
≪南部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

1 見守り会話訪問活動 牛１福祉会 毎月第１日曜日 高齢者

2 見守り訪問活動 牛２福祉会 不定期 高齢者

3 見守り訪問活動 若葉福祉会 不定期 高齢者

4 見守り訪問活動 牛３福祉会 不定期 高齢者

5 見守り訪問活動 牛４福祉会 毎月第４月か火曜日 高齢者（７５歳以上）

6 見守り訪問活動 牛５福祉会 不定期 高齢者

7 見守り訪問活動 牛６福祉会 ９月、３月 独居高齢者

8 見守り訪問活動 牛７福祉会 ９月、３月 敬老会会員

9 牛８声かけ見守り訪問 牛８福祉会 不定期 独居高齢者、７１歳以上

10 見守り訪問活動 南大通福祉会 不定期（月１回） 高齢者

11 見守り訪問活動 牛１１福祉会 不定期 高齢者

12 見守り支えあい活動 中条連区福祉委員会 月１回不定期
７５歳以上独居高齢者及び
高齢者世帯

13 子供見守りパトロール活動 正岡福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

14 見守りゆうあい訪問活動 正岡福祉会 偶数月の最終金曜日
一人暮らし高齢者（７０歳
以上）で訪問を希望される
方

15 子供見守りパトロール活動 塚田福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

16 見守りゆうあい訪問活動 塚田福祉会 偶数月の最終金曜日
１人暮らし高齢者（６５歳
以上）で訪問を希望する方

17 子供見守りパトロール活動 行明福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

18 見守りゆうあい訪問活動 行明福祉会 偶数月の最終金曜日
１人暮らし高齢者（７０歳
以上）で訪問を希望する方

19 子供見守りパトロール活動 柑子福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

20 見守りゆうあい訪問活動 瀬木福祉会 偶数月の最終金曜日
１人暮らし高齢者（７０歳
以上）で訪問を希望する方

21 子供見守りパトロール活動 瀬木住宅福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

22 見守りゆうあい訪問活動 瀬木住宅福祉会 偶数月の最終金曜日
１人暮らし高齢者（７０歳
以上）で訪問を希望する方

23 子供見守りパトロール活動 新瀬木福祉会
天王小学校　一斉下
校日

小学生

24 見守りゆうあい訪問活動 新瀬木福祉会 偶数月の最終金曜日
１人暮らし高齢者（７０歳
以上）で訪問希望する方

25 諏訪３・４部子ども見守り活動
諏訪３部・４部福祉
会

週４回（月、火、
水、金曜日）

小学１年生

見守り支え合い活動一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｒ2.3.1現在



26
諏訪３・４部見守り助け合い活
動

諏訪３部・４部福祉
会

不定期 独居高齢者

27 見守り支えあい活動 中部西福祉会 随時 独居高齢者

28 光輝見守り支え合い活動 光輝福祉会
学童登校日、その他
は不定期

小学生、高齢者、１人暮ら
しの高齢者、要介護者

29 高見見守り支え合い活動 高見福祉会 毎月第１月曜日
高齢者、１人暮らしの高齢
者、要介護者

30 四ツ谷１区見守り支え合い活動 四ツ谷１区福祉会
学童の通学日、サロ
ン前日

小学生低学年、高齢者（サ
ロン利用者）

31 四ツ谷２区見守り支え合い活動 四ツ谷２区福祉会 毎月第３日曜日
独居高齢者、要援護者、６
０歳以上の方

≪東部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

32 桜木町ふれあい訪問 桜木町福祉会 月１回 独居高齢者

33 西桜木町ふれあい訪問 西桜木町福祉会 月１回 独居高齢者

34 東桜木町ふれあい訪問 東桜木町福祉会 １回／２ヶ月 独居高齢者

35 東新町ふれあい訪問 東新町福祉会 月１回 独居高齢者

36 東光本町ふれあい訪問 東光本町福祉会 月１回 独居高齢者

37 西東光町ふれあい訪問 西東光町福祉会 月１回 独居高齢者、高齢者世帯

38 南東光町ふれあい訪問 南東光町福祉会
４月、５月、８月、
１０月、１月

独居高齢者、
２人暮らし高齢者

39 曙町ふれあい訪問 曙町福祉会 月１回 独居高齢者

40 いきいき会 東名町福祉会
毎週火曜、毎月第１
土曜日

子ども

41 早朝ラジオ体操
古宿福祉会(１区～３
区合同）

体操は夏休み終了１週
間以内（清掃はラジオ
体操当日５日間、前日
及び終了日）

地域全世代

42 市民館環境整備及び清掃
古宿福祉会(１区～３
区合同）

概ね月に２回以上
高齢者、小学生、
地域住民

43 下校時「子ども見守り活動」 上野町福祉会
毎週金曜日(4月は入
学後1週間)

東部小学校低学年生徒

44 下校時「子ども見守り活動」 麻生田町福祉会
毎週金曜日(4月は入
学後1週間)

東部小学校低学年生徒

45 下校時「子ども見守り活動」 谷川町福祉会
毎週金曜日(4月は入
学後1週間)

東部小学校低学年生徒

46 下校時「子ども見守り活動」 二葉町福祉会
毎週金曜日(4月は入
学後1週間)

東部小学校低学年生徒

47 下校時「子ども見守り活動」 大橋町福祉会
毎週金曜日(4月は入
学後1週間)

東部小学校低学年生徒

48 見守り声かけ活動 三上第１～７福祉会 毎月第１土曜日 独居高齢者



≪中部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

49 挨拶見守りおよび安全防犯活動
平尾地区地域福祉活
動推進委員会(4福祉
会で実施）

小中学校の登校日 小中学生

50 挨拶見守りおよび安全防犯活動
平尾地区地域福祉活
動推進委員会(4福祉
会で実施）

毎週火・金曜日 町内全般

51 挨拶見守りおよび安全防犯活動
平尾地区地域福祉活
動推進委員会

毎月第２第４木曜日
（夏休み期間中を除
く）

下校時、後の小中学生およ
び青少年全般

52 挨拶見守りおよび安全防犯活動
平尾地区地域福祉活
動推進委員会

小中学校の登校日 登校時の小中学生

≪代田中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

53 諏訪１部見守り活動 諏訪１部見守り活動 不定期 要援護者等

54 諏訪１部子ども見守り
諏訪１部子ども見守
り

不定期 児童・生徒

55 諏訪１部ふれあい訪問
諏訪１部ふれあい訪
問

５月、７月、９月、
１１月、１２月、１月

独居高齢者

56 諏訪２部ふれあい訪問
諏訪２部ふれあい訪
問

月１回程度
要援護者、独居高齢者（日
中独居高齢者含む）

57 諏訪２部子どもの見守り活動
諏訪２部子どもの見
守り活動

月曜日～金曜日 子ども

58 見守り支え合い訪問活動
見守り支え合い訪問
活動

毎月第４土曜日 独居高齢者及び障害者

≪西部中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

59 国府上町ひと声運動 国府上町福祉会
４月、５月、７月、
９月、１１月、１月

６５歳以上独居高齢者、
７０歳以上高齢者

60 国府中町ひと声あいさつ 国府中町福祉会 １１月、１月を除く
６５歳以上独居高齢者、
７０歳以上高齢者

61 国府南田安全パトロール 国府南田福祉会
毎週木曜日（夏休み
冬休み祭日等は休
止）

小学生

62 国府下町安全パトロール 国府下町福祉会

毎月第２・４月曜日
（小学校が休みの時は
休止・夏休み冬休み祭
日等）

小学生

63 声かけ見守り活動 上宿福祉会
サロン開催日の1週間
前の日中に訪問

上宿サロン利用者（上宿区
内）

64 安全・見守り活動 上宿福祉会 毎週火・金曜日 登下校児童

65 声かけ見守り活動 白鳥福祉会 町内行事開催時 高齢者、子供

66 安全・見守りパトロール 白鳥福祉会 小学校開校日 国府小学校児童

67 声かけ見守り活動 久保福祉会 ６月、７月、１１月 高齢者

68 為当地区独居高齢者見守り 為当地区福祉会 毎月第２火曜日 独居高齢者

69 森地区独居高齢者見守り 森地区福祉会 月１回以上 独居高齢者



≪御津中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

70 見守り友愛訪問活動 上佐脇福祉会 毎月１日 独居高齢者

71 子ども見守りパトロール 下佐脇福祉会 毎週木曜日 御津南部小学校児童

72 見守りゆうあい訪問活動 新田福祉会 月１回 ６５歳以上

73 見守りゆうあい訪問活動 御馬福祉会 未定 独居高齢者

74 お元気会 西方福祉会 未定 独居高齢者

75
大草サロン会（見守り支え合い
活動）

大草福祉会 未定 独居高齢者

76 敬老見守り活動 赤根福祉会 ９月第１日曜日 独居老人、高齢者

77 見守りゆうあい訪問活動 広石福祉会
毎月第４水曜日（サ
ロン開催１週間前）

サロン参加者

78 見守りゆうあい訪問活動 東豊沢福祉会 毎月第２土曜日 高齢者

79 見守りゆうあい訪問活動 西豊沢福祉会 サロン開催２週間前 サロン利用参加者

80 高齢者見守りゆうあい訪問活動 東金野福祉会 毎月１回
独居高齢者及びサロン参加
者

81 見守り友愛訪問活動 西金野福祉会 毎月第二土曜日 独居老人

≪金屋中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

82 金屋南地区 金屋橋福祉会 月曜日～金曜日 児童、高齢者

83 金屋南地区 赤代福祉会 月曜日～金曜日 児童、高齢者

84 あさがおの会 ボランティア 毎月第２水曜日 独り暮らし、障害者他

85 見守り支えあい訪問活動 長草町福祉会 毎月第４水曜日 高齢者、弱者、独居者

86 見守り支えあい訪問活動 三蔵子町福祉会 毎月第３水曜日 高齢者、弱者、独居者

87 見守り支えあい訪問活動 大崎町福祉会 不定期 高齢者、弱者、独居者

88 見守り支えあい訪問活動 本野町福祉会 毎月第３水曜日 高齢者、弱者

89 見守り支えあい訪問活動 樽井町福祉会 不定期 高齢者

≪音羽中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

90 声かけ訪問活動 赤坂台福祉会 月１～２回
独居高齢者及び災害時要援護
者のうち、暮らしの支え合い
活動利用登録している方

91 声かけ訪問活動 赤坂福祉会 ６月
６５歳以上の独居者及び７５
歳以上の高齢者世帯

92 長沢町防犯パトロール隊 長沢福祉会

青パト班：毎月３回及
び、年４回の安全なま
ちづくり県民運動期間
児童見守り班：登校日
毎日　ながらパト班：
毎日（雨の日除く）

学童及び地域住民

93 萩町防犯パトロール隊 萩町福祉会

自動車で巡視は週１
回、学童登下校の見守
りは登校日全て。但
し、７月・８月・１２
月は週２回。

学童及び地域住民



≪一宮中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

94 大和独居高齢者見守り 大和福祉会 毎週１回 独居高齢者

95
一宮南部小「金沢見守りパト
ロール隊」

金沢町福祉会
主に登校日・長期休
暇期間・その他

園児、児童、高齢者、
障害者

96 金沢「見守り・友愛活動隊」 金沢町福祉会 不定期
独居高齢者、
後期高齢者二人家庭

97 金沢Choibora（ﾁｮｲﾎﾞﾗ）クラブ 金沢町福祉会 随時 地域住民全般

98 金沢保育園サポートじぃじぃ隊 金沢町福祉会 随時 園児

99 上長山見守り隊 上長山福祉会
月曜日から金曜日
（学校の休みの日を
除く）

上長山町から一宮東部小学
校への通学する全児童。低
学年を重点的に見守る

100 東上見守り隊 東上福祉会
毎日（学校開校日）
（年間２２０日前
後）

東上町内から一宮東部小学
校へ通学する全児童

101 江島見守り隊 江島福祉会
毎週月曜日、水曜日
の下校時

江島町内から一宮東部小学
校へ通学する全児童。低学
年を重点的に見守る

102 大和子ども見守り隊 大和福祉会 通学時 児童

≪小坂井中学校区≫

活動名称 実施主体 活動日 対象者

103 敬愛訪問活動 八丁福祉会
春分、お盆、クリス
マス、と随時

高齢者（８５歳以上）、
災害時要援護対象者

104 見守り活動 平井町福祉会 随時 独居高齢者

105 見守りゆうあい活動 新町福祉会
4月第3火曜日、5月以
降第1火曜日

サロン会参加者

106 学童見守りパトロール 新町福祉会
学童登校日（月曜日
～金曜日）

学童

107 見守りゆうあい訪問活動 宿福祉会 毎月１回不定日 独居高齢者

108 みまもり隊 篠束福祉会
平日、毎日、夏、冬
休みを除く

小学生

109 子ども通学見守り活動 白山福祉会
学校休校日以外（毎
日）

小学生

110 見守りゆうあい訪問活動 白山福祉会 第３日曜日 一人暮らし

111 見守りゆうあい訪問活動 前山福祉会 毎月５日　午後５時 独居高齢者８５歳以上

112 小学生児童の登下校の見守り隊 前山福祉会
毎週月曜日～金曜日
(朝の登校時間及び夕
方の下校時間）

小学生児童

113 小坂井住宅見守り訪問活動 小坂井住宅福祉会
６月、１２月（詳細
日程は後日決定）

独居高齢者

114 南山地域見守り隊 南山地域福祉会 夏季、冬季、適時 独居高齢者

115 スクールガード 美園福祉会 小学校の登校日 小学生

116 児童交通安全見守り活動 茶屋福祉会
通年（月～金（小学
校の授業日））

東小学校児童

117 見守りゆうあい訪問活動 古当区福祉会 毎月第１木曜日 独居高齢者、高齢者世帯

118 孤立化防止活動 西小坂井福祉会 ３月１２日前後 独居高齢者（７５才以上）

119 独り暮らし高齢者見守り活動 美園福祉会 ５月、９月、１２月 独り暮らし高齢者

120 子ども見守り隊 小坂井福祉会 東西小学校の登校日 小学生、中学生、高校生

121 小学生登校時の見守り活動 平井福祉会 登校日（通年） 小学生


