
協働事業提案制度の実績データ 様式４

今後も事業が継続される見通し。

地域包括ケア
推進課

単年度事業

活動分野

食育
環境

市民の終活に関する不安の解消を目
的に、以下のエンディングサポートに
関する取組を実施する。
（１）イオンライフ株式会社が運営する
コールセンターを活用した終活に関す
る相談支援及び情報提供
（２）終活に関するシンポジウムの開催
（３）千葉市職員などへの終活に関する
研修の実施

千葉市子ども
交流館

千葉市

担当課

千葉市公民館

事業期間終了後の展開事業内容

未定

今後も事業が継続される見通し。消防法令違反の建物の減少と地域の
防火安全性の向上を図るため、千葉市
中央地区商店街協議会と消防局が連
携して防火・防犯パトロールを実施した
り防火に関するアドバイスを行う防火推
進員を養成したりすることで、防火の意
識が高い地域づくりを目指す。

社会不安症、ひきこもり
市民健康フォーラム「認
知行動療法を学ぼう」

消防局予防課

単年度事業

事業終了

福祉
地域包括ケア
推進課

千葉市民の健康寿命延伸とファイザー
株式会社の社会貢献活動の推進を図
ることを目的に、以下の事項について
協力する。
（１）地域包括ケアシステムにおける在
宅医療・介護連携推進事業の取組み
に関すること
（２）禁煙支援や受動喫煙防止に関す
ること

6

社交不安症・ひきこもりとそれに対する
治療方法の一つである認知行動療法
に関して、周知啓発を行うことで、より
多くの市民の理解を促進する。

公益財団法人日本盲
導犬協会
ＮＥＣ

千葉市中央地区商店
街協議会

民間事業者との協働によ
るエンディングサポート
（終活支援）の取組

3

福祉

地域における建物の防
火安全性の向上事業

こころの健康セ
ンター

防災

事業名称 団体名称

5

ＮＥＣ盲導犬キャラバン
特別イベント

吉富薬品株式会社

福祉イオンライフ株式会社

4
地域包括ケアシステムの
取組みに関する事業

ファイザー株式会社

№

1

2

生活協同組合コープ
みらい

視覚障がいのある方にやさしい社会環
境づくりを目的とし、視覚障がいや盲
導犬に関する講義や手引き歩行、白
杖歩行などの体験を通して、視覚障が
いや盲導犬への理解を深める。

福祉

食について関心を持つきっかけ作りを
目的とした「食育プログラム」や、環境
に優しい循環型社会の実現に向けた
「環境プログラム」などの社会的な取組
を通じて幅広い世代の方に食や環境
について考える機会を提供する。

食育プログラム・環境プ
ログラム



協働事業提案制度の実績データ 様式４

市川市

上記事業に継続

7
相続・贈与に関する税務
相談事業

NPO法人相続・経営
相談ネットワーク

経済
ボランティア
・ＮＰＯ課

H27～28年度事業
相続贈与に関する税務相談会の開
催。

継続中

6

相続・贈与に関する税務
相談・健康・体力増進に
関する相談事業

特定非営利活動法人
ライフサポート

福祉・経済
ボランティア
・ＮＰＯ課

H29～30年度事業
相続贈与に関する税務相談会の開催
および健康・体力増進に関する相談会
の開催。

継続中

5
市民を対象とした意識啓
発・高揚のための研修会
の開催及び実践

市川災害ボランティア
ネットワーク

防災
ボランティア
・ＮＰＯ課

H27～30年度事業
市民に対しての災害への意識啓発・高
揚のための研修会の開催。

上記事業に継続

4
パソコンスキルアップ講
座

いちかわITインストラ
クターズ

情報
ボランティア
・ＮＰＯ課

H27～28年度事業
市民を主な対象とした、パソコンやＩＴス
キルアップ支援講座の開催。

継続中

3 ＩＴスキルアップ支援講座
いちかわITインストラ
クターズ

情報
ボランティア
・ＮＰＯ課

H29～30年度事業
市民を主な対象とした、パソコンやＩＴス
キルアップ支援講座の開催。

団体の自主的な事業となっている。

2
「ケアカフェいちかわ」事
業

市川浦安鍼灸マッ
サージ師会

福祉
ボランティア
・ＮＰＯ課

H27～28年度事業
ワールドカフェ形式による、市民と医療
介護福祉にかかわる専門職の顔の見
えるつながり作り「ケアカフェいちかわ」
の開催。

継続中

1
いきいき健康マージャン
市民交流大会

ＮＰＯ法人　健康麻将
全国会　市川支部

福祉
ボランティア
・ＮＰＯ課

H27～30年度事業
健全な頭脳スポーツである健康麻雀を
通じて、「健康づくり・仲間作り・いきが
い作り」を目的とする。健康増進・市民
交流の活性化を目指す事業。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容
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木更津市

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

11
大豆(白富来・赤富
来)を活用した地域活
性化事業

上総豆豆倶楽部 環境
市民活動
支援課

作る人がいなくなった地大豆を復
活させ、地域農業の振興や地域
の活性化に取り組む。枝豆の
オーナーを募集し、種まきから収
穫までの体験や、味噌づくり体験
を実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

10
武田川上流域の迷
惑竹伐採と里山環境
整備

特定非営利活動
法人一粒舎

環境
市民活動
支援課

武田川上流域の曲線部が多く、
竹藪があるため見通しの悪い道
路や、手入れの行き届いていな
い雑草地等の清掃活動。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

9
青色回転灯装備車
による防犯パトロール

特定非営利活動
法人ライフサポー
ト波岡

防犯
市民活動
支援課

青色回転灯を装備した車両によ
る自主防犯パトロール。他の防犯
関係団体と連携し、パトロール日
を調整することにより効率の良い
防犯パトロールを実施。

把握していない。

8
おっぺせ木更津！
だっぺ村

木更津商工会議
所青年部

地域交流
市民活動
支援課

木更津市の中心市街地の人的
交流の減少を防ぐため、空き地
や駐車場等を利用し、市内の飲
食店やパフォーマーを集めたイ
ベントの開催。

把握していない。

7
SNSを活用した地域
のコミュニティの推進

きみさらずネット
ワークサポーター

地域交流
環境

市民活動
支援課

木更津の地域愛を育てるため
に、SNS（facebook）を活用し、地
域内外の人が参加する地域まる
ごとゴミ拾い（まるごみ）と称した
清掃活動を実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

6
太田山竹取ものがた
り

市民まちづくり塾 環境
市民活動
支援課

太田山公園に繁茂する孟宗竹を
伐採し山の美観を是正する。
また、伐採した竹材を利用するこ
とにより、環境に負荷を与えない
アメニティを製作。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

5
木更津さかんだな祭
り

木更津さかんだな
祭り実行委員会

地域交流
文化

市民活動
支援課

木更津市の顔となる木更津駅西
口の魅力をアピールするため、
地域の歴史・文化（伝統芸能・食
文化）をテーマとしたイベント「木
更津さかんだなまつり」を開催。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

4
木更津こども人形劇
場

木更津こども人形
劇場理事会

地域交流
文化

市民活動
支援課

子どもを対象にした演目だけで
はなく、大人にも楽しんでもらえる
演目の演劇を行い、文化の普
及・定着と市民の交流の場を創
出する。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

3
鎌足桜の保護育成と
広報活動を通した地
域活性化事業

木更津市鎌足桜
保存会事業企画
班

文化
環境

市民活動
支援課

鎌足桜の保護育成活動やポス
ター・カレンダー等の作成による
木更津市指定文化財としての鎌
足桜の魅力の発信。

把握していない。

2

「江戸前海苔パウ
ダー」木更津海苔漁
の進化系プロジェクト
「認知症カフェ」

江戸前海苔パウ
ダー運営委員会

文化 市民活動
支援課

江戸時代から続く伝統海苔漁の
継承を目的に、開発した江戸前
海苔パウダーのPRや、企業と連
携し介護食、健康食といった海
苔製品の開発等。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

1
facebookを活用した
地域活性化事業

勝手に木更津応
援団

地域交流
市民活動
支援課

facebook「勝手に木更津応援団」
を活用し、市内で行われるイベン
ト情報等を市民に発信、絵本回
収プロジェクトなどの子育て支援
事業も実施。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容
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事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

把握していない。

22
このゆびとまれコン
サート

このゆびとまれコ
ンサート

地域交流
福祉

市民活動支
援課

障がいのある方、ない方が一緒
に音楽を聴き、参加でき、楽しめ
るコンサートやワークショップを企
画、運営することで社会との関り
を広げていく。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。21

巌根こどもフェスティ
バル

巌根まちおこし
どっこいしょの会

地域交流
市民活動支
援課

地域交流を促進するため、「こど
もの日」に若い世代の発想や感
性を活かし、親子で楽しめる祭り
を開催。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

20
地域の引きこもり者
支援事業

ゆるボラの会 福祉
市民活動支
援課

地域のひきこもりの方が社会参加
するための準備（社会活動参加）
や、心のケアとしてセミナー、
アートセラピー、ミュージックセラ
ピーを実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。19

木更津わいわい劇団
公演事業

わいわい劇団実行
委員会

地域交流
市民活動支
援課

市民参加型で三世代の参加者
が演劇をつくり、地域の方々に発
表するもの。地域交流の場作り
と、参加者自身が自分と向き合
い、他人と向き合う機会を創る。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

18

子どもの笑顔あふれ
るまちづくり事業(親
育て、子育てプロ
ジェクト)

木更津メンタルサ
ポート倶楽部

教育
市民活動支
援課

心理カウンセラーとして活動して
いるグループ。虐待の軽減・防止
を主軸に講演会等を実施し、子
育てをする親をサポートする事
業。

団体の自主的的な事業展開と
なっている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。17

木更津映画祭開催
に向けたプロモー
ション活動

木更津文化推進
委員会

文化
市民活動支
援課

木更津市の地域振興と地域資源
を活かした事業として開催を目指
す芸術祭のプロモーション活動と
して、フリーペーパー「木更津自
身」の製作・配布等を実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

16
ハイキングコース「宇
麻具多の山の学校」
の整備

森林愛護クラブ
「山の学校」

環境
市民活動
支援課

馬来田にあるハイキングコースの
散策者の安心、安全を確保する
ため、案内標識、案内地図板の
設置や路面改善を実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

15
盤洲干潟釣り場、漁
場保護プロジェクト事
業

４１． 環境
市民活動
支援課

盤洲干潟での釣行者等のマナー
改善、関連漁港のパトロール、海
岸清掃活動を通して、釣り場の確
保や、盤洲干潟の環境保護を実
施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

14 里山の有効活用 きさらづ里山の会 環境
市民活動
支援課

荒廃の傾向にある里山の整備、
また、一般の人に参加してもらい
里山から生まれる材料に付加価
値を持った品を製作して里山を
認識してもらう。

把握していない。

13
まったりマルシェ＆か
ずさキャンドルナイト

かずさキャンドル
ナイト実行委員会

地域交流
市民活動
支援課

公園を会場とした地元作家が集
まるマルシェ、アーティストによる
ライブを通した地域交流。子ども
向けのキャンドルのワークショッ
プ、ライブ等を通した親子の交流
も実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

12

音楽療法セッション
普及事業(アシスタン
ト(ボランティア)養成
講座)

音楽療法の会 福祉
市民活動
支援課

音楽を活用して、心身の障害の
回復、機能の維持改善、生活の
質の向上等に資する音楽療法の
普及活動や音楽療法のボラン
ティア養成講座を実施。
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事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。32

都市と農村との交流
を図る地域農業活性
化事業

大地の恵み 環境
市民活動支
援課

木更津市にできた道の駅に訪れ
る人等に、地元農産物の収穫体
験や農産物の加工体験を通して
都市と農村とが交流する場を作
り、地域の活性化に繋げようとす
るもの。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。31

ココカラ　子育てライ
フ満喫事業

ココカラ 福祉
市民活動支
援課

地域の子育てママを応援するこ
とを目的として、立ち上がったマ
マのコミュニティー活動団体。
ニュースレターの発行や、情報交
換会等イベントを実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。30

木更津波岡こども食
堂

木更津波岡こども
食堂実行委員会

地域交流
福祉

市民活動支
援課

社会構造の変化により子どもを取
り巻く環境が多様化するなか、大
人も参加できるようにすることで、
成長過程で必要な様々な人と交
流する機会を設け、子どもの育成
を行っている。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。29

郷学「至徳堂」の広
報・保全活動

至徳堂を知る会 文化
市民活動支
援課

庶民の指導者教育を担った教育
機関である郷学「至徳堂」を紙芝
居・漫画等で紹介し、歴史に興
味を抱いてもらい誇りが持てるま
ちづくりを推進する。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。28

高齢者の「歩行改善
と認知機能の改善」
を運動指導できる地
域の担い手の養成

任意団体　上総ふ
まねっとの会

福祉
市民活動支
援課

高齢化社会、人口減少に伴う高
齢者の生活支援、孤立対応等の
地域課題の対策として、高齢者
自身が健康で安心して暮らせる
ように運動を指導できる担い手を
養成する。

当該事業は終了した。

27

木更津産オーガニッ
クブルーベリーを活
用した地域活性化事
業

木更津産オーガ
ニックブルーベ
リーを広め隊

環境
市民活動支
援課

木更津市の特産品であるブルー
ベリーを周知するため、ブルーベ
リーを使用した製品の製作・PRな
どを実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

26

木更津駅みなと口を
中心とした地域清掃
活動　いじめ反対！
ピンクシャツデーの
広報活動をメインとし
たいじめ反対！活動

ピンクシャツつな
げ隊

教育
環境

市民活動支
援課

カナダから始まったいじめ反対運
動であるピンクシャツデーを通し
て、子ども達のいじめをなくし、笑
顔の見える地域を目指しいじめ
反対をPRしながら清掃活動等を
実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。25

スポーツによる木更
津市活性化事業

きさらづスポーツコ
ミッション

スポーツ
市民活動支
援課

市のスポーツ振興を図り、健康の
増進、交流人口の増加、地域の
活性化を目的に木更津ブルーベ
リーランの開催や木更津トライア
スロン大会の運営等。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。
平成30年度木更津市協働のまち
づくり活動支援対象事業。24

棚田の保全活動を活
かした棚田周辺の環
境整備事業

いっせんぼくの棚
田を守る会

環境
市民活動支
援課

真里谷地区にあるハイキングコー
スの環境整備活動を実施。
歩道への枕木の設置や水路の
補修等を実施。

団体の自主的な事業展開となっ
ている。

23
木更津駅周辺地域
自主防犯事業

木更津駅周辺地
域自主防犯隊

防犯
市民活動支
援課

地域の安心・安全な生活を確保
するため、自転車盗、車上狙い、
落書き等の発生件数が多い木更
津駅周辺において地域の見守
り、声かけなどの自主防犯パト
ロールを実施する。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

松戸市

平成31年度も継続して協働事業提案制度に
おいて、事業実施予定。
平成32年度以降は未定。

7 公共サイン改善事業 公共サイン研究会
まちづくりの

推進
都市計画課

平成30年度に協働事業提案制度を
実施。
松戸市における公共サインガイドライ
ンの策定に向け、基礎資料を作成す
る。市民とともに公共サインについて
考えるワークショップやアンケート等
を実施する。公共サインの改善を通
じ、松戸の魅力を市内外にアピール
する。

平成31年度も継続して協働事業提案制度に
おいて、事業実施予定。
平成32年度以降は未定。

6
災害時要配慮者支援
事業

小金原連合町会防災
部

災害救援 危機管理課

平成30年度に協働事業提案制度を
実施。
要配慮者支援を考える議論の場づく
り、講演会、防災訓練等を実施し、災
害福祉を重視した地域住民による防
災活動「小金原モデル」を形成し、他
地域に波及させる。

平成31年度まで協業事業提案制度におい
て事業実施予定。
平成32年度以降も事業継続予定。(事業形
態は未定)

5
子どもたちがつくる青
少年会館居場所事業

だいすき松戸！子ど
もフェスティバル実行
委員会

子どもの健全
育成

生涯学習推進
課
(青少年会館）

平成29～30年度に協働事業提案制
度を実施。
今後の松戸市の未来を担う人材育成
のため、様々な経験をして仲間を作
り、仲間や地域の人々と触れ合える
社会教育の時間と場所を青少年会
館で提供する。学生を対象とした子
どもに関わる担い手育成を行う。ま
た、青少年会館利用団体等と共に、
子どもが主体となって文化祭等への
出展を企画する。

モデル期間終了後、事業自体が終了(停止)

4
地域ねこ活動推進事
業

まつど地域ねこ会 環境の保全 環境保全課

平成29年度に協働事業提案制度を
実施。
人と猫の共生を目指して、正しい地
域ねこ活動の普及啓発を行う。ルー
ルやマニュアル作り、セミナー開催や
ボランティアの育成などを実施する。

モデル期間終了後、団体の自主事業として
継続
理由：
団体の人員不足により協働事業の継続が困
難となった。積極的に市の事業とすることが
難しいため、個別案件等についてのみ市で
も対応していく。
平成29年度は、団体の体制変更により、協
力体制の見直しを行ったため、情報提供や
団体のチラシ配布のみを実施。

3
空き家の利活用等相
談事業

空き家安全管理ネット
ワーク

まちづくりの
推進

住宅政策課
空家活用推進
室

平成28年度に協働事業提案制度を
実施。
空き家問題に対し、空き家所有者や
地域住民に対し、出張セミナーの開
催をする。併せて専門家による個別
相談を行う。

モデル期間終了後、団体の自主事業として
継続
理由：
災害時においては自助・共助の観点から地
域のリーダーなどが中心となり、防災活動を
推進していく必要があるため。2

地域連携自主防災事
業

栗ヶ沢中学校地域防
災委員会

災害救援 危機管理課

平成27～29年度に協働事業提案制
度を実施。
来るべき災害に備え、地域で自主防
災を担うことを目指す。地域内の収容
避難所を円滑に運営できることを目
指し、訓練や研修などを通じて防災
意識を高める。また、地域に対する
自主防災と避難運営に関する告知
活動（手引きや冊子の作成）を行う。

市の直轄事業として団体に「委託」。
理由：
市民自治課の事業である「まつど地域活躍
塾」において、毎年第1回目の講座で講師を
招き基調講演を行い、それを一般公開、また
職員研修とすることで、市民、職員に協働の
まちづくりの啓発を行う。

1
協働のまちづくり啓発
事業

特定非営利活動法人
まつどNPO協議会

まちづくり推
進

市民自治課

平成27～29年度に協働事業提案制
度を実施。
「協働のまちづくり講演会」を市民活
動団体等と共に企画、運営すること
で、実践的かつ魅力的な講演会（イ
ベント）として参加者増加と協働のま
ちづくり推進の一助とする。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

茂原市

事業実施に向けて提案団体と担当部
署間で協議中

4 キーパーソン塾
まちづくり茂原サポー
ト

まちづくり 企画政策課

市民が、まちの資源（地域力）を掘り下
げて、お互いに理解しあい、住んでい
る地域を自信と愛着を持てるように情
報を発信することにより、まちの活性化
と市民参加のまちづくりが促進される。

事業実施に向けて提案団体と担当部
署間で協議中

3
子ども食堂の開設支援
講座

特定非営利活動法人
ディーセント・ライフ

子ども 子育て支援課

「子ども食堂」の基本的な理念や運営
について学び、講座に参加した人が実
際に子ども食堂を開設することにより、
広がりを持った地域の居場所作りに貢
献する。

当該事業は既に終了した。
団体の自主的な事業展開となってい
る。

2 ウォークゴミ0ボラエモン そくと仲間たち
環境保全、連
絡助言援助

環境保全課

ウォーキングをしている個人や団体に無料
でゴミ袋と専用のボラエモン手帳を配り、ゴ
ミ拾いをしながらウォーキングをした時間を
手帳に記入してもらう。貯まった時間をポイ
ントに換算し、申請者が指定した団体に寄
附品物を届ける。

当該事業は既に終了した。
次年度の協働提案事業へ発展してい
る。

1
茂原市の農業と消費者と
を繋ぐシンポジウム

まちづくり茂原市民
ネット

まちづくり、
農村振興

農政課

「食」を通じた消費者と生産者の交流を
図るため、基調講演とパネルディスカッ
ションを行う。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

佐倉市

継続中

7
家庭訪問型子育て支援
「ホームスタート・さくら」

NPO法人ほっとす
ぺーす・つき

子育て
健康増進課、
子育て支援課、
児童青少年課

子育て支援拠点やサロン活動に参加
できない家庭に対して、ホームビジ
ターが訪問し、寄り添うことで親の育児
意欲を高める。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

6 高齢者施設等の訪問 ハーモニーの会 福祉 高齢者福祉課

高齢者施設等を訪問し、ハーモニカの
演奏や踊りを通して、高齢者及び乳幼
児親子に非日常的な喜びを提供する
とともに、認知症予防など高齢者の健
康増進に寄与する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5

・佐倉草ぶえの丘「草笛
遊々塾」
・新春草笛コンサート
・風と緑と花の祭典

草笛＆リーフル
「ハッピー・はっぱ」

地域活性化 自治人権推進課

全国から草笛愛好者を募り、佐倉草ぶ
えの丘で手作りのカフェを催し、お茶を
いただきながら、草笛の演奏と交流を
行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。複数の市内飲食店で実施されてい
る。

4 「佐倉丼」普及活動 ベコちゃん 地域活性化 自治人権推進課

「佐倉丼」の普及活動を通して、佐倉の
食の魅力を伝えることにより、佐倉の認
知度をアップ及び地域の活性化につ
なげる。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3 コミュニティカフェ憩え場 長いすの会 福祉 高齢者福祉課

コミュニティカフェの開設を通して、地
域住民の交流希薄化や高齢者の孤食
等の地域課題の改善を目指す。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2
障がいを持つアーティス
ト二人展・講演会

NPO法人モチモチの森 福祉
障害福祉課、
自治人権推進課

佐倉市立美術館ギャラリーでの作品展
示及びホールでの家族の講演を通し
て、障がいをもつ子を持つ家族の不安
を少しでも解消させる。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

1 青森ねぶた囃子の習得 西志津お囃子友の会 地域活性化 自治人権推進課

講師を招いて青森ねぶた囃子の講習
会を行い、習得する。また、イベント等
での観客と一体となった演奏を通し
て、地域を盛り上げていく。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

東金市

当該事業はすでに終了した。

13
みのりの郷東金から発信
する「動画」による市民交
流事業

まちの駅ネットワーク
とうがね

まちづくり 企画課

まちの駅ネットワークとうがね情報発信
委員会が中心となり、みのりの郷東金
を拠点として、シティプロモーション動
画を作成・発信する。

（その他）
市民提案型協働事業として27年、28年
度実施した。29、30年度は団体の自主
的な事業展開。31年度は申請、審査
済。

12
日吉台地域安全パトロー
ル隊

日吉台地区まちづくり
協議会

地域安全
まちづくり

企画課

地域住民の願いである「安全・安心な
まち」のため、「地域の安全は地域で守
る」という地域住民の防犯意識の高揚
を図り、積極的に防犯活動に取り組
む。

（その他）
市民提案型協働事業として毎年度申
請がある。30年度も実施中。31年度は
申請、審査済。11

田間物語　「リレーマラソ
ン」

田間地区まちづくり協
議会

まちづくり 企画課

誰でも気軽に参加できる「リレーマラソ
ン」を実施し、住民の友好・融合・交流
を図るほか、昔の遊びが体験できる
ブースを併設することで世代間交流も
図る。

当該事業はすでに終了した。

10
田間福祉事業「絆－田
間地区はひとつ」

田間地区まちづくり協
議会

福祉
まちづくり

企画課

「田間区はひとつ。安全安心で住み良
い街づくり」のスローガンのもと、新旧住
民の友好融合を目指し、より強い「絆」
の構築を図るための福祉事業を行う。

（その他）
市民提案型協働事業として毎年度申
請がある。30年度から上記事業に統
合。

9
丘山地区地域交流「花
いっぱい」運動

丘山振興会
環境
まちづくり

企画課

東千葉メディカルセンターや公民館、
学校など地域にある公共的施設の美
化活動を通じた地域住民の交流から、
地域の関係性の醸成を図る。

（その他）
市民提案型協働事業として毎年度申
請がある。30年度から下記事業と統合
し、1事業として実施。31年度は申請、
審査済。

8
「丘山振興会だより」の発
行

丘山振興会 まちづくり 企画課

振興会の活動報告や協働事業の紹
介、地区にある文化・歴史資源の紹介
により、地域住民の情報の共有を図る
ため、「丘山振興会だより」を発行、配
布する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

7
東金市の玄関である駅
前広場の環境美化活動

東金駅を美しくする会 環境 企画課

東金市の玄関である東金駅をより安全
で美しい駅にし、駅を利用する市民や
訪れる人たちが快適に安心して利用で
きる駅にする。

（その他）
市民提案型協働事業として、26、27、
29年度に実施。29年度で年数上限に
達し、その後は自主的に事業展開。

6
御成街道保全・活用事
業

ＮＰＯ御成街道保存
会

文化 生涯学習課

家康来訪４００年を記念し、御成街道を
市民共有の文化財として市内外からの
歴史、文化、自然愛好者に訪れてもら
えるよう整備する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5
介護施設慰問・他演奏
事業

ＮＰＯアンサンブル
福祉
まちづくり

高齢者支援課

介護施設等を慰問し演奏会を行うこと
により、施設利用者が明るく元気に過
ごせるよう支援する他、町おこしイベン
トに参加し明るい街づくりを推進する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

4
みんなで作る八鶴湖動
植物図鑑

まちの駅ネットワーク
とうがね

環境 商工観光課

参加型イベントを通じて八鶴湖周辺の
豊かな生態系を実感してもらい、世代
を超えた様々な人たちや団体の参加・
連携を呼びかけ市民の交流を図る。

（その他）
市民提案型協働事業として、26、27、
28年度に実施。28年度で年数上限に
達し、その後は自主的に事業展開。

3
親業・エニアグラム、フォ
ロー事業

親業・エニアグラム、
フォローの会

子ども 生涯学習課

市が開催している親業講座と連携し修
了者をフォローすることにより、子育て
に悩む親が孤立しないよう支援する。

（その他）
市民提案型協働事業として、26、27、
28年度に実施。28年度で年数上限に
達し、その後は自主的に事業展開。

2
油井おあし坂谷津田・増
田記念ビオトープ整備事
業

ときがねウォッチング 環境 環境保全課

耕作していない谷津田をビオトープとし
て整備することで里山の自然を保護
し、ふれあいの場として活用する。

（その他）
市民提案型協働事業として、26、27、
28年度に実施。28年度で年数上限に
達し、その後は自主的に事業展開。

1
地域新聞「ささえあい」の
発行

福岡地区福祉ネット 福祉 高齢者支援課

地域新聞「ささえあい」の発行を通じ、
地域の持つ資産（人的・歴史的）の情
報を掘り起こし、共有することにより住
民同士の交流を図る。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

（その他）
当該事業実施中。その後は自主的に
事業展開。

24
日吉台景観環境まちづく
り活動

日吉台地区まちづくり
協議会

環境
まちづくり

企画課

日吉台地区内のバス停へのプランター
設置や老朽化した交通安全看板の取
替え等を実施し、地区内の景観を整備
するなかで住民同士の交流を促進し、
郷土愛の醸成や地域コミュニティの強
化を図る。

（その他）
当該事業実施中。市民提案型協働事
業として31年度も申請、審査済。23

歴史と文化のまち東金を
みんなで学ぼう

東金市郷土研究愛好
会・東金関寛斎顕彰
会

文化 生涯学習課

東金の歴史と文化を学び、その研究成
果等を東金市民をはじめ広く世に発信
し、後世に引き継ぐため、歴史・文化に
関する展示会や講演会を開催する。

（その他）
当該事業実施中。31年度からは高齢
者支援課の新設する補助制度に移行
する予定。

22
訪問型生活支援サービ
ス事業

生活支援そよかぜ 福祉 高齢者支援課

高齢者が在宅生活を送り続けられるよ
う、有償ボランティアが自宅に訪問し日
常生活の困りごと（掃除や草取り、ゴミ
だし、買い物等）を手伝う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

21 東金四区協働防災会
東金四区まちづくり協
議会

地域安全
まちづくり

企画課
消防防災課

１つの区だけではできないより広範囲
な共助の取り組みとして、四区合同に
よる防災活動を実施し、有事の際の協
力体制を確立する。

当該事業はすでに終了した。

20
夏休み！東金のおしごと
探検隊

まちの駅ネットワーク
とうがね

まちづくり 商工観光課

小中高校生を対象に、東金駅西口商
店街のお仕事体験を企画し、商店街
の活性化を図るとともに、子どもたちが
地域に愛着を持つきっかけとする。

（その他）
市民提案型協働事業として、29年度実
施した。30年度も実施中。31年度は申
請、審査済。

19
いきいき高齢者健康サロ
ン

求名駅前区長寿会ひ
まわりネットワーク

福祉 高齢者支援課

城西国際大学看護学部の協力の下、
高齢者が仲間と一緒に明るく元気に生
活していけるよう、誰でも気軽に参加で
きるサロンを開催する。

（その他）
市民提案型協働事業として、29年度実
施した。30年度も実施中。

18
歴史的建造物の再生、
活用事業

町並み活用センター 文化
商工観光課
生涯学習課

東金市にある文化的価値の高い古い
町並みに対する興味・関心を高め、観
光資源としての活用を目指し、まちづく
りに関する説明板の設置やシンポジウ
ムを開催する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

17
視覚障がい者に向けた
情報音声訳事業

朗読奉仕つくし会 福祉
秘書広報課
社会福祉課

市内に住む視覚障がいを持つ方々に
向けて、市の広報等、紙媒体の情報を
音声に訳し、ＣＤ化して配布する。

（その他）
市民提案型協働事業として、29年度実
施した。30年度も実施中。31年度は申
請、審査済。

16
発達障がいの心を知る
事業

特定非営利活動法人
基本塾

福祉 学校教育課

特別な支援が必要な発達障害を抱え
る子どもたちへの理解・関心を高めて
いくため、保護者・教職者を中心に一
般向けの講演会・研修会を開催する。

（その他）
市民提案型協働事業として28年度実
施した。30年度も実施中。31年度は申
請、審査済。

15
日吉台健康づくり活動事
業

日吉台地区まちづくり
協議会

福祉
まちづくり

企画課

地域住民の健康を地域で支えていくた
め、健康セミナーを開催するとともに、
コミュニティづくりを促進する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

14
東金四区防犯パトロール
隊

東金四区まちづくり協
議会

地域安全
まちづくり

企画課

東金四区地域内の防犯パトロール活
動及び子供たちの見守り活動を積極
的に行い、地域力の強化を目指す。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

旭市

把握していない

14 当事者研究事業
特定非営利法人
はんどいんはんど東
総

福祉 市民生活課

精神障害の人たちの自立と社会参加
の機会を増やし、メンタルヘルスに関
する啓発や支援を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

13
旭学び助成金
〔Asahi Support System
for Students（旭３S）〕

旭３S運営委員会 社会教育 市民生活課

旭市内の小・中・高校生が、社会的貢
献を意図した活動を積極的に展開する
ために、その資金的裏付けとなる助成
金を提供し、官・民・学が一体となっ
て、子どもの学びを支援するラーニン
グ・コミュニティを形成する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

12
旭いいおか文芸賞「海
へ」

高橋順子を囲む会 文化活動 市民生活課

郷土が生んだ詩人・高橋順子さんを囲
んで、震災で疲弊したまちの活性化と
文化の興隆に寄与することを目的とす
る。あわせて、震災の記憶を語り継ぎ、
震災などで疲弊した心の支援を目指
す。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

11
登録商標「大原幽学　性
学もち」の告知と製法の
伝承

大原幽額仕法伝承会
・郷土偉人の

遺徳伝承
・観光

市民生活課

大原幽学先生考案の「性学もち」の商
標登録と正統な製法を理解してもら
い、「幽学仕法」と呼ばれる指導や成果
を地域住民をはじめとして汎く普及さ
せる。

当該事業は既に終了した。

10
刑部岬全体の環境の整
備及び調査研究

刑部岬自然環境研究
会

・観光
・防災
・環境

市民生活課

地域と連携し遊歩道を整備し、避難道
及び観光道として定着させながら刑部
岬の全体の景観を整える。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

9
旭市子ども観光大使育
成事業

TOSS東雲 教育活動 市民生活課

旭市の農業、文化、産業などの体験活
動を行い、旭市の良さを市内外に伝え
る子ども観光大使の学習を行う。

把握していない

8
健康意識と知識を高める
事業

サニースマイルクラブ 健康 市民生活課

旭市の健康保険を使わず、市民が健
康意識とその知識を高め、明るく健や
かな生活を送ることを目的とする。

把握していない

7 レイラコンサート　2015 レイラを聴く会 音楽活動 市民生活課

地元出身でプロデビューした「レイラ」
のコンサートを旭市内で開催することに
より、ポピュラー音楽を通じて年齢に関
係なく、誰もが楽しめる音楽文化を旭
市に広める。

把握していない

6
座頭市物語文学碑建立
碑前祭

飯岡市さん会
・文化

・産業振興
市民生活課

映画等で知られる子母澤寛の名作「座
頭市物語」発祥の地である旭市飯岡を
広く周知し、後世への伝承すると同時
に、関連商品の開発を行い、観光資源
の発掘、文化の向上に寄与する。

把握していない

5
復興と観光を担う地域自
主防災、介助ﾈｯﾄﾜｰｸの
構築

旭市防災士・ｻｰﾋﾞｽ
介助士ﾈｯﾄﾜｰｸ

防災・観光 市民生活課

旭市に居住もしくは勤務活動している
防災・介助に関する資格者が協働し、
自主防災力および介助サービスの質
の向上を図る。

把握していない

4
旭市の資源を有効活用
し商品化を目指す
事業

あさひ物産市 産業振興 市民生活課

旭市の食材等、資源を活かし、商品化
できるものを作り、旭市の活性化、人材
雇用の促進を図る。

把握していない

3
魅力あふれるまちと輝い
ているひとを育てる事業

旭のまちひとを育てる会
・環境教育
・地域振興

市民生活課

住んでいるまちに誇りを持ち、住んで
いる人々が夢を持つこと、助け合い精
神が根付いた魅力的なまちと地元愛に
あふれた人材を育成し、地域活性化に
寄与する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2 旭LiveKing LiveKing実行委員会 音楽活動 市民生活課

音楽を通して人的交流の場を作り、旭
市を盛り上げ、活気のあるまちづくりに
寄与する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

1 石笛の里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 石笛の里ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ まちづくり 市民生活課

地元民話「天の石笛」をモチーフにし
た活動で地域の魅力を高め、市内外
に発信し人々が訪れ賑わいのある街を
作る。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

習志野市

現在、事業実施期間中6
○おむすび△お結び
□

一般社団法人
たからばこ

保健・医療・福祉の
増進

協働政策課

地域の悩みを解決するきっかけの
場や、人々の交流の場を作り、多く
の人が緩く長く繋がって、悩みを相
談し合うことができる地域にする。よ
り安心できる地域にするため、地域
の様子を気にしてくれる人材を発
掘する必要がある。
街を知るための企画や、様々な世
代のニーズに合う講座を実施、障
がい者の自主映画の上映会などの
学習会を開催する。

現在、事業実施期間中5

次世代へ健康で安全
に
暮らせる社会の仕組み
づくりを
引き継ぐ為に

習志野市消費生活研究会 消費者の保護 協働政策課

「環境と食の安全」の繋がりを学
び、習志野市で健康に暮らすこと
のできる仕組みづくりの促進を図
る。
“食生活と健康管理”についての講
演会を開催することで、参加者が
学習し、自分達ができることを考え
る場を作る。よりわかりやすく「食の
安全」についての情報を伝えるた
め、リーフレットを作成し配布する。

現在、事業実施期間中4
notocoro
小商いプロジェクト

notocoro
男女共同参画社会

の形成 協働政策課

一時的に仕事を退職したママたち
の「子育ての時間を大切にしながら
働きたい」という想いを「小商い」と
いう形で、子育てをしながら理想的
な範囲での社会復帰を実現させ
る。
小商いを始めるため、「仕事の始め
方」や「プランの立て方」について
ワークショップを開催し、講師と共
に継続的に小商いを行えるよう、実
践までサポートをする。

現在、事業実施期間中3
原爆の悲惨さを語り継
ぐ

習志野の小さな風の会
人権擁護・平和の

推進
協働政策課

戦争体験者や被爆体験者が高齢
となり戦争や原爆の悲惨さを後世
に語り継いでいくことが難しくなって
きており、後世に戦争や原爆の悲
惨さや平和の大切さなど、核兵器
廃絶の重要性を継続的に語り継い
でいく必要がある。
被爆体験講話等を収録したＤＶＤ
と被爆者が残した手記を冊子として
まとめ、朗読会や平和学習会を開
催する。

現在、事業実施期間中2
高齢者を元気にするた
めの笑いと芸能のイベ
ント開催

習志野芸能クラブ
保健・医療・福祉の

増進
協働政策課

高齢者が外に出る機会を作り、参
加者同士や出演者とのコミュニ
ケーションの場を創出することで、
明るく元気な高齢者を増やし、地
域を明るくする。元気な高齢者を増
やすことで、医療費負担の軽減に
貢献する。
笑いと芸能体験・健康講座などの
イベントの開催、高齢者施設への
「笑いと芸能」の出張出演を行う。

現在、事業実施期間中1
notocoroプロジェクト
家具づくりワークショッ
プ

notocoroプロジェクト
学生グループ

子どもの健全育成 協働政策課

子育て家庭が自発的に交流し、新
たなコミュニティを作るきっかけの
場を作る。学生が地域住民同士の
かすがいになることで、地域住民同
士の新たなコミュニティの拡大と、
住民と学生の交流促進を図る。
ものづくりを学んでいる団体メン
バーが講師となり、参加者と協力し
て家具を製作するワークショップを
開催する。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

現在、事業実施期間中9

「コープみらい食育プロ
グラム及び
エコプログラム」の講師
派遣

生活協同組合
コープみらい

・子どもの健全育成
・環境の保全

協働政策課
「食育プログラム」及び「エコプログ
ラム」について無料で講師派遣を
行う。

現在、事業実施期間中8

―地域の人と人がつな
がり、
子どもがのびのびと遊
ぶ―
「乳幼児のプレーパー
ク」づくり

特定非営利活動法人
あそびっこネットワーク

子どもの健全育成 子育て支援課

・プレーパークの運営
・その日しか体験できないイベント
の開催
・外遊びの大切さについての講座
の開催

現在、事業実施期間中7
子育て・孫育て応援講
座

ＮＰＯ法人
ならしの子ども劇場

子どもの健全育成 協働政策課

祖父母が子育てをサポートしていく
中で、以前とは社会環境が異なる
現代の子育てで大切にすべきこ
と、互いにどのような視点を持つか
ということを学び合うことのできる場
を提供する。
「幼児～小学生」、「小学校高学年
～思春期」のそれぞれの子を持つ
親、祖父母向けに講演会を実施
し、『ならしの孫育てハンドブック』
の内容を紹介する。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

柏市

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（次年度以降はあけぼの山農業公園の
指定管理者の自主事業として継続を
予定している）

6
『あけぼの山農業公園及
び周辺地域を巡るフット
パスツアー』の実施

柏観光プロダクション 観光 農政課

柏市とその周辺地域の住民(外国人留
学生を含む)を対象として，あけぼの山
農業公園とその周辺地域の魅力を一
体的に紹介する日帰りのフットパスツ
アーを実施する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（次年度以降はあけぼの山農業公園の
指定管理者の自主事業として継続を
予定している）

5

あけぼの山農業公園・整
備体験プログラム開発事
業「みんなで”つくる”み
んなの公園」

balloon 観光 農政課

あけぼの山農業公園の魅力化に向け
て，体験プログラムの検討・開発・実験
を行う。公園内の各スポットにおいて，
整備や手入れ作業自体を体験プログ
ラムにし，プロの講師の指導の下，参
加者が園芸や農のスキルや知識を学
びながら，公園内に魅力的な場所をつ
くっていく。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（次年度以降はあけぼの山農業公園の
指定管理者の自主事業として継続を
予定している）

4

あけぼの山農業公園ネ
イチャー＆サイエンスス
タディツアーガイド養成
講座

柏の葉サイエンスエ
デュケーションラボ

観光 農政課

あけぼの山農業公園ならびにその周
辺には豊富な自然での体験活動を通
じて理科・科学を学ぶツアーを開催す
る。これは当会が「理科の修学旅行」や
「ジオサイクリング」等として過去に実施
してきた枠組みを活用するものである。

当該事業は既に終了した。

3
かしこい消費者の育成講
座

柏市消費生活かたくり
の会連絡協議会　他
２団体

消費者教育 消費生活センター

・市民を対象に市内の消費者団体柏
生活クラブ、柏市消費者の会、柏市消
費生活かたくりの会が、「かしこい消費
者になろう」をめざし、各々の団体の特
性を生かした講座を開催する
・5月の消費者月間に向けてのフォーラ
ムを開催する

該当事業の担当課にて事業化（予算
化の意）している。
（①委託②定期的に、行政と団体とで
情報共有を行うとともに、役割分担等
の事業に関する見直しや検討を行って
いる）2

地域組織（町会，自治
会，区）と，行政や団体と
の協働を促進するため
の中間支援

柏市地域協働を考え
る会

まちづくり 地域支援課

①市民ミーティング・自治会情報交換
会（市主催）の運営支援
②地域組織運営事例集の作成
③地域組織の活動取材及び情報発信

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（提案事業は終了しているが，別事業
にて担当課との協働事業は継続してい
る）

1

かしわde子育て～切れ
目のない支援のための
ネットワークづくり～（「ぷ
れママ・パパのための子
育てデビュー講座」モデ
ル事業の実施）

かしわ子育てまちづく
りネットワーク・ここっと

子育て 子育て支援課

子育て支援者等による実行委員会を
組織し，モデル事業を通じて，ネット
ワークづくりを進める

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

鴨川市

団体の自主的な事業展開となってい
る。

8
ひらつか地区ハイキング
プロジェクト事業

ひらつか地区ハイキ
ング推進部会

農山漁村又
は中山間地
域の振興

市民交流課

地区内及び地区外の来訪者に、ハイ
キングコースの楽しさを実感してもら
い、都市住民との交流を交流を推進す
る。また、「ひらつかの味工房」の設備
整備により、農産物の付加価値や商品
価値を高める。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

7
子ども達の生涯スポーツ
を通じた育成事業

南総タグラグビー普
及会

子どもの健全
育成

市民交流課

小学生の健全育成、情操教育にもつ
ながるタグラグビーの普及活動として、
土曜スクール等での指導やその父兄
や教職員に啓発を行い、小学校の体
育授業での実施を目指す。また、クラ
ブチームの育成・強化を推進し、全国
大会千葉県予選会場の誘致活動を行
う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

6
炭焼きで生きる里山の
「かたち」

釜沼木炭生産組合
農山漁村又
は中山間地
域の振興

市民交流課

里山整備を進め、共に活動する仲間を
増やすことで、活動範囲を広げていく。
里山資源の重要性を伝える活動と安
全な作業技術取得のための講習も同
時に行い、啓発に努める。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5 子育て・子育ち応援事業 Mother　Earth　ひろば
子どもの健全

育成
市民交流課

大人と子どもが交流しながら経済の仕
組みを学ぶ「子どもイベント通貨・あ
わっこマネー」を使った「あわアースひ
ろば」を開催し、地域を跨ぐ世代間交
流を促進する。また、子育て世代が紙
面づくりを通じて親睦と交流を深め、つ
ながりを広げていくための機関紙を隔
月で制作・発行し、会員の増強を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

4
大山寺修復を通したまち
づくり

大山寺修復を目指す会

学術、文化、
芸術又はス
ポーツの振

興

市民交流課

大山寺を貴重な文化財として捉え、保
全保護の観点から調査報告会や見学
会及び研修会等を開催するとともに、
パンフレットやホームページ等を活用し
広く周知するなど、大山寺の価値と修
復の必要性について普及啓発を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3
少子化対策と子育て支
援及び観光・農山漁村・
市内地域振興事業

特定非営利活動法人
吉鴨会

まちづくりの
推進

市民交流課

少子化対策の一環として、結婚希望者
を対象とした婚活イベントを、高齢農業
者の作業負担の軽減といった支援的
要素も併せ持つ農産物の収穫等を盛
り込んだ体験型で開催する。また、育
児サポートの強化、地域の子育て環境
の充実を目指し、有用な子育て支援策
について検討を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2 保台古道整備事業 保台古道保存会 観光の振興 市民交流課

保台古道付近にツリーハウスを建設す
るとともに、プロモーションビデオを制
作し、これをホームページ上で配信す
ることにより、ハイカーを中心とした観
光誘客を促進する。また、里山の保全
と自主財源確保に向け、炭焼きに関す
る調査・研究を進める。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

1
ゆるゆる体操・ふれあっ
て元気！

NPO法人ふれあいサ
ポートさくら

保健、医療又
は福祉

市民交流課

高齢者・障害者の居場所の提供によ
り、引き篭もりを防止、認知症悪化防
止、簡単な体操などで介護にならない
身体をつくる。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

15
住民が住みよい街にす
るための事業

住みよい街の会
まちづくりの

推進
市民交流課

散歩道の草刈や花壇等への花卉の植
栽などの環境整備に取組み、快適な
空間を提供することにより、住民にとっ
て住みよい街、観光客にとっても訪れ
たい街づくりを目指す。また併せて、運
動習慣の定着と健康寿命の延伸を目
指し、健康講座を実施する。

14
ジャンボかぼちゃでまち
づくり

鴨川ジャンボかぼ
ちゃ研究会

まちづくりの
推進

市民交流課

ジャンボカボチャ全国大会の千葉県予
選大会を本市で継続的に開催し、積
極的な情報発信により愛好家を中心と
した観光誘客を推進する。また、専門
家の指導により後継者を育成し、継続
的かつ安定的なジャンボカボチャの生
産を確保し、ジャンボカボチャの聖地と
しての定着を図り、地域活性化につな
げる。

13
「大山音頭」で元気の和
を広げ鯛！

大山音頭の会
まちづくりの

推進
市民交流課

大山地区の文化や生活振りなどが歌
詞に盛り込まれ、平成10年頃まで婦人
会を中心に受け継がれてきた「大山音
頭」を復活させ、ＣＤの製作・販売とＰＲ
活動等による普及を図り、郷土愛や連
帯感の醸成による地域コミュニティの強
化、踊ることによる介護予防や高齢者
のひきこもり防止につなげる。

12 清澄ユリの里プロジェクト
清澄癒しの里づくりの
会

まちづくりの
推進

市民交流課

移住・定住を促進するため、まずは交
流人口の拡大に向け、県内でも希少な
ユリの名所づくりに取り組み、その定着
を図るため、メディアを中心に積極的な
ＰＲ活動を展開する。また、地域ファン
クラブの立ち上げに向け、ユリ観賞会
や栽培講習会を通じて、会員の掘り起
こし・獲得を目指す。

11
移住促進・景観整備事
業

四方木ベイスしたな
おい

農山漁村又
は中山間地
域の振興

市民交流課

移住・定住を誘導するため、リノベー
ションした空き家「したなおい」を活動
拠点に、地域の暮らし体験をはじめと
したコミュニティ活動を定期的に実施
するほか、訪問のきっかけづくりとして
伐採体験などの地域体験交流イベント
を開催する。また、隣接する耕作放棄
地の再生、名所の環境整備を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

10
「選ばれるまちづくり・鴨
川づくり」推進事業

特定非営利活動法人
鴨川未来倶楽部

まちづくりの
推進

市民交流課

ふるさと創生に向けて、住民の主体的
参画によるまちづくりを基本に、新しい
公共や仕組みの企画・立案、提案及び
運営に取り組むための組織力を強化し
ながら、地域課題の解決に向けて、座
談会や婚活イベントの開催、空き店舗
での実証実験などを実施する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

9 青空カフェ事業
特定非営利活動法人
フローラファミリー

保健、医療又
は福祉

市民交流課

医療や介護、子育てなどに関する悩み
や相談事を抱える方が気軽に集まり、
交流しながら専門員が相談に応じる場
「青空カフェ」を毎月開催する。なお、
対象地域を長狭地区から旧鴨川市内
にまで拡大し、新たな交流の場の提供
による相談支援の充実と参加者の増員
を図る。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

1
高齢者のための声の体
操事業

蘭の會 福祉 高齢者支援課
高齢者の健康維持、介護予防をめざ
し、発声による体操や大声大会を行う。

当該事業は既に終了した。

2
これから定年を迎える団
塊の世代の活動支援Ｗ
ＥＢサイト事業

NPO法人かまがや地
域情報の窓

福祉 企画政策課

団塊の世代がリタイア後に地元で活躍
できるよう、団塊の世代と地元を結びつ
けるためのＷＥＢサイトを立ち上げる。
団塊世代の参画によりサイトの運営を
行う。

当該事業は既に終了した。

3
楽しい市民活動入門事
業

鎌ケ谷市レクリエー
ション協会

市民活動 市民活動推進課
これからボランティアや市民公益活動
を始める人にわかりやすく市民公益活
動を紹介する。

当該事業は既に終了した。

4
障害児と健常児との交流
事業

NPO法人きらら 福祉 障がい福祉課
障がい児と健常児の交流を図るため、
福祉健康フェアと当日開催でふれあい
移動動物園を開催した。

当該事業は既に終了した。

5
心のバリアフリー推進体
験事業

NPO法人鎌ケ谷たす
けあいの会

福祉 社会福祉課

市民や市内事業者が車いすやアイマ
スクを付けて歩行するなどの高齢者や
障がい者の疑似体験をする。
今まで意識していなかったバリアに気
づくために高齢者や障がい者と実際に
一緒にまちを歩くとともに、バリアフリー
マップ作りを行う。

当該事業は既に終了した。

6
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

環境 道路河川整備課

湧水地である囃子水周辺をモデル地
区として、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。

該当事業の担当課にて事業化してい
る。

7
あそびのプレーパークづ
くり事業

鎌ケ谷市レクリエー
ション協会

福祉 こども支援課

子どもたちに社会性などを身につけさ
せるために、木材ロープなどの自然素
材、火や水などを使って遊ぶことを通し
て、子どもたちが創造力を生かし、自
分の責任で自由に遊ぶことができる遊
び場をつくる。

該当事業の担当課にて事業化してい
る。

8
市民がいきいきと暮らせ
る介護予防、予防医療
講座実施事業

鎌ケ谷学習療法普及
会

福祉 高齢者支援課

より多くの市民が介護予防、予防医療
に対する認識を深め、健康で生き生き
とした老後を送れるように、「食生活改
善」、「いきいき体操」、「予防医学」、
「認知症予防」の４講座を開催する。

当該事業は既に終了した。

9
読み聞かせによる地域
の子育て支援事業

蘭の會 福祉 こども課

児童の心と身体の健やかな発育を進
めるために、主に育児中の母親を対象
に、発声の基礎を学び、質のよい声で
絵本と紙芝居の読み聞かせができるよ
うになるための声の養成講座を開催す
る。

当該事業は既に終了した。

10
成年後見制度啓発のた
めの事業

NPO法人鎌ケ谷たん
ぽぽクラブ

福祉 障がい福祉課

高齢者・障がい者またはその関係者は
もとより、多くの市民の方に成年後見制
度についての正しい知識を与え理解を
深めるため、年7回の講演会を開催す
るとともに、講演会内容の記録をまと
め、小冊子の作成を行い関係各所に
配布する。

当該事業は既に終了した。

11
パソコンや携帯端末向け
「（仮称）ふくしネットかま
がや」の構築事業

ＮＰＯ法人かまがや地
域情報の窓

福祉 社会福祉課
市の各担当課が発信する健康福祉に
関する情報を集約して発信するホーム
ページを構築する。

該当事業の担当課にて事業化してい
る。

12
オープンアカデミー公開
講座
かまがや再発見クラブ

鎌ケ谷市芸術文化協
会

教育 生涯学習推進課

小学校のクラブ活動の時間を利用し、
団体の構成員が自ら講師となり、芸術
文化をとおして鎌ケ谷市内のコミュニ
ティや伝統を再発見するクラブ活動を
行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（行政は予算提供はしていないが、場
所・物品等の提供を行っている。）

13
街歩きを通じた、地域防
災啓発活動

鎌ケ谷災害救援ボラ
ンティアネットワーク

防災 安全対策課

街歩きをしながら実際に防災上のポイ
ントとなる場所を確認することで、住民
一人ひとりの防災に関する意識の醸成
を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
（行政は予算提供はしていないが、防
災倉庫の開放など、緩やかな連携を
行っている。）

14

プログラミング学習導入
に向けた市内全小学校
生徒（５年生）への事前
プログラム学習体験

ＮＰＯ法人かまがや地
域情報の窓

教育 学校教育課

文部科学省が平成２９年３月に公示し
た新小学校学習指導要領により、平成
３２年度から小学校でプログラミング教
育が必修化されることを受け、その事
前準備として市内の各小学校にプログ
ラミングの学習体験を行う。

鎌ケ谷

現在実施中（平成30年度実施事業とし
て提案されたため）

市



協働事業提案制度の実績データ 様式４

君津市

12
ＡＯＢふるさと活性化大
作戦

久留里線委員会 環境美化系 企画政策課

・久留里線沿線高等学校と連携した久
留里線駅舎やその周辺の清掃活動
・福祉フェスタでブースを設置し、介護
技術体験の実施

11
きみつ里山のにぎわいと
生業創出事業

きみつ里山活動ネット
ワーク

地域活性化
系（地域経済

振興）
農林整備課

・市内の里山に係る活動をしている団
体のネットワークの構築
・里山活動事例の事例発表会や学習
会の開催
・里山活動団体へのアンケート調査の
実施（活動団体の実態把握）

10
多様な障害の理解を深
め、社会から受ける障害
者への差別をなくす活動

ウィズハーモニー 福祉系 障害福祉課

・アート教室を開催、教室で作成した作
品の展示会を開催
・市内高校の音楽関連の部員と障害者
のコラボ音楽イベントの開催
・障害に関した講演会の開催
・障害者と市民が交流、理解し合えるこ
とを目的としたイベント（ハイキング等）
の開催

団体の自主的な事業展開となっている

9
周西地域の歴史・文化
の伝承

周西マップクラブ
歴史・伝統芸

能継承系
生涯学習文化課
学校教育課

・冊子（周西地域誌）の発刊
・「周西手作りマップ」の作成
・周西地域の歴史、文化展の開催

把握していない

8 房総の魅力君津画像展
房総の魅力画像展実
行委員会

地域活性化
系（地域経済

振興）

観光課
秘書広報課

・画像展の開催
・君津のプロモーション動画を作成しイ
ンターネットでの配信
・セミナー、撮影会の開催

7 街角コンサートｉｎ君津 房総楽友協会 教育系
生涯学習文化
課

・子ども連れの親子や介護施設のお年
寄りなど、普段音楽に触れる機会の少
ない環境にいる方々に、至近距離で音
楽と接することができるコンサートを開
催

団体の自主的な事業展開となっている

6
君津市民ふれあい相撲
大会

君津相撲倶楽部 教育系 体育振興課

・市内在住の３才以上の男女を対象と
した相撲大会の開催
・力士を招き、実際の相撲取りの大きさ
や力強さを体験してもらう

5
鹿野山　植栽（樹木と山
野草）活動

鹿野山・愛彩の会 環境美化系 観光課

・植栽環境の整備
・樹木や山野草の植栽と維持管理
・里山保全などに関する学習会の開催
（公開講座）
・古井戸周辺の再整備

4
子供・妊娠適齢女性、そ
して妊婦の受動喫煙防
止のための活動

スモークフリーキッズ 福祉系 健康づくり課

・禁煙ポスターコンクールの開催
・君津駅、銀行、郵便局などへのポス
ター掲示
・受動喫煙の害に関する講演会の実施

3 小櫃のふるさと環境整備
小櫃地域ふるさと活
性化組合（そうじい
や）

環境美化系
道路保全課
環境衛生課

・地域の県道、国道の歩道の整備維
持、歩道沿線の環境整備を通し、ふる
さとの環境づくりを行う

団体の自主的な事業展開となっている

2 子供手作り甲冑教室 久留里城甲冑会
歴史・伝統芸

能継承系
学校教育課

・甲冑作りを通して、歴史や伝統に触
れ、郷土愛を育む

団体の自主的な事業展開となっている

1
（仮称）新井白石記念館
の設立を応援する基礎
資料の調査と出版事業

（仮称）新井白石記念
館の設立を応援する
会

歴史・伝統芸
能継承系

生涯学習文化
課

新井白石と久留里にまつわる
・調査研究
・資料収集
・収集資料の編纂発行

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

23
郡ダム周辺振興10周年
ステップアップ事業

ＮＰＯ稲村乃里
地域活性化
系（地域経済

振興）
観光課

・次の10年のあり方及び今後3年の整
備、活動計画の策定
・広場への植栽実験の実施
・遊歩道未整備箇所の整備

22
君津市イメージアップ動
画コンテスト

房総写真藝術振興協
会

地域活性化
系（地域経済

振興）
秘書広報課

・インバウンド向け動画の作成
・動画撮影や編集、加工に関するワー
クショップの開催
・君津市PRとなるサンプルムービーの
制作
・動画作品を図書館やショッピングモー
ル等でのモニター上映

21
濃溝の滝（清水渓流広
場）にホタルの住みやす
い環境を作ろう

濃溝の滝ホタルを守
る会

環境美化系
都市整備課
観光課

・ホタルが飛び交う環境づくり
・ホタルをみんなで見る会の実施
・ホタルの撮影講習会の開催

20
亀山地域おこし移住支
援プロジェクト

暮らしの森かめやま
地域活性化
系（地域経済

振興）
企画政策課

・マルシェの開催
・地域住民及び域外住民を対象にした
自然資源を活用したワークショップや
各種体験講座の開催
・休耕地再生事業

19
地域内道路環境の美化
推進事業

利根道路美化推進班 環境美化系
道路保全課
環境衛生課

・道路路肩部の雑草の除草、土砂落ち
葉等の除去
・歩道部の除草、土砂落ち葉等の除去
・道路内の空き缶等のゴミ拾い
・歩道部の植栽桝へ草花の植栽及び
その管理

団体の自主的な事業展開となっている

18
地域文化資料データ
ベース化の推進

きみつアーカイブス推
進委員会

歴史・伝統芸
能継承系

生涯学習文化
課
企画政策課

・データ登録が予想される団体、公共
機関の調査
・同様の活動団体の調査及び協働の
可否協議
・個人情報、著作権等に関する法的順
守の講習会の開催

把握していない

17
夏の高校生ボランティア
体験交流会

Volunteer Spirits 教育系
観光課
企画政策課

・高校生を対象にしたボランティア体験
交流会の開催
・ボランティア体験の実施
・君津市民ふれあい祭りへのボランティ
ア参加

16
上総地域力向上プロ
ジェクト

千葉県立上総高等学
校ボランティアチーム

教育系 体育振興課

平成28年度
・野球部による少年野球教室の開催
・吹奏楽部による出前演奏会の実施
平成29・30年度
・サッカー部による中学生を対象とした
サッカー教室の開催
・市内中学校指導者を対象とした、指
導実践講習会の開催

把握していない

15
ドイツ生まれのボール遊
び教室「バルシューレ」

翔凜高等学校サッ
カー部

教育系
体育振興課
企画政策課

・バルシューレ教室の開催

14
君津高校アートフェス
ティバル

アートフェスティバル
実行委員会

教育系 生涯学習文化課

・アートフェスティバルの開催（作品の
展示、体験型講座、コラボパフォーマ
ンス）
・幼稚園、介護施設への出張芸術講座
（書道、合唱、弦楽部）

13
「大道沢公園にホタルを
呼ぼう」市民活動

大道沢公園ホタルプ
ロジェクト

環境美化系 都市整備課

・公園の現状についての観察調査活
動
・公園の環境整備
・ホタルの育成活動
・活動に関する講演会の実施



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

30
休耕田をハーブやお花
でいっぱいにしよう計画

清和元気プロジェクト
地域活性化
系（地域経済

振興）
農政課

・休耕田へのラベンダー植栽
・国道465号沿い土手への芝桜植栽
・ラベンダーの栽培、管理方法、増やし
方、利用法などのワークショップの開催

29
周西小学校児童の見守
り活動

周西小グリーンクラブ 福祉系 教育センター

・周西小周辺の交差点での交通安全
指導と見守り活動
・交通安全ののぼり旗の立俏場所等へ
の設置
・周西小の夏休み期間に行われるプー
ル開放日にプール監視員としての児
童の見守り活動

団体の自主的な事業展開となっている

28
地域活性化交流プロ
ジェクト

ミライキカク
地域活性化
系（地域経済

振興）
小櫃公民館

・活動内容や若者から見た地域の魅力
をSNSにて配信
・地元の高校生や地域の若者によるお
化け屋敷の開催

27
みんなのやまづくりプロ
ジェクト

早稲田大学学生環境
ＮＰＯ環境ロドリゲス
やまなび

地域活性化
系（地域経済

振興）
農林整備課

・鹿野山周辺の自然を整備・管理し、
里山の魅力を知ってもらうためのフィー
ルドの創造
・早稲田大学学園祭でブースを出展
し、パネルを用いて里山地域特有の生
活様式や自然・ 食文化、鳥獣害問題
等とジビエ料理の紹介
・都市部の商店街イベントでブースを
出展し、鹿野山自然由来の森パチンコ
や木材の彫刻を子供たちに体験しても
らう

把握していない

26
子どもたちの元気を応援
プロジェクト

千葉医療福祉専門学
校

福祉系 学校教育課

・小中学生とその保護者を対象としたス
トレッチ講習や遊びを取り入れた運動
指導教室の開催

把握していない

25
君津の街をもっとキラキ
ラに！

キラッと君津！ 環境美化系
学校教育課
教育総務課

・市内の公共物及び学校施設の遊具
塗り替え作業

24 おしゃべり会「清和」
清和の未来を考える
会

地域活性化
系（地域経済

振興）
企画政策課

・定期的な地区民を中心とした「おしゃ
べり会」の開催



協働事業提案制度の実績データ 様式４

富津市

3
ヤギ放牧飼育と養蜂の
里山づくり

里山生活体験塾 まちづくり
市民活動推進
室

自然豊かな里山で大地の恵みを享受
しながら暮らす里山生活体験を、HPや
FB等で紹介し、里山の魅力を発信す
る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2 日本三大くも合戦 富津フンチ愛好会 文化
市民活動推進
室

漁師町に江戸時代から伝わる伝統ある
遊びを次世代に継承するとともに、横
綱決定戦を開催し、くも合戦を通じて
地域の魅力の向上と活性化を図る。

把握していない。

1
竹岡白狐川の桜のイルミ
ネーション

NPO法人ふるさと壱
燈会

観光
市民活動推進
室

竹岡白狐川下流の桜の木をイルミネー
ションで装飾点灯し、地域の活性化を
図る。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

浦安市

協働での事業は終了

8
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

まちづくり 都市計画課

景観まちづくりを推進していくため、市
民・事業者向けに景観ニュースの発
行などの広報活動や景観意識向上の
ための各種講座を開催する。

事業終了

7 買い物サポート事業

特定非営利活動法人
たすけあいはとぽっ
ぽ
特定非営利活動法人
ココCOLORねっとキ
ラキラ応援隊

福祉 高齢者支援課

高齢者が住み慣れた地域でいきいき
と生活できるよう、買い物代行および
同行支援を行う。代行では高齢者の
利便性の向上を、同行では精神的な
サポートを主な狙いとして、高齢者の
安否確認や外への関心拡大など孤立
化防止につなげていく。

事業終了

6
生命と育ちの森プロジェ
クト
【浦安絆の森整備事業】

ふれあいの森公園を
育む会 外　１２団体

環境 みどり公園課

　浦安絆の森（緑の防潮堤）育成のた
め、学校や地域でのポット苗作りと植
樹を行う。また、苗づくりや植樹時の
指導者（マイスター）を養成する。

該当事業の担当課にて事業化してい
る（補助金）。

5
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

福祉
猫実地域包括
支援センター
高齢者支援課

　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、事業者支援として研修
会の開催と交流、地域支援として認知
症知識の普及を行う。

事業終了

4
人と企業をつなぐ地域活
性化事業

公益社団法人
浦安青年会議所

労働 商工観光課

　市内外の大学生を対象に、市内の
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共
に、市内企業への就職率の向上を図
る。

該当事業の担当課にて事業化してい
る（補助金）。

3 みどりのネットワーク事業 ふれあいの森公園を育む会 環境 みどり公園課

「緑と花をつくり、守り、育てる」活動を
市全体に広げ、団体、個人の誰もが
参加できるネットワークネットワーク環
境を構築する。

該当事業の担当課にて事業化してい
る（補助金）。

2
在宅子育て家庭定期一
時保育事業

ＮＰＯ法人　i-net 子育て 保育幼稚園課

0～2歳児を在宅育児中の保護者を対
象に、理由を問わずこどもの一時預か
りを行う。

該当事業の担当課にて事業化してい
る(協働委託）。

1
市民参加型介護予防事
業

浦安介護予防アカデミア 福祉
猫実地域包括
支援センター

行政の介護予防普及活動のサポート
と 栄養改善・口腔ケア・運動機能向
上などの介護予防に関する、実践普
及活動を市民が主体となり行う。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

該当事業の担当課にて事業化し、継
続している

12
青少年と奏でる音楽のま
ちづくり事業

浦安シティオーケスト
ラ

文化 生涯学習課

音楽を通じたふるさとづくりをめざし、
音楽に興味のある青少年が気軽に管
弦楽や吹奏楽に親しめる機会を設
け、楽器の指導やオーケストラの活動
を補助していく。その中で、子どもたち
の学びあいや成長を促し、市民による
芸術・文化活動の裾野を開いていく。

該当事業の担当課にて事業化してい
る（業務委託）。

11
ごみ減量・再資源化啓発
活動事業

ウラピカプロジェクト 環境 ごみゼロ課

　ごみ問題について、市民一人ひとり
の意識に根付かせ、日常の取り組み
に結びつけていくため、ごみ減量キャ
ラクター「クルンちゃん・グルンさま」を
市民に親しみのあるキャラクターに成
長させ、知名度向上を図り、ごみ問題
への関心・注目を集めていく。
PR活動として、幼稚園や小学校など
でのごみ減量学習（おでかけビーナ
ス）の実施やウェブサイトの開設を行
う。

市の後援を受け、企業が継続

10 エコ・クッキング体験事業 京葉瓦斯株式会社 環境 環境保全課

　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もらうと共
に、一人ひとりの心がけの重要性を再
認識してもらい、環境に対する意識を
高める。

該当事業の担当課にて事業化してい
る（補助金）。

9
シニアいきいきサロン事
業

シニアいきいきサロン 福祉 高齢者支援課

　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、スタッフ及び参
加者を対象とした研修を行い、今後の
担い手を育成していきながら、高齢者
が地域で健康と安心、いきがいを持っ
て住み続けられるまちづくりを行う。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

1
第１０回わくわく市民活
動フェスタ事業～子ども
も市民～

四街道ともに築く未来
の会

子どもの健全
育成

シティセールス
推進課
社会教育課

市内小学校（栗山小学校）にて親子で
楽しめる遊びや社会体験と市民活動
の情報提供を行うフェスタの開催と、地
域課題に連動した市民活動の協働の
ありかた等を学び合う「市民活動フォー
ラム」の開催を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2
地域がつながるコミュニ
ティスペースをつくろう

鷹の台を元気にする
会

子どもの健全
育成

保育課
健康増進課

子育て中の親子の交流の場の運営、
子育て中の母親の情報交換と学びの
機会の提供、鷹の台こども子育て会議
の開催を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3 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

環境 都市計画課

事業地内の動植物を調べる自然環境
調査、調査や事業整備に必要な伐竹
作業、田植えの準備等環境教育に備
える作業等を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
担当課で予算化（負担金）。

4 家庭文庫　にこにこ文庫
にこにこ文庫さとの子
会

子どもの健全
育成

保育課、子育
て支援課、社
会教育課、図
書館

文庫活動内容の充実とスタッフ養成、
さらには地域へ広げる一歩として文庫
候補地探しや出張文庫の検討を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5
つくっちゃおう！よつか
いどうグルメ

よつグルメ研究会 まちづくり
シティセールス
推進課、産業
振興課

四街道市のご当地グルメの研究・試
作・普及啓発を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
「みんなで地域づくりセンター」で事業
支援を行っている。

6
地域に活かすママの
力！事業

よつかいどうmamamo まちづくり

将来社会的に自立したい子育て中の
母親のコミュニティづくり、学びの場づ
くり、イベント・企画の考案、運営等を行
う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

7

MAP（Map Action
Project）
～マップ活用による四街
道の魅力発信基地作り
事業～

四街道マップ活用交
流会

まちづくり

シティセールス
推進課、情報
推進課、窓口
サービス課、産
業振興課、社
会教育課

市民及び市民活動団体との連携と協
働により、四街道の魅力を発見、発
掘、発信することを目的とした「まちづく
り」事業。四街道の魅力を伝える地図
情報の発信基地づくりとWebサイトの構
築を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
「みんなで地域づくりセンター」で事業
支援を行っている。

8
Y（よつかいどう）・Ｙ（よし
おか）・ＮＯＷＳＯＮ（いま
どきの農村）

Y・Y・NOWSON 農村等振興

シティセールス
推進課、産業
振興課、社会
教育課

農村の生活と民俗が体験できる場の提
供。活動を通じて里山保全の意識向上
を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

9
科学実験・工作教室支
援事業

四街道・科学未来か
らくり倶楽部

科学技術 指導課

科学を通じて、小学校と地域の連携、
世代間の交流の場を作る。
小学校の理科の授業を支援できる人
材の確保、養成および認定を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

10 休耕地等村おこし事業
休耕地等村おこし同
好会

農村等振興 産業振興課

荒廃しつつある休耕田を利用してホン
モロコを養魚し、休耕地等の活用の推
進及びホンモロコのブランド化を目指
す。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

11
地域みんなの花と緑水
辺・交流・憩い広場

千代田地区市民有志
会・千代田花壇愛好
会

環境 都市計画課

気軽に声を掛け合えるような調整池と
緑地帯の調和を主体とした環境保全と
維持管理を行う。それにより、シニア世
代と子供を中心に、若い世代との交流
を深められるような地域密着のイベント
（昔の遊び・イルミネーション・灯籠流
し・等）の出来る場所を創出し、楽しく
健康的で安全に生活出来るまちづくり
を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

12
四街道市障がい者しごと
受注協議会の設置

NPO法人希望
保健・医療・

福祉
障害者支援課

優先調達推進法による公共発注の受
け皿として上記協議会を設置し、四街
道市を始めとする公共団体・民間の発
注に十分対応できるように図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

13
生牧草、自分で収穫、エ
サやり体験 in 千葉市動
物公園

NPO法人千葉・草原
のこころファーム

子どもの健全
育成

産業振興課

牧草地にて、子どもたちが生牧草の収
穫をし、動物公園のバックヤードでキリ
ンやゾウなどの動物達へ自分たちで収
穫した生牧草を給餌するなどの体験を
行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

四街道市



協働事業提案制度の実績データ 様式４

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

14
四街道総合公園の植物
マップづくり

総合公園の植生調査
の会

環境 都市計画課

四街道総合公園の植物マップ（パンフ
レット）の作成及び自然観察会の開
催。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

15 コミュニティレストラン
日替わりシェフの店
さくらそう

まちづくり
シティセールス
推進課

市民が年齢性別に関わらず、楽しく気
軽にゆったり過ごせるレストランのオー
プン。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

16
地域の健康づくりとコミュ
ニケーションを深める事
業

ちょこっとクラブ
文化・芸術・

スポーツ
健康増進課、ス
ポーツ振興課

スポーツやレクリエーションを通じ地域
住民の親睦を深め、併せて、子どもか
ら大人まで元気で長生きするまちづくり
を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

17
チームよつてら～学びで
つながる寺子屋コミュニ
ティ～

チームよつてら
子どもの健全

育成

シティセールス
推進課、指導
課、社会教育
課

四街道市内の子ども対象の寺子屋の
企画、運営。四街道公民館を拠点とし
て、市内公民館や小学校で常設また
は長期休みの際の学び体験の場を創
る。
市内十数か所で開催される寺子屋事
業における、学生ボランティアの窓口
の役割を担い、学生同士、また寺子屋
間の連携を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。
「みんなで地域づくりセンター」で事業
支援」を行っている。

18 ナイトハイクと森キャンプ
ナイトハイクと森キャン
プ実行委員会

社会教育 社会教育課

四街道市内の小、中学生を対象に夏
休みにキャンプを行う。
子どもたちの交流を深めつつ、子ども
主体でキャンプを作り上げていく。
またキャンプ以外にも、事前事後のイ
ベントを行い団体全体で親交を深め
異年齢交流の場をより多く設ける。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

19
四街道グルメチックフェ
スティバル2016、2017

四街道グルメチック
フェスティバル
Animo・wa

まちづくり 産業振興課

市内飲食店の協力により、四街道を代
表する「味」を探求するコンテストを行う
ことで、イベントによる地域活性化を図
る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

20
地域の健康づくりとコミュ
ニケーションを深める事
業

DAINICHI 貯筋クラブ
保健・医療・

福祉
スポーツ振興
課

地域の高齢者の健康及び体力作り、
地域住民のコミュニケーションと交流を
深める場づくり、認知症サポーターの
養成等を行う。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

21
みんなの防災（支援を必
要とする人をともに考え
る）

NPO法人千葉アレル
ギーネットワーク

災害救援

災害弱者の方の視点から見た災害に
ついて理解を深め、避難所の運営を学
ぶための講座等を開催。災害時にお
ける食物アレルギーへの理解を一般の
方に広め、行政や民間団体との連携
作りも行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

22
和棉でつむぐあったかコ
ミュニティ事業

よつかいどう和棉ばた
け

まちづくり 産業振興課

和棉の良さを発信し、栽培、収穫、加
工を通したコミュニケーションの場を作
る。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

23
四街道こどもまちづくりプ
ロジェクト

四街道こどもまちづく
りプロジェクト実行委
員会

まちづくり 社会教育課

子どもが企画運営する「こどものまち」、
大人が出店する「大人カフェ」、冒険遊
び場の「プレーパーク」。 全てを一つの
「まち」と捉え、多様な人々で「まちづく
り」を行うことで、「まち」について考え、
人々と地域が共に安心して育つまちづ
くりに繋げる。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

24
本がつなげる地域とひと
事業～蔵の図書館で育
む地域コミュニティ～

蔵の図書館 まちづくり 図書館

誰もが親しみのある「本」を通して、蔵
を「民間図書館」として蘇らせ、多世代
交流を図るとともに、行政の垣根を越え
た交流拠点づくり、居場所づくりを行
う。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

24
民間図書館整備事業～
蔵の図書館で育む地域
コミュニティ～

蔵の図書館 まちづくり

築130年の蔵を修繕することで、安全で
ゆったりできる空間を創出し、多世代
交流を図るとともに、行政の垣根を越え
た交流拠点づくり、居場所づくりを行っ
ていく。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

25
四街道オープンガーデ
ンで街づくり事業

四街道花とみどりを愛
するネットワーク

まちづくり

個人宅の庭を一般開放するオープン
ガーデンを行い、地域のコミュニティの
場を創出する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

26
おやこｄｅプログラミング
事業

四街道・科学未来か
らくり倶楽部

科学技術 指導課

子供たちに「プログラミング的思考」を
育むともに、親子でプログラミングを遊
びながら学べる環境を提供。学校と家
庭教育の連携を目指す。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

27
四街道の自然を子ども
達と学ぶ、自然観察会開
催と調査の実施事業

四街道自然同好会 環境 指導課

小学校、保育所の子どもたちへの環境
教育、また、市民への自然知識の普及
や公園の植物の名札付け等を行う。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

28 ツクリテの森事業
おやこカフェツリーハ
ウス

文化・芸術・
スポーツ

ツリーハウスのある森を若手アーティス
トを育てる場とするために、アートイベ
ントを開催。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

29
ツリーハウスがある森を
つくる事業

おやこカフェツリーハ
ウス

子どもの健全
育成

森の中にツリーハウスを制作。ツリーハ
ウスを中心とした居場所を作り、情報を
集約し発信しながら、自然体験プログ
ラムを提供する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

30
高齢者の居場所「ぬくも
りの家」のバリアフリー化
事業

おしゃべりサロン「ぬく
もり」

保健・医療・
福祉

福祉政策課

高齢者の居場所「ぬくもりの家」のバリ
アフリー化工事を行う。(道路から建物
の出入口までをスロープ化。手すりを
つけて幅を広げる。部屋のなかの段差
をなくし手すりをつける。トイレのバリア
フリー化等)

団体の自主的な事業展開となってい
る。

31
次世代につなぐ、どんぐ
りの森整備事業

NPO法人四街道プ
レーパークどんぐりの
森

環境 子育て支援課

四街道の自然の良さを生かし、子ども
達が豊かな体験を通し自信をもって育
つ場、まちで子育てする若い世代が安
心して地域とつながり暮していく場とし
て活用されている冒険遊び場プレー
パーク。プレーパークの事業を継続し、
次世代につなげるために、水道や電気
また設備の整備を行う。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

32

みんなでつつみこむあた
たか居場所づくり事業
『四街道あそびっこ基
地』

四街道あそびっこ基
地

子どもの健全
育成 子育て支援課

四街道中学校・四街道西中学校区の
空き家を活用した子ども達の居場所づ
くり、子育て世代の親子の居場所づくり
、昔遊び・自由工作・手しごとを伝える
場づくり、居場所づくりを行うための学
習会・視察等を行う。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。

33
やまなし「月見の里」づく
り事業

やまなし「月見の里」
づくりの会

環境
自治振興課、
産業振興課

協力者所有の里山（四街道市山梨地
区）の整備を行い、地域・家族が集う場
を作るとともに、整備に伴う竹木その他
を利用したモノづくりの場として、将来
は何らかのハンディキャップをもつ人た
ちが必要とされ、集まれる場作りを行
う。そして事業としての収益、働く人の
収入の確保を目指す。

協働事業提案制度を活用して事業実
施中。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

袖ケ浦市

協働事業として継続中

11 ガウラこども食堂 ガウラこども食堂 子育て 子育て支援課

こども・保護者・地域住民を対象として
ボランティアによる食事の調理・提供を
行ういわゆる「こども食堂」事業を行うこ
とで、参加者の居場所づくりを行う。

協働事業として継続中

10 蔵波公園整備事業
蔵波台自治連絡協議
会

公園整備 都市整備課

市が実施する蔵波公園整備事業を協
働により実施する。

協働事業として継続中

9
Illuminated City
Sodegaura

袖ケ浦を輝かせる会 観光

市民活動支援
課
商工観光課
土木管理課

市内をイルミネーションで輝かせ、市の
PRを図るほか、防犯対策にもつなげ
る。

協働事業として継続中

8
「神納に源氏ボタルを」
プロジェクト

神納に源氏ボタルを 環境 環境管理課

神納地区でほとんど見られなくなった
ホタルを再生させる。

協働事業として継続中

7
輝く女性　応援プロジェ
クト

袖♡こい 子育て

市民活動支援
課
子育て支援課
商工観光課

袖ケ浦市の良いところを、女性の目線
からフリーペーパーの発行やＳＮＳを活
用して、情報発信を行うことを通じ、子
育てしながらも自らの希望を実現して、
女性が輝ける街となることを目指す。

把握していない。

6 袖ケ浦婚活イベント（仮） 袖ケ浦ＨＲ会議 少子化
市民活動支援
課

袖ケ浦市で、将来的に暮らしてもらう新
しい仲間を増やすことを目的に、市内
を舞台に婚活イベントを開催する。

協働事業として継続中

5
神納東区花いっぱい運
動

神納東区 環境 農林振興課

地区内にある県所有の雑草が繁茂し
た土地を整備し、花を植えて地域の環
境美化に努める。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

4
キッズパレットフェスティ
バル

NPO法人キッズパレット
・子育て
・教育

市民活動支援
課
生涯学習課

地域の子どもが、身近な場所で生の演
奏や演劇などの芸術文化に直接触れ
る機会を設け、子どもの成長の過程で
必要な情操教育の向上を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3
わくわく子どもフェスティ
バル事業

NPO法人子どもるーぷ袖ケ浦 子育て
市民活動支援
課
子育て支援課

親子や子どもに関わる大人に、親子で
楽しめる文化的体験の場や遊びの場
を提供するとともに、子どもに関わる情
報交換の場を創造する。

把握していない。

2
防災対策支援事業（地
域の防災は、人づくりか
らⅢ）

NPO法人ゆかいな仲
間たち

防災 危機管理課

市民に対する一貫した防災研修体制
を整え人材を育成し、その人的ネット
ワークを活かして、地域から草の根的
な組織の活性化と災害への備えの拡
充を目指す。

把握していない。

1 わくわくサイエンス事業
NPO法人キッズパレッ
ト

教育 生涯学習課

市内や近隣の高校などの協力を得て、
小学生を対象に簡単な理科実験等を
行い、子供の好奇心を育む。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

印西市

その他（次年度に事業実施、予算は平
成31年度分）

10
訪問傾聴ワーカー（見守
り隊養成講座）

こむnetちば 保健・福祉 高齢者福祉課

訪問傾聴ワーカーの人材を養成する
ため、高齢者へのボランティア等に必
要な知識を学ぶ講座を開催する。

団体の自主的な事業展開となる見込
み。

9
みんなでつくる「木下街
道膝栗毛」リターンズ

印西ふるさと案内人
協会

文化振興 生涯学習課

平成20年まで市と各種団体が行ってい
た「木下街道膝栗毛」を、現在は団体
が引き継いで実施しているが、節目と
なる平成30年に以前の形で復活させ、
新たな事業の発展につなげる。

その他（次年度も事業継続）

8
武西の里山　保全と調査
事業

NPO法人谷田武西の
原っぱと森の会

環境保全 環境保全課

市が所有し、生物多様性に富んだ貴
重な自然環境が残る武西地区の里山
を対象に、環境保全のモデル構築を
目指し、保全事業、環境調査事業を実
施する。

その他（次年度も事業継続）

7
イノシシ等の獣害対策と
しての荒れた里山の整
備事業

NPO法人里地里山保
全ねっと

・農業振興
・環境保全

農政課

イノシシが生息しづらい環境をつくるた
め、谷津田周辺の耕作放棄地や荒れ
た里山の環境保全活動を行う。

その他（次年度も事業継続）

6
自主防災組織運営の知
識の啓発・普及事業

印西防災研究会 災害救援 防災課

団体で作成した防災マニュアルを活用
し、印西市の自主防災組織の構成員
に対し、研修会等を通じ、防災知識の
啓発・普及に取り組む。

団体の自主的な事業展開となってい
る。（市事業の企画・運営協力や講師
依頼など、継続して協働による取り組
みを行っている。）5

【指定テーマ型】
アドラー心理学による
「勇気づけコミュニケー
ション」のすすめ

勇気づけサークルで
こぼこピース

男女共同参画 市民活動推進課

指定テーマ型「男女共同参画に関わる
啓発事業の実施」への提案として、子
育て世代を主な対象に、アドラー心理
学による家族関係に関する啓発講座、
講演会を実施する。

団体の自主的な事業展開となる見込
み。

4
地域住民への身体活動
増進プログラムの提供

ALIpro（アリプロ） 保健・福祉 健康増進課

参加者の歩数計データを管理し、身体
活動の履歴や達成状況を効率的に確
認することで、運動習慣のない地域住
民に、散歩、買い物、家事など日常的
身体活動の増加を促す。

該当事業の担当課にて事業化する予
定。（委託事業）
・一方的な委託ではなく、対話を重視
し、団体の特性を活かした事業展開と
する。成果を市だけが使えるものとせ
ず、団体側への帰属や使用許可の検
討を、必要に応じて行う。定期的に、行
政と団体とで情報共有を行うとともに、
役割分担等の事業に関する見直しや
検討を行うものとする。

3
道作古墳群歴史広場の
維持管理事業

NPO法人小林住みよ
いまちづくり会

文化振興
環境保全

生涯学習課

道作古墳群歴史広場の草刈り、樹木
管理、広場の清掃等年間の維持管理
を実施しながら、文化財普及イベントを
行い、市民が安全に憩えるふれあいの
場とする。

該当事業の担当課にて事業化する予
定。（委託事業）
・一方的な委託ではなく、対話を重視
し、団体の特性を活かした事業展開と
する。成果を市だけが使えるものとせ
ず、団体側への帰属や使用許可の検
討を、必要に応じて行う。定期的に、行
政と団体とで情報共有を行うとともに、
役割分担等の事業に関する見直しや
検討を行うものとする。

2
印西市木下地区歴史講
座

木下まち育て塾 文化振興 生涯学習課

吉岡まちかど博物館等を会場に、木下
河岸及び舟運の歴史を学習する講
座、講演会、郊外学習等を実施する。

その他（指定テーマ型として継続予定）

1
竹袋調整池と周辺地域
の維持管理事業

NPO法人エコネットち
ば

環境保全 都市整備課

竹袋調整池「ひょうたん島池」周辺にお
いて、四季の花による花畑の整備、定
期的な草刈、日々のごみ清掃等を年
間を通して実施し、快適な景観維持と
環境保全を行う。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

南房総市

※事業期間中

11
南房総地域でのサイクル
ツーリズムの振興（2年
目）

南房総（あわの国）
サイクルツーリズム協
会

産業
観光プロモー
ション課

南房総地域広域の活性化を目指して
サイクルツーリズムを促進すべく、サイ
クリストの受入環境の整備、国内外から
の誘客促進および本地域の自転車に
関する情報管理および発信をする。

※事業期間中

10
南房総地域でのサイクル
ツーリズムの振興

南房総（あわの国）
サイクルツーリズム協
会

産業
観光プロモー
ション課

南房総地域広域の活性化を目指して
サイクルツーリズムを促進すべく、サイ
クリストの受入環境の整備、国内外から
の誘客促進および本地域の自転車に
関する情報管理および発信をする。

団体の自主的な事業を継続中。

9
大宮区高齢者そら豆バ
ス運行事業
（2年目）

大宮区高齢者そら豆
バス運行会

福祉・交通 企画財政課

交通空白地である大宮区の高齢者が
耕作放棄地等を活用して農産物を生
産・出荷し、買物や診療所訪問のため
のバスを自主運営する仕組づくりを行
う。

団体の自主的な事業を継続中。

8 おたがい茶間（2年目）
おたがいさまネット
ワークまるやま

福祉 健康支援課

地域で認知症の理解を深め、予防策
を話し合ったり、模擬カフェを実施し、
地域の見守り体制や環境づくりを目的
に、認知症カフェを創設する。

NPO法人化し、団体の自主的な事業
展を継続中。

7
市民みんなで取り組む
環境保全活動（2年目）

NPO法人南房総エコ
ネット

環境 環境保全課

市民環境学習会の開催、環境ボラン
ティア団体のコーディネート、市内主要
９河川水質調査、子どもたちによる水
辺の生きもの観察会、市内環境ボラン
ティア団体・個人との協働事業を行う。

団体の自主的な事業を継続中。

6
大宮区高齢者そら豆バ
ス運行事業

大宮区高齢者そら豆
バス運行会

福祉・交通 企画財政課

交通空白地である大宮区の高齢者が
耕作放棄地等を活用して農産物を生
産・出荷し、買物や診療所訪問のため
のバスを自主運営する仕組づくりを行
う。

団体の自主的な事業を継続中。地元
コミュニティ組織や大学との協働によ
り、事業で制作した民話集から紙芝居
や絵本を制作している。5

「南房総市の民話」を活
用したふるさと伝承推進
事業（2年目）

NPO法人富浦エコ
ミューゼ研究会

文化
秘書広報課・
観光プロモー
ション課

市内の民話を集めた「民話集」を作成
し、合併10年を記念するとともに、市内
の小中学校等へ配布し、ふるさとを思う
子ども達や人材を育むための教材とす
る。

担当課にて事業化（補助）

4
南房総市認知症カフェ
創設研究調査事業

れんげそうの会 福祉 健康支援課

認知症の本人や家族居場所づくり、交
流、情報交換等を目的とし、認知症の
本人や家族のための支援拠点となる
「認知症カフェ」創設のための調査及
び研究を行う。

団体の自主的な事業を継続中。

3 おたがい茶間
おたがいさまネット
ワークまるやま

福祉 健康支援課

地域で認知症の理解を深め、予防策
を話し合ったり、模擬カフェを実施し、
地域の見守り体制や環境づくりを目的
に、認知症カフェを創設する。

団体の自主的な事業を継続中。

2
新規就農チャレンジ支援
事業（2年目）

南房総オーガニック 産業
農林水産課
地域資源再生
室

新規就農者の組織として、自己の体験
から得た農業の大切さ、難しさ、楽しさ
を講義・実践を通して就農したい方に
伝える。それにより生産・技術・販売、
更には南房総地域での生活スタイルを
理解していただき、就農への不安を取
り除くことで新規就農者を増やし『農業
の機能を守っていくこと』に繋げてい
く。

NPO法人化し、団体の自主的な事業
展を継続中。

1
市民みんなで取り組む
環境保全活動

南房総エコネット 環境 環境保全課

市民環境学習会の開催、環境ボラン
ティア団体のコーディネート、市内主要
9河川水質調査、子どもたちによる水辺
の生きもの観察会、市内環境ボラン
ティア団体・個人との協働事業を行う。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

匝瑳市

団体の自主的な事業展開となってい
る。

6
親子で野菜づくり体験事
業

つくしの会 農業 産業振興課

親子で野菜など苗植えから収穫、また
収穫した物を食するまでの農業体験を
行い、食や農の理解や、郷土愛を通じ
た食育推進を目指す。
また、第2市民農園「ふれあい農園のさ
か」の利用者募集や農園の管理を、産
業振興課、市民活動サポートセン
ター、匝瑳市民協働まちづくりの会と連
携し協働で実施する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5

平成３０年度地域活性化
企画　ＣＯＬＯＲＳ（カラー
ズ）
～みんなの遊び場～

カラーズ実行委員会 市民活動 環境生活課

「自分たちが住みたい街、住んでいく
街は自分たちで創る」「自分の住んで
いる街をもっと元気に楽しい場所にし
たい」という想いのもと、匝瑳市の住民
に、地元への愛着を高めていただき、
街の賑わいづくりに貢献する。また、イ
ベントを実施することで地域の個性豊
かな取組を多種多様な団体が共有し、
人的交流を持つなかで、市内の個人・
団体が市外の方との新規事業を生み
地域活性化を図り、来場者などには匝
瑳市のＰＲを行うことを目的とする。

団体の自主的な事業展開となってい
る。市民活動サポートセンターと協力
し、市民協働推進の各種事業を展開。

4 協働まちづくり推進事業 匝瑳市民協働まちづくりの会 市民活動 環境生活課

匝瑳市の抱える様々な課題を「協働」
の手法を活用し解決できるよう、市民
へ協働のまちづくりの参加呼びかけ
や、理解を深めてもらう広報活動を行
う。また、匝瑳市市民活動サポートセン
ターに支援・協力しセンター活動の充
実に貢献する。
団体の活動としては、学習会や、先進
地の視察、講師を招いての講演会など
を行い、更なる知識の向上を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。平成30年度は市民活動サポートセ
ンターを仲介して学生ボランティアを募
集。

3
史跡飯高檀林跡を守る
会

史跡飯高檀林跡を守る会 文化 生涯学習課

千葉県指定史跡飯高檀林跡を保護す
ることを目的に昭和51年2月に設立さ
れ、会員によって史跡の保存活動に取
り組んできた。
このたび、境内周辺の急こう配の杉林
に竹が広範囲に繁茂し、大小の杉の
成育に影響をきたしているため、会員
だけでなく、飯高地区全域に協力を呼
びかけ、地域を挙げて、竹の伐採、檀
林の環境保全に取り組む。

団体の自主的な事業展開となっている

2
共興地区を守る会地域
防災力強化事業

共興地区を守る会 防災 総務課

（29年度）3.11大震災の経験から組織
された自主防災組織であり、以来、地
域ぐるみで防災訓練等に取り組んでい
る。津波避難タワーの完成と匝瑳市を
会場として開催される第38回九都県市
合同防災訓練への参加を契機として、
これまでの活動から課題としてきた事
態へ対応すべく「共興地区防災計画」
を策定するとともに、災害対策資材を
充実する。
（30年度）平成29年度匝瑳市市民提案
型事業の振り返りをした中で新たに見
出された課題として、①津波避難路・
通学路の安全確認と整備。②安全・安
心の確保を目的とした要救護者見守り
台帳の整備、見守り活動の実施。③ハ
ザードマップを活用し、避難路の安全
性・状況の確認できる地区防災計画の
完成。以上3点を中心に更なる地域防
災力の強化に取り組み、地域住民の安
全・安心を確保する。

団体の自主的な事業展開となっている

1
健康で長寿をめざす市
民の会

健康で長寿をめざす
市民の会

健康
健康管理課
高齢者支援課

高齢者の健康寿命を延ばし、自立した
生活が続けられるよう広く市民に呼び
かけ、ウォーキングを中心とした様々な
活動に取り組む団体を設立する。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

山武市

団体の自主的な事業展開となってい
る。

11 山武士芸術祭
山武BAND＆DTM研
究会

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

音楽や絵画、写真等発表の場を設け
ることで、芸術文化に親しんでもらうと
共に、個人・団体・企業との連携・協働
を目指し、市民交流の活性化や文化
活動の活発化を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

10
学生向けバンド教室及
び、バンド＆ボーカルコ
ンテスト

山武BAND＆ＤＴＭ
研究会

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

音楽教室及びライブイベント等を通じ
た地域活性化を行う。

市の駅前広場整備事業の推進を図る
ため行政と協働で活動（H29まで）。
現在も、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
動している。

9 さんむ駅からマップ作成
成東駅前あじょすっ
会

まちづくり 都市整備課

成東駅前周辺の魅力を再発見し、楽し
みながら町歩きを行うことによって、成
東駅周辺の活性化と、市民の健康増
進にもつなげる。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

8 美容福祉サービス
Sun.Mソーシャル
ビューティサービス

・保健
・医療
・福祉

市民自治支援
課

美容福祉サービスを通して、美容と健
康への意識を高め、QOLの向上を目
指すとともに、地域コミュニティの活性
化をはかる。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

7
五反田こどもの家子育て
支援事業

五反田こどもの家
・保健
・医療
・福祉

市民自治支援
課

乳幼児の保護者に対し、子育て支援を
し、育児の孤立化を防ぐ。

当該事業は既に終了した。

6
アンサンブル　コスモス
演奏事業

アンサンブル　コスモ
ス

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

介護施設を慰問し、施設利用者との交
流及び地域イベントの参加による明る
い街づくりを目指す。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

5 のぎくのWA のぎくのWA
・保健
・医療
・福祉

市民自治支援
課

食を通して、健康増進と心身の安定の
できる山武市を目指して活動していく。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

4
里山を活用し、未来の夢
と希望を
ステップアップする事業

早船里山の会 環境保全
市民自治支援
課

日々の暮らしの中で健康で楽しく生活
するため、里山をステップアップし、
人々の交流がうまれる里山を目指す。

把握していない。

3

ＪＲ成東駅北口をきれい
にする事業
『なるきたぐみ』で活動し
ます

さんむ・アクション
ミュージアム

・農山漁村
・中山間地域

振興

市民自治支援
課

葦原になっている成東駅北側地域を
緑地・農公園化し、人や植物、生き物
が集まることのできる安全・安心な憩い
の場を目指す。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2
里山シンポジウムin山武
「資源循環と持続可能な
地域づくり」

里山シンポジウム実
行委員会

・農山漁村
・中山間地域

振興

市民自治支援
課

山武における資源循環のイメージを市
民の間で共有し、持続可能な地域づく
りの方向性を見出す。

当該事業は既に終了した。

1

「私達の財産　山武杉」
の復権
　“山武杉で何ができる
か？”

LLPグループ「木と土
の家」

・農山漁村
・中山間地域

振興

市民自治支援
課

森や林業の復興を目指し、市の財産で
ある山武杉の新たな可能性や魅力を
市民の方と探り、創造・発信していく。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

18 山武海岸プロジェクト スマイル 環境保全
市民自治支援
課

海岸での清掃活動や植樹活動（保安
林の復興）などのイベントを開催し、楽
しみながら自然保護活動を普及させて
いくとともに、市民同士の交流の活性
化や市外の人に山武市の魅力を伝え
ることを目指す。

17

地域木材及び木質バイ
オマス等を活用した、一
般市民による木工製品
制作事業

さんむ
チーム木工

・農山漁村
・中山間地域

振興

市民自治支援
課

山武市が取り組んでいる自然環境対
策に一般市民が少しでも共感できるよ
う、山武市バイオマス事業で排出され
た地域材の未利用材・木質系廃材を
活用した「バイオマス木工づくり」を実
施し、山武市バイオマスタウンの一助
になることを目的とする。

16
山武市の地域情報や
文化の映像発信活動

さんむVideo＆
Records
プロジェクト

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

山武市の地域情報（特産品や各イベン
ト、自然や文化、地域に貢献する方々
など）を映像に記録し、インターネット
発信や自主イベントでの上映を通じ
て、地域の魅力を市内外に広く伝える
ことを目的とする。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

15 燦夢の詩 燦夢の詩会

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

皆で制作の喜びを共に味わい、素晴ら
しい市の情報誌に育て「良い街には良
い情報誌がある」をスローガンに山武
市の素晴らしを伝えていく。

該当事業の担当課にて事業化してい
る。
①委託

14
SANZEN-SANGO
～セルフケアとおいしい
ごはん～

SANZEN-SANGO
・保健
・医療
・福祉

健康支援課

老若男女幅広い層に「産後ケア」の重
要性を理解してもらうため、「セルフケ
ア」、「食」の面から産後女性のサポート
を行い、産みたい・住みたいまちづくり
を推進する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

13 山武市子ども観光大使 TOSS九十九里
子どもの健全

育成
市民自治支援
課

山武市の良さを子どもたちに知っても
らい、山武市の観光大使として山武市
の良さを発信してもらう。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

12 サロンウィザード ウィザードクラブ

・学術
・文化
・芸術

・スポーツ

市民自治支援
課

高齢化社会を楽しく過ごせるよう、パソ
コンや川柳、ウォーキング、読書会、
コーラスのできる交流サロンを開催し、
高齢者が気軽に立ち寄れるサロンを目
指す。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

いすみ市

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3
いすみ市まちづくり市民
提案事業（団体提案型）

おもてなしの会
・産業振興
・地域交流

企画政策課

休耕地を借上げてサトウキビの栽培を
行い、黒糖や黒蜜等を製造する。いす
み市内の業者と提携しこれらを使用し
た二次加工品を特産品として製品化す
る。また、児童を対象としたサトウキビの
栽培体験や地元農家への普及活動を
行い、農業の活性化につなげる。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2
いすみ市まちづくり市民
提案事業（団体提案型）

いすみ薪ネットワーク
・環境保全
・産業振興
・地域交流

企画政策課

いすみ市内の放置林を対象として「バ
イオマス資源＝薪」の活用を促進す
る。持続的に活用できる地域を目指す
とともに、里山保全に取り組む。
①親子で楽しむ薪づくり、森遊び
②バイオマス利用の活性化の啓発
③山田市有林散策路整備

団体の自主的な事業展開となってい
る。

1
いすみ市まちづくり市民
提案事業（団体提案型）

新田野桜育成の会 ・環境保全 企画政策課

多くの見学者が訪れる新田野地区い
すみ鉄道沿線の桜の剪定、消毒・菜の
花の種まき・下草刈り、周辺のゴミ拾い
等を実施し、自然環境の保全や環境
美化を図る。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

大網白里市

協働事業継続中

9
男女共同参画啓発事業
【行政提案型事業】

大網白里ひまわり
ねっと

男女共同 地域づくり課

市が策定した「男女共同参画計画」に
ある「男女共同参画社会の実現に向け
た地域や職場での広報・啓発活動」に
ついて市民目線で企画・運営する。

団体の自主的な事業展開となっている

8
我がまち　魅力発見ツ
アー（ガイド）【行政提案
型事業】

大網白里自然観察ガ
イドの会

環境 地域づくり課

市の地域資源である歴史・文化・自然
を生かしたウォーキングイベントを開催
し、市の新しい魅力を発見し、市民の
郷土への愛着心をはぐぐむとともに、市
民間の交流活性化を図る。また、市内
のウォーキングマップと写真を織り交ぜ
た冊子を発行する。

団体の自主的な事業展開となっている
（行政と団体で役割分担を行って実施
している。）

7
オープンガーデンによる
温もりのあるまちづくり

オープンガーデン大
網白里「花フレンド」

・環境
・観光

都市整備課

毎年訪れたくなるような魅力的ある庭
づくりのためのスキルアップを図るととも
に、フォトコンテストを行い、人と人との
つながりを大切にしたオープンガーデ
ンの輪を広げ、市がオープンガーデン
のまちとして活性化するように努める。

団体の自主的な事業展開となっている

6
健康増進と介護予防の
ための「いきいき教室」全
市展開事業

ＮＰＯ法人　住み続け
たいまちづくりの会 福祉 高齢者支援課

市を全国有数の健康都市とし、住み続
けたいまちを作り上げるために、福祉
施設、いきいきサロン、老人クラブ、各
種団体に対し、対象者に即した包括的
な健康増進・介護予防のための、笑い
ヨガを導入した「いきいき教室」を実施
する。また、笑いヨガリーダー第3期生
の育成及び関係団体への連携と普及
活動の受け皿づくりを行う。

該当事業の担当課により事業化（補
助）

5
「有償ボランティア」
まちサポお助け隊

まちサポお助け隊 福祉 地域づくり課

高齢者、障がい者、子育てなどで手助
けを必要としている人の、日常生活上
のちょっとした困りごとに対し、有償料
金で生活支援を行うため、当該事業の
コーディネーター及び協力会員の募集
を行うとともに、スキルアップのための
研修を行う。また、利用会員のニーズを
把握するためのアンケート調査を行う。

把握していない

4
駅前広場の環境美化活
動を通した就労支援事
業

大網白里ユニバーサ
ル就労支援の会

環境
財政課
社会福祉課

駅前広場の美化保持活動及び駅前ト
イレの維持管理を行う。駅前広場の美
化保持活動を通じて、就労困難者の就
労移行支援を行い、社会的経済的自
立を目指す。

該当事業の担当課により事業化（補
助）

3
公共用地管理事業（十
枝の森）
【行政提案型事業】

十枝の森を守る会
・環境
・文化

生涯学習課

十枝の森の自然環境を維持して、歴史
的観光資源とする。

該当事業の担当課により事業化（補
助）

2
十枝の森自然環境保全
活動

十枝の森を守る会
・環境
・文化

生涯学習課

十枝の森の自然環境を維持するため、
森の見守り、清掃、維持管理のための
活動を実施するとともに、森を広く知っ
てもらうために、野菜づくりと収穫体
験、自然観察会、堆肥づくりなどのイベ
ントを開催する。また、郷土が生んだ十
枝雄三翁（名誉町民）の偉大な功績を
広く周知するための活動を実施する。

該当事業の担当課により事業化（直
営）

1
地域の子育てサポー
ター養成事業

（一社）大網白里まち
づくりサポートセン
ター⇒H29～　子育て
サポートクラブ

子育て
H27地域づくり
課⇒H28～子
育て支援課

核家族、共働き世帯の増加とともに、
子どもの一時預かりや学童の送迎など
子育て関係の手助けを求める声が多く
聞かれることから、これらの方を地域で
支えるために、また子育て支援を必要
としている親に寄り添える支援者を育
成する。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容

協働事業継続中

12
認知症カフェ・かきつば
たの運営

社会福祉法人　翡翠
会

福祉 高齢者支援課

「認知症になっても、住み慣れた大網
白里市で暮らし続けたい」という願いを
解決するため、「認知症カフェ」を運営
し、認知症の方とその家族が地域の
方々と自由に交流できる場所と機会を
提供する。

協働事業継続中

11
買物送迎事業⇒上谷新
田区買物送迎事業に名
称変更

買物送迎事業運営委
員会

福祉 高齢者支援課

上谷新田地区を対象に、移動手段を
持たない高齢者の買物の送迎を行うこ
とで、地域ぐるみのコミュニケーション、
安否確認、安心して住み続けられる暮
らしの支援を図る。

協働事業継続中

10
ハマボウフウ特産品化プ
ロジェクト

街資源再興プロジェ
クト

・農業
・商業

農業振興課

かつて地元で食されていたハマボウフ
ウを栽培し、大網白里市の特産品とし
て復活させることで、まちおこしを図る。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

酒々井町

12

住民主体のまちづくり推
進に向けて、町民の一体
感強化のための住民融
合活動の展開

NPO法人　輝け酒々
井まちづくり研究会

交流対策事
業

地域住民の一体感の増強を図るため、
多くの住民が心を開いて参加する住民
交流機会の効果的開設・運営を行い、
町民としての一体感と絆の格段の強化
に貢献する。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

11
まちライブラリーとチャレ
ンジワークショップ

おやこカフェ酒々井

・福祉対策事
業
・交流対策事
業

私設図書館「まちライブラリー酒々
井」、ワークショップ「スリーブース」を開
設し、地域交流が盛んになり世代を問
わず集まることのできるコミュニティづく
りを目指す。

当該事業は申請取り下げ

10
花プランター設置に依る
町内の美化事業

しすい花植隊
自然環境事
業

駅近辺の町道は町の玄関口として美し
い景観を作るたる、歩道脇にプラン
ターを置いて花を育てることによって美
しい景観維持に努める。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

9 ガイド養成事業
酒々井ふるさとガイド
の会

生涯学習・文
化スポーツ活
動事業

町内の自然と歴史遺産を広報するた
めボランティアでガイド活動を行うた
め、ガイド養成講座を開講しガイド養成
に答えることを目的とする。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

8
町民からの寄贈図書の
無償貸し出し事業

駅上文庫ボランティア
グループ

生涯学習・文
化スポーツ活
動事業

愛蔵本の寄贈を受けて、貸本として利
便性の高い駅で無償利用出来る仕組
みを作り、再利用を図り町内在住者の
知的水準の向上と読書愛好者及び青
少年・幼児等への便宜を提供する。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

7
酒々井おもちゃ病院の
開設によるキッズとシニ
アへの相互社会貢献

酒々井おもちゃの病
院

地域活性化
事業

故障したおもちゃを再生することで、イ
ノチの大切さとモノを大事にすること、
学習能力の向上、動くことへの探求心
の育成などを通して子どもと子育てに
優しいまちづくりと、ボランティアを募
り、シニアの活動の場づくりを提供す
る。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

6
地域の絆づくり「子育て
支援及び高齢者の健康
づくり」の活動

井戸端友の会

・福祉対策事
業
・健康づくり
事業

子育て世代の町民に交流の場を提供
し、世代間の交流・町民の絆づくりを目
標に活動を行ない、子育て支援事業を
通して酒々井町の活性化に寄与すべ
く、地域の絆づくりに取り組む。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

5
墨ウエルカムロード周辺
クリーンアップ作戦

墨ウエルカムロード実
行委員会

自然環境事
業

県道沿いをクリーンにして花を植え景
観美化を高め、訪れる人々に爽やかな
楽しい気持ちになって頂くと同時に自
分たちのできる事から始める協働のま
ちづくりへと発展させていく。

団体の自主的な事業展開として現在も
継続中

4
酒々井町におけるレンタ
サイクルの運営

酒々井町レンタサイク
ルの会

地域活性化
事業

町内周遊が手軽にできる手段として、
レンタサイクルを導入し、町内・町外の
方々に町の良さを知ってもらう。

当該事業は既に終了した。

3
町内の駅周辺公共用地
の除草・花植え美化事業

しすい花植隊
自然環境事
業

除草・花植え活動を適時に実施して駅
周辺の公共用地の美化に努める。

当該事業は既に終了した。

2
町民相互の絆づくりとま
ちづくり活動団体交流事
業

NPO法人　輝け酒々
井まちづくり研究会

交流対策事
業

町民がまちづくり活動を理解し、この活
動に積極的に参加する意識が重要と
考え、様々な活動を行うことによって意
識の高揚を図る。

当該事業は既に終了した。

1

「ちばの絆」プロジェクト
事業第１弾　啓発ビデオ
作成および「本佐倉城祭
り」準備事業

東北復興支援「ちば
の絆」プロジェクト推
進会議

生涯学習・文
化スポーツ活
動事業

歴史と文化に根ざした住民の絆を強化
し、町のコミュニティー機能を高める。
東北被災地の復興支援、および住民
同士の交流を促進する。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

団体の自主的な事業展開となってい
る。

3 乾草沼環境保全活動 乾草沼環境保全会 環境保全 企画財政課

乾草沼の貴重な生態系を守るため、特
定外来種の除去とゴミ拾いを実施。会
員及び参加者相互のコミュニティの醸
成を図りながら自然保護活動への意識
の高揚を図る。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

2
熊澤南水　ひとり語りの
会

マロニエ読書会 文化活動 企画財政課

読書会の創立20周年記念として、熊澤
南水氏(文化庁芸術祭優秀賞受賞者)
による朗読会を町図書館にて開催。町
民の文化的教養の向上、並びに当読
書会の成長を図る。

地元の子供たちが将来、「この地元で
暮らしたい！」と思ってもらえること。そ
して、「暮らしたい！」を実現できる環
境にあることを知ってもらうため、地元
事業者が中心となり、1人でも多くの子
供たちが地元を知り、地元を楽しみ、
地元で働き、地元で暮らしてもらえるよ
うなキッカケの場を創出する。

団体の自主的な事業展開となってい
る。

1 第４回こどもジョブパーク
横芝光町地域振興協
議会

市民活動 企画財政課

横芝光町

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開



協働事業提案制度の実績データ 様式４

一宮町

現時点で公表できるものなし

1 一宮町九十九人委員会
一宮町九十九人委員
会

事業提案 企画課

町民目線で「何をしたらいいか」「何が
できるのか」テーマに沿って意見を出し
合い、町にアイデアを提出してもらう。

事業期間終了後の展開№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容



協働事業提案制度の実績データ 様式４

長南町

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

1
ぐるっと長南《開運招福
寺・パワースポット》めぐり

ぐるっと長南《開運招
福寺・パワースポット》
めぐり実行委員会

まちおこし 産業振興課

長南町の名刹・名所・旧跡などのスポッ
トを10カ所前後選定し、それらの場所
を「長南町パワースポットめぐり」をチラ
シなどの宣伝により集客して、観光客
自ら長南町を周遊する事業を運営

団体の自主的な事業展開となっている

2 紅花フェスティバル 長南べに花を育てる会 まちおこし 産業振興課

6月中旬に「紅花フェスティバル」を開
催し、広告・チラシを配布し、祭りを賑
やかにするために開運のモノづくり体
験コーナー（各種）の他、占いコー
ナー、紅花餅つきなど楽しいイベントを
運営

団体の自主的な事業展開となっている

3
長南みつばちプロジェク
ト

房総みつばち村 まちおこし 企画政策課

みつばちの成育環境を整え、多種の
花、果樹を植え付け蜜蜂の生産と果樹
の採算を平行して行う。果樹オーナ－
制を作り会費と生産物販売、農園整備
と巣箱の管理もイベントとして公開

把握していない

4
くらもち滝の里「もみじ祭
り」実施事業

もみじ祭り実行委員会 まちおこし 企画政策課

「くらもち滝の里」周辺でもみじが紅葉
する時期に合わせて、イベント「もみじ
祭り」を開催する。ステージでは、三味
線・民謡、よさこい等を披露し、来場者
には、豚汁・甘酒・べーべキュー等の
無料配布も実施

団体の自主的な事業展開となっている

5 長南紅古蓮 長南紅古蓮 まちおこし 企画政策課

よさこい踊りを通した活動をおこない、
町のイベントに参加しイベントを盛り上
げる。

団体の自主的な事業展開となっている

6
《ディスカバー長南》熊野
の一週間（月・火・水・
木・金・土・日）

一般社団法人　もりび
と

まちおこし 企画政策課

里山整備を実施している熊野地域に
おいて「熊野の清水」を活かした地域
づくりを進めるため林業体験、伐採やク
ラフト作りを実施し、自然の中での体験
を通じて、里山に興味を持ってもらい
長南町に遊びに来てもらえるような成
果を作る。

当該事業は既に終了した。

7
「都市住民と町民が竹を
通して交流する地域資
源利活用体験」

NPO法人　たけもりの
里

まちおこし 企画政策課

身近な自然素材である「竹」の有効利
活用の実際の体験を通して、首都圏に
近く温暖な気候と豊かな自然のある長
南町の魅力を感じてもらうため工作（竹
馬、弓矢、パチンコ）や流しそうめん、
アスレチック競技等、イベントを実施

当該事業は既に終了した。

8 悠久絆連 悠久絆連 まちおこし 企画政策課

よさこい踊りを通した活動をおこない、
町のイベントに参加しイベントを盛り上
げる。

団体の自主的な事業展開となっている

9 学習支援（寺子屋）事業
社会福祉法人　信和
会

学習支援 企画政策課

子ども達に学ぶ場を提供する事業（寺
子屋）を開講する。この事業は一般的
な塾ではなく、自己学習を促すことを
目的としている。

団体の自主的な事業展開となっている

10
古民家再生（自分で）
ワークショップ

ウルトラ“古民家”防
衛軍

まちおこし 企画政策課

「古民家に住みながらＤＩＹで修理しよ
う！」とするワークショップ開催と田舎暮
らし体験を実施

当該事業は既に終了した。



協働事業提案制度の実績データ 様式４

大多喜町

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

1
レンゲ祭りを通じた地域
おこし、町おこし

下大多喜レンゲ祭実
行委員会

・地域資源活
用

・交流人口増
加

企画課
産業振興課

レンゲ祭りをとおして観光客を増やし
都市部と農村部の交流、耕作放棄地
の再利用。

団体の自主的な事業展開
産業振興課が窓口となり補助金交付

2
里山環境（もみじの里）
の整備：交流人口の増
加

筒森区

・地域資源活
用

・交流人口増
加

企画課
産業振興課

区所有の山林にもみじを植栽し「もみじ
の里」として整備することで景勝地化、
観光客の憩いの場の提供を図る。

団体の自主的な事業展開
産業振興課が窓口となり補助金交付

3
楽しいふるさと、楽しいま
ちづくりイベントの開催

楽しいふるさと創る会

・地域資源活
用

・交流人口増
加

企画課

町内施設（旧老川小他）を活用した音
楽イベント等を開催し地域のＰＲ、観光
促進を図る。

団体の自主的な事業展開

4
田代地区での桜祭り、田
代滝周辺の整備

田代地区を活性化す
る会

・地域資源活
用

・交流人口増
加

企画課

3月中旬に河津桜の桜祭りを開催す
る、また田代滝への案内看板設置、道
路沿いに菜の花を植え、環境整備と地
域のＰＲ、交流人口の増加をもって地
域活性化を図る。

団体の自主的な事業展開

5
不動滝と総元駅周辺の
美化と観光地の整備

不動滝　五月会

・地域資源活
用

・交流人口増
加

企画課

3月の第4日曜日から5月の第3日曜ま
で不動滝に鯉のぼりを揚げ、通年で総
元駅周辺の美化と観光地の整備を行
い地域住民の協和を図る。

団体の自主的な事業展開



協働事業提案制度の実績データ：記載例 様式４

№ 事業名称 団体名称 活動分野 担当課 事業内容 事業期間終了後の展開

1
花と緑があふれるまちづ
くり事業

ガーデンシティの会 環境 商工観光課

市民や市民活動団体、企業、大学など
多くの方との協働により、みんなの公園
をみんなで創り上げ、花のある暮らしの
素晴らしさと総合公園の魅力を、市内
外の多くの方に伝える。

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

現在の当該事業の状況を御記入ください
［記載例］
■把握していない。
■当該事業は既に終了した。
■団体の自主的な事業展開となっている。
　（行政が支援・協力している場合は、その内容を記入）
■該当事業の担当課にて事業化（予算化の意）している。
　（①事業の実施形態を記入してください
　　　例）直営・委託・補助など
　　②以下のような観点で「協働」を重視して運営している場合は、
　　　特記事項として記入してください。
　　・一方的な委託等ではなく、対話を重視し、
　　　団体の特性を活かした事業展開としている。
　　・成果を市だけが使えるものとしてせず、
　　　団体側への帰属や使用許可の検討を、必要に応じて行っている。
　　・定期的に、行政と団体とで情報共有を行うとともに、
　　　役割分担等の事業に関する見直しや検討を行っている。）
■その他


