
ひまわりいっぱい運動

花のあふれるまちづくりを推進するため、
緑化活動の充実を図りました。
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発行：千葉市を美しくする会（事務局　千葉市役所市民自治推進課内　TEL245-5138）

　千葉市を美しくする会は、前回（昭和39年）の東京オリンピック開催をきっかけに、その前年
（昭和38年）に、「街をきれいにしよう・美しい千葉市をつくろう」を基本コンセプトに設立され
ました。
　現在は、花とみどりの部会・美しい環境部会・美しい健康部会・広報宣伝部会・まつり部会の
五つの部会で、本会の目的を達成するため様々な活動を行っています。
　そして、その活動は皆様からの１００円募金や賛助金等のご協力により実現できるもの
であります。これまでのご協力に厚くお礼申し上げるとともに、引き続きご協力をよろしく
お願いします。

◆ 花壇づくり事業への助成 
花壇やプランター等を設置し、花と緑に囲まれた快適で潤いのあるまちづくりを推進する団体
（3団体）に対し、花壇づくりに係る費用を助成しました。
　　　
◆ 夏に強い花苗育て方講習会（中央区） 
千葉市を訪れる観光客を、花とみどりにあふれた千葉市にお迎えすることを目指し、夏に強い花
苗の育て方講習会を開催しました。
　　　
◆ ひまわりいっぱい運動（全区）
市内４０か所の保育所（園）等にひまわりの種を配布し、
育て方講習会を開催しました。
子どもたちが育てたひまわりを、親子三代夏祭りに合わ
せて展示し、来場者の方に見て楽しんでいただくととも
に、お気に入りのひまわりを投票していただきました。
　金賞 ： 千葉市稲毛海岸保育所
　銀賞 ： おゆみ野保育園
　銅賞 ： 千葉市黒砂保育所・花見川さくら学園保育園

　多くの市民、企業、団体の皆様の募金・賛助金や活動支援などのご協力により、令和元年度の
事業を展開することができました。
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令和元年度　各部会の事業報告

参加して、見て、楽しめる祭りを通じ、市民相互の
連帯感とふるさと意識の高揚を図りました。

花とみどりの部会花とみどりの部会花とみどりの部会

千葉市を美しくする会は・・・



ー 2 ー

◆ ごみゼロクリーンデー・ポイ捨てやめようキャンペーン（中央区） 
市が実施しているごみゼロクリーンデーに合わせて、ポイ捨てやめようキャンペーンを、６月２日

（日）に中央区役所と合同で実施しました。
また、１２月３日（火）にも美しくする会単独によるポイ捨てやめよう
キャンペーンを実施しました。両日とも、多くの団体様にご参加い
ただきました。
　◆ きれいなまちづくり事業への助成
地域での清掃活動に意欲的に取り組んでいる団体（6団体）に対し、
清掃活動に係る費用を助成しました。
　

◆ 近隣１７市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーンでの啓発活動（美浜区）
市が実施している「近隣1７市喫煙マナー向上・ポイ捨て防止合同キャンペーン」に合わせて、啓発活
動を実施しました。
　◆ 富士見セーフティベル（夜間パトロール）への参加（中央区）
夜間の経済活動における環境美化運動の推進を図るため、富士見町商店街協同組合が主催する
富士見セーフティベル（夜間パトロール）に参加しました。

ゴミひとつない美しいまちづくりを目指し、
環境美化啓発活動を展開しました。
ゴミひとつない美しいまちづくりを目指し、
環境美化啓発活動を展開しました。

◆ 健康ウォーク（花見川区）
健康増進を目的に、市内にある名所を訪ね歩く健康ウォーク
を１０月20日（日）に実施し、１２名の参加がありました。
検見川神社などを巡り、最終地点の東京大学旧緑地植物実験
所では、オオガハスの話を伺いました。
参加者からはハスの花の咲く時期にまた訪れたいとのお話が
あり、今年度はハスの花の咲く時期に開催する予定です。

　◆ 親子凧づくり教室（美浜区・若葉区）
１２月７日（土）に高洲コミュニティセンターで、１２月１５日（日）
に千葉市立千城小学校で実施し、計４５名の参加がありました。
自作した凧を楽しそうにあげる子どもたちが印象的でした。

　◆ 第４５回新春市民凧あげ大会（美浜区）
１月１２日（日）にいなげの浜で実施し、約６５０名の参加があり
ました。
当日は曇り空でしたが、リニューアルされた白い砂浜と空にあ
がった凧のコントラストを皆さん楽しんでいらっしゃいました。

　◆ 昔遊び等市民向けイベントへの助成
昔遊びイベント実施団体（４団体）に、活動費用の助成を行いました。
参加した子どもたちは、けん玉やめんこなどの昔遊びを体験しました。

市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。
市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。

各種広報媒体を通じ、当会の諸活動を広く市民
に伝え、理解を得るとともに美しいまちづくり
の意識高揚を図りました。

新春市民凧あげ大会

健康ウォーク

ごみゼロクリーンデー・
ポイ捨てやめようキャンペーン
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◆ 千葉市を美しくする運動推進功労者表彰 
千葉市を美しくする会の目的を達成するための事業に、地域や千葉市全域において、ボランティ

ア精神に基づき尽力されている個人・団体を表彰しました。 
　個人の部（28名）敬称略
東　勉、安藤　久美子、岩﨑　明美、牛山　孝子、大川　良二、大堀　秀男、小名木　一男、折笠　康雄、

加藤　かつ、河野　春江、木元　操、坂本　精次、佐藤　悦助、田野　歳朝、鶴岡　馨子、中島　𠮷一、

長司　陽子、中村　正男、早川　勝子、早野　猪之祐、姫野　香麻里、福瀧　健一、宮﨑　春子、柳　直也、

柳澤　伸夫、山下　文子、鎗田　猛、𠮷岡　和德

団体の部（17団体）敬称略
磯辺中学校区町内自治会連絡協議会（第３３地区）、生浜中学校区青少年育成委員会、こてはし台自治会、

幸町リトルインディアンズ、作草部第三町内会、寒川町三丁目町内会、高洲四小地区スポーツ振興会、

有限会社高山測量事務所、野呂自治会、ハイラーク千葉自治会、ボーイスカウト千葉第１４団、

真砂一丁目自治会、真砂二丁目五月会、真砂地区スポーツ振興会、

松ヶ丘中学校地区地域運営委員会 ふるさとまつり部会、みつわ台中学校区青少年育成委員会、

南町三丁目町会 寿クラブ

ゴミひとつない美しいまちづくりを目指し、
環境美化啓発活動を展開しました。

市民参加の行事を通じて、健康づくり、仲間づくりに
つなげるとともに、青少年の健全育成を図りました。
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◆ 100円募金・賛助金運動の展開
町内自治会をはじめ、企業・団体等の皆

様から、千葉市を美しくする会の活動へ

の貴重な賛助金や物品等のご賛助をい

ただき、また、多大なるご支援・ご協力を

賜っておりますこと、厚くお礼申し上げま

す。ここに皆様方のご芳名を掲載させて

いただきます。

◆ 千葉市を美しくする会ＰＲ活動
１０月・１１月の美浜区・中央区・稲毛区・花見川区・若葉区の各区民まつりにおいて、「美しい千葉

第7９号」や花の種を配布し、千葉市を美しくする会の活動をＰＲしました。

各種広報媒体を通じ、当会の諸活動を広く市民
に伝え、理解を得るとともに美しいまちづくり
の意識高揚を図りました。

各種広報媒体を通じ、当会の諸活動を広く市民
に伝え、理解を得るとともに美しいまちづくり
の意識高揚を図りました。

（令和2年３月３１日現在）
令和元年度 賛助金状況

7,729,524円
855,533円
249,900円
847,193円

9,682,150円

美しい環境部会

美しい健康部会

広報宣伝部会広報宣伝部会広報宣伝部会

町 内 自 治 会
企 業
一 般 ・ 団 体 等
市職員・市の任意団体

計

◆ 千葉市を美しくする会ＨＰの更新　 http://www.bikai.org/

◆ 広報紙の発行　「美しい千葉」第79号



加曽利中学校区（第１地区）
加曽利辰巳自治会　加曽利桜ヶ丘自治会　ほおじろ台自治会
桜木親和会　若葉はづき会　大宮町花和自治会　大宮町下
長自治会　坊谷津自治会　大宮町親睦会　大宮町下和田睦
会　新大宮自治会　貝塚第一町内会　貝塚第二町内会　貝
塚第三自治会　太田町自治会　小倉町内会　坂月自治会　
大草町自治会　貝塚団地自治会　桜木第２県住自治会　桜
木第３県住自治会　桜木市営第２団地自治会

末広中学校区（第２地区）
長洲二丁目町内会　寒川一丁目町会　寒川町二丁目自治会
寒川町三丁目町内会　稲荷町自治会　千葉寺青葉町自治会
末広町内会

　　城中学校区（第３地区）
亥鼻一丁目自治会　亥鼻第五町内会　亥鼻町大学前自治会
本町一丁目町内会　本町二丁目親和会　本町三丁目親栄会
吾妻町二丁目町会　中央一丁目親和会　本町一丁目自治会
道場南第一協和会　道場南第三協和会　道場南第四協和会
旭町旭栄会　旭町東部自治会　亀岡町自治会　鶴沢町自治
会　東本町自治会　亀井町会　　城町内会

椿森中学校区（第４地区）
椿森五丁目東町会　椿森一丁目中央自治会　椿森二丁目町
会　椿森東部町内会　道場北１･2丁目自治会　院祐町内会
要町内会　祐光苑自治会　千葉サニータウン自治会　東千葉
住宅自治会　東千葉みどり自治会　ハイラーク千葉自治会　
祐光県営住宅自治会

緑町中学校区西千葉地区（第５地区）
登戸一丁目自治会　登戸・新千葉二丁目自治会　登戸３丁目
自治会　西登戸自治会　汐見・春日自治会　新千葉３丁目自
治会

小中台中学校区（第６地区）
園生町内会　園生三和会　園生台自治会　園生町双葉自治
会　稲毛パークハウス自治会　小中台町内会　小仲台第五
自治会　第二徳川園町内会　小中台中央会　小仲台自治会
小仲台新向会自治会　イトーピア稲毛マンション自治会　宮野
木町内会　園生ガーデニアハイツ自治会　園生町園和会　
野村宮野木住宅地自治会　ソフィア稲毛自治会　第２稲毛ハ
イツ管理組合自治会　第３稲毛ハイツ管理組合自治会　テラ
スハウス稲毛管理組合自治会　宮野木あさま台自治会　フラ
ワーヒルズ自治会　プライムステージ稲毛小中台自治会　ダイ
アパレス稲毛緑園自治会　アクアフォレスタ･ルネ稲毛自治会
小仲台住宅２号棟自治会　園生の丘自治会

花園中学校区（第７地区）
検見川町五丁目町内会　花園文化会　南花園自治会　花園
光風会　花園六葉会　花園一三会　花園３丁目自治会　花
園四丁目自治会　浪花町町内会　畑町町会　朝日ケ丘サ
ニータウン自治会　畑が丘自治会　畑町東部自治会　みのわ
台自治会　瑞穂自治会　
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町内自治会（敬称略）
新宿中学校区（第８地区）

新宿一丁目町会　新宿２丁目自治会　弁天町会　弁天北部
町会　富士見町内会　出洲港自治会　新田町町会　新町自
治会　ブラウシア管理組合自治会　千葉みなとパークハウス
自治会　ライネスシティ千葉みなと自治会

蘇我中学校区（第９地区）
今井連合町会　鵜の森町内会　白旗町内会　白旗一丁目自
治会　白旗親栄会　大森町向台自治会　大森町陽光会　大
森町自治会　大森町新栄会　大森新生会　大森町さつき会
大森町日の出会　南町共栄会　南町三丁目町会　宮崎町町
内会　宮崎町自治会　宮崎町栄親会　宮崎みつば会　宮崎
丘の町自治会　宮崎団地自治会　宮崎町睦会　宮崎一丁目
自治会　蘇我町内会　富士見下町内会　若草親和会　大巌
寺町内会　大巌寺新町町内会　花輪町自治会　赤井町町内
会　大森台自治会　新今井町町内会　花輪町町内会　花輪
町弥生が丘自治会　大森町ヘルシータウン自治会　宮崎緑自
治会　フォレステ－ジ蘇我自治会　県営住宅千葉寺団地Ｂ棟
自治会　キャッスル蘇我自治会　エステ・スクエア青葉の森自
治会　ロイヤルコート京葉蘇我自治会

こてはし台中学校区（第１０地区）
下横戸第一町内会　下横戸第二町内会　下横戸第三自治会
こてはし台自治会　み春野自治会

幕張中学校区（第１１地区）
幕張町三丁目町内会　幕張町四丁目町内会　武石町二丁目
町内会　幕張ハウス自治会　幕張ファミールハイツ自治会

誉田地区（第１２地区）
誉田町１丁目町内会　誉田町２丁目町内会　誉田町三丁目自
治会　高田町内会　平川町内会　大膳野町内会　誉田ニュー
タウン自治会　アベリアタウン誉田自治会　コスモ千葉東自治
会　誉田２丁目団地自治会　コスモ誉田プレイズヒル自治会　
モアクレスト誉田自治会　ウインベルコーラス誉田自治会

生浜中学校区（第１３地区）
浜野町内会　角栄自治会　南生実町内会　塩田町内会　は
まの台自治会　村田南東映団地町内自治会　小田急浜野団
地自治会　浜野団地自治会　ヘルシータウンおゆみ野自治会
浜野東自治会

椎名地区（第１４地区）
椎名崎町内会　小金沢町内会　茂呂町内会　中西町内会　
中西台町内会　落井町内会　富岡町内会　刈田子町内会　
古市場第２団地自治会　古市場みどり自治会　市営古市場第
三団地自治会　椎名崎しらさぎ自治会　サンサン自治会

轟町中学校区（第１５地区）
轟町第一親睦会　轟町第一団地自治会　轟町一丁目自治会
轟町新生自治会　轟町五一四自治会　轟町四丁目町内会　
轟町３丁目自治会　轟町親交会　轟町さくら会　弥生県営住
宅弥生会　穴川町会　弥生会　千葉市松波町会　ハッコー
稲毛マンション自治会　県営住宅轟団地自治会　轟住宅自治会

千葉市を美しくする会の活動に
100円募金のご賛助をいただき、心から感謝申し上げます。

100円募金運動にご協力ありがとうございました。
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シャルム西千葉自治会　西千葉パーク・ホームズ自治会　轟町
第一団地２棟自治会　ユービセーヌ西千葉自治会　ウィズ西
千葉自治会　

松ヶ丘中学校区（第１６地区）
松ケ丘一区町内会　松ケ丘町二区松風会　松ケ丘町三区七
水会　松ケ丘町四区松東会　仁戸名町内会　仁戸名親睦会
仁戸名県営住宅自治会　仁戸名自治会　仁戸名坂上町内会
仁戸名親和会　仁戸名羽衣会　仁戸名住宅自治会　仁戸名
町若葉会　仁戸名拓美会　星が丘むつみ会　仁戸名南部町
内会　仁戸名町協和自治会　仁戸名町明和会　仁戸名若草
会　仁戸名新栄会　宮崎町さつき会　宮崎みどり会　仁戸
名月の木自治会　星久喜団地自治会

　白井中学校区（第１７地区）
本郷自治会　野呂自治会　野呂団地自治会　高根自治会　高
根団地自治会　高根グリーンタウン自治会　川井自治会　佐
和自治会　北谷津自治会　多部田町自治会　新宮田自治会　

更科中学校区（第１８地区）
宮田自治会　富田自治会　御殿町自治会　下泉自治会

稲毛中学校区（第１９地区）
稲毛一丁目第一自治会　稲毛１丁目第２自治会　稲毛三丁目
いずみ自治会　稲毛東町内会　稲毛東６丁目自治会　稲毛台
自治会　稲丘町自治会　ハイマート稲毛自治会　稲毛台サン
ハイツ自治会　稲毛海岸自治会　稲毛２丁目自治会

千草台中学校区（第２０地区）
天台ともしび自治会　天台親和会　天台新栄会　千草台団
地自治会　萩台天台あざみ自治会　萩台わかば自治会　萩
台町自治会　西千葉サンハイツ自治会

川戸中学校区（第２１地区）
川戸町自治会　川戸町わかば会　仁戸名南自治会　７３４赤
井自治会　赤井町松葉自治会　川戸町羽生会　川戸町南自
治会　南高校前自治会

花見川中学校区（第２２地区）
新鷹の台第一自治会　新鷹の台第二自治会　花見川南自治
会　花見川住宅自治会　鷹の台自治会　千代の台自治会　
花島町内会　天戸町第二自治会　ソレイユ鷹の台自治会　
天戸町秋田杉自治会　グラファーレ天戸町自治会

土気地区（第２３地区）
土気町内会　土気中央町内会　下大和田町内会　大木戸町
内会　大木戸台自治会　大野町内会　上大和田町内会　土
気団地自治会　越智町内会　大椎町内会　大椎台自治会　
板倉町内会　大高町内会　越智はなみずき台自治会　あす
みが丘第1自治会　あすみが丘第３自治会　あすみが丘南自
治会　ライオンズマンション土気自治会　なかの台自治会　あ
すみが丘８丁目町内会　あすみが丘２丁目荻生町内会　桜ヶ
丘自治会　土気南中央町内会　楓台自治会　梅ヶ丘自治会
土気栄町北部自治会　トーカン住宅土気自治会　土気栄町町
内会

千城台西中学校区（第２４地区）
千城台北県営住宅自治会　千城台北一丁目自治会　千城台
北２丁目自治会　千城台北三丁目自治会　千城台西県住自治会

千城台西町自治会　千城台南町自治会　千城台第四団地自
治会　県営千城台南自治会　千城台東町自治会　千城台東
県営住宅自治会　千城台東第五団地若鳩会　千城台東第７
団地自治会　千城台グリーンハイツ自治会　千城台北四丁目
自治会　金親町自治会　御成台二丁目自治会　東建ニュー
ハイツ千城台自治会　御成台一丁目自治会　千成自治会　
千城台東町ダイアパレス自治会

草野中学校区（第２５地区）
園生町草野町内会　園生長者山町会　園生町日堀町内会　
園生町美園会　朝日自治会　草野団地町内会　京成園生団
地自治会　長沼中央自治会　コープ野村園生自治会　池の
辺自治会　ルネ・園生自治会　園生町新日自治会

大宮中学校区（第２６地区）
清水町内会　大宮南自治会　さくら自治会　北大宮台自治会

星久喜中学校区（第２７地区）
星久喜町南部町会　星久喜自治会　星久喜団地親睦会　星
久喜いずみ会　星久喜若宮自治会　矢作台翠松会　矢作町
自治会　矢作町協和会　矢作町桜山自治会　矢作台町内会
矢作台東町内会　松ケ丘六区西町内会　松ケ丘町六区東町
内会　青葉町自治会　青葉の森町内会

幸町第一中学校区（第２８地区）
千葉幸町東住宅自治管理組合会　幸町１５街区自治会

高洲第一中学校区（第２９地区）
パイロットホーム自治会　千葉市高浜第一自治会　高浜県営
第一団地自治会　高浜県営第二団地自治会　高浜第３市営自
治会　高浜五丁目自治会　稲毛高浜北自治会　高浜第四市
営自治会　コートピア高洲自治会　高浜マリーナの街自治会

幕張西中学校区（第３０地区）
幕張西一丁目海浜町内会　県営住宅海浜幕張自治会　幕張
西１丁目海浜西自治会　幕張インター町内会　幕張サンハイ
ツ自治会　海浜幕張コーポ自治会　幕張西５・６丁目自治会　
日神パレステージ海浜幕張自治会　ライオンズガーデン幕張プ
ラザ自治会

真砂中学校区（第３１地区）
真砂５丁目町内会　真砂五月会　県営住宅海浜検見川自治
会　真砂二丁目五月会　真砂第一町内自治会　真砂一丁目
自治会　真砂三丁目自治会　検見川ガーデンハイツ自治会　
メゾンドール検見川自治会　真砂サンハイツ自治会　検見川
アートホームズ自治会　シーサイド真砂自治会　検見川パー
ク・ファミリア自治会　歯科大前真砂自治会

若松中学校区（第３２地区）
若松町中部自治会　若松町五月会　若松町東部自治会　若
松町中広町内会　若松町北部自治会　若松台一丁目自治会
若松台三丁目自治会　若松台二丁目自治会　都賀睦自治会
小倉団地自治会　小倉台中央自治会　小倉台若松自治会　
若松町西部自治会　小倉町出口自治会

磯辺中学校区（第３３地区）
磯辺七丁目北自治会　パイロットハウス検見川自治会　検見
川ハイツ自治会　磯辺ガーデンハイツ自治会　磯辺６３自治会
海浜ニュータウン磯辺東住宅管理組合　第二検見川ハウス管
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理組合　サニーホームズ検見川自治管理組合　グリーンハイ
ム検見川自治会　磯辺七丁目西自治会　磯辺第一住宅団地
自治会　磯辺西住宅自治会　磯辺一丁目自治会　ルックハイ
ツ検見川浜自治会　磯辺２丁目自治会　磯辺８丁目自治会　
パークシティ検見川浜東の街自治会

みつわ台中学校区（第３４地区）
東寺山町会　源町町内会　愛生町町内会　殿台町内会　み
つわ会自治会　みつわ台４丁目自治会　みつわ台２丁目南部自
治会　みつわ台４丁目ハイツ自治会　みつわ台３丁目自治会　
みつわ台３丁目東町内会　第５・第６みつわ台ハイツ自治会　み
つわ台２丁目中央自治会　殿山会　東寺山第２県営住宅自治
会　若葉の杜自治会　東寺山わかばの丘自治会　みつわ台西
住宅地自治会　パークビュー源町自治会　東寺山ヒルズ自治会

天戸中学校区（第３５地区）
長作町内会　長作台弥生ケ丘町内会　天戸町内会　花見川
ライオンズプラザ自治会　花見川サンハイツ自治会

幸町第二中学校区（第３６地区）
県営住宅幸町団地自治会　県営住宅幸町東団地自治会　千
葉ガーデンタウン団地管理組合法人　幸町１丁目自治会　千
葉ファミリータウン管理組合　小田急幸町マンション自治会　
千葉みなとガーデンパーク管理組合自治会　千葉ポートガー
デニア自治会　リーベスト西千葉自治会　ファインコート千葉
みなと自治会　シーブレス管理組合　オーベルコート千葉みな
と自治会　グランコート千葉みなと自治会　リビオ サヴァ・ミハマ
自治会　千葉みなとパーク・ホームズ管理組合

山王中学校区（第３７地区）
小深町自治会　六方町自治会　小深町菱和団地自治会　あ
けぼの台自治会　長沼原台自治会　山王町東自治会　山王
町中央自治会　山王町西町内会　山王町南自治会　ゆかり
の杜自治会

稲浜中学校区（第３８地区）
稲毛団地自治会　パークホームズ稲毛海岸ラコリエル自治会
ファインコート稲毛海岸自治会

都賀中学校区（第３９地区）
作草部町第二町内会　作草部親交会　作草部県住自治会　
新生会自治会　作草部第一町内会　作草部第三町内会　ハ
イマート西千葉自治会　西千葉グリーンハイツ自治会　東寺山
町若緑会　天台町内会

さつきが丘中学校区（第４０地区）
宮野木台富士ケ丘自治会　宮野木台鳩ケ原自治会　さつき
が丘二丁目町会　さつきが丘１丁目町会　さつきが丘１丁目
29町会　さつきが丘１丁目３５町会

緑が丘中学校区（第４１地区）
京成宮野木第二自治会　宮野木しずか台自治会　長沼町京
成団地自治会　東建タウンハウス親和会　東建稲毛住宅自治
会　稲毛ファミールハイツ自治会　東宮野木自治会　長沼町
京成第三団地自治会　ビレッジハウス長沼自治会　あやめ台
住宅地自治会　緑が丘自治会　ライフタウン稲毛自治会　エ
グゼ稲毛自治会　長沼町内会　長沼町寿会　長沼町モアス
テージ稲毛自治会　宮の杜自治会　北宮野木自治会

犢橋中学校区（第４２地区）
犢橋町新田町内会　犢橋米之内町内会　犢橋広尾町内会　
千種町自治会　千種団地町内会　千種台ハイツ自治会　犢
橋町本郷第三町内会　千種町住宅自治会

貝塚中学校区（第４３地区）
桜木第一町内会　桜木第二町内会　桜木町第三町内会　桜
木町第四町内会　桜ケ丘団地自治会　桜木町むつみ自治会
桜木町中央自治会　桜木町自治会　桜木東部自治会　貝塚
北部自治会　小桜町内会　西都賀５丁目自治会　西都賀１・２
丁目自治会　都賀町会　都賀三丁目自治会　都賀四丁目自
治会　原町内会　南都賀自治会　貝塚町東部自治会　春日
野台自治会　高品町自治会　高品ハイツ自治会　ファイン
ビュー東千葉町内会　ウッドパーク東千葉自治会　日神パレス
テージ高品公園自治会　高品町・オリーブの丘自治会　都賀
貝塚自治会

おゆみ野地区（第４４地区）
有吉町内会　すずかけ街自治会　おゆみ野泉谷自治会　おゆ
み野南自治会　おゆみ野みずき・かつら街自治会　六通町内
会　おゆみ野なつめ街自治会　ライブアート春の道自治会　
おゆみ野東自治会　おゆみ野つくし会　おゆみ野ひまわり会　
ニューズおゆみ野自治会　はるのみち公園前団地自治会　お
ゆみ野わか草自治会　学園前駅北自治会　おゆみ野秋の道
南自治会　エステ･シティおゆみ野自治会　おゆみの道自治会
おゆみ野の杜自治会　おゆみ野南２１自治会　ステーションア
リーナ自治会　おゆみ野南たんぽぽ会　六通南自治会　さく
ら自治会　おゆみ野６丁目東自治会　コーレおゆみ野自治会
おゆみ野中央学園前自治会　コモンステージおゆみ野自治会
コモンステージおゆみ野南自治会　オーキッドヒルおゆみ野自
治会　おゆみ野南6丁目オリーブの会

都地区（第４５地区）
都町第一町内会　都町町内会　都町東自治会　都町リハイ
ム自治会　コスモ千葉グレイスヒルズ自治会

朝日ヶ丘中学校区（第４６地区）
朝日ケ丘つくし自治会　朝日ケ丘ビレジ自治会　にれの木台自
治会　稲毛スカイタウン自治会　グランドムール稲毛自治会
ナイスア－バン稲毛自治会　アインズコート稲毛小中台自治会

打瀬中学校区（第４７地区）
パティオス４番街自治会　パティオス２番街自治会

幕張本郷中学校区（第４８地区）
幕張一丁目本郷町内会　幕張本郷西町会　上の台自治会

緑町中学校区緑・黒砂（第４９地区）
緑町一丁目自治会　緑町西部自治会　黒砂第一自治会　黒
砂第二自治会　黒砂北部自治会　黒砂台一丁目自治会　黒
砂一丁目自治会

平山地区（第50地区）
平山町内会　平山町第一自治会　辺田町内会　鎌取町内会
辺田町第二町内会　クレイドルガーデン鎌取西自治会
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企業・各種団体等（敬称略）

物品賛助（敬称略）

揚羽流あけぼの会
奄美弘静会
石井開運㈱
市原悦子と親しむ会
植草学園大学付属高等学校
恵藤計器㈱
㈱小川土建
おはら笑楽会
㈲小原電気商会
㈱開周堂
（医）柏葉会（柏戸病院）
㈲カンダ事務機
㈱関東消防機材
きものレディ着付学院　千葉校
空間情報サービス㈱
㈱京葉銀行
国際ソロプチミスト千葉
こてはし台太鼓同好会
ことぶき大学スマイル一座
寿太鼓
山王夢太鼓
JFEスチール㈱東日本製鉄所
㈱ジェイコム千葉 千葉セントラル局
秀麗会
（一社）書星会
白旗くすの木會
白ゆりの会
スイス通信システム㈱
杉田建設興業㈱
㈱精美堂
（一社）生命保険協会
世界平和女性連合千葉県本部
㈱大栄建設
太鼓衆　華
千種太鼓
（福）千葉愛育会　院内保育園
千葉アロー㈱
千葉おかみさん会
千葉鹿児島県人会
㈱千葉教弘
㈱千葉銀行本店営業部

㈻千葉敬愛学園
㈻千葉経済学園
㈱千葉経済開発公社
千葉県学校生活（協組）
千葉県学校用品㈱
（一社）千葉県環境保全センター
ちば元気づくり友の会
（一財）千葉県教育会館維持財団
（一社）千葉県経営者協会
千葉県市町村職員共済組合
千葉県自動車販売店協会
千葉県タクシー協会 千葉支部
（一社）千葉県宅地建物取引業協会千葉支部
千葉県たばこ商業（協組）千葉支部婦人部
千葉県中小企業団体中央会
㈱千葉興業銀行
千葉港振興協会
（公財）千葉市教育振興財団
（公財）千葉市国際交流協会
千葉市再資源化事業（協組）
（公財）千葉市産業振興財団
千葉市畜産協会
千葉市美容組合
千葉市舞踊連盟
（公財）千葉市文化振興財団
（公財）千葉市保健医療事業団　
　　 千葉市青葉看護専門学校
（一社）千葉食品コンビナート協議会
㈱千葉ショッピングセンター
千葉セントラルタワー
千葉倉庫㈱
千葉寺千瀧太鼓
千葉都市モノレール㈱
（公社）千葉東法人会
千葉ポートサービス㈱
中央水道㈱
東海海運㈱千葉支店
㈱動物公園協力会
㈱東葉製作所
㈻東洋理容美容専門学校
㈱成田電機
日本製粉㈱

日本企業投資㈱
（公社）日本舞踊協会千葉県支部舞葉会
ノザキ建工㈱
ハクビ京都きもの学院千葉校
㈲花澤住販
浜太鼓
林造園土木㈱
向日葵太鼓
総浜太鼓保存会
㈱プラムシックス
平和防災㈱
㈲丸萬 丸万寿司
みつわ太鼓保存会
モデン工業㈱
㈱横芝緑化
㈱冷研エンジニアリング
若葉はづき会
和太鼓 白鳳
明るい社会づくり運動千葉市フォーラム
千葉駅北口を美しくする会
千葉エコーライオンズクラブ
千葉北交通安全協会
千葉銀座商店街振興組合
（一社）千葉市園芸協会
（一財）千葉市教育会館
千葉市教職員組合
千葉市子ども会育成連絡会
千葉市小中学校長会
千葉市女性グループ連絡会
千葉市女性団体連絡会
千葉市森林組合
千葉市スポーツ振興会連絡協議会
千葉市スポーツ推進委員連絡協議会
千葉市少年スポーツ連盟
千葉市赤十字奉仕団千葉市地区本部
(公財)千葉市スポーツ協会
千葉市ＰＴＡ連絡協議会
千葉市貿易振興会
千葉市青年協議会
千葉商工会議所女性会
千葉中央ライオンズクラブ
千葉ライオンズクラブ

イオンリテール㈱イオンマリンピア店
㈲カンダ事務機

㈱ジェイコム千葉 千葉セントラル局
生活協同組合コープみらい
㈱そごう・西武そごう千葉店

千葉酪農農業（協組）
東京ガス㈱千葉支社
㈲三芳屋
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◆ 第４4回千葉の親子三代夏祭り（中央区） 
８月１７日（土）に前夜祭を、8月１８日（日）に本祭りを、中央公園及びその周辺で開催しました。両日
とも天候に恵まれ、千葉市最大であるこのお祭りへの来場者数は２日間で延べ３６万人を記録し、
大いに賑わいました。

◆ 区民まつり事業への助成
市全域にわたって、まつりを通じたふるさと意識の高揚を図る運動が推進できるよう、区民まつり
に対して、実施に係る経費の一部を助成しました。

詳しい情報はホームページでご覧いただけます。 検 索千葉市を美しくする会
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千葉氏コーナー 親子三代千葉おどり

子ども武者行列 パレード

ダンボール甲冑づくり教室

参加して、見て、楽しめる祭りを通じ、市民相互の
連帯感とふるさと意識の高揚を図りました。
参加して、見て、楽しめる祭りを通じ、市民相互の
連帯感とふるさと意識の高揚を図りました。

花とみどりの部会

◆ 千葉氏ダンボール甲冑づくり教室（稲毛区・緑区）
千葉氏の歴史などを学びながらダンボール甲冑を
作成する教室を、小学生を対象に７月に２区で開催
し、計１３組にご参加いただきました。
また、作成したダンボール甲冑を着て、８月１８日
（日）開催の千葉の親子三代夏祭りで行われる子ど
も武者行列にもご参加いただき、可愛らしくも勇ま
しい姿に歓声があがっていました。




