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●我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会委員 

氏 名 所属団体等 備 考 

 荒井 祓彦 我孫子市民生委員児童委員協議会  

石井 武夫 ふさの風まちづくり協議会  

牛尾 眞志 我孫子市民生委員児童委員協議会 副委員長 

金川 忠 我孫子市防犯指導員連絡協議会  

上村 英生 我孫子市商工会  

倉橋 清治 布佐平和台自治会  

小林 弘子 久寺家二丁目自治会  

近藤 浩子 我孫子南地区社会福祉協議会  

坂口 早苗 川村学園女子大学教育学部教授 委員長 

佐々木 立雄 新木地区まちづくり協議会   

新保 美恵子 我孫子南まちづくり協議会  

鈴木 寿幸 社会福祉法人我孫子市社会福祉協議会  

田島 ますみ 中央学院大学法学部准教授  

多田 正志 あびこ市民活動ネットワーク  

服部 好子 我孫子市民生委員児童委員協議会   

早川 十郎 湖北台自治会連合会  

山家 祥文 天王台北まちづくり協議会   

吉田 彊 我孫子市自主防災組織連絡協議会   

吉村 明男 こもれびまちづくり協議会  

渡邊 陽一郎 あびこ子どもネットワーク   

Ⅰ 我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会委員・作業部会委員 
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●我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会作業部会委員 

氏 名 所属団体等 備 考 

 荒井 祓彦 我孫子市民生委員児童委員協議会  

上村 英生 我孫子市商工会  

倉橋 清治 布佐平和台自治会  

小林 弘子 久寺家二丁目自治会  

近藤 浩子 我孫子南地区社会福祉協議会  

新保 美恵子 我孫子南まちづくり協議会  副部会長 

山家 祥文 天王台北まちづくり協議会   部会長 

渡邊 陽一郎 あびこ子どもネットワーク   

 

 

 

 

市長部局 秘書広報課 企画課 市民活動支援課 市民安全課 社会福祉課  

健康づくり支援課 障害福祉支援課 高齢者支援課 子ども支援課 

保育課 子ども相談課 クリーンセンター 商工観光課 農政課  

道路課 交通課 治水課 都市計画課 公園緑地課  

教育委員会 指導課 生涯学習課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針庁内検討委員会 
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●我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会 

年 月 日 回 主 な 内 容 
 

平成２４年７月７日(土) 
 

第１回 
 

１．策定委員会の役割について 

２．委員長・副委員長の互選について 

３．傍聴要領の決定について 

４．地域コミュニティ活性化基本方針について 

 １）基本方針策定に至るこれまでの経過について 

 ２）策定趣旨について 

 ３）策定体制について 

 ４）策定スケジュールについて 

５．策定委員会の進め方について 

 １）策定委員会の素案検討の進め方について 

 ２）作業部会について 

６．次回の日程について 
 

 

平成２４年７月２８日(土) 
 

第２回 
 

１．コミュニティづくりに関する庁内調査について 

２．作業部会員の決定について 

３．自治会等へのアンケートについて 

４．地域コミュニティに関する勉強会 

  講師：岩崎恭典（四日市大学総合政策学部教授） 

５．次回会議の進め方について 

６．次回の日程について 
 

 

平成２４年９月８日(土) 
 

第３回 
 

１．自治会等へのアンケートについて 

２．まちづくり協議会との懇談会について 

３．地域コミュニティ活性化に関する意見交換 

４．次回の進め方 

５．次回の日程について 
 

 

平成２４年９月２９日(土) 
 

第４回 
 

１．まちづくり協議会との懇談会について 

２．近隣センターの利用状況について 

３．庁内のコミュニティに関する取り組み別調査について 

４．コミュニティを構成する組織について 

５．地域コミュニティ活性化に関する意見交換 

６．次回の日程と進め方について 
 

 

平成２４年１１月１０日(土) 
 

第５回 
 

１．地域コミュニティ活性化に関する意見交換 

２．基本方針策定にかかる資料作成の進捗状況について 

３．地域コミュニティ活性化フォーラムについて 

４．自治会等へのアンケート結果について 

５．基本方針策定スケジュールについて 

６．次回の日程について 
 

 

平成２５年２月９日(土) 
 

第６回 
 

１．基本方針策定に関する資料について 

 １）市内の小中学校の地域の関わりについて 

 ２）コミュニティを構成する組織について 

 ３）コミュニティ組織の構成図について 

 ４）自治会等のアンケートについて 

２．作業部会案について 

３．今後の進め方について 

４．次回の日程について 

 

 

 

Ⅲ 我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定経過 
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年 月 日 回 主 な 内 容 
 

平成２５年３月９日(土) 
 

第７回 
１．作業部会の検討経過について 

２．地域コミュニティに関する課題の現状と課題解決の方向性について 

３．まちづくり協議会について 

４．基本方針策定作業について 

５．次回の日程について 
 

 

平成２５年４月６日(土) 
 

第８回 
 

１．作業部会の検討経過について 

２．地域コミュニティ活性化基本方針の構成について 

３．今後の進め方について 

４．次回の日程について 
 

 

平成２５年５月１１日(土) 
 

第９回 
 

１．作業部会の検討経過について 

２．地域コミュニティの将来像、活性化の仕組み、行政の取組について 

 ・第２章 地域コミュニティの将来像 

 ・第６章 地域コミュニティ活性化のしくみ 

 ・第７章 行政の役割（取組） 

３．地域コミュニティ活性化基本方針素案の方向性について 

 ・策定にあたって 

 ・第１章 策定の背景 

 ・第３章 組織が抱える課題から見えてくる地域コミュニティの活 

      性化 

 ・第４章 代表的な分野別の取組 

 ・第５章 地域から見えてくる地域コミュニティ活性化 

４．次回の会議日程について 
 

 

平成２５年６月１日(土) 
 

第１０回 
 

１．第２章 「地域コミュニティの将来像」について 

２．第６章 「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．第７章 「行政の役割」について 

４．地域コミュニティ活性化基本方針素案たたき台（第２稿）について 

５．会議日程について 
 

 

平成２５年６月２３日(日) 
 

第１１回 
 

１．第２章 「地域コミュニティ活性化に向けて」について 

２．第６章 「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．第７章 行政の役割について 

４．地域コミュニティ活性化基本方針素案たたき台（第３稿）について 

５．その他 
 

 

平成２５年６月２９日(土) 
 

第１２回 
 

１．第２章 「地域コミュニティを活性化するために」について 

２．第５章 「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．地域コミュニティ活性化基本方針素案について 

４．その他 
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●地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会作業部会 

年 月 日 回 主 な 内 容 
 

平成２４年８月２４日(金) 
 

 

第１回 
 

１．自治会等へのアンケート調査について 

 

平成２４年１２月８日(土) 
 

第２回 
 

１．今後の作業部会の作業について 

２．ワークショップ 

   作業①『課題のまとめ』 

   作業②『コミュニティ活性化の方向性のイメージ』 
 

 

平成２４年１２月２２日(土) 
 

第３回 
 

１．ワークショップ 

・共通課題の現状と課題解決の方向性 

２．今後の進め方について 

 

 

平成２５年１月１２日(土) 
 

第４回 
 

１．課題解決の方向性の検討 

２．まちづくり協議会の方向性の検討 
 

 

平成２５年１月１９日(土) 
 

 

第５回 
 

１．まちづくり協議会の将来の方向性について 
 

 

平成２５年１月２６日(土) 
 

 

第６回 
 

１．作業部会の検討経過について 

２．活性化の方向性について 

３．まちづくり協議会の方向性について 

４．今後の作業部会の検討事項について 

 

平成２５年２月５日(火) 
 

 

第７回 
 

１．まちづくり協議会の方向性について 

 

平成２５年２月１６日(土) 
 

第８回 
 

１．まちづくり協議会との意見交換の状況 

２．柏市ふるさと協議会について 

３．作業部会案の修正について 
 

 

平成２５年２月２３日(土) 
 

第９回 
 

１．作業部会案の修正について 

２．分野別・地域性の考え方について 

３．基本方針の策定趣旨について  
 

 

平成２５年３月２日(土) 
 

第１０回 

 

１．作業部会案の修正について 

２．分野・地域特性に関する検討手順について 

３．まちづくり協議会の方向性について 

４．地域コミュニティ活性化基本方針の構成要素について 
 

 

平成２５年３月２３日(土) 
 

第１１回 
 

１．分野別の状況について 

２．課題解決の方向性について 
 

 

平成２５年３月３０日(土) 
 

第１２回 
 

１．分野別（福祉）の状況について 

２．地域コミュニティ活性化基本方針の構成について 

３．第８回地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会について 
 

 

平成２５年４月１３日(土) 
 

第１３回 
 

１．作業部会の検討スケジュールについて 

２．地域コミュニティ活性化基本方針の構成について 

３．課題解決の方向性の具体的な取組について 

４．基本方針の具体的な記述について 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ８３ 

年 月 日 回 主 な 内 容 
 

平成２５年４月２０日(土) 
 

第１４回 
 

１．基本方針の具体的な記述内容について 

２．「地域コミュニティの将来像」について 

３．「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 
 

 

平成２５年５月１８日(土) 
 

第１５回 
 

１．「地域コミュニティの将来像」について 

２．「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．地域コミュニティ活性化基本方針素案たたき台の修正について 

 

 

平成２５年５月２５日(土) 
 

第１６回 
 

１．第２章「地域コミュニティの将来像」について 

２．第６章「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．第７章「行政の役割」について 

４．地域コミュニティ活性化基本方針素案たたき台の修正について 
 

 

平成２５年６月８日(土) 
 

 

第１７回 
 

１．第２章「地域コミュニティを活性化するために」修正案について 

２．第６章「地域コミュニティ活性化のしくみ」について 

３．行政の役割について 
 

 

平成２５年６月１５日(土) 
 

 

第１８回 
 

１．第２章「地域コミュニティを活性化するために」修正案について 

２．第６章「地域コミュニティ活性化のしくみ」修正案について 

３．（仮称）地域会議について 

 

 

●地域コミュニティ活性化基本方針庁内検討委員会 

平成２４年７月１３日(金) 

第１回 １．副委員長の指名について 

２．地域コミュニティ活性化基本方針について 

１）基本方針策定に至るこれまでの経過について 

２）策定趣旨について 

３）策定体制について 

４）策定スケジュールについて 

３．庁内検討委員会の役割及び進め方について 

  ・コミュニティづくりに関する事業の調査について 

平成２４年８月２０日(月) 
第２回 １．第２回地域コミュニティ基本方針策定委員会について 

２．地域コミュニティに関する取り組み別調査について 

平成２４年１０月１７日(土) 
第３回 １．地域コミュニティ活性化基本方針策定の進捗状況について 

２．地域コミュニティに関する取り組み別調査について 
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１ 地域コミュニティ活性化フォーラム 

 

２ まちづくり協議会との懇談会・意見交換会 

（１）懇談会 

実施日・場所 内 容 

平成２４年９月１日（土） 

 

湖北台近隣センター 

・我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針の策定

について 

・我孫子市コミュニティ整備計画の概要について 

・まちづくり協議会の現状と課題（意見交換） 

平成２４年９月２２日（土） 

 

湖北台近隣センター 

・我孫子市コミュニティ整備計画の見直し・変更経

過について 

・コミュニティ整備計画の検証のためのヒアリング

について 

・他自治体の取り組みについて 

・意見交換 

まちづくり協議会の役割/まちづくり協議会の今

後のあり方（近隣センターの管理運営・組織運営） 

実施日・場所 内 容 講師等 

平成２４年１１月１１日（日） 

 

我孫子市生涯学習センター 

アビスタ 

① 基調講演 

「これからのコミュニティ

づくりを考える」 

 

② 事例紹介 

「武蔵野市のコミュニティ

施策」 

 

③ 参加者との意見交換 

 

＜展示＞ 

「我孫子市のコミュニティ

づくり」 

岩崎 恭典さん 

（四日市大学総合 

  政策学部教授） 

 

森安 東光さん 

（武蔵野市市民部 

  市民活動推進課） 

Ⅳ 地域コミュニティ活性化フォーラム・まちづくり協議会との意見交換 



 
 

 ８５ 

（２）意見交換 

実施期間・場所 内 容 

①平成２４年１０月６日から平成２４年

１０月２５日まで 

 

各近隣センター 

 

 

 

 

 

・近隣センターについて 

・まちづくり協議会について 

・まちづくり協議会、近隣センターの

区域について 

・コミュニティ活動への行政支援につ

いて 

・コミュニティづくりについて 

・今後のあり方について 

②平成２５年２月１２日から平成２５年

３月２日まで 

 

各近隣センター 

 

 

・まちづくり協議会の活動について 

・まちづくり協議会の構成について 

・まちづくり協議会と行政との関係に

ついて 

・まちづくり協議会の性格について 

・近隣センターの管理運営について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

８
６

 

  Ⅴ コミュニティを構成する組織について       第６回我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会配布資料 

組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

自治会・町内会 ・地域住民の自主的な意思

に基づき結成された任意の

団体で、親睦と連帯を図る。 

・公式制度としては、戦時体

制下において、内務省訓令に

もとづき、万民翼賛の精神で

強制的に組織された。敗戦後

公式制度としては、廃止。以

後任意団体となる。 

平成 25年 4月１日現在 

自治会数：184団体 

 世帯数：42,124 世帯 

（全世帯数：55,821 世帯） 

 加入率：75.46％ 

・複数の自治会で自治会連合

会を組織している地域もあ

る。 

所管：市民活動支援課 

・自治会活動補助金 

・集会施設整備事業等補助金 

・コミュニティ助成事業 

所管：道路課 

・街路灯補助金 

所管：クリーンセンター 

・再資源化事業助成金 

まちづくり協議会 ・自主的なコミュニティ活

動を基本とする連帯感ある

豊かなまちづくりの推進、

地域の活性化及び課題の解

決を図る。 

・我孫子市コミュニティ整備

計画（平成元年 3月策定）に

基づき、地域のコミュニティ

活動の拠点となる近隣セン

ターの整備と併せて組織 

・市が主導的に組織化を図る。 

11 地区に 10協議会を設立。 

構成は、自治会、市民団体、

文化団体等の代表者又は選

出された者 

所管：市民活動支援課 

・近隣センター管理運営委託 

我孫子市社会福祉

協議会 

・社会福祉法に基づく事業

を行うことにより地域福祉

の推進を図る。 

・民間の社会福祉活動を推進

することを目的とした民間

組織（我孫子市では昭和 42

年に法人格を取得） 

理事会：14人 

（会長 1・副会長 2・監事 2

を含む） 

評議員会：32人 

（自治会・住民組織・各種団

体の代表） 

所管：社会福祉協議会 

・社会福祉協議会運営補助 

・社会福祉協議会事業委託 
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組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

地区社会福祉協議

会 

・社会福祉法に基づく事業

を行うことにより地域福祉

の推進を図る。 

・地区社会福祉協議会は、社

会福祉法に基づく社会福祉

協議会の内部組織 

市内 6地域に 6協議会 

 我孫子南：47人 

 我孫子北：26人 

 天王台：43人 

 湖北：25人 

 湖北台：58人 

 布佐：33人 計 232人 

所管：社会福祉協議会 

民生委員・児童委員 ・それぞれの地域において、

住民の立場に立って相談に

応じ、必要な援助を行い、

社会福祉の増進図る。 

・民生委員法に基づき厚生労

働大臣から委嘱され、民生委

員は、児童委員を兼ねる（任

期：3年）。 

定数：183 人 

市内 7地区に地区民協 

 我孫子第 1地区 22人 

 （主に 6号線以北） 

 我孫子中央   21人 

 （主に常磐線以北） 

 我孫子第 2    31人 

 （主に常磐線以南） 

 我孫子第 3    41人 

 （主に天王台） 

 湖北       33人 

 湖北台      18人 

 布佐       17人 

所管：社会福祉課 

・我孫子市民生委員児童委員

協議会事務局及び各地区協

議会事務局：社会福祉協議会 

 

 

 

 



 

 

 

８
８

 

組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

老人クラブ ・高齢者への福祉の向上を

図る。 

・老人福祉法により「老人の日」（昭

和 38年）が創設され、「老人クラブ」

が法的に位置づけられた。・新ゴール

ドプラン（平成 6 年）により高齢者

の社会参加・生きがい対策の推進組

織として位置づけられた。・地域を基

盤とする高齢者の自主的な組織。 

クラブ数：48 クラブ 我孫

子北地区：11 我孫子南地

区：9 天王台地区：9 湖北

地区：10 新木地区：3 布

佐地区：6会員数：2371人 

所管：高齢者支援課

（支援）・クラブ助成

金・連合会助成金（共

催事業）・タートリン

ピック・高齢者文化

祭 

自主防災組織 ・地域住民の協力体制のも

と自主的な防災活動を行う

組織であって、災害時の初

期消火、負傷者の救護など

を行う。 

・災害対策基本法第 5 条 2 において

規定されている、地域住民による任

意の防災組織である。 

・本市では、昭和 56年にはじめて湖北

台 10丁目に組織された。 

組織数：122 団体 

（自治会の内部組織が一般） 

 122組織／182自治会 

組織率：67％ 

所管：市民安全課 

・資器材の交付 

・助成金（活動助成） 

・助成金（借地助成） 

防犯協議会 ・犯罪のない住みよい明る

いまちづくりを目的とす

る。 

・防犯協議会は、当初は我孫子警察

署の設立（昭和 59年 2月）を契機に

警察署と市役所が協力し、自治会中

心の防犯組織として発足（昭和 59年

12 月）しました。その後、少年指導

員連絡協議会や職域関係の協議会な

ど、市内全体の防犯関係の組織を一

元化して防犯組織の強化を図り（平

成 7年 8月）、現在の防犯協議会とな

った。 

組織数：23団体 所管：市民安全課（事

務局） 

・防犯協議会会長：

市長 

・防犯協議会負担金 
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組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

あびこ市民活動ネ

ットワーク 

・市民活動団体が相互に情

報交換と交流などを行い、

それぞれの市民活動や市民

事業の充実発展を支援する

ことを目的とする。 

・平成 14 年に市民（利用者）社協・

市、三者の共同運営による「我孫

子市ボランティア･市民活動サポ

ートセンター」を開設。 

・平成 18 年度のセンター移転後

も、三者共同運営を継続。「我孫子

市市民活動サポート委員会」の立

ち上げにあたり、市民が運営主体

となる組織（利用者の組織）とし

て「あびこ市民活動ネットワーク」

を設立。 

・あびこ市民活動ステーシ

ョンを活動拠点とし、市民

活動や市民事業への支援を

行う。 

・平成 24年度団体会員は 53

団体、個人会員は 20人。 

所管：市民活動支援課 

・我孫子市・社会福祉協

議会とともに「我孫子市

市民活動サポート委員

会」を組織 

青少年相談員 ・青少年と真に一体となり、

共に喜び、共に語り、青少

年の健全育成を推進するこ

とを目的とする。 

・青少年教育の一環として自治体

が定める制度。 

・千葉県では 1963 年に定められ、

我孫子市も同年 10月に発足。 

・県と我孫子市が委嘱。 

市内 5 支部に分かれ、小学

校区をエリアに活動 

我孫子支部（一小・四小・

並木・根戸） 

天王台支部（二小・三小・

高野山） 

湖北台支部（西小・東小） 

湖新支部（湖北・新木） 

布佐支部（布佐・布佐南） 

相談員：62人 

所管：子ども支援課 

・青少年相談員連絡協議

会活動補助金 

・委託事業：パトロール

の実施（夏季・冬季・イ

ベント時） 

・共催事業：青少年綱引

き大会 

・後援事業：青少年デイ

キャンプ 

 

 



 

 

 

９
０

 

組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

ＰＴＡ ・児童、生徒のよりよい教

育環境の醸成を目ざす保護

者と教師（教職員）によっ

て構成される教育団体 

・戦後、アメリカ教育使節団がア

メリカのＰＴＡを紹介したことに

始まる。その後ＧＨＱの民間情報

教育局がＰＴＡの結成を勧奨、そ

れを受け国が動き全国に結成が広

がる。 

小中学校各校に設置。 

小学校：13 

※うち 1 校は、学級委員連

絡協議会 

中学校：6校 

（学校ごとに組織され

る任意団体のため、市と

しての所管課は特にな

し） 

子育てサークル ・子育て中の母親等が多様

な活動をとおして、子供の

健やかな育ちを促進し、母

親等の子育ての不安感や孤

独感を緩和することを目的

とする。 

・平成 19年 2月国において地域子

育て支援拠点事業実施要綱が定め

られ、子育てサークルへの援助の

必要性が示される。 

登録団体数   35団体 

・市民団体：25団体 

・社会福祉協議会、まちづ

くり協議会による活動団

体：10団体 

所管：保育課 

・情報交換 

・市民団体の設立支援 

子ども会 ・小地域で組織され、保護

者や育成者のもと、子ども

の健全育成を目的として異

年齢の子どもが集まる団

体。 

・1951 年児童福祉法の改正により

新たに設置された社会福祉事務所

が子ども会等の指導育成に当たる

ことが明らかにされ、結果組織化

が進む。 

・我孫子市子ども会育成連絡協議

会は、1975 年 2月に設立。 

我孫子市子ども会育成連絡

協議会の加盟団体数：25 団

体（会員 1,149人） 

新木小ブロック：2 団体/湖

北小ブロック：2 団体/湖北

台西小ブロック：1 団体/三

小ブロック：1 団体/二小ブ

ロック：5 団体/一小ブロッ

ク：10 団体/根戸小ブロッ

ク：4団体 

※我孫子市子ども会育成連

絡協議会に加盟せずに活動

している子ども会もある。 

所管：子ども支援課 

※我孫子市子ども会育

成連絡協議会 

・公募補助金 

・共同募金配分金（社協） 
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組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

あびこ子どもネッ

トワーク 

・子どもたちの豊かな成長

のためにさまざまな活動の

情報提供を行い、活動を支

援するネットワークの活性

化をすすめることを目的と

する。 

・文部科学省による学校週 5 日制

の実施に伴い、文部科学省の委嘱

事業として発足。2003 年度に文部

科学省の委嘱終了後、2004 年度か

らは我孫子市と連携して運営。 

・子どものための活動に関

わる個人や団体などによっ

て構成。その内 10人程度を

運営委員として選出。 

・5つの専門部会（ホームペ

ージ部会、情報紙編集部会、

情報デスク部会、子ども社

会参画部会、イベントプロ

デュース部会）を設置。 

所管：子ども支援課 

・情報紙「あびっ子ネッ

ト」の発行（年 5回発行、

市内の小中学校、公共施

設、病院などで配布）、

ホームページ管理に係

る委託金を拠出 

総合型地域スポー

ツクラブ 

・地域におけるスポーツ振

興、健康の保持、体力の向

上、人間関係の再構築（地

域教育力の再生）等を目的

とする。 

・文部科学省推奨のもとクラブ化

が進む。スポーツ推進委員（旧体

育指導員）が中心となって立上げ。

ただし、会員のよる自立をめざし

ているため、活動が一定後、推進

委員は、クラブの運営から一線を

画す。主に学校体育館を拠点に活

動する。 

6中学校区に 1クラブ 

会員数 

久寺家中学区 115人/白山中

学区 60 人/我孫子中学区 

35 人/ 湖北中学区 30 人/湖

北台中学区 35 人/布佐中学

区 54人/合計 329 人 

所管：文化スポーツ課 

・活動場所（学校開放）

の確保等の後方支援 

体育協会 ・国民スポーツの統一組織

としてスポーツを振興し国

民体力の向上を図り、スポ

ーツ精神を養うことを目的

とする。 

・オリンピック大会参加を契機と

して明治 44（1911）年 7月に創立。

設立当初から、オリンピック大会

参加だけにとどまらず、「国民スポ

ーツの振興」と「国際競技力の向

上」を役割として事業を実施。 

・ＮＰＯ法人我孫子市体育協

会は千葉県体育協会に属し

ており、県体育協会は、財団

法人日本体育協会の都道府

県体育協会に加盟。 

・我孫子市体育協会には、21

団体が加盟。 

所管：文化・スポーツ課 

・新春マラソン、体力づ

くり大会、連盟に属する

団体の県大会・市民大会

の開催についての委託

金を拠出 
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組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

スポーツ少年団 ・スポーツ少年団の普及と

育成及び活動の活発化を図

り、青少年にスポーツを振

興し、もって青少年の身心

の健全な育成を目的とす

る。 

・昭和 37（1962）年に財団法人日

本体育協会が、「1 人でも多くの青

少年にスポーツの歓びを」という

理念のもと日本スポーツ少年団を

創設。スポーツ少年団の各種大会

の運営、駅伝大会の開催、近隣市

との交流大会の開催など実施。 

・我孫子市スポーツ少年団

には 6 つの専門部があり、

それぞれに個別のチームが

属している。 

野球専門部(18 ﾁｰﾑ)/サッカ

ー専門部(11 ﾁｰﾑ)/バスケッ

ト専門部(3 ﾁｰﾑ）/合気道専

門部(1 ﾁｰﾑ)/空手専門部(1 ﾁ

ｰﾑ)/柔道専門部(1 ﾁｰﾑ) 

所管：文化・スポーツ課 

・情報の共有 

・五本松運動公園、学校

体育館使用料の免除。 

商工会 ・地域事業者が会員となっ

て、ビジネスやまちづくり

のために活動を行う総合経

済団体 

・商工会法に基づいて設立され、

全国の市町村に 1,750 の商工会が

あり、約 100 万の事業者が加入。

国や都道府県の小規模企業支援施

策（経営改善支援事業）の実施機

関としても、さまざまな事業を実

施。 

・我孫子市商工会には、市

内 1,238事業者が加入。 

所管：商工観光課 

・我孫子市商工会運営補

助金 

・情報の共有 

商店会 ・地域の商店主の集まりで、

ビジネスやまちづくりのた

めに活動を行う。 

・地域に連なる商店により組織され

る、いわゆる町内会と同等の任意団

体。地域振興・商店街内の相互扶助

を目的とし商店街振興組合法の規

定を満たすことにより、商店街振興

組合として組合組織の形成が可能。 

・市内には 20の商店会が組

織されている。 

・商店会連合会を組織し、

その運営を我孫子市商工会

に委託。 

所管：商工観光課 

・商店会内街路灯の維持

管理補助金 
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組織 設立目的 沿革等 状況 行政との関係 

消防団 火災や水害、地震から市民

の生命や身体、財産を守る

活動を行う。 

・消防組織法に基づき設置される

消防機関。 

・身分は、非常勤の特別職。 

団数：21団 

 第 1方面：4分団 

 第 2方面：3分団 

 第 3方面：3分団 

 第 4方面：3分団 

 第 5方面：4分団 

 第 6方面：4分団 

所管：消防本部警防課 

・報酬、費用弁償の支給 

・被服の貸与 

・資器材の提供 
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   Ⅵ 市内小・中学校と地域との関わりについて         第６回我孫子市地域コミュニティ活性化基本方針策定委員会配布資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリア 学校名
１．学校の取り組みや子ども
　達の活動等を保護者や学区内
　の住民に伝える手段

２．学区内の自治会・まちづくり協議会等が主催の
　地域のイベントへの参加の有無と参加形態

３．地域住民が参加・見学
　できる学校行事

４．学校として地域の様々な組織（自治
会・まちづくり協議会・市民
　団体）と連携・協力できる学校
　行事の有無、必要な支援

５．地域が元気を出すために学校が
　できること

根 戸 小 学 校

・学校だより（自治会に配布）
・ホームページ（児童の活動、
  学年だよりを掲載）
・あびバス根戸ルート
（実証運行中）バス内のディス
 プレイに児童の様子を掲示

・複数自治会で構成されるつくし野夏祭り実行委員会
（つくし野夏祭り…合唱部出演）
・市主催[我孫子市民文化祭実行委員会運営]
（我孫子北部地域文化祭…児童の作品を出品）
・根戸地区まちづくり協議会
（根戸近隣センターでのイベント…児童の作品展示）

・運動会
・バザー

・地域の方と「むかしのあそび会」
  開催（１年生）
・地域の方と障がい者体験
（５年生）

無回答

並 木 小 学 校
・学校だより
・ホームページ
・運動会や入学説明会など

・複数自治会で構成されるつくし野夏祭り実行委員会
（つくし野夏祭り…吹奏楽部出演）
・市主催[我孫子市民文化祭実行委員会運営]
（我孫子北部地域文化祭…児童の作品を出品）

・運動会
・並木っ子祭り
 （ＰＴＡバザー含む）
・学習参観

・登下校時の児童の安全確保
・校内の環境整備
・並木小ふれあいサロン
（並木小の空き教室で開催。
  年数回、1年生との交流あり）
・我孫子北地区社会福祉協議会と
  高齢者疑似体験（４年生）

地域と学校双方の協力・連携体制の構築

久 寺 家 中 学 校
・学校だより
・ＰＴＡ広報（つくし野）
・ホームページ

・複数自治会で構成されるつくし野夏祭り実行委員会
（つくし野夏祭り…吹奏楽部出演）
・市主催[我孫子市民文化祭実行委員会運営]
（我孫子北部地域文化祭…生徒の作品を出品）
・久寺家まちづくり協議会
（久寺家まつり…運動部・茶道部による手伝い）

・体育祭
・文化活動発表会
 （バザー含む）

・教育ミニ集会（※１）
・バザー

・地域支援ボランティア
（学校支援地域本部・※２）に登録して
　もらい、総合学習や学校整備に入って
　もらう
・お祭りや文化祭、行事等に準備から
　後片づけまで参加したり、地域の清掃
　等があれば声をかけてもらいたい

我 孫 子 第 四 小 学 校

・学校だより
・ＰＴＡ広報
 （毎月、年４回冊子）
・ホームページ
・メール配信

吹奏楽部が各種イベントに出演
（アビスタ・手賀沼公園で開催されるイベントなど
  出演要請のあるイベントには極力参加）

・運動会
・バザー
・絵画展
・書初め展
・さわやかコンサート

・みずき連絡会
（自治会長・民生委員・ＰＴＡも
  含め年１回話し合いを実施）

地域は今、元気です

我 孫 子 第 一 小 学 校
・学校だより
・ホームページ

・学区内自治会
（夏祭り…山車や神輿の手伝いに職員が参加）
・あやめまつり実行委員会[事務局：我孫子市商工会]
（あやめまつり…器楽部が参加）
・ＪＢＦ実行委員会（ジャパンバードフェスティバル
  …６年生がバードカービング作品を展示）
・ＮＰＯ講師を招き廃油ローソク作り（４年生）
・我孫子南地区社会福祉協議会
（１年生が昔遊びの体験、４年生が福祉体験を実施）

・運動会
・ＰＴＡイベント＆バザー
・音楽発表会

児童の登下校時の見守りの強化

・地域の方々と子ども達が一緒に何かを
　すること
（授業時間との兼ね合いにより、新たに
　企画することは困難だが、現行の行事
　に組み込むことは可能）
　例：運動会で保護者や地域の方々と
　　　一緒に河童音頭を踊る

白 山 中 学 校

・学校だより
・ホームページ
・場合により、自治会長と
  直接話をする機会を設ける

・我孫子地区市民まつり（同実行委員会主催）等
  参加依頼のあるイベントにはすべて参加
 （主に吹奏楽部、合唱部が出演）
・自治会（ゴミゼロ運動、地域の除草作業に参加）

・体育祭
・授業参観
・公開研究会

・学校行事ではないが、地域と連携した
　防災訓練の必要性を感じている

・生徒の活動の様子を参観してもらう
・地域支援ボランティア
（学校支援地域本部※２）を呼びかけ、
　参加していただく

我孫子北

我孫子南
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エリア 学校名
１．学校の取り組みや子ども
　達の活動等を保護者や学区内
　の住民に伝える手段

２．学区内の自治会・まちづくり協議会等が主催の
　地域のイベントへの参加の有無と参加形態

３．地域住民が参加・見学
　できる学校行事

４．学校として地域の様々な組織（自治
会・まちづくり協議会・市民
　団体）と連携・協力できる学校
　行事の有無、必要な支援

５．地域が元気を出すために学校が
　できること

高 野 山 小 学 校
・学校だより
・ホームページ

・こもれびまちづくり協議会
（冬のフェスタ…合唱部出演、書初め作品展示）
・我孫子南地区社会福祉協議会
（福祉フェスティバル…合唱部出演）
・市主催[我孫子市民文化祭実行委員会運営]
（歌謡曲発表会…合唱部出演）
・千葉土建あびこ支部（土建まつり…吹奏楽部出演）

・運動会
・ＰＴＡバザー

・通学時の見守り
・非常時の連携
・地域の方の学習支援、環境整備

なし

我 孫 子 第 三 小 学 校

・学校だより
・学年だより
・ホームページ
・学校評議員会議、ＰＴＡ
  総会、学級懇談会にて説明

・天王台地区市民まつり実行委員会[事務局：天王台
 商店会]（天王台地区市民まつり…吹奏楽部出演）

・運動会
・地域ふれあい広場
 （バザー）

・防災会議及び訓練を地域の様々な
  組織と協力して行うことが必要
・通学時の見守りの強化

・地域支援ボランティア（学校支援地域
　本部※２）のさらなる拡充。
（地域の方の知識や技術・経験を活か
　し、コミュニケーションを深めること
　で、地域の方の生きがいや自己実現、
　ひいては地域の活性化にもつながる）

我 孫 子 第 二 小 学 校
・学校だより
・ＰＴＡだより
・ホームページ

・天王台地区市民まつり実行委員会[事務局：天王台
 商店会]（天王台地区市民まつり…吹奏楽部出演）
・こもれびまちづくり協議会
（フェスタ…吹奏楽部出演）
・ＪＢＦ実行委員会（ジャパンバードフェスティバル
 …環境学会にて６年生が日頃の研究成果を発表）

・運動会
・収穫祭
・一日授業参観
・放課後学習会

・通学路の見守り
・米づくり、山羊・羊の飼育
・古代米づくり（谷津田）
・学習支援ボランティア
・七夕集会

・地域の方と児童との交流
・地域の教育力を活かした教育活動

我 孫 子 中 学 校

・学校だより（月１回）
・ＰＴＡだより
 （必要に応じて）
・ホームページ
・体育祭など近隣への配慮が
  必要なときは、近隣住民約
  ６０戸にプリントを配布

・天王台地区市民まつり実行委員会[事務局：天王台
 商店会]（天王台地区市民まつり…吹奏楽部出演）
・学区内自治会（祭り…吹奏楽部出演）
・こもれびまちづくり協議会
（文化祭、フェスタ…ボランティアとして生徒が
  参加、美術部作品展示、合唱部出演）
・我孫子市青少年相談員連絡協議会
（餅つき大会…会場として学校を開放、生徒も参加）

・体育祭
・ＰＴＡバザー
・教育ミニ集会（※１）
・吹奏楽部のクリスマス
  コンサート
・合唱部のクリスマス
  コンサート

・地域支援ボランティア
（学校支援地域本部※２）による
  校内除草・剪定、俳句・書写の
  授業補助（不定期）
・登下校時の見守りや、長期休業中
  の地域パトロールへの人材バンク
  として登録いただけるとありがた
  い

・生徒たちによる地域行事への積極的
　参加が考えられるが、部活動がある
　ことと、引率の関係で参加者数を絞ら
　ざるを得ない状況がある

天王台
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エリア 学校名
１．学校の取り組みや子ども
　達の活動等を保護者や学区内
　の住民に伝える手段

２．学区内の自治会・まちづくり協議会等が主催の
　地域のイベントへの参加の有無と参加形態

３．地域住民が参加・見学
　できる学校行事

４．学校として地域の様々な組織（自治
会・まちづくり協議会・市民
　団体）と連携・協力できる学校
　行事の有無、必要な支援

５．地域が元気を出すために学校が
　できること

湖 北 小 学 校

・学校だより
 （保護者・地域に配布）
・ＰＴＡだより
 （保護者・地域に配布）
・ホームページ（林間学校など
  の様子も当日のうちに掲載）
・メール配信（緊急情報のほか
  校外学習などの情報も発信）

・湖北地区社会福祉協議会
（湖北地区社協まつり…吹奏楽部出演）
・市主催：我孫子市郷土芸能祭
（郷土芸能クラブ出演）

・運動会
・ＰＴＡバザー

・登下校時や放課後の児童の安全
  確保のため、見守りやパトロール
  の強化を呼びかけ、地域安全ボラ
  ンティアとして約５０名の方に
  協力いただいている
・校内環境整備や学習補助のボラン
  ティアを組織していくことが必要

・児童が明るく過ごし、地域の行事に
　積極的に参加する素地を養う。
　現在、郷土芸能クラブが活動している
　が、地域の良さを発見させ、地域を愛
　する心を育んでいく。

湖 北 中 学 校

・学校だより
・ＰＴＡだより「なう」
・ＰＴＡ広報誌「ひばり」
・ホームページ（毎日更新）

・新木まちづくり協議会
（新木ふれあい文化祭…吹奏楽部出演・全生徒に
  チラシ配布→生徒の来場）

・授業参観
・体育祭
・文化祭
・バザー
・３年生を送る会
・校内除草作業
・学校ボランティア活動

・環境整備
・教育ミニ集会（※１）
・登下校時の交通安全指導
・地域支援ボランティア
 （学校支援地域本部事業※２）

・あいさつ活動
・自治会と連携した地域ボランティア
　活動
・学校行事に地域の方を数多く招待し、
　生徒の元気な姿を見てもらう

湖 北 台 西 小 学 校

・ＰＴＡ総会
・学校だより
・学年だより
・ＰＴＡだより
・ホームページ

・湖北台地区社会福祉協議会
（書初め…児童作品展示、湖北台地区敬老お楽しみ会
  …１、２年希望者参加）
・産業まつり実行委員会
（産業まつり…吹奏楽部出演）

・運動会
・学習参観
・校内持久走大会
・なわとび大会
・ＰＴＡバザー

・児童の書初め作品を地区社協主催
  の展示会で展示紹介
・児童下校時の見守り活動への協力（要
請）が必要

・６年生のキャリア教育（※３）の一環
　で実施した地域の職場見学・職場体験
　での体験を学習参観で保護者にだけ見
　ていただいているが、今後、さらに受
　け入れ先の事業所にも見ていただいた
　り、学校からのおたよりやホームペー
　ジで子どもたちの声を発信し、地域の
　事業所の紹介をすることで、活性化の
　一助になればと考える。さらに地域の
　事業所の受け入れ先の拡大によりさら
　なる進展が望めるものと考える。

湖 北 台 東 小 学 校

・学校だより（自治会に回覧）
・ホームページ（学校だより、
  学校の様子を掲載）
・地区社協に校長が出席

特になし
（出演依頼等あれば参加したいが、今のところ特に
  なし。地元のお祭りに来場者として参加している）

・運動会
・東小まつり（メロディ
  フェスティバル、バザー）

特になし
（通学時の見守りは地域の方がすで
  に行っている）

・地域と学校が連携して行事を行う

湖 北 台 中 学 校
・学校だより
・保護者会
・ホームページ

・産業まつり実行委員会
（産業まつり…吹奏楽部出演）
・久遠苑（イベント…吹奏楽部出演）
・湖北駅前花壇植え替え作業
（年４回、各回100人前後の希望者の参加）
・湖北台地区社会福祉協議会（健康まつり…50人程の
 生徒が運営に参加、吹奏楽部出演）

・体育祭
・文化祭
・ＰＴＡバザー
・教育ミニ集会（※１）

・ＰＴＡバザー
・湖北台地区社会福祉協議会の協力
  を受けた認知症サポート講座
 （３年生と特別支援学級の生徒が
   受講。地域の方も受講可能）

・健康まつりへ生徒が参加し、お年寄り
　と交流を深める
・スポーツでの交流

新木 新 木 小 学 校

・学校だより
・ＰＴＡ広報
・まちづくり協議会主催の
  自治会長との懇談会
・ホームページ

・新木まちづくり協議会（新木ふれあい文化祭
 …吹奏楽部出演・学年の表現活動、ほかにも春まつ
 り・夏まつり・あわんとり等に児童が参加）
・近隣センターで開催のイベント・教室への児童の
 参加

・運動会
・音楽発表会
・ふれあい広場
（ＰＴＡバザー）
・新木っ子まつり

・運動会、音楽発表会、ふれあい
  広場（ＰＴＡバザー）、新木っ子
  まつり等での物品の貸借・ボラン
  ティアで連携・協力をしている
・登下校時の見守り活動の拡大

・児童と地域の方が直接触れ合う活動を
　実施する
　(春まつり、夏まつり、〇〇教室等)
・学校、家庭、地域が、未来をつくる
　子どもを中心とした地域の課題を考え
　る機会を持つ
（教育ミニ集会（※１）等）

湖北台

湖北
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エリア 学校名
１．学校の取り組みや子ども
　達の活動等を保護者や学区内
　の住民に伝える手段

２．学区内の自治会・まちづくり協議会等が主催の
　地域のイベントへの参加の有無と参加形態

３．地域住民が参加・見学
　できる学校行事

４．学校として地域の様々な組織（自治
会・まちづくり協議会・市民
　団体）と連携・協力できる学校
　行事の有無、必要な支援

５．地域が元気を出すために学校が
　できること

布 佐 南 小 学 校

・学校だより
・学級委員連絡協議会だより
・ホームページ
・地域の回覧

・布佐南地区まちづくり協議会(布佐文化祭
 …５，６年生児童合唱参加、芋煮会…吹奏楽部参加)
・ふさの風まちづくり協議会
（書初め会…１～６年希望者参加）
・地元の祭り開催時には、日課変更(終業時間の繰り
 上げ等)を行い、児童が参加しやすいよう配慮している

・運動会
・歌声集会
・マラソン納会
・避難訓練
・学習参加
・バザー

・歌声集会での参加
 (１団体10～15分程度)
・登下校時の見守り活動
・学校環境整備
（校内花壇の育成・除草）
・読み聞かせ、学習活動

・児童、職員が地域の行事に参加する（集
客、広報に貢献。やがて地域行事に
　参加したり、支える人材育成につなが
　る）
・挨拶を互いに積極的に行う
・地域の方とともにボランティア活動

布 佐 小 学 校

・学校だより
（自治会、民生児童委員、学区
 内議員、近隣小中学校に配布）
・ホームページ

・自治会（布佐竹内神社の祭礼…子ども神輿に参加、
  郷土芸能クラブ出演）
・商工会（新緑まつり…吹奏楽部出演）

・運動会
・ＰＴＡバザー
・音楽フェスタ
・布佐っ子フェスタ

・布佐地区防犯挨拶運動
（布佐小・布佐中・布佐南・我孫子
  東高校の生徒会・児童会・教職
　員・地域の自治会代表による定期
　的な挨拶運動）

・布佐地区防犯挨拶運動のような地域
　ぐるみの声掛け・挨拶運動は心と心を
　つなぐ温かい取り組みである

布 佐 中 学 校

・学校だより
・ホームページ
・生徒会活動（ボランティア
  等）を通じた学校の方針等の
  発信
・地域行事に参加した教職員に
  よる口コミ
・新聞やミニコミ誌等による
  広報

・地域行事に対するアイディアを伝える活動を行った
・我孫子地区市民まつり実行委員会
（同まつり…吹奏楽部出演）
・市主催アビシルベまつり（吹奏楽部出演）
・布佐南地区・ふさの風まちづくり協議会
（各種イベント…吹奏楽部出演、美術部の作品展示）
・商工会（新緑まつり・もみじまつり…会場ボラン
  ティアとして生徒参加）
・自治会（布佐平和台祭…吹奏楽部・郷土芸能講座
  出演、ゴミゼロ運動…ボランティアとして参加）
・布佐４校と防犯協議会布佐支部との挨拶運動

・校舎耐震工事終了後の
  校舎見学・内覧会
・布佐地区３校連携の「ふさ
  カリキュラム」に基づく
  地域の方へのインタビュー
・合唱コンクール
・文化活動発表会
・吹奏楽部スプリング
  コンサート
・学校環境つくり、学習
 ・修繕等の支援

・安全・健全育成活動
（挨拶運動等）
・学校カリキュラムの開発
・数学等の教科支援
・学校の学習環境づくり
（剪定・除草・緑のカーテン・花壇
　つくり。校内美術館に我孫子市美
　術家協会の会が展示。地元に
　伝わる古い歌の譜面化・演奏）

・布佐地区３校連携の「ふさカリキュラ
　ム」に基づくまちづくり構想などを
　生徒に発案させる
・学校が持つ、人と人をつなぐ機能や
　震災復興や防災の視点において核と
　なる機能を生かすような場をうみだす
　ことが必要

(※１)
教育ミニ集会

（※２）
地域支援ボランティア
（学校支援地域本部）

（※３）
キャリア教育

　市内全小・中学校において、学校と地域をつなぐコーディネーターを配置し、地域住民がボランティアとして学校の教育活動に積極的にかかわってもらう。（事務
局：教育委員会指導課）
【主な活動内容】
○学習支援（授業での教員補助、放課後などの補習支援、図書ボランティアや読み聞かせ支援）
○環境支援（花壇整備、除草、樹木剪定、破損箇所の修繕や電気工事）
○安全支援（登下校時の見守りなど）
○部活動支援（部活動やクラブ活動での技術指導など）
○行事支援（運動会、体育祭などの支援、職業体験での事業所とのパイプ役）
※学校によって内容は異なる。

　市内全小・中学校において、小学５・６年生（半日職場見学）、中学２年生（３日間の職場体験）の職場体験学習を実施。
　市内商工会、青年会議所、漁業協同組合、ＰＴＡ連絡協議会、校長会等により組織された「我孫子市キャリア教育推進協議会（事務局：教育委員会指導課）」が中
心となり、受け入れに協力する事業所を募集（現在、４００以上の登録あり）。

布佐

　千葉県教育委員会が平成12年度から県内の公立学校に呼びかけ、各学校を会場に実施。学校・家庭・地域社会の人々が直接教育について語り合うことで3者の「交
流」が生まれ、地域に開かれた学校づくり、活力ある地域コミュニティの形成につながっていくものとして毎年開催（「学校を核とした県内1000か所ミニ集会」とい
う）。
　全国的にも例を見ない千葉県ならでは取組として、現在、県内の公立学校（小・中・高・特別支援）において、各学校の創意工夫のもと約1200か所で開催。
　内容は、講演会・勉強会や教育についての意見交換など、ＰＴＡと共同主催の学校もある。参加者も、教職員、児童生徒、地域住民、保護者など、開催校によりさ
まざま。毎年、各校の実施内容を市教育委員会が取りまとめ、県教育委員会へ報告。



 

 ９８ 

 

 

 

防災・防犯（５事業） 

自主防災組織育成事業 

生活安全パトロール車の貸し出し 

備蓄品の提供 

街路灯補助金の交付 

水害対策事業 

住環境（２事業） 

我孫子市ひとり暮らし高齢者等ごみだし支援ふれあい収集事業 

再資源化事業促進奨励金 

子ども（２０事業） 

民生委員活動との連携 

あびこ子どもまつり 

げんきフェスタ 

我孫子市青少年相談員連絡協議会事業 

あびっ子クラブ 

子ども総合相談・子ども虐待防止対策 

公立保育園 園庭開放 

子育て支援拠点事業 

子育てサポーター養成講座 

短時間託児 

公立保育園 世代間交流 

ファミリーサポートセンター事業 

休日保育事業 

子育てコーディネート事業 

出前保育 

ｅｎｊｏｙパパ応援プロジェクト 

保育園における災害時協力員 

アビコでなんでも学び隊 

のびのび親子学級 

家庭教育学級 

 

 

 

 

 

 

Ⅶ 庁内のコミュニティづくりに係る取組み 

 



 
 

 ９９ 

福祉(１３事業) 

○高齢者（9事業） 

ＳＯＳネットワーク事業 

きらめきデイサービス 

空き店舗を活用した「お休み処」の充実 

老人クラブ活動の充実 

地域包括支援センター（高齢者なんでも相談室）の運営・支援 

地域ケア会議の開催 

高齢者虐待防止 

地域介護予防活動の支援 

地域高齢者見守り事業（地域高齢者安心ネットワーク） 

○障害者（2事業） 

地域活動支援センター運営費補助事業 

福祉団体公園管理業務委託 

○セーフティネット（2事業） 

我孫子市自殺対策推進協議会 

孤立死防止対策検討会 

産業活性化（３事業） 

湖北駅北口商業活性化に向けた取組「湖北の市」 

各商店会における商業活性化及び地域活性化の取り組み 

あびこ型「地産地消」推進協議会負担金 

都市基盤（２事業） 

地域公共交通総合連携計画の推進（市民バスの運行） 

各駅エレベーター・エスカレーター等の整備（各駅構内エレベーターの整備への支援） 

文化・学習（２事業） 

我孫子市文化芸術振興基本方針 

総合型地域スポーツクラブ 

国際化（１事業） 

国際化推進事業・在住外国人支援業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 １００ 

市民活動・地域交流（２５事業） 

庁内調整を要する要望・陳情 

自治会活動助成金 

まちづくり協議会への近隣センター施設運営業務委託 

市民・近隣センター維持管理 

自治会集会所整備事業補助金 

市民プラザの管理 

市民活動フェア inあびこ 

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 

公募補助金 

市民公益活動補償制度 

市民活動ステーションの管理 

市民活動サポート委員会の運営 

市民手づくり公園 

自治会への公園管理業務委託 

みどりのボランティア 

地区緑化（公共用地緑化） 

向こう三軒両隣道際花いっぱい運動 

学校支援地域本部 

あびこ楽校協議会の運営 

市民カレッジ「我孫子を知るコース」 

熟年備学 

地域交流協室 

長寿大学 

健康づくり運動教室 

 

 

 

  


