令和２年度 市川市市民活動団体事業補助金申請（一次募集） 審査対象事業一覧表 （質疑実施団体）
事業
番号

申請
回数等

団体
番号

団体名

昨年度指摘事項と改善状況

申請時、審査会への申し送り事項

各委員からの質疑・意見等(意見につきましては、団体へお伝えいたします。)
榎戸委員

工藤委員

土屋委員
【質疑】
・昨年度申請無しから、今年度改めて申
請された理由をお聞かせください。
・印刷製本費の内訳の記載が無いようで
す。明記をお願いいたします。
・どういったコロナ対策を取られているかお
聞かせください。このままコロナの状況に変
化がない場合も実施可能ですか？

1

9

20

21

23

4回目の団体

4回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

5回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

5回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

5回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

5

すがの会

21 いちかわ市民ミュージカル実行委員会

37 NPO法人市川にオオムラサキを生息させる会

柳澤委員

岩松委員

大西委員

松井委員

小野委員

なし

【質疑】
【質疑】
絵本（1,000部）の内容及び配布予定 ①昨年度申請がなく、今年度改めて申請
先を教えてください。
をした理由は何ですか。
（質
問理由）申請書類のうち、令和元年度
事業報告を確認すると、今年度補助金
申請対象事業が前年度では補助金なし
でも支障なく実施できています。今年度申
請をした理由を確認しないと、資金面で自
立できている団体ではないかという疑問が
残ってしまうため。
②収支予算書の支出項目で補助対象
経費のうち、交通費、消耗品費、印刷製
本費について、説明や積算等の記載のな
い箇所が見受けられますので補助対象・
対象外の区分を含めて明示してください。
（質問理由）補助対象経費について、
内訳説明や積算式等の記載がないと、金
額の妥当性が確認できないため。
【意見】
事業の目的や効果から見ると、継続の必
要性は認められます。左記質疑の回答内
容が妥当であれば、補助対象でよいと考
えます。

【質疑】
コロナ渦の昨今、前回と同じ事業規模予
算が計上されている。特に高齢者が活動
の中心とのことであるが、昨年と同様の活
動が可能か？

○今年度改めて申請された理由について
昨年度は当初より臨時的な（特別な）寄附金が見込まれていたため、補助金を申請せずに実施可能と判断したが、
今年度はそのような収入が見込めないために（経常的な収入のみでは事業の継続が難しいため）、改めて補助金の申
請を行うこととした。
○交通費、消耗品費、印刷製本費について
・交通費8,000円（駐車料金4,000円、電車賃4,000円）
・消耗品費40,000円（コンサート用装飾材料15,000円、すがのフェスタ15,000≪抹茶7,000円、
菓子8,000円≫、ラミネートなど10,000円）
・印刷製本費（製本代250,000円、コピー用紙や写真代など25,000円）
○絵本の内容や配布予定先について
市川の歴史を知ることができ、また、優しい心を育てるきっかけになればとの想いから、これまでに「曽谷の百合姫」「真間
の手児奈」「奉免の常盤井姫」「なし作りのぜんろくさん」といった絵本を作成してきたが、このような内容のものを考えてい
る。
市内の小中学校・中央図書館・図書館のある各公民館などに寄贈する予定である。
○コロナ渦の対応などについて
新型コロナウイルスの影響によって、予定している事業が実施できない可能性はあると考えている。感染状況を踏まえつ
つ、高齢者（会員）に加えて、会員外の40代や50代といった地域の支援者の協力を得つつ、実施できることを希望し
ている。
なお、それぞれの事業におけるコロナウイルス感染症の対策としては、一般的ではあるが、アルコール消毒液を用意した
り、ソーシャルディスタンスや喚起に配慮したりする予定である。
○「地域への広がり」に関する当会の考え
本会の目的である、高齢者による子どもたちの健全な心を育てるという理念が、本会の活動を通じて、広く市内に認識さ
れ、高齢者に限らず多くの市民が「子どもたちのために」という意識をもってもらえることを期待している。
紙芝居に関しては、菅野地域に限らず、妙典小や大柏小といった地域でも実施しており、高齢者会員が多いため活
動範囲はもちろん限界はあるものの、可能な範囲で多くの学校などで実施していきたいと考えている。もちろん、今般の
新型コロナウイルス感染症の影響を考えると、当面は人数などの制限を考慮せざるを得ないとは思っている。
また、予算的に大きい部分としては、星空観望とミニコンサートであるが、場所は菅野公民館で実施しているものの、
年々、菅野地区以外の参加者も増えてきている。この事業も当然新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、例年
と異なる（例えば、星空観望のみ）という可能性はある。一方で、状況にもよるが、星空観望に関しては今まで以上に
広い地域に案内するなども検討している。
そして、絵本製作に関しては、前述のとおり、市内の学校や図書館に加えて、幼稚園や保育園などにも配布することも
検討している。

【質疑】
【質疑】
１回の参加人数が子ども大人で合計２ 講座、実習はコロナの状況に変化がない
０人になっているが、これをもう少し増員す 場合も実施可能ですか？
る事は出来ないのか。少なくとも合計３０
人とか。

【意見】
練習時のコロナ対応消耗品の追加が必
要と思われます。

【質疑】
事業の目的達成のレベル設定、技術指
導の成果は？どのレベルまでの目標は？、

【質疑】
写真記録費の内訳を教えてください。

【意見】
補助対象経費の90％以上が報償費とし
て計上されている。市民活動団体事業補
助金として適正なのかどうか、違和感を感
じる。

【参加者人数について】…中学生2人＋高校生3人＋大学生3人＋一般10人＋α＝20人とし
て算出しています。応募者数30人だと厳しいですが、定員25人と修正して参加者募集の努力
をしていきたいと思います。
【事業の実施について】コロナ対策は、3密を避け、消毒、体温測定、などを行い、実施予定通りと
しています。今後緊急事態宣言が出た場合には、臨機応変に対応します。
【成果及び目標について】レベル設定・技術指導＝市民が自ら舞台技術を学ぶことで、簡単な
サークル活動発表などの舞台スタッフを担当し、専門家の補助要員として活躍できるようにしたいで
す。その結果、報償費等の経費削減に努められます。目標＝技術を習得した学生や市民が、
様々な文化スクール公演を舞台スタッフとして支援できるようになることを目標にしています。
【写真記録費について】写真費20,000円の内訳＝全13回分の活動記録に残すための費用。1
回あたり頴金500円の交通費の他に、編集費・印刷費等の実費を想定しています。
鈴木委員…中学生でも講座の対応が可能か？＝中学生及び高校生に関しては、保護者の同
意を求めます。内容は中学生でも対応可能です。

【質疑】
新聞折込は３０００部なので、中山・若
宮地区が中心になるのでしょうか。今後の
同地区以外での広報や活動拠点の展望
があれば聞かせて欲しいです。

特になし

【質疑】
自然環境保護の普及から取り組み学校
の広がりを目標してほしい。

特になし

【質疑】
オオムラサキ昨年度、事業の拡大について
質問しましたが、回答は当分現状のままと
のことでした。今年度も昨年度と同じ小学
校・幼稚園のみの事業計画ですので、新
聞折込が必要性が理解出来でません。必
要がないと思われます。

【質疑】
新聞折込広告の件：2020直近の新聞
発行部数データによると、読売新聞
（7762千部）朝日新聞（5214千部
/67％）費用対効果を考慮しても、なぜ
朝日新聞という選択なのでしょうか？

【広報について】新聞折込は、現在の活動母体が中山・若宮小学校、若宮・冨貴島幼稚園とし
た地域となっており、以前からこの地域を中心とした活動を行ってきました。現在北部地域の小学
校への呼びかけを検討し、更なる広がりも視野に入れています。
【取り組み学校について】目標はあくまでも「オオムラサキの飼育活動を通しての自然環境保全啓
蒙事業」ととらえています。学校への取り組み活動は、そのための大きな取り組み内容の一つと考え
ます。
【新聞折込について】中山・若宮地域は本団体の活動母体であり、以前から定期的な状況報告
を新聞折込を通して行ってきました。今回もその流れの一環として行っているものです。繰り返し情
報提供していくことは、重要なＰＲ活動の一つであると考えています。
【朝日新聞を選択したことについて】発行部数で選択したわけでなく、地域販売店の代表者が支
援者の一人であることから、本会の創立当時からＰＲ活動についてのアドバイスをいただいているも
のです。

【質疑】
広報が口コミのみという事で、市川市全域
までの広報は困難若しくは相当の時間が
かかると思います。そこで高齢者のランチ提
供費が消耗品に計上されるのは広報の点
も含めて違和感を感じます。

特になし

【質疑】
補助金の消耗品費及び原材料の内容か
ら事業収入ノウハウで取り込み自立できな
いか

特になし

【質疑】
【質疑】
ランチについても、100円程度は徴収すべ 収支予算書の事業収入欄で、「各種カル
きだと思いますので検討願います。
チャーの参加費収入」が計上されていない
理由は何ですか。
（質問理由）前年度事績審査時の収
支決算書に参加費収入が計上されている
ため。なお、前年度申請時のヒアリング実
施の際に団体から、各種カルチャーについ
ては、参加者から参加費を徴収していると
の説明がありました。これを受けて今後は
参加費収入を含めて予算計上するよう指
摘しています。

【質疑】
事業計画書に記載されている養成講座に
ついて、前半が平日夜間実施となってお
り、それ自体は参加者の利便性から良い
と思うのですが、参加対象者に「中学生」
が含まれていることに問題はないのでしょう
か。また、実習を含めた講座全体の内容
は、中学生でも対応可能なのでしょうか。
（質問理由）中学生を対象に含めること
が法的に問題ないとしても、生徒への安全
健康面で問題ないのか、団体の考え方を
確認したいと思ったため。
【意見】
今回は事業内容に変更があり、講座自
体は新しいものですが、「市民舞台芸術
文化活動の支援」という団体の事業目的
には合致する内容であり、団体として継続
の必要性は認められます。また、収支予算
書の補助対象経費のうち、前年度２割
以上増の費目もありますが、積算内容等
から妥当なものと思います。
なお、左記質疑の回答にもよりますが、現
時点では講座の参加対象者は高校生以
上の方が良いのではないかと思っていま
す。

コロナ対策については、3密にならないように対応していま
す。

昨年度、ヒアリングを実施し、事業の継続実施はお認めい
ただいているところです。
今年度、事業の中で、新たに高齢者へのランチ提供を開
始され、これに係る消耗品費の計上がなされており、事務
局としましては、特段問題のないものと考えておりますが、新
しい取り組みということでお諮りするものです。

38 住み良い街を作る会

コロナ対策については、公共施設のルールにのっとり、席の
令和元年度申請時 ヒアリング実施団体
間隔を設け、検温、消毒、換気行っています。
※内容は【参考】過去の質疑等の経過一覧をご覧ください

昨年度、ヒアリングを実施し、事業の継続実施はお認めい
ただいているところです。新聞折込料については、効果の検
証を行うことを条件に認められておりましたが、新型コロナウ
イルスの影響で検証に至らず、今年度継続して費用が計
上されております。
また、新たに資料作成の監修に係る費用が計上されてお
り、計上理由は下記のとおりです。
【計上理由】
社会福祉施設での回覧や電話相談やネット相談にも活用
できるよう、より詳細で分かり易い資料を作るため監修を外
部依頼する。
（資料監修者は司法書士の岩佐博行氏を予定）

47 特定非営利活動法人市民後見センターちば

団体への確認内容または事務局からの回答

【質疑】
【事務局への質疑？】
各方面、地域への広がりが見えない、経 そもそも論ですが、１事業のみとなっている
費の立て方も30年と同じであり問題であ のに、３つの事業は可なのでしょうか。
る
【意見】
伝承し、人材を育てる工夫が必要、報償
費に頼りすぎではないか

なし
※昨年度申請はありましたが、新型コロナウイルスの影響で
事業中止（全部取消）となり回数にはカウントされませ
ん。実質5回目の団体となりますが、例年から事業内容に
変更があることから審査対象となります。

【意見】
飼育の現場に人を集めにくい状況が続い
ているので、ウェブサイトの充実により団体
の活動PR、アオムラサキの生育状況の発
信などをより効果的に行っていただくと地域
への貢献度がより高まるのではないか。

竹中委員

【意見】
すがのフェスタが本年も実施される場合、
予定通りお茶の会を実施
することには、懸念があります。
規模を縮小し、消耗品にコロナ対応品の
追加が必要と思われます。

昨年度申請無し

通信運搬費において、新たに新聞折込料を計上されてい
ます。昨年度、他団体においても新聞折込料の必要性に
ついて審査会でお諮りしたうえで認めていることから、当団
体についても同様にお諮りするものです。
なお、当団体が計上する理由は下記のとおりです。
【計上理由】
地域住民への周知と興味関心の喚起のため、今までの郵
送とは別の新聞折込を利用し、継続的な㏚活動の一環を
行ったとのことです。

鈴木委員

特になし

【質疑】
活動目的と成果の検証（過去から現
在）市活動課題を明確化が欲しい

コロナ対策については、公共施設のルールにのっとり、ソー
令和元年度申請時 ヒアリング実施団体
※内容は【参考】過去の質疑等の経過一覧をご覧ください シャルディスタンスの確保等を行いながら事業を行います。

1

【質疑】
特になし
ステップアップ講座の講師はどなたがやられ
るのでしょうか。公的な方や社協の方など
でしたら報酬は必要ないのでは？

【意見】
質疑の回答内容が妥当であれば、補助
対象でよいと思います。新たなランチ提供
の取り組みについては、必要なコロナ対策
が行われているとのことなので 衛生面に
【質疑】
【意見】
【質疑】
市民後見10年間活動している実績があ 新規の資料作成経費については、計上理 団体概要調書（団体の活動目的）によ
る団体ですので、講義資料作成に関して 由から認められると思います。
ると、「その担い手である後見人等を、市
は、メンバーの方々でQ&Aを作成して分か
民の中から育成する・・・」と記述されてい
り易い資料を作成した方がよいと思いま
るが、一方、後見人等には、弁護士、司
す。その資料の検証のみを専門家にに
法書士など、専門職資格者を成年後見
行ってもらえば、監修費は少なくて済むと
人として、選ぶべきであるとの、裁判所の方
思いますので、検討をお願いします。
針もある。ということは、市民後見人養成
講座を受講しても、しょせん、成年後見制
参考ですが、私が所属してる会のメンバー
度の制度利用の普及・活動のすそ野を広
げ、知識を幅広く身に着けておこうという活
で昨年度出版した本は、東大病院の中
川恵一先生に 監修して頂きましたが、金
動なのでしょうか？
銭的お礼はしませんでした。

【申請取り下げ】
【事業収入について】各種カルチャーの参加費収入が、記載漏れとなってしまい申し訳ございません
でした。収支について団体と再計算したところ、補助金制度がなくても自立できることが確認できま
した。結果、団体同意のうえ申請取下げとなりました。ランチについては、1回500円の徴収を予定
してます。
【広報について】補助金のＰＲとして、「いちかわ市民活動サポート制度」のチラシを当課で作成
し、ボランティア活動センターにて配布しています。（別紙添付）

【団体活動目的、市民課題について】
裁判所の中には「なるべく専門職資格者を成年後見人に選ぶべき」との考え方はありましたが、
それは、“親族後見人”、“市民後見人”を否定しているわけではありません。スタート当時は、成年
後見人の中での親族後見人の比率の方が高かったという事実もあります。現在でも親族後見人
は、全体の３０％程。市民後見人については、個人としてなかなか選任される事がなかったわけで
すが、専門職資格者だけでは対応できない中、
平成２４年３月２７日厚生労働省から都道府県市民後見担当部局宛に「市民後見人の育
成及び活用に向けた取り組みについて」と題し、最高裁判所家庭局と協議済という文書を発表。
平成２８年４月１５日に「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が公布。平成３１年
３月１８日に、厚生労働省で開催された専門家会議で最高裁判所の見解として「成年後見人
は親族が望ましい」と通達されています。
上記より、現在各地の行政主体による「市民後見人養成講座」の開催され、市川市でも「市
民後見人の育成について」を発表、社会福祉協議会に市民後見人の育成事業を委託、現在、
第２期生養成中ですが第１期生はすでに成年後見人、もしくは担当者として活躍されています。
誤った情報が多くの市民に届くことがないように、「成年後見制度資料」の作成による正しい情報
の周知は必要であると考えています。また、広く市民に成年後見制度の知識を広め、有効に制度
利用できるよう取り組んでいきます。また、その担い手を広く育成する事により、制度の下支えが可
能になるような地域形成に助力する事を取り組んでいきます。
【監修費について】
「成年後見制度資料」は講座資料ではなく、社会福祉施設での回覧や電話相談やネット相談に
も活用できるよう、より詳細で分かり易い資料となります。誤った情報を市民に届けないためにも監
修は必須だと考えています。また、時間と専門知識を使って監修して頂く方に、その対価をお支払
しないという考え方は、当会にはありません。
【講師について】
今年度も外部講師を予定しております。
（昨年実績：ＮＰＯ法人ふれんど理事長・関口夏樹氏）

事業
番号

37

申請
回数等

5回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

団体
番号

81

団体名

特定非営利活動法人市川子ども文化ステーション

昨年度指摘事項と改善状況

なし

申請時、審査会への申し送り事項
新型コロナウイルスの影響もあり、例年開催していた事業が
会場の都合上開催できないことから、観劇事業を実施予
定です。事務局としましては、特段問題のないものと考えて
おりますが、例年から事業内容に大きく変更があることから
お諮りするものです。
なお、目的を同じくして手法を変えて行う事業であることか
ら、新規事業ではなく継続事業としての申請となります。
コロナ対策については、公共施設のルールにのっとり、席の
間隔を設け、検温、消毒、アンケートのインターネットでの実

40

41

4回目の団体

4回目の団体

88 ぼっけ生きもの倶楽部

90 市川子どもわくわくネットワーク
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３回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

91 ASB

補助金申請団体でもある、「NPO法人市川子ども文化ス
テーション（※「NPO法人市川子ども文化ステーション」が
申請する事業とは別のものとなります。）」と共催で開催す
る事業となります。
費用を1/2で折半していることから、1/2分を子ども文化ス
テーションからの協賛金として収入欄に計上しております。
共催団体が共に当該事業を補助申請しているものではな
く、資金確保の面からも、共催での開催について、特段の
問題はないかと考えておりますが、今回このようなケースが初
めてであったことから、審査会にお諮りするものです。

92 市川でよい芝居をみる会

工藤委員

土屋委員

柳澤委員

岩松委員

大西委員

松井委員
特になし

小野委員

【意見】
特になし
コロナ禍の状況下においては、団体のミッ
ションに合致する内容であればプログラム
内容を組み替えることは特段問題ないと
思います。逆に内容を変えたことで、これま
でと何が違ってくるのかを団体が意識される
ことで、今後に活動に活かせそうなことや、
活動展開にとってプラスになることが学べる
かもしれません。

【意見】
新型コロナウィルスの影響で活動内容の判
断難しい

【質疑】
提案事業はコロナの状況に変化がない場
合も実施可能ですか？どういったコロナ対
策を取られますか？

【質疑】
環境保全活動への補助金はいつまでか、
自立するププロセスが必要

【質疑】
AutoCAD金額が1か月分だけの計上で
すが、他の月は必要ないか教えてください。

【質疑】
・つながるカフェの参加費が一律1000円
になった理由は？
・提案事業はコロナの状況に変化がない
場合も、20名程度の参加者数字は妥当
ですか？また、その場合の三蜜対策は？
・実際にオンライン参加希望者がいた場
合、どう参加費を徴収されますか？運営
側の体制も問題ないですか？

【質疑】
【質疑】
チラシの印刷数を再検討下さい。
当初の目的と目標の効果は、更に新たな
今年またチラシを増やした理由は何でしょ 目標設定が必要、内容の見直しなど
うか？
あるいは、５万枚のチラシの配布方法をご
説明下さい。

【意見】
9回全て外部講師での計画ですが、会員
15名おられるので、２～３回は経験豊か
な会員の方を内部講師として、講演会を
開くことを検討した方が良いと思います。
内部講師は、講演時間を短くして質疑応
答時間を多くすれば、参加者にとってより
有意義な講演会になると思います。

【質疑】
・参加想定数が13と半端に見えますが、
なぜ13名なのでしょう？その数的根拠をお
聞かせください。また野外活動や工作教室
のリピーター率はどのくらいですか？
・過去審査委員から、「参加人数も少な
く、悪い言い方をすれば、お友達どおし補
助金をもらって安い費用でキャンプに行け
るというように思えてしま」うという指摘があ
りました。また指摘事項として「一般市民
への利益がある事業だとわかる事業計画」
が求められれていますが、これらについての
具体的な改善点はどういったものでしょう
か？
【意見】
・「広報活動のクオリティ向上のための改善
としてフェイスブックページを活用する」とのこ
とで、これは結構なのですが、ただFBにイベ
ントを掲載しただけでは効果は上がらない
と思います。周りの人などに呼びかけで
ASBのFBページ自体のいいね数を増やし
たり、野外教室のイベント情報をきちんと
記載するなどの努力あって、はじめて効果
や改善策が語れると思います。

【質疑】
【質疑】
【質疑】
８月のキャンプの実施の有無によって、
事業活動の市民の認知広がりを考え、新 キャンプの参加費が１３人、工作教室は
事業計画が変更になるのではないでしょう たな計画による申請としては？
１６人となっていますがこの違いは？
か。

【質疑】
薪代3,200円(20kg)＝1,500円の根
拠を教えてください。

鈴木委員

竹中委員

【質疑】
【意見】
82,500円は何日分なのか、内訳を教え 事業内容の変更については、現在の社会
て下さい。
情勢からやむを得ないと思います。また、変
更後の観劇事業は、事業の目的に沿った
内容であり、事務局意見と同様問題ない
と思います。

なし

【意見】
特になし
市の規定に抵触するものでなければ、特に
問題ないかと思いました。

【質疑】
元年の活動が会員みんなで企画し可能
な開催がどうしてできなかったですか

特になし

【コロナの対応について】
屋外での事業となるため、今後も計画通りに事業を行う予定となります。実施の際には、人が密
集しないように距離を保ちながら、使用する道具の消毒、マスク着用にて事業を行っていきます。
【市川市市民活動団体事業補助金の継続について】
（事務局より）
市川市市民活動団体事業補助金では3年で自立した事業を行っていただくことも一つの目的とし
ておりますが、一部事業については、継続した支援も必要であると考えております。
このことから、4年目以降については、補助金の継続について、効果や事業目的、資金面、また市
の事業の補完的なものであるといった観点から審査を行い、必要性が認められた場合については、
継続して補助を受けることが可能となります。
分野を問わず各団体に自立の道を検討していただくということについては、今後も事務局より、機
会があるごとにお伝えをしていきます。
【CADの使用料について】
AutoCADの使用料については、30年度の審査会での審議をふまえ、図面の作成に必要な3か
月分の計上となっております。

【質疑】
チラシ印刷、50000枚（昨年比大幅
増）。増加した要因は何でしょうか？
事業が拡大したから（事業対象が増えた
から）？

【意見】
指摘事項については、広報活動において
具体的な改善の取り組みがなされていると
思います。

【質疑】
【意見】
公演本チラシ40,000枚の配布予定先を 今年度の共催開催については、事業計画
教えて下さい。
書や収支予算書で費用負担と役割分担
が明記されており、問題ないものと思いま
す。

2

【参加費について】
・もともと夜間のカフェの参加費は1000円、昼間のカフェの参加費は500円としており、今年度は
夜間のみの開催としたため、一律1000円の参加費になりました。活動を縮小した理由としては、
今年度から助成金の減額が見込まれるため、回数を減らすことになりました。（6月〜8月はオンラ
インでの開催となりました。まだ試行段階のため、参加費を500円で行いました。9月以降は参加
費を1000円に戻す予定にしています。）
【参加人数とコロナ対策について】
・すでにオンラインでの開催を取り入れており、三密対策はとっています。オンライン開催であって
も、交流のしやすさの観点から、参加者数は20名程度が妥当だと考えています。参加費の徴収に
ついては、現在は銀行振込を利用しています。運営も今のところ問題なく行えています。
【チラシ印刷について】
・5万枚の内訳は、つながるカフェ用25000枚、こどもみらい会議用25000枚を予定していまし
た。理由としては、昨年度の参加者数が目標に達していなかったため、参加者増を目指しての枚
数増加となっています。配布先は、それぞれ市内小学校の全校児童配布を予定しています。た
だ、現在の感染症拡大の影響で、つながるカフェのチラシの印刷配布は見合わせており、実際は
印刷数が大きく減る見込みとなっています。
【目標の効果と今後について】
・3年間の実績として、講師をのべ48人お招きし、参加者はのべ631人となっています。参加者ど
うし、または参加者と講師の間につながりができ、カフェの外でもお互いがそれぞれの活動の参加者
になったり、ボランティアとして協力したり、新たな活動のきっかけになったりしています。また、普段は
なかなか知ることのできない専門的な情報や知識を得られる場になっており、参加者一人一人の
スキルアップにも貢献しています。新たな目標としては、オンラインを導入することで今まではお願い
できなかった遠方の講師をお招きし、今まで以上にテーマの幅を広げ、出会いの幅を広げていきた
い、と考えています。

【参加人数および事業の改善点について】
キャンプの参加人数については
新規参加者家族２家族大人3名、子供4名
リピート参加者２家族大人2名、子供4名
の合計13名です。
具体的な改善点としてホームページからの問い合わせと今年の初めに実施しました工作教室で発
送しました方々にお知らせを発送して参加者の意思を確認しています。
また、普段の生活では行うことができない遊びを経験する場としてキャンプ場でイベントを開催してい
ます。
【工作教室の参加人数について】
昨年度までの実績ベースで算出したものとなります。
【事業の実施にについて】
下記の対策を行ったうえで、予定通りイベントを行います。
コロナウイルス対策としては、
１．消毒用のアルコールまたはジェル状の薬品を購入して使っていただきます
２．紙コップや紙皿などを購入して家庭ごみとして処分できうる限りでの用意をする
３．テント泊を快適に過ごしていただくために風通しの工夫を行うことで感染防止に心掛ける
となります。
【事業内容の見直しについて】
今年のイベントに関しては、コロナウイルスの影響で開催することも議論にあがっていましたが
毎年開催している事と、参加者の人数に関わらず好評を得ているためできるだけの活動はやってい
こうという結論になったので決定しました
【薪代について】
去年開催した野外教室で余った薪が10キロ程残っているため今回は去年分と併せて２０㎏あれ
ば足りると結論が出ましたので約10㎏分の薪を購入する事で合意しました。

【質疑】
①報償費の支払いは、個人への支払
い？団体への支払いですか？②支払い
時の、源泉徴収手続きは発生しています
か？いませんか？
【意見】
（事務局への確認依頼）
源泉徴収手続きに関してケースによって
は、発生することもしないこともあるとお聞き
したことがあります。
今一度、市民活動団体事業補助金に関
し（特に今回の対象6事業に関し）、源
泉徴収義務が発生するケース、しないケー
スを教えていただきたいと思います。徴収
義務が発生する場合の徴収義務者に関
しても教えてください。

コロナ対策については、公共施設のルールにのっとり、席の
間隔を設け、検温、消毒、換気の実施等を行います。

団体への確認内容または事務局からの回答

【報償費の内訳について】
82,500円は公演日の1日分、2公演分でお１人に対しての報償費となります。計3名に支払い
予定で、247,500円となります。

なし

【令和2年度 申請時の改善状況】
広報活動のクオリティー工場のための改善としてフェイスブッ
クページを活用することにしました。また、ホームページを更
新して最新の情報にしています。
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榎戸委員

なし

【昨年度実績報告時の指摘事項】
事業におけるキャンプについて、税金を原資とした補助金
である事を鑑み、広く一般市民への利益がある事業だとわ
かる事業計画（参加募集方法、参加費負担の在り方を
含め）の立案・記載をするようお願い致します。

4回目の団体
＋
昨年度指摘事項
のある団体

各委員からの質疑・意見等(意見につきましては、団体へお伝えいたします。)

【前年度の事業について】
公演対象としたい演目がなかなか見つからなかったことや、劇団との上演料、公演時期の折り合い
がつかず、会場確保も困難であったことから、昨年度は事業未実施となります。
【チラシの配布先について】
チラシの配布先は下記の通りです。
チラシは、市内全小学校の全児童あて23,000枚、市内全公共施設1,500枚、各会員およびサ
ポーター1,500枚、地域の新聞等への折込用10,000枚、友誼団体のイベント時の折込み配布
2,000枚、その他2,000枚
【源泉徴収について】
団体への支払いとなるとのことです。
源泉徴収については行っておりません。
源泉徴収に関しては過去の審査会において、団体が外部講師に報酬を支払う場合の源泉徴収
義務について、事務局から税務署に確認をしたところ、「金額に関わらず、個々のケースに拠る」と
の回答があり、事務局において各事業の源泉徴収の必要性の判断は困難であると考えておりま
す。このため、個々で詳細を問合せていただき、引き続き各団体適正な対応を行うよう周知してま
いります。

事業
番号

申請
回数等

団体
番号

団体名

昨年度指摘事項と改善状況

申請時、審査会への申し送り事項

各委員からの質疑・意見等(意見につきましては、団体へお伝えいたします。)
榎戸委員

工藤委員

土屋委員

過去2年は出前公演として芝居を披露していましたが、新
型コロナウイルスの影響で今年度は出前公演を行わないた
め、全日警ホールでの演劇公演の事業を補助事業として
申請いたします。
これにより、費用等が昨年までとは大きく異なることから、審
査会にお諮りするものです。なお、目的を同じくして手法を
変えて行う事業であることから、新規事業ではなく継続事
業としての申請となります。
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３回目の団体
＋
その他事務局が
必要と認める
団体

96 シニア劇団 波瀾ばんばん座

なし

柳澤委員

岩松委員

特になし

【質疑】
波瀾バンバン座劇団の制作費用（報償
費）は事業費（木戸銭収入）自立事
業か

コロナ対策については、全国公立文化施設協会が発行す
る「 劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大
予防ガイドライン」を遵守し、事前検温、マスク着用、小道
具等の消毒、間隔の確保、換気、大声をださない、不参
加者へのライブ配信等の感染予防を行いながら事業を行
います。

大西委員

松井委員
特になし

小野委員

鈴木委員

【質疑】
【意見】
シニア劇団の公演参加者からは、参加費 前年度実績によれば、年間７回市内各
は徴収しないのですか。
所で出前公演を実施して７５０人の参
加となっています。一方、今年度計画で
は、１か所の４回公演で６００人の参
加を見込んでいます。事業手法の変更は
やむを得ないと思いますが、６００人の参
加を確保するするためには、事前のPR等
広報活動の一層の充実が求められます。

竹中委員
【質疑】
①報償費の支払いは、個人への支払
い？団体への支払いですか？②支払い
時の、源泉徴収手続きは発生しています
か？いませんか？
【意見】
（事務局への確認依頼）
源泉徴
収手続きに関してケースによっては、発生
することもしないこともあるとお聞きしたこと
があります。今一度、市民活動団体事業
補助金に関し（特に今回の対象6事業に
関し）、源泉徴収義務が発生するケー
ス、しないケースを教えていただきたいと思
います。徴収義務が発生する場合の徴収
義務者に関しても教えてください。

団体への確認内容または事務局からの回答
【事業の自立について】
当団体は事業の公益性などが認められたことから、平成30年度から補助金交付決定がなされて
おります。今年度3年目の申請となり、事業の手法自体が変更となっておりますがその目的などに
変更があったものではありません。収入に対して、支出が大きく発生していることから、補助金を申
請しております。
また、団体からは自立に向けて下記の通りの回答がありました。
劇団では消耗品の削減、出前公演に係る出演者数の絞りこみ、会費の充当などの工夫を重ね、
諸経費の削減を図りながら自立を目指しています。今年度は稀にみる世情ではありますが、このよ
うな時こそ知恵を結集し本公演をとおして高齢者へ「生きる勇気と希望」を与える事業を継続しま
す。
【参加費について】
劇団員から各公演の参加料としては徴収しておりません。会費を徴収し、各公演費や団体経費
に充当しております。
【源泉徴収について】
支払いは個人宛になるとのことです。
源泉徴収については行っておりません。
源泉徴収に関しては過去の審査会において、団体が外部講師に報酬を支払う場合の源泉徴収
義務について、事務局から税務署に確認をしたところ、「金額に関わらず、個々のケースに拠る」と
の回答があり、事務局において各事業の源泉徴収の必要性の判断は困難であると考えておりま
す。このため、個々で詳細を問合せていただき、引き続き各団体適正な対応を行うよう周知してま
いります。
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1回目の団体

103 三世代の親睦交流支援の会

【意見】
・各事業において、どういう三世代交流が
生まれているのか、またどういった工夫をさ
れているのかを共有いただくと、他の多・異
世代交流事業をされてえいる団体の参考
になると思います。

【意見】
餅つき・かるた大会など、予定している対
象者規模での実施では、
コロナ対応が気になります。
消耗品にフェイスシールド・アルコール等を
加えることを希望します。
また、対象規模はもう少し少ない方が良い
のではないでしょうか。

3

【質疑】
市民の評価に繋がる実績つくりが課題
【意見】
計画と実行と検証を必ずお願いします

【意見】
ゲームと遊び高いでは、チケットを販売され
ていますが、お餅及びお供え餅はチケット
代金の計上が有りませんので、ご検討をお
願いします。

【意見】
団体の事業目的、内容から補助するため
の要件は、問題ないと思います。
補助対象事業の内容がイベントやフェス
ティバルですので、現在の社会状況が例
年と大きく異なることもあり、実施する場合
には諸準備に万全を期していただきたいと
思います。

【今後の課題について】行事終了後、問題点・改善点について意見を集め次回に繋げていきたい
と考えています。
【コロナ対策について】予定している行事については、中止せず、人数制限対策、マスク着用、消
毒、体温測定、を徹底し、3密回避して実施したいと考えています。
※なお、コロナ対策費用を新たに盛り込んだことにより、消耗品費が15,562円増額となり、以下
のとおり各金額に変更がございます
補助対象事業費総額：97,500 → 113,062円
補助対象経費総額 ：97,500 → 113,062円
交付申請額
：48,750 → 56,531円

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

団体名

申請
回数

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

水泳療育による心身障がい児・心身障がい者の機能訓練及び余暇 年間24回（契約施設と日程調整）程度、ルネッサンス浦安
活動による心身の成長促進を図る。
※市内ではプール全面を借りられる施設がないため。

2

3

4

5

6

さかなちゃんクラブ

10 緑のみずがき隊

14 アシカちゃんクラブ

16 まちのすみかの会市川支部

5

5

5

5

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、使用会場（ルネッサンス
浦安）の利用基準を遵守することに加え、3密にな
らないよう間隔を空けて泳ぐ、会話は最低限に留
めるとしている。

心身障がい児・心身障がい
者のための水泳療育

失われつつある、水田や池な湿地の生き物と直接触れ合える場を
より多くの方に提供し、自然観察や教育水田の稲作、地域の伝統行
事などの体験を通じて、自然環境に対する意識を高め地域の歴史・
文化を大切にする心を育てます。
このプログラムは20年余の実践の積み重ねがあり、2017年度515
人、2018年度601人、2019年度567人の一般参加があり、地域に根差
環境教育プログラム『みど した自然や文化を親子で体験する貴重な機会になっています。
りの寺子屋』『緑の楽交』

令和２年７月～令和３年２月、１０回。みどりの寺子屋（北方生き
もの子どもミニ自然園）および緑の楽校（大柏川第一調節池緑
地）。
みどりの寺子屋：北方生きもの子どもミニ自然園（北方町４丁目付
近）
緑の楽交；大柏川第一調節池緑地（北方遊水池）

知的障がい児・者の健やかな成長を願って水泳指導による機能訓 令和2年4月～令和3年3月 月2回（第2、第4土曜）
練及び水泳技能の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。 クリーンスパ市川（25mプールの2レーン使用 午前10～11時）
水泳指導により障がい児・者の心と体を育てていく。障害児・者
にとって水泳活動は心身共にリラックスできる大切な機会であり、
そこでの訓練により、心と体の成長に大きな効果がある。
また、親子で水泳療育を行うことにより、親子、会員相互の親睦を
知的障がい児・者の為の水 図ることができる。
泳療育

市川健康都市講座

事務局所見および団体への確認事項

認知症の予防・改善に絶大な効果をあげている「心身機能活性化
運動」を導入するとともに、認知症の原因の一つとも言われている
高齢者が家庭に閉じこもることのないよう様々なイベントを企画
し、高齢者の外出の機会を増やすとともに広く市民一般の教養に資
するための「ライアーに親しむ会」を開催する。
例年実施していた「太巻き祭りずし調理体験会」など食に関する
イベントは、新型コロナウイルス感染防止の観点から中止とする。

1

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、3密（特に密集と密接）に
ならないように人数制限を設け、参加者へはマス
クの着用をお願いして行う。受付時のアルコール
消毒は、以前よりO157対策での購入した在庫を使
用。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、使用会場（クリーンスパ
市川）の利用基準を遵守することに加え、指導者
がフェイスシールドを着用。

毎月1回、脳トレ運動健康教室を市川公民館や木内ギャラリーで開 事務局にて形式審査済。
催。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
10月,3月にかけ、計2回の健康講座開を開催。市川公民館、木内
コロナ対策については、太巻き祭りずし調理体験
ギャラリー
会を中止。使用会場（公民館）の利用基準を遵
守。

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

6

7

8

10

18

団体名

MOA食育ネットワーク千葉・ハピネスク
ラブ

19 古事記に親しむ会

20 NPO法人市川子どもの外遊びの会

23 着物リメイク研究会

申請
回数

5

5

5

5

事業名

健康を守る自然食中心の食
育推進事業

第２回古事記ピアノコン
サート

事業概要説明

実施時期、方法、場所

元気になる食事法を中心として、心身ともに健康な町作りを主目
的に各種の活動を展開します。食育セミナー、自然農法体験会、Ｍ
ＯＡ健康法体験イベントなど様々な活動を通して、参加者の方々が
健康で豊かな生活を送ることができるように貢献していきます。
また市のイベントにも積極的に参加することで、岡田式健康法
（生け花、抹茶、浄化療法）の機会を増やしていきます。

令和2年4月から令和3年3月まで。公民館、地域ふれあい館において
食育セミナー（8,11,12,1,2,3月）、自然農法体験会（9月）、岡田
式健康法（市健康フェスタ）、バスハイク（8,10月）に実施予定。
市川公民館、行徳公民館、冨美浜ふれあい館、市川駅南公民館、自
然農法実施農家、宮田ふれあい館、八幡市民会館、真間自治会集会
所、南行徳市民センター、など

日本最古の古典「古事記」による日本神話、伝説、天皇の系譜等 令和3年3月14日
の日本文化・精神は日本人の誇りである。
古事記の学びと普及に向けて、入門の敷居を下げ、間口を広げ、
身近なコンサートを通じて、「古事記」を広く市民に普及すること
を目的としています。
昨年度は新型コロナウイルス禍のために中止となった。

14～16時

全日警ホール

事務局所見および団体への確認事項
事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、大型バス利用時に40席定
員のところ20席の利用にとどめる。食育セミナー
の調理実習では、手指消毒を行い完成後の飲食を
行わず午前中で終了する。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、使用会場（全日警ホー
ル）の利用基準を遵守することに加え、受付時の
アルコール消毒消毒を行うことを検討。

どんな状況の子どもでも参加できるプレーパークを行うことに 令和2年6月～令和3年1月（8月を除く）、毎月第２、第４土曜、第 事務局にて形式審査済。
よって、子どもが安心して自由に外遊びできる場を設ける。学校や ３日曜日
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
家庭以外の環境で、遊びを通して様々な人間関係を構築できる場を 宮久保プレーパーク、里見公園
コロナ対策については、手洗い、マスクの着用、
作る。
ソーシャルディスタンスなどの声掛けを行う。感
染状況に応じ中止する場合もある。
子どもが安心して自由に外
遊びするためのプレーパー
ク事業

着物リメイク講習会：着なくなった和服を洋服、バッグ、帽子、小 ファッションショーは令和２年１２月６日（日）１４時～１５時、 事務局にて形式審査済。
物などにリメイクする講習会を通して、今着る物に作り替える技術 全日警ホールで実施。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
を習得できる。
講習会は令和３年１月～３月に中央公民館で実施予定。
コロナ対策については、使用会場（中央、大野、
ファッションショー：リメイクした物を披露し、再活用を具体的に
信篤、柏井の４公民館）の利用基準を遵守。
提案することで和布の良さの理解が深まる。いずれも、日本伝統文
着物リメイク講習会および 化としての和布の良さ、大切さを示し、今着られるものに再活用す
市民ファッションショー開 ることで、その価値を次の世代へ伝授、継承することができる。
催事業

2

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

団体名

申請
回数

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

市内の小学校4年生以下の低学年児童を対象にした野球大会を提 令和2年4月～令和3年年3月、少年野球大会の実施、柏井少年広場
供することを通じ、低学年児童が野球の楽しさを感じ、仲間と集う
喜びを体験できるようにすることにより、青少年の健全育成に寄与
することを目指します。

11

25 市川ジュニアＢリーグ

5

子どもの健全育成を図る小
学校低学年野球大会の開催
事業

事務局所見および団体への確認事項
事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、消毒用アルコール等（ア
ルコール、ジェル、綿シート他）を使用。市川市
少年野球連盟に準拠して、コロナ感染拡大防止
チェックシート及び健康管理チェックシートを記
入し保管。
熱中症対策についても、市川市少年野球連盟の行
う熱中症対策に従い徹底。

12

13

14

27

傾聴ボランティアサークル「うさぎの
耳」

29 東部マンドリーノ

31 鬼越ふるさと会

5

5

5

高齢が進む社会（市川市）の中でお話し相手がいない高齢者は増 令和2年11月から令和3年2月（4ヶ月）
えている。そんな社会情勢の中で傾聴ボランティアの活動ができる を実施予定
人を増やす必要性が高まっている。
本講座を受講後、傾聴ボランティア活動を始められることにより
高齢者支援の一助になると考える。
また、活動までできない方についても講座を受講することで、傾
「傾聴ボランティア養成講 聴に関する意識と理解が向上し、高齢社会への対応力が上がると考
座」
える。

マンドリン演奏による、地
域の文化活動推進事業

真間川歩け歩け大会

市川市文化会館で養成講座 事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、使用会場の利用基準を遵
守することに加え、募集人員の縮小、広い会場の
確保、消毒等の徹底を図る。

高品位な楽曲を披露することにより、地域文化向上に資する。高
齢者介護施設等に赴き、外出のままならない方達に音楽を届ける事
業を行う。
ただ、聴いて貰うのではなくご老人に簡単な打楽器等を渡し一緒に
演じる。鬱々とした目も虚ろな方が活き生きとした表情になると
いった、音楽的療法的な効果が期待される。

第16回マンドリン演奏会 7月4日（土）市川市文化会館＜中止＞、 務局にて形式審査済。
東部公民館文化祭 10月24日（土）東部公民館、 ふれあいコン 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
サート 令和3年2月20日（土）市川公民館、
コロナ対策については、使用会場の利用基準を遵
高齢者福祉施設訪問演奏5回位予定
守。今のところ高齢者施設の慰問依頼は全くな
い。東部公民館の文化祭およびふれあいコンサー
トは公民館の判断で中止になる可能性はあるが実
施予定。

地域の活性化やふれあい、健康づくりを目的とした交流事業とし
て本事業を行う。本年で28回目を迎えるこの大会も地域に定着し、
年々ウオーキングを通じて、ふれあいや協力、助け合いの心が醸成
されている。
参加は地域、年齢に関係なく誰でも参加でき、例年多数の親子づ
れやお年寄りなどが参加している。

【実施時期】令和2年10月18日（日）
事務局にて形式審査済。
【対象者】地域・年齢問わず誰でも参加自由
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
【実施場所】
①5kmコース・・・市川消防署～昭和学院～鬼高小学校
②10kmコース・・市川消防署～真間山てこな～鬼高小学校
★ゴールの鬼高小学校校庭では、昼食を囲んで参加者同士が交流。

※今年度 全ての事業を中止とすることから取り下げ

3

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

15

16

17

団体名

32 まちづくり家づくりCafé Ichikawa

33 いくじネットいちかわ

申請
回数

5

5

34 子育て応援メッセ実行委員会

5

事業名

クロマツのある風景市川

事業概要説明

実施時期、方法、場所

良い町に住みたいと思っている市民を対象に私たちがまちづくり
のテーマとしている「まちのみどり環境、街並景観、生活文化の歴
史継承」に沿って、まち歩き＋ガイドマップ作りワークショップ、
展示会、講演会、シンポジウム等を開き、身近な題材を選んでまち
づくりの意義、方法等を共に考える機会を提供して、「まちづくり
は市民それぞれが参加して初めて成り立つ」ことを市民各自が実感
して、住みよいまちづくりに参加する意識の向上と実際に参加する
市民を増やすことを目的とした事業です。

7月より3月まで4回まち歩きと座学の組み合わせ、資料整理と編集7
月から3月、展示会：中央図書館・（環境フェア）（Ecoギャラ
リー）
菅野・市川公民館、I-Link会議室又は市民会館、市川駅南口・市川
中央図書館等

事務局所見および団体への確認事項
事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、事業実施場所の見直し、
ソーシャルディスタンスの確保等を行いながら事
業を行います。

2ヶ月～5ヶ月までのお子さんを初めて育てているお母さん向け 11月、2月（予定）
に、親子一緒に参加してふれあいながら、育児のなかでうれしかっ 市川市教育会館、あじさい保育園まいまいルーム（予定）
たこと、困ったこと、親としての迷いなどを話し合い、これからの
子育てに必要な知識を学ぶ、参加型のプログラムを4回連続で開催
することによって、子連れで外出することに慣れ、子育て仲間を作
親子の絆づくりプログラム り、子育て情報を収集する方法を知るきっかけを作ることを目的と
BP”赤ちゃんがきた！”開 する。
催事業

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

市川市での子育て支援は、行政はじめ民間の団体、サークル活動 5月（ブログ発信）、9月6日（マタニティフェスタ）、12月以降
など活発な取り組みがなされています。しかし、まださまざまな状 （新しい生活様式の子育てイベント）男女共同参画センター、全日
況の家庭にまで、支援や情報が行き届いていなかったり、どう利用 警ホール、コルトンプラザ内コルトンホール
してよいのか戸惑うなど、課題も多いのが現状です。
また、支援者同士の連携が薄く、子育てに悩んでいる人たちが、
その隙間に落ちていってしまう事もあります。そこで、市内の子育
てに関る活動をする人たちが集まり、活動の紹介・交流・体験をす
る事で「子育てを地域みんなで支えあっている」「誰もが子育て支
援できる」「子育ては楽しいという実感が持てる」そんな集いとな
子育て家庭・妊婦さん向け るように「子育て応援メッセ」を毎年5月下旬に開催していまし
イベント開催事業
た。今年は新型コロナウイルスの影響で、イベントは開催できなく
なりましたが、家の中にいながら情報収集できるようにブログ発信
を続けました。妊婦さん向けの「ハッピーマタニティフェスタ」も
例年どおりのイベント形式では、開催できなく、場所を変更し、規
模を縮小して開催します。
「新しい生活様式」に合わせたイベントの在り方を探りながら、
対面式とオンライン混合イベントを企画・開催し、妊娠、出産、子
育てに係わる人たちのネットワークを作ります。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

コロナ対策として、マスク、除菌シートなどを消
耗品に計上しています。

コロナ対策として、マスク、除菌シートなどを消
耗品に計上しています。

子育てに係わる活動をしている人たち向けに、日ごろの課題解決 9月から10月頃コロナ禍での情報提供について、1月から2月頃当事 事務局にて形式審査済。
につながるセミナーを実施し、セミナー受講者がつながりを作るこ 者に寄り添う相談業務。市川市内の公共公民館（全日警ホール棟） 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
とによって、新たな子育て支援施策やサポートを生み出すことを目
コロナ対策として、マスク、除菌シートなどを消
指します。
耗品に計上しています。
18

35

特定非営利活動法人
ネットワーク

いちかわ子育て

5

ステップアップセミナー開
催事業

4

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

団体名

申請
回数

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

行徳地区で子育てを応援する団体・個人と子育て家庭をつなぐイ 11月6日（金）、フェスティバル実施、行徳文化ホールI＆I
ベントを開催し、子育て中の人に情報収集や息抜きの場を提供する
と同時に子育て支援者のネットワーク作りを目指します。

事務局所見および団体への確認事項
事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策として、マスク、除菌シートなどを消
耗品に計上しています。

19

36 子育て交差点実行委員会

5

子育て交差点行徳開催事業

老人ホーム、デイサービスセンター、病院、地域敬老会、こども
館等で民謡･歌・日舞・かっぽれ・フラダンス・手品・小太鼓・
ハーモニカ・皿回し・銭太鼓・南京玉すだれ等の演技披露や施設入
所者の方々と音楽に合わせ軽い体操を楽しく実施

22

24

41 なのはな奉仕会

48 クリーングリーンいちかわ

5

5

高齢者施設への慰問事業

花はいっぱい、ゴミはゼロ
推進事業

老人ホーム、デイサービスセンター、病院、地域敬老会、等の高齢 事務局にて形式審査済。
者が対象です。老人ホーム、デイサービスセンター、病院、地域敬 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
老会等市内の指定された場所で、月５件～８件程度、演技披露す
コロナ感染防止について、訪問先が高齢者施設中
る。
心であることから、リスクのある場合には訪問を
中止する判断としている。
現に、今年度はこれまですべて中止の判断として
いるが、今後についても、感染状況や訪問先との
調整など、その状況により判断していきたい。

文化都市いちかわの名に恥じないよう、美しい清潔なまち、花 令和2年４月～令和3年３月 四季を通じて通年、鬼越・鬼高・南八 事務局にて形式審査済。
いっぱいの緑豊なまちを目指して、鬼越・鬼高・南八幡地域の遊休 幡地域の遊休地、国道、県道、市道
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
地の整備や国道、県道、市道の花壇などに花を植え育てる事業
コロナ対策については、外での事業であり、密に
ならないよう距離を保ちながら、接触を控えなが
ら、事業を行います。

花とハーブの苗を育て、その苗を公園、医療施設、学校などの花 ４月から３月
壇に植えて美化を図り、また、苗をチャリティ販売する活動。
販売収入は新たな花を育てるための資金に回し、活動を持続可能
なものにする。

25

49 梨風苑ガーデニングサークル

5

「花と緑のまち運動」事業

5

大野公園を中心とする市川北部地域

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
過去、審査会から助言のありました「花と緑の財
団」の活用については、財団のホームページを拝
見して、財団の目指すところは私たちのサークル
が目指すものと同じであると感じています。一団
体として財団の活動に貢献したいという気持ちも
ありますし、ご協力いただけるところは是非ご協
力をお願いしたいという考えでおります。
コロナが落ち着いてきて、可能ならば財団の方と
お話をしたいと思っています。
コロナ対策については、外での事業であり、密に
ならないよう距離を保ちながら、接触を控えなが
ら、事業を行います。
感染防止のため、各会員が自宅で苗づくりを行
い、その後公園等に移植。苗の販売は難しいた
め、大野公園にてトレーに並べて無料配布。

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

26

58

団体名

発達に遅れのある子の保育・療育支援
にじの会

申請
回数

5

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

活動の場が限られている思春期以降の発達障がい児・者が、少し
年上や同世代の青年ボランティアから支援を受け、スポーツや外出
余暇活動を充実させ、それに参加する意欲の向上と充実感や達成感
を味わう機会を作るという目標を掲げて活動してきましたが、回数
を重ねるごとに成長が見られ、成果を感じます。
また、参加した若いボランティアから「また参加したい」「ハン
ディーを抱える困難さが理解できた」などの感想を聞く事が多く、
障がい児・者への理解を深めた青年ボランティア達を社会に送りだ
す事で社会貢献の一端を担えたとも思います。今後も父親とは違
メンズクラブ「発達障がい
う、年の近い男性の先悲と接することで、普段味わうことのできな
児・者の宿泊余暇活動支援
い青春の楽しさやソーシャルスキルなども学びながら健全で自立し
事業」
た大人への成長を促すことを目的として1泊2日の宿泊の中でボラン
ティアと共に支援する事業を続けたいと思います。

事務局所見および団体への確認事項

令和2年1月30、31日（1泊2日の宿泊）実施予定 BumB東京スポーツ 事務局にて形式審査済。
文化館、外出余暇活動（美術館、科学館、観覧車乗車など公共施設 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
を活用）→新型コロナウイルス感染防止のため活動の変更、縮小や
※今年度より観覧車利用料が計上。
停止など予定変更あり
場所：お台場
目的：公共施設のルール（列に並ぶ、係員の指示
に従う、安全に配慮するなど）を学ぶ。楽しさを
友人やボランティアと共有、共感する。
効果：さまざまな公共施設のルールを学ぶことで
体験数が増え、社会経験が充実する。友人やボラ
ンティアとの共通の話題を増やす事で交流が濃く
なり、人との会話が苦手な人達にとってコミュニ
ケーションの助けとなる。
コロナ対策については、公共施設のルールにのっ
とり、ソーシャルディスタンスの確保等を行いな
がら事業を行います。マスク、消毒液を消耗品に
計上しています。

27

28

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

5

5

赤レンガ保存活動2020

市川みんなのアート展

市川市国府台2丁目の旧千葉県血清研究所跡地に残る赤レンガ建
築物は、明治初期に建てられた極めて文化財的価値の高い建物で
す。その存在と価値を広く市民・県民に知ってもらい、赤レンガ建
築物とその敷地の保存と有効活用対策を確立するために、行政・学
識経験者・市民による協働の輪を広げていく。
そのための活動として、①市民を対象にした赤レンガ勉強会 ②
研究と研究成果プレゼンテーション ③赤レンガ見学会（予定）を
実施する。

①市民勉強会2020
4回/8か月、市内公民館
②研究と研究成果の作成
Web会議、公民館
③赤レンガ見学会
市川国府台2丁目の旧千葉県血清研究所跡地

多くの市民が芸術活動に参加することで、精神的な生きがいを見 ９月、１２月、１月
出し、市民同士のコミュニティ機能を高めることを目的にしてい
る。
事業内容としては美術と音楽のコラボ展、障碍者アート展やワー
クショップを取り入れ、市民参加型の楽しい事業を企画・実施して
いる。誰でも参加できるように高齢者や障碍者、経済的弱者等、出
品者の経済的負担を軽減する工夫をしている。

64 市川なのはな会

5

動作法による障害児者への
療育事業

6

なお、昨年度特別研究を実施した際の報告書は、
ＨＰに公開中
https://ichikawaredbrick.tumblr.com/
コロナ対策については、事業実施場所の見直し、
ソーシャルディスタンスの確保等を行いながら事
業を行います。

法人事務所（ギャラリー空）

障がい児者が、その家族や支援者とともに動作法を学び、日常的 2020年4月１日～2021年3月31日 １ヶ月に1回 市川市文化会館
により良い身体の使い方を覚え、その後、行動の変容をもらたすこ 和室、市川市ふれあいセンター集会室（2020.10~)
とを継続して促す。
また、援助者においては、動作法の知識・技能を高めることがで
きる。
29

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、開催事業内容の見直し、
ソーシャルディスタンスの確保等を行いながら事
業を行います。また、参加者はマスク着用、会場
入口に消毒液を設置。熱がある方の入場不可。近
距離での会話等を避けるようにＨＰで周知。部屋
の２か所の窓を開けて換気し、一度に入場できる
人数を制限。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、左記に記載のとおり人数
を分けての開催や消毒等の感染防止対策を施した
うえで、事業を実施します。

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

団体名

申請
回数

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

青少年の健全な育成の為に、野外活動を通じて幅広い年齢層と活 令和2年8月12日から16日
動することで「自然」「仲間」「助け合う」「表現」「チャレン 山梨県立ゆずりはら青少年自然の里
ジ」を体験した中から一人ひとりが体得することを目的とする。 棡原13880

30

31

32

33

66 サンシャインクラブ

68 元気！市川会

70

特定非営利活動法人いちかわ市民文化
ネットワーク

73 いちかわ歩こう会

5

5

5

5

〒409-0111

事務局にて形式審査済。
山梨県上野原市 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
野外での活動が中心となりますが、除菌スプレー
等の準備など、コロナ感染防止への対策に配慮し
実施します。

第41回サンシャインクラブ
自然体験キャンプ

①市川駅北口駅前イベントステージによる「街の魅力の向上」を実 令和2年4月～令和3年3月
現 ②市川駅北口シェルター・歩道の美観維持（清掃・手入れ・装
飾）で街の景観劣化防止 ③放送設備・LED文字放送設備の運営で
地域情報・市民力向上を目指した情報の提供 ④自転車運転マナー
向上運動で市民力の向上 ⑤公共交通機関を活用して市川駅及び周
辺以外の市民に対して活動の啓蒙 ⑥市川駅南北口花壇・プラン
千葉県の玄関口に相応し
い、風格・賑わい・活気溢 ターの清掃、手入れ等で景観の維持
れる街づくり

障害のある人もない人も、子どもも大人も、一緒になって創る・
楽しむ「身体遊びワークショップ」です。コロナ禍で閉じこもりが
ちな障がい児・者とその家族に参加を呼びかけ、初歩的な「からだ
遊びワークショップ」を通して、身体と精神を開放し、そこから芸
術的表現への関心を引き出していきます。こうした活動を通して、
「おいで！だいじょうぶだ 地域での「豊かな共生文化」の育成に努めたいと願います。
よ！からだ遊びワーク
ショップ」2020

健康づくりのための”ウ
オーキング実践”

事務局所見および団体への確認事項

市川駅周辺地域

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策においては、感染予防の観点から、企
業や学校等からの協賛を自粛、また人の手を必要
とする生花ではなく造花とするなど、なるべく接
触する機会を減らすなど、事業の見直し等を進め
て実施していく。

令和2年10月4日～令和3年2月28日、13時～16時、毎月2回から4回、 事務局にて形式審査済。
日曜日 実施回数16回
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
須和田の丘支援学校を中心に、やまぶき園、公民館、全日警ホール
コロナ対策においては、参加者の健康と安全を最
などを借用
優先に、ソーシャルディスタンスを保ち、３密を
回避しながら可能な範囲で事業を実施します、

「いちかわ歩こう会」は、過去４回の補助金制度を有効に活用さ 令和2年4月～令和3年3月、毎月1回～2回実施・年間21回実施予定、 事務局にて形式審査済。
せていただき、「健康づくりのための“ウオーキング実践”」は、 ウォーキング実践、江戸川河川敷から一般道（市内一円及び近郊） 例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
４年間で参加者の数は、約一万人以上を超えて参加者の大半の方が
コロナ対策においては、加盟しているNPO法人千葉
毎月の事業（ウオーキング）を大変楽しみにしている。①ウオーキ
県ウォーキング協会からの指針に基づき、マスク
ング年間21回を予定②コースマップ作成③市川市江戸川ツーデー
着用などの基本的な対策に加え、集合解散時の３
マーチへの協力（今年は中止）④事業案内の作成し市川市公民館等
密を避ける、集団ではなく個々人５ｍ間隔を空け
へ配布⑤事業開催のスタート前にコース説明・ストレッチを実施、
て歩くなど、十分に配慮し事業を実施する。
ゴール後は、クーリングダウンで身体を解す。

7

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

34

35

36

38

75

団体名

特定非営利活動法人
会

市川市ユネスコ協

76 リズムパーク

77 NPO法人子育て・教育支援センターピア

85 行徳芝桜の会

申請
回数

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

ユネスコのボランテイア活動を広く市民に理解して頂く目的。 12月15日（土）2月20日（土）
ユネスコは国連の教育科学文化の専門機関で、持続可能な社会の実 男女共同参画センター研修室 予定
現のために活動をしています。ユネスコ市民公開講座では平和・環
境・世界遺産等の演題で専門講師を招きまたワークショップ等で一
般市民にユネスコの活動の理解を深めて、市民レベルで持続可能な
社会の実現の為に何が出来るかを考えて頂く。
5

5

5

5

事務局所見および団体への確認事項
事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、使用する公共施設のルー
ルにのっとり、消毒の実施やソーシャルディスタ
ンスの確保等を行いながら事業を行います。

ユネスコ市民公開講座

障がい、不登校など様々な困難をかかえた子どもが増えており、 11月1日
家族や教育、福祉スタッフは適切な支援方法を求めている。音楽療 全日警ホール
法は日本では社会認知が遅れており専門スタッフも育っていない。
限られた施設や病院で実施されてはいるが、誰もが参加できるコ
ミュニティの実施は少ない。
音楽療法とアフリカンリズ
本事業は独自開発の「音楽療法とアフリカンリズム統合プログラ
ム統合プログラムによる
ム」による地域支援を全国各地で実施し、実績経験を持つ２名の講
ワークショップコンサート 師による、実践的、継続的な研修シリーズである。「自然な感情整
シリーズ
理」「心身の活性化」を促し、人と人の心をつなぐ。他者尊重から
自尊感情の獲得へとつなげ、地域や様々な現場での相互理解が進
み、市民活動の振興に貢献することを目的とする。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

１ 目的：子育てへの負担感を軽減し、子どもの発達を支援し親子 令和2年10月24日（土）11月1日（日）令和3年2月13日
の温かい関係性を構築することで、健全育成を図ることを目的とす アイリンク、市川男女共同参画センター
る。
2 内容：①親子遊び、親同士の交流、親への相談活動 ②子ども
理解への啓発活動③子どもへの療育、発達検査などを行い、公的機
関との連携を図る ④特別支援教育や発達障がいについての教職員
研修や保護者対象の講演会の開催
子育ての負担感を軽減し及
3 効果及び解決される点：①早期に適切な対応をしていくことに
び子どもの発達を支援する
より、子育てに課題を持つ親の支援と発達に課題を抱える子どもの
活動
支援に取り組むことができる。②幼稚園、小、中、高での教師と連
携した対応策を試みることで、子どもの健全育成を図ることができ
る。③親と子、また親子が周囲の人々との温かい関係性を構築して
いくことにより、明るい社会につなげていくことが可能になる。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

芝桜花壇とバラ花壇の再
生、維持管理事業

市や県の管理が十分行き届かない江戸川第二終末処理場内に、芝 ・原則、毎週火曜日９時から１１時
保全活動
桜やその他の花の植栽をし、その管理を行うことにより、街の良好 ・福栄スポーツ広場
・福栄いこいの広場
な景観を形成し、市民のやすらぎの場を提供するとともに、街の活
性化を図ることを目的とする。
この施設は毎月最終月曜日を除き、9時から17時からの解放で駐
車場も広く、スポーツ施設、広場、林道、遊具、水辺など恵まれた
環境の中で、更に四季を通じて花が楽しめる場として、多くの利用
者に喜ばれている。
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コロナ対策については、事業の開催回数を1回のみ
とし、ワークショップ開催の際には公共施設の
ルールにのっとり、ソーシャルディスタンスの確
保等を行います。

コロナ対策については、開催事業内容の見直しを
行い、実際に触れあうような事業は今年度は行い
ません。また、学習会実施の際には公共施設の
ルールにのっとり、ソーシャルディスタンスの確
保等を行いながら事業を行います。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
コロナ対策については、外で行う事業ではありま
すが、密にならないよう距離を保ちながら、接触
を控えながら、事業を行います。

審査会案件以外の団体における、申請内容および事務局の審査結果一覧
事業 団体
件数 NO.

39

44

46

団体名

86 戦争はいやだ！市川市民の会

94 消費者安全ネットいちかわ

100 ＱＰ杯少年野球リーグ

申請
回数

5

3

2

事業名

事業概要説明

実施時期、方法、場所

「日本の平和主義維持は大丈夫か？」「福島原発爆発の原因・責 年5回程度 講演会
任とその被害補償がうやむやになりそう？」「県内に辺野古のよう 文化会館、教育会館、全日警ホール（市民会館）、男女共同参画セ
な新基地建設が計画されたら、どう考え行動できるだろうか？」 ンター、アイリンクルーム等
このような素朴な疑問が広がっていることも確かと思います。そう
した疑問に対応しつつ全ての市民対象に、講演・意見交流や映像の
提供、または情報発信等々の企画によって、今日の政治状況に対す
戦争はいやだ！いのち・人 る理解が広がり、深まることを期待します。そして市民社会の中で
権こそ！
の交流の拡がりも願っております。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

市川市民に関する消費生活保護のため、消費生活意識と認識向上の ワークショップ 8月以降4回開催予定
ため下記事業を行う。
Ilinkルーム、オンライン
キャッシュレス主体にワークショップを行う。
年内3回はZOOM等を活用した遠隔ワークショップ。
年明け以降1回は公共施設利用でワークショップを１回行う。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

市内の小学生を対象にした野球大会を提供することを通じ、小学 令和2年4月～令和3年3月
生が野球の楽しさを感じ、仲間と集う喜びを体験出来るようにする 北方少年広場、大野学園グラウンド
ことにより、小学生の健全育成に寄与することを目指します。

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。

市川市民のしあわせアップ
(消費生活意識向上普及活
動)

102 平田聖徳太子堂友の会

2

コロナ対策については、公共施設のルールにのっ
とり、ソーシャルディスタンス、消毒、体温検査
等、を行いながら事業を実施します。

コロナ対策については、今までの手法を変更しオ
ンラインでワークショップを行います。また、オ
ンラインではない事業を行う際には、公共施設の
ルールにのっとり、ソーシャルディスタンスの確
保等を行いながら事業を行います。

コロナ対策については、市川市少年野球連盟の
ルールに準拠し、事前の体調確認、道具の消毒の
実施などを行いながら事業を行います。

小学生の健全育成を図る野
球大会の開催事業

太古の昔から現在に至るまで続く、市川の歴史の実態を勉強する 9月、12月、3月＠平田聖徳太子堂
とともに、茶道の勉強会を継続的に開催することによって、地域文 10月＠国府台国府跡、下総国分寺
化の理解の増進、地域愛着心の高揚、人格の形成を図ることを目的
とする。

47

事務局所見および団体への確認事項

市川・ひらたの「郷土物
語」と「お茶の会」

事務局にて形式審査済。
例年同様の事業内容及び規模であることを確認。
昨年度、審査会からご助言のあった広報について
は、市の広報「市民の広場」を活用し、幅広く市
民の参加を募るなど、改善を図りながら事業を実
施することを確認。
コロナ対策については、事業実施場所の見直し、
ソーシャルディスタンスの確保等を行いながら事
業を行います。講師はフェイスシールド着用。マ
スク、消毒液等を消耗品に計上しています。
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