
事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理防犯灯維持管理

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性（２）事業の目的及び必要性

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

夜間における犯罪の防止と市民の通行の安全を図り、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間における犯罪の防止と市民の通行の安全を図り、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　安全で安心して暮らせる町づくりを推進する為　　　　　　安全で安心して暮らせる町づくりを推進する為

（３）事業の内容（３）事業の内容（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。※事業内容を具体的にご記入ください。

　　
　日　　　時　　　　　通年　日　　　時　　　　　通年

　場　　　所　　　　中川校下全域　場　　　所　　　　中川校下全域

　参加人数　　　　各町会数名　参加人数　　　　各町会数名

　内　　　容　内　　　容　内　　　容

防犯灯の電気代防犯灯の電気代

（４）事業効果とその測定方法（４）事業効果とその測定方法

地域の住民や町会長などに意見調査を行い８割の賛同を得る地域の住民や町会長などに意見調査を行い８割の賛同を得る地域の住民や町会長などに意見調査を行い８割の賛同を得る

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知　・　回覧板による周知　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼　・　関係各所への協力依頼

　

　・　関係各所への協力依頼

　　

　・　その他（ホームページやブログで周知　　　　　）　・　その他（ホームページやブログで周知　　　　　）



事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

　防災訓練　防災訓練　防災訓練　防災訓練　防災訓練　防災訓練　防災訓練　防災訓練

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性（２）事業の目的及び必要性

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

・地域防災力の向上・地域防災力の向上・地域防災力の向上

・災害発生時の活動確認・災害発生時の活動確認

（３）事業の内容（３）事業の内容（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　１０　月
　
　日　　　時　　１０　月

　場　　　所　　中川小学校

　日　　　時　　１０　月

　場　　　所　　中川小学校

　参加人数　　５００名　　　従事者　　２５人　参加人数　　５００名　　　従事者　　２５人

　内　　　容　内　　　容　内　　　容

大地震発生を想定しての各訓練を実施する大地震発生を想定しての各訓練を実施する

・対策本部設置、避難所開設　　・町会単位での安否確認　　・避難誘導・対策本部設置、避難所開設　　・町会単位での安否確認　　・避難誘導

・避難所受付　　　・消火、救出、応急手当、負傷者搬送など・避難所受付　　　・消火、救出、応急手当、負傷者搬送など・避難所受付　　　・消火、救出、応急手当、負傷者搬送など

・要援護者支援　　　　・消防、警察のデモンストレーション・要援護者支援　　　　・消防、警察のデモンストレーション

（４）事業効果とその測定方法（４）事業効果とその測定方法

  ※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。　　

（４）事業効果とその測定方法

  ※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。　　

区民の防災意識の高揚と災害時に備えた防災活動の向上を促進できる区民の防災意識の高揚と災害時に備えた防災活動の向上を促進できる

参加者や町会長などにアンケート調査を行い、効果を測定する参加者や町会長などにアンケート調査を行い、効果を測定する

達成度については、アンケート満足度　６０％以上を目標とする

参加者や町会長などにアンケート調査を行い、効果を測定する

達成度については、アンケート満足度　６０％以上を目標とする

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼　・　関係各所への協力依頼

　　　

　・　その他（ホームページやブログで周知　　　　）　・　その他（ホームページやブログで周知　　　　）



（２）事業の目的及び必要性

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

地域のコミュニティづくりに寄与する為、地域の誰もが楽しく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　参加し共に満開の桜を愛でる桜祭りを開催する

事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

桜まつり桜まつり桜まつり桜まつり

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

　場　　　所　　　　中川小学校

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　　４月３日(日）

　参加人数　　　　２５０名　　　　従事者　　６０人

　内　　　容

無料ぜんざいコーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　焼き芋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　ポップコーンコーナー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　 つながりや交流の場)が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、

自己評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施

する。

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

桜まつりを通して地域の方々が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係に基

づく

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（ホームページやブログで周知　　　）

（４）事業効果とその測定方法

（５）事業の広報・参加者の募集方法

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　おやじバンド（音楽演奏）

アンケートによる参加肯定意見が８割を目標にする。



プール開放を通して子供や大人が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関

係に基づくつながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、自己

評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施する。

アンケートによる参加肯定意見が８割を目標にする。

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・広報掲示板へのポスター掲示

　・回覧板による周知

　・学校・PTAなどへの周知

　・関係各所への協力依頼

　

　・その他（ホームページやブログで周知　　　　）

　内　　　容

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　

小学校プールを使用してこどもたちにプールでの遊び場を提供する

プールでの遊びによって地域のこどもたちとの交流を図る

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

アンケートによる参加肯定意見が8割を目標にする

事　業　計　画　書 中川地域まちづくり協議会

（４）事業効果とその測定方法

プール開放プール開放プール開放プール開放

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

　日　　　時　７月３１日（日）　午前及び午後

　場　　　所　中川小学校プール

　参加人数　200人　　　従事者　　２０人

（２）事業の目的及び必要性



事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

中川サロン（希望）中川サロン（希望）中川サロン（希望）中川サロン（希望）

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性

地域の高齢者、障害者を対象に閉じこもり予防やお友達づくりをして頂く為、　　　　　　　　　　　

　　　　　　ゲームや体操など、ミニディサービス活動を行う

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　　毎　月　第４土曜日

　場　　　所　　　　中川老人憩いの家２階

　参加人数　　　　１８名～２０名/　１回

　内　　　容

ボーリングやミニゴルフなどのゲームや頭の体操、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（　お友達の声かけ　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）事業効果とその測定方法

（５）事業の広報・参加者の募集方法

ボーリングやミニゴルフなどのゲームや頭の体操、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おひなさま様やカブトなど折り紙で製作物、軽い体操、歌を

合唱、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残り３０分ほどはお茶会を行う

くつながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、

自己評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施

する。
アンケート調査を実施　アンケート満足度９０％以上を達成。

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

中川サロンを通して地域の方々が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係

に基づ



　内　　　容

地域の高齢な方や車椅子を利用されている方などを対象に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　場　　　所　　　　未定

　参加人数　　　　３５～４０名

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性

地域の高齢者や、車椅子の障害者の方々を対象に年１回、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　バス（貸切）で日帰り旅行を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　閉じこもり予防をはじめ、生きがい作りとして、専門性

のボランティアに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お願いし、毎年実施している

事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

中川サロン（希望）　　日帰りバス旅行中川サロン（希望）　　日帰りバス旅行中川サロン（希望）　　日帰りバス旅行中川サロン（希望）　　日帰りバス旅行

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　　　毎年９月～１１月頃

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（　お友達への声かけ　　　　　）

（４）事業効果とその測定方法

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

毎年、実施後アンケートを取り１００％に近い評価を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　頂いているのでこれを目標にしたい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　皆さんから、来年の事は分からないので、いける間は　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　是非参加したいとの声を聞いている　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（５）事業の広報・参加者の募集方法

地域の高齢な方や車椅子を利用されている方などを対象に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　生きがい作りや思い出作りを目的として、専門性のボランティアの　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　協力を求め、毎年秋に日帰旅行を実施する



　内　　　容

素人民謡おどり、カラオケ、プロの落語家数名の出演

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　敬老の日　９月１９日

　場　　　所　　　中川小学校　体育館

　参加人数　　２００人

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

生きがいづくり・健康づくり・つながりづくりに関する活動

地域の高齢者の長寿を祝い、高齢者の交流と憩いの場を提供

事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

　　　敬老祝賀会　　　敬老祝賀会　　　敬老祝賀会　　　敬老祝賀会

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（各町会へチラシ配布　　）

より効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施する。

達成度については、アンケート満足度６０％以上を目標にする。

（４）事業効果とその測定方法

（５）事業の広報・参加者の募集方法

素人民謡おどり、カラオケ、プロの落語家数名の出演

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

祝賀会を通して地域高齢者が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係に

基づく
つながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、自己

評価に



ハイキングを通して地域の方々が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係

に基づくつながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、自己

評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施する。

アンケートによる参加肯定意見が８割を目標にする。

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・広報掲示板へのポスター掲示

　・回覧板による周知

　・学校・PTAなどへの周知

　・関係各所への協力依頼

　

　・その他（各町会へチラシ配布　　）

　内　　　容

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

ハイキングを通して世代間交流、目的地周辺の自然や文化を学ぶ

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　

往復交通費1000円ほどでいけるハイキング

あまり急な道を選ばず、お年寄りや、小さなこどもでも歩けるコースの選択

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

事　業　計　画　書 中川地域まちづくり協議会

（４）事業効果とその測定方法

秋のハイキング秋のハイキング秋のハイキング秋のハイキング

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

　日　　　時　　　１１月３日（木）祝日

　場　　　所　　　　未定

　参加人数　　　　３０人　　　従事者　１０人

（２）事業の目的及び必要性



事　業　計　画　書 中川地域まちづくり協議会

（４）事業効果とその測定方法

ゴミ清掃ゴミ清掃ゴミ清掃ゴミ清掃

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

　日　　　時　　１０月中旬

　参加人数　　３５０人　　　従事者　　２５人

（２）事業の目的及び必要性

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

小学校4年生を対象とする小学校校庭での一泊キャンプを通して、寝食を共にするこ

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・広報掲示板へのポスター掲示

　・回覧板による周知

　・学校・PTAなどへの周知

　・関係各所への協力依頼

　

　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　内　　　容

清掃　　草むしり、ゴミの除去と処理

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

目視による美化達成感を体感する(清掃前と清掃後）ことにより

美に対する関心を高める。

満足度６割以上を目指す。

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　

地域環境美化運動の一環として、中川小学校児童と世代間交流を深め、

共に美意識の向上をはかる。

　場　　　所　　校下　各公園・学校周辺

（５）事業の広報・参加者の募集方法

達成度を６割以上を目標とする。



※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

事　業　計　画　書 中川地域まちづくり協議会

（４）事業効果とその測定方法

餅つき大会餅つき大会餅つき大会餅つき大会

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

　日　　　時　12月１１日または１８日（日）

　場　　　所　中川小学校

　参加人数　150名　　　従事者　　８人

（２）事業の目的及び必要性

　内　　　容

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

餅つきを通じて、世代間交流、餅がどのように出来るかなど体験を通じて学ぶ

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　

餅つき体験

餅、豚汁の配布

餅つきを通して地域の方々が集まり、地域のコミュニティの再生（新たな人間関係に

基づくつながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、自己

評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施する。

アンケートによる参加肯定意見が８割を目標にする。

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・広報掲示板へのポスター掲示

　・回覧板による周知

　・学校・PTAなどへの周知

　・関係各所への協力依頼

　

　・その他（ホームページやブログで周知　　　）



事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

平野川（こいのぼり）平野川（こいのぼり）平野川（こいのぼり）平野川（こいのぼり）

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　　　　　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性

※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

　平野川をきれいにする運動の一環として、こいのぼりを両岸に渡し、　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　子供をはじめ地域住民に楽しんでもらう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この事から住民が平野川をよりきれいにする意識を高める

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　　４月中頃～５月

　場　　　所　　中川校下の平野川両岸

　参加人数　　　２５０名

　内　　　容

大きいこいのぼりにマーカーで色を塗り、１２０匹のこいのぼりを製作し、平野川の両岸から　　

この事業の参加者及び地域の住民に意見調査を行い８割の賛同を得る。

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（　ホームページやブログで周知　　　）

（４）事業効果とその測定方法　

（５）事業の広報・参加者の募集方法

大きいこいのぼりにマーカーで色を塗り、１２０匹のこいのぼりを製作し、平野川の両岸から　　

　　　　　　ワイヤーで吊るす。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　中川小学校の児童、保育園園児や地域の特別養護老人ホーム、介護保険施

設に協力を得て　　　　マーカーで色塗りを行ってもらう。

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

　　この事業の参加者及び地域の住民に、意見調査を行い８割の賛同を得る

こいのぼりを通して地域の方々が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係

に基づく
つながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、自己

評価に
より効果を測定し、地域コミュニティ再生を考えた事業を提案、実施する。



※事業の目的及び事業の必要性について詳しくご記入ください。

地域のコミュニティづくりに寄与するため、地域の誰もが楽しく参加できる

盆踊り大会を実施する。

事　業　計　画　書  中川 地域まちづくり協議会

（１）事業名　　※指定分野は該当するものに○を記してください。複数可

　　　世代間交流（納涼盆踊り大会）　　　世代間交流（納涼盆踊り大会）　　　世代間交流（納涼盆踊り大会）　　　世代間交流（納涼盆踊り大会）

指定分野　：①防犯・防災　②子ども・青少年　③福祉　④健康　⑤環境　⑥文化・スポーツ

（２）事業の目的及び必要性

（３）事業の内容

※事業内容を具体的にご記入ください。

　
　日　　　時　　　　７月２３日（土）　午後４時～

　場　　　所　　　　中川小学校

　参加人数　　　　 ５００人

　内　　　容

民謡おどり、模擬店、ゲームコーナーの出店

つながりや交流の場）が生まれる。参加者・従事者によるアンケートを実施し、

自己評価により効果を測定し、地域のコミュニティ再生を考えた事業を提案、実施

する。
達成度については、アンケート満足度６０％以上を目標とする。

（４）事業効果とその測定方法

（５）事業の広報・参加者の募集方法

※当該事業の広報の方法について下記より選択してださい。

　・　広報掲示板へのポスター掲示

　・　回覧板による周知

　・　学校・PTAなどへの周知

　・　関係各所への協力依頼

　

　・　その他（　ホームページやブログで周知　　　）

民謡おどり、模擬店、ゲームコーナーの出店

各世代の交流をはかる

※事業効果の達成度を測る指標をご記入ください。

大会を通して地域住民が集まり、地域コミュニティの再生（新たな人間関係に基づく


