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1008 印西市
指定管理者
制度

○ ○
市民活動支援センターの
管理運営

企業（株式会社東京
ドームファシリティー
ズ）
（指定管理者）

指定管理者を公募し、選定されたＮＰＯに管理
運営を委任し、市民活動の交流、情報の収集
提供、活動の「場」の提供を行う。

9,608
Ｈ27.4.1～
Ｈ28.3.31

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1009 印西市
指定管理者
制度

コミュニティセンターの管理
運営

運営協議会または
NPO
（指定管理者）

市内４館のコミュニティセンターの管理運営を
各地域の市民で構成される運営協議会に委
任し、地域活動の拠点施設として、地域の交
流や活性化、連帯意識を高める。

85,962
Ｈ27.4.1～
Ｈ28.3.31

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1010 印西市 その他
市民活動団体のつどい
「だんごまつり」

市民、NPO、ボラン
ティア団体、町内会・
自治会等

市内において様々な分野で活動するNPOや市
民活動団体、ボランティア団体などが集い、自
己ＰＲや意見交換、情報交換や多くの市民と
の交流を図る。（市民活動支援センター指定管
理者が事業の一環として行う）。

0
（指定管
理料に含

む）

Ｈ27.11.28～
11.29

印西市市民活動支援センター
0476-48-4500
i.shiencenter@minos.ocn.ne.jp

1011 印西市 その他 ○ 市民活動推進委員会
市民、NPO、企業、学
識経験者

市の附属機関として、市民活動の推進に関し
て必要な事項を専門的な見地から調査審議
し、総合的な施策について検討・協議等を行
う。

630 年7回

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

1012 印西市 委託
公益信託印西市まちづくり
ファンド

NPO

市民の自主的で主体的なまちづくり活動を支
援する助成制度。
公益信託制度として、平成19年に信託銀行
（千葉銀行）と公益信託契約を結び、ふるさと
づくり運営基金等により設定されたファンドか
ら直接市民活動団体に助成することで、より柔
軟で行政施策に捕らわれない独立した立場で
市民主体のまちづくり活動を促進する。

0 年間(H27.4)

市民部市民活動推進課市民
活動支援班
0476-42-5111（内343）
siminkatudou@city.inzai.lg.jp

【受託者】千葉銀行

1013 印西市 補助 ○ ○ 印西市防犯組合 市民

犯罪のない明るく住みよい市を目指し、組合が
中心となり市民や関係団体・機関との相互の
協力により、自主防犯意識の高揚を図り防犯
活動を積極的に推進する。

4,439
H27.4.1～
H28.3.31

市民部市民安全課
安全パトロール班
0476-42-5111
siminanzenka@city.inzai.lg.jp

1014 印西市 事業協力 ○ 防犯パトロール 市民

市民による地域の力で犯罪による被害を減ら
すことを目的とし、防犯パトロール隊によるパト
ロール活動を実施。なお、市内の大学に通う
学生もパトロール隊に登録をして活動を行って
いる。

185
H27.4.1～
H28.3.31

市民部市民安全課
安全パトロール班
0476-42-5111
siminanzenka@city.inzai.lg.jp

1015 印西市 その他 クリーン印西推進運動 市民

「みんなでつくろう　美しいふるさと　いんざい」
をテーマに、市、市民、事業所が一体となり、
ごみの散乱防止。散乱空き缶等の清掃を目的
として市内一斉に実施。

566
原則毎月第１月
曜日

環境経済部クリーン推進課不
法投棄対策班
0476-42-5111(内385)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1016 印西市 その他 ゴミゼロ運動 市民

関東甲信越静1都10県環境美化運動の日を中
心に、統一美化キャンペーンを実施し、空き缶
等のごみの散乱防止と再資源化促進の普及
を図る。秋のごみゼロについては、印西市独
自の事業。

1,555
5月31日
10月25日

環境経済部クリーン推進課不
法投棄対策班
0476-42-5111(内385)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1017 印西市
企画立案へ
の参画

○ いんざい環境フェスタ 市民

豊かで住みよい街づくりを目指し、市民一人一
人の環境保全に対する意識を高揚させること
を目的にいんざい環境フェスタを各環境団体と
開催する。

456 6月6日

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内383)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1018 印西市 その他 ○ リサイクル施設見学会
市民（NPO温暖化防
止印西）

ごみ中間処理施設、リサイクル施設などを見
学し、ごみの分別および、減量化の大切さを学
ぶ。夏休みの8月は親子を対象、12月は廃棄
物減量等推進員を対象、2月は一般市民を対
象に年間2回実施する。

0 8月、12月、2月

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内383)
cleanka@city.inzai.lg.jp
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1019 印西市 その他 廃棄物減量等推進員制度 市民
市長から委嘱されたクリーンアドバイザー、町
内会等から推薦されたクリーンパートナーによ
り、ごみ減量の啓発や分別の指導等を行う。

3,502 H27.6

環境経済部クリーン推進課ク
リーン推進班
0476-42-5111(内382)
cleanka@city.inzai.lg.jp

1020 印西市 補助 国際交流協会助成事業 印西市国際交流協会
外国人との共生社会を目指すため、市民主体
の国際交流事業等が活発化するよう支援す
る。

500
H27.4.1～
H28.3.31

企画財政部企画政策課企画
政策班
0476-42-5111（内472）
kikakuka@city.inzai.lg.jp

1021 印西市 補助
印西市産学官連携等促進
事業

ＮＰＯ（ＮＰＯ法人ＴＤ
Ｕいんざい産学官支
援ネットワーク）

起業支援、産学連携等による新事業創出など
を支援する施設運営及び各種ソフト事業の実
施

9,000
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課経済
政策班
0476-42-5111（内線354）

1022 印西市 補助 観光振興対策事業
ＮＰＯ（ＮＰＯ法人印
西市観光協会）

各種イベントの実施、参加、舟運事業、観光情
報館の運営

8,082
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課地域
資源振興班
0476-42-5111（内線351）

1023 印西市 委託
印西市きおろし水辺の広場
管理業務委託

NPO（ＮＰＯ法人印西
市観光協会）

印西市きおろし水辺の広場における日常管理
業務委託（駐車場開閉、場内清掃、トイレ清掃
等）

619
H27.4.1～
H28.3.31

環境経済部経済政策課地域
資源振興班
0476-42-5111（内線351）

1024 印西市
委託、事業
協力

草深の森草刈業務委託
NPO（ＮＰＯ法人ラー
バン千葉ネットワー
ク）

草深の森の下草刈、植生に配慮した整備 378 年間

環境経済部環境保全課環境
保全班
0476-42-5111(内364)
kankyouka@city.inzai.lg.jp

1025 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立クリオネクラブの
管理運営

ＮＰＯ（ＮＰＯ法人マー
ブル福祉会)

印西市立クリオネクラブの管理運営をマーブ
ル福祉会に委任し、学校放課後の障害児が安
全に過ごす場の提供、障害児の生活指導等を
行う。

20,000
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部障がい福祉課障
がい福祉給付班
0476-42-5111(内262)
syoufukuka@city.inzai.lg.jp

1026 印西市 委託 介護保険認定調査委託

NPO
＊予算上はNPO以外
の社会福祉法人等も
含む

被保険者から介護保険要介護認定・要支援認
定等申請があった際に、被保険者の心身の状
況や日常生活動作など、認定に必要な調査に
ついて委託する。

4,536 年間

健康福祉部介護保険課
介護認定班
0476-42-5111(内216)
kaigoka@city.inzai.lg.jp

1027 印西市 委託
予防給付ケアプラン原案作
成委託

NPO
＊予算上はNPO以外
の社会福祉法人等も
含む

予防給付に係る介護予防サービスを利用する
にあたり、当該利用者を訪問して基本情報の
把握及びアセスメントを行い、予防給付ケアプ
ランの原案作成を委託する。

4,591 年間

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1028 印西市 事業協力 ○
認知症サポーター養成講
座

市民、ＮＰＯ

認知症について、正しい知識を持ち、認知症
の人やその家族を応援する人を養成する。小
学生は希望された学校で実施、一般向け講座
も開催している。

0 年間

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1029 印西市 委託 認知症カフェ ＮＰＯ

国が示すオレンジプランの施策の一つで、「認
知症カフェ」の普及の為、認知症になっても、
住みなれた地域で安心して尊厳あるその人ら
しい生活が維持できるよう、また家族の介護負
担の軽減をはかる。認知症の人、家族、地域
住民、専門職の誰もが参加できる場とする。

200
Ｈ27.5.21～
Ｈ28.3.31

印西市印西地域包括支援セン
ター（健康福祉部高齢者福祉課
内）
0476-42-2922
koureika@city.inzai.lg.jp

1030 印西市 委託 女性の悩み相談業務委託
NPO
（NPO法人ウィメンズ
カウンセリングちば）

女性が抱えるさまざまな悩みに対して、精神的
支援を図るためのカウンセリングを行うことに
より女性の精神的自立を援助する。

519
毎月第1・第3木
曜日（原則）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp
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1031 印西市 委託 ○ つどいの広場事業
NPO
（NPO法人いんば子
どもネットワーク）

主に乳幼児（０歳から３歳）をもつ親と子どもが
気軽に集い、うち解けた雰囲気の中で語り合
い、交流を図ることや、ボランティアを活用して
の育児相談などを行う場を身近な地域に設置
することにより、子育てへの負担感の緩和を図
り、安心して子育て・子育ちができる環境を整
備し、地域の子育て支援機能の充実を図る。

5,614
年間
（H27.4）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1032 印西市 委託 ○
ファミリーサポートセンター
事業

NPO
（NPO法人いんば子
どもネットワーク）

市民が仕事と育児を両立し、安心して子どもを
育てることのできる環境づくりを推進するととも
に、地域における子育てを支援することを目的
とする。
育児の援助を行う事を希望する者と、育児の
援助を受ける事を希望する者をもって構成す
る会員組織であって、その会員相互による育
児の援助活動の調整を行う。

3,248
年間
（H27.4）

健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内246)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1033 印西市

その他
（事業に協
力してもら
う）

○ ブックスタート事業 市民

４か月児相談時に本（絵本）をプレゼントするこ
とで「親子の絆」を応援する事業ですが、市の
事業としては、単なる本のプレゼントではなく、
「読み聞かせ」の大切さ、効果を広めていく。
現在、児童館事業・図書館事業・幅広い事業
の中で「読み聞かせ事業」を実施しているが、
更なる充実を図り、絵本を通じて、言葉と心を
通わす「きっかけづくり」を応援する事業であ
る。
「読み聞かせ」をボランティアにお願いしてい

695 H27.4
健康福祉部子育て支援課
0476-42-5111(内244)
kosodateka@city.inzai.ｌｇ.jp

1034 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立六合学童クラブ
管理運営委託

NPO（NPO法人ワー
カーズコープ）

放課後児童健全育成事業を行う印西市立六
合学童クラブの管理運営委託

6,864
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1035 印西市
指定管理者
制度

○
印西市立牧の原学童クラ
ブ管理運営委託

NPO（NPO法人ワー
カーズコープ）

放課後児童健全育成事業を行う印西市立牧
の原学童クラブの管理運営委託

7,936
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1036 印西市 補助 ○ 民間学童クラブ運営事業
NPO（NPO法人しお
んの家）

放課後児童健全育成事業を行うしおん学童ク
ラブの運営

3,044
H27.4.1～
H28.3.31

健康福祉部保育課管理班
0476-42-5111(内224)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1037 印西市 委託 ○
印西市家庭的保育事業業
務委託

NPO（NPO法人日本
チャイルドマインダー
協会）

小規模保育事業の業務委託 16,200
H27.4.1～
H27.9.30

健康福祉部保育課保育班
0476-42-5111(内223)
hoikuka@city.inzai.lg.jp

1038 印西市
委託
事業協力

○ ○
竹袋調整池と周辺地域の
維持管理事業（企画提案
型協働事業）

NPO
（ＮＰＯ法人エコネット
ちば）

竹袋調整池周辺の草刈・花畑植栽管理 2,950 4月～3月
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1039 印西市
委託
事業協力

公園緑地維持管理事業
NPO
（ＮＰＯ法人ラーバン
千葉ネットワーク）

松崎台公園・緑地の池の保全・管理等 322 4月～3月
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1040 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（高花2丁目北
自治会）

高花北街区公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集及
び清掃、公園内の除草、情報の提供（施設の
破損、樹木の損傷）、その他

110
5月
10月
12月

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp
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1041 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（北総ふれあい
の里・笑呼ネット）

浦幡新田公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集及
び清掃、公園内の除草、情報の提供（施設の
破損、樹木の損傷）、その他

110
毎月
第2火曜日

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1042 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（花の会）
高花公園
花壇作り（植栽・水やり・管理）、その他周辺の
清掃、除草、樹木施設の点検

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1043 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下万葉公園
後援会）

木下万葉公園
公園内の空き缶、吸殻等の散乱ごみの収集及
び清掃、トイレ清掃、活動区域内の除草、情報
の提供（施設の破損、樹木の損傷）、その他

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1044 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（七畝割町内
会）

七畝割第１幼児公園、七畝割第２幼児公園
草刈及び落ち葉拾い、吸殻、犬猫の糞、空き
缶、空瓶等の散乱ゴミの収集及び清掃、情報
の提供（施設の破損、樹木の損傷、不法投棄）

110
毎月及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1045 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（高花五丁目清
掃会）

高花公園
公園内周囲の清掃、公園内巡視

110 随時
都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1046 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（浦幡公園のみ
どりを守る会）

浦幡新田公園
桜の苗木植樹及び植樹後の管理及びゴミ収
集、アカマツの保護、情報の提供（施設の破
損、樹木の損傷、不法投棄）

110 随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1047 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（ガーデン新鮮
組）

木刈中児童公園
散乱ゴミの収集、公園内外の清掃（除草含
む）、プランターの花苗の手入れ、フン、古くぎ
等の除去に伴う安全確保、情報の提供（施設
の破損、樹木の損傷）、その他

110
年6回及び
随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1048 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（NPO法人小林
住みよいまちづくり
会）

浅間山公園
山野草の植栽管理及び自主山野草の保護、
散乱ゴミの収集及び清掃（除草含む）、情報の
提供（施設の破損、樹木の損傷）、その他

110 随時

都市建設部都市整備課管理
班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1049 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（トリアス大塚前
公園美化チーム）

大塚前公園
花壇の植栽管理、その他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1050 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下東けやき
の会）

木下東３丁目公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、その他

110
毎月20日
（1・8月除く）

都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1051 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（丸山の会）
おおた幼児公園
散乱ゴミの収集及び清掃、砂場清掃、除草、そ
の他

110
4,8,12,2月
第3日曜日

都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1052 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（西部公園
パークゴルフクラブ）

印旛西部公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、管理棟清
掃、その他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1053 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（いには野環境
ボランティア）

松虫姫公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、花植え、その
他

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1054 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（木下南公園等
の藤を剪定する会）

木下南公園・竹袋調整池
藤の剪定

110 年2回
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp
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1055 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（原山花の丘自
治会）

原山北街区公園
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、その他

110 通常土日
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@city.inzailg.jp

1056 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（草花愛好会）
かけっこ公園
清掃・除草、ゴミ収集、花壇の花植え

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内748)
toseika@city.inzai.lg.jp

1057 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（パークゴルフ
本埜同好会）

本埜スポーツプラザ
草刈り、ゴミ拾い、小石拾い

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内749)
toseika@city.inzai.lg.jp

1058 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業 ＮＰＯ（印旛弓友会）
印旛中央公園（弓道場付近）
散乱ゴミの収集及び清掃、除草、損傷箇所の
情報提供

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内750)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp

1059 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ボランティア（千葉県
立印旛明誠高等学
校）

牧の原二丁目緑地
花壇管理（いんザイ君）、ゴミ拾い

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内751)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp

1060 印西市 事業協力 ○ 公園美化活動支援事業
ＮＰＯ（亀成川を愛す
る会）

別所谷津公園、別所緑地
ゴミ拾い、草刈り

110 随時
都市建設部都市整備課管理班
0476-42-5111(内747)
toseika@ml.city.inzai.chiba.jp

1061 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（印西いーまち
会）

千葉ニュータウン中央駅北口
花壇作り（植栽・水やり・管理）、除草

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1062 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（ラーバンクラ
ブ）

大塚ビジネスモール
花壇作り（植栽・水やり・管理）、ゴミ収集

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1063 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（滝野ラベン
ダーの会）

滝野
ラベンダーの植栽・水やり・管理、除草、ゴミ収
集、異常個所の連絡等

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1064 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（いには野アカ
ガエルの里を守る
会）

松虫・若萩
ゴミ収集、異常個所の連絡

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1065 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（緑を維持する
会）

牧の原5丁目北
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1066 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（緑地協定委員
会）

牧の原5丁目北
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1067 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

ＮＰＯ（クリーンアース
031）

小林北
側溝清掃、グレーチングの落ち葉ゴミ清掃

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1068 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

NPO（桜苑壱番街管
理組合）

小倉台2丁目
草花の植栽・除草・ｺﾞﾐの清掃

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1069 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

株式会社グラック
牧の原4丁目東地区
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1070 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

社会福祉法人　昭桜
会

社会福祉法人　昭桜会前の道路付帯用地
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp

1071 印西市 事業協力 ○
印西市ふれあいロード
美化活動支援事業

いには野環境ボラン
ティア

いには野地区
草花の植栽・管理

231 通年
都市建設部土木管理課維持班
0476-42-5111(内797)
dobokuka@city.inzai.lg.jp
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1072 印西市 事業協力 ○ 吉高の大桜を守る会
ＮＰＯ（吉高の大桜を
守る会）

市指定文化財「吉高の大桜」の開花時に募金
等を募り、集まったお金で薬剤・肥料等を購入
し、維持管理を等行っている。

53 通年
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線545.546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1073 印西市 委託 ○ ○ 印西市木下地区歴史講座
ＮＰＯ
（木下まち育て塾）

平成25年度企画提案型協働事業として「印西
市木下地区歴史講座」が採択され、平成27年
度に実施する。

391 H27.4～H28.3
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1074 印西市 委託 ○ ○
道作古墳群歴史広場の維
持管理事業

ＮＰＯ
（小林住みよいまちづ
くり会）

平成26年度企画提案型協働事業として「道作
古墳群歴史広場の維持管理事業」が採択さ
れ、平成27年度に実施する。

1,038 H27.4～H28.3
教育部生涯学習課文化班
0476-42-5111（内線546）
syougaku@city.inzai.lg.jp

1075 印西市 共催 ○ 小林かるた大会
ボランティア（小林地
区青少年相談員）

子供同士の交流を図ることを目的に、小林地
区の青少年相談員と協力して「かるた大会」を
実施する。

0 H28.1
教育部小林公民館
0476-97-0003
kobakou@city.inzai.lg.jp

1076 印西市 共催 ○ ふれあい大会
ボランティア（西の原
地区青少年相談員）

地域活性化の一つとして、世代を超えた交流
を目的に青少年相談員と共催でスポーツ大会
を実施する。

0
H27.12
（予定）

教育部そうふけ公民館指導
班
0476-45-3800
furebun@city.inzai.lg.jp

1077 印西市 その他 ○
ボランティア育成・活用事
業

ボランティア

ボランティア活動の場を求めている方や館に
協力していただける方を対象にボランティアを
募集し、施設の美化環境整備等に協力してい
ただき、活動の機会を提供する。

24
H27.4～H28.3
（予定）

教育部そうふけ公民館指導
班
0476-45-3800
furebun@city.inzai.lg.jp

1078 印西市 共催 ○ 初心者向けパソコン講座
ボランティア（印西ＩＴ
ボランティア）

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

0
H27.6
H27.11

教育部中央駅前地域交流館
0476-46-5111
ekikou@city.inzai.lg.jp

1079 印西市 共催 ○
どきどき冒険隊
（本埜地区ウォークラリー）

ボランティア（本埜・
滝野地区青少年相談
員）

普段関わることが少ない他学年・他校の児童
で構成された集団の中で、社交性や協調性を
養わせることを目的に、本埜・滝野地区の青少
年相談員と共催でウォークラリーを実施する。

0
H27.9
（予定）

教育部本埜公民館
0476-97-2011
motonokou@city.inzai.lg.jp

1080 印西市 事業協力 ○ おはなし会 ボランティア
図書館で実施する、児童から小学生低学年を
対象としたおはなし会での読み聞かせやすば
なしなどの実演。

0 通年
教育部印西市立大森図書館
0476-42-8686
oomorit@city.inzai.lg.jp
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