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募集✐
‐地域の困ったことを何とかしたい‐
という想いを形に･･･

『市民提案型まちづくり事業（平成２２年度分）』
の提案団体を募集します！
ボランティアなどの市民活動団体（ＮＰＯを含む）や地域が
．．． ．．．．．．．．
提案した、自主的、主体的な公益事業で、市民の視点を通して
市のまちづくりにふさわしいと認められた団体に対し（書類審
査・公開プレゼンテーション実施）、事業に係る経費の一部又
は、全部を補助金（限度額３０万円）として交付する制度です。
今回は、２２年度実施希望の事業についての、ご案内です。
事業年度
平成2２年度事業分
(平成22年４月〜平
成23年２月に実施)

説明会
９月４日(金)午後７時から
会場：市民交流サロン（成
東保健福祉センター１階）

提出締め切り
９月30日(水)

例
・シニア世代のコミュニティの場をつくる。
・森林再生、観光、産官学連携
・総合学習における学校との連携
産官学連携とは
産業界、大学や研究機関、政府や地方公共団体の３者が力を合わせること。

平成 21 年度「市民提案型まちづくり事業」助成団体 紹介✐
地域の課題を解決したい、もっと住み心地の
よい地域にしたい、という想いを事業提案し、
採択された団体を紹介します。
どれも素的な事業です。応援とご協力を！！
きれいな花が楽し
ませてくれます

団体名

▼平成２１年度事業として採択された事業
事業名

団体名

事業名

１

ハッピータイム

地域通貨を用いた助け
ＮＰＯ法人山武ＩＴ やってみようよ！パソコ
５
推進協会
ン！
合い事業

２

早船花とふれあいの里
推進協議会

早船花とふれあいの里事
業

３

花友会

遊休地に花を一杯にす
７
る事業

ＮＰＯ法人さんむ環
連協
さんぶ農と福祉をつ
なぐ会

４

ぐるっと山武５０ｋｍ
ウォーク実行委員会

ぐるっと山武５０ｋｍウ
ォーク

「ろうばい」で地域を
美化する会

６

８

サンブ杉ツリーハウス

さんぶ農と福祉をつなぐ
事業
「ろうばい」で地域の美
化を図る事業

この林はど
のように変
わるのか楽
しみですね

千葉県地域活性化プラットフォーム事業・山武郡市
（山武市・東金市・芝山町・横芝光町・大網白里町・九十九里町）✐

「100 年後のふるさとへの贈り物 〜水と緑ときれいな空気と心地よい空間を目指して〜」
「山武郡市」地域で、市民活動団体が「地球温暖化防止」をテーマにした活動を行います。
この活動は、
『千葉県地域活性化プラットフォ
ーム事業』 の中の取り組みです。
この事業では、テーマに沿った活動団体を公
募し、採択された団体が助成金を受けて１年間
活動に取り組みます。
２市４町から５４件もの様々な活動提案があ
り、審査を経て、７月４日に、１２団体が採択
されました。今後、この１２団体は、
「ＥＣＯひ
いきプロジェクトチーム」として山武郡市内で、
様々な方々と連携をしながら、活動します。
最後には、地域課題の解決に向けたネットワ
ークができることを期待しています。
「地球温暖化防止」のテーマは、
「山武地
域は、山あり海あり川あり畑や田んぼあり。この自然と、居心地の良い我が家・我がまちを残したいね。
」
という気持ちから生まれました。
地域活性化プラットフォーム事業は、この気持ち（テーマ）を行動にうつそう、一人ではできないから、
色々な人や団体と取り組もう、という活動とその活動を支援する事業（千葉県主催）で、山武郡市では今年
度と来年度の２年間かけて行われる予定です。
また、環境に良い活動をひいきしようという意味を込めて愛称を「ＥＣＯひいきプロジェクト」としてい
ます。皆さんの、ご声援とご協力をお願いします。
≪ＨＰもご覧ください。http://www.kazenoyado.com/ecohiiki/platform̲about.html≫
団体名

プロジェクト名

中心活動地域

大網白里子育て支援ネットワーク協議会

エコパーク大網白里「こども村」（仮称）建設・運営

大網白里町

地域の木を使おうかい

木をできるだけ使おう！木のすばらしさを知ろう！

山武郡市

地域が育てる大人と子どもの遊び空間づくり

大網白里町

NPO 法人さんむ環連協

さんむの自然テーマパーク

山武市

クリーンビーチの会

赤ちゃんがハイハイできる九十九里浜をつくるプロジェクト!!!

山武郡市

千葉県里山条例認定 竹炭サークルかぐや姫

里山環境保全事業

芝山町

あっとほっと編集室

大網ｴｺｳｫｰｸﾝｸﾞｷｬﾝﾍﾟｰﾝ「あっとほっとまっぷプロジェクト」

早船里山の会

早船里山の整備及び保全活動事業

山武市

さんむフォレスト

資源循環型のすまいづくり・くらし方講座

山武郡市

さんむ杉のこ会

ゴミでアート in 日向

山武市

山武「健康とふくしの会」

成東病院エコ・コミュニティ事業 成東病院「健康と安心の駅」化計画

山武市

大網白里まちづくりサポートセンター環境部

おおあみしらさとの自転車利用推進

大網白里町

特定非営利活動法人
ユース・サポート・センター・友懇塾

ここでいうプラットフォームとは出会いの場、活動の場、舞台を意味します。

山武郡市
九十九里エリア

あなたも地域で主役になれる✐

コミュニティビジネスとは？
地域住民が主体となって地域の課題解
決や生活の質の向上のために、ビジネス的
視点を取り入れることです。地域を元気に
するための事業です。

入門編 講座（全８回）開催中
講師は、コミュニティ・ビジネスの提唱者である
コミュニティ・ビジネス総合研究所の細内信孝氏で
す。
第１回は、
「コミュニティ・ビジネスとは何か」を
テーマに、オープン講座を開催しました。市外から
の参加者も多く、皆さん熱心に聴いてくださいまし
た。第２回から第７回は、講義のほかグループで企
画書を作成します。
９月２６日（第８回）にオープン講座を開催します！
どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。
（申し込み不要、無料）

●日時 ９月２６日（土）午後４時から
●会場 市役所成東庁舎３階大会議室
●内容 起業された方や、地域資源を活かした活動
をされている方をゲストに招き、体験談を語ってい
ただくと共に、参加者の皆さんとの交流会もありま
す。どうぞお楽しみに。
【講座の様子】

東金商工会議所主催「市民起業塾（ステップアップ講座）
」
●講師 コミュニティ・ビジネス総合研究所 細内信孝氏
●問合せ先 東金商工会議所 電話 ０４７５−５２−１１０１

山武市の入門編と連携
して開催します。

事業紹介✐
近年のボランティア活動は、福祉的活動から医療・保健・教育・環境・国際交流など様々な活動へと広がり、
ボランティアに対する期待も同様に広がっています。少しでも多くの方に「自分にあったボランティア活動」を
見つけていただくために出前型の講座を考えました。お気軽にご一報ください。
内 容･･･ボランティア（活動）についての基礎的知識
対象者･･･ボランティア活動に興味のある方・グループ・学校・
企業など
開催日･･･相談に応じて調整
会 場･･･申込み者の相談に応じて調整
（原則：公共的な場所や企業等の会議室）

活動に役立てよう✐

時 間･･･３０分〜１時間程度
開催日･･･相談に応じて調整
講座料･･･無料
お申込み・お問合せ･･･山武市社会福祉協議会
山武市ボランティア・市民活動センター ０４
７５−８９−２１２１

‐ 助成情報の集め方 ‐

①助成金に関する情報は、最近ではＷｅｂサイトによる収集が一般的になってきています。
例えば、下記のようなＷｅｂサイトがありますので、参考にしてみてください。
□（財）助成財団センター（http://www.jfc.or.jp）
□シーズ＝市民活動を支える制度をつくる会（http://www.npoweb.jp）
□東京ボランティア・市民活動センター（http://www.tvac.or.jp）
□千葉県ＮＰＯ情報ネット ＮＰＯ助成情報（http://www.chiba‑npo.jp/）
②企業による助成金プログラムや物品の割引・寄贈プログラム。
③市民、ＮＰＯ、企業を結ぶ「地域資源循環システム『ちばのＷＡ！』
」(http://chibanowa.canpan.info/)

市民交流サロン情報提供団体✐
活動分野
医療関連、まちづくり
幅広いボランティア

団体名

活動分野

団体名

山武市の未来を考える懇話
会
Pretty Smile(プリティ・ス
マイル）

環境（廃棄物等発生抑制、有効
活用推進）

山武ＧＯＮＥＴ

自然保護・自然保護教育

成東・東金食虫植物群落を守る会

韓国メディアを通しての語学
教育と文化・交流の促進

KLMC(KoreanLanguageMediaEduca
tion)

子育て支援とその支援

親子わいわいネット・さんむ

里山保全、子育て支援

さんむ・アクションミュージ 歌をとおした市民交流でまち
歌ごえのわ
づくり
アム

環境教育

ＰＷプラスＯＮＥ

桜を育て市民の暮らしに潤い
を。環境保全・まちづくり

山武市さくらの会

ＮＰＯ法人リフォームセン
ター山武

地域の頑張る人とグループの
応援団

ＮＰＯ法人コミュニティーサー
ビス地球座

住宅リフォームを通し
て環境、職業能力開発、
消費者保護、まちづくり
情報化社会の進展ＩＴ
を通して地域活性
コミュニティーづくり
里山、桜などの植栽、ま
ちづくり
里山保全、環境、まちづ
くり

ハッピータイム

戦争体験を後世に伝え戦争の
悲惨さと平和の大切さを伝承
作田川堤防整備、草花植栽

早船里山の会

絵本・紙芝居の読み聞かせ

こだまお話会

ＮＰＯ法人さんむ環連協

子育て支援、子どもの健全育成

メルヘン・クラブ

ＮＰＯ法人山武 IT 推進協会

戦争体験語り部の会
花の会２５

（成東保健福祉センター内）
ボランティア活動など、社会貢献活動（市民公益活動）を行う方々
の交流の拠点として、市民交流サロンを開設しています。交流、情報の
受発信、打ち合わせ、資料等作成作業などにぜひご利用ください。

まだ使えるけど不要となったもの《譲ります》 必要だけど新品で買わなくてもいい《探して
います》というみなさんの声を紹介する掲示板です。市民交流サロン内にあります。
□対象品・・・電化製品、家具、ベビー子ども用品、楽器等（まだ十分に使える物で譲ってもよいもの、
また、譲ってもらいたい物。）
□対象外・・・貴金属、自動車、業務用機器、食品、衣料品、ソフト類、動物、植物等
□利用できる方・・・市内在住・在勤の方。営利目的の利用はできません。

●利用方法など詳細は、市民自治支援課（８０−０１５１）へ。

発行：山武市 総務部 市民自治支援課
〒289-1392 山武市殿台２９６ 成東保健福祉センター内
TEL 0475(80)0151
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ katsudoshien@city.sammu.lg.jp
FAX 0475(80)1177
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://www.city.sammu.lg.jp
市民交流サロン
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