
　　　　　　　　 市民公益活動公募型支援事業　平成25年度　支援決定団体一覧

指令
番号

団体名 事業名称 事業内容 申込区分 事業費総額 活動分野
（要求額）

当初支援金
申請額

【交付決定額】
支援金
査定額

1 ＮＰＯ法人　くーおん
「からだつくりを通じてこころを育て
る」運動が苦手な子への運動サポー
ト事業

運動が苦手であったり、発達障がいをかかえる幼児・小学
生を対象に体を動かすことが楽しくなるような運動あそびを
を行い体力向上や運動への自信につなげる。
このことを通じて「自信・コミュニケーション・適応する力」を
育み健全な社会生活を送る一助とし、また障がいのある子
どもたちの社会参加の場として地域への理解をも深める。

立上型 205,225
⑪子どもの健全
育成

202,325 161,860

2
船橋ワーキングマザー
の会

働く（働きたい）ママのための地域コ
ミュニティ

出産後に働く女性たちの住みやすく子育てしやすい地域づ
くりを行う。
働く（働きたい）ママのを対象に情報交換会やイベントを月
に１～２回程度実施する。
女性の就業環境の向上も目指す。

立上型 337,000
⑩男女共同参画
社会形成

337,000 200,000

3
ＮＰＯ法人シビルまちづく
りステーション 船橋防災
関連プロジェクトチーム

地震による防災（液状化等）に関する
知識普及および広報事業

東日本大震災によって生じた被害に鑑み、今後想定される
大地震に対処する。地盤沈下に伴う家屋の沈下・傾斜、上
下水道・ガス等のライフラインの機能喪失、道路・河川等イ
ンフラ損傷等による液状化被害の低減に取り組む。これら
につき調査・提案、広報・講演会等の開催をする。

立上型 250,000 ⑥災害救助 250,000 200,000

4 親業ひまわりの会

社会問題となっている、いじめや不
登校、ひきこもり、非行、自殺などか
らわが子を救い、親子の絆を作るコ
ミュニケーションを学び広める活動

市内の公民館等で親教育やコミュニケーションに関心のあ
る人を対象としてゴードン・メソッド（親業）の講習会を理論
説明や体験学習形式で開催する。親がこれを学び、実践す
ることによって親子関係が良くなりいじめ、不登校、ひきこも
りなどがなくなり温かい社会作りにつながる。

提案型 300,000
⑪子どもの健全
育成

300,000 150,000

5 市民協働推進連絡会 市民活動の活性化へのサポート

市が市民活動団体の活動情報を広く市民に向けて発信す
るために開設している「ふなばし市民活動情報ネット」を活
用した市民活動団体の情報発信のサポートを行い、市民活
動の参加機会の促進と市民活動の活性化を進める。
市民協働に関する環境づくりを目指し、市民と行政が協力・
連携できるよう、良好なパートナーシップによるまちづくりを
も推進する。

提案型 31,500
⑰これらを支援
する活動

31,500 15,750
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6 “伝えよう船橋”の会
船橋かるたによる、子供の健全育成
を図る活動及び住みよい魅力あるま
ちづくり推進

船橋の史跡、文化財、名産品、産業などを詠んだオリジナ
ルの「船橋かるた」を用いた遊びを通して、子供たちに郷土
の歴史・文化を継承するとともに世代間交流を図る。
地域別オプション札の作成や英字カルタ開設も進める。

提案型 180,000 ②社会教育 180,000 90,000

7 船橋漁港の朝市委員会 みんなおいでよ！船橋漁港の朝市

認知度が低い船橋の漁港や魚に関して、そのＰＲの一環と
して毎月第3土曜日に船橋漁港で朝市を実施する。また、水
産物だけでなく地元の農産物の直売も行うことにより船橋
の地域振興活性化を目指す。

提案型 120,000
⑭経済活動活性
化

120,000 60,000

8 坪井湿地を復活する会 坪井のヘイケボタル復活計画

土地区画整理事業によりかつての豊かな里山や湿地はほ
とんど消失してしまったが、坪井美し学園地区にわずかに
残る湿地に生き残るホタルが、地区内に自生するように復
活させる。地域住民や高校と連携して育てる取組みを行う。

提案型 200,000 ⑤環境保全 200,000 100,000

9
船橋障害者スポーツ・レ
クリエーション協会

船橋市障害者スポーツ・レクリエー
ションの普及・推進

22年度、23年度の2か年にわたる本支援金事業により「船
橋障害者スポーツ・レクリエーション協会」を設立した。25年
度は障害者スポーツのガイドブックの作成、障害者スポ・レ
ク教室、車いすウォークラリー、講演会、スポーツ大会や有
償ボランティアの推進のほか、障害者が楽しめるスポーツ・
レクリエーションの研究を行う。

提案型 470,000
④文化、芸術又
はスポーツ振興

470,000 235,000

10
三番瀬カレンダー制作実
行委員会

２０１４年三番瀬カレンダーの制作

平成26（2014）年度の三番瀬カレンダーを制作し、市内及び
近隣の小中学校や市民が利用する施設に贈呈し、掲示利
用してもらう。さらには、このカレンダーの拡大パネル等を制
作し、市役所のほか市施設、各種行事等多くの場で展示
し、三番瀬の重要性に関する啓発を図る。

提案型 426,000 ⑤環境保全 426,000 213,000
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11 船橋英語連盟
船橋市の市内の英語学習者の英語
の普及向上を図るとともに、市内在
住外国人への日本語の教育を行う。

市民の英語力の向上を目指すものとして、英語フェスティバ
ルや英語クッキング教室などに外国人を招聘したり、英語で
の懇談を行う。外国人との交流を深めることにより国際感覚
の醸成を図る。

提案型 270,280 ⑨国際協力 270,280 126,500

12 オアシス家族会
精神障害者を抱える家族に対する支
援事業

精神障害者を抱える家族に対する支援が手薄になっている
ことを踏まえ、チャリティコンサートの開催により市民に精神
障害のことを理解してもらうとともに、出前講座の開催によ
り家族の負担が軽減できるようにすることを目指す。

提案型 227,900
①保健、医療又
は福祉増進

227,900 113,950

13
特定非営利活動法人
千葉県中途失聴者・難
聴者協会

高齢者の文字情報における講座（要
約筆記付）

年齢とともに聞こえが低下することによってコミュニケーショ
ンが取り難くなってしまっている高齢難聴者に対して、集合
施設入所者同士親睦が円滑に図れるための支援をし、同
時に周辺の人たちへの対応を促す支援活動を行う。

提案型 126,000
①保健、医療又
は福祉増進

126,000 63,000

14
ＮＰＯ法人うえるかむ権
利擁護サポートセンター
船橋

知的障害者と家族等の権利擁護と
成年後見制度の相談と支援事業

知的障がい者及びその家族の権利を守るための相談、成
年後見制度や権利擁護の学習会を開催するほか、引きこも
りがちな障がい者及びその家族が社会に一歩踏み出し地
域の生活を楽しんでいただくためのコンサートなどを開催
し、本人と家族が人としての幸せや権利が守られ将来の希
望を見出していけるような支援を行う。

提案型 400,000
①保健、医療又
は福祉増進

400,000 200,000

15
ＮＰＯ法人船橋ウォーキ
ング・ソサイエティ

市民の為の各種ウォーキング体験会
にて、健康増進活動推進事業

健康維持・増進のためにウォーキングへの関心が高まって
いる中で、年齢や健康状態、健康づくりの目的に応じた最
適なウォーキングに関する体験講習会を公民館等で実施
し、個人に合った最適なウォーキングを身につけていただく
取り組みを行う。

提案型 200,000
①保健、医療又
は福祉増進

200,000 100,000
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16 千葉　桃の会
世代を超えてみなで唱歌・童謡を歌
おう

子供から大人まで幅広い層の参加による唱歌・童謡を歌う
機会として市民参加型のコンサートの開催する。それに向
けて、体操、呼吸、発生、歌唱方法を身につける講座を開
催し、あわせて健康づくりや世代を超えた交流が深まること
を目指す。

提案型 600,000
④文化、芸術又
はスポーツ振興

600,000 300,000

17 街に花と緑の会 前原西２丁目花と緑のまちづくり活動

県道69号前原西2丁目地区内の歩道植栽体における緑化
活動を中心に行うことで、まちの美化や環境づくりを促進す
る。それによって地域内の結束、防犯、災害時の助け合い
などの良好な関係づくりにもつなげていく。

提案型 135,000 ③まちづくり 135,000 67,500

18
市民後見センターちば・
船橋

成年後見制度を広く船橋市民に広
め、市民後見人を養成する事業

市民に対して成年後見制度、市民後見人の役割、重要性を
理解していただくための講座を開催し、市民後見人制度の
利用の促進や市民後見人の成り手の拡大を目指す。その
ほか成年後見制度を具体的に必要としている方の相談や、
介護・福祉専門職との日常的な連携が図られるようスキル
アップに向けた取り組みを推進する。

提案型 500,000
①保健、医療又
は福祉増進

500,000 200,000

19
フィールドミュージアム・
三番瀬の会

「三番瀬の干潟から縄文時代の食生
活、昭和期の海辺の暮らしを体験す
る」

船橋三番瀬をフィールドミュージアムとして、博物館等と連
携して自然観察会、歴史散策、パネル展示、専門家による
ミュージアムトークを実施し、三番瀬を中心とした地域資源
の保全、利活用、地域活性化を図っていく。

提案型 920,000 ⑤環境保全 920,000 460,000

20
船橋市観光協会ふなば
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
組織と活動の創出および人材育成
事業

船橋市を訪れる方に対して市及び近隣地域を含めた街案
内情報、地域情報の提供を、関係団体と連携しながら行う
とともに、来訪者による地元店、地元産品の利活用の促進
を「街案内ボランティア」による活動と、ボランティア案内者
の人材育成を行う。

提案型 1,000,000 ③まちづくり 1,000,000 500,000
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21
ＮＧＯ三番瀬のラムサー
ル条約登録を実現する
会

三番瀬食文化出前講座

三番瀬が船橋でまだ漁業ができる貴重な場所であること、
貴重な干潟であることの理解や、保全・再生するために何
ができるのかの認識を深める。その方策として三番瀬でと
れた魚介類を使った料理教室を行い五感で味わってもら
い、三番瀬の重要性を知るきっかけとする。

提案型 300,000 ⑤環境保全 300,000 150,000

22
公益社団法人　船橋地
域福祉・介護・医療推進
機構

「食と健康」に関するシンポジウムの
開催

市民の食生活にスポットをあて、糖尿病やアレルギー等の
食に起因する病気についてをテーマとしたシンポジウムを
行う。
レストラン等を利用しヘルシーメニューの紹介やメニューを
作った調理人や専門医師、栄養士等による基調講演と関係
者による実績報告と意見交換、討論をなどを行う。

提案型 439,600
①保健、医療又
は福祉増進

439,600 219,800

7,638,505 7,635,605 3,926,360

概算払額合計
（７件)

1,075,750


