
平成 18 年度 市民活動補助金公開報告会 実施報告 
 

実施日：平成 19 年 4 月 28 日（土） 午後 2時～4時 30 分 

実施場所：浦安市民プラザ 中ホール 

参加者：発表者を含め 32 名 

発表者：活性化事業補助金交付団体７団体 

1.ふれあい農園クラブ 

2.おもちゃの病院うらやす 

3.日の出ふれあい農園 

4.浦安三番瀬を大切にする会 

5.NPO 法人 新しい学校づくりをめざす‘お～ぷん・どあ’プロジェクト 

   6.明海よさこい連 

   7.特定非営利活動法人 フレンズ 

 

次第： 

1.主催者あいさつ（市民経済部長） 

2.市民活動補助金の概要説明（市民活動推進係長） 

3.市民活動補助金審査会委員 自己紹介 

4.交付決定までの経緯説明（審査会委員長） 

5.発表の進めかたの説明（事務局） 

6.発表（1団体につき発表 5分、質疑応答 10 分程度） 

7.総評（審査会委員及び審査会委員長よりコメント） 

8.意見交換会 

 

＜発表内容＞ 

１． 「市民による野菜づくり体験の普及発展」（ふれあい農園クラブ） 

□発表 

私たちは八千代市の畑を借りて、野菜づくりをしておりますが、ほとんど人力によ

る作業で会員の作業負担が大きいということで、農業機械を導入して作業負担を軽く

するとともに、一般市民の野菜作りへの参加を普及・発展して、たくさん人を増やし

たいというのがこの事業の目的・内容でした。 

一番、頼りにしたのは農業機械の導入でした。まず、小型耕運機の導入がありまし

た。春と秋に畑を深く耕す必要があるが、導入する前までは、外注によって大型耕運

機を借用していたのだが、導入してからは借用しなくてよくなりました。それから、

野菜を作る場合は、その前後に肥料や石灰を入れたりして耕作をするのだが、こうい

った作業もほとんど機械によってできるようになりまして、人力作業の約 70％が機械

によってできるようになり、負担が大幅に軽減されました。すべて機械によってでき

るわけではないので、機械のはいらない作業は人力でおこなっています。 

もうひとつが、刈払機（草刈機）です。農園の周辺の畔は数百メートルあり、耕作

する以外でも、畑の周辺の雑草を刈るというのはまた大きな作業です。今までは、近

くの農家の方のものを借りていたが、競合することも多く、また故障させた場合、非

常に迷惑をかけるということで、自分達のものを持ちたいということでした。購入で

きて、必要なときに適切に使って、今は畑の周辺の雑草を理想的に刈ることができて

います。これが 2つの機械を購入できた大きなメリットです。 
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続いて、市民を巻き込んだ野菜づくり体験者募集ということで、まず、募集活動と

いたしましては、ミニコミ紙 4社に体験者募集の掲載依頼を出しました。これは、テ

ィータイム、サークル、スクエア、週間スマイルの 4社に対して、野菜の収穫時期に

合わせて、6月と 10 月の 2回掲載を依頼しました。もうひとつは、チラシによる広報

です。これは、６つの公民館、ボランティアセンター、市民活動センターの 8箇所に

7 月と 10 月にチラシを作成し、各 50 枚ずつ置かせていただきました。以上の広報活

動により約 80 件の問合せが来ました。そのうち 51 人が体験に参加しました。さらに

9 人は正会員となり引き続き活動を行っています。参加者の特徴といたしましては、

小さなお子さんを自然の中で体験させたい若いご夫婦と時間を持て余している高齢

者の参加希望が多かったです。 

写真をみてお分かりのとおり、楽しそうに、たくさんの手土産をもって、大変満足

な様子でした。「是非また参加させてもらいたい」という声を聞かせていただきまし

た。学童はほぼ前年並みの 130 名ほどでしたが、一般市民と合わせると 240 名ほどの

方が体験に参加され、昨年より 60 名ほど増えました。 

次に、予算と決算の概要について触れます。主な補助金の申請対象は、小型耕運機

の 16.6 万、刈祓機 2万、物置 6.7 万、その他合わせて、257,776 円の交付を受けまし

た。総事業費の 2割は自己負担となっていて、収入の少ない当クラブといたしまして

は、当初 3ヵ年での負担を考えていましたが、参加者の増加とバザーなどでの大根販

売に力を注ぎ、何とか単年度で収支を合わせることができました。 

購入していただいた機械は今後数年間、使うことができますので、本当に作業が大

助かりでございます。補助金を有効に活用して今後とも野菜づくりの普及・発展に努

めることを約束いたしまして、報告といたしたいと思います。 

 

□質疑応答 

○審査委員 事業収入の 92,519 円と計上してあるが、そのうち売り上げの割合はど

のくらいですか。  

○ふれあい農園  このうちの売り上げは大体 2割程度だったと思う。 

○審査委員 なぜ伺ったかと言うと、これから活動を継続していく場合に、会費収入

も大事だが、せっかく作った野菜を販売する機会を増やして、自主財源を増やし

ていけば、今後の機械のメンテナンス等のお金を出していけると思うので、売り

上げも大事な収入だとお考えになって野菜を是非売っていっていただきたいと

思います。 

○ふれあい農園 年間で 3回ぐらい中間決算をしながら、野菜の販売の機会を考えて

やっておりますので、今の意見も考慮しながら今後やっていきたいと思います。 

    昨年、販売できたのは、富岡公民館でのバザーと社会福祉協議会のふれあい広

場です。今年度は、日の出公民館でも売る機会を考えています。野菜のできる時

期に販売をしていきたいと考えています。 

    販売活動も、ふれあい農園の広報活動の意も含めて行っていますので、その点

もご理解いただきたいと思います。なかなか八千代市で活動を行っているので、

ふれあい農園の存在をしらない人も多い。なので、PR 活動も含めて販売活動をや

っていきたいと考えています。 

 ○審査委員 審査委員として、高齢者の増加により会員数の減少に歯止めをかけたい

ということで、機械を買えば会員が増えるなんていうものではないと、非常に厳

しい目で見ていたひとりですが、報告を聞いて非常に会員数も増え、参加者にも
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大変喜んで頂いていたということで、うれしく思っています。 

    これからは、活動を維持していくという点で、やはり収入と支出のバランスを

考えていかなくてはならない。 

    それから、八千代という遠いところで活動しておられるので、車での移動とな

っているが、交通安全等も含めて、場所等も今後、十分考えながら継続していた

だければと思います。 

 ○ふれあい農園 我々も場所については近場でいいところがないか探しているが、他

市ということもあり、状況は難しい。 

 ○審査委員 報告書の中に、富岡公民館での野菜栽培入門講座というものの講師をや

られたということと、学童の方々とどのようにふれあったのかを、もう少し詳し

く説明してください。 

 ○ふれあい農園 富岡公民館での野菜栽培入門講座は昨年から実施し、4 月から 11

月まで 15、6 回、月に 2 回第 2、4 水曜日に実施しています。これによって実際

に 70～80 坪程度の畑を耕したりして、野菜を作っております。 

    また、学童に関しては、野菜の作り方、収穫の仕方について、まとめてビジュ

アル化して教材としてお渡しして、現場で説明したりして教育関係に関わってお

ります。 
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２．「壊れたおもちゃの修理」（おもちゃの病院うらやす） 

□発表 

 平成 8年におもちゃの修理を始めました。昨年修理をした件数は 346 件です。 

 近の風潮で、「おもちゃが壊れたら買い換えればいいじゃないか。」それと、お

もちゃの値段も安くなってきております。そういったことでおもちゃも使い捨てと

いった状態であるが、これを修理してまだまだ使えるというようなものにして、物

を大切にする心をちいさな子どもに教えていきたいと思って取り組んできました。 

 昨年の 346 件の中で、90％近くは修理ができた。 近のおもちゃは電子化されて

いるものもあり、IC が壊れたなど対応できないものが７％ぐらいあった。 

 おもちゃの修理をしている場所は、中央公民館とビーナスプラザで月 3回、年間

で 36 回行っている。月によって修理が多かったり少なかったりするが、昨年は浦

安市の 25 周年企画で地域での活動を紹介するイベントが行われ、そこに参加した

ときは非常に多かった。 

 もうひとつ取り組もうとしていたものは、電子部品や電池の取り扱いをご存じな

い方が多いものですから、修理をしながら、部品や材料の説明をしていったことで

す。特に電池関係は消費期限があるということを知らない方がたくさんいて、そう

いった取り扱いの説明をいたしました。 

 それから積極的に修理をしていただこうということで、その場で修理体験をして

いただきました。 

 市民のみなさんに PR したいということで、公民館やミニコミ紙で広報活動を行

っていった。 

 

□質疑応答 

○審査委員 年間 346 件で 1 回 10 件程度だと思いますが、実際に受付から修理まで

の手順はどのようにおこなっていたのですか。 

○おもちゃの病院 月 3回開設しているといったが、受付をするのは月 2回で、修理

は 2回では追いつかないので、3回行っている。 

   なるべく今月預かったものは、翌月返すことにしているが、それでも間に合わ

ないときは、有志のものが自宅に持ち帰って修理をして、間に合わせています。 

   どういう内容かと申しますと、プラレールの場合は、連結器が壊れたり、モー

ターが回らなかったりという故障が生じています。音楽機器では、部品が悪くな

っていたり、トランジェスタが悪くなっていたりするので、取り替えるものは取

り替えて修理している。 

   その場で修理できるものは修理してお返ししているが、ほとんどが時間のかか

るものなので預かって、翌月にお返ししている。 

   2 月にジェイコムのほうで活動の様子を取材してもらって、放映してもらいま

した。それをご覧になったかたは、おもちゃの病院の活動内容が十分わかってい

ただけたと思います。 

○審査委員 おもちゃの病院うらやすさんは非常に大人なグループだという印象を

うけました。子供のしつけだとか物を大切にする心を教えたり、場合によっては

人生を語ったりと、そういった姿勢が収支決算書にも現れているとおもいます。

領収書番号もきちんとふられていたり、ほぼ予算どおりの使い方をしています。

このようなお金の取り扱い、会計処理の面でどのようなご苦労がありましたか。 

○おもちゃの病院 会計担当がいまして、お金の面は会計が行ってくれた。出納管理

-4- 



はパソコンでおこなっていました。 

   それから、しつけの面に関しても、おもちゃの修理を通してお礼であったりを

しつける場所ともなっていると思います。 

○審査委員 趣旨とか成果については大変評価させていただいています。今後の展開

としてどのようなことをお考えですか。 

○おもちゃの病院 現在の活動を継続させていきたいと考えています。活動場所につ

いても他の場所をという意見があったが、公民館の利用制限やお預かりしたもの

を次回どこで返すのかといったところで難しいと思うので、中央公民館とビーナ

スプラザで行っていきたいと思います。 

○審査委員 私個人の意見ですが、今後は修理からもう一歩踏み出して、おもちゃを

作ることも考えていただきたいと思っています。 

○おもちゃの病院 今後の参考にさせていただきます。 
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３．「地域住民による学校周辺緑化事業」（日の出ふれあい農園） 

□発表 

 日の出中学校を舞台に、農園が 500 平米ありまして、周辺自治会、PTA、学校と一

体になって農園の管理を行っています。今回の事業は周辺地域の緑化ということで地

域の景観向上、堆肥作り、地域デビューのきっかけづくり、高齢者の生きがいづくり、

中学生と地域の人々との交流ということをテーマに掲げて行ってきました。 

 今回、年間の活動としましては、農園の収穫祭 2回に加えて緑化活動を行ってきま

した。学校の北側南側にはかなり大きな緑地がありまして、そこの雑草が伸びっぱな

しになっていて、そこをきれいにしようということでやってきました。定例活動では、

野菜づくりと収穫祭を行っているが、その活動と合わせて行ってきました。収穫祭の

参加者は概ね 250 名くらいで中学生 200 名くらい、大体 400 食ほどシチューを作って

みんなで食べたりもしました。そういった形で地域との交流も行ってきました。 

 緑化活動第 1弾ということで、雑草が生い茂っているところにヒペリカム・ヒデコ

ートを植えました。2年生全員参加と地域の住民の方も加わって行いました。 

 秋の収穫祭に合わせて、チューリップを植えつけし、学校周辺の美化活動という面

も合わせてやっています。 

 第 2 弾ではアガパンサスを 1500 株、3年生と地域住民で植え付けをしました。 

 あとは、堆肥作り。刈り取った雑草などを使って行いました。 

 

□質疑応答 

○審査委員 目標達成度という面で、日の出地区の交流、世代を超えた交流というこ

とでチラシを配布したけれど集まらなかったということが書かれていたが、今後、

団塊の世代を取りこんでいくことも考えて、広報活動をどのようにお考えですか。 

  また、ワークショップが今回の事業にあったが、開催できなかった事情、理由

についてお聞かせください。 

  収支決算書で予算時点では寄付金が計上してあったが、これはなにを想定して

計上していたものですか。 

○日の出ふれあい農園 団塊の世代については、まだリタイアされていないというの

が現実でした。今回もボランティア募集をしまして、数名は参加していただきま

した。団塊の世代よりも少し年の召した方の参加が多かったのも現実です。今後

は自治会を通して広報活動をやっていければと思っています。 

   ワークショップは、学校との日程の都合上できなくなってしまった。緑化活動

に参加していただいた 3年生にアンケートをとりました。そのなかで緑化の意識

の問題、環境問題、学校周辺がどのようになったらいいのかということを聞いて

みました。これを元に次年度はどういったかたちで行っていくかを考えて行きた

い。学校との連携は非常に難しい面もあって、我々が思うとおりにはなかなか行

かず、そのようなズレがあったのかなあと思っています。 

   寄付金については、今までもらっていたので、それを当てにして計上した部分

もありました。寄付金ではないが、地元企業が我々でできないことを協力してく

れたり、いろんな面で支援をいただきました。 

○審査委員 学校との兼ね合いは難しい面もあると思いますが、今回活動をするにあ

たって、PTA とはどのように連携を図っていきましたか。 

   事業としては大変良いことをされていますし、それなりの成果もでていると思

いますので、PTA や地域の親御さんたちの協力がもっと得られるように工夫をさ
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れたらいいなあと思います。 

○日の出ふれあい農園 PTA に対しての呼びかけは学校が行うことになっていて、  

我々が直接呼び込むことはできないのが現状でした。それでも、9 月の除草作業

では多くの PTA に参加していただき協働して行っています。 

   今後も、学校と連携を取りながら、PTA も活動に取り込んでいけるよう努力し

たいと思います。 
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４．「もっと知りたい三番瀬事業」（浦安三番瀬を大切にする会） 

□発表 

 我々は「浦安を知ることができる身近な自然、三番瀬の情報を市民にお届けする。」

というコンセプトのもと活動を行ってきています。皆さんにも「もっと知りたい三番

瀬」になっていただきたいという事業です。 

 我々「三番瀬を大切にする会」が今まで行ってきた事業のなかで、 も大きいもの

が、市との共催で行っている「クリーンアップ大作戦」というもので、毎年、600 か

ら 700 人の人に参加していただいています。「ミニクリーンアップ」というものが、

毎月第 1 日曜日に開催しています。月によって変わりはあるが、毎月大体 30 人から

5,60 人の方が参加しています。 

 干潟には、普段一般の方が入れないということもあり、市民の方々から遠くなって

いるというのが現実です。そういった中で、皆さんにいかに三番瀬を知っていただく

かという部分で、今回、お願いしたのは市役所に置かせていただいた「三番瀬水槽」

というものと「三番瀬と暮らす」というパンフレットを発行いたしました。この中で

皆さんに三番瀬の機能、どうゆう役割をしているのかを知っていただき、 終的には

活動に参加していただきたいという思いで進めました。 

 市役所に置かせてもらっている水槽では、三番瀬に住む生き物を紹介しているが、

１週間や 10 日もしますと、生物の形が変わってきます。私たちもこのように水槽を

設置してより実感したことです。市役所に訪れた方、市役所の職員の方々に見ていた

だき、非常に身近になっていただいているのかと思います。その結果、「クリーンア

ップ」に参加する人数も増えてきています。 

 また、三番瀬水槽を設置するだけでなく、その様子をホームページでアップして「三

番瀬水槽だより」というものを出しています。三番瀬水槽も、ホームページを見る方

も非常に増えて、反響を頂いています。それから、水槽に対しての感想文も多く頂い

ております。三番瀬を紹介する掲示も作りました。 

 パンフレットを改訂して、我々自身も知らなかったことを調べたりして、知識のア

ップにつながったと思います。 

 今回、事業を進めるにあたり、非常に多くの方々からご協力を頂きました。「海辺

の会」「まるごと探検隊」環境部を中心とした市役所の方々、博物館の方々から貴重

なアドバイスをいただきました。 

 今後の課題は、水槽をメンテナンスしていく費用の作り方や、三番瀬を知れば知る

ほど、人が入ってくるので、そのルールを作っていかなければならないという問題へ

取り組んでいくこと、それから、将来的に「環境学習センター」で、この事業の取組

みが生きていけばいいと思っています。 

 

□質疑応答 

○審査委員 市役所に行くたびに、生き物が変わっていて「今日は何がいるのか」と

楽しみにしています。はじめは、水槽を 2 つ設置する予定であったが、それが 1

つになり、かつ値段も大きくなっている点で、どのような事情があったのかお聞

かせ願いたいことと、パンフレットの作成が遅れたということで販売等の金額は

変わっているのではないかということ、それから、水槽の生き物を採取するのに

大変な苦労があるかと思います。その苦労を会場の皆さんにお教えいただければ

と思います。 

○三番瀬を大切にする会 設置を予定していたマーレでは、置く場所が非常に狭いこ
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とと日光があたり、生き物たちに適さない環境だったので断念し、市役所のほう

に集中して設置した。 

   当初、我々の中では、水槽を冷やすという概念がなかったのだが、設置してみ

てクーラーを設置するということで大幅に金額が増えてしまった。生き物のメン

テナンスというのが非常に難しく、自分達も勉強しながらやっています。生き物

のメンテナンスが月 3回、水のメンテナンスが月 2回と非常に大変だがやってい

ます。 

○審査委員 水槽の値段が大幅にアップした理由をお聞かせください。 

○三番瀬を大切にする会 金額が大きくなった理由は、当初、我々の会で見積もりを

取って予算を計上いたしました。その後、市役所という公共の場に置くというこ

とで、博物館に相談をしました。そのときのアドバイスによって機能のいいもの

で金額の大きなものを購入したという経緯です。 

   2 つ設置する予定がひとつになってしまったのは、我々も悔いているところで

す。ただ、費用の部分とメンテナンスの部分で今の会の実力では、これが限界な

のかなと思っています。 
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５．ユニバーサルスクール事業―すべての子どもたちに学びの楽しさを 

 （NPO 法人 新しい学校づくりをめざす‘お～ぷん・どあ’プロジェクト） 

□発表 

 私たちは今年度のステップアップ補助金を頂いて、障害のある中学生年齢以上の子

どもたちのための学校を運営しました。昨年度と異なるのは、今年は美術に特化して

事業を行ったということでした。その結果大きな成果といたしまして、市の美術展に

生徒 2人の作品が入選いたしました。うち一人の作品は産経新聞に取り上げられまし

た。他の作品を見たいとか個展を開く予定はないのですかという問合せが新聞社を通

じて保護者にあったそうです。 

 このごろ「アールグレット」生の芸術という意味のフランス語だそうですが、まさ

に自分のためだけの表現作品がまわりに感動を与えているのです。その生徒は、中学

校までは図工の時間が嫌いで、保護者も入選したと聞いて半信半疑でしたが、彼がホ

ワイトボードにアルファベットを楽しく書いている姿や、色や形に興味をもっている

ことを観察して、美術にチャレンジしてよかったと思いました。作品は切手や絵葉書

にして販売しています。また、自信をつけた彼は英単語を声に出して発音したり、声

が増えました。シンガポール出身の講師も手伝って、発音を教えてもらっています。

新しいことにもすんなり挑戦できるようになりました。中央武道館でジムトレーニン

グもいたしました。茶道の先生を招いてお茶も楽しみました。また、ネイチャークラ

フト葉っぱのアートにも挑戦しました。そのほか、季節の行事を大切にしました。ワ

ールドカップがあったときは、ワールドカップのイメージカラーで絵を制作したり、

ハロウィンにはかぼちゃのランタンづくりをしたり、正月には書初めもしました。 

 初夏にはくりもと地球村に行って、ジャガイモ堀りを楽しみました。市のバスをお

借りしていきました。収穫したジャガイモでポテトサラダを作りました。母の日や父

の日には、両親へのプレセントを作ったり、自分で使えるものもミシンでたくさん縫

いました。非常に機械に興味のある子どもたちで、喜んで作っていました。 

 このようにして、楽しい活動をしながら子どもの観察を続け、その子に必要な学び

やスキルをこうすれば獲得できるのではと、仮説を立てて実行し、検証しという繰り

返しの中で、子どもたちは実に生き生きと成長いたしました。 

 また、サマースクールでは、デイキャンプとおもしろ実験を行い、小学生 9人の参

加がありました。来年へとつながる活動になりました。 

 後に昨年、市内の不登校気味のお子さんをもつお母さんから頂いた手紙を紹介し

ます。 

「昨年、長男のことで悩んでいたときにお話を伺ってどんなに心強く思ったことか、

ご近所に‘お～ぷん・どあ’があると知ってどんなにほっとしたことか、感謝の気持

ちでいっぱいです。折々に贈ってくださるご案内にも随分励まされました。」 

 この手紙には逆に私たちがどんなに励まされたことか。この小さな学校が存在する

ことで励まされて安心を届けることができたので、お母さんが安定し子どもさんも落

ち着いていけたと思います。この補助金のおかげで、今いる 2人のみならず大勢の子

どもたちが元気になっていると実感しています。 

□質疑応答 

○審査委員 素晴らしい作品で私も感心いたしました。それを踏まえたうえで活動に

ついて質問させていただきます。 

   ひとつは、今回の事業では障がいのある子どもに加えて、不登校の子どもたち

を巻き込んでいきたいということで当初申請されておりました。ただ、事業報告
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書をみると実際には不登校の子どもは来なかったと書かれているが、不登校の子

どもたちをどのような形で巻き込んでいこうとしたかという部分を聞かせてい

ただきたいということと、二つ目が、今回、美術に特化して活動を行ってきたと

いうことだが、当初の計画書にはそのような記述はなかったと感じています。ど

のようなお考えで美術に特化してやっていくことになったのかをお聞かせくだ

さい。 

○お～ぷん・どあ 申請の段階で私たちは美術に特化して行っていくことを考えてい

て、そのために予算書の備品で絵の具など美術に関わるものを計上していました。

計画書には、書き漏れたかもしれないが、プレゼンテーションでは言いました。

美術に特化することは、昨年の 2月に決めて、4月から取り組んできました。 

   不登校の子どもたちについては、浦安市内でも不登校セミナーを開いたし、幕

張にある県のサポートセンターで行われた不登校の相談に関するプログラムに

私たちも相談ブースを設けて参加しました。そのほかにもいろいろな民間団体の

交流会にも参加して情報交流も行っています。また、各中学校をまわり、いちょ

う学級にも行けないお子さんがいればということで働きかけはしてきたが、なか

なか実際にお子さんが足を運ぶところまではいきませんでした。ただ、口コミで

お母さんからの電話相談や、セミナーの参加はありました。 

○審査委員 平成 17 年度も補助金を受けて事業を行ってきたが、今年、団体として

どのような点がステップアップできたと感じているかの報告と、今後の展望をど

うお考えなのか教えてください。 

○お～ぷん・どあ 補助金で絵の具を買えたことで、子どもたちに心置きなく絵の具

を使わせることができ、その力を伸ばすことができたと思います。教育的配慮で

はなく経営の面でも絵の具を使わせることができて、非常によかったと思ってい

ます。教材をたくさん買わせていただいたことが今回、ありがたかったことだと

思っています。そのほかにも、パソコンやデジカメ、レジスター等の備品も買う

ことができ、それを使ってテキストを作ったりすることができたと思います。 

   私たちの活動が広がっていかないことについては、行き詰まりを感じています。

もし、公的な施設を借りることができて、授業料を安く設定できれば、もう少し

人が増えるのではないかと思います。 

○審査委員 確認なのですが、この補助金は団体の運営に対して出しているのではな

いので、具体的にこの事業を行ってどこがステップアップできたかという点を教

えてください。 

○お～ぷん・どあ 思い切ってやらせることができたのが、子どもたちをここまで伸

ばす事ができたと思っている。 

○アドバイザー 申請の段階で、この補助金をもらってこんな事業を行いますという

ことではなくて、この団体をこうステップアップさせていきますということをプ

レゼンしてもらっているので、今回は対象を広げるために働きかけはしたが、参

加はなかった。でも、団体の質的にこう変わったということがないとこの補助金

の効果が確認できない。私たちはこうゆうふうにステージをあげることができま

したよという点を報告していただきたい。 

○お～ぷん・どあ 団体の成長という点では、特技をもったスタッフが増えました。

私たち自身も、障がいをもった子供だけでなく、いろいろな悩みを抱えている子

どもたちに対してのトライアンドエラーを積み重ね、勉強を続けてきて、そのよ

うな子どもたちに対応できる力は身についてきたと思っています。 
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６．浦安っ子よさこい総踊り曲創作 踊りでつなぐ「今と昔、人と人、世代と世代」

プロジェクト                      （明海よさこい連） 

□発表 

 私たちの事業、『浦安っ子よさこい総踊り曲創作 踊りでつなぐ「今と昔、人と人、

世代と世代」プロジェクト』の報告をさせていただきます。この事業の特徴を整理し

ますと、「踊りを通じて地域に愛着を持つ、つなげる」というのが大きな目標でした。

よさこい踊りという題材を街という舞台を通じて、浦安を知り、愛着を持ちいろんな

人と出会い、対話を持ち、新たな文化として曲と踊りを生むことで、自分達に誇りを

持つ。これが活動目標であり、特徴です。 

 終成果物は、「舞だ！浦安舞い 2007」という楽曲と踊りです。しかし、それを創

ればいいというだけでなく、多くの方と共同作業を通じて創っていくという方法、ワ

ークショップが事業の中心となります。 

 まず、文化とはどのようなことなのかというのを出前講座していただき、我々スタ

ッフが勉強しました。その後、多くの人が持つ浦安のイメージなどをパズルのピース

のようにはめ込みながら創っていくというのがこの事業です。そして、船大工の釘打

ちのリズム、「鶯の谷渡り」といいます、神輿の掛け声、細川流投網の動作、この３

つを特徴とする踊りができました。 

 今後の課題をまとめます。工夫をすることとして、振り付けや間奏のバリエーショ

ンを創ること、これをいろいろな方々とコラボレーションで行っていきます。すでに、

小さい子ども向けのものや、盆踊り風、もっとかっこよくといった 3パターンを私た

ちの団体以外の方と取り組みを行っています。和太鼓の方々とのコラボレーションも

進めています。 

次に、場を広げていくこととして、講習会や祭りなどで広めていくことを考えてい

ます。今現在、2 つの小学校、2 つの保育園、児童育成クラブから教えに来てほしい

という要望を頂いています。 

今回の反省点としては、計画段階の見積もりが甘かったと反省しています。広報に

ついてもまだまだできることがあったと反省しています。 

まとめとして、単に踊りを踊るだけではなく、地域の歴史や文化について学び、温

故知新の姿勢を忘れず、そして人との関わりを大切にしたいと考えています。また、

主催者と関係者という関係ではなく、本来のお祭りの姿であるいろんな人がいろんな

形で関わるということを念頭において活動していきたいと思います。 

それでは、ここで踊りを披露させていただきます。 

（子どもたちによる踊りの披露） 

 

□質疑応答 

○審査委員 発表の時間もきちんと考えながら、踊りもいれながら、ポイントを抑え

て大変いい発表だったと思います。報告全体を通して感じたのは、団体の意思の

強さと誠実に実行していると感じました。収支決算書を見ても、市民の税金、寄

付金を受けての補助金ですから、使ったからにはそこが公明盛大に使われている

ということが証明されなければならないのですが、そういった面でもきちんとや

っておられると感じました。 

   一番、良いのは、自分達で反省がよくできている点でした。発表であげていな

いなかでも、新たな賛同者が確保できていない点や寄付金集めがうまくいかなか

ったことについて、反省をまとめていかないと翌年度のステップアップがなかな     
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かできない。そういったことでも、非常にきちんとやっておられると感じました。 

   流用による修正予算書が 3 月 31 日ぎりぎりに提出された点は、今後課題とし

てお考えいただければと思います。 

○審査委員 広報が不十分であったと反省にもあったが、今後どういった形で働きか

けを強化していくか、製作した DVD の完成が遅れたこともあって、まだ売り上げ

が伸びていないと思うが、今後の展開をどのように考えているか教えていただき

たい。 

○よさこい連 広報については、今回私たちの広報活動は広報うらやすが中心でした。

ポスターを公民館に貼るということができなかった。これは、ワークショップの

内容がなかなか決まらず、事前に作ることができなかったことが反省点です。今

年は、新浦安祭りで、踊りの時間をとって頂くという企画がでていますので、そ

れに向けて、みなさんにも踊りを覚えていただきたいので、市内の公民館等で講

習会を開こうと思っています。その講習会のポスター、チラシを置かせていただ

くといったことで広報活動をしていきたいと思います。 

   DVD については、皆さんチームで 1 枚買ってそれをコピーしてしまうというこ

とがあります。今回、市民活動ということでこの DVD を作りましたので、市民活

動を賛助するという趣旨も伝えていきたいと思います。 
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３．障害者就労及び自立生活支援事業 （特定非営利活動法人 フレンズ） 

□発表 

 障害者就労及び自立生活支援事業ということでフレンズは事業を開始しました。対

象は、様々なハンデがある人、ハンデがあっても障害者手帳がない人もいます。そう

いう方も含んで支援事業を行ってきました。4 月 1 日に自力でグループホームを立ち

上げました。現在、この施設の 2階に 4人の人が住んでいます。グループホームの場

所は、近くに公園もあり、非常に環境的にはいいところです。 

 本題の調理実習は、補助金で購入したオーブンガスレンジを使い、ナスのチーズ焼

きを作ったりしました。「腹八分健康弁当」と名をうって弁当作りも行ってきました。

近くのお年寄りや忙しい奥様方、それから子どもたちからの注文がありました。 

 オーブンを使って、チーズグラタンを作ったり、講師を呼んでケーキ作りなども行

いました。 

 グループホームのすぐ近くにある青少年キャンプ場で、野外活動をしながら調理実

習を行ったりもしました。 

 4 月 1 日から自力でグループホームを運営してきたが、NPO 法人として自立支援法

が変わりまして、千葉県の指定施設に申請することとなりました。8 月 1 日に千葉県

の指定を受けることになりまして、そこで外部から参加者を受け入れての調理実習事

業ができなくなってしまい、やむを得ず中断することになってしまいました。 

 その中でも、4 人が一般企業に就職が決まり、一人は発達障害の方なのだが、親元

を出てひとりで生活を始めました。現在、立派に仕事と生活を独立してやっています。

このような成果は出たと自負しております。 

 

□質疑応答 

○審査委員 障害者のために自ら自力でグループホームを立ち上げたということで

敬意を表したいと思います。8 月 1 日に県の指定を受けたということで、調理実

習事業は 7月末までとなってしまったが、このことは申請の段階で予想できてい

たことなのですか。 

○フレンズ 私の勉強不足で、まったく予期していなかった。もっとよく調べてから

はじめればよかったのだが、障害者の現状を目の前にして、とにかく立ち上げよ

うと、やむにやまれず、みんなで協力し合って立ち上げました。4 人の若者をグ

ループホームに受け入れました。その後、自立支援法などを勉強していくうちに、

県の指定を受ければ運営のための支援を受けられることを知り、任意団体から

NPO 法人にし、定款も自立支援法について改正し、指定を受けた。 

   初めから県の指定を受けるのであれば、この市民活動補助金には申請するべき

ではなかったのかなと今になって反省しています。 
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＜審査委員コメント＞ 

・ いろいろな活動を本当に頑張ってやってくださったなということで、このような

方たちがたくさんいれば、これからの浦安は大丈夫だなと思っています。これから

もますます皆さんの活動を期待しております。私も細々と市民活動をやっています

ので、またいつの日にかお目にかかることがあると思いますので、どうぞよろしく

お願いします。 

・ これから団塊の世代層が増えてきて、すぐに退職というわけではないと思うので、

おそらく７、8年かけて地域社会に帰ってくると思います。皆さんの活動にも今後、

そういった方々がはいってこられれば、一段とまた立派になられるようなことを期

待しております。 

・ 7 つの事業を見させていただいて気になったことは、当初、皆さん方が企画書を

提案していただいて、それに基づいて交付が決定されて、そして事業を実施してい

ただいたわけですが、当初、自分達で決めたテーマ、そこについてどうだったのか、

補助金を受けて取り組んだからには 後の報告のところまできちんとしていただ

きたいなと思っております。 

  他の団体からお互いに学びあうということをしないと、いつまでたっても NPO は

課題解決に向けて進んでいけないという現状がありますので、是非、学びあってい

きたいなと思っています。今後もまた頑張ってください。 

・ 私個人的には、団塊世代トップバッターの年代であるが、その後の生活について

はまったく考えもしていなかった。ただ、このような活動を見ていくと、働くだけ

ではなく、どうやって生きていくかということを少しは実感したかなと思っていま

す。 

・ 今日の発表を見て、それぞれの団体が 1年間、一生懸命活動してきたのだなあと

改めて実感いたしまして、補助金を交付してよかったなという思いでいっぱいです。

補助金を申請するにあたり、大変な手間がかかったかと思います。これは、単に税

金だからということではなく、団体が自らの活動を見直しながら、次のステップア

ップをしていくための、ある意味では重要なプロセスであると思います。今後、市

民に広く認知されていくためには、厳しい補助金の審査を経ていく必要があるのか

なと改めて強く感じました。本当に今後の活動の発展を願ってやみません。今後と

も頑張ってください。 

・ 企業の経営者のひとりとして審査会に選ばれた身といたしまして、ものごとの事

業をすべて収支で見るという習慣がございます。自分自身も、忙しく会社経営をや

っておりますが、今回、補助金の審査に携わりまして、本当に損得度外視にした市

民活動というものに非常に考えさせられるものがたくさんありました。 

ただ、ステップアップ補助金は、活動を継続していくための通常経費を捻出する

ものではないのだということ、団体がステップアップするための資金なんだという

ことをもう一度考えていただけたらいいと思います。 

私もこれから皆さんと一緒にたくさん勉強していきたいと思います。 

・ 1 年間活動、ご苦労様でした。 初に言ったとおり楽しく聞かせていただきまし

た。内容もバラエティーに富んで、充実した活動が展開されたことがうかがわれま

した。数が多かった分、審査委員も今年は大変な 1年でして、今も大変なことを抱

えてこの場に臨んでいます。 

  団体のみなさんに考えてほしいのは、目に見える成果でのステップアップはもち

ろんわかるのだが、もう一度、去年の審査会で受けた評価項目を見直してほしいと
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思います。点数の低かった項目がその団体の弱い部分だと客観的に見て感じました

ので、事業を進めるにあたってそこを認識して活動をしていただきたいと思います。

今年、1年の経験をプラス方向に向かわせてもらいたいと思います。 

  報告書を書く際にも、自分達を見つめなおしながら、成長を感じながら、その後

の活動に役立てていってほしいと思います。そういったことができないと社会的な

信用は得られないです。ひとりよがりのやりたい活動では市民の皆さんからの信頼

は得られないと思います。信頼を得られなければ、社会を変えるどころか、何も出

来なくなってしまいます。私も含めてこういった活動をする人間として努力をして

いかなければならないと思います。 

  後に、ステップアップされた団体の活動の発展をお祈りいたしまして、また浦

安市の市民活動のますますの発展をお祈りいたしまして、総評といたしたいと思い

ます。 
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＜意見交換会＞ 

・ ステップアップしなくてはならない団体というのは、勉強不足であるし、事務的

なことに不慣れであると思います。そういったところのアドバイスとかを申請する

段階でお願いしたいと思います。 

 

（事務局）申請に際しましては、市民活動補助金説明会や申請書の書き方講座等、団

体支援のプログラムも行っております。今後、団体の意向も含めて利用しやすいも

のを検討していきたいと思います。 

 

・ 明海よさこい連さんの踊りは、よさこいソーランとどのような関係なのですか。 

 

→ よさこいソーランというのは、高知のよさこいと北海道のソーラン節が合わさっ

てできたものであります。我々が目指しているのは、浦安らしさのあるよさこいな

ので、ソーラン節は入りません。 

  一般のよさこいは鳴子を手にもつことのルール以外、自由な踊りです。 

 

・ 平成 19 年度補助金を頂くことになった団体なので、去年の活動を興味を持って

見させていただきました。 

  発表を見る中で、7 団体がどのような内容の事業を申請して報告書をあげてきた

のかという資料がなかったので、ご用意していただければよかったかなと思います。 

  また、各団体で発表に際してレジュメを出していいのかどうかも合わせて検討い

ただきたいと思います。 

 

 

 

以 上 
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