
令和３年６月１日現在

地域名 勝　　　浦 津 屋 崎 宮　　　司 福　　　間 神　　　興 上 西 郷 神 興 東 福 間 南
・児童見守り活動 ・登下校時の見守り活動 ・安全安心情報ネット会議の開催 ・避難所運営ゲーム等を活用した防 ・全市一斉防災訓練 ・児童みまもり活動 【防犯】 ・青パト「パト吉」による防犯パトロール

・自主防災会・支部活動（要支援等） ・愛の夜間パトロール ・自転車無灯火防止の啓発活動 　災啓発活動の展開（ＨＵＧ） ・防犯・交通安全のぼり旗配布 ・かみぱと車による防犯パトロール ・登下校時の交通安全見守りとあいさつ ・防犯、防災ポスター作成南小学校

・全市一斉防災訓練 ・総会開催 ・防災備品・備蓄品の管理 ・HUG風水害バージョン導入に向けた ・児童見守り活動 ・青パト講習会 ・交通安全指導 　へ依頼

・青少年指導員・補導員によるパトロ ・避難所運営の検討 　取組 ・防犯パトロール ・全市一斉防災訓練 ・定期的な地域内パトロール ・救急救命講習会への参加

　ール ・宮司地区自主防災避難訓練 ・各家庭のハザードマップ作りに ・防犯防災講習会 ・防災関係講習会の内容検討 ・小学校交通安全教室及び春秋遠足 ・ＤＶＤによる防災研修会

・全市一斉防災訓練 　向けた取組 ・全市一斉防災訓練 ・地域及び小学校PTAとの情報交換会 　への参加・協力 ・防犯、防災幟の設置

・あいさつ運動の支援 ・学校運営への参画 ・防災関係の講習会開催 ・「防犯パトロール実施中」のぼり旗の ・見守り隊の研修会、交流会の開催

・見守り・防犯パトロールの支援 ・防災備蓄倉庫の備品確認 　掲示・点検・交換 　及び見守り活動

・「ながら活動」によるパトロール強化 ・備蓄用品の試食等 ・「交通事故対策」、「詐欺被害対策」 ・南小学校の行事協力

・地域や行政等が行う研修会参加 ・発電機の運転、投光器点灯実施訓
練

　講習の開催 ・南しょっとフェスタへの参加

・年末年始特別警戒出動式 【防災】 ・わんわんパトロール

・防災士、防災関係者を招いた学習会 ・車両への見守りステッカーの表示

・ＨＵＧ体験

・備蓄倉庫保管道具の確認・点検

・全市一斉防災訓練
・花いっぱい事業(自主花園の開設、 ・松林保全活動 ・県のビオトープの整備 ・海岸松林の保全活動 ・桜の園整備 ・西郷川環境美化推進事業（草刈り、 ・地域内道路・歩道の清掃 ・竹尾緑地の保全活動

　花壇等設置者への補助） ・松苗の植樹祭 ・生物観察会 ・福間中クリーンランド大作戦 ・花壇整備 　ひまわり・菜の花の種まき、追肥） ・花いっぱい推進運動（花壇草取り・花 ・違反広告物の撤去の支援

・花いっぱい事業（コスモス、ソバ） ・全日本実業団対抗女子駅伝予選会 ・生物の生育状況把握調査 　（中学生との協働活動：年３回） ・里山保全整備 ・県道沿いの花壇づくり 　植え） ・郷川と里山の整備保全活動

・魅力ある景観ロード事業（彼岸花） 　前のコース清掃実施 ・戦没者墓地公園の清掃 ・松木の手入れ（枝打ち、間伐） ・冠川清掃、草刈り ・小学校への花壇づくり ・農業体験(さつまいも、じゃがいも、さ ・各種環境、景観活動への参加

・交流センター花壇の植栽・管理 ・全市一斉美化運動 ・宮司コミセン花植え ・小鳥用巣箱設置・産卵調査 ・違反広告物の除去 ・花壇灌水作業 　といも、ソバの栽培、炭焼き等） ・住環境に関する各種研修会の開催

・全市一斉美化運動 ・松林ウォーク支援 ・松林保全活動 ・松苗木の植樹（花見・西福間） ・不法投棄物の回収 ・環境保全活動 ・保育園、幼稚園、小学校、青空市場

・環境保全美化活動（地区の清掃） ・津屋崎海岸清掃 ・松林の育樹祭 ・安全作業のための研修会開催 ・竹灯まつり 　等の各種施設の農業活動支援

・松原海岸清掃 ・交流事業 ・情報発信方法の改善 ・神興小クリーン作戦 ・食の交流事業

・松林保全活動 ・各団体の作業（中学校、青少年 ・光陵高校門松製作

　クラブチーム） ・交流センターの門松製作

・松林の活用（親子でテント泊体験等） ・全市環境美化運動

・高齢者タクシー助成事業 ・独居高齢者安否確認電話 ・独居高齢者への安否確認電話 ・てんとうむし（転倒無視）体操教室 ・アンケート調査結果の課題に沿った ・小学校との共催による敬老給食会 ・じんとうサロン ・小地域福祉会交流会の開催

・勝浦いきいき健康サロン ・高齢者と共に歌いましょう ・たすけ合い福祉マップの作成・見直し 　の継続と拡大 　事例研究の実施 ・ふれあいサロン ・健康長寿講演会 ・高齢者を対象にした講演会や出前

・緊急連絡先カレンダー配布 ・高齢者の集い・健康教室 ・健康測定会・健康講演会の開催 ・講演会の開催 ・第２次生活アンケート調査 ・上小ふれあいまつり郷づくり企画 ・水光会出前講座 　講座等の開催

・民生委員・児童委員との交流 ・あんしん情報セットの配布事業 ・小地域福祉会・サロン連絡協議会 ・シニアライフ講座 ・介護施設等への訪問研修

・植樹祭、千軒まつり、プリンセス駅伝 ・地域支え合い支援事業（高齢者の 　による情報交換 ・健康測定会 ・グラウンドゴルフ月例会、ミニ大会の

　でおもてなし支援 　見守り活動・買い物支援） ・シニアクラブとの連絡協議会設置検
討

・ヨガ教室 　開催

・健康長寿講演会 ・福間小学校の地域合同文化祭 ・郷づくりカフェ（子どもやお年寄りに ・外出支援活動（買い物支援等）

　「ふくまっ子体験」への協力 　食事と居場所を提供して交流） ・南しょっとフェスタ、ウォーキング大会
・海岸松林ウォークでの豚汁おもてな
し

・地域福祉交流会 　等への参加と協力

・勝浦アンビシャス広場への協賛 ・子ども相撲大会 ・さつまいもの苗植え体験 ・子育てサロンわくわくひろば・はなみ ・神興小ハッピーフェスタへの参加 ・ものづくりディキャンプ ・アンビシャス広場への支援 ・子育てサロン（ぱくぱく・にこにこ・

・勝浦大運動会の共働運営 ・芋ほり、看板作り、餅つき、スケッチ ・夏休みラジオ体操 ・わくわくプレーパーク ・竹灯まつり ・もちつき大会 ・小学校地域運動会への協力 　なんしょっと・ポレポレ）の開催

・マル勝寺子屋事業 　大会 ・昆虫調査 ・神郷東プレーパーク事業の支援 ・上小ふれあいまつり ・お星さまと遊ぼう ・絵本の読み聞かせ（南小学校・学童）

 （地域で学習支援） ・津屋崎中学校文化祭参加 ・いも掘り体験 ・子育てサロンスタッフ研修 ・相撲大会 ・寺子屋の実施

・津屋崎小学校文化祭参加 ・ペットボトルキャップ・プルトップの回
収と

・プレーワーカー養成講座・研修会 ・プレーパーク ・福間中学校への協力

・ミュージカル「ハッピーバースデー」 　搬送 ・ESD（持続可能な社会の担い手 ・子育てサロン「いっぽ　にほ」 ・あいさつ運動の推進

 公演 　づくり）を学ぶ学習会の開催 ・お楽しみ企画（チャレンジ広場） ・親子料理教室の開催

・植樹祭参加 ・プレイセンターの開設支援 ・スタッフ研修会

・里山、松林、川の自然観察及び ・南しょっとフェスタへの参加

　生き物調べ

・子どもの発達に関する学習・講演会

・会報の発行 ・郷づくりニュースの発行 ・広報誌発行 ・郷づくりの会ニュースの発刊（毎月） ・ニュース「神興」の発行 ・郷づくり広報誌発行 ・広報「郷づくり神興東」発行 ・南しょっとフェスタの開催

・事業チラシの発行 ・郷づくりホームページ更新 ・郷づくりホームページ更新 ・郷づくりホームページ更新 ・郷づくりホームページ更新 ・郷づくりホームページ更新 ・郷づくりホームページ更新 ・ウォーキングチャレンジシップの

・郷づくりホームページの更新 ・全日本実業団対抗女子駅伝予選会 ・みやじ夏まつり ・地域活動への参加、協力 ・あんずの里市出張販売 ・上小ふれあいまつり参加 ・総合文化祭（虹のかけ橋じんとう祭） 　開催

・勝 イルミネーション 　おもてなし ・餅つき大会 ・郷づくりＰＲ隊 ・竹灯まつり ・ふくつ散歩「上西郷編」 ・地域の歴史をテーマにした茶話会や ・ウォーキング大会の開催

・マル勝まつり ・津屋崎祇園山笠支援 ・六百俵記念祭 ・福間小校区の住民同士の交流会 　体験 ・ウォーキング同好会「ワイワイ」の

・金刀比羅神社御神幸祭支援 ・戦没者慰霊祭 ・海岸松林ウォーク ・ティータイムコンサート 　開催

・波折神社おくんち支援 ・グラウンドゴルフ大会 ・福間小校区クリーン大作戦 ・展示会の開催 ・自治会対抗グラウンドゴルフ大会

・手づくり市支援 ・津屋崎祇園山笠裸祭り支援 　（幹線道路沿いの清掃活動） ・パソコン教室 　の開催

・音楽散歩支援 ・宮司コミセン文化祭 ・全日本実業団対抗女子駅伝 ・クワイアカフェ ・歌声喫茶「南しょっと」の開催

・視察研修 ・津屋崎中学校文化祭支援 　予選会コース警備 ・ゆめ会議の開催 ・健康教室「輝」の開催
・津屋崎千軒まつり ・プリンセス女子駅伝大会ぜんざい ・ふくつ散歩「神興東編」 ・ふれあいサロン「虹」の開催

・ふくつ散歩「つやざき編」 　ふるまい ・コンサート等の充実

・津屋崎小学校「東雲祭」支援 ・防災・減災の意識高揚と地域被害の

・視察研修 　防止・軽減を図る

・ふるさと「歴史探訪」出版 ・見守り隊による見守り活動の充実と

・郷育カレッジ講座「みやじ編」 　推進

・宮司コミセン指定管理運営委員会の ・スポーツ、文化事業の企画等

　継続 ・広報誌「南しょっと」の発行

・宮司コミセン自主事業への更なる ・郷づくりホームページ更新
　取り組み
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令和3年度　各地域の郷づくり活動計画

※総会資料を基に作成し、年度途中の変更については、協議会からの申し出により、追加・修正しています。

環境・景観

地域交流・
活性化

子育て

福祉

（地域連携の推進、シンポジウム、
フォーラムでの発表、学校での講義等

で発信）


