
平成24年度　協働事業提案制度の提案受付内容

提案者の役割 市の役割 提案日・決定日実施日・実施場参加人数

1

「環境美化・安全パトロ
ール　ボランティア」事業

東京経営短期大学

　平成18年度より、同事業は
市川市の協働事業提案制度
に参画し、地域の活性化を図
るべく、ごみ拾いや草刈りによ
る環境美化、安全パトロール
等、ボランティア活動を通して
の地域の安全保持にも貢献す
ることを目的としてきた。
　平成23年度より、「環境美化
ボランティア」と「安全パトロー
ルボランティア」を一本化し、今
年度も「環境美化・安全パト
ロールボランティア」として、引
き続き事業を実施する。

１．学校開業日に、通
学路周辺のごみ拾い、安
全パトロールを行う。

２．定期的なボラン
ティア活動を通して、地域
の安全に貢献すること。

１．帽子、腕章の貸与
を行う。
２．ごみ袋を提供すること。
３．市川市市民活動災害保
障保険（ふれあい保険）の
保障を行う。
４．継続して看板を設置し
て、地域の環境美化や安
全への意識を高める。

前年度継続

毎日
通学路（東京
経営短期大
学）

約30人

2

「いきいき健康マージャ
ン市民交流大会」開催
事業

ＮＰＯ法人健康麻将全国会
市川支部

　健康な頭脳スポーツである
健康マージャンを通じて、「
健康作り・仲間作り・いきがい
作り」を目的とする健康増進・
市民交流の活性化を目指す事
業。

1．大会運営全般
２．応募者への対応
３．マージャン規定（ルー
ル・マナー等）
４．当日の運営

１．広報紙への掲載
２．会場の提供
３．市川市共催及び市川市
教育委員会の後援承認申
請
４．市長賞の授与

平成24年2月1
１日
平成24年3月2
日

平成24年8月1
日

市川市男女共
同
参画センター

参加者92人

3

市民活動団体向け「パソコ
ンスキルアップ講座」事業

特定非営利活動法人
行徳ＩＴＶ

市民を対象に、パソコン基礎ス
キルアップ講座を開催。
全5回講座（名刺、チラシ作
成、住所録、メール発信実習、
インターネット情報収集、デジ
タルカメラ講座、スマートフォン
講座）を企画。
　受講者の学習成果を今後の
活動に役立てもらえる事を目
的として開催する。

１．「パソコンスキルアップ
講座」の企画・運営。

２．受講者への講座
終了後もフォロー。

１．協働事業の企画及び実
施に関する助言を行う。
２．「広報いちかわ」へ掲載
するなど、周知の支援を行
う。
３．講座開催会場の確保及
び提供。
４．講座開催用のパソコン
の貸出し。

平成24年5月
17日
平成24年5月
21日

全5回×3
男女共同参画
センター、中央
公民館

参加者
定員20人
延べ70人

4
「はじめようＰＣ（講座）」

いちかわＴＭＯ

現在パソコンの利用は日常生
活に不可欠となりつつあるが、
触れる機会無く、使いあぐねて
いる市民もあると考えられる。
そこで、ＰＣの利用を市民全体
に普及し情報化の向上を図る
ため、ＰＣ初心者を対象とした
講座の事業をするもの。

１．講座内容の企画、検討
すること。
２．講座の講師・サポー
ター等の要員提供
３．講座の実行
４．講座実行の評価及び改
善

１．講座実行の場所を提供
する。
２．協働事業を市の広報紙
に記載するなど、市民へ周
知するための支援を行う。
３．講座実行の主要機材
（ＰＣ・プロジェクター等）を
提供する。
４．受講者の募集及び選択
をする。

平成24年10月
2日
平成24年10月
9日

平成24年
11/19,20,27,28,
12/5,6

情報プラザ5階

参加者11人

実施状況
事業名・提案者

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①帽子、腕章の貸与を行う。
②ごみ袋の提供を行う。
③市川市市民活動災害保障保険（ふれあい保険）での保障を行う。
④地域の環境美化や安全への意識を高める啓発を行う。
＜提案者の役割＞
①学校開業日に、通学路周辺のごみ拾い、安全パトロールを行う。
②定期的なボランティア活動を通して、地域の安全に貢献すること。

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①協働事業の企画及び実施に関する助言を
行う。
②「広報いちかわ」へ掲載するなど、周知の支援を行う。
③講座会場の確保及び提供。
④パソコンの関連機器の貸与。
＜提案者の役割＞
①「パソコンスキルアップ講座」の企画・運営。
②受講者への講座終了後のフォロー。

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①講座実行の場所を提供する。
②協働事業を市の広報紙に掲載するなど、
市民へ周知するための支援を行う。
③講座実行の主要機材（ＰＣ・プロジェクター等）を提供する。
④受講者の募集及び選択する。
＜提案者の役割＞
①協働事業を企画し、運営すること。
②講座の講師・サポーター等の要員を提供すること。
③講座の実行をすること。
④講座実行を評価し、改善を図ること。

事業の目的・概要
役割分担について（提案時）

対応の経緯・結果

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①提案者に対し、提案書に記載する協働事業の企画及び実施に関する助言を行う。
②協働事業を市の広報紙に掲載するなど、市民へ周知するための支援を行う。
③市川市の共催承認申請及び市川市教育委員会の後援承認申請に関する支援を行
う。
④市長賞を授与する。
⑤協働事業の実施に必要な会場を提供する。
＜提案者の役割＞
①協働事業を企画し、運営すること。
②応募者への対応。
③当日の運営（用具設置・プログラム作成・審判員の確保等）。
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提案者の役割 市の役割 提案日・決定日実施日・実施場参加人数

5

「市民を対象とした意識啓
発・高揚のための研修会の
開催及び実践授業への参
加」事業

市川災害ボランティアネット
ワーク

市川災害ボランティアネット
ワークは、震災時に設立され
る災害ボランティアセンターの
サポートおよび平時における
防災・減災普及活動をその目
的としている。市民に対しての
意識啓発・高揚のための研修
会を開催し、地域での活動に
役立てて頂くとともに、年間2回
の研修会並びに実践授業へ
の参加を企画する。

１．協働事業を企画し、運
営すること。

１．協働事業の企画及び実
施に関する助言を行う。
２．研修会・実践授業実行
の場所を提供する。
３．協働事業を市の広報紙
に記載するなど、市民へ周
知するための支援を行う。
４．研修会・実践授業実行
の主要機材（ＰＣ・プロジェ
クター等）を提供する。
５．受講者の募集をする。

前年度継続

毎日
通学路（東京
経営短期大
学）

約30人

6

「芝桜でいっぱいの通学路
づくりと公園美化」
事業

末広友の会花クラブ

末広自治会活動の一環として
末広1丁目の東沖公園に芝桜
を植え、通学する市立第七中
学校の生徒や地域の住民に
安らぎを与え、ひいては住みよ
いまち末広のシンボル的公園
になることを目指す。

1．必要な芝桜を確保する。
２．緑地帯・花壇への植栽
や雑草取りなどの手入れを
する。
３．日常の作業を通して、
生徒や住民とあいさつを交
わす。
４．ゴミ拾い、落書き消しな
ど公園全体の環境美化に
努める。
５．公園内の遊具や施設の
破損箇所を市に連絡する。

１．東沖公園の緑地帯・花
壇などの使用と植栽・手入
れ作業の許可
２．市川市市民活動災害保
障保険（ふれあい保険）の
保障を行う。

平成24年11月
5日
平成24年11月
12日

通年
東沖公園

参加者・会員
14人

7

「ウッドブロック・イン・いち
かわ～想像の世界をつくろ
う！～」事業

市川ＢＢＳの会

地域の大人と子どもたちが協
力して、「ＫＡＰＬＡ」という木造
造形ブロック（積み木）を使う。
異世代のグループで行う創作
活動を通して、子どもたちの想
像力、集中力、協調性、社会
性を地域の中で育み、ＢＢＳ運
動の一環である非行のない社
会環境づくりを行う。

１．事業の企画・運営
２．講師確保
３．ＢＢＳ関係機関・団体へ
の後援・協力依頼及び協力
者確保
４．参加者の募集・決定
５．事業実施の評価及び改
善

１．ミーティングスペースの
確保
２．事業実施場所の環境整
備
３．機材提供（マイクセット）
４．市民への周知及び参加
者の（大学、一般市民）募
集
５．市川市の後援

平成25年1月8
日
平成25年1月
11日

平成25年2月
10日
中央公民館

事業名・提案者 事業の目的・概要
役割分担について（提案時）

対応の経緯・結果
実施状況

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①協働事業の企画及び実施に関する助言を行う。
②研修会・実践授業実行の場所を提供する。
③協働事業を市の広報紙に記載するなど、市民へ周知するための支援を行う。
④研修会・実践授業実行の主要機材（ＰＣ・プロジェクター等）を提供する。
⑤受講者の募集をする。
＜提案者の役割＞
①協働事業を企画し、運営すること。

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①東沖公園の緑地帯・花壇などの使用と植栽・手入れ作業の許可
②市川市市民活動災害保障保険（ふれあい保険）の保障を行う。
＜提案者の役割＞
①必要な芝桜を確保する。
②緑地帯・花壇への植栽や雑草取りなどの手入れをする。
③日常の作業を通して、生徒や住民とあいさつを交わす。
④ゴミ拾い、落書き消しなど公園全体の環境美化に努める。
⑤公園内の遊具や施設の破損箇所を市に連絡する。

協働事業として決定
＜市川市の役割＞
①ミーティングスペースの確保。
②事業実施場所の環境整備。
③機材提供（マイクセット）。
④市民への周知および参加者（大学、一般市民）の募集
⑤市川市の後援。
＜提案者の役割＞
①事業の企画・運営。
②講師確保。
③ＢＢＳ関係機関・団体への後援・協力依頼及び協力者確保。
④参加者の募集（子ども会）・決定。
⑤事業実施の評価及び改善（振り返り）


