審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

1

2

団体名

質問
・事業の目的はウォーキング機会の提供による健
康増進にあるように思えますが、その場合にスイカ
割りやスイカを食べることにどの様な効果があると
考えていますか。
・仮に子供向けのスイカ割りを認めるとしても、事業
参加者に提供するスイカ代金やスポーツドリンクや
塩あめは食糧費に該当すると思いますがどうです
か。食料費に含めることが適切ではないと考える理
由をお答えください。

回答
１．各地で「歩け歩け大会」・「マラソン大会」が開催されています。どこの大
会でも、食料の提供はランニング事故防止のために、用意しています。
２．「ゆっくり歩く・走るスイカ大会」も事故防止のためにスイカを用意してい
ます。いろいろな大会では「バナナ」「梨」「パン」「あめ」等も提供している大
会もあります。
３．千葉県の「富里マラソン」では、スイカをメインに、毎年１万人以上大会
を開催しています。
４．過去１１回、地域融和の目的で、開催しています。以前の大会には市
川市長の参加も頂いたこともあります。
５．御指摘の食糧費とのことですが、食べ物には相違ありません。ただしこ
の大会開催の必需品です。大会の目的は「事故防止」「地域融和」「親子で
参加出来る」「近隣の人達のボランティア参加」等 「スイカ」を大会のメイン
として「参加者」を募集して、開催しています。
６．「スポーツドリンク」も、大会に必要なものです。真夏に走ったり歩いた
り、汗をかきます。水だけですと、脱水状態になります。「塩あめ」も同様で
す。汗をかき塩分が不足すると「痙攣」が起きます。
７．真夏の大会です。万全を尽くして「事故」が起きないように、考えて｢スイ
カ｣「スポーツドリンク」「塩あめ」の用意をしています。
８．最後に、何も提供しないで、開催は不可能です。ぜひ再考をお願い致し
ます。

・地域課題は市民への芸術機会の提供となってい
ますが、年に１回の開催で芸術機会の提供とは言
えないのではありませんか。
・参加団体の発表会のように思えますが、芸術機会
の提供と考える理由をお答えください。
・衣装は会員個人が管理することが通常だと思いま
すが、普段はどのように管理しているかお答えくだ
さい。

・弊協会の各団体は、他の組織にも属しており、各々独自に芸術の普及・
振興にも努めております。
更なる芸術の普及・振興を図るために、異分野の団体が集まり、団体間で
刺戟し合うこと 又 相乗効果を上げること 並びに 市民に対しては多様
な芸術に接するチャンスを増やすことにより芸術の普及・振興につながる
ものと確信しています。
1回でも増えれば、普及・振興のチャンスは増えます。零と壱では大違い
です。壱に情熱と努力を掛ければ2倍、4倍、8倍となっていきます。零に
は、何を掛けても零です。壱という数字を大事に考えて頂き度存じます。
将来構想としては、会員数を増やし、春と秋の年2回開催 或は 1週間
連続開催のの青写真はありますが、急に大々的なことは出来ません。
積小為大の教え通り、小さな事をコツコツと積み重ね実績・実力をつけて
いる途上です。
・芸術の普及・振興は、実技、実演の発表会は必須です。それが、人々の
視覚、聴覚に訴え、感動を呼び起こします。そして、人々は芸術の素晴らし
さを実感することにより、市民の間で芸術は普及・浸透して行くものと認識
しています。
衣装は、各団体で個人が管理し、保管しています。

11 じゅんさい池健歩・健⾛クラブ

15 いちかわ芸術⽂化協会

1

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

3

団体名

質問
・子供の健全育成を事業の目的にしていますが、大
会開催だけではなく、日常的に子供の健全育成の
ためにどのようなことに取り組んでいるのかをお答
えください。
・砂や補修材料は消耗品に分類することが妥当と
考えます。

25 市川ジュニアＢリーグ

2

回答
市川ジュニアＢリーグは野球大会開催を通して参加チームに対して日常的に子供の心身の
健全育成を促進するための取り組みをしています。そのためには、子供たちが野球を大好き
ななることが一番です。好きになるためには、やはり褒めてあげることをお願いしています。市
川ジュニアＢリーグは「Ｅｎｊｏｙ Ｂａｓｅｂａｌｌ」を合言葉にして、監督をはじめとする指導者の怒鳴
り声は厳禁としています。大人だって褒められたら悪い気はしません。更に頑張ろうという気
持ちが湧いてきます。次に、柏井の森のグランドにいる人は野球関係の人、散歩の人を問わ
ず、挨拶をするようにしています。挨拶は社会生活の基本となります。子供たちに挨拶をしな
さいと言うのではなく、私たちはじめ監督コーチ・保護者が率先してお互いに、また子供たちに
対して「おはようございます」、「こんにちは」、「ありがとうございます」などと声かけすることを
実践しています。これらの行動により、子供たちが野球を気持ちよくやれて、野球が大好きに
なることによって、次のような子供たちの心身の成長に良い結果が表れてきます。
身体的なこととして、子供たちは野球をすることにより身体を動かし運動機能を高め強い身
体になって行きます。保護者からは野球をやり始めた時は、食も細くて頼りなかった子が、野
球をやりだしてからたくさん食べるようになり力も強くなったり、汗が出やすくなり夏の暑さにも
負けない身体に成長してきましたと身体の成長に寄与している話を聞きます。また、普段は朝
寝坊ですが、大好きな野球の日は早起きするようになった話も聞きます。このように大好きな
野球により、身体の健全な成長が育まれます。
次に心の成長として、チームプレーとしての野球は小さい子供たちの心に多くのことを感じ
させてくれます。例えば、チャンスに打てなかった子は毎日素振りをすることで少しずつ力を付
けてベルカップ大会でチームの勝利に貢献しました。その時、努力することの大切さを感じた
そうです。或いは、自分がエラーした時、大きな声で励ましてくれる仲間の気持ちが大きな支
えになったという子もいます。自分一人では野球は勝てません。仲間同士でエラーした子を非
難しても結果は悪くなるばかりです。仲間を思い遣る気持ちが芽生える経験をします。また、
震えるように気持ちでバッターボックスに立った子もいます。勇気を出して頑張るしかありませ
ん。更に三振しても振り逃げでセーフになり逆転することを経験し、ゲームセットの声を聞くま
で諦めない気持ちが大切と感じた子もいます。大好きな野球ができることは親や監督や地域
の人たちのお陰であると感謝の気持ちを感じる子もいます。道具を大切にする指導もしていま
す。
このように、市川市の子供たちが野球を好きになり将来の夢や希望に繋がることは嬉しいこ
とです。そして人間関係を形成する基本となる挨拶、お互いの思い遣り、仲良くすること、励ま
し合う心、道具を大切にする気持ち、諦めない気持ち、感謝の心・・等々を体験として感じても
らえるように実践しています。このことが「青少年の健全育成」という活動目的そのものです。
これらの目的のため、市川市でも稀な自然豊かな柏井の森に囲まれたグランドを地域の人た
ちと一緒に整備し清掃し、安全で安心して子供たちが集える場所として維持することも合せて
行っています。子供たちの少年野球場の整備という問題は本来行政によるものかも知れませ
んが、私たち自身ができることは自分たちで実施し、行政にお願いせざるを得ないことのみ依
頼をしている現状があります。
取り止めのない文になりましたが、１％支援で報告している毎年の事業報告書にも詳しく表し
ていますので、参考にしていただければと思います。

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

4

31 ⻤越ふるさと会

団体名

質問
回答
事業の目的から食材費の購入が適切ではないと感 １．本事業の意義
じます。
本事業は、平成４年から開催し本年で２４回目を迎える伝統的な事業で
真間川歩け歩け大会に、トン汁の提供が必要な理 ある。少子高齢化が進みつつある今日、地域の活性化やふれあい、健康
由をお答え下さい。
づくり、仲間づくりを目的として実施するもので、毎年老若男女約３００名の
参加がある。そして、この事業も当地域だけでなく、周辺地域の市民にも定
着し、ウォーキングを通じてふれあいや協力、仲間づくり健康づくりの心が
醸成されている。
２．経費について
本事業を実施するにあたっては、参加費として大人５００円、子供３００円
を徴収している。これは、参加者への昼食弁当を提供するための経費に充
当し、その他の経費は本会計及び市の補助金を充当しているが、本会計
が厳しい状況の中で、市の補助金は重要な財源を占めている。
３．参加者への「トン汁」提供について
本事業の主たる目的である健康づくり、参加者同士のｺﾐﾆｭｹｰｼｮﾝづくり
の一助として、また、10ｋｍを歩きとおした疲労回復の一助として提供して
いるものであり参加者からは大変喜ばれているものである。「トン汁」作成
に当たっては、材料購入から作成、提供まで全てボランティアが自前での
提供を行っている。
４．その他
過日、２８年度申請に当たっての各種経費における認定の可否について
市の説明があった。その際。２７年度からの変更点についても指導があり、
その中で重要な点は、食糧費及び材料費であり、とりわけ当事業実施に
際しての「トン汁」提供について確認したところである。その中で、物品購入
は不可だが自前作成提供については可との市の指導があり申請したもの
である。
ただし、本事業実施に際して「トン汁」提供が妥当かどうかについては、
前述のとおり、健康づくり、参加者同士のコミニュケーション、疲労回復の
一助として提供しているもので、なんら問題はないものと思われる。

3

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

5

6

団体名

50 チームピースチャレンジャー

57 国分川鯉のぼり実⾏委員会

質問
回答
事業の目的は、外国の貧困村の女性や子供の実
市民の方々の中には、人のために何かをしたい！役立ちたいと思ってい
情を報告することで、国際社会への理解を含めるこ る方が数多くいらっしゃいます。その方々がこの活動を通し、国際社会に大
とですが、事業を行うことで市民にどのような効果 きく関心を持ち、特に高齢者の方々が今までの経験を活かし、生き甲斐の
や影響を与えると考えていますか。
場を提供できることを確信しています。

川の浄化のためのイベントであれば、模擬店はなく 国分川鯉のぼりはフェスティバルは今年で２６年になります。最初はささ
ても事業ができると思えます。販売用の食材を補助 やかな大人の夢が今では市川北部を代表するイベントに成長したことは、
対象費用とすることに疑問を感じていますが、ﾌｪｽ 私たち実行委員の誇りでもあります。
ﾃｨﾊﾞﾙに模擬店を出店する理由をお答えください。
最初は、「甦れ清流」をスローガンとした国分川の浄化、人間と自然の調
和を図る環境整備や保全、子供の健全育成など、今では当たり前に思わ
れることが、必ずしもイベントの出発点ではなかった。
回を重ねるうちに、地域の皆さんの賛同と協力を得て、鯉のぼりフェス
ティバルのコンセプトが自然に形作られるようになりました。
今では県内だけでなく県外からも大勢の見物人が訪れる、一大イベント
であり、６０名以上の実行委員、協力者１５０名以上、２０以上の模擬店の
皆様で構成され、それぞれに熱意と情熱をもって、夢と希望と感動を与え
られる、そのような心の宝物を大切にして育ててきました。
どのような素晴らしいイベントでも、５０００人以上の来場者に対しては、
地域の皆様の心からの食事を提供する模擬店は必要不可欠であり、イベ
ントの大事な要素でもあります。
模擬店は食べ物だけでなく、その他の模擬店でも、昔の子どもの遊びや
おもちゃ広場、色々な啓発チラシの配布など、参加された皆様に優しい触
れ合いの機会を提供することだと思っております。
国分川鯉のぼりフェスティバルに出店する模擬店の皆様は、地域のボラ
ンティアや学校施設開放委員会の皆様であり、利益を追求する団体では
なく、子供たちの目線に立った価格設定をしております。
鯉のぼりフェスティバルの模擬店は、市川北部を代表する安心して参加
できるイベントのもう一つの花でもあります。
子供の健全育成を事業の目的にしていますが、大
会開催だけではなく、日常的に青少年健全育成の
ためにどのようなことに取り組んでいるのかをお答
えください。

7

63 ⾏徳少年野球連盟

4

日頃のチーム練習により、子供たちは監督・コーチ等から野球の技術指導
を受けるだけでなく、子供たちの健全育成のために必要な挨拶やマナーの
指導を受けています。また、行徳少年野球連盟では、監督・コーチ達に、子
供達への対応を指導したり、子供たちへ直接声掛けし指導しています。
そして、大会を通してチーム同士との交流を深め、子ども達の仲間作りに
も寄与しています。
中学生との交流の場である野球教室では、上下関係を学ぶだけでなく、
お互いが交流を図ることで地域の連携と防犯上の安心・安全なまちづくり
に役立っています。
その他、グランド整備をすることによって、グランドを大切にする気持ちが
備わり、子供たちの健全育成にもつながっています。

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

8

9

団体名

66 サンシャインクラブ

質問
子供の向けのキャンプは自治会や子供会で実施す
るものと思ってましたが、市民団体が行うキャンプを
補助対象に含めると、他の団体からも補助申請が
たくさん出るように思いますが事務局として問題は
ありませんか。
防犯カメラの運用ルールについて、設置に関して市
と協議していますか。また、カメラの映像の管理は
どのように行っているのかお答え下さい。

回答
事務局回答：市民活動団体が行う子供のキャンプは、子供の健全育成の
観点から、補助対象事業として差し支えないものと考えています。子供向
けのキャンプ事業がたくさん申請されても事務局としては問題ありません。

・市川市役所及び市川警察署と協議の上、運用致しております。設置場所
ごとに協議先及び運用管理者を決めております。
・元気市川会が一括管理致しておりますので、映像が公的な目的で必要
であれば検索頂ける体制を整えております。

68 元気！市川会

事務局補足：市川市では「市川市防犯カメラの設置及び利用に関する基
準」に従い、防犯カメラを設置、管理、運用していただいています。

10

72 NPO法⼈⼩学校モンテッソーリ・スクール

講演会だけで課題を解決することは難しいと思いま まず、無料講演会事業そのものが、モンテッソーリ教育のＰＲであり、市
す。講演会で課題を解決するためにフォロー体制 民の子育て・教育に役立つ内容になっています。
がどうなっているのかお答え下さい。
また、市川市教育委員会後援行事及び浦安市教育委員会後援行事となっ
ていることで行政への働きかけを行いやすい態勢となっています。。
次に限られた予算と人員ですが、無料講演会事業後のフォローとして下
記のことを行います。
・モンテッソーリ教育を知っていただくための無料体験の実施
・当事業内容をＨＰ上でＰＲ
・当事業内容を教育委員会に報告
・当事業実施の実績をもとに校長会や教育長へ働きかけモンテッソーリ教
育によるフリースクール創設への理解と支援を求める活動

5

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

11

団体名

質問
・事業対象者が国府台小学校区内の子供からお年
寄りまで全員とありますが対象範囲が狭いと感じま
す。学区外からの参加者はどのくらいいますか。
・地元の自治会と協力して実施しますか。
・祭りには寄附金があると思いますが寄附金を収入
に入れていない理由はありますか。
・販売用の食材を補助対象費用とすることに疑問を
感じていますが、祭りに模擬店を出店する理由をお
答えください。

74 こうのとり委員会

ユネスコの精神を広げる活動はユネスコ本部の費
用負担で行えば良いと思います。市が税金を使っ
てユネスコ本部の活動をサポートする必要はないと
考えますがユネスコ本部とどのような関係にあるの
かお答えください。

12

75 （特）市川市ユネスコ協会

6

回答
「地域のお祭り」という主旨の元に運営・告知をする都合上、対象範囲を申請書の
通りにさせて頂きました。実際には、中国分小や矢切小など隣接する校区の方々
にも参加いただいております。
ただし、予算等の都合により来場者へのアンケートやチケット制を導入しておりま
せんので正確な人数は把握できておりません。国府台小の児童数が６７０人おりま
すので、昨年の来場者から国府台小の児童数の６０％と保護者、
ならびに地域のお年寄りの方々などのおおまかな数字を差し引きますと、学区外
の方を約１００人とみこんでいます。昨年は、この人数の学区外の方が来場された
と推定しました。
今年は、祭り自体の認知度が上がった事により、この1.5倍ほどの人数を見込んで
おります。
また、地域新聞や市川よみうりにも祭りを告知しており、実際学区外の方からの問
い合わせも頂いております。
・協力していただいております。ただし、近隣の地域の方や学校、近隣の町内会の
方など、地元の自治体に限らず広い範囲でご協力頂いております。自治会では、
防犯部のパトロール、婦人消防クラブ等の方にボランティアとして参加頂いており
ます。そのため、自治会を中心にした組織での運営となりますと、皆様のご協力を
頂く際の連携が難しいケースもございますので、地域のお祭りではありますが、自
治会とは独立した国府台小に通う 子供たちのための祭りを運営する「こうのとり
委員会」という立場での運営という体裁を取らせていただいております。
・昨年は、認知度がｾﾞﾛの状態からスタートしましたので、寄付金に頼っての運営と
なりました。今年度も、また、お祭りテーマや当委員会の活動主旨の都合上、広く
寄付金を募れないため出来る限り補助金を活用させて頂きたいと考えております。
・お祭りの楽しみのひとつとして模擬店は欠かせない存在だと考えております。
しかしながら、子供たちのためのお祭りという性質上、模擬店で支払う代金を少
ない額に極力抑え 子供たちが小遣いの範囲で購入でき、安心して楽しめるものに
したいと思っております。
焼きそば等も２００円で設定し、原価で提供することとしています。また、出店は全
店ボランティアの 方々にお願いしております。
飲食店以外のお店は、基本的には各団体の持ち出しでお願いしておりますが、
飲食店が少ないため食材費を委員会で支払い、調理のみボランティアでお願いし
ています。

私ども特定非営利活動法人市川市ユネスコ協会は国連のユネスコ・日本
ユネスコ国内委員会・（公社）日本ユネスコ協会連盟などのユネスコ活動
に賛同する民間任意の団体でユネスコ活動を推進している。従って、国連
のユネスコ、日本ユネスコ国内委員会、（公社）日本ユネスコ協会連盟から
予算措置をされているものではない。あくまでも会員による会費と有志によ
る寄附が活動費となっている。なお、今回申請したユネスコ市民公開講座
はユネスコ活動の一部である平和に対する考え方、国際理解・環境問題
などをテーマとして広く市民に参加を呼びかける講座である。

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
部会で補助に関し質問が出た団体 １４団体
番号

13

14

団体名

80 特定⾮営利活動法⼈⾏徳いきいき花の会

質問
3000株の花苗を１年間に３回植える計画となってい
ますが、前年度の実績と比べて花苗数が多くなって
います。3000株を植える詳細な事業計画を示してく
ださい。①どの場所に②何人で何時間くらいの作業
で行うのかなどをお答え下さい。

回答
事業計画を精査したところ、妙典白妙公園500株、行徳駅前花壇400株、押
切公園花壇100株の合計1000株を、５月、９月、１１月の年３回で合計3000
株植える計画になります。
作業は前年度とほぼ同じです。

地域課題の「不安感の中で生活している人がいる」
「健康増進についての意識が低い」の解決方法とし
て、親子ｸｯｷﾝｸﾞ、講演会、バス研修、盆踊りと七宝
焼き体験がどのように解決に役立つのかを説明し
てください。

健康に自信を持つこと・社会に馴染むことが苦手で不安を抱えている
方々が少なくないように思います。心と体の健康についての不安・子育て
不安・経済不安（無職）・加齢に伴う不安などで悩み、明るく暮らせていける
か心配になる方もいます。また、災害についても自助の大切さ、食（バラン
ス・地産地消・歴史）文化、健康増進（ロコモ）への意識を高めていくことが
必要です。
事業の目的は、体とこころの健康を中心にまちの健康・社会の健康・文
化の健康を推進するために、健康の保持・増進に関する正しい知識の啓
蒙に努めることにあります。
各事業の効果は、親子クッキングでは、幼少期から正しい食生活につい
て啓発することにより成長しても健康でいられます。また、親子のスキン
シップによりこころの健康も育まれます。
講演会は、健康に関する知識を判りやすく伝えるために行っています。
参加した方もただ聞いているだけではなく、楽しい話を交えての講演なの
で、理解も深まっていると感じています。
その他、バス研修や盆おどり、七宝焼き体験についても、楽しい催しによ
り、気軽に健康について考えるきっかけ作りにしてほしいとの希望があり計
画しています。
スタッフとして、ボランティアで参加する一般の方や学生もおり、社会参加
への機会を提供する効果もあります。
このように、「健康都市をめざしたまちづくり」を実現するために様々な事
業を行っています。この事業が市民の個性を活かし、いきいきと暮らせる
きっかけづくりにしてほしいです。

87 市川WHO健康都市和洋会

7

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
委員から質問が出たが補助は妥当と判断された団体 １４団体
番号

団体名

1

8 市川市マンション管理組合協議会

2

9 ウェスタン・マジッククラブ市川

質問
回答
・事業の対象者が「分譲マンションに居住する市川市民」となっ 案内は管理組合理事長宛に送付しているが、共用掲示板への掲示や住民
ていますがセミナー、相談会の対象者は管理組合長や役員が に声かけをお願いしており、セミナー参加者の約半数は住民となっている。役
対象ではありませんか。
員は輪番制の場合が多いため、役員だけでなく住民の関心も高いと考えてい
・市川市民を対象とする場合にどのような周知方法をとってい ます。
ますか。
交通費算定の根拠を示してください。
前年度と訪問回数があまり変わらないため、前年度の実費相当額の合計を
算出し16万円を計上しています。
（前年度は１回300円×訪問回数で会員に精算しています）

3

13 あじさいの会

バスの使用料が高額すぎるのではありませんか。算定方法を
お答えください。

4

14 アシカちゃんクラブ

他団体では講師料を支払っていませんが、講師料が３人分必
要な理由をお答えください。また、支払先はどこになりますか。

バス使用は１台。費用は前年度費用と同額を計上しています。
車椅子対応のリフト付きバスのため高額となっています。
障害者の水療育の専門インストラクターへの支払い費用で、施設運営会社
ではなく個人のインストラクターへ支払います。

事業を行う目的が「認知症患者の発生予防と市川健康都市の
記憶とは、「記銘」、「保持」、「想起」の3段階から成り立つとされており、「記
形成に寄与」とありますが、トマトや梨を味わう会や太巻き寿司 銘」機能により覚え込み、「保持」機能で維持し、「想起」機能によって思い出
調理体験会を通してどのように目的を達成するのかお答えくだ す。
さい。
程度や発生順序の差はあれ、全ての認知症患者に普遍的に観察される症
状を「中核症状」と表現する。 記憶障害と見当識障害（時間・場所・人物の失
見当）、認知機能障害（計算能力の低下・判断力低下失語・失認・失行・実行
機能障害）などから成る。これらは神経細胞の脱落によって発生
する症状であり、患者全員に見られる。病気の進行とともに徐々に進行する。
（以上 Wikipedia：「認知症」「記憶障害」から引用）

5

16 まちのすみかの会市川⽀部

6

17 （特）ニッポンアクティブライフクラブ市川拠点「ナルク市川」

7

23 着物リメイク研究会

8

24 NPO法⼈歌のボランティア・いちかわシャンテ

当会では、認知症の症状を発症させないためには、脳内の記憶に関わる
神経細胞を普段から鍛えておくことが必要であり、また、脱落した神経細胞も
鍛えることにより、新たな神経細胞の回路が新生すると考えています。
そのためには、いわゆる五感（視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚）を普段から
研ぎ澄ませておくことが一番の予防法であり、改善策と確信しています。
ご指摘のトマトや梨の旬を味わう会は、味覚を研ぎ澄ませてもらうための会
であり、満腹感を満たすためだけの食事（動物の餌と同じ）にならないことを目
的としています。
太巻き祭り寿司の体験会は、指を動かし触覚を鍛えることを目的としていると
ともに、祭り寿司の絵柄を見ることによる視覚、食することによる味覚などの
鍛錬に役立ちます。
役員名簿に住所が記載されていません。
追記して修正します。
「その他市長が必要と認める書類」の着物リメイク講習会５月２ 5月24日の従事者数、受益者数は記入漏れのため申請書類に追記します。
４日の従事者数、受益者数、事業費が空欄となっている理由を 事業費は5月17日実施分に含まれています。
お答えください。
申請事業は単発のイベントのように見えますが、地域課題の解
決には事業を継続的に行う必要ではありませんか。
単発のイベントで地域課題を解決できると考える理由をお答え
ください。

1

高齢者施設を月１～２回訪問しており単発のイベントではありません。

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
委員から質問が出たが補助は妥当と判断された団体 １４団体
番号

9

団体名

38 住み良い街をつくる会

10

53 ラーラ・マンドリンクラブ

11
12

54 アンサンブル市川
61 視覚障害者家庭⽣活研究会

13

73 いちかわ歩こう会

質問
回答
・事業の実施方法に「子供達の参加を目指す」とありますが、事 花を植える運動に子供の参加を呼びかけていきます。
業のどの部分に子供達の参加を考えているのかお答えくださ
花植えの写真は交付決定時に事務局から伝えます。
い。
・花植えが終わるごとに写真で記録することを依頼してはどう
か。（事務局から交付決定時に伝える）
事業目的に「安く・楽しく・気軽に」をモットーに会員相互の親睦
ラーラ・マンドリンクラブは、市川市で39年前に発足し、それ以来、練習場と
を図るとあり、課題を解決するために事業を行っているように感 して「信篤公民館」、発表の場として「市川市文化会館」を基点に活動しており
じられませんが、事業によりどのように地域課題が解決される ます。
のかお答えください。
市川市に育てられ、市川市に成果を還元することが当然、と考えての活動で
す。
現に、来年の「第40周年記念演奏会」では、市川市に古くから伝えられている
“手児奈伝説”を基にした曲を演奏しようとしております。
会員の会費から5年間以上蓄えてきた作曲費を投入して、マンドリン界の一
流作曲家である藤掛廣幸先生に作曲を依頼して、本年6月に完成しました。
曲名は「手児奈ファンタジー」で、来年5月の「第40周年記念演奏会」で初演し
ます。
会則には全くうたっておりませんが、ラーラー・マンドリンクラブの活動は市
川市での地域活動は言うまでもないと考えて居りました。今回のご指摘に対
応すべく、次回総会までに会則にその旨織り込みたいと考えております。
会員のうち市民の割合はお答え下さい。
調理用の食材の準備はどうしていますか。
市民参加者をどのように捉えていますか。

会員のうち市民の割合は６割程度です。
参加者の負担で各自が用意しています。
会の会員と一般参加者のうち市内在住者を市民参加者としてカウントしてい
ます。

参加費が高すぎると感じます。また、講師謝礼金が高い割りに
参加費につきまして 、今月３１日に予定しておりますコンサートにつきまし
参加者が少ないと感じます。参加費を下げて参加者を増やすこ ては チラシを公民館等に配布済みで、開催日目前でもありますし、お申込み
とは考えていますか。
も承っておりますので、大人２５００円 子ども１５００円で開催させて頂きたく
思います。

14

76 リズムパーク

１０月、１月 ３月の催しにつきましては、金額を下げ より多くの市民の皆
さんに参加していただけるよう努力していきたいと思います。
具体的には 大人１５００円×１６０人 子ども(３才～小学生）１０００円×６０
人 と考えております。

2

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
委員から質問が出なかった団体 ５９団体
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

番号
団体名
1 市川ウクレレクラブ（曽⾕）
2 ケアカフェ いちかわ
3 クリオネ
4 傾聴ボランティア「⾚とんぼ」
5 すがの会
6 さかなちゃんクラブ
7 ⽣涯⼤学校市川校友会
10 緑のみずがき隊
12 わんぱくの森の会
18 MOA⾷育ネットワーク千葉・ハピネスクラブ
19 市川古事記に親しむ会
20 市川こどもの外遊びの会
21 いちかわ市⺠ミュージカル実⾏委員会
22 特定⾮営利活動法⼈まつぼっくりの会
26 みんなのあそびばたけ〜そらかぜ〜
27 傾聴ボランティアサークル「うさぎの⽿」
28 ほがらか杯バレーボール会
29 東部マンドリーノ
30 ふれあい昼⾷会 すずめ茶屋
32 まちづくり家づくりCafé Ichikawa
33 いくじネットいちかわ
34 ⼦育て応援メッセ実⾏委員会
35 特定⾮営利活動法⼈いちかわ⼦育てネットワーク
36 ⼦育て交差点実⾏委員会
37 市川にオオムラサキを⽣息させる会
39 ⼼の健康を守る会家族会松の⽊会
40 市川⺠話の会
41 なのはな奉仕会
42 Re-いちかわ
43 市川写真家協会
44 NPO法⼈住まいのサポートセンター
45 市川児童合唱団
46 「げんき会」（市川失語症友の会）
47 NPO法⼈市⺠後⾒センターちば
48 クリーングリーンいちかわ
49 梨⾵苑ガーデニングサークル
51 市川演芸ボランティアグループ
52 ⾃然環境にやさしい活動を広める会
55 真間史跡保存会
56 ⾏徳てらまち会
58 発達に遅れのある⼦の保育・療育⽀援 にじの会

質問

1

回答

審査員の質問に対する団体からの回答一覧表
委員から質問が出なかった団体 ５９団体
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

番号
団体名
59 ⾚レンガをいかす会
60 特定⾮営利活動法⼈アート・空の会
62 塩浜ふれあいの会
64 市川なのはな会
65 「戦争の傷あとから平和を⾒つめる」写真展実⾏委員会
67 NPO法⼈しゃり
69 特定⾮営利活動法⼈ホームレス⾃⽴⽀援市川ガンバの会
70 いちかわ市⺠⽂化ネットワーク
71 柏井剣志会
77 ⼦育て教育⽀援センターピア
78 特定⾮営利法⼈市川市ボランティア協会
79 芙蓉会（市川市⺟⼦寡婦福祉会）
81 特定⾮営利活動法⼈市川⼦ども⽂化ステーション
82 市川の空気を調べる会
83 ⼼のふれあいボランティア「フレンズ」
84 ⾏徳相祭会
85 ⾏徳芝桜の会
86 戦争はいやだ！市川市⺠の会

質問

2

回答

