉強、ス
ポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等
を行う。

228 通年
生涯学習課
社会教育班
0476-95-1112

1274 栄町 事業協力 ○ ○
絵本の読み聞かせ会の開
催

ボランティア
子どもたちが本の楽しさを知り、本を好きに
なってもらうよう、図書室ボランティアによる絵
本の読み聞かせ会を開催する。

0
毎月（８月・１２
月除く）

生涯学習課
社会教育班
0476-95-1112

1275 栄町 事業協力 ○ ○ おはなし会・人形劇の開催 ボランティア
おはなしや人形劇に親しみ、心豊かな感性を
育むことができるよう、図書室ボランティアによ
る読書普及活動を支援する。

0 ８月 ・１２月
生涯学習課
社会教育班
0476-95-1112

1276 栄町 実行委員会 ○ ○ ふれプラ通学合宿 ボランティア
子どもたちが親元を離れ、団体生活の中で炊
事や日常生活の基本を自分自身で行いなが
ら学校に通う2泊3日の通学合宿を実施する。

36 ６月
生涯学習課
社会教育班
0476-95-1112

1277 栄町 事業協力 ○ ○ 栄っこ夢元気プロジェクト 町
国の学校支援地域本部事業補助金の適用を
受け学校家庭地域が一体となって子どもを育
む体制を構築する。

695 ４月～
栄町教育委員会学校教育課
0476-33-7717
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1278 栄町 事業協力 ○ ○ ○
栄町学習道場「わくわくドラ
ム」

町

夏休の期間中、子どもたちの学力向上と学習
意欲の高揚を目指し、自主学習で勉強に取り
組む子どもたちを学習ボランティアが見守る学
習道場を実施する。

800 夏休み一定期間
栄町教育委員会学校教育課
0476-33-7717

1279 栄町 委託 ○ 日中一時支援事業 NPO法人

障害者に対して日中における活動の場を確保
し、障害者等の家族の就労支援及び障害者
等を日常的に介護している家族の介護疲れの
軽減を目的とする事業

7,104
（他事業所
委託分含
む予算総

額）

随時
福祉課
障害者福祉班
0476-33-7708

1280 栄町 事業協力 ○ ブックスタート事業 ボランティア
すこやかタイムなどに読み聞かせボランティア
が絵本の読み聞かせを行う。

0 月2回
福祉課
子育て支援班
0476-33-7708

1281 栄町 事業協力 ○
おでかけ文庫
キャンディボックス

ボランティア

子育て応援隊が地域に出向き、エプロンシア
ター、パネルシアター、手遊びなどを行い、地
域での交流を通して地域で子育てを支える環
境づくりに繋げていく。

0 月1回程度
福祉課
子育て支援班
0476-33-7708

1282 栄町 後援 ○
図書室ボランティア人形劇
「パレット」公演

ボランティア
子育て中の保護者とお子さんを対象とした公
演

0 年1回
福祉課
子育て支援班
0476-33-7708

1283 栄町 委託 ○ 障害者就労支援事業 NPO法人
障害者等の雇用支援を行うために、駅前の清
掃業務を行う

308 週2回
福祉課　障害者福祉班
０４７６－３３－７７０８

NPO法人　ねむの里

1284 神崎町 その他 ○ おはなしのとびら ボランティア
幼児、児童を対象にパネルシアター、絵本の
読み聞かせ、人形劇の実施。

24 毎月１回
神崎町教育委員会
0478-72-1601

1285 神崎町 その他 ○ 手話 ボランティア
町立保育所年長児を対象に手話の指導を行
う。

0 毎月１回

神崎保育所
0478-72-2058
米沢保育所
0478-72-28100478-72-2810

1286 神崎町 その他 ○ ゴミゼロ運動 自治会
各自治会に働きかけ、各地区のごみ拾いを実
施。

280 5月31日
神崎町町民課生活環境係
0478-72-2113

1287 神崎町 その他 ○ クサゼロ運動 自治会
各自治会や職員に働きかけ、公共施設や各
地区の繁茂した雑草清掃を実施。

0 9月30日
神崎町まちづくり課建設係
0478-72-2114

1288 多古町 共催 ○ 都市と農村との交流事業
ＮＰＯ（都市と農村交
流協会）

都市との交流を図る（じゃがいも掘り、さつま
いも掘り）

0 6月、10月
NPO法人都市と農村交流協
会0479-76-2223

産業経済課
0479-76-5404

1289 多古町 実行委員会 ○ ふるさと多古町あじさい祭り
有志団体（多古町商
店街　起志回生の
会）

あじさい祭り商店街通り会場でのイベント運営 0 H27.6.21
あじさい祭り実行員会（多古
町産業経済課内）
0479－76－5404

1290 多古町 補助 食事サービス事業
保健推進委員配食ボ
ランティア

在宅の一人暮らし寝たきり高齢者に、昼食を
作り配食サービスを行う

608 年間10回
社会福祉協議会
0479-76-5940

1291 多古町 補助 独居ふれあい訪問 民生委員
在宅の一人暮らし高齢者に、月２回ヤクルトを
配布する

908 通年月２回
社会福祉協議会
0479-76-5940

1292 東庄町 共催 ○ ○ 東庄ふれあいまつり
東庄ふれあいまつり
実行委員会

町の活性化と町民の交流促進を目的に、町あ
げて行うイベント

4,700 H27.11.3
まちづくり課 産業振興係
0478-86-6075

1293 東庄町 共催 ○ ○ ゴミゼロ運動
東庄町空き缶等対策
推進協議会

ゴミの散乱防止と再資源化促進の普及啓発を
目的に散乱空き缶等の町内一斉清掃を行う

184 H27.5.31
町民課 生活環境係
0478-86-6072

1294 東庄町 委託 ○ 里山整備事業 NPOひがた八萬石 町内にある里山の整備を図る 40 通年
まちづくり課 産業振興係
0478-86-6075

1295 東庄町 委託 ○ ○ 観光ガイド 東庄町観光協会
町内の観光・歴史に関する案内をボランティア
に託して行う事業

－ 通年
まちづくり課 産業振興係
0478-86-6075

1296 東庄町 委託 ○ ○ ブックスタート
おはなしボランティア
たんぽぽの会

本に親しみ、本を通じて親子のふれあいを醸
成するため、乳児向け絵本を無償配布する事
業

89 年６回
健康福祉課 保健衛生係
0478-80-3300
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1297 東庄町 後援 ○ 東庄音頭ぼんおどり会
東の里ぼんおどりの
会

東庄音頭を通じて町の活性化と町民の交流を
促進を図るために盆踊りイベントを実施（見
込）

－ H27.8.8
まちづくり課 産業振興係
0478-86-6075

1298 東庄町 後援 ○ 町内一斉クリーン作戦
東庄町ボランティア
連絡協議会

ボランティア会員をはじめ町民の協力により、
ゴミ拾いを実施し、環境美化意識を高める

－ H27.10.18
町民課　生活環境係
☎0478-86-6072

東庄町社会福祉協議
会（東庄町ボランティ
ア連絡協議会事務局）

1299 九十九里町 その他 ○ ブックスタート事業 ボランティア
ブックスタートボランティアが４ヶ月児とその保
護者に対し、子育て支援情報とともに絵本を１
冊プレゼント。

75 通年月１回
健康福祉課
0475-70-3182

1300 九十九里町 その他 ○ 学校支援ボランティア ボランティア

活動（支援）できる内容を登録いただき、学校
からの要請により教育活動を支援していただ
く。防犯パトロール隊は児童生徒の登下校時
に学区を中心にパトロールを実施する。

67 随時登録可
教育委員会事務局
0475－70－3191
gakkou@town.kujukuri.chiba.jp

1301 九十九里町 その他 ○
福祉作業所
作業ボランティア

ボランティア 福祉作業所の作業、行事等に係る手助け。 0 通年
社会福祉協議会
0475-70-3163

1302 横芝光町 後援 ○
食育・地産地消推進イベン
ト「田舎日記」

NPO法人
田植え、稲刈り体験、地元食材を使用した
バーベキュー等で食育・地産地消を推進する
イベントの支援

4.5.6月
8.9.10月

産業振興課農政班
0479-84-1215

1303 横芝光町 後援 田舎農園 NPO法人 日帰り型体験農園（貸し農園）事業 通年
産業振興課農政班
0479-84-1215

1304 横芝光町 その他 ○
栗山川周辺環境ボランティ
ア

ボランティア 栗山川堤防沿いの草刈り及びごみ拾い 671
6月・9月
（通年）

環境防災課環境班
0479-84-1216

1305 横芝光町 その他 ○ 海岸クリーン大作戦 ボランティア 海岸のゴミ拾い H27.6.28
産業振興課商工観光班
0479-84-1215

社会文化課図書館
1306 横芝光町 その他 ○ おはなし会 ボランティア 図書館等で行うおはなし会での読み聞かせ 通年

社会文化課図書館
0479-84-3311

1307 横芝光町 その他 ○ ブックスタート事業 ボランティア
乳児健診時に対象となる親子に対して、ブック
スタートの趣旨を伝えながら絵本の読み聞か
せを行い、ブックスタートパックを手渡す。

324
5・7・9・11・1・3
月

社会文化課図書館
0479-84-3311

1308 横芝光町 その他 ○ 介護予防ボランティア活動
介護予防ボランティ
ア

町の介護予防事業や地区での介護予防活動
への協力・支援

0 通年
健康管理課健康管理班
0479-82-3400

1309 横芝光町 その他 〇 子育てサポーター活動 子育てサポーター
町の母子保健事業、社会文化課事業、子育て
支援センター事業への支援

0 通年
健康管理課健康管理班
0479-82-3400

1310 一宮町 補助 ○ ○ ○
一宮町まちづくり町民提案
事業(団体提案型）

町民活動団体等

まちづくり推進団体として登録を受けた団体が
自主・主体的に企画実施する公益性の高いま
ちづくり事業を推進するために要する経費の
2/3以内、50万円を上限に助成。

1,000 通年
まちづくり推進課
まちづくり推進グループ
0475-42-2113

1311 一宮町 委託 ○ ○ ○
一宮町まちづくり町民提案
事業(課題提示型）

町民活動団体等
町が提示する課題に対し、まちづくり推進団体
として登録を受けた団体が企画し実施する事
業。（上限50万円）

1,000 通年
まちづくり推進課
まちづくり推進グループ
0475-42-2113

1312 一宮町 委託 ○ ○ ○
一宮町釣ケ崎海岸エコトイ
レ清掃活動等アダプトプロ
グラム

ボランティア
ボランティア団体等が釣ケ崎海岸エコトイレの
里親となり、清掃活動を行う。

153 通年
事業課
都市環境グループ
0475-42-1430

1313 一宮町 補助 ○ 配食サービス事業 ボランティア団体

概ね75歳以上の独り暮らし高齢者に対し、月3
回の無料手作り昼食を配布することにより、食
生活の改善及び健康の増進を図るとともに安
否の確認を行う。

1,039
8,9月除く
毎月

社会福祉協議会
0475-42-3424

1314 一宮町 委託 ○ 食生活改善会 ボランティア
栄養改善教室の開催を通して地域食生活の
改善を図る。

475 通年
福祉健康課
健康グループ
0475-40-1055
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1315 一宮町 委託 ○ 成人式 ボランティア
新成人による実行委員会を設置し、企画・運
営を行う。

230 通年
教育委員会教育課
社会教育グループ
0475-42-1416

1316 一宮町 その他 ○ ごみゼロ運動 地域住民 各地区のごみ拾いを実施する。 144 H27.5.31
事業課
都市環境グループ
0475-42-1430

1317 一宮町 その他 ○ ブックスタート事業 ボランティア

絵本を通して赤ちゃんとふれあう機会を作る
子育て支援。
７ヶ月検診の際に絵本の読み聞かせと絵本の
配布を行う。

170 通年
教育委員会教育課
社会教育グループ
0475-42-1416

1318 一宮町 その他 ○
学校支援ボランティア活動
推進事業

ボランティア
保護者や地域の人材がボランティアとして学
校を支援する。

184 随時
教育委員会教育課
学校教育グループ
0475-42-4574

1319 睦沢町 その他 ○ ゴミゼロ運動 地域住民 各地区のゴミ拾いの実施 31 H26.5.25
地域振興課
生活環境班
0475-44-2515

1320 睦沢町 その他 ○ こども園支援ボランティア ボランティア
保護者や地域の人材がボランティアとして園
行事の支援をする。

0 通年
睦沢町立睦沢こども園
０４７５-44-0050

1321 睦沢町 その他 ○
読み聞かせボランティア
（お話もこもこ）

ボランティア
子育て事業の未就園児を対象にした読み聞
かせを行う。

0 通年
睦沢町立睦沢こども園
０４７５-44-0050

1322 睦沢町 事業協力 ○ 読みきかせボランティア ボランティア
幼児から小学生を対象に絵本の読み聞かせ
を行う。

0 通年
生涯学習課
0475-44-0211

1323 睦沢町 事業協力 ○ 図書ボランティア ボランティア 図書の返却・貸出・棚卸・整理を行う。 0 通年
生涯学習課
0475-44-0211

読み聞かせボランティア 幼児から小学生を対象に絵本の読み聞かせ 生涯学習課
1324 長生村 事業協力 ○

読み聞かせボランティア
くりくりブック

ボランティア
幼児から小学生を対象に絵本の読み聞かせ
をする。

0 適時
生涯学習課
0475-32-5100

1325 長生村 事業協力 ○ ブックスタートボランティア ボランティア

７ヵ月乳児検診時にボランティアが絵本の読
み聞かせを行い、絵本を手渡すとともに赤ちゃ
んと保護者がゆっくり向き合い、楽しく暖かい
時間をもつきっかけをつくります。

75 適時
生涯学習課
0475-32-5100

健康推進課

1326 長生村 事業協力 ○ 図書ボランティア ボランティア
図書室の返却・配架・書架の整理や図書の修
理をおこなう。

0 適時
生涯学習課
0475-32-5100

1327 長生村 その他 ○ ゴミゼロ運動 自治会・各種団体等 各地区のゴミ拾いの実施 339 H27.5.31
下水環境課
0475-32-2494

1328 白子町 補助 ○ 給食サービス事業 ボランティア
居宅で75歳以上の虚弱なひとり暮らしの方
に、月2回バランスのとれた食事を提供し、安
否確認を行います。

1,160 毎月
社会福祉協議会
0475-33-5746

1329 白子町 委託 ○ 食生活改善推進事業 ボランティア
栄養改善教室の開催を通して地域食生活の
改善を図る。

243 通年
保健福祉課
0475-33-2179

1330 白子町 その他 ○ 成人式事業 ボランティア
新成人による実行委員会を設置し、企画・運
営を行う。

491 通年
教育委員会生涯学習課
0475-33-2144

1331 白子町 その他 ○ ごみゼロ運動 地域住民 各地区のごみ拾いを実施する。 514 H27.5.31
環境課
0475-33-2118

1332 長南町 事業協力 ○
道路愛護・川をきれいにす
る運動

自治会
各地区自治会の協力により、河川の清掃及び
道路の簡易補修を一斉に実施

1,100 ７月
 建設環境課   建設維持係
0475-46-3394

1333 長南町 後援 ○ カットボランティア ボランティア
理容師による寝たきり老人への訪問カット
サービス年１回５００円の利用料

4 通年
社会福祉協議会
0475-46-3391

1334 長南町 後援 ○ 給食サービス ボランティア
ひとり暮らしの高齢者等に月３回、一食１００
円で手作りの昼食を配布

1,229 通年
社会福祉協議会
0475-46-3391
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1335 長南町 事業協力 ○ ゴミゼロ運動 自治会
ごみの散乱防止と資源の有効活用を図り，環
境保全に対する意識の高揚を図るため町内
一斉に実施。

260 ５月
建設環境課
都市計画・生活環境係
0475-46-3394

1336 長南町 委託 ○ 食生活改善協議会 ボランティア
生活習慣病予防のため研修を行い、地域の
食生活改善の普及事業を実施

450 通年
保健福祉課　健康管理係
0475-46-3392

1337 長南町 その他 ○ 学校支援ボランティア ボランティア
保護者や地域の方々に学校の教育活動を支
援していただき、地域の教育力を学校教育に
生かす

0 随時募集
学校教育課　学校教育係
0475-46-3398

1338 長南町 補助 ○
防犯ボランティア
環境美化ボランティア
交通安全ボランティア

ボランティア
自主的な活動を行う団体に対して、ベストを貸
し与え、保険加入の支援を行う

180 通年
企画政策課 企画調整係
0475-46-2113

1339 長南町 後援 ○
和気あいあいふれあい事
業

ボランティア

７０歳以上の高齢者へ生活相談や昼食サービ
スの実施、レクレーションの実施を行い,健康
増進、閉じこもり予防を目的とし，生きがいづく
りを目指します。

495 通年
社会福祉協議会
0475-46-3391

1340 長南町 補助 ○
多面的機能支払交付金事
業

ボランティア
農地やため池、農業用水など保全管理を実施
する

39,180 通年
農地保全課 農地保全係
0475-46-3396

1341 長南町 事業協力 ○ ホタル観賞会
長南町生態系保全
推進協議会

自然の川に近い水路作りなどを実施し、きれ
いな水を好むホタルの観賞会などを実施して
います

400 6月
農地保全課 農地保全係
0475-46-3396

1342 長南町 事業協力 ○ 青色防犯パトロール ボランティア
安心・安全なまちづくりのために、青色防犯自
動車による巡回パトロールを実施する。

80 通年
企画政策課 企画調整係
0475-46-2113

1343 大多喜町 委託 ○ 定住促進業務 NPO 定住促進事業 1,500 通年
企画財政課
企画政策係
0470-82-2112
企画財政課

1344 大多喜町 補助 ○
いすみ鉄道利用増進対策
事業

いすみ鉄道友の会
いすみ鉄道沿線草刈、菜の花の播種ボラン
ティア

500
６月
１０月

企画財政課
企画政策係
0470-82-2112

1345 大多喜町 補助 ○ 老人食事サービス
大多喜町福祉ボラン
ティアおもいやりの会

７５歳以上で独居老人でない方への食事サー
ビス

500 年7回
健康福祉課
社会福祉係
0470-82-2168

1346 大多喜町 その他 ○ 地区介護予防教室
大多喜町はつらつ支
援ボランティア

町内各地区において介護予防教室を開催して
介護予防の推進に資する

0 通年
健康福祉課
介護予防係
0470-82-2168

1347 大多喜町 その他 ○ 大多喜町認知症予防教室 ボランティア
大多喜町認知症予防教室開催時に学習のサ
ポート及びレクリエーションを行う。

0 半年間
健康福祉課
介護保険係
0470-82-2168

1348 大多喜町 その他 ○ からだいきいき塾 ボランティア
からだいきいき塾(運動教室)開催時の会場準
備や参加者のバイタルチェックを行う。

0 通年
健康福祉課
介護保険係
0470-82-2168

1349 大多喜町 その他 ○ ゴミゼロ運動 ボランティア 各地区のゴミ拾いの実施 14 H27.5.31
環境水道課
環境係
0470-82-2067

1350 大多喜町 その他 ○
シャープゲンゴロウモドキ
を守る会

ボランティア
大多喜町に生息する国内希少野生動植物種
に指定されているシャープゲンゴロウモドキの
生息環境の維持及び保全に努める

0 通年
環境水道課
環境係
0470-82-2067

シャープゲンゴロウモ
ドキ保全協議会

1351 大多喜町 その他 ○ ブックスタートボランティア ボランティア
乳幼児健診時に絵本の読み聞かせやおはな
し会、ブックスタート等の案内を行う。幼児と保
護者が絵本に親しむきっかけを提供する。

0 通年
生涯学習課
0470-82-2459

1352 大多喜町 その他 ○
学校支援ボランティア活動
推進事業（読みきかせ）

ボランティア
小学校で低学年、中学年、高学年それぞれに
向けた図書の読みきかせを行い聴く力の育成
を支援する。

0 通年
生涯学習課
0470-82-2459
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1353 大多喜町 その他 ○ 読みきかせボランティア ボランティア
幼児から小学生を対象に絵本の読みきかせ
や手遊び工作などを行う。

0 通年
生涯学習課
0470-82-2459

1354 大多喜町 補助 ○ ○
大多喜町まちづくり提言事
業

町民団体等

町の自然環境、地域資源等を活用し町の活性
化に寄与することを目的とし、町民が自ら考
え、行動する事業に対し経費の一部を助成。
（１事業につき、助成対象経費の4/5又は５０
万円の低い額を助成）

1000 H27.4～H28.3
企画財政課
企画政策係
0470-82-2112

1355 御宿町 委託 ○ ミヤコタナゴ環境整備事業
任意団体（ミヤコタナ
ゴ保存会）

御宿町に生息する天然記念物ミヤコタナゴの
生息環境の維持及び保全に努める。

2,120 通年
建設環境課環境整備班
0470-68-6694

千葉県教育庁

1356 御宿町 補助 ○ メキシコ交流事業
任意団体（御宿町国
際交流協会）

日本とメキシコの交流発祥の地として、交流事
業を行う。

500 通年
産業観光課商工観光班
0470-68-2514

1357 御宿町 補助 ○ ○ 栄養改善事業
任意団体（御宿町食
生活改善会）

地域住民の食生活改善について、普及活動を
展開する。

250 通年
保健福祉課保健事業班
0470-68-6717

1358 御宿町
情報交換
及び意見交換

心・体の元気プログラム事
業

NPOおんじゅくDE元
気

主にイベントに関する事業を展開 0 通年
産業観光課商工観光班
0470-68-2514

1359 御宿町 補助 ○ 社会福祉協議会補助
任意団体（御宿町社
会福祉協議会）

高齢社宅への訪問や心配ごと相談など、地域
の安心生活に向けた福祉活動を展開

26,328 通年
保健福祉課福祉介護班
0470-68-6716

1360 御宿町 補助 ○ ボランティア助成事業 ボランティア

ボランティアの活性化と地域振興を目的と
し、、町有地の花壇の植栽・管理や、老人福祉
事業を実施するボランティア団体へ、町商工
会が発行している「らくだポイント」の付与を実
施している。

120 通年
企画財政課　企画係
0470-68-2512

1361 鋸南町 委託 ○ ○ 食生活改善協議会 ボランティア
地域住民の食生活改善について、普及啓発
活動を展開する

400 随時
保健福祉課
0470-50-1172活動を展開する 0470-50-1172

1362 鋸南町 委託 ○ ○ 保健推進員協議会 ボランティア 町の保健事業への協力 200 随時
保健福祉課
0470-50-1172

444 176 577
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