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6

5回目の団体＋

その他事務局が

必要と認める団

体

24 NPO法人歌のボランティア・いちかわシャンテ

【申し送り事項】

・事業実施方法について

福祉施設への訪問を前提とした事業から、事前収録したDVDを作成し、施設へ配付する事業へと形態を変更したことに伴い、

DVD作成に係る費用支出が中心となった。

・各費目への補足

　＊報償費：すべて外部の専門技術者に支払われることを確認済み。

　＊原材料費：「前期（春夏）30枚＋予備10枚」＋「後期（秋冬）30枚＋予備10枚」の80枚となる。

　　　　　　　　　　　※定期訪問していた30施設に加え予想される施設を加味している

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・高齢者に自発的に歌ってもらうためのDVD上の工夫はありま

すか？

・DVD送付後、施設（と利用している高齢者）に対して団体

として何か行いますか？

・DVDがどう使用されるかは施設に一任されるということでしょう

か？（準備スケジュールではわかりませんでした。）

【意見】

なし

【質疑】

・（過去の申請に対する質疑）謝金の表示方法が150回と

ありますが、1時間1000円相当で、150時間でしょうか？150

時間分は、何日分ですか？　その点がわかるような記載でお願

いします。あるいは、本当に150回分であれば、回数が多すぎ

るのではと感じました。

【意見】

・事業をする側・受ける側ともに有意義な活動と思います。

【質疑】

・施設定期訪問の継続は無理でしょうか？

・これまで受けた募金、助成金はお願いできないですか？

・補助金による制作物の管理所有者は？

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

・コロナ下の中、今までの活動ができず大変だとおもいます。

DVDの送付だけでなく、ズームでの、直接のやり取りができる方

法も検討されてはいかがでしょうか。

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・DVDを80枚製作して、制作協力金は30枚ですか、理由を

教えて下さい。

【意見】

なし

【質疑】

・収支予算書の補助対象経費で、「印刷製本費」に紙代とイ

ンク代が計上されていますが、前年度は「消耗品費」に計上さ

れています。この違いは何ですか。（質問理由）補助対象経

費の内容確認のため。

【意見】

・事業内容の変更は、コロナ禍の現状ではやむを得ないもので

あり、事業要件は妥当なものと考えます。

【質疑】

なし

【意見】

なし

24 4回目の団体 100 QP杯少年野球リーグ

【申し送り事項】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・昨年度と基本計画は変わっていないと理解しましたが、今後

の収入についてはどのように考えられているでしょうか？

【意見】

・支出は一程額出ていく中で、事業収入の増を含めてをどうし

ていくのかを考えていかないといけない時期に入ってきていると思

いました。

【質疑】

・（令和3年度と4年度で）通信費と運搬費が一緒になってい

ます。　通信費の内訳をお願いします。

【意見】

なし

【質疑】

・整備道具（ラインカー等）は保管されていないですか？

・通信運搬費（草刈り機）の支払先及び金額の根拠は？

【意見】

・継続性の必要から広く市民へ活動情報の発信（会報等）

が必要と思われる。

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・消耗品費の整備道具(トンボ・ライカー・メジャー・散水ホース

等)は、単年度使用の消耗品ではなく、数年使用出来ますの

で、2分の1の計上検討をお願いします。

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

26 1回目の団体 110 市川縁結びおばさんの会

【申し送り事項】

・事業実施方法について

個人情報の観点から、実際の紹介や仲介のためには登録が必要となるが、サロン・イベントへの参加は登録の有無は問わない。ま

た、本人のみならず、親御さんの出席や相談も受け付けるなど広く市民に開いた事業形態としている。

・各費目への補足

　＊消耗品費：お花代は会場を飾るために必要な最低限度のものである。

　＊使用料：ポスター掲示料は市川駅前のダイエーに掲示するための費用である。

　＊原材料費：10月に予定している「出会いの会」ではより参加しやすく、打ち解けやすい雰囲気をつくるため、芋煮会を予定して

いる。

【質疑】

・婚活支援に取り組む自治体や民間企業による既存の事業と

の違いは何でしょうか。それらに対する貴団体の事業の意義、

役割を明確に示していただきたいと思います。

【意見】

なし

【質疑】

・消耗品にお茶2,000円とありますが、どなたに提供するものな

のでしょうか。

（事務局回答）

・サロンでの提供でも出会いの会の提供でも消耗品に加えるの

は違和感があります。提供先に応じて、会議費か原材料費が

適当なのではないでしょうか。

【意見】

なし

【質疑】

・貴団体は婚活応援組織として、これまでの応援実績と成果

について知れればと思います。参加者にアンケートなどは取られ

ていますでしょうか？

・市川縁結びおばさんの会の特色や強みはどういったところにあ

りますか？

・今回市の補助金を申請しようと思った理由はどういったもので

しょうか？

・事業収入（28,000円で計上）の積算説明に「参加費

1000円ｘ20人イベント２回」とありますが、これだけで

40,000円になります。何か計算違いでしょうか。

【意見】

・民間企業の婚活支援であれば分からないことはないですが、

個人的には、本提案事業は市川市で市の補助金（公費）

を出すに資する活動としては厳しいかと考えます。他の委員の

意見を総合的に見て判断した方が良いかと思いました。

【事務局へ確認】

・市川市の婚姻に関するデータで何か特筆すべき点はあります

でしょうか。

・市川市としてこれまで婚活イベント・支援などを行ったことはあ

りますでしょうか。

・市として考えているスタンス等がもしあればお教えください。

【質疑】

・気楽な参加として芋煮会を計画されたようですが、飲食無し

の方が参加しやすいのではないでしょうか？

【意見】

・御世話焼きおばさんによる縁結びは、地域活動として必要と

思います。

【質疑】

なし

【意見】

・受益者負担として行う事業と感じます。（補助金事業要件と

は疑問）

【質疑】

・周知の方法は、ポスター掲示等だけではなく、もっと広く、ネッ

トの活用は検討されているのでしょうか？

・登録されている、個人情報の管理はどのようにされているので

しょうか？

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・参加予定者(20人＋40人=60人)に対して、切手代5枚は

少ないと思いますが、根拠を教えて下さい。

【意見】

なし

【質疑】

・事業内容の説明に、「サロンやイベントは、登録の有無にかか

わらず参加が可能である」とありますが、この場合、団体として

参加者の本人確認や住所確認は行うのでしょうか。行う場合

は具体的な方法を、行わない場合はその理由を教えてくださ

い。（質問理由）事業要件の妥当性を確認するため。

　

・事業内容の説明に、年１０回開催予定の「婚活サロン」に

おいて、「個人的相談がある人の相談を受ける」とあります。補

助対象外経費ではありますが、相談を受ける側のスタッフへの

謝礼金が予算計上されていません。相談業務は無報酬です

か。（質問理由）謝礼金が支払われるのであれば、補助対

象外経費でも事業の収支予算書には計上が必要なため。

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

・ホームページを開設し、もっと気軽にグループの活動内容を見

られるようにすると活動の幅が広がると思います。

【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。

27 1回目の団体 111 市川わんぱく広場実行委員会

【申し送り事項】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・チラシ作成に多くの費用を割くようですが、これだけの量（実

質枚数は不明ですが）のチラシの配布方法をどのように計画さ

れているでしょうか？

【意見】

なし

【質疑】

・プレーリーダーの為ではないか？（報償費15,000円学習会

費30,000円交通費1,500円）

・自由に遊ぶ事とプレリーダーの必要性とは？（市民の意向

か）

【意見】（口頭）

他の施設や公園で行っているプレーパークでは、近隣の方や来

園された方から自由に遊びたいという声が多い。時期や時間な

ど配慮していただき、一般来園された方の迷惑にならないように

気を付けていただきたい。

【質疑】

【意見】

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・オンラインの参加者から参加費をどのように徴収するのか、教

えて下さい。

【意見】

なし

【質疑】

・収支予算書の収入の内訳で、「寄付金収入（協賛金・カン

パ）」が計上されていますが、この金額は、どれくらいの数の団

体・個人を想定されていますか。また、今年度実績はどれくらい

ですか。（質問理由）事業実施にあたっての収入源を確認す

るため。

・作成予定のチラシの想定送付先はどちらですか。（質問理

由）補助対象経費の内容確認のため。

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

・地元ミニコミ誌に掲載することも、広報効果がより、高まるよう

な気がします。（多少費用が掛かりますが）

【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。

28 1回目の団体 112 フリースタイル市川

【申し送り事項】

・事業実施方法について

フードドライブ事業として、企業・個人から余った食料を受け取り（フードドライブ）、子ども食堂や生活困窮者等の必要なところに

届ける（フードパントリー）。一般市民向けにフードバンクの取組みを知っていただくために開催する活動報告会を実施する。

・各費目への補足

＊消耗品費：

・フードドライブBOX：フードドライブの実施をする際に寄贈食品を入れてもらうBOX

・のぼり：フードパントリーやフードドライブを実施する際に目立つように会場にのぼりを立てるもの

・ジプロックお米や食品を小分けにする際に使用

・文房具：主にペンやテープ、画用紙などになります。フードバンク、フードパントリー、フードドライブなどあらゆる場で使用。

＊交通費：アンカー市川（真間）、gate（妙典）等、までの交通費。10日間の内訳は、毎週水曜・金曜、第２土曜。10日

間未満

＊印刷製本費：チラシやリーフレットは、フードドライブBOXを設置している店舗や施設、図書館などの公共施設、フードパントリー

会場にて配布、配架を予定。

＊通信運搬費：

・個人宅郵送：フードパントリーでは、利用者の方に食品を取りに来ていただくことが原則だが、体調が優れなかったり、身体的に会

場まで来られないという方へは郵送で対応。

・パントリー間の食品輸送：通常は、フードバンクからフードパントリー会場まで車で輸送しているが、ドライバーが手配できない時や

急遽追加の利用者が出た際に宅配便を利用。

＊使用料及び賃借料：全日警ホールは、フードバンク活動報告会（９月）で使用。より多くの方にフードバンクの取組みを知って

いただくために開催し、メインの対象者は一般市民の方となる。施設使用料の減免なし。

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・体調が優れない方等には個人宅配送で対応されているよう

ですが、この場合に配送料の自己負担は発生するのでしょう

か。例えば雨の日や雪の日に会場まで取りに行くのが面倒なた

めこの制度を使う方がいる場合に、この費用を税金で賄う事が

あるとすると少し違和感を感じます。

【意見】

なし

【質疑】

・広報支援以外に市川市との連携で市に望むことはあります

か？

【意見】

なし

【質疑】

・初年度としては、会場や実施頻度が多い様に感じます。初め

の1-2ケ月はもう少し活動規模を縮小しても良いのではと思い

ます。その辺が、交通費等に反映されるでしょうか？

【意見】

・新規事業の様ですので、器具等の初期投資に費用がかかる

のは理解できます。ていねいに扱っていただき、次年度も利用で

きるようにお願いします。

・宅急便での宅配等は、予算として必要と思いますが、実施さ

れなかった場合の返金等の計画も明記下さい。

・消耗品の文具に含めているのかもしれませんが、食品を扱うの

であれば、器具の衛生管理が重要になります。アルコール・手

袋などを　「等」ではなく、明記をお願いします。

【質疑】

なし

【意見】

・社会貢献事業と感じます。

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【質疑】

・消耗品費のスティールラック・食品回収用台車・椅子・テーブ

ル・ドラムコードは、数年使用出来ると思いますが、何年使用す

る予定か教えて下さい。

【意見】

なし

【質疑】

（事務局回答）

・団体から提出された申請書12ページの事業報告について、

年度が「令和２年度」となっていますが、これは団体の設立が

令和２年度途中のため、令和３年度とあわせて初年度会計

としているということですか。（質問理由）同ページの事業実

績で、実施日が令和２年度のものと令和３年度のものが混

在しているので、このように考えたのですが確認が必要です。ま

た、経費要件の妥当性の審査で、過去の実績の確認が必要

なためです。

【意見】

なし

【質疑】

なし

【意見】

なし

【事務局へ確認】

・事業収入に類似した助成金（200000円）計上されていま

す。一方、補助対象金額も収入と同額が計上されています。

他の補助金（200000円）も加味されて構成された補助対

象金額をもとに、市民団体補助金（608000÷2≒

300000）を支払うのが正しい補助金の額でしょうか？それと

も、（608000-200000）÷2≒200000円が正しい計上額

でしょうか？

【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。

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

申請時、審査会への申し送り事項

回答につきましては、こちらのシートを
ご覧ください。
→「質疑・回答一覧」に移動します（ク
リックしてください。）

申請

回数等

事業

番号
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
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団体名 質疑一覧 団体への確認内容または事務局からの回答

・高齢者に自発的に歌ってもらうためのDVD上の工夫はありますか？ 視力・聴力の低下に即し、1曲1曲に歌詞や合間の語りかけの部分にも字幕を入れています。訪問時

と同じ形式を心がけています。さらに映像ならではの物体や景色などの写真や動画を加えて、利用者

さんの回想を促す様な工夫を施す予定です。

・DVD送付後、施設（と利用している高齢者）に対して団体として何か行いますか？ コロナ禍の訪問の代替なので、視聴アンケートへの協力以外は特に何もしません。コロナ禍収束後は

施設からの要望もあり、直接訪問に戻る予定です。

・DVDがどう使用されるかは施設に一任されるということでしょうか？（準備スケジュールではわかりませんで

した。）

そうです。集団で大画面で見せるのか、個別にタブレットなどで見せるのか、施設の規模によって異

なるのでどちらにも対応できるような内容を考えています。

・（過去の申請に対する質疑）謝金の表示方法が150回とありますが、1時間1000円相当で、150時間でしょう

か？150時間分は、何日分ですか？　その点がわかるような記載でお願いします。あるいは、本当に150回分であ

れば、回数が多すぎるのではと感じました。

驚かれることが多いのですが、当団体は１３のグループがそれぞれの地域で毎月１～２回の定期訪問

をしており、コロナ禍以前の当団体の年間訪問数は150回を超えています。（最多は平成30年度の

174回です）また伴奏者に対する謝金は、毎回練習から訪問まで約3時間を1回としています。

・施設定期訪問の継続は無理でしょうか？ 現在ほとんどの高齢者施設では家族の面会でさえ制限されており、コロナ禍が収束するまで特にレク

リエーション関連のボランティア訪問は不可の状態です。しかしまた、収束後には定期訪問再開を望

む施設も多いです。

・これまで受けた募金、助成金はお願いできないですか？ 昨年度から該当する民間助成などにも応募しましたが、競争率が高く獲得できませんでした。

・補助金による制作物の管理所有者は？ 当団体です。

・DVDを80枚製作して、制作協力金は30枚ですか、理由を教えて下さい。 定期訪問の25施設には無料配布,それ以外の施設や団体からの要望には協力金を要請する予定で15を

想定しました。季節別に2編を制作するので×２の数字になっています。

・収支予算書の補助対象経費で、「印刷製本費」に紙代とインク代が計上されていますが、前年度は「消耗品費」

に計上されています。この違いは何ですか。（質問理由）補助対象経費の内容確認のため。

ボランティア・NPO課と調整のうえ、「紙代」「インク代」は例年通り消耗品費に計上させていた

だきます。

・昨年度と基本計画は変わっていないと理解しましたが、今後の収入についてはどのように考えられているでしょ

うか？
大会参加費の値上げを検討しております。

・（令和3年度と4年度で）通信費と運搬費が一緒になっています。　通信費の内訳をお願いします。 草刈り機の運搬費となります。片道4,000円×8回＝32,000円、案内状の送付費用3,000円となりま

す。

・整備道具（ラインカー等）は保管されていないですか？ 保管もしておりますが、定期的にメンテナンス（パーツ交換）もしております。また、突発的な破損

時に購入するため予算取りしております。

・通信運搬費（草刈り機）の支払先及び金額の根拠は？ 運搬会社にお支払いする物で、過去の実績をもとに算出しております。

・消耗品費の整備道具(トンボ・ライカー・メジャー・散水ホース等)は、単年度使用の消耗品ではなく、数年使用

出来ますので、2分の1の計上検討をお願いします。

（事務局より）市民活動団体にとって活用のしやすい補助金とするため、消耗品費については、単価

10,000円未満であり、適宜消耗して再購入が必要なものは消耗品として計上が可能であるとお伝えし

ております。

・婚活支援に取り組む自治体や民間企業による既存の事業との違いは何でしょうか。それらに対する貴団体の事業

の意義、役割を明確に示していただきたいと思います。

できれば以前のように市川市主催で婚活事業をしてもらい私達ボランティアはそのお手伝いをしたい

というのが一番の要望ですが市としての取り組みがない現状の中、子どもの結婚を心配する親、民間

企業による相談所に登録はしているがなかなか会う事がが出来ないという現実を踏まえ、地味ではあ

るがそういう人たちの受け皿となる事に存在する意義があると思います。

・消耗品にお茶2,000円とありますが、どなたに提供するものなのでしょうか。 イベント参加者20人への提供です

・【事務局】サロンでの提供でも出会いの会の提供でも消耗品に加えるのは違和感があります。提供先に応じて、

会議費か原材料費が適当なのではないでしょうか。

原材料費の考え方としては「購入後にそれを加工するもの」と捉えております。本件については、加

工するものでないこと、また、他団体において補助対象となっている飲料類についても消耗品費に分

類していることからも、消耗品費への分類とさせていただきたく存じます。

・貴団体は婚活応援組織として、これまでの応援実績と成果について知れればと思います。参加者にアンケートな

どは取られていますでしょうか？

約５年間で８組の成婚カップルがありました。アンケートは取っていません。今後考えたいと思いま

す。

・市川縁結びおばさんの会の特色や強みはどういったところにありますか？ 昔ながらの近所のお節介おばさんという温かみのある所。営利目的ではなく少しでも結婚を望んでい

る市川市民の役に立ちたいという精神。

・今回市の補助金を申請しようと思った理由はどういったものでしょうか？ 補助金の制度があるという事を知り、市役所に説明を聞きに行き申請することにしました。会費はこ

れまで２０００円でしたが高いという声もあり多くの方に参加してもらえるよう令和４年度は１００

０円に改正しました。そうするとほとんどが会場費に消え運営が難しくなるのが予想されます。また

スタッフにはこれまで交通費を払うこともなくブログ代やインク代等自腹を切ってもらうことが多く

補助金が出れば活動の幅が広がると思いました。

・事業収入（28,000円で計上）の積算説明に「参加費1000円ｘ20人イベント２回」とありますが、これだけで

40,000円になります。何か計算違いでしょうか。

紛らわしい表示で申し訳ありません。１回のイベント１０人の予定で２回で２０人という事です。

・【事務局】市川市の婚姻に関するデータで何か特筆すべき点はありますでしょうか。

・【事務局】市川市としてこれまで婚活イベント・支援などを行ったことはありますでしょうか。

・【事務局】市として考えているスタンス等がもしあればお教えください。

・気楽な参加として芋煮会を計画されたようですが、飲食無しの方が参加しやすいのではないでしょうか？ 如何に参加しやすく楽しんで貰えるかという事を模索中で、作業しながら交流できるという所では芋

煮は取り組みやすいという事で計画しました。サロンの出席者からも料理するのは楽しそうという声

もあがっていたので。

・周知の方法は、ポスター掲示等だけではなく、もっと広く、ネットの活用は検討されているのでしょうか？ 様式第４号（第５条関係）にも示してある通りネットのブロブにより周知しています。

URL : https://ichikawa-konkatsu.hatenablog.com/

・登録されている、個人情報の管理はどのようにされているのでしょうか？ 会長が自宅兼事務所としている自宅に持ち帰り管理しています。

・参加予定者(20人＋40人=60人)に対して、切手代5枚は少ないと思いますが、根拠を教えて下さい。 切手は主に登録した書類の返却を求められた時に使用するためです。

・事業内容の説明に、「サロンやイベントは、登録の有無にかかわらず参加が可能である」とありますが、この場

合、団体として参加者の本人確認や住所確認は行うのでしょうか。行う場合は具体的な方法を、行わない場合はそ

の理由を教えてください。（質問理由）事業要件の妥当性を確認するため。

イベントやサロンに参加する場合は事前に会長に電話予約をすることになっているので、その時にど

こに住んでいるかは聞きます。また、イベントに参加する前の受付時に『約束事』（別紙参照）を読

んでもらい承諾し押印及びサインしてもらう事で住所確認や本人確認ができています。

・事業内容の説明に、年１０回開催予定の「婚活サロン」において、「個人的相談がある人の相談を受ける」とあ

ります。補助対象外経費ではありますが、相談を受ける側のスタッフへの謝礼金が予算計上されていません。相談

業務は無報酬ですか。（質問理由）謝礼金が支払われるのであれば、補助対象外経費でも事業の収支予算書には計

上が必要なため。

スタッフには一切の謝礼金はありません。

・プレーリーダーの為ではないか？（報償費15,000円学習会費30,000円交通費1,500円）

・自由に遊ぶ事とプレリーダーの必要性とは？（市民の意向か）

プレーリーダーは遊びの環境を整えたり、子どもたちの遊びを広げたりする専門家としてお願いして

います。子どもたちが体験することで成長につながる挑戦に伴う危険＝リスクと事故につながる危険

要因＝ハザードの見極めがプレーパークでは重要ですが、プレーリーダーとして経験を積んだ方から

実践の中で学ぶことで、スタッフやポランティアのスキルアップにもつながります。

・オンラインの参加者から参加費をどのように徴収するのか、教えて下さい。 口座振り込みでお支払い頂く予定です。

・収支予算書の収入の内訳で、「寄付金収入（協賛金・カンパ）」が計上されていますが、この金額は、どれくら

いの数の団体・個人を想定されていますか。また、今年度実績はどれくらいですか。（質問理由）事業実施にあ

たっての収入源を確認するため。

近隣の商店等10件程度と参加者からのカンパを想定しています。2021年度はお願いに伺うことが出

来ませんでしたが、個人寄付と参加者からのカンパが合計8000円ほどありました。

・作成予定のチラシの想定送付先はどちらですか。（質問理由）補助対象経費の内容確認のため。 プレーパーク実施毎に実施する公園の近隣の小学校、幼稚園保育園に児童数を持参し配布をお願いし

ます。

・体調が優れない方等には個人宅配送で対応されているようですが、この場合に配送料の自己負担は発生するので

しょうか。例えば雨の日や雪の日に会場まで取りに行くのが面倒なためこの制度を使う方がいる場合に、この費用

を税金で賄う事があるとすると少し違和感を感じます。

基本的に無料配布会に取りに来てもらうように案内しています。それでも体調の不良などの諸事情で

どうしても来ることができない方に配送します。利用者の自己負担はありません。

質疑にあるように雨の日や雪の日に会場まで取りに行くのが面倒であるという方には配送しません。

私たちは誰でも困窮している場合にSOSを出して支援を受けられるような土壌づくりを目標としてい

るため、一定のルールを定めていますが個別の事情にできる限り対応しようと考えているため配送す

る場合を想定しています。

・広報支援以外に市川市との連携で市に望むことはありますか？ ・支援物資の配送にかかる費用の助成（船橋市では「食料支援等活動団体助成事業　50万円」とし

て令和4年度に予算化されました）

・食品を管理する場所の提供。もしくは、食品を管理する倉庫の賃料に対する助成

・防災備蓄食品の提供

・市庁舎内でのフードドライブ活動の実施

・市職員を対象にしたフードドライブ活動の実施

・市から市内企業に対するフードバンク活動への支援要請

市川市においては、平成28年度から、市の様々なイベントとコラボレーションしながら、出会いと

交流の場を提供する「婚活支援事業」を重点施策として実施しておりました。実施の背景としまして

は、本市への移住者アンケートによる転入理由として「結婚」が最も多く、結婚を機に新生活をス

タートさせるまちとしての顔を有していたことによります。

しかしながら、プライバシーの観点から成婚率の定量的評価が難しく、目的とする定住人口の増加に

結び付いたかの直接的な効果が把握できないことなどから、『事業主体』という観点から存続が見直

され、平成31年までの事業となりました。

上記の経緯があるものの、当課として市民活動としての可否判断をし兼ねていることから、ご審査の

程お願いできればと存じます。

フリースタイル市川
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市川縁結びおばさんの会

QP杯少年野球リーグ

NPO法人歌のボランティア・

いちかわシャンテ

市川わんぱく広場実行委員会

審査一覧表に戻る（クリックしてください）



・初年度としては、会場や実施頻度が多い様に感じます。初めの1-2ケ月はもう少し活動規模を縮小しても良いの

ではと思います。その辺が、交通費等に反映されるでしょうか？

2021年6月からフードバンク活動を始めましたが、主な活動は毎月の食品の無料配布会です。その配

布会では初回は1箇所での開催で14組の利用者でしたが、9ヶ月経った今では3箇所での配布で合計40

組の利用者がいます。それほどこの活動が必要とされていると考えますので、頻度や会場の数は適当

であると考えています。また、市川市内を対象としているため、どんな利用者にとってもアクセスし

やすいように3箇所での開催をしている状況です。

・消耗品費のスティールラック・食品回収用台車・椅子・テーブル・ドラムコードは、数年使用出来ると思います

が、何年使用する予定か教えて下さい。

5年を考えています。

・【事務局】団体から提出された申請書12ページの事業報告について、年度が「令和２年度」となっています

が、これは団体の設立が令和２年度途中のため、令和３年度とあわせて初年度会計としているということですか。

（質問理由）同ページの事業実績で、実施日が令和２年度のものと令和３年度のものが混在しているので、このよ

うに考えたのですが確認が必要です。また、経費要件の妥当性の審査で、過去の実績の確認が必要なためです。

事務局より回答させていただきます。申請されている団体には、原則、令和3年度の事業報告の提出

をお願いしております。令和4年2月以降に事業を実施する団体につきましては、令和2年度事業報告

または令和3年度事業報告として想定している人数や予算を記載していただいております。また、令

和3年度事業報告の内容が確定した段階で、速やかに提出していただくことになっております。

当該団体につきましては、令和2年度より団体が発足され、令和3年度より補助対象事業が開始と

なっており、年度を跨いでの事業であったため、令和2年度の日程も記載されておりました。令和2

年度とあわせた事業報告となっているため、令和3年度事業報告として、再度提出させていただきま

す。

・【事務局】事業収入に類似した助成金（200000円）計上されています。一方、補助対象金額も収入と同額が計

上されています。他の補助金（200000円）も加味されて構成された補助対象金額をもとに、市民団体補助金

（608000÷2≒300000）を支払うのが正しい補助金の額でしょうか？それとも、（608000-200000）÷2≒

200000円が正しい計上額でしょうか？

事務局より回答させていただきます。ガイドブックP5の対象事業の要件（９）で「補助金の交付を

受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けていない

こと」とあります。本市以外からの補助金や助成金等を受けていても、いちサポ補助金の対象となり

ます。

助成金に関しましては、他の事業収入や寄付収入と同様に、補助対象金額から差し引くことはござい

ません。よって、（608,000÷2≒300,000）が正しい補助金の額となります。助成金等によって収入

＞支出となった場合は、返金となります。

フリースタイル市川



事業

番号

団体

NO.

団体

分野

事業

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

1 10 7 7 緑のみずがき隊

環境教育プログラム『みどりの寺子屋』『緑の楽交』 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。

令和４年４月～令和５年２月、１３回。

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丁目地先）

緑の楽交；大柏川第一調節池緑地（北方遊水池）

なし 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。

2 14 1 1 アシカちゃんクラブ

知的障害児・者のための水泳療育 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

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。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

親睦を図ることができる。

令和4年4月～令和5年3月　月2回（第2、第4土曜）　ク

リーンスパ市川　（25mプールの2レーン使用　午前10～

11時）

なし 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。

3 18 1 1 MOA食育ネットワーク千葉・ハピネスクラブ

健康を守る自然食中心の食育推進事業 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。身体の健康食育活動や個々の健康

に関する事業を展開し、楽しく参加することで身体の免疫力を高

め、心身ともに健康な生活を維持していくことを期待していま

す。

令和4年4月から令和5年3月まで。

・美術セミナー（4月）

・食育セミナー、食養生研修（7,8,9月を予定）

・健康チェックセミナー（10月）

・市の健康フェスタや市民祭りへの参加（10月、１１月）

・おせちづくり、手前味噌仕込み（12月、2月）

なし 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。

4 19 6 6 古事記に親しむ会

第２回古事記に親しむ会　講演会 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

の日本文化・精神は日本人の誇りである。全国的に著名な講師・

三浦佑之先生を招聘し、広く市民に古代文学を普及することを目

的としている。

令和4年10月15日（土）13時から17時 なし 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。

5 20 13 13 NPO法人市川子どもの外遊びの会

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 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

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

場を作る。

2022年4月～2023年3月（8月・2月を除く）、毎月第2、第

4土曜　　宮久保プレーパーク

なし 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、感染状況によっては中止も視野に、

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。

7 25 13 13 市川ジュニアＢリーグ

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 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

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。

令和4年4月～令和5年3月、少年野球大会の実施、柏井少年

広場

なし 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。

8 31 3 3 鬼越ふるさと会

真間川歩け歩け大会 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おり、交流を

通じてふれあい、助け合いの精神が醸成され、加えて心身ともに

健康づくりの一助となる。

【実施時期】令和4年５月29日（日）または１０月23日

（日）

【対象者】地域・年齢問わず誰でも参加自由

【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。

なし 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。

9 33 13 13 いくじネットいちかわ

親子の絆づくりプログラムBP”赤ちゃんがきた！”開催事業 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

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

て仲間を作り、子育て情報を収集する方法を知るきっかけとなる

講座を開催します。

新型コロナウイルスの影響で、同じくらいの月齢の親子と交流す

る機会が激減しているため、回数を増やし、寒い時期はオンライ

ン開催も取り入れます。

6～7月、9～10月、2～3月（予定）

市川市教育会館、行徳公民館、オンライン開催（予定）

なし 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、感染が拡大した場合にはオンライン

での開催も視野に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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10 34 13 13 子育て応援メッセ実行委員会

子育て家庭・妊婦さん向けイベント開催事業 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

など活発な取り組みがなされています。しかし、支援情報が届い

ていなかったり、利用の仕方がわからず戸惑っている家庭がある

のも現状です。特にコロナ禍で市主催事業が中止になり、ますま

す、子育て家庭に情報が届きにくくなっております。

これらの課題を解決するためにも、さらに、支援者同士の連携を

深めて、多様な情報伝達経路を構築していくことが必要です。こ

のために、イベント開催準備を兼ねて、支援者交流会を開き、お

互いの情報を共有し。積極的な情報発信を促します。

感染防止対策を行うため、イベント参加者数やターゲットを絞る

必要があるので、開催回数を増やし、対面式・オンライン式両方

の利点を生かし、子育て家庭のニーズを聞きながら、その人に

あった情報提供を目指し、このコロナ禍で妊娠・出産された方た

ちを、地域みんなで支える活動を引き続き実施していきます。

4月22日、5月20日：対面式交流会開催

6月24日：子育て応援メッセinいちかわ開催

7月22日、8月26日：対面式交流会開催

9月4日：ハッピーマタニティフェスタinいちかわ開催

12月16日、1月20日：オンライン交流会開催

2月17日：オンライン子育て応援メッセ開催

なし 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、事前予約・人数制限を行い、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。

11 35 13 13 特定非営利活動法人　いちかわ子育てネットワーク

子育てに関わる人たちのためのレベルアップセミナー開催事業 子育て当事者・子育てに関わる活動をしている人たち向けに、日

ごろの課題解決につながるセミナー・勉強会を実施し、参加者同

士がつながりを作ることによって、自ら動き出す力や新たな子育

て支援施策・サポートを生み出すことを目指します。

「市川市内の多様な教育・保育施設」：7月下旬

「つながる勉強会」：2月下旬

※ともに全日警ホールを予定

なし 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。

12 36 13 13 子育て交差点実行委員会

子育て交差点行徳開催事業 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

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。年一

回イベントを開催することにより、スタッフとして関わる支援者

同士の交流が深まります。また、イベント参加者も、行徳地区の

子育て支援拠点の雰囲気やスタッフの顔がわかることで、拠点や

サービスを利用しやすくなります。新型コロナウイルスの影響で

制限されることが多くなりますが、このような状況下で不安な思

いをしている人たちに寄り添えるよう工夫します。また、打ち合

わせを兼ねて支援者交流会を開催し、情報を共有し、それぞれの

発信網から子育て家庭に情報が届くようにします。

打ち合わせを兼ねた支援者交流会（9月、10月、12月）、子

育て交差点を11月11日に開催（行徳文化ホールI＆I、行徳

公民館）

なし 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、時間を区切っての申し込み制とし、

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及びオンラインによる情報発信も検討

予定とのことです。

13 37 7 7 NPO法人市川にオオムラサキを生息させる会

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 市川市民 特に幼児・児童を対象に絶滅状態にある国蝶 オオムラ

サキの飼育活動通して都市化により悪化している自然環境改善と

保全の重要性を体験を通して啓発していく。

通年（４月～３月）

中山小学校、若宮小学校、大柏小学校、若宮幼稚園、富貴

島幼稚園、市立市川自然博物館、市川駅南口図書館

なし 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。

14 45 13 13 市川児童合唱団

「ひびけ！とどけ！子どもらの歌声、市川の街に」事業 「市川児童合唱団/第4７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４年１１月６日（日）　行徳文化ホールI&I なし 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。

15 47 10 10 特定非営利活動法人法人市民後見センターちば

市民に広く成年後見人制度を広め、その活用を推進する事業 市民の立場から、広く市民に成年後見制度の知識を広め、必要な

市民が有効に制度利用ができることを応援する。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目的に、一般市民はもとより、成年後見制

度に関する情報弱者にもなる高齢者・障害者およびその家族、ま

た、関係する施設・団体職員等に対し、事業を推進する。　その

結果、市民に成年後見制度への理解が進み、広がることで権利擁

護の啓発、福祉の増進を図る。

成年後見制度入門編（市民の要望により、随時開催）、ス

テップアップ講座（8月及び2月を予定）、出前講座（4月以

降申込開始随時）　、相談会（4月よりネット相談・電話相

談を随時）、新市民後見人養成講座（4月より毎月継続開

催）

現状では、ネットでの対応を基本。コロナ禍が終息するの

であれば、市内公民館他（中央公民館・行徳公民館、市川

公民館、信篤公民館）、各団体・事業所内、会議室等

なし 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。

16 49 3 3 梨風苑ガーデニングサークル

「花と緑のまち運動」事業 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 なし 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。

17 54 6 6 アンサンブル・市川

「上質な吹奏楽に包まれて感動の生涯教育を！」 吹奏楽の演奏会を通してクラシック音楽の普及を図ると共に、生

涯学習や社会教育の一環として地域に根差した音楽活動を展開す

る

2022年5月8日　市川市文化会館大ホール なし 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、演奏時間短縮・人数制限を行い、

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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18 57 7 7 国分川鯉のぼり実行委員会

国分川鯉のぼりフェスティバル 「甦れ清流」をスローガンに、「国分川・春木川の浄化」と「子

供たちの健全育成」を願って、今年は第3１回を迎えます。令和

2年の第３０回記念大会は、新型コロナ禍の緊急事態宣言期間中

に伴い断腸の思いで中止いたしました。そして昨年令和3年は、

多少の不安も有り、小規模開催と致しました。

「国分川鯉のぼりフェスティバル」の開催は、今では市内はもと

より、県内、県外からも大勢の来場者が訪れ、市川市北部を代表

する風物詩として定着しました。特に施設の高齢者や幼稚園・小

学校の大勢の子供たちの笑顔を見られることは、私達実行委員の

喜びとするところです。令和元年のふるさとイベント大賞の「次

点」を受賞させていただきました。

　さて、新型コロナの感染は、新株に変異し年初から第６波へと

拡大が顕著になりました。「3密回避」など「ニューノーマル」

の徹底アピールも加え、一刻も早い収束を願う鯉のぼりの中規模

開催を予定します。

鯉のぼりの会場には、昨年の30回よりは若干華やいだ悠々と泳

ぐ１５０匹の「まごい」や「ひごい」が会場周辺を散策する方々

を魅了し感動を与えます。

小規模掲揚にて4月29日～5月5日

東国分3丁目、国分川調節池、中池、多目的広場周辺

なし 事務局にて形式審査済。

新型コロナウイルスの影響により例年より規模を縮小した

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及び、散策者に

対しても予防対策の呼びかけを実施予定とのことです。

19 70 6 6 特定非営利活動法人いちかわ市民文化ネットワーク

チャレンジド・ミュージカル第13回公演 市川市民を主な対象に、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・楽しむチャレンジドド・ミュージカル（４

年前より２年に一度開催）の第13回目の公演。公演を通して参

加者の表現力の向上と自己肯定感を高め、社会参加と社会貢献を

促進するとともに、障がい者と健常者の壁を超えた新しい芸術概

念「ユニバーサル・アート」を創出し、文化的なまちづくりと国

際交流にすることを目的とする

令和4年5月5日（木・祝）11:00と15:00 1日2回公演　行徳

文化ホールI＆I

なし 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、人数制限や開催回数を減らし、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。

20 73 6 6 いちかわ歩こう会

健康づくりのための”ウオーキング実践” 　「いちかわ歩こう会」は、過去6回の補助金制度を有効に活用

させていただき、「健康づくりのための“ウオーキング実践”」

は、6年間で参加者の数は、約1.5万人を超えて参加者の大半の方

が毎月の事業（ウオーキング）を大変楽しみにしている。①ウ

オーキング年間26回を予定②コースマップ作成③市川市江戸川

ツーデーマーチへの協力（今年の開催は未定）④事業案内の作成

し市川市公民館等へ配布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、ゴール後は、クーリングダウンで身体を解

す。

2022年4月～2023年3月、毎月1回～3回実施・年間26回実

施予定、

江戸川河川敷から一般道（市内一円及び近郊）

なし 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。

21 81 13 13 特定非営利活動法人市川子ども文化ステーション

子どもがつくるまち「ミニ☆いちかわ2022」 主に市内の子ども（小学生～18歳）を対象に、誰でも自由に参

加できる「ミニ☆いちかわ」という子どものまちを開催する（事

前申し込み制）。この事業は準備から当日までを子ども達が中心

になって創り上げる。この子ども参画の活動を実施していく中

で、子どもの自主性や創造性が育まれ、達成感や自己肯定感を持

てるようになることを目指す。また、異年齢の子ども同士や大人

スタッフと関わることにより、コミュニケーション力が育まれ

る。保護者や地域の方々にはボランティアとして関わってもらう

ことで、子どもとの関わり方を学ぶ場となり、子どもを信頼し見

守ることができる地域の輪が広がっていく。このことから、子ど

も活き活きと育つことができる地域づくりを目的とする。

10月22日（土）23日（日）に開催し、まとめの会を11月に

実施する。

場所は市川市大洲防災公園

なし 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。

22 88 7 7 ぼっけ生きもの倶楽部

大柏川第一調節池緑地の自然環境保全・再生活動 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 なし 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。

23 90 13 13 市川子どもわくわくネットワーク

子どもに関わる人たちのつながりづくり事業 子どもに関わる活動をしている人やこれから活動をしたいと思う

人々、子育て世代が出会い、つながり、子どもに関わる様々な事

を学び必要な情報を共有し合う。それにより、地域全体で子ども

を育むネットワークが強化され、子どもが育つ環境づくりに貢献

し合える関係づくりを目的とする。

令和4年5月～令和5年2月、KeiyoGAS Community

Terrace、オンライン等

なし 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、オンラインでの開催、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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25 104 6 6 人形劇大好き！いちかわの会

第3回市川おはなしフェスティバル 【内容】市川市をはじめ近隣で活動している人形劇などの団体を

招集し、子どもや子育て中の親子が気軽に人形劇や語りなどに親

しむ場としてフェスティバルを開催する。

【目的】市内の子どもと子育て世代の親が生の人形劇や語りなど

に出会うことで、親子で心が動く豊かな時間となり、子どもの豊

かな心の成長に貢献する。また、人形劇や語りなどの活動をして

いる人や団体がつながり互いに研鑽を深める場となる。

【効果】このフェスティバルをきっかけに、子どもの豊かな文化

の活動が広がり、市川が子どもの文化が溢れるまちとなっていく

きっかけとなる。

令和4年6月5日（日）

全日警ホール（全館使用予定）

なし 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。



令和３年度実績報告一覧表

交付可否決定に係る額 概算払い関係 取消又は軽微変更 実績報告に係る額 精算

事業件数 団体NO. 団体名 回数 事業名 事業費総額 補助対象経費 交付決定額 概算払いの有無 内容 主な変更 理由 事業費総額 補助対象経費 概算払額 返金額 交付確定額

34 5 すがの会 5 高齢者がこども達の健全な心を育てる事業 464,110 414,110 150,000 〇 236,337 213,841 150,000 43,080 106,920

35 6 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 820,790 792,990 150,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 519,560 484,660 150,000 0 150,000

1 9 ウェスタン・マジッククラブ市川 5 マジックで子供からお年寄りまでの生きがい作り事業 147,300 147,300 73,650 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 5,770 5,770 73,650 73,650 0

2 10 緑のみずがき隊 6 環境教育プログラム『みどりの寺子屋』『緑の楽交』 204,364 170,000 85,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍及び天候 198,509 167,520 85,000 1,240 83,760

3 14 アシカちゃんクラブ 6 知的障害児・者の為の水泳療育 668,500 660,000 150,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 567,098 560,500 150,000 0 150,000

4 16 まちのすみかの会市川支部 6 市川健康都市講座 269,723 269,723 134,861 〇 152,170 152,170 134,861 58,776 76,085

36 17 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 448,060 308,060 150,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 349,130 211,140 150,000 44,430 105,570

5 18 MOA食育ネットワーク千葉・ハピネスクラブ 6 健康を守る自然食中心の食育推進事業 410,890 141,890 70,945 〇 265,833 66,506 70,945 37,692 33,253

6 19 古事記に親しむ会 6 第２回古事記に親しむ会　講演会 190,000 180,000 90,000 ― 全部(概算払前に取消) コロナ禍 0 0 0 0 0

7 20 NPO法人市川子どもの外遊びの会 6 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 384,500 384,500 150,000 〇 368,246 365,820 150,000 0 150,000

8 21 いちかわ市民ミュージカル実行委員会 5 いちミュー文化祭2021 976,000 405,000 150,000 〇 642,902 355,000 150,000 0 150,000

37 23 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 192,400 127,000 63,500 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 226,871 112,648 63,500 7,176 56,324

9 25 市川ジュニアＢリーグ 6 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 730,000 521,000 150,000 〇 967,487 397,618 150,000 0 150,000

38 29 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 439,000 127,000 63,500 〇 全部取消（事業中止） コロナ禍 0 0 63,500 63,500 0

10 31 鬼越ふるさと会 5 真間川歩け歩け大会 399,800 199,800 99,900 〇 全部取消（事業中止） コロナ禍 0 0 99,900 99,900 0

39 32 まちづくり家づくりCafé Ichikawa 6 クロマツのある風景市川2021 160,500 137,000 68,500 〇 57,324 52,408 68,500 42,296 26,204

11 33 いくじネットいちかわ 6 親子の絆づくりプログラムBP”赤ちゃんがきた！”開催事業 150,000 150,000 75,000 〇 軽微変更 オンライン講座の追加 コロナ禍 190,432 139,772 75,000 5,114 69,886

12 34 子育て応援メッセ実行委員会 6 子育て家庭・妊婦さん向けイベント開催事業 400,000 260,000 130,000 〇 360,265 215,740 130,000 22,130 107,870

13 35 特定非営利活動法人　いちかわ子育てネットワーク 6 子育てに関わる人たちのためのレベルアップセミナー開催事業 80,000 50,000 25,000 〇 軽微変更 日程変更 コロナ禍 50,623 22,623 25,000 13,689 11,311

14 36 子育て交差点実行委員会 6 子育て交差点行徳開催事業 300,000 260,000 130,000 〇 232,731 183,897 130,000 38,052 91,948

15 37 NPO法人市川にオオムラサキを生息させる会 6 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 214,200 130,540 65,270 〇 171,936 106,117 65,270 12,212 53,058

16 41 なのはな奉仕会 6 高齢者施設への慰問事業 212,252 205,952 102,976 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 52,556 31,780 102,976 87,086 15,890

40 43 市川写真家協会 5 第17回市川フォトフェスティバル2021 700,000 459,000 150,000 〇 730,489 290,884 150,000 4,558 145,442

41 45 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 822,148 364,820 150,000 〇 778,610 258,741 150,000 23,390 126,610

17 47 特定非営利活動法人法人市民後見センターちば 6 市民に広く成年後見人制度を広め、その活用を推進する事業 458,100 398,100 150,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 155,398 114,253 150,000 92,874 57,126

42 49 梨風苑ガーデニングサークル 6 「花と緑のまち運動」事業 70,000 70,000 35,000 〇 77,971 70,000 35,000 0 35,000

18 54 アンサンブル・市川 5 「上質な吹奏楽に包まれて感動の生涯教育を！」 350,000 350,000 150,000 〇 一部取消（事業中止） コロナ禍 171,750 171,750 150,000 64,125 85,875

19 57 国分川鯉のぼり実行委員会 5 国分川鯉のぼりフェスティバル 250,578 165,578 82,789 〇 195,533 109,939 82,789 27,820 54,969

43 59 赤レンガをいかす会 6 赤レンガ保存活動2021 337,900 317,900 150,000 〇 259,233 254,520 150,000 22,740 127,260

44 60 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 145,400 123,480 61,740 〇 155,020 90,220 61,740 16,630 45,110

45 64 市川なのはな会 6 動作法による障害児者への療育事業 470,960 470,960 150,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 269,146 170,555 150,000 64,723 85,277

20 65 平和を見つめる写真展実行委員会 5 平和を見つめる写真展 362,100 362,100 150,000 〇 全部取消（事業中止） コロナ禍 0 0 150,000 150,000 0

46 66 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 813,900 372,900 150,000 〇 軽微変更 日程、場所変更 コロナ禍 560,233 267,660 150,000 16,170 133,830

21 68 元気！市川会 6 千葉県の玄関口に相応しい、風格・賑わい・活気溢れる街づくり 1,365,000 500,000 150,000 〇 1,746,995 715,000 150,000 0 150,000

22 70 特定非営利活動法人いちかわ市民文化ネットワーク 6 チャレンジド・ミュージカル第13回公演 3,587,800 700,000 150,000 〇 全部取消（事業中止） コロナ禍 0 0 150,000 150,000 0

23 73 いちかわ歩こう会 6 健康づくりのための”ウオーキング実践” 300,000 300,000 150,000 〇 368,565 300,000 150,000 0 150,000

24 75 認定特定非営利活動法人　市川市ユネスコ協会 6 ユネスコ市民公開講座 50,000 47,640 23,820 〇 48,673 47,020 23,820 310 23,510

25 76 リズムパーク 6 音楽療法とアフリカンリズム統合プログラムによるワークショップコンサートシリーズ 257,920 257,920 128,960 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 148,822 124,741 128,960 66,590 62,370

54 77 NPO法人子育て・教育支援センターピア 6 子育ての負担感を軽減し及び子どもの発達を支援する活動 153,690 153,690 76,845 〇 161,111 151,565 76,845 1,063 75,782

26 81 特定非営利活動法人市川子ども文化ステーション 6 子どもがつくるまち「ミニ☆いちかわ2021」 1,094,800 793,800 150,000 〇 1,225,634 654,710 150,000 0 150,000

27 85 行徳芝桜の会 6 芝桜花壇とバラ花壇の再生、維持管理事業 200,000 200,000 100,000 〇 285,748 200,000 100,000 0 100,000

47 86 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！ 240,000 208,000 104,000 〇 207,914 162,953 104,000 39,726 64,274

48 88 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 265,605 265,605 132,802 〇 269,111 265,605 132,802 0 132,802

28 90 市川子どもわくわくネットワーク 5 子どもに関わる人たちのつながりづくり事業 524,400 506,400 150,000 〇 260,423 212,000 150,000 44,000 106,000

49 91 ASB 5 家族向け野外活動や伝承遊びの普及事業 85,166 69,470 34,735 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 63,810 51,771 34,735 8,850 25,885

50 100 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 460,000 367,000 180,000 〇 487,985 355,176 180,000 2,412 177,588

51 102 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」 94,535 86,660 43,330 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 19,218 3,041 43,330 41,810 1,520

52 103 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 140,290 140,290 70,145 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 69,569 69,209 70,145 35,541 34,604

29 104 人形劇大好き！市川の会 1 第2回市川おはなしフェスティバル 898,920 761,920 300,000 〇 802,182 628,137 300,000 0 300,000

30 105 助産宿 1 「ママをやめてもいいですか⁉」市川上映会・豪田トモ監督講演会支援者向け意見交換会 424,000 228,000 114,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 210,550 103,000 114,000 62,500 51,500

31 106 いちかわ発見伝 1 市川市ゆかりのある賢人からの市川市の歴史や文化に関する情報の聴取、コンテンツの作成及び発信 156,000 156,000 78,000 〇 軽微変更 規模縮小 コロナ禍 79,952 76,770 78,000 39,615 38,385

32 107 実践人市川読書会 1 第1回実践人市川読書会　講演会 160,000 120,000 60,000 〇 全部取消（事業中止） コロナ禍 0 0 60,000 60,000 0

33 108 劇団市川座 1 劇団市川座第6回公演 2,316,800 758,000 300,000 〇 2,066,813 708,000 300,000 0 300,000

53 109 フレイル予防健康支援の会 1 高齢者のフレイル予防健康サポートイベント開催 1,070,000 726,400 300,000 ― 全部(概算払前に取消) コロナ禍 0 0 0 0 0

26,888,401 16,843,498 6,504,268 17,492,238 10,472,750 6,114,268 1,685,470 4,428,798

申請書の内容
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