
団体名 事業名称 主な実施事業（概略） 支援率区分 申請額 査定額

アースドクターふな
ばし

子ども（小学生）を対象にした体
験学習「地球温暖化防止」に関
するイベントの開催

体験学習型の地球温暖化防止に関するイベントを通して、
子供たちの意識の向上とともに家庭でできる温暖化防止策
の行動を誘導する。
・太陽光発電、風力発電、燃料電池等の模型の制作）
・公民館等3か所でのイベント開催
・環境フェア、いきいき展、健康まつり出展
・出前講座開催

立上型80% 200,000 200,000

丸山を元気にする
会

丸山を元気にしよう！朝市、夕
市の開催

高齢化の進む丸山地区において元気を取り戻すため、町内
で空いている駐車場や幼稚園の園庭などを借りて、丸山の
畑でできた朝採れ野菜の販売や地域のお母さんによる手作
りグッズの販売、地元商店街の有志による出店などを通し
て、地域住民の交流を図る。
・朝市、夕市の開催(月1回）
・中央商店街通りにおける屋台による夕涼み祭りの実施
・ハロウィンイベントの開催

立上型80% 200,000 200,000

ふるさとまちづくり
の会

お休み処「かつしか」の設置

西船地区の空き店舗を利用して、高齢者、子育て世代も気
軽に立ち寄れ、交流しあえる場所として「お休み処『かつし
か』」を設置する。
・西船の今昔等を映した写真展の開催
・折り紙体験、グリーティングカード、年賀状づくり
・ひなまつり、人形展

立上型80% 200,000 200,000

パートナーズオブラ
イフ

高齢者が生き生き人生を全うす
るための協働支援事業

市内の特養老人ホーム、デイサービスセンターに近隣の高
齢者や小学生を招待し、施設利用者と共に縁日祭り（昔懐
かしい遊びや紙芝居）を行うほか、懇談の機会を通して回想
法による高齢者の生きる力の醸成、子供たちに対する学校
や家庭では学べない経験、知恵、歴史、情操の体感を促
す。

立上型80% 70,000 70,000

社団法人船橋地域
福祉・介護・医療推
進機構

シンポジウムの開催(介護現場
における食のあり方）

シンポジムの開催により介護現場の関係者からの介護現場
における食についての課題解決方策を議論。介護現場にお
ける食に関する課題解決策として、生産者より船橋におけ
る旬のおいしい食材提供の望ましいあり方の確立を目指
す。

立上型80% 200,000 196,000

船橋金杉club 地域友交促進サポート事業

金杉台団地の尐子高齢化による団地商店街のシャッター街
と化している状況、団地に引きこもる人の増加、地域コミュ
ニティ力の衰退を防ぐため、子供や若者、お年寄りを巻き込
んだ簡単なワークショップや交流会、自然と触れ合うお散歩
会を実施する。

立上型80% 200,000 200,000
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団体名 事業名称 主な実施事業（概略） 支援率区分 申請額 査定額

三番瀬のラムサー
ル条約登録を実現
する会

三番瀬の食文化と映像の出前講
座

船橋でまだ漁業ができる貴重な場所が三番瀬であることの
理解と、なぜ三番瀬が貴重な干潟なのかを理解してもらい、
三番瀬を保全・再生するために自分たちがなにができるの
かを考えてもらうことを目的に、三番瀬に関する映像や紙芝
居の作成と、それらを用いた講座を開催する。

立上型80% 150,000 150,000

自遊時感工房
地域におけるスポーツを通じた
障害者の社会参加の推進

2010年全国障害者スポーツ大会の千葉県開催を機に船橋
の障害者スポーツ・レクレーションの普及を図る。
①障害者スポーツの現状調査、②障害者スポーツ体験教
室の開催、③全国障害者スポーツ大会の協力、④船橋障
害者スポーツ・レクレーション協会（仮称）の設立

提案型80% 350,000 560,000

※特に公益性の
高い取り組みとし
て評価し、支援率
を８０％とします。

船橋東交通安全協
会

安全で市民生活に寄与する交通
安全広報・啓発活動事業（船橋
市東部地区）

県・県警・市及び関係機関・団体との協力による各種交通安
全活動の実施
・毎月10日に交差点街頭啓発、毎月15日の自転車安全の
日における高校への啓発活動の実施
・ボランティアの交通指導員による春夏秋冬期における街頭
活動の実施

50% 350,000 350,000

船橋交通安全協会
安全で市民生活に寄与する交通
安全広報・啓発活動事業（船橋
市西部地区）

県・県警・市及び関係機関・団体との協力による各種交通安
全活動の実施
・毎月10日に交差点街頭啓発、違法駐車追放運動、毎月15
日の自転車安全の日における高校への啓発活動の実施
・ボランティアの交通指導員による春夏秋冬期における街頭
活動の実施
・市民祭り・成人の日駅伝、親水公園花火大会におけるボラ
ンティア交通指導員による交通整理の誘導

50% 364,000 364,000

船橋SLネットワーク
いざ災害！わが身わが命は自
分で守る

自連協、地区社協他、防災リーダーの方々を対象として災
害時の避難所運営、応急救護法などのスキルアップの支援
を行う。 50% 83,500 83,500

二和劇場ボランティ
ア実行委員会

市民が創る二和劇場　初笑い二
和寄席

二和公民館の設備を、船橋市の文化芸術の振興のために
有効に活用していく一環として、広く一般の方に二和公民館
に参加いただく機会として初笑い二和寄席を二和公民館と
協働で企画運営し、実施する。

50% 150,000 150,000

NPO法人シニア・シ
ステム協議会

NPO社会生涯大学「船橋（学友）
大学」開校プレ事業

中・高齢者の共有の学びの場として「船橋マナトモ大学」の
開講を目指し、共有の価値観・思考を育みながら中・高齢者
の生きがい地域社会・街づくりの充実・貢献につながるよう
な生涯学習事業を実践する。

50% 635,000 635,000



団体名 事業名称 主な実施事業（概略） 支援率区分 申請額 査定額

自転車運転マナー
推進委員会

自転車運転マナー実践教室の
開催

大穴地区全域において年間7，8回の自転車運転マナー教
室を、子どもと父兄が同時に学ぶ機会として、地元学校、町
会、商店会関係者との連携のもとでイベントをからめながら
実施する。修了者には自転車運転免許証を贈呈する。

50% 413,500 413,500

塚田環境フェア２０
１０実行委員会

塚田環境フェア２０１０と15周年
事業

環境に配慮した生活への取り組みを毎年実施している塚田
環境フェアにおいてパネル展やクイズ等を盛り込んだ催しを
通して啓発し、可燃ごみ中の紙類のリサイクル率を上げ、ご
みを減量化するために具体的な方法として、雑紙の分別収
集用の回収袋を用いた方法を試行的に実践する。 50% 300,000 300,000

原爆の絵展・平和
のつどい実行委員
会

平和啓発事業

広島の被爆者が描いた原爆の絵を広島平和資料館から借
り受け、市役所ロビー、勤労市民センターギャラリー、ミヤマ
市民センターギャラリー、公民館等で展示会を開催。市視聴
覚センターが所有する平和関連映像の上映を行うほか、広
島平和記念資料館に市民を派遣する。

50% 105,000 65,000

０・２歳児親子遊び
「かしの木会」

０・２歳児親子遊び事業「とんぐり
会」「ジーバー会」

0歳児向けの「とんぐり会」、2歳児前後向けの「ジーバー会」
を船橋アリーナで前期16回、後期18回開催。おもちゃ遊び、
親子体操、わらべ唄、ミニ文学、育児相談を行う。 50% 447,000 447,000

船橋美し学園街づ
くり館運営協議会

坪井地区(船橋美し学園）コミュニ
ティ自立推進活動

坪井地区（船橋美し学園）において自治会加入を高め、美し
い街並みを守るための「街並み憲章」の同意を促進する。
既存住民と新規住民との交流の機会を深めるため、コミュ
ニティ形成意識の向上を、クラブ活動やミニイベント等を実
施する。
地区外近隣農家や既存住宅地と一体となったコミュニティ再
生に向け、地産地消の野菜即売会を定期的に開催する。

50% 960,000 320,000

ＮＰＯ法人　環境を
考える市民の会

市民と育む海老川うるおい創生
活動

船橋固有の資源である海老川を昔のようなゆとりある河川
環境に戻すことを目指し、環境調査を通して市民意識の醸
成を図りながら、海老川の環境資源を知り継承していくため
の現地調査を行い、調査結果を踏まえての将来の海老川
のあるべき姿、環境保全に向けた啓発などを、市民参加に
よる環境観察ウォーキング、広報紙、冊子の作成配布によ
り次世代に継承していく。

50% 1,000,000 1,000,000



団体名 事業名称 主な実施事業（概略） 支援率区分 申請額 査定額

ＮＰＯ法人　囲碁文
化継承の会

囲碁の普及と囲碁交流による健
全な児童、健全な家庭、心身健
康な高齢者、潤いのある地域社
会づくり事業

子供たちに伝統文化である囲碁を通して面白さ、知的刺激
を楽しむと共に、しつけやマナー、思いやり等の総合的な人
間力を養い、家庭や地域社会での対話、交流促進、こども
たちに教えることでの高齢者の生きがいといった健全な家
庭、地域社会づくりを目指す。

50% 230,000 216,000

船橋納税貯蓄組合
連合会

租税納付及び広報活動関連事
業

納税意識の低下を憂い低年層（中学生）への納税の意義に
ついての知識向上を図り、思いやりの心を育て将来の希望
ある国造りの心を育てる。
・税金の納期内納付を促す啓蒙キャンペーン活動
・市民のための税金教室、中学生の税の作文、ポスター展
示（市内全校）、作文・ポスター作文集発行
・作文、ポスター表彰、夢を育むコンサート

50% 472,500 265,000

ふなばし街歩きネッ
トワーク

船橋市における街案内ボラン
ティア組織および人材育成事業

船橋市を訪れる国内外の来訪者や団体に対して、船橋市
及び近隣地域の良質な都市観光情報・地域情報を提供し、
観光案内活動、案内対象者と地元生産者・販売者との交流
を強化して地元産品の利活用促進を図る「街案内ボランティ
ア（船橋街歩きマイスター）」組織と人材育成を行う。 50% 400,000 400,000

ＮＰＯ法人ベイプラ
ンアソシエイツ

船橋新交通・渡船FunabaSea
Bus（水上バス）

船橋の港から本町3丁目海老川橋までの新たな交通ルー
ト、船橋漁港付近の海老川の東西を結ぶ渡船により、渋滞
緩和と船橋らしい自動車に代わる新たな交通機関としての
確立を目指す社会実験を実施する。この取り組みを通して、
利用者の反響を得ながら、新たな都市観光の創出、船橋の
川と海に関する水上からの学習、環境保全に向けた市民意
識の高揚等を目指す。

50% 765,000 765,000

船橋商工会議所青
年部

市民・来訪者が求める船橋市の
アンケート調査事業

船橋市のイベント参加者、地域住民、船橋市内で務める社
会人の方でイベント参加者、地域活動参加者、市内で働く
方等を対象に、船橋市（地域）をテーマとしたアンケートを実
施し、専門家と分析のうえ発表会形式で発信。アンケート結
果を商工会議所や関係諸団体等における地域まちづくりに
つないでいく。

50% 150,000 150,000

湖紫萌花のサーク
ル

伝統文化子供いけ花教室

行田中、行田東小の児童生徒及び卒業生を主な対象に生
け花教室を開催し、生活の場を美しくする、行事の花を生け
る、それに伴い礼儀作法を学ぶ心を養う。 50% 60,500 60,500
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ふなばしっぷ海遊
創生協議会

「船橋お散歩海道」プロジェクト

船橋漁港を船橋の象徴する場として捉え、地元関係者が連
携することにより、市民や来訪者船橋の歴史文化に触れつ
つ楽しく散策できるようなルートや港町を感じることのできる
拠点、市民・来訪者向けの情報提供等を行うとともに、来訪
者等の地元商店での買い物時のポイントを地域の街づくり
に貢献する仕組みを絡め、お散歩海道の形成を通しての都
市型エコツーリズムによる地域経済振興を目指す。

50% 525,000 525,000

船橋たばこ商業協
同組合

クリーンな船橋の街づくりに寄与
する運動

たばこの販売店としてその責任を果たす意味を込め、特に
吸殻が目立つ船橋駅周辺で組合婦人部による清掃活動を
実施するほか、年数回通行人にポイ捨て禁止を呼び掛け自
粛を促す。 50% 132,500 117,500

合計額 9,113,500 8,403,000


