
　　　　　　　　　　　　　１．コミュニティ活動の推進と組織の強化　　　　　　1．コミュニティ活動の推進と支部体制の構築

　　　　　　　　　　　　　　　　　２．地域福祉活動と住みよい地域づくりの推進　　　　　　２．地域福祉活動と支援体制の確立

　　　　　　　　　　　　　　　　　３．安心安全のための自主防災と防犯活動の推進　　　　　　３．地域の生活環境を守りまちの美化活動の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　　４．生活環境を守り、街の美化活動の推進　　　　　　４．学校等関連部門との連携と青少年育成の推進

　　　　　　５．あんしん・安全のための自主防災と防犯活動の推進

　　　　　　６．デジタル化（情報機器）に向かっての推進

　　　　　　7．あいさつで築く地域の和・人の和
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専門部名 № 事　   業　   名 計画日 摘　　　　要

防災防犯 1 防犯ｻﾎﾟｰﾀｰ活動の継続 通　年 5/12ミーティング・助小紹介集会・集団下校

3/2ミーティング・助小御礼集会・集団下校

防犯のぼり旗の掲揚（学区内25本）

防犯サポーター員募集と組織体制の再構築

2 助小との「合同防災訓練」の開催　　 10/13(木) 日立消防署指導で訓練、非常食炊出し・給水訓練他

3 無線機交信訓練 4回/年 防災部 ⇔ 各支部1回

4 防災講習会に積極参加 随　時 茨城県主催・日立市主催

5 防災・防犯講習会の開催 2月頃 助川学区コミュニティ推進会主催

6 「いばらき防災大学」に入校 会場未定 会場近隣市町村なら入校

環境美化 1 可燃ごみボックス設置の継続推進 通　年 設置支援助成金支給（12万円/年､6基）

2 「国道245号ボランティア活動」の継続活動 通　年 鹿島・弁天地域住民・かみちょう保育園と共同作業

　 　 5月 国道245号にマリーゴールド5００株

11月 国道245号にパンジー5００株

協力団体の地域美化清掃活動 通　年 桧沢緑地公園を守る会

2回/年 数沢川をきれいにする会

4 「助川学区クリーンデー」 5/30(月) 環境美化委員､道路敷違反広告推進員

（一斉地域清掃合同パトロール） (ゴミ無しの日) 不法投棄監視員、支部役員の合同クリーン作戦

5 「花いっぱい花壇コンクール」に参加 5月～8月 弁天支部・鹿島支部・桧沢緑地公園を守る会

6 街なかの美化活動（落書き・違反広告等） 通　年 中心街の美化推進の継続活動

7 支部域内歩行時のパトロール 随　時 支部環境美化委員

体　　育 1 「助川山ウォーキング」の開催 5/15(日) 助川学区内のハイキング・自然観察

2 「日立体育振興会グラウンドゴルフ」の開催 6/5(日) 滑川グラウンド於

3 「助川学区親善ゴルフ大会」の開催 6/9(木) 学区内コンペ、高鈴GC於

4 「仲町学区と親善グラウンドゴルフ」の開催 7/3(日) 助小グラウンド於

5 「助川学区夏祭り」開催への積極支援 7/23(土) 実行委員会設立、助小グラウンド於

6 「助小学区大運動会」の開催 5/28(土) 助川小学校と共催

7 「ハゼ釣り大会」の開催 9/27(火) 久慈川・茂宮川於

8 「助川学区グラウンドゴルフ大会」の開催 10/16(日) 生涯学習部と共催事業、助小グラウンド於

9 「日立の魅力再発見ウォーク」の開催 11/8(火) 日立市コミュニティ推進協議会主催

10 「５学区対抗４コートゲーム大会」に出場 11月中旬頃 日立体育振興会主催、中小路小体育館於

11 「親子揃ってﾌｪｽﾀｲﾝﾚｼﾞｬｰﾗﾝﾄﾞかみね」に参加 11月下旬頃 助川・会瀬・仲町・宮田・中小路の5学区共催事業

12 「市民綱引き大会」に出場 2月上旬頃 日立体育振興会主催、池の川さくらアリーナ於

文　　化 1 「カラオケ大会」の開催 6/19(日) プロ歌手立木竜一と歌う

2 「助川学区夏祭り」開催への積極支援 7/23(土) 実行委員会設立、助小グラウンド於

3 「助川学区敬老会」へ積極応援 9/24(土) 実行委員会設立、日立市民会館於

4 「助川学区文化祭」 11/19・20 交流ｾﾝﾀｰ利用Gr発表会と助川演芸大会の統合事業

5 「助川学区新春のつどい」開催 1/13(金) 実行委員会設立

青少年育成 1 「助川学区学校子ども会」活動 3回/年 7/2、10/29、2/18　助小於

2 「助川学区夏祭り」へ参加 7/23(土) 出店、助小グラウンド於

3 助川親子教室「げんきにあそぼうリトミック」 6/9・11/10 家庭教育部会：福祉部おもちゃﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ事業に奉仕

4 紙飛行機飛ばし大会 10/1(土) 地域活動部会、助小体育館於

5 親子教室事業「そば打ち」 12/4(日) 地域活動部会、助川交流センター於

6 中北ブロック研修会 2月中旬頃 助川・中小路・会瀬・成沢・油縄子の5各学区

生涯学習 1 「いきいきヘルス体操」の開催 4回/月 常設健康教室、毎週(火)　昼間コース

2 「健康づくり夜間コース」の開催 4回/月 常設健康教室、毎週(火)　夜間コース

3 「健康づくり予防(チューブ体操)」の開催 4回/月 常設健康教室、毎週(土)

令和４年度 助川学区コミュニティ推進会 事業計画 
＜　事　業　推　進　目　標　＞

大口・新規案件等
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4 「太極拳教室」の開催 3回/月 常設健康教室、(日)

5 「ユニカール教室」の開催　 2回/月 常設健康教室、第1・第3(水) 

6 「手作り雑貨教室」の開催 5回/年 特設趣味教室 （干支飾り2回、小物3回)

7 「フラワーアレンジメント教室」の開催 1回/年 特設趣味教室

8 「そば打ち教室」の開催 1回/年 特設趣味教室

9 「リフレッシュ運動」の開催 4回/年 特設保健センター(健康づくり推進課)と共催教室

10 野外研修 1回/年 チューブ体操

11 「囲碁教室」囲碁少年団　毎週(土) 4回/月 常設教室、子ども会員

12 「昔遊び授業」の開催 11/15(火) 助小1年生対象に毎年の継続事業

調査広報 1 広報誌「助川」の発行 12回/年 地域住民へｺﾐｭﾆﾃｨ推進会・交流ｾﾝﾀｰの事業計画/活動報告

　　（ビックイベントの紹介） （随　時） （夏祭り、大運動会、防災訓練、文化祭等）

学区内全地域（9支部）の事業紹介と活動報告

2 「助川シアター」の開催 4回/年 市視聴覚センター協力要請

3 助川ホームページの公開 通　年 毎月更新、情報の提供

4 ＪＷＡＹデーター放送コミュニティ情報掲載 通　年 都度更新、情報の提供

5 市報、広報誌の配布 ２回/月 助川広報ステーションへの支援

役 員 会 1 「助川学区ｺﾐｭﾆﾃｨ推進会総会」開催 4/10(日) 助川交流センター於

事 務 局 2 市報梱包配送業務の外注委嘱 4　月 作業場所：助川交流センター

3 月例事務局会議の開催 毎　月 第3週(木曜)開催(幹部役員,事務局)

4 月例役員会議の開催 毎　月 第4週(月曜)開催(会長,副会長,事務局)

5 合同役員会議､各部会会議の立上げ 随　時 合同役員会議(4回/年)､各部会会議への支援

6 実行委員会の設立 随　時 夏祭り､運動会､敬老会、文化祭、新春のつどい

7 「助川学区夏祭り」開催 7/23(土) 実行委員会設立、助小グラウンド於

8 学校との連携と共同事業の推進 随　時 防犯サポーター､学校子ども会、夏祭り、敬老会、大運動会､

文化祭、合同防災訓練､昔遊び

9 メール等での連絡網運用拡大 随　時 役員委員 ⇔ 事務局とのﾈｯﾄﾜｰｸ、(連絡・報告)

10 不審者情報・防犯情報の転送配信 随　時 行政⇒ 交流ｾﾝﾀｰ ⇔ 役員委員･防犯ｻﾎﾟｰﾀｰ

11 防犯灯新規設置要望取り纏め 年1回 学区内取りまとめ申請

12 避難行動要支援者対応会議の開催 4回/年 事務局、防災防犯部、福祉部、民児協

13 行動計画指針検討委員会 通年 コミュニティ推進課主催 会長、事務長出席

14 コミュニティ推進会会長会議 4回/年 コミュニティ推進課主催 会長出席

15 「助川学区敬老会」開催 9/24(土) 日立市民会館於

16 「助川学区文化祭」開催 11/19・20 交流ｾﾝﾀｰ利用Gr発表会と助川演芸大会を統合盛大化

17 「合同役員会研修会」開催 ３月 本部役員・支部役員・事務局

18 「助川学区新春のつどい」開催 1/13(金) 学区内の学校･団体･支部地域の方々

19 「再資源ごみ責任者会議」開催 3/4(土) 行政との意見交換,報償金支給

福　　祉 1 あんしん・安全ネットワーク連絡会 2回/年 対象者の安否確認事業（前期5/16.18.19、後期11/7.8.9）

(助川学区社会 2 あんしん・安全ネット強化事業の推進 1回/月 強化対象者の定期訪問とケア会議の実施

福祉協議会) 3 見守りポストカード事業と福祉部会の開催 3回/年 要援護者の福祉員見守り活動（6/6、10/3、2/6）

4 ひとり暮らし高齢者等訪問安否確認事業 4回/年 民児協の協力を得て実施(4/13、7/13、10/12、1/18）

5 ふれあいサロン連絡会・研修会 3回/年 ふれあいサロン活動の支援（6/7、9/27、1/24）

6 おもちゃライブラリー実行委員会の開催 3回/年 4団体の協力により実施（6/1、10/5、2/1）

7 巡回安全点検サービス 6/8(木) 要援護者対象の住宅安全点検（鹿島地区）

8 福祉部研修会 6/28(火) 福祉関連の施設・企業等の見学研修

9 大口募金活動 10月 赤い羽根共同募金の推進（商店・企業・団体・個人等）

10 「助川学区福祉まつり」の開催 2/5(日) 福祉講話、介護製品展示、福祉団体製作品の販売

11 定期事業 （毎月実施）

　⑴ ふれあい健康クラブ事業「あい・愛教室」 第1・3(金) 高齢者の健康維持促進事業

        　 　　　　　　　　　  「ゆう・遊教室」 第2・4(月) 高齢者の健康維持促進事業

　⑵ふれあいサロン事業 1回以上/月 各支部毎に活動（7サロン展開）

　⑶地域型おもちゃライブラリー事業 第2・4(木) 子育て支援事業として毎月開催

12 福祉会議 第3(火) 各事業の推進状況の確認と推進


