
 中項目：ボランティア意識の啓発（計画書 P64）

◆ ボランティア活動やNPOへの参加意識の啓発を図る　　　要覧P

市民活動に関するイベントの開催 市民協働課 48

第４章：心をつなぐ地域づくり 夏のボランティア体験事業 市民協働課 49

大項目：人と人がふれあう環境の創造 まちづくり出前講座事業（再掲） 地域福祉課 49

 中項目：自らが携わる福祉へ（計画書 P60） 生活・介護支援サポーター事業 高齢者福祉課 50

要覧Ｐ 地域介護予防活動支援事業（廃止） (保)健康づくり課 50

学校支援地域本部事業 (教)社会教育課 51

生活支援コーディネーターの配置 地域福祉課 34

◆ ボランティア団体やNPOの立ち上げを支援する　　　 要覧P

要覧P 市民活動サポートセンター事業　 市民協働課 51

地域福祉活動助成金交付事業（再掲） 地域福祉課 52

家族学習会・家族交流会事業 (保)地域保健課 34

地域福祉活動助成金交付事業 地域福祉課 35 要覧P

認知症カフェ運営補助金交付事業 包括支援課 35 市民活動サポートセンター事業（再掲） 市民協働課 52

要覧P 要覧P

福祉施設体験研修及び救命研修の実施 人材育成室 53

体験学習 公立保育園管理課 54

 中項目：家庭・学校・社会教育での福祉活動の充実（計画書 P66）

要覧P 要覧P

まちづくり出前講座事業 地域福祉課 37 家庭教育に関する情報提供 (教)社会教育課 54

要覧P 要覧P

まちづくり出前講座事業 介護保険課 37 学校での福祉体験学習・ふれあい教育 (教)指導課 55

まちづくり出前講座事業　　 (保)地域保健課 38

まちづくり出前講座事業（再掲） 地域福祉課 38 要覧P

まちづくり出前講座事業　 障害福祉課 39

まちづくり出前講座事業 高齢者福祉課 39 高齢者の講師招聘 (教)指導課 55

まちづくり出前講座事業 国保年金課 40 生涯学習サポート事業 (教)社会教育課 56

まちづくり出前講座事業 健康政策課 40

まちづくり出前講座事業 生活支援課 41 ◆ 公民館の福祉プログラムの充実を図る　　　　　　　　　　　要覧P

市民とともに考える救急医療シンポジウム 健康政策課 42

地区健康教育事業 (保)地域保健課 43 要覧P

障害者週間記念事業　 障害福祉課 44

高齢者健やか活動支援事業 高齢者福祉課 45 福祉にかかわる授業の実施 (教)社会教育課 57

普及啓発事業 (保)地域保健課 45

育児講座 公立保育園管理課 46 ◆ 出前講座、公開講座の拡充を図る　　　　　　　　　　　　　　　　　　要覧P

まちづくり出前講座 (教)社会教育課 57

要覧P

大項目：心をつなぐ仕組みづくり

介護保険・高齢者福祉ガイドの作成、配布 高齢者福祉課 46  中項目：出会いの仕組みづくり（計画書 P68）

国保のてびきの配布 国保年金課 47 ◆ 地域コーディネーターの活動を支援する　　　　　　　　　　　　　　要覧P

要覧P

新規採用職員研修の実施 人材育成室 47

障害者差別解消法の推進 障害福祉課 48 ◆ 地区社会福祉協議会が行うサロン活動を支援する 要覧P

◆ 学校教育や社会教育の場に知識や経験が豊富な高齢者
等を講師として登用する

公民館における福祉学習の実施
(教)社会教育課・
(教)公民館

43

ボランティア講座の実施
(教)社会教育課・
(教)公民館

◆ 市民便利帳や対象者ごとの手引き・ガイドを活用し、
福祉に関するわかりやすい情報の提供をする

◆ 職員の福祉に関する意識を高める

56

◆ ふなばし市民大学校の福祉に関するカリキュラムの充
実に努める

市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会へ
の支援

地域福祉課 36

◆ 地域における助け合い活動を普及していくため出前講
座、公開講座を行う

◆ 福祉の心を育むための家庭教育に関する情報及び学習
の機会を提供する

◆ 市民を対象に福祉学習の機会を設ける ◆ 福祉体験学習・ふれあい教育を推進する　　　　　　　　

 個 別 事 業 一 覧（項目別）

◆ 「新たな支え合い」（共助・互助）を拡大・強化する
ために、地域包括ケアシステムを推進する

◆ 地域の「新たな支え合い」（共助・互助）を実現する
地域の市民活動団体の活動を支援する

◆ ボランティア活動やNPOに関する情報の提供を行う　　

◆ 地域における住民相互の交流活動を充実させるため、
船橋市社会福祉協議会や地区社会福祉協議会への支援を充
実させる

◆ 職員のボランティア意識を高める　　　　　　　　

地区社会福祉協議会事務局員研修に対する支
援

地域福祉課 58

地区社会福祉協議会が実施する「子育てサロ
ン」・「ミニデイサービス」・「ふれあい・
いきいきサロン」に対する補助金の拠出

地域福祉課 59
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◆ 市民が参加しやすい楽しい場づくりを行う　　　　　      　　　要覧P 大項目：地域交流事業の促進

母子交流支援及び地区組織活動 (保)地域保健課 60  中項目：世代間交流の活性化（計画書 P72）

ヘルシー船橋フェア (保)健康づくり課 60 ◆ 地域が行う世代間交流イベントを支援する　　　　　　　　要覧P

交通安全推進事業 市民安全推進課 61

市民活動に関するイベントの開催（再掲） 市民協働課 62

船橋市地域スポーツ推進事業 (教)生涯スポーツ課 86

船橋市生き活き展フェア 消費生活センター 63

青少年キャンプ事業 (教)青少年課 64 要覧P

津別町青少年交流事業 (教)青少年課 64

少年少女交歓大会 (教)青少年課 65 母子交流支援及び地区組織活動（再掲） (保)地域保健課 86

児童健全育成事業 地域子育て支援課 65 ヘルシー船橋フェア（再掲） (保)健康づくり課 87

つどい・まつり事業 地域子育て支援課 66 夏のボランティア体験事業（再掲） 市民協働課 87

船橋市農水産祭「都市農業PR」 農業委員会 67

船橋市農水産祭事業 農水産課 68

地域ふれあいコンサート (教)文化課 69 船橋市生き活き展フェア（再掲） 消費生活センター 88

ふなばしミュージックストリート (教)文化課 69 音楽のまち・ふなばし千人の音楽祭 (教)文化課 89

難病患者と家族のつどい (保)地域保健課 70 体験学習（再掲） 公立保育園管理課 89

国保月間事業 国保年金課 70 地域交流事業 公立保育園管理課 90

ヘルシー船橋フェアへの参加 (保)保健総務課 71 夏休みセミのぬけがら調査 環境政策課 90

ふなばし健康まつり 健康政策課 72 ふなばし健康まつり（再掲） 健康政策課 91

ふなばし市民まつり負担金 商工振興課 73

花火大会負担金 商工振興課 74 要覧P

学校教育での世代間交流 (教)指導課 92

◆ 町会・自治会等によるコミュニティ活動を支援する 要覧P

町会・自治会等交付金 自治振興課 76  中項目：立場を超えた交流の活性化（計画書 P74）

要覧P

◆ ワーク・ライフ・バランスに関する情報を収集し周知する　 要覧P

男女共同参画講演会の開催 市民協働課 76 まちづくり出前講座事業（再掲） 高齢者福祉課 92

情報誌「ｆえふ」の発行 市民協働課 77 小学生福祉体験講座 障害福祉課 93

センター主催講座 市民協働課 77 福祉体験講座 障害福祉課 93

ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催 商工振興課 78 はじめての手話 障害福祉課 94

点字講習会 障害福祉課 94

認知症サポーター養成講座 包括支援課 95

◆ 広報紙の内容の一層の充実を図る　　　　　　　　　　　　　　　  要覧P 要覧P

広報ふなばし発行事業 広報課 79

要覧P 広報ふなばし発行事業（再掲） 広報課 95

市民便利帳・外国語版発行事業 広報課 96

ふなばし光化学スモッグ・PM2.5情報 環境保全課 79 高齢者福祉サービスの広報掲載 高齢者福祉課 96

ふなばし防災情報 危機管理課 80 啓発広報の推進 障害福祉課 97

広報ふなばし発行事業（再掲） 広報課 80 外国人住民向け生活情報紙の発行 国際交流課 97

ホームページ管理運営事業 広報課 81

データ放送事業 広報課 82 ◆ 市民相互の交流を図る　　　　　　　　　　　　　　　　　　要覧P

市民力発見サイトの運営 市民協働課 82

情報基盤整備事業 情報システム課 83

ふなっ子メールの配信 地域子育て支援課 83

◆ 外国人と市民との交流促進を図る　　　　　　　　　　　　 　要覧P

◆ 市民活動サポートセンターの周知・充実を図る　　　　　　要覧P 日本語教室 国際交流課 99

市民活動に関するイベントの開催（再掲） 市民協働課 84 外国人ボランティア講師派遣事業 国際交流課 100

国際交流協会交付金の拠出 国際交流課 100

◆ 市民を対象としたパソコン教室を実施する　　　　　　　　    　要覧P

初心者のためのパソコン講習会 (教)社会教育課 84

 中項目：地域情報の発信・交換（計画書 P70）

◆ メール・インターネット等の電子媒体による情報提供
を拡充する

市民とともに考える救急医療シンポジウム
（再掲）

健康政策課　　 　 75

市民が参加しやすい楽しい公民館事業
(教)社会教育課・
(教)公民館

63

◆ 行政が行う各種イベントや施策で世代間交流が図れる
よう工夫する

世代間交流が図れる公民館事業
(教)社会教育課・
(教)公民館

地区社会福祉協議会が実施する「子育てサロ
ン」・「ミニデイサービス」に対する補助金
の拠出

地域福祉課 85

◆ 市民を対象に高齢者・障害者を理解するための学習会
を開催する

◆ 広報紙やホームページなど様々な広報媒体を活用し、
高齢者・障害者・外国人等を含めた市民の生活に役立つ情
報の提供を行う

(教)社会教育課・
(教)公民館

公民館等における交流事業の実施 98

88

◆ 世代間交流教育を推進し子どもたちの中に世代を超え
た助け合いの意識を育む
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要覧P ◆ 総合的な生涯学習情報の提供を行う　　　　　　　　　　   要覧Ｐ

生涯学習情報の提供 (教)社会教育課 117

男女共同参画講演会の開催（再掲） 市民協働課 101

情報誌「ｆえふ」の発行（再掲） 市民協働課 101 要覧Ｐ

センター主催講座（再掲） 市民協働課 102

◆ 人権についての意識を広める　　　　　　　　　　　　　　 　要覧P

人権擁護委員の推薦 市民の声を聞く課 103

男女共同参画講演会の開催（再掲） 市民協働課 103 ◆ 総合型地域スポーツクラブの設立及び運営を支援する　　　　　  要覧Ｐ

情報誌「ｆえふ」の発行（再掲） 市民協働課 104 総合型地域スポーツクラブ育成事業 (教)生涯スポーツ課 118

センター主催講座（再掲） 市民協働課 104

各種コンクールの開催 市民協働課 105 ◆ 小・中学校の体育館や校庭の活用を図る　　　　　　　　  要覧Ｐ

人権啓発活動地方委託事業 地域福祉課 105 市民図書室開放事業 (教)教育総務課 118

認知症サポーター養成講座（再掲） 包括支援課 106 学校施設活用事業 (教)施設課 119

障害者差別解消法の推進（再掲） 障害福祉課 106 学校体育施設開放事業 (教)生涯スポーツ課 119

市民のための講演会 療育支援課 107

児童虐待防止対策事業 家庭福祉課 107

 中項目：サークル活動の支援（計画書 P82）

◆ 公民館・体育施設等の利用できる会場の情報を提供する　　　　   　要覧Ｐ

学校での人権教育 (教)指導課 108 120

◆ 心のバリアフリーについて市民の理解を深める　　　　　      要覧P ◆ サークル活動の発表の場である、 公民館文化祭の　   　要覧Ｐ

普及啓発事業（再掲） (保)地域保健課 109 充実を図る

市民のための講演会（再掲） 療育支援課 110

心のバリアフリーについての学校教育の支援 (教)指導課 110 ◆ サークル活動の場を提供し、情報を発信する　　　　　　　　　　　   要覧Ｐ

子育てサークル支援事業 地域子育て支援課 121

◆ サークル活動やサークル同士の連携を支援する 要覧Ｐ

◆ 地域や市民活動団体が実施する交流イベントを支援する　　　　　　　   要覧P

11

市民活動サポートセンター事業（再掲） 市民協働課 112  中項目：起業・就業の支援（計画書 P84）

◆ 「船橋市商工業戦略プラン」を推進する  　 要覧Ｐ

商店街活性化支援事業 商工振興課 122

要覧P ◆ 障害者を対象とした就業相談を充実する　　　　　　　　　   　　要覧Ｐ

障害者就労支援事業 障害福祉課 123

広報ふなばし発行事業（再掲） 広報課 113 障害者雇用促進合同面接会 商工振興課 123

ホームページ管理運営事業（再掲） 広報課 113

啓発広報の推進（障害者週間記念事業） 障害福祉課 114 ◆ 障害者の就労に向けた職場実習の機会を確保する 要覧Ｐ

障害者職場実習先開拓事業 商工振興課 124

◆ 生きがい福祉事業団の運営を支援する 要覧Ｐ

生きがい福祉事業団助成交付金 高齢者福祉課 124

第５章：楽しく暮らせる地域づくり

大項目：生きがいの創造 要覧P

 中項目：生涯学習の推進（計画書 P80）

◆ 「ふなばし一番星プラン」を推進する　　　　　　　　  　   要覧Ｐ ベンチャー企業の支援 商工振興課 125

◆ ニートやひきこもりの若者に対する就業支援を実施する　　　　　   　　要覧Ｐ

若年無業者への就業支援 商工振興課 125

要覧Ｐ

◆ 生活困窮者に対する就業支援体制づくりを推進する　　　　   　　要覧Ｐ

生涯学習サポート事業（再掲） (教)社会教育課 116

◆ 何かを学びたいと思っている人と、自分の知識・技術
をボランティアとして活かしたい人を結び、市民の学びあ
いの輪を広げていく

生活困窮者自立支援事業（就労準備支援事
業）

地域福祉課 126

地区社会福祉協議会が実施する「地域福祉ま
つり」に対する補助金の拠出

地域福祉課 112

◆ 交流イベントへの参加促進のため広報紙やホームペー
ジなどによるＰＲを行う

◆ 「ベンチャープラザ船橋」との連携により起業につい
て支援する

生涯学習コーディネーターステップアップ研
修講座

(教)社会教育課 116

122
ひとり暮らし高齢者等地域交流促進事業補助
金

高齢者福祉課 111

120

心のバリアフリーに関する学習機会の提供
(教)社会教育課・
(教)公民館

111 公民館施設の提供
(教)社会教育課・
(教)公民館

121

サークル活動情報の提供
(教)社会教育課・
(教)公民館

市ホームページを活用した心のバリアフリー
に関する情報提供事業

障害福祉課 109 公民館文化祭の実施
(教)社会教育課・
(教)公民館

 中項目：地域交流イベントの支援（計画書 P76）

サークル活動情報の提供（再掲）
(教)社会教育課・
(教)公民館

◆ 「船橋市男女共同参画計画」に基づき男女共同参画に
よる地域づくりの促進を図る

◆ 市民大学校修了生が活動する団体による講座の企画・
運営を行う

修了生が活動する団体による講座の企画・運
営

(教)社会教育課 117

人権に関する学習機会の提供
(教)社会教育課・
(教)公民館

108
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 中項目：動物と共生できるまちづくり（計画書 P88） 要覧Ｐ

要覧Ｐ

受動喫煙防止事業 (保)地域保健課 136

犬・猫のしつけ方教室 (保)衛生指導課 126 健康講座事業 (保)地域保健課 136

要覧Ｐ ◆ 市民が自らの健康をまもるために、健康講座を実施する 　要覧Ｐ

健康講座 (保)地域保健課 137

公園を活用した健康づくり事業 (保)地域保健課 137

◆ メンタルヘルスに関する正しい知識の普及啓発を図る　　　      要覧Ｐ

要覧Ｐ 健康教育事業 (保)地域保健課 138

動物に関する相談・苦情対応業務 (保)衛生指導課 127 普及啓発事業（再掲） (保)地域保健課 138

家族教室事業 (保)地域保健課 139

要覧Ｐ

◆ メンタルヘルスに関する相談を受ける　　　　　　　　       要覧Ｐ

身体障害者補助犬法の啓発（一般向け） 障害福祉課 128 健康相談事業 (保)地域保健課 139

精神保健福祉相談・訪問指導 (保)地域保健課 140

要覧Ｐ

要覧Ｐ

身体障害者補助犬法の啓発（事業者向け） 障害福祉課 129

保健と福祉の総合相談窓口（自殺防止） 地域福祉課 140

要覧Ｐ 健康政策課・

(保)地域保健課・

保育所教育プログラム 公立保育園管理課 129 市民協働課

生命尊重の態度を育てる (教)指導課 130 自殺企図者の相談支援事業 (保)地域保健課 142

健康相談事業の充実 (保)地域保健課 143

高齢者の総合相談窓口の周知 包括支援課 143

女性相談事業 家庭福祉課 144

大項目：健康づくり 消費生活センター運営事業 消費生活センター 144

各種相談事業 市民協働課 145

◆ 「ふなばし健やかプラン21」を推進する　　　　　　     　要覧Ｐ

ふなばし健やかプラン21推進事業 健康政策課 131

健康ポイント事業 健康政策課 133

大項目：移動の自由の確保

要覧Ｐ  中項目：ユニバーサルデザインによるまちづくり（計画書 P96）

要覧Ｐ

ふなばしシルバーリハビリ体操推進事業 (保)健康づくり課 133 「船橋市都市計画マスタープラン」の推進 都市計画課 145

鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金 道路計画課 146

◆ 住民の身近な場所で行う健康相談の充実を図る　　　　       要覧Ｐ 交通安全施設等整備事業 道路維持課 146

窓口及び地区健康相談 (保)地域保健課 134 都市計画道路整備事業（歩道等） 道路建設課 147

要覧Ｐ ◆ 電線の地中化を促進する　　　　　　　　　　　　　　    　　要覧Ｐ

都市計画道路整備事業（電線類地中化） 道路建設課 147

健康相談・健康教育事業 (保)地域保健課 134

◆ 公共の場所における自転車等の放置を防止する 要覧Ｐ

要覧Ｐ 放置自転車等の街頭指導 都市整備課 148

放置自転車等撤去事業 都市整備課 148

自転車等駐車場整備事業 都市整備課 149

特定健康診査・特定保健指導事業の実施 (保)健康づくり課 135

◆ 歩道上に違法に掲出された屋外広告物等を撤去する 要覧Ｐ

要覧Ｐ 屋外広告物等撤去事業 都市計画課 149

歩道上の品出し等のパトロール 道路管理課 150

食生活改善推進事業 (保)地域保健課 135

◆ 公共サインについてのガイドラインを策定する 要覧Ｐ

公共サインガイドライン策定事業（完了） 都市計画課 150

141

◆ 「船橋市国民健康保険特定健康診査等実施計画」に基
づき特定健康診査の受診率の向上を図り、生活習慣病発症
のリスクが高い者に対し特定保健指導を行う

◆ 「食生活サポーター」を育成し、「食」を通した健康
づくりの啓発活動を推進する

◆ 相談業務の充実や情報提供等により、自殺などの社会
的な問題発生の防止に努める

◆ 保育園や小学校において、動植物を育てることを通じ
て生き物を大切にする心を育む

 中項目：健康づくりへの取り組み（計画書 P92）

◆ 「船橋市都市計画マスタープラン」及び「船橋市移動円滑化基
本構想」に基づき、バリアフリー化を推進する

◆ 「身体障害者補助犬法」に基づき事業者に対して、補
助犬の受け入れについて啓発する

◆ ロコモティブシンドロームの啓発や、リハビリ的要素
を含んだ体操（ふなばしシルバーリハビリ体操）を導入・
推進する

◆ 健康相談事業や健康教育事業といった各種保健事業に
おいて、健康診査やがん検診などの受診を勧奨する

自殺対策

◆ 動物の愛護及び管理の考え方について、広く普及啓発
に努め、市民の合意形成を図る

船橋市ねこの飼育・管理に関するガイドライ
ンの普及、啓発

(保)衛生指導課 127

◆ 動物に関する相談・苦情を受け付けて対応する

◆ 盲導犬・聴導犬・介助犬及び利用者についての正しい
知識・情報を発信する

◆ たばこの害や禁煙支援・受動喫煙に関する情報を普及
する◆ 「船橋市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき

飼い主のマナー向上を図る
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要覧Ｐ ◆ 地区社会福祉協議会の活動拠点の整備について支援する　 要覧Ｐ

地区社会福祉協議会活動拠点整備事業 地域福祉課 163

高齢者住宅整備資金の貸付 高齢者福祉課 151

高齢者住宅改造資金助成事業 高齢者福祉課 151  中項目：市民活動・組織の活性化（計画書 P108）

心身障害者等住宅整備資金貸付 障害福祉課 152 ◆ 市民活動サポートセンターの充実・強化を図る　　　 　　     要覧Ｐ

市民活動サポートセンター事業（再掲） 市民協働課 163

要覧Ｐ

要覧Ｐ

住宅のバリアフリー化に関する相談事業 住宅政策課 152

市民力発見サイトの運営（再掲） 市民協働課 164

要覧Ｐ

助け合い活動に対する支援 地域福祉課 164

要覧Ｐ

地域福祉活動助成金交付事業（再掲） 地域福祉課 165

要覧Ｐ 要覧Ｐ

福祉リフトカー事業と福祉タクシー事業 障害福祉課 154 市民公益活動公募型支援事業 市民協働課 165

高齢者福祉タクシー 高齢者福祉課 155

 中項目：優良な事業者の育成（計画書 P110）

◆ 事業者の資質向上のための研修会を実施する　　　　　　      要覧Ｐ

福祉有償運送運営協議会の設置 地域福祉課 155 施工事業者・介護支援専門員研修事業 介護保険課 166

要覧Ｐ

保育所職員研修 公立保育園管理課 167

地域公共交通活性化・再生総合事業（完了） 道路計画課 156

要覧Ｐ

◆ 高齢者や障害者の移動支援に関する事業の周知を図る　　    　要覧Ｐ

障害者等移動支援事業 障害福祉課 157

高齢者福祉タクシー事業の周知 高齢者福祉課 157

介護保険の情報提供及び啓発活動 介護保険課 168

事業者情報提供システム 介護保険課 168

福祉サービスの周知 包括支援課 169

第６章：安心して暮らせる地域づくり 障害福祉制度の周知 障害福祉課 169

大項目：必要なサービスの確保 放課後ルーム案内 地域子育て支援課 170

児童発達支援事業等利用者に対する周知 療育支援課 170

保育施設利用に係る説明 保育認定課 171

◆ 補助金の適正な交付と審査を実施する   　 要覧Ｐ 生活保護制度のパンフレット作成及び面接 生活支援課 171

老人福祉センターの利用 高齢者福祉課 172

◆ 利用者に苦情解決制度や第三者委員制度の周知を行う　　　　　　 　　　     要覧Ｐ

要覧Ｐ 第三者委員制度の周知 地域福祉課 172

理事、評議員の選出 地域福祉課 161

要覧Ｐ 要覧Ｐ

「地域福祉計画推進委員会」の設置 地域福祉課 162 地域活動支援センター管理運営事業 (保)地域保健課 173

人権擁護活動の推進 障害福祉課 174

◆ 地区社会福祉協議会事務拠点の設置を支援する 要覧Ｐ

社会福祉法人等への第三者委員制度及び第三
者評価制度についての指導

指導監査課・
子ども政策課

175

地区社会福祉協議会事務拠点設置のための検
討

地域福祉課 162

◆ 理事会・評議員会における行政代表委員としてのさら
なる指導力を発揮する

◆ 事業者に対して第三者委員制度と第三者評価制度の導
入・活用を指導していく

◆ 地域福祉活動計画との連携を図りながら地域福祉計画
の進行管理を行う

保育所等における第三者委員制度及び第三者
評価制度について

公立保育園管理課・
保育認定課

174

船橋市の福祉サービスに対する苦情解決制度
のＰＲ

地域福祉課 167

 中項目：船橋市社会福祉協議会と地区社会福祉協議会の充実・強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         （計画書 P102）

市社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会へ
の支援（再掲）

地域福祉課 160

児童発達支援事業等利用者に対する周知（再
掲）

療育支援課 173

◆ 地域の手による福祉有償運送事業の立ち上げや運営の
ための相談・指導を行う

要覧Ｐ

障害福祉及び介護保険サービス事業所等への
指導

指導監査課 166
◆ 交通不便地域の解消の方策について、行政・バス事業
者・市民と協働し検討していく

◆ 利用者に対して制度及びサービス内容を十分に説明し
理解を求める

高齢者福祉課 154

◆ 市民公益活動公募型支援事業を通じ、市民の手による
公益活動の活性化を図る

 中項目：移動手段の確保（計画書 P98）

◆ 移動のための用具の貸与・給付や福祉タクシー制度な
どにより、障害者や高齢者等の外出を支援する

◆ 地域福祉活動助成金制度を通じ、助け合い活動などの
地域福祉活動の活性化を図る

介護保険・高齢者福祉ガイドの作成、配布
（再掲）

◆ 高齢者や障害者向け住宅に関する情報提供や入居支援
に努める

◆ 地域福祉支援員により、助け合い活動の立ち上げ及び
活性化を支援する

高齢者・障害者等向け住宅の普及及び入居支
援事業

住宅政策課 153

住宅確保要配慮者への居住支援
住宅政策課・
地域包括ケア推進課

153

◆ 高齢者や障害者のための住宅改修等に係る資金の助
成、貸付等を行う

◆ インターネットを活用して市民活動情報の集約と発信
を行う
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 中項目：地域医療体制の充実（計画書 P114） 要覧Ｐ

◆ 身近なかかりつけ医を持つよう市民に対し啓発する　　　　　　　　      要覧Ｐ

かかりつけ医等の推進 健康政策課 175 消費生活センター運営事業（相談） 消費生活センター 190

要覧Ｐ 要覧Ｐ

消費者啓発事業 消費生活センター 191

 中項目：認知症の徘徊等の早期対応と地域の見守り体制の充実(計画書 P122)

要覧Ｐ ◆ 地域での見守り活動を支援する 要覧Ｐ

地域リハビリテーション推進事業 健康政策課 179 地域見守り活動支援 地域福祉課 192

船橋市リハビリセンター 健康政策課 180

要覧Ｐ

◆ 認知症に関する各種施策の充実を図る 要覧Ｐ

ふなばし健康ダイヤル２４ 健康政策課 181 徘徊高齢者家族支援サービス事業 包括支援課 193

認知症高齢者徘徊模擬訓練 包括支援課 193

要覧Ｐ

夜間休日待機病院 健康政策課 181 要覧Ｐ

休日診療 健康政策課 182

休日歯科診療及び特殊歯科診療 健康政策課 182 住民の安否確認 地域福祉課 194

夜間休日急病診療 健康政策課 183

◆ 民間事業者との見守り協定を締結し、連携を図る 要覧Ｐ

船橋市地域見守りネットワーク 地域福祉課 194

要覧Ｐ ◆ 地域ケア会議の充実・強化を図る 要覧Ｐ

地域ケア会議事業 包括支援課 195

防犯パトロール支援事業 市民安全推進課 184

 中項目：災害時における要配慮者（災害時要援護者）支援体制の充実

要覧Ｐ 要覧Ｐ

「船橋市市民防犯推進協議会」の開催 市民安全推進課 185 防災体制の強化 危機管理課 196

要覧Ｐ

ひとり暮らし高齢者等見守り活動支援事業 高齢者福祉課 186

要覧Ｐ

要覧Ｐ

要配慮者対策推進事業 危機管理課 199

防犯マニュアルの提供  市民安全推進課 187

◆ 災害時要援護者台帳を作成し、情報を適宜更新する 要覧Ｐ

要覧Ｐ 災害時要援護者台帳の整備 地域福祉課 200

防犯情報の提供 市民安全推進課 187

要覧Ｐ

要覧Ｐ

ひやりハッと防犯ネットワーク事業 市民安全推進課 188 地域防災リーダー養成事業 危機管理課 202

要覧Ｐ

要覧Ｐ 緊急通報装置 障害福祉課 202

消費生活センター運営事業（啓発） 消費生活センター 189

201

児童・生徒防犯対策連絡協議会の設置
(教)児童・生徒防犯
安全対策室

188
◆ ひとり暮らしの高齢者や重度身体障害者に対して緊急
通報装置を貸与する

◆ 消費生活に関する苦情相談などの窓口である船橋市消
費生活センターの周知を図る

◆ 防犯情報の周知を図る

◆ 防災訓練の実施及び自主防災組織の立ち上げや活動を
支援する

◆ 警察・地域・企業・学校・行政などが連携した機能的
な体制の構築を図り、安全で安心なまちづくりを推進する 総合防災訓練及び自主防災組織補助金交付等

事業
危機管理課

社会福祉協議会が実施する避難行動要支援者
等見守り活動に対する補助金の拠出

地域福祉課 198
◆ ひとり暮らし高齢者等への見守り活動を推進する

◆ 要配慮者（災害時要援護者）の避難支援のさらなる推
進を図る◆ 防犯マニュアルの提供などにより、防犯に対する市民

の意識を啓発する

児童・生徒の防犯教育の充実
(教)児童・生徒防犯
安全対策室

186
地区社会福祉協議会が実施する安心登録カー
ド事業に対する補助金の拠出

地域福祉課 197

スクールガード登録事業
(教)児童・生徒防犯
安全対策室

185

　　　　　　(計画書 P126)

◆ 「船橋市市民防犯推進協議会」や「児童・生徒防犯対
策連絡協議会」を開催し、安心して生活できる地域づくり
を推進する

◆ 「船橋市地域防災計画」に基づき、地域や各関係機関
と連携し、緊急対応に備えた役割分担と連絡体制づくりを
強化する

◆ 救急診療や休日診療、休日歯科診療の体制を維持する

◆ 異変などの連絡があった場合は関係課・関係機関と連
携し、早急に対応する

 中項目：日常における防犯体制の充実（計画書 P118）

◆ 防犯パトロール隊、スクールガードの立ち上げや活動
を支援する

◆ 地域リハビリテーションを推進する

ひとり暮らし高齢者等見守り活動支援事業
（再掲）

高齢者福祉課 192

◆ 市民からの電話相談を受け付ける「ふなばし健康ダイ
ヤル２４」の周知を行い充実を図る

◆ 船橋市消費生活センターの相談処理体制を充実し消費
者利益の擁護を図る

◆ 船橋在宅医療ひまわりネットワークの取り組みを支援
し、在宅医療支援拠点事業を実施するなど、在宅医療の推
進を図る

◆ 悪質商法などに関する情報提供や各種啓発事業を行
い、消費者被害の未然防止に努める

在宅医療推進事業 地域包括ケア推進課 176
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要覧Ｐ 要覧Ｐ

Ｆネット事業 障害福祉課 203 生活支援コーディネーターの配置 （再掲） 地域福祉課 213

要覧Ｐ ◆ 地域ケア会議の充実を図る 要覧Ｐ

災害時外国人支援サポーター養成事業 国際交流課 203 地域ケア会議事業（再掲） 包括支援課 213

◆買い物支援を行う 要覧Ｐ

 中項目：ホームレス対策の推進（計画書 P130）  移動販売支援事業 商工振興課 214

要覧Ｐ

◆ ふれあい収集事業を行う 要覧Ｐ

船橋市ふれあい収集事業 資源循環課 214

ホームレス総合相談窓口の設置 地域福祉課 204

ホームレス巡回相談事業 地域福祉課 205

要覧Ｐ 大項目：既存組織のネットワーク化

 中項目：連携・協力体制の確立（計画書 P138）

ホームレス支援団体の把握 地域福祉課 205 ◆ 個人情報保護や共有化に関する研修会を開催する 要覧Ｐ

個人情報保護・共有化に関する研修会の開催 地域福祉課 215

◆ 相談窓口を周知する 要覧Ｐ

ホームレス巡回相談事業 （再掲） 地域福祉課 206 要覧Ｐ

◆ ホームレスの人権などについて市民への理解を求める 要覧Ｐ

市民に対する効果的な啓発方法の検討 地域福祉課 206

◆ 千葉県及び近隣自治体と連携の取れた施策を展開する　       要覧Ｐ ◆ 地域福祉活動計画の推進にあたり助言と支援を行う   　         要覧Ｐ

◆ 地域ケア会議の充実・強化を図る 要覧Ｐ

地域ケア会議事業（再掲） 包括支援課 216

◆ 生活困窮者自立支援制度について検討し、事業展開する 要覧Ｐ

生活困窮者自立支援事業 地域福祉課 207

自立相談支援事業 地域福祉課 208  中項目：保健と福祉の総合相談窓口の充実（計画書 P144）

住居確保給付事業 地域福祉課 208 要覧Ｐ

就労準備支援事業 地域福祉課 209

学習支援事業 地域福祉課 209 保健と福祉の総合相談窓口 地域福祉課 217

家計改善支援事業 地域福祉課 210

要覧Ｐ

◆ 生活保護制度と生活困窮者自立支援制度の連携を図る 要覧Ｐ

生活困窮者自立支援事業 （再掲） 地域福祉課 210

地域包括支援センターの設置・運営 包括支援課 218

◆ 生活困窮者自立支援制度について広く市民に周知する 要覧Ｐ

生活困窮者に対する制度の周知 地域福祉課 211 要覧Ｐ

ひとり親家庭の方への学習支援事業 児童家庭課 211

障害者（児）総合相談支援事業の推進 障害福祉課 219

要覧Ｐ

障害児の総合相談窓口　 療育支援課 219

要覧Ｐ

要覧Ｐ

まちづくり出前講座事業（再掲） 地域福祉課 212

相談事業の周知 包括支援課 220

要覧Ｐ 経営相談 商工振興課 220

船橋市高齢者まちかど案内所事業 地域包括ケア推進課 220

◆ 地域福祉支援員は、地区社会福祉協議会事務局員の養
成を行う

地区社会福祉協議会事務局員研修に対する支
援（再掲）

地域福祉課 212

◆ 障害児の福祉、教育部門などの相談窓口の充実を図る

◆ 相談事業について広く地域住民にPRし、それぞれの相
談窓口のネットワーク化を推進する

 中項目：地域包括ケアシステムの構築（生活支援コーディネーターの設置）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計画書 P134）

◆「助け合い活動」を実施するボランティア団体の立ち上
げ支援のため、出前講座、公開講座を実施する

「千葉県ホームレス自立支援推進会議」での
施策の検討及び情報交換

地域福祉課 207

◆ 地域における高齢者の総合相談窓口として、地域包括
支援センターと在宅介護支援センターの相談機能の充実を
図る

 中項目：生活困窮者自立支援制度（計画書 P132）

◆ 障害者のための総合相談窓口「ふらっと船橋」の更な
る充実を図る

215

◆ 相談の中でホームレスの生活実態などを把握し、状況
に応じた自立支援策を検討する

船橋市社会福祉協議会に対する地域福祉活動
計画への支援

地域福祉課 216

◆ 「保健と福祉の総合相談窓口」さーくる（circle）の更
なる充実を図る

◆ Fネット（ファクシミリ・ネットワーク）に登録した聴覚障害者
に対して市が実施する講習会等の情報を提供する

◆ 災害時外国人サポーターを養成する

◆ ホームレス総合相談窓口及びホームレス巡回相談にお
いて、ホームレス一人ひとりの状況に応じて自立に向けた
働きかけを行う

◆ 地区社会福祉協議会関係者や民生委員・児童委員を対
象とした意見交換会や連絡会を開催する

個人情報保護・共有化に関する研修会の開催
（再掲）

地域福祉課

◆ 地域福祉支援員は、「生活支援コーディネーター」の
育成や支援を行う
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大項目：サービス受給者の人権擁護

 中項目：個人情報の保護と情報の共有化（計画書 P150）

要覧Ｐ

要覧Ｐ

 中項目：権利擁護の推進（計画書 P152）

要覧Ｐ

人権擁護活動の推進 （再掲） 障害福祉課 223

成年後見制度普及事業 包括支援課 223

◆ 成年後見制度利用支援事業の推進を図る 　　　　　　       　 　要覧Ｐ

成年後見制度利用支援事業の推進 高齢者福祉課 224

成年後見制度利用支援事業の推進 障害福祉課 224

成年後見制度普及事業（再掲） 包括支援課 225

成年後見制度利用支援事業の推進 (保)地域保健課 225

要覧Ｐ

認知症予防等普及啓発 包括支援課 226

要覧Ｐ

療育施設における相談援助 療育支援課 226

母子保健事業（相談・訪問） (保)地域保健課 227

保育者による視診等 公立保育園管理課 227

児童虐待防止対策事業（再掲） 家庭福祉課 228

養育支援訪問事業 家庭福祉課 228

高齢者虐待防止 包括支援課 229

障害者虐待防止対策事業 障害福祉課 229

◆ 日常生活自立支援事業と成年後見制度のPRを行い利用
の促進を図る

権利擁護センター「ぱれっと」及び成年後見
制度のＰＲと普及

地域福祉課 222

◆ 認知症についての正しい知識を普及し理解の向上を図る

◆ 高齢者や児童、障害者への虐待を防ぐための活動を行
う

221

◆ 個人情報保護と情報の共有化についての研修会の開催
を支援する

地区民児協や地区社会福祉協議会が研修会を
開催するにあたっての助言と資料提供

地域福祉課 221

◆ 個人情報の取り扱いに関する研修を行う

民生児童委員協議会運営事業（情報共有化の
指針）

地域福祉課

238


