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榎戸委員 工藤委員 土屋委員 柳澤委員 岩松委員 大西委員 松井委員 小野委員 鈴木委員 竹中委員

53 1回目の団体 109 フレイル予防健康支援の会

【申し送り事項】
特記事項なし

【主なコロナ対策】
・コロナ対策について、ソーシャル
ディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定
とのことです。

【質疑】
特になし

【意見】
特になし

【質疑】
指導料を１０回支払いその
後はスタッフが対応すると
ありますが、スタッフは指
導者が行った１０回（１０
種類）の内容を繰り返すと
いう事でしょうか。事業内
容が介護保険制度と被る箇
所もあるかと思い、指導の
内容によっては経費の削減
が出来ないかと思いまし
た。

【意見】
なし

【質疑】
なし

【意見】
事務局へ：補助金申請の収
支予算の支出欄にある印刷
製本費に「会報 年３回
30000×３）で申請されて
いますが、これは補助対象
にあたりますか？健康手帳
や三つ折りパンフは分かる
のですが、会報があくまで
も会が例年普通に発行され
ているもので、本事業に結
びついているものでないの
であれば、この金額は外し
た方が良いかと思いまし
た。その辺が分からなかっ
たため確認となります。

【質疑】
参加1回に1000円は、高い
ように思います。交通費・
コロナ対策費・製本代の根
拠が必要と思います。

【意見】
健康支援として、体操とケ
アマッサージとあります。
この内容で、講師12000
円、参加者1000円の設定
は、利益目的のように感じ
ます。
目的の必要性は感じます
が、プログラムを検討し、
もう少し参加しやすい事業
計画が望まれます。

【質疑】
①事業要件として参加費
1,000円20名で2万円事業収
入が見込まれ指導者報酬
6,000円∼12,000円のやり繰
りでき報償費とする補助金
の必要性はどうか（一般的
に健康体操資格指導者の事
業として参加費1,000円で実
施されている）
②報償費の詳細外部資格者
と内部資格者の料金違いと
又報償費の指導料12,000円2
名10回の予定する根拠は
（参加費収入にて対応可能
と思われる）
③ベット、マットなどの使
用備品賃借料は購入するこ
とが費用効率が良いのでは
ないか（一回当たりの使用
料が高すぎる）

【意見】
なし

【質疑】
①指導料とありますが、具
体的にどんな内容の指導
か、また資格等あればお教
えください。
②報償費の交通費は、項目
交通費の欄に記入してもよ
いのではないでしょうか。
③「健康手帳」はどんなも
のですか。

【意見】
なし

【質疑】
資料２－１内(収入・説明)
の事業収入に記載されてい
る２０名は会の参加者単独
ですか？市高連と共同開催
なのでその合計ですか？

【意見】
コロナ対策で市川市役所か
ら出されている公共施設の
利用ルールを守り、開催し
てください。施設の入口で
受付をすると思うので、ワ
クチン接種の確認と未接種
の方へのアナウンスを行っ
て頂きたいと思います。

【質疑】
 ①令和3年度は、7月から9
ケ月間で38回の開催を計画
されていますが、コロナ禍
の中で1回20名の参加者を
集めて、38回開催の目途は
立っていますか。
 ②参加総予定人数760人で
健康手帳100人分予算計上
ですが、過不足はありませ
んか。
 ③イベント備品のレンタル
費用は、4000円×38回
=152,000円 計上されていま
すが、新品で購入した場合
の費用を教えて下さい。

【意見】
なし

【質疑】
１．事業計画書「事業の対象者は誰ですか」欄の１回あたりの参加想定人数
は20人で、「外部講師等への依頼はありますか」欄の１回あたりの参加人数
は25人と異なった記載になっています。
２．事業概要調書「これまでの活動実績」欄のR2．11．28開催イベントの参
加人数が20人で、令和2年度の事業報告2(1)の同日のイベントの参加人数は
28人と異なった記載になっています。
【１，２の質問理由】人数の整合性を確認するため。
３．収支予算書について
①印刷製本費で健康手帳を100作成と計上されていますが、これは新規参加
者用でしょうか。事業の年間参加者は想定760人なので100人以外はリピー
ターという想定ですか。
②印刷製本費で会報作成が単価3万円で3回分計上されていますが、具体的に
版の大きさ、ページ数、作成数、配布先など、どのような「仕様」を想定し
ていますか。
③通信運搬費でDM経費が計上されています。発送回数は記載されていませ
んが、年間１回ですか。時期は初回開催前ですか。
【３の質問理由】補助対象経費の内容及び団体の費用積算の考え方を確認す
るため。

【意見】
〇団体の事業目的や解決したい課題への認識から、事業要件は問題ないもの
と思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇収支予算書の支
出・消耗品費（補助対象経費）で、内訳項目に「その他」の記載がありま
す。補助対象経費の場合、原則「その他」には具体的な内容・品名等の補記
載が必要と思います。今回の場合は「その他」の金額にかかわらず補助対象
限度額になっていますので、このままでよいですが。

【質疑】
Q1.市川市主催の「高齢者クラブ連合会催し」も7月開催分イ
ベントが、中止決定されている中、今回計画（年38回）して
いるイベントは計画通り実施できそうですか？
Q2.印刷製本費（健康手帳100人分）とは、（1回20人参加）
×38回開催＝延べ760人参加するとして、1開催あたり、2-3
人（100人÷38回）程度しか、新規参加者を見込んでいない
（あとは固定会員）ということでしょうか？　もしそうであ
れば、「団体要件」との関係性はどうなりますか？
Q3.開催場所はどの程度の広さでしょうか？1開催あたり20人
参加となりますと、密を避けるためにも、相当な広さが必要
なきがします。

【意見】
事業収入（＝760000）に関して、Q1.各回、コンスタントに
20名分の収入は可能でしょうか？（参加人数の確実性は？）
Q2.収入の増減（1000円×20名×38開催）により、支出の大
半を占める、報償費の支出額にも影響し、補助金の支出総額
にも影響しかねないと思われる。今回補助金（300000円）
を確定させるには、その算出根拠となっている収入算出に、
不確定要素が多すぎるのではないかと危惧します。

※各回答につきましては、別紙にとりまとめました
のでご確認をお願いいたします。

【①対象団体であるかの視点から】
　ガイドブックP.３～４における市民活動団体の要件を満たしております。
【②対象事業であるかの視点から】
　ガイドブックP.5～６における事業要件および実施基準を満たしております。
【③解決したい課題における視点から】
　申請書の内容において、ガイドブックP.5の対象事業の実施基準（１）「市の税
金を使って補助金を出すのにふさわしい市民の理解が得られる事業」を満たしてお
ります。
・事業実施団体として
　　∟市民が日頃の生活の中で抱えている課題や問題を、自主的自発的に解決、
 　　　改善する
・事業に参加する市民として
　　∟地域の課題や問題が解決されると感じられる
【④対象が市民になっているか】
　市民を対象にしております。
【⑤財政的自立の視点から】
　事業としては赤字を見込む規模であるとのことから、自立面において補助対象に
なるものと認識しております。

　

申請
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事業
番号

令和３年度　市川市市民活動団体事業補助金申請（二次募集）　審査事業一覧表　（質疑への回答一覧）

団体名
団体
番号

団体への確認内容または事務局からの回答 新規事業における交付可否に係る各項目の事務局における認識
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。)

申請時、審査会への申し送り事項



フレイル予防健康支援の会 委員質疑への回答

【工藤委員】 
指導料を１０回支払いその後はスタッフが対応するとありますが、スタッフは指導者が

行った１０回（１０種類）の内容を繰り返すという事でしょうか。事業内容が介護保険制度
と被る箇所もあるかと思い、指導の内容によっては経費の削減が出来ないかと思いました。 
団体回答 
実施内容は内部講師、外部講師で同様の内容を行います。できる限りスタッフ内で開催し

ますが、日程調整が難しい場合、10 回程度の外部指導者の応援要請で計画しています。 
フレイル予防健康支援として、健康サポート（体づくり、体のケア）活動を通じて、介護

保険や医療保険に頼る時期を先延ばしできるよう、「健康寿命を伸ばす」事を目的とした事
業となります。 

【土屋委員】 
事務局へ：補助金申請の収支予算の支出欄にある印刷製本費に「会報 年３回 30000×３）
で申請されていますが、これは補助対象にあたりますか？健康手帳や三つ折りパンフは分
かるのですが、会報があくまでも会が例年普通に発行されているもので、本事業に結びつい
ているものでないのであれば、この金額は外した方が良いかと思いました。その辺が分から
なかったため確認となります。 
事務局 
会報は地域団体及び参加者などの個人へ配布を予定しており、多くの方々への活動を周

知するための情報誌として当事業で活用予定とのことです。 

【柳澤委員】    
参加 1 回に 1000 円は、高いように思います。交通費・コロナ対策費・製本代の根拠が必要と

思います。 
【意見】 
健康支援として、体操とケアマッサージとあります。 
この内容で、講師 12000 円、参加者 1000 円の設定は、利益目的のように感じます。 
目的の必要性は感じますが、プログラムを検討し、もう少し参加しやすい事業計画が望まれます。 

団体回答 
体操 90 分 10人以上で参加費 1 人 1,000 円 
マッサージ 20 分 6 人 参加費 1 人 1,000 円（最低履行人数１６名で 16000 円） 
内部スタッフ指導者の場合  6000 円×２名＝12,000円 
外部指導者の場合 12000 円×２名＝24,000円 
その他の経費を考えると、参加費 1,000 円が最安値であり、妥当であると考えています。 
事務局 
各補助対象経費の詳細については下記の通りとなります。 
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交通費は駐車場代 1,000円×38 回＝38,000円、電車・バス代が 1,000円×28 回＝28,000
円の計 66,000 円 
コロナ対策用消耗品は 1,000円×38 回＝38,000 円、 
印刷製本費については健康手帳 300 円×100 冊、三つ折りパンフ 150 円×100 枚、会報

30,000×3回の計 135,000 円となります。 
当 該団体は今年度初めての申請となることから、今年度予想される経費を想定して計上
していただいております。事業終了後、実績報告の際に実績に基づき精算を行っていただき
ます。 
 
【岩松委員】                                      
①事業要件として参加費 1,000 円 20 名で 2 万円事業収入が見込まれ指導者報酬 6,000 円
∼12,000 円のやり繰りでき報償費とする補助金の必要性はどうか（一般的に健康体操資格指
導者の事業として参加費 1,000 円で実施されている） 
団体回答 
最低履行人数 健康体操１０名 マッサージ６名 計１６名で16000円、参加者２０名で、

かかる経費を計算すると収支ゼロですが、外部指導者の場合、12000 円×２名 24,000 円 
の指導料を支払うと赤字となってしまうことから補助金を申請いたしました。 
 
②報償費の詳細外部資格者と内部資格者の料金違いと又報償費の指導料 12,000 円 2 名 10
回の予定する根拠は（参加費収入にて対応可能と思われる） 
団体回答 
内部スタッフは、できる限りボランティアとして指導料を安価で行おうと考えているこ

とから、報償費が異なっています。スタッフがスケジュール的に対応できない場合を考え、
１０回程度は外部スタッフへ依頼することを想定しています。 
 
③ベッド、マットなどの使用備品賃借料は購入するほうが費用効率が良いのではないか（一
回当たりの使用料が高すぎる） 
団体回答 
購入した場合 マッサージベット６万～８万、枕、タオル、などで約２万、ヨガマット  

２０枚購入 3万、ロコモ度テスト機材で約７万の計２０万程度経費がかかります。 
レンタルの場合は一般的には、マッサージベット他一式で１日 5,000 円～、ヨガマット、

１日５００円×枚数、ロコモ度テスト機材で１週間 8 万円～かかりますが、今回は個人の
方からお借りすることから、一回 4,000 円という安価な値段で借りることが出来る予定で
す。  
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【大西委員】                                       
①指導料とありますが、具体的にどんな内容の指導か、また資格等あればお教えください。 
団体回答 
健康運動指導士・整体師・・フレイル予防体操 ストレッチ 脳トレ ロコモ度テスト 
整体師・マッサージ師・・すっきり整体 認知予防ヘッドマッサージ  
②報償費の交通費は、項目交通費の欄に記入してもよいのではないでしょうか。 
事務局 
外部の方へお支払いする交通費については、報償費へ含めていただくようお伝えしてお

ります。 
③「健康手帳」はどんなものですか。 
団体回答 
参加者個人の体チェックデーターの記録、イベントに参加した方々が、数値を記録し体の

改善目標を可視化する為の手帳です。健康管理を健康手帳でデーター管理できるもので、普
段での運動の仕方図解、セルフケア体のほぐし図解、食事と栄養などを紹介します 
 
【松井委員】                                    
資料２－１内(収入・説明)の事業収入に記載されている２０名は会の参加者単独ですか？

市高連と共同開催なのでその合計ですか？ 
団体回答 
市高連や、地域の活動団体など、それぞれに声かけし集まっていただく参加者です。 
各、開催毎に２０名の参加者を期待しています。 活動団体ごとの開催がほとんどです。 

【意見】 
コロナ対策で市川市役所から出されている公共施設の利用ルールを守り、開催してくだ

さい。施設の入口で受付をすると思うので、ワクチン接種の確認と未接種の方へのアナウン
スを行って頂きたいと思います。 
 
【小野委員】                                     
 ①令和 3 年度は、7 月から 9 ケ月間で 38 回の開催を計画されていますが、コロナ禍の中
で 1回 20 名の参加者を集め、38回開催の目途は立っていますか。 

団体回答 
コロナ禍の為、開催回数は少なくなると想定しています。 
広報活動をしてみないとわかりませんが、慎重にコロナ禍を考慮して活動をしております。 

 ②参加総予定人数 760 人で健康手帳 100 人分予算計上ですが、過不足はありませんか。 
団体回答 
一回限りの参加ではなく定期的に継続して参加（リピート）して頂き、フレイル予防、健

康を指導する事が目的です。まずは１００人分の手帳を配布完了することが目標です。 
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 ③イベント備品のレンタル費用は、4000 円×38 回=152,000 円 計上されていますが、新
品で購入した場合の費用を教えて下さい。 
団体回答 
購入した場合 マッサージベット６万～８万、枕、タオル、などで約２万、ヨガマット  

２０枚購入 3万、ロコモ度テスト機材で約７万の計２０万程度経費がかかります。 
 
【鈴木委員】                                    
１．事業計画書「事業の対象者は誰ですか」欄の１回あたりの参加想定人数は 20 人で、「外
部講師等への依頼はありますか」欄の１回あたりの参加人数は 25 人と異なった記載になっ
ています。                                                                                                                     
事務局 
人数の記載に誤りがありましたので、参加する市民の人数１０日１回２０人２００人

へ添付の通り修正させていただきます。 
２．事業概要調書「これまでの活動実績」欄の R2．11．28 開催イベントの参加人数が 20
人で、令和 2 年度の事業報告 2(1)の同日のイベントの参加人数は 28 人と異なった記載にな
っています。                                                               
事務局 
「これまでの活動実績」に記載の誤りがありました。 
11 月 28 日 参加人数２８名、12 月 2 日開催はコロナ禍で中止とのことでしたので、添付
の通り修正させていただきます。 
３．収支予算書について                                                                                                             
①印刷製本費で健康手帳を 100 作成と計上されていますが、これは新規参加者用でしょう
か。事業の年間参加者は想定 760 人なので 100 人以外はリピーターという想定ですか。   
団体回答 
新規参加者に配布します。一回限りの参加ではなく定期的に継続して参加（リピート）し

て頂き、フレイル予防、健康を指導する事が目的です。 
②印刷製本費で会報作成が単価 3万円で 3回分計上されていますが、具体的に版の大きさ、
ページ数、作成数、配布先など、どのような「仕様」を想定していますか。 
団体回答 
体づくり体操、体のほぐしマッサージ体験などや、活動状況を写真にて紹介する情報誌と

考え予算３万円で企画中となります。（写真編集コスト検討中） 
配布先としては地域団体及び参加者などの個人を予定しており、多くの方々に周知するた
めの情報誌として活用予定です。 
③通信運搬費で DM経費が計上されています。発送回数は記載されていませんが、年間１
回ですか。時期は初回開催前ですか。  
団体回答 
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DM 経費については 3 回発送を見込んでいます。        
【意見】 
〇団体の事業目的や解決したい課題への認識から、事業要件は問題ないものと思います。                   
〇収支予算書の支出・消耗品費（補助対象経費）で、内訳項目に「その他」の記載がありま
す。補助対象経費の場合、原則「その他」には具体的な内容・品名等の補記載が必要と思い
ます。今回の場合は「その他」の金額にかかわらず補助対象限度額になっていますので、こ
のままでよいですが。                                      
事務局 
消耗品の「その他」内容について団体に確認を行いました。消耗品については未確定な 

部分もありますが、掃除道具や衛生用品などを見込んで計上しているとのことです。 
 
【竹中委員】                                     
Q1.市川市主催の「高齢者クラブ連合会催」も 7月開催分イベントが、中止決定されている
中、今回計画（年 38 回）しているイベントは計画通り実施できそうですか？ 
団体回答 
コロナ禍の為、開催回数は少なくなると想定しています。 
広報活動をしてみないとわかりませんが、慎重にコロナ禍を考慮して参加者及びスタッ

フの無理のない活動を行います。 
Q2.印刷製本費（健康手帳 100 人分）とは、（1 回 20 人参加）×38 回開催＝延べ 760 人参
加するとして、1開催あたり、2-3人（100 人÷38 回）程度しか、新規参加者を見込んでい
ない（あとは固定会員）ということでしょうか？もしそうであれば、「団体要件」との関係
性はどうなりますか？ 
団体回答 
健康管理手帳は、継続して参加してくださる方を観察しながら指導し、対象者に健康への取り

組みを楽しんで頂くためのものです。100 人の配布を予定する（延べ参加人数 760 人の内 100
人）の想定は、 
・1 会場参加人数 20 人、5 会場（参加者が来場しやすいように地区を選定する）予定で、リピ
ートの方と新たに参加される方の垣根なく案内と募集を行い、延べ 100 人の参加者が参加して
下さることを期待しています。 
・1 会場につき月 1 回開催し継続参加対象を推進してまいります。 
・1 会場（地区単位）1 回 20 名は会場からして限度人数であると思いますし、実際はそれより
も参加人数が少ない可能性もあります。 
 また月 5 会場以上の開催は、現時点では会場及び指導者の確保に限界があり、開催しながら検
討してまいりたいと思います。 
 広く市民へは１会場当り（地区単位）で、地域の団体等に「フレイル予防健康支援・健康サポ
ート」参加呼びかけでの計画しており、参加希望者数はプレ開催での反応を参考としています。
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関心を高める為に実施体験情報を会報にて編集し発信予定です。 
事務局 
団体要件について 
当事業は広く一般市民に参加を呼びかけるものであり、フレイル予防健康支援の会の会

員に向けた事業ではないことから、団体要件上は問題がありません。会員内部に向けた活動
が半分を超えているような場合については団体要件を満たしていないことになります。 
 
Q3.開催場所はどの程度の広さでしょうか？1 開催あたり 20 人参加となりますと、密を避
けるためにも、相当な広さが必要なきがします。 
団体回答 
開催場所は参加人数の収容受け入れ可能な場所を探します。公民館や自治会館を予定し

ています。 
 

【意見】 
事業収入（＝760000）に関して、Q1.各回、コンスタントに 20 名分の収入は可能でしょう
か？（参加人数の確実性は？） 
団体回答 
２０名は希望参加人数ですので、コンスタントに来場していただけるかどうかわかりま

せん。 
広告宣伝に力を入れて、沢山の方々に来場して頂けるよう努めていきます。 

 
Q2.収入の増減（1000 円×20 名×38開催）により、支出の大半を占める、報償費の支出額
にも影響し、補助金の支出総額にも影響しかねないと思われる。今回補助金（300000 円）
を確定させるには、その算出根拠となっている収入算出に、不確定要素が多すぎるのではな
いかと危惧します。 
事務局 
今回初めての申請となることから、過去２回の開催実績に基づいて申請をされておりま

す。実際に事業を１年間実施していただき、実績報告において精算、次年度への申請時には
より実績にもとづいた申請としていただきます。 
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継続団体申請内容および審査結果一覧

事業
件数

団体
NO.

団体
分野

事業
分野

団体名 回数 事業名 前年度　指摘事項 事業概要説明 実施時期、方法、場所 事務局所見及び団体確認事項

34 5 13 13 すがの会 5 高齢者がこども達の健全な心を育てる事業 なし

　“育てようこども達、大切にしようねお年寄り"をスローガンに、高齢になっても今までに培ってきた経験や知
恵、技術そして心を、次世代を担うこども達に伝承し、少しでも役立つ生き方に生き甲斐を持って活動する事を目
的としている。
　具体的な活動としては、市川民話と歴史の紙芝居と語り、星空観望とミニコンサートにおけるプロの音楽家によ
る演奏と星空案内人による天体観測の指導、すがの小フェスタにおける茶道の指導により日本文化に接する機会の
提供を行っている。これらの活動により地域や学校でのこども達との交流を通して、高齢者自身も生き甲斐を見つ
け、その事がこども達の健全な育成に役立つという循環を生んでいる。長い間続けることでこの地域に定着し、ど
の行事も地域の多くの人々の協力を得て進めることができている。
　地域住民の連帯感が希薄になりつつある現在、これらの活動を通じて、こども達や高齢者を取り巻く環境がより
良い姿になる事を期待している。

①市川の民話と歴史の紙芝居と語り：随時
②星空観望とミニコンサート：12月の土曜日
③すがのフェスタ：11月

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

35 6 1 1 さかなちゃんクラブ 6 心身障がい児・心身障がい者のための水泳療育 なし 　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活動による心身の成長促進を図る。
年間18回（契約施設と日程調整）程度、ルネッサンス浦安
※市内ではプール全面を借りられる施設がないため。

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

36 17 1 1 特定非営利活動法人ニッポンアクティブライフクラブ市川拠点「ナルク市川」 6 「市民公開講座」事業 なし
　地域でいきいきと活動するシニアや女性を中心に多くの市民の自立を支援する講座。医療・介護・福祉の最新の
情報やボランティア活動のための実践的なノウハウ、楽しいイベントなどを企画して定期的に提供する。今年は特
にコロナ禍で外出自粛生活が続く中で万全の予防対策を行って外出を促す講座としたい。

令和3年7月～3月毎月1回以上。
全日警ホール、男女共同参画センターで開催

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

37 23 6 6 着物リメイク研究会 6 着物リメイク講習会および市民ファッションショー開催事業 なし

　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を習得できる。
　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。

ファッションショーは令和3年１１月６日１４時～１５時、全日警ホール
で実施。
講習会は7月10日、24日、令和4年2月×2回を予定。

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

38 29 6 6 東部マンドリーノ 6 マンドリン演奏による、地域の文化活動推進事業 なし
　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。

東部公民館文化祭　   10月23日（土）東部公民館
ふれあいコンサート　2月26日（土）東部公民館
高齢者福祉施設訪問演奏5回位予定

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

39 32 3 3 まちづくり家づくりCafé Ichikawa 6 クロマツのある風景市川2021 なし

　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。

・まちCaféシリーズ：7月より3月まで5回まち歩きと座学の組み合わせて
行う予定
・展示会：ECOギャラリー、駅南図書館展示等スケジュールに合わせ
て。

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

40 43 6 6 市川写真家協会 5 第17回市川フォトフェスティバル2021 なし

　市川在校小学生が撮った市川の展示と、市民が撮った市川を来場市民が投票で選ぶ「見つけた！私の市川」「懐
かしい市川」の写真展。
①「見つけた！私の市川」写真展
　期間中に公募作品への市民の投票により上位作品を選出。上位作品はアイリンクタウン４５F展望室および道の駅
いちかわで展示する。
②「懐かしい市川」写真展示
　収集または提供を受けた市川の古い写真を展示、当フェスティバルを通して「市川」を市内外にアピールすると
ともに一般家庭に眠っている貴重な写真の掘り起こしとアーカイブにつとめる。
③市川写真家協会会員と傘下クラブ会員の写真展示
　写真技術の向上と写真文化発展のため、写真作品を展示する。

令和3年11月～令和4年1月
芳澤ガーデンギャラリー、アイリンクタウン45F、道の駅いちかわ

事務局にて形式審査済。
昨年度は規模を縮小し、補助金を活用せずに開催、今回の申請は、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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

41 45 13 13 市川児童合唱団 5 「ひびけ！とどけ！子どもらの歌声、市川の街に」事業 なし
　「市川児童合唱団/第4６回定期演奏会」の上演という、総合的な舞台作品の創造を通じて、歌い踊り演じる喜び
と表現の可能性を具現化し、演者であるこども達の情操の涵養と地域文化の向上を目指します。

令和３年９月２３日（木・祝）　全日警ホール

事務局にて形式審査済。
昨年度は会員向けのみの活動に限定、今回の申請は、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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

42 49 3 3 梨風苑ガーデニングサークル 6 「花と緑のまち運動」事業 なし
　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。

４月から３月　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。
コロナ対策について、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

43 59 3 3 赤レンガをいかす会 6 赤レンガ保存活動2021 なし

　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勉強会2021/07～2022/03（5回）　②赤レンガ研究成果中間発表展示（駅南図書館11
月中）　③赤レンガ研究成果発表シンポジウム2021＋成果発表会④赤レンガ見学会（予定）を実施する。

①市民勉強会2021
5回、Zoomによるオンライン形式
②研究成果展示発表
11月
③研究成果発表会
3月、Zoomによるオンライン形式（状況によっては会議室）

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

44 60 6 6 特定非営利活動法人アート・空の会 6 市川みんなのアート展 なし

　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。

９月、１１月、１月　法人事務所（ギャラリー空）

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。
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45 64 1 1 市川なのはな会 6 動作法による障害児者への療育事業 なし
　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。

2021年4月１日～2022年3月31日　１ヶ月に1回
市川市ふれあいセンター集会室

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

46 66 1 1 サンシャインクラブ 6 第42回サンシャインクラブ自然体験キャンプ なし
　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動することで「自然」「仲間」「助け合う」
「表現」「チャレンジ」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。

令和3年8月11日から15日
山梨県立八ヶ岳少年自然の家
〒407-0301　山梨県北杜市高根町清里3545

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

47 86 10 10 戦争はいやだ！市川市民の会 6 戦争はいやだ！いのち・人権こそ！ なし
　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、見聞・思考する機会を設けることによっ
て、現実社会に生起する諸課題に主体的になっていける契機の1つとなり、今日の政治状況に対する理解が広がり、
深まることを期待します。そして市民社会の中での交流の拡がりも願っております。

年5回程度　講演会
文化会館、教育会館、勤労福祉センター等

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

48 88 7 7 ぼっけ生きもの倶楽部 5 大柏川第一調節池緑地の自然環境保全・再生活動 なし

　自然環境を復元・保全すると共に、自然に関連する物・情報を通して、地域文化の発展に寄与することを目的と
する。大柏川第一調整池緑地は、単に洪水被害の対策だけでなく、自然に触れ合える空間、人々が憩える水辺とな
るよう人工的に造成された場所である。
　地域の貴重な水と緑の財産として保全していくとともに、市民が自然と触れ合う場所としての適切な維持管理が
必要である。そのためには、生物多様性などを考慮した草刈り計画図の作成、定期的な草刈り、剪定、外来生物の
駆除に加え希少種の保全と再生が必要である。

通年　、　保全活動　、　大柏川第一調整池緑地

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

49 91 13 13 ASB 5 家族向け野外活動や伝承遊びの普及事業 なし

　野外活動（キャンプ場で行うイベント）と工作教室を開催することにより子供達に遊ぶ楽しさを提供すると共に
親御さんのコミュニケーションの場を提供し、キャンプの楽しさやものを作る楽しさを知ってほしいと思い企画し
ています。過去の活動を振り返りますと、工作教室に参加された皆さんから工具を使っておもちゃを作る楽しさが
伝わったと共感していただき、野外活動でも日頃体験できない事や実生活でも活用できそうなことがあるので参考
になるというご意見を頂いています

８月野外活動：市民キャンプ場
１月工作教室：市川駅南公民館

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

50 100 13 13 ＱＰ杯少年野球リーグ 3 小学生の健全育成を図る野球大会の開催事業 なし
　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。

令和3年4月～令和4年3月
北方少年広場、大野学園グラウンド

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

51 102 6 6 平田聖徳太子堂友の会 3 市川・ひらたの「郷土物語」と「お茶の会」 なし
　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。

7月（＠平田集会場）、9月（＠歴史見学会等の会場）、11月（＠平田集
会場）、3月（＠平田聖徳太子堂）
※コロナの状況によって平田集会所に変更する可能性あり

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。

52 103 13 13 三世代の親睦交流支援の会 2 子供、子育て世代、高齢者　交流支援事業 なし
・子育て世代、学童、高齢者を対象に親睦・体験・遊び等の場（機会）つくりを行う
・こどもと高齢者との交流親睦の場つくり、おとなたちの親睦交流の場つくり等を通じてお互いの繋がりを促進
し、安全なまちづくりを推進及びこどもの健全育成を図る

令和3年9月、11月、令和4年1月　近隣自治会館及び公共施設

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、ソーシャルディスタンス・消毒・マスク・検温
などの基本的な予防対策を実施予定とのことです。
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団体名 確認「チェック事項のお願い」 事務局・団体からの回答 
【事業 34】 
No.すがの会 

①市民民話と歴史紙芝居と語り、地域団体への働きかけか
ら、定例会場/定例開催はありますか・・活動成果 
②茶道クラブの児童参加者は 1 回何人位・・定員数 

①・毎月第 1、第 4 金曜日に紙芝居と語りの勉強会 
 ・毎月第 3木曜日に講師を招いて歴史の勉強会 
 上記活動を、菅野公民館にて実施予定でありますが、コロ
ナ禍であるため定期的な開催は出来ておりません。 
その代わりに、市川の民話と歴史の紙芝居（すがの会が制

作，語り、演出）の「奉免の常盤井姫」が菅野公民館の自主
講座として次回に使われる事になり、安楽寺の撮影など６
月初めに仕上がりました。とても良いものが出来ると思い
ます。 
３か月ほど使用されるようです。対面が難しい世の中で私
たちが DVD に作った事が小学校でも使用してくれるよう
になりました。若い人が絵をかいてみたいとでてきました
ので現在進行中です。 
なお、菅野小の大会議室の一角に、地域の図書館（よみっこ
文庫）を毎月第 2火曜日、第 4 火曜日に開いています。 
よみっこ運動実行委員、地区社協、すがの会のメンバーでサ
ロンを進めています。休み時間や学校帰りに子ども達が来
たり、地域の親子、高齢者など、です。コロナが収まりまし
たらこの場所もすがの会の理念である高齢者とこどもたち
とのすてきなふれあいの場になる事でしょう。今の世の中
高齢者も子ども達もとても変わってきています。ボランテ
ィア活動は、ふれあいが出来ない中で何が出来るかをみん
なで知恵を出していく事が大事です。心のふれあいをどの
ようにつなげるかを考えていきましょう。 
②茶道クラブの児童は 15名です。担任教師１名、と指導者
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1 名、補助 1名の 18 名で行っています。すがのフェスタで
は、茶道クラブの児童と菅野小学校 PTAとともに茶席を設
けて、約 130 名の児童に抹茶を立てて、作法の指導をして
おります。こちらの活動もコロナの状況によっては縮小・中
止等を検討していかなければなりません。 

【事業 35】 
No.6さかなちゃんクラ
ブ 

①社会福祉協議会・ボランティア登録に水泳指導者などの 
技術指導者登録要請はしていますか 

現在のところ登録要請は行っておりません。過去にボラン
ティア募集を行い、参加していただいた方々が現在まで一
緒に活動を行っております。今後は社会福祉協議会のボラ
ンティアも検討しつつ事業を行ってまいりたいと思いま
す。 

【事業 37】 
No.23 着物リメイク研
究会 

①講習会（7月/10 日、24 日・翌年 2月）開催告知（参加者
案内）はどんな方法でされましたか？又される内容は 

7 月の広報いちかわに掲載して参加者案内を行います。ま
た、2 月についても広報いちかわにて周知を予定しておりま
す。 

【事業 38】 
No.29 東部マンドリー
ノ 

①高齢者福祉施設訪問予定先はどこですか？ コロナ禍であり、具体的な訪問先は決まっておりません。施
設からの演奏依頼があれば、即対応していきたいと思って
おります。 
市内の高齢者福祉施設に積極的に生演奏の聴く楽しさ癒し
さを宣伝し、ボランティア演奏活動 として、少しでも多く
の高齢者福祉施設の皆様に満足していただきたいと思って
おります。  

【事業 39】 
No.32 まちづくり家づ
くり 

①まち café シリーズ参加者の年齢構成と活動実績の成果を
教えて下さい 

9 月：クロマツに命名・・・ 
・数か所の見どころにあるクロマツ、その周りの景観などに
命名する行為を通じてクロマツの重要さを理解した。 
・50～70 才台が中心 12 名、80 才以上 3 名、40 才台 2名子
連れ、20 才台学生 1 名 
11 月 大門小祭り 
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・通行人が立ち寄って覗いてゆく、親子連れで松ぼっくりけ
ん玉、松ぼっくり釣魚釣りなどの手作り玩具で楽しむ一刻
の楽しみと一瞬でも童心に帰り自然のもので遊ぶ楽しさを
思い出してくれていた。 
・クロマツと生活を結びつける活動、活動団体への理解を高
めた。 
・年齢層の記録はしていないが、子連れの家族 10組ぐらい、
一般 40 名位 
11 月 市川のシンボルだった「三本松」を復興・・・ 
・地蔵山を中心にクロマツの歴史、シンボル性、減少してい
る状況などについて学習、三本松を復興するなら場所はど
こが良いかなどを考えてみた。 
・40～60 才台が 7 名、60～70 才台 10名，80 才以上 3名、
20 才台学生 1名 
3 月 法華経寺かいわいの地形・・・ 
・微地形の変化が景観に及ぼす変化の面白さについて学ん
だ。 
・40～60 才台が 8 名、60～70 才台 9 名，80 才以上 4名、 
多少食い違いがあるかも知れないが概ね以上のとおりで 
す。若者を誘いたいと思っていますがなかなか難しい。 

【事業 40】 
No.43市川写真家協会 

①2021 年 17 回フェステバル出品数から開催成果として伸
びていますか（公募作品・参加者等） 

一般の部については、補助金を受給し始めた 2012 年の応募
数 98 から 2019 年の 200 となり、大きな期間でみれば倍にな
っています。小学生の部については、展示スペースの都合から、
当初 L 判での応募を２L 判に変更して参加数の減少を狙いま
した。それでも平均 1300 程度の応募があり、市内で一番大き
な展示施設をもってしてもギリギリの数となっています。 
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スペースや予算、作業人員との関係上、単に数が増えればよ
いというものでもないと考えており、一般の部については、
SNS などの広報の効果が感じられ嬉しい反面、展示上はかなり
限界に近いと捉えております。  
 今年は、ふたを開けてみなければわからないのが実情です
が、写真界としては、集合せず個別に閲覧できる写真展は勢い
を落としておりません。実力を試したい方は多くいらっしゃる
一方で出かけられずに撮影欲を落としている方もいます。様々
勘案し、一般の部の応募数を 150 と見込んで予算を立てており
ます。まあた、文化会館の改修工事により、芳澤ガーデンギャ
ラリーを使用します。展示面積がぐっと減ってしまうため、正
直なところ応募数が 2019 年を上回ると展示しきれない可能性
があり、例年行っていた、昔の市川の写真や IPPS 会員、クラ
ブ会員の展示も割愛することにしました。初めての会場になる
ため、かなり工夫を要すると思っております。 

【事業 41】 
No.45市川児童合唱団 

①地域開催等開催地区を増やす考えはありますか 定期演奏会については年１回で開催地区を増やす等の予定
はありません。別事業において市内で慰問などの活動等を
行っています。 

【事業 42】 
No.49 梨風苑ガーデニ
ングサークル 

①公園、医療施設、学校など実施した相手先を教えて下さい、 
又、チャリティー販売の実績はどの位ですか 

私どもが作った苗は 
・大野公園 ( https://goo.gl/maps/nKjxaXRhna7q7zQu9 )  
・梨風苑と高塚団地を結ぶ階段の西側花壇 
・梨風苑の北側にある緑地
( https://goo.gl/maps/HSB1efPMHVcbHmc38 ) 
・よつば接骨院角の花壇 
に植えています。 
2020年度は花まつりがすべて中止になってしまったため、
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苗の販売はほとんどできなかったのですが、 
・シソの苗の無料配布 
・菊の鑑賞会の際に飾った大鉢の菊やハーブの苗を希望者
に販売しました。（売り上げ 4,500円） 

【事業 46】 
No.66 サンシャインク
ラブ 

①8月実施予定の参加者は何人くらいになりますか 
②過去の参加者平均数はどの位ですか 

①現時点の応募数は 10 名です。締切は 7 月上旬ですが、例
年通り 35～40 名の参加を想定しています。 
②過去 5 年の平均 38 名、過去 10 年の平均 30 名となりま
す。 

【事業 47】 
No.86 戦争はいやだ!市
川市民の会 

①講演会参加者の年齢層教えて下さい、又、市外、県外での
活動団体はありますか 

主な参加者の年齢層は 50～70 代がメインとなります。ま
た、市外や県外での活動はありません。 

【事業 49】 
No.91ＡＳＢ 

①参加呼びかけでの効果の良かったことは何ですか ホームページやフェイスブックページを活用して情報を更新
していますが残念ながら結果に結びついてる要因にはなって
いません。 
 市民まつりに参加して鉄砲で遊んでもらって遊んでいただき 
実際に作ってみませんかと投げかけて案内を送付しているの
で工作教室を開催するにしても毎回初参加の方がほとんどで
す。前回の市民まつり（２０１９年）の呼びかけにより工作教
室を開催出来ましたが２０２０年度はお知らせの手紙を送付
したものの参加はありませんでした。 
 また、野外教室に関しても工作教室を開催した時にアナウン
スを行い参加を募ってリピート参加者との連絡を密にしてい
たこともあって実現にこぎつけましたが参加家族は４家族に
とどまりました。 
 以上の傾向を鑑みても市民まつりが開催されるのと中止にな
るのとでは実際に遊んで作る楽しさを宣伝する効果は歴然と
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した差が出てしまっています。 
市民まつりでの宣伝効果の大きさは計り知れないのが現状で
す。今年の市民まつりは開催されるかも不透明なだけに危惧し
ている最大要素です。ホームページを閲覧してくださってる
方々も市民まつりに参加してくださってる方が主なので市民
まつりの参加不参加で大きく違っているのが現状です。現時点
での広報活動のきっかけが失われいるだけに痛手になってい
るため市民まつりが開催されなければ会としての活動にも赤
信号が出ています  
今のところの現状は以上です。市川市民をメインターゲットに
しているだけに市民まつりが開催されることを 
祈っています。 

【事業 50】 
No.100ｑｐ杯少年野球
リーグ 

①参加チームは増えていますか又指導者間のコミュニケー
ションは行っていますか（どのようにされていますか） 

参加チーム数は減少してしまっています。 
指導者間のコミュニケーションは SNS（LINEグループ）や
メールを活用し行っております。 
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