
 

平成20年度 浦安市市民活動補助金公開報告会 実施報告 

 

 

実施日：平成21年4月25日（土）13：00～16:30 

 

実施場所：浦安市文化会館大会議室 

参加者：報告者を含め、40名 

発表者：活性化事業補助金交付団体  ４団体 

1.サタデー・ボーイズ 

2.ぶらり浦安ガイド 

3.特定非営利活動法人 チャイルド広場 

4.NPO浦安防犯ネット 

自立促進事業補助金交付団体 １団体 

1.浦安プレーパークの会 

 

次第： 

1.主催者あいさつ（市民経済部部長） 

2.市民活動補助金審査会委員の紹介 

3.市民活動補助金の概要説明 

4.交付決定までの経緯説明 

5.発表（1団体につき発表10分、質疑応答5分程度） 

6.総評（審査会委員及び審査会委員長よりコメント） 

7.意見交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜発表内容＞ 

 

１．お助け英語スペッシャルクラブ（サタデー・ボーイズ） 

□発 表 

 私たちは、サタデー・ボーイズという団体の活動の一環として、今年度の補助金交

付事業を実施してきました。そこで、まずはサタデー・ボーイズという団体とその活

動について説明させて頂きます。 

 私たちの団体は、定年を迎えて地域に帰ってきた方に対し、英語を通じて生きがい

を提供することと、浦安市民の身近な仲間作りと活動の場を作り、シニア世代の楽し

い憩いの場を提供することを目的に活動しています。 

平成2年から継続して活動しており、美浜公民館の会議室を借りて毎週木曜日に約

2時間の英語の勉強会を開いています。ちなみに、メンバー・参加者等の都合から開

催日を当初は土曜日から木曜日へと変更していますが、団体名はそのままサタデー・

ボーイズとしています。 

 そして、英語の勉強会という座学のみではなく、アクティブ・サタデー・ボーイズ

(以下、ＡＳＢ)を当番制で行い、より活動の範囲を広げていこうともしています。具

体的には、３名が２ヶ月間、企画と実行を担当し、課外活動を行っています。 

本年度の補助金交付事業とさせて頂いた｢お助け英語スペッシャルクラブ｣は、こう

したＡＳＢの一つとして位置づけて実施してきたものです。英語の苦手な市内の公立

中学校の１、２年生を対象に、毎週土曜日午後4時15分から5時45分まで90分の

勉強会の開催をしてきました。 

指導方法としては、特に英語が苦手な子に対してはマンツーマンで、そこまででは

ない生徒には２～３人、そして苦手意識が和らいできた生徒には英語検定の取得のた

めの勉強指導をしてきました。 

こうした活動を実際に行ってみる中で、市内の中学生で特に英語が苦手だ、または、

病気・経済的理由で学習塾に通えないという生徒の数が大変多いということが分かり、

驚きでした。色々な理由で取り残されてしまった子どもの数の多さを再認識すること

で、スタッフ全員がこうした子どものために何かしていきたい、という切実な使命感

を抱きつつ事業に取り組んできたところです。 

 事業を実施していく中で、ＴＢＳや毎日新聞社、浦安新聞などの取材を受けて報道

される機会もありました。また、２月には浦安市役所生涯学習課の推薦を受けて、八

千代市で開催された葛南地区生涯学習振興会において、事例発表をさせて頂くことに

もなりました。 

 こうした報道や事例発表などによって、地域に根ざした着実な活動が多くの人に認

知されていくということは、私たち当事者にとっては望外の喜びです。自分たちのこ

のような活動が、浦安市のみに限られるというのではなく、全国的に拡大していくき

っかけになれれば幸いです。 

 

□質疑応答 

○審査委員 

 今回は補助金で経費を賄ったと思いますが、平成２１年度の補助金交付事業への

申請はありませんでした。そこで、これからの事業の展開において、特に資金面で

の運営をどのように行っていくのか、お聞かせ下さい。 

○サタデー・ボーイズ 



 

  基本的には、現行の運営方式を維持していこうと、スタッフ全員が考えています。

補助金は来年度分については申請するのを遠慮させて頂いたが、その代わりに、こ

れまで500円で頂いてきた運営費を800円に値上げすることで、資金面での運営を

しっかりさせていく考えです。 

○審査委員 

  事業内容については、これからの展開をどのようにしていくお考えでしょうか。 

○サタデー・ボーイズ 

  英語を教える側のレベルを上げていくことが一つの課題かと思います。現状でも、

子ども達に教える前に1時間の情報交換会を開催したり、10月には入船中学校の実

際の英語の事業を参観して参考にさせてもらったりなどしています。これからも積

極的に教育する側のレベルの向上に努めていきたいと思っています。 

  また、ヒヤリングやリスニングなどの、最近の高校で重視されている学習内容に

ついては、教科書とは別の参考書を利用するなどして、メニューの充実化を図って

いくつもりです。 

○審査委員 

  前回の審査会の際に、申請書の複雑さについて意見がありました。しかし、一年

かけて簡素化の方向で修正してきました。また機会があれば是非、補助金交付事業

の申請をしてみて下さい。 

○サタデー・ボーイズ 

  昨年は私たちとしても初めて補助金交付事業を実施させて頂くということもあ

り、特に大変な思いでした。しかし、今年に入ってからの報告書などの作成につい

ては比較的苦労をしなかったように思います。今後の補助金交付事業への申請につ

いても検討していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．｢浦安の歴史文化をガイドする冊子をつくる事業｣（ぶらり浦安ガイド） 

□発 表 

私達は、特に元町地域を対象に、日ごろのまち歩きの友として、大人も子どもも楽

しめる内容の、浦安の歴史や文化をガイドする冊子があれば良いと常日頃感じており

ました。そうした冊子を色々と探し回ってみたところ、そうした内容の冊子が存在し

ないということが分かり、それならば自分たちで作ってみようと思い立ったというの

が、この事業を始めるきっかけでした。 

そして、事業を立ち上げるにあたり、活動の段階を以下の三つに分けて実施してい

くことを方針としました。一つ目は、｢散らばっている資料を収集すること｣であり、

二つ目は、｢(まち歩き) ガイドで利用できる冊子として編集すること｣であり、最後

の三つ目は、｢完成した冊子を広く周知していくこと｣です。 

資料の収集・取りまとめについては、元町地域の古い住民の方々の中には浦安がま

だ漁師町であったときからの記憶を持つ方も少なくないのですが、あまり自分から積

極的に話そうとはされず、またそうしたことを話す機会も乏しいものです。そこで、

私たちは資料を調査する一方で、こうした昔の浦安の歴史・文化を知る方々に積極的

に働きかけて広く情報を収集しようとして参りました。具体的には、月1回の例会を

開催して、その際に講師を招いて現地歩きをするとともに、郷土博物館の聞き書き隊

のメンバーによる情報収集に努めました。そして、集めた情報の中から、特に市民の

関心が高いと思われる項目を選択して、冊子の内容にしていくという流れで活動して

きました。 

次に、編集作業についてですが、具体的には、冊子の内容とすることを決定した項

目ごとにメンバーの担当を割り振って原稿を仕上げ、それを役員会の８名で検討する

という流れで行って参りました。実際に編集作業を行ってみると、これが非常に大変

な作業であるということが分かりました。中でも、事業年度の途中で審査員の皆さま

からも難しいのではないか、と指摘された点でもありますが、大人と子どもの双方の

興味を満たす冊子というコンセプトに沿った内容にするようにと気を遣いました。こ

の点については、基本的には一般の方向けの内容とする一方で、独自に作ったキャラ

クターを利用して子どもの興味にも応えるという形で対応しました。なお、まち歩き

の友とするという目的から、当初は冊子のサイズをＢ６版として予定していました。

しかし、持ち歩きが可能な範囲で情報量を増やし、より浦安の歴史・文化に接するこ

とができるようにとの思いから、完成品はＡ５版へとサイズを変更しています。 

最後に、完成した冊子の周知・広報活動についてですが、完成品について誤植があ

り、再度印刷をかけ直している段階ですので、本日は持参させて頂けませんでした。

今後の事業展開として、この冊子を利用して、子ども達に積極的に働きかけるなどし

て、浦安の歴史・文化の良いところを伝承していきたいと考えています。 

 

□質疑応答 

○審査委員 

子ども層にもガイド冊子を利用して、冊子の周知をしていくとのことでしたが、

具体的にはどのような方法を使って、子ども達にＰＲしていこうと考えているので

しょうか。 

○ぶらり浦安ガイド 

この冊子の作成に入るのに先立って、教育委員会にお話を依頼しているところで

ありますが、冊子が完成した段階で、教育委員会・各小中学校・ＰＴＡに働きかけ



 

をして、冊子を利用したガイド活動を行っていこうと考えています。 

○審査委員 

観光客などにもこの冊子を利用して何か事業を展開していく考えはありますか。 

○ぶらり浦安ガイド 

冊子を一般的に有料で頒布することは考えていません。基本的には、まち歩きの

ガイドをする際に、希望者に有料で配布するという方法での事業展開を考えていま

す。その場合でも、補助金の交付を受けて行った事業でありますので、需給のバラ

ンスを考えて、適切な価格を設定していく予定です。 

○審査委員 

今回はガイド冊子に限定した事業でありましたが、より広く浦安の歴史・文化と

いう観点から事業を拡大していくと、よりおもしろい展開になっていくように思い

ます。そのような予定はありませんか。 

○ぶらり浦安ガイド 

現時点では考えていません。今回の事業で収集した資料・情報は元町地域が中心

となっていますが、まずはこれに中町・新町の資料・情報を加えていく形で、ガイ

ド冊子としての内容の充実を図っていきたいと考えております。こうした形で、浦

安の地域全体をカバーする資料を作成することで、市民の郷土愛の育成、そして観

光資源としていくことをこれからの目標としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．子どもがつくるまち｢ミニうらやす｣(特定非営利活動法人チャイルド広場) 

□発 表 

事業の参考としたのは、｢ミニミュンヘン｣という事業です。これは、官公庁やお店

や銀行を設置した町の縮小版となる場を設けて、働いて、報酬を受け取り、それを利

用して買ったり遊んだりすることを通じて、社会の仕組みを学んでいくというイベン

トです。現実の社会は必ずしも過ごしやすいことばかりではなく、時には我慢したり

して、人と繋がっていかなければならないということを学ぶことは、子どもにとって

重要だと考えて、このイベントを浦安でも行おうと思って、この事業を始めました。 

この事業は、子どもが中心となって作り上げていくものですが、ミニうらやすの内

容を知っている方が少ないという現状を踏まえて、まずは親向けの事業説明会を開催

しました。そこでは、イベントなのに子ども達が平等に楽しめないのではないか、と

か、食べ物が皆に行きわたらないのではないか、といった意見も出されましたが、反

対に、それこそが大人の社会であり、その仕組みを学ぶことには意義があるとの意見

も多く、多数の保護者の方々からの理解を得ることができました。 

計画の段階では、参加してくれた子ども達が中心となって進められました。実際に

企画する前には、市内の新聞工場や、クリーンセンターで社会見学を行い、その日に

学んだことを新聞にしました。こうして、社会の仕組みを意識しつつ、ミニうらやす

にはどんな仕事が必要か、どんなお店を出したいか、金銭の単位はどうするか、とい

ったことを決めていきました。1ヶ月位前になると、お店の看板などを仲間と協力し

ながら作っていくようにもなりました。 

実際に行われたイベントの内容について、いくつか説明させて頂きます。今川にあ

る少年の広場で開催され、入り口にはミニうらやすでの基本的なルールが掲示されて

います。大人の入場自体は認められますが、子どものやることに対し意見を述べるこ

とはできません。事務局で受付の手続きを済ますと、学校でミニうらやすのルールや

仕組みを学んでもらい、その後、職安で仕事を探して実際に働くことになります。仕

事には、食べ物系、お楽しみ系、公共系の種類があり、1回働くと、タイムカードに

チェックし、それを銀行に持って行くと｢アクア｣というミニうらやすでのお金をもら

える、という仕組みです。例えば、準備段階から関わっていた子ども達から、当日参

加の子ども達に炊事のノウハウが教えられたり、市民証を受けていない人達に注意す

る仕事に就く子どももいたりするなどして、人との触れ合いを行うことができるよう

になっています。 

参加した子ども達の保護者の皆さんからは、仕事をしたり色々な人と触れ合ったり、

接客の際の言葉使いを学び、先輩の話を聞くような機会を持てたことは良い社会勉強

になった。ですとか、お金の稼ぎ方や使い方を実感させられて良かった。ですとかの

好意的な感想が寄せられました。 

また、何よりも参加した子ども達が、皆と触れ合いながら自分で稼いだお金で物を

買うということに対して、達成感を抱くことができたようで、イベントとして成功す

ることができたものと思います。ありがとうございました。 

 

□質疑応答 

○審査委員 

参加人数の多い規模の大きな事業であり、実施するのには多大な苦労があっただ

ろうと思います。しかし、申請時点から、特に計画の前半部分で大きな遅れがあり



 

ました。来年度も補助金交付事業として採択されていますが、今年度の反省とそれ

を改善するためのアイデアとして何かありますか？ 

○特定非営利活動法人チャイルド広場 

今までになく、馴染みの薄いイベントであり、内容を理解して、参加頂くまで 

に非常に多くの時間がかかってしまいました。具体的には、計画を立てて実行して

いく事務局の役割も兼ねる子ども達を集めるのに時間がかかってしまいました。 

しかし、今年度の計画の立案に関わってくれた子ども達に加え、イベントに参加

してくれた子ども達と、早速、明日来年度の事業についての運営会議を行う予定と

なっています。更に、色々な媒体を利用して人を集めて、こうした遅れが生じない

ような体制を整えていこうと考えています。 

○審査委員 

実際に見学させて頂いたところ、楽しみながら社会の仕組みを学んでもらうとい

う点で非常に有意義なイベントだったように思います。 

しかし、まだ一部の限定された子ども達だけが参加しているイベントであるとの

印象は拭えません。一年に一度のイベントであるという点が子ども達の気持ちを乗

りにくくしているようにも思います。 

そうした点を考慮すると、今後の事業展開として、例えば、メンバーの途中参加

をより柔軟に認めるですとか、浦安市民祭りでプレ開催をしたりですとか、あるい

はビデオを上映し続けるといった形でのプロモーションを展開するといったこと

が必要であるように思いますが、その点についてのお考えをお願いします。 

○特定非営利活動法人チャイルド広場 

今年度の事業を開始した直後の段階では、大人が考えて立ち上げたものであり、10

月には市民祭りなどの行事に出て行こうと計画はしていました。しかし、子どもが集

まらなかったことが原因で実施できなかったという経緯があります。できる限り子ど

も達と相談して計画を立て実行していくことを重視したからです。 

ただ、新しいメンバーの参加を柔軟に求める内容のビデオを上映するのみ、といっ

たように、幅広い周知・広報活動を行っていくことは必要だと考えています。より効

果的なプロモーションの実施に努めていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．セーフティコンサート～安全・安心ふれあいフェスタ～(ＮＰＯ浦安防犯ネット) 

□発 表 

ＮＰＯ浦安防犯ネットは、平成 16年に設立され 5年目を迎える団体です。セーフ

ティコンサートの開催は今回でまだ二度目ではありますが、団体の活動としてはこれ

まで、地道に各学校団体での広報活動や、実際のパトロールや防犯講習会の実施、そ

して経済産業省と共同してインターネット安全教室などを開催してきました。 

こうした活動の中の一つとして、セーフティコンサートという活動を位置づけて実

施してきましたが、まずはどのようなイベントであったか説明させて頂きます。 

３月７日(土) に文化会館で開催しました。コンサートの目的は、｢音楽などを通じ

て防犯に対する意識を持ってもらうこと｣でした。市長と主催者代表の挨拶で始まり、

オープニングは浦安市消防音楽隊による演奏によって執り行われました。そして、浦

安市消防音楽隊と千葉県警察音楽隊による合同演奏が披露された後、市長と北京五輪

レスリングフリースタイル 55kg級銀メダリスト松永共広さんとのトークショーを行

いました。最後に、講師として犯罪被害防止メッセージを伝える活動をしている新園

まなみさんによる防犯セミナーが開かれ、市内小中学校3校総勢150名による吹奏楽

の演奏が行われ、子ども達の宣誓で幕を閉じました。 

こうしたイベントを開催させて頂きましたが、私たちの事業の強みは、企業・学校・

団体の三位一体の枠を超えた活動ができるという点にあるものと考えています。防犯

の活動を継続的に行っていくことで、例えば今回は、千葉県警察本部からは7名の方

が応援で参加して下さいましたが、普段の活動においても総合警備保障株式会社アル

ソックさんのように地域に出向いて防犯活動のデモンストレーションを行って頂い

ております。 

これから本格的な高齢化社会を迎える浦安市において、社会的弱者のための安全の

確保というのは大きな課題になっていくことは間違いないと思いますが、このような

防犯ネットワークの構築は地域社会のためになるばかりでなく、参加者にとっての財

産にもなるものと信じております。 

私達の活動は、以前市内で発生した女子中学生の連れ去り未遂事件を発端として始

まったものでありますが、このような活動を継続し、自らの地域は自分達が守ってい

くことで、子ども達が外で安心して遊べる、活気ある地域づくりの一助となっていけ

れば幸いと考えております。 

 

□質疑応答 

○審査委員 

ＮＰＯ浦安防犯ネットの活動は、総合的に高く評価しています。今回は、この事

業に限定して意見を述べさせて頂きます。千数百人の方が関わった活動で、場内の

席は上の方まで埋まっていましたが、前方の席が学生用にキープされていたものの

空席となっており物足りなさを感じました。加えて、音楽と防犯のリンクを来場者

の方に理解して頂きにくかったように思います。このリンクをより強くＰＲする考

えはないでしょうか。 

○ＮＰＯ浦安防犯ネット 

その課題については、持ち帰って検討したいと思います。音楽を通じて防犯を訴

えるというのは、子ども達を対象に含めているからです。例えば、子ども達が防犯

意識を持ち寄って挨拶運動、声かけ運動、いじめ防止活動などを行っていって頂け

れば嬉しい、と考えているからです。 



 

○審査委員 

  日ごろ、色々な方々が見えない地道な活動をしていて、頭が下がる思いです。今

年度の事業の中には防犯ＨＰの作成などがあったと思いますが、進んでいないので

はないでしょうか？今後こうした媒体を上手く利用して、活動をＰＲしていくのも

重要だと思うが、どのように考えていますか。 

○ＮＰＯ浦安防犯ネット 

こちらの団体の良いところを発信したり、他の団体からそれを学び、また相互に

連絡を取り合い、活動を展開していくなどは急務であると考えています。これから

重点的に取り組んでいきたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

５．浦安にプレーパークを広めよう！(浦安プレーパークの会)  

□発 表 

 私たちは、子ども達の自主的・自発的で自由な遊びの場を地域社会に広めて、運営

していくというコンセプトの下に、2008年2月に団体を立ち上げました。当初は５名

からのスタートでしたが、今年度の活動が進展するに伴って、徐々に団体の活動に関

心を持った方々からの連絡も増えてきており、4月現在は12名になっております。補

助金交付事業となることができたため、以上のように自主的な活動を展開していく素

地を固めつつあるのではないか、と自負しております。 

 事業の内容としては、浦安ではプレーパーク自体にあまり馴染みがないということ

でしたので、プレーパークをまずは広めていこうという方針で活動させて頂きました。

具体的には、1年間の活動を、(1)先行事例の視察、(2)広報活動、(3)体験活動の３つ

に分けて行いました。 

 まず、(1)先行事例の視察については、二箇所、①西葛西の｢江戸川あそぼう会｣が

10年続けている｢発見基地｣と、②渋谷区代々木小公園の、春の小川プレーパークとに

ついて行いました。 

前者については、メンバーの都合から、２日にかけて視察しましたが、むしろ、雨

の日と晴れの日との両方を視察できたので有意義でした。お話を伺ったところ、雨の

日でも誰も来なかった日は一日もないとのことで、悪天候の場合でも悪天候ならでは

の遊び方をプレーパークでは見つけることができる、ということが分かったので良か

ったです。一方で、夏場の晴れた日には子ども達がベニヤ板の上にブルーシートを敷

き、バケツリレーをして作ったプールで元気よく遊んでいるのを視察できました。 

後者についてですが、代々木小公園は、東京都渋谷区とＮＰＯが協働して普通の公

園の用途を変えて開設した、毎日開かれている常設のプレーパークです。公園内のリ

ーダーハウスには事務局的な機能が備えられています。資材置き場にある木材を遊び

の道具とすることも可能で、他にも倉庫の中にはロープやトンカチなども置いてあり

ました。視察の結果としては、こうした充実した設備をいつでも使うことができると

いうのが常設のプレーパークの魅力であると再認識することができました。今後の浦

安のプレーパークもこうした点を参考にしていくべきだとの思いを新たにしました。 

次に、(2)広報活動については、具体的には、｢子ども達が自由な発想で、自発的に

遊ぶところ｣というコンセプトを周知するために、敢えて抽象的な文面で構成したＡ

４の三つ折のリーフレットを3,000部作成して、配布してきました。 

当初の予定と比較して印刷費を半減させることができた結果、もう一種類、長文を

避けて箇条書きにするなどの工夫をした、シニア向けのリーフレットも作成すること

ができました。これは、親が子どもの遊び場を作るということに違和感を覚える方が

この世代の中には多く、その反面、プレーパーク事業の継続的な運営という観点から

すると、親・子以外の世代である方々と子ども達との触れ合いを促進していく必要が

あると考えたためです。 

また、プレーパークの活動を報告するブログも立ち上げ、1年間継続して運営して

きました。 

他にも、３月の下旬にこれまでの参加者を対象に、Ａ３を半分に折ったサイズの会

報を発行し、直接ひろばでは伝えられなかった内容をお知らせしました。 

最後に、(3)体験活動についてですが、場所は今川の少年ひろばで開催しました。

回数と人数については、4回開催して、140世帯420人の参加で、リピーターは11世

帯になりました。また、父親が参加した世帯は全体の 1/4にあたる 37世帯でした。



 

父親の参加を促しやすいという点は、プレーパーク事業の一つの特徴であると考えて

います。 

また、東京学館浦安高校インターアクト部からのボランティアも毎回来て下さり、

大変感謝しております。 

 会員同士の交流会の開催も始めました。活動に興味ある人でもメンバーとゆっくり

と話すことのできる機会が少ないということで、会員同士のコミュニケーションの場

を作っておこうという意図からです。この交流会でも、毎回活動に興味ある人からの

連絡が集まるようになっています。 

 

□質疑応答 

○審査委員 

  実際に子育てをしている母親という立場からして、非常に有り難い活動だと思い

ます。家と学校以外に子どもの居場所を作るというのは、外で遊べる場所が比較的

少なくなってきた今日では、素晴らしいコンセプトだと思います。また、印刷費を

削減するなど着実な運営もきちんとこなしていて、常設のプレーパークの設置に向

けて活動を展開していこうとする意気込みも感じます。そこで、事業に必要な運営

費を今後どのように賄っていくのかという点についてのお考えがあればお願いし

ます。 

○プレーパークの会 

  会が行っている事業の性質からして、大量の参加者が現れるというものではない

と考えています。そのため、少しずつプレーパークを理解して下さる賛同者を増や

して、一緒に事業を展開していくことのできるコアな仲間を集めようというのが今

年の目的でした。確かに、現在1世帯100円の会費を増やすようにすれば、事業と

して行いたいことができるかも知れないが、かえってメンバーの負担が増えること

で事業の拡大を図れなくなるかも知れないと考えてもいます。いずれにせよ常設す

るにあたっては市との協働を避けて通るわけにはいかないので、まずはその中で着

実な経営としつつ、より一層メンバー・賛同者の輪を広げていきたいと考えていま

す。 

○審査委員 

  シニア向けのリーフレットは大変見やすいと思いますが、広報の具体的な結果は

どのようなものであったでしょうか。また、リーフレットを読んだことをきっかけ

として実際に何か行動を起こした方はいましたでしょうか。 

○プレーパークの会 

  1名の方が賛助会員になって頂けました。開催する度に差し入れを持ってきたり

して下さるようになっています。実際にリーフレットを発行したのは3月でしたが、

そうしてくれたお陰で、プレーパークの活動をよく理解して頂けたと思います。 

  プレーパークの生の匂いを伝えるためには、もう少しキャッチーなデザインでも

良かったように考えていますが、子どもの遊び場に対する現状を伝えるという目的

はある程度達成できたと思います。 

○審査委員 

  今川少年の広場が開催場所であったが、開催場所の候補が限定されてしまうとい

うことはありましたか？ 

○プレーパークの会 

  ありました。 



 

  子どもが歩いてアクセスできる場所であれば、基本的にはどこでも開催できます

が、火と水を使ったりして自然と触れ合う遊びができるというのがプレーパークの

重要な要素であると、視察の結果からも考えています。そのため、そうした遊びが

可能な場所となると、やはり限定される傾向にありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜審査委員の総評＞ 

○どの団体からも立派な報告を受けることができて、益々感銘を深くしました。皆さ

んの、市民のためになる公益性の高い活動に感心しました。幸いなことに、昨年度

の４団体の事業を本年度も採択させて頂いております。本日のプレゼンテーション

は簡潔に整理されておりますが、ここに至るまでには様々な紆余曲折があったもの

かと思います。中間報告の場では、我々も公金の使途を決定するという立場の責任

から色々と注文させて頂きましたが、その点はご理解頂ければと思います。今後の

活動も頑張って下さい。 

○皆さんの活動に対する熱意に感動しました。ただ、21年度の審査会のときにも述べ

させて頂きましたが、他のＮＰＯ団体の方との協働を考えていくと、より興味深い

展開をしていけるのではないかと思います。団体の運営などで色々と難しい点もあ

るかと思いますが、そうした点も考えて頂ければ幸いです。 

○説得力のあるプレゼンテーションで感心しました。企業代表の審査員として１年間

務めさせて頂きましたが、細かいところまでは目が届かない部分もありましたが、

非常に感銘を深くすることができました。 

○報告書という書面だけでなく、写真などを通じて皆さんの苦労を感じることができ

て良かったと思います。 

○市民公募として2年間参加させて頂きましたが、これを通じて浦安市の中には使命

感に溢れた素晴らしい方々がたくさんいらっしゃることが分かって、誇りに思いま

す。 

○審査員を務めるのは2年目になりますが、皆さんのプレゼンテーションの質が向上

していたように感じます。活動する前にも、細かい書類をいくつも書き上げなけれ

ばならなかったりといったように、色々なハードルを越えて本日を迎えることが出

来たというのは非常に素晴らしいことだと思います。閉塞感の漂う昨今ではありま

すが、こうした市民の方々の自主的でアクティブな活動が展開されていることで非

常に頼もしく思えます。これからも継続する団体は頑張って下さい。 

○自分も市民活動をする際に、行政側が障害になっているという場面もあります。補

助金を頂けない、または頂かないで、手弁当での活動をしている団体もあります。

その中で補助金の交付対象となった団体はそれだけ評価されているということで

す。そうした活動を浦安で、そして日本で広げていって頂ければ有り難いと思いま

す。２年目でありましたが、特にはじめの一歩の申請数が少なかったとの印象も持

っています。こうした機会に参加した団体の皆さんにおかれましては、他の市民活

動をしている団体の方に広めていって頂きたいと思います。本日はどうもありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜意見交換会＞ 

○見学者 

セーフティコンサートについて、集客するに当たってどのような方法を用いました

か。また実際に、集まった人数についても教えて下さい。 

○NPO浦安防犯ネット 

方法としては、チラシの作成に補助金を頂き、教育委員会、公民館、共催の文化会

館、各学校に配布し、また、ミニコミ誌やＣＡＴＶも利用して事業のＰＲをしてき

ました。人数自体は、昨年度の 1,100人超よりは少なく 1,000人弱でした。ただ、

ミニコミ誌を利用した方法が一番効果的であったように思いました。 

○審査委員 

セーフティコンサートについては、集客人数の算出方法が難しいという特徴もあり

ます。 

 

○浦安プレーパークの会 

 今後の事業の展開と考えると、行政との協働は避けられないと思います。子ども家

庭課やみどり公園課などへの報告は随時行っているが、こうした報告会などの場に

も実際に顔を出してお話を聞いて頂きたいと思います。事務局で対応することはで

きますか。 

○事務局 

 そのような形で対応したいと思います。公開審査会の開催については、申請事業に

関係する部署に照会していますが、今後は報告会の開催についても同様の対応をさ

せて頂きます。 

 


