
事業名 姉崎を知る会 団体名 姉崎を知る会

事業費 53,880円

補助金 50,000円

事業内容

「故郷姉崎町年中行事」を通じて、明
治期の姉崎の歴史・文化・くらしを学
び、記録する勉強会を開催しました。
また市民ギャラリー、公民館文化祭で
展示を行いました。

事業の成果

明治期の姉崎の情景を描いた「故郷姉崎町年中行事」を通じて、失われゆく地元の歴史・文化・
くらしを学び、記録して活動成果を地元に還元することができました。
また展示会では、多くの方から称賛・激励をいただきました。

目的

まちづくりの推進
学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
石塚公園及び石塚小学校正門
付近道路等の清掃美化活動事
業

団体名 石塚公園清掃クラブ

事業費 2,078円

補助金 2,078円

事業内容

石塚公園で毎朝ラジオ体操を実施する
前に、公園内外の清掃活動を行い、地
域住民との交流を図りました。

事業の成果

石塚公園内の老木による落ち葉の拡散で、公園内外や学校等にも被害が及んでいましたが、清掃
活動を実施することにより町の美化意識の向上に繋がりました。
また、会員及び周辺住民、小学校との交流が図られました。

目的

環境の保全
地域安全



事業名
つながる・ひろがる市原の輪
フェスタ2021春

団体名 市原交流会

事業費 50,000円

補助金 50,000円

事業内容

アリオ市原のステージイベントやブー
スイベントで、地域団体の活動を広く
PRしたり、団体同士の交流を図りまし
た。

事業の成果

回を重ねるごとに、市原をより一層住みよく楽しく健康的な街にする為に、地域の連携や団結が
欠かせないと感じます。特に今回は、新型コロナウィルスの猛威によって失いかけた笑顔を取り
戻すことをスローガンに開催しましたが、当日は多くの市民の笑顔でいっぱいになりました。

目的

まちづくりの推進



事業名
市原市の郷土料理・房総太巻
き祭りずしを次世代に継承す
る

団体名 いちはら食育の会

事業費 93,421円

補助金 50,000円

事業内容

千葉県産の海苔、米を使った郷土料理
「房総太巻き祭りずし」の体験料理教
室の開催

事業の成果

房総太巻き祭りずしが、郷土料理であることを知らない世代にも、食べて美味しく、見て綺麗、
作って楽しい料理であることを伝えることができました。

目的

保健、医療又は福祉の増進
社会教育の推進



事業名 介護施設訪問による音楽活動 団体名
市原シルバーカレッジ21の会ボ
ランティアクラブ

事業費 38,320円

補助金 38,320円

事業内容

介護施設で月に1回、1時間程度の音楽
活動をリモートで実施しました。

事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大により、介護施設への訪問ではなくオンライン演奏会を実施しまし
た。昔なつかしい童謡・唱歌・歌謡曲の演奏・合唱、あるいはリクエストに応じて歌うことによ
り、気持ちの活性化と心身の健康維持に寄与することができました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名 地域ネコ活動の広報と協働 団体名 いちはら地域ネコの会

事業費 55,545円

補助金 50,000円

事業内容

町会及び地域住民からの野良猫情報と
捕獲協力をえて、野良猫の不妊去勢事
業を推進しました。

事業の成果

地域住民からの情報をもとに、今年度は20件以上の申し出があり不妊去勢手術を実施しました。
今年度は回覧町会以外の市民を含め、ホームページからの相談で320匹の野良猫の手術も実施し
ました。また、新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言後は、Zoom会議で町会長と地域
ネコ活動関係者の交流や意見交換を行いました。

目的

まちづくりの推進
地域安全



事業名 いちはらの道路の環境美化 団体名 いちはらの道路を綺麗にし隊

事業費 9,990円

補助金 9,990円

事業内容

毎月第3土曜日に、道路を安全に歩きな
がらゴミ拾いを行い、道路の美化保全、
安全確認に務めました。

事業の成果

清掃活動を通じて定期的に道路の安全確認を行うことができ、交通安全に寄与しました。
ゴミ拾いの実施により、利用者の環境への関心が高まり、道路の美化保全に繋がりました。

目的

まちづくりの推進
環境の保全



事業名 健口体操普及事業 団体名 いちはら歯っぴい8020応援隊

事業費 50,028円

補助金 50,000円

事業内容

健口体操を訪問活動で広めることで、
いきいきとしたまちづくりを目指した
ボランティア活動を行いました。

事業の成果

介護施設や高齢者通いの場からの出前講座の依頼を受け、コロナ対策をしっかり行い、健口体操
を開催することができました。
また、スキルアップ講座を行い、マスクをしたままで出来るお口やお顔の体操を学びことが出来
ました。

目的

保健、医療又は福祉の増進
子どもの健全育成



事業名 『米沢の森』環境整備活動 団体名 市原米沢の森を考える会

事業費 60,560円

補助金 50,000円

事業内容

『米沢の森』の豊かな里山を守り、次
世代に繋げるため草刈り、倒木伐採、
遊歩道の整備など定期的な保全整備を
行ないました。

事業の成果

米沢の森周辺の遊歩道整備を行なったことで、ハイキングや自然観察に訪れる人が増えました。
また、アマチュア無線の仲間たちによる整備活動支援につながり、これまで以上に『人々の居場
所・癒しの森』として市原市の観光名所に発展し、来訪者が増えました。

目的

観光の振興
環境の保全



事業名
粘菌博物館を通して、自然へ
の関心や大切にする心を育む
事業

団体名
NPO法人 知的コミュニケー
ション研究機関連合

事業費 49,654円

補助金 49,654円

事業内容

粘菌博物館を開館し、来館者に顕微鏡
を使っての観察や学習を行い、粘菌学
校を開催しました。

事業の成果

粘菌観察会を通して、興味、関心、好奇心、探求心が育まれました。
活動の紹介の冊子発行、地域の人の協力を得ての博物館整備が進んだことは、資金援助を受けた
ことでもあり、充実への一歩となりました。

目的

社会教育の推進
学術の振興



事業名
「再生した休耕地を活用する
体験会2」

団体名 NPO法人ゆかいな仲間たち

事業費 65,808円

補助金 50,000円

事業内容

過年度に再生作業を経て土づくりを実
施してきた休耕地を、再び荒廃させな
いように農作物の植え付けなどをして、
維持管理を行いました。

事業の成果

休耕地で農作物を植え付け、収穫した野菜を福祉関係機関などへ寄付をして活動のアピールをす
ることができました。
開発した休耕地は、着実に再生を遂げつつあり、継続的な活動を通じて地域の方々に知ってもら
うことができました。

目的

まちづくりの推進
環境の保全



事業名
通学路の環境美化と交通安全
対策の草刈り及び清掃

団体名 小野山環境整備委員会

事業費 50,047円

補助金 50,000円

事業内容

令和2年4月～10月末まで毎月第一日曜
日に、小野山地区の市西小学校通学路
と周辺の歩道橋の草刈りを実施しまし
た。

事業の成果

毎回12～16人位の人数が集まり、広範囲において伸びた雑草の草刈り、低樹木の伐採及び清掃作
業ができました。市西小学校通学路及び周辺道路、歩道も整然とし、カーブも見通しも良くなり
交通事故防止になるなど一定の成果を得ることができました。

目的

環境の保全
子どもの健全育成



事業名
加茂地区スポーツ・文化活性
化事業

団体名 加茂ふれあいクラブ

事業費 26,400円

補助金 26,400円

事業内容

加茂地区で、誰もが気軽にスポーツ活
動に参加できる教室を開催しました。

事業の成果

バドミントン教室は30～40代の中心とした参加者があり、健康体操・グラウンドゴルフ・スナッ
グゴルフの各教室は、高齢者を中心に実施しました。
一定の参加人数により推移し、地域住民を中心とした参加者の健康増進及び住民同士の交流促進
に寄与しました。

目的

保健、医療又は福祉の増進
学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
光風台中央公園花の丘花壇整
備

団体名
光風台中央公園花の丘花壇クラ
ブ

事業費 49,605円

補助金 49,605円

事業内容

花壇を耕して種まきを行い、春は菜の
花、秋はコスモスを咲かせ、適宜雑草
を刈り花壇の整備をしました。

事業の成果

光風台中央公園花の丘花壇の整備により春に菜の花、秋にコスモスが咲き、団地の住人の居住環
境の向上に寄与しました。

目的

まちづくりの推進
環境の保全



事業名 郡本園芸クラブの会 団体名 郡本園芸クラブ

事業費 46,138円

補助金 46,138円

事業内容

郡本地域の住民、子供会、学校と連携
をして地域資源を生かし、休耕地等の
活用を行いました。

事業の成果

休耕地に野菜などを植付けして収穫をするという目的に、多くの人が集まり作業をしたことに
よって地域の子どもたちや高齢者の繋がりができました。

目的

まちづくりの推進 子どもの健全育成
環境の保全



事業名 郡本この指とまれ 団体名 郡本この指とまれの会

事業費 52,998円

補助金 50,000円

事業内容

郡本地域の休耕地を整備して、地域住
民や各種団体と作物を収穫をしました。

事業の成果

休耕地の整備を地域住民や各種団体と連携して行い、地域資源を生かし、豊かな住環境づくりを
推進しました。荒廃地を耕して作物を植え、育て、収穫したことにより地域住民との交流もでき
ました。

目的

まちづくりの推進
環境の保全



事業名
安全で安心な住みよいまちづ
くり

団体名 国分寺台たすけあい

事業費 64,677円

補助金 50,000円

事業内容

毎朝ラジオ体操を実施しました。
町内のパトロール、北五井緑道の花壇
の整備を行いました。

事業の成果

北五井緑道広場内で毎朝実施するラジオ体操は、老若男女大勢の参加者があり健康増進に寄与し
ました。また花壇の整備活動は、住民に喜ばれています。

目的

まちづくりの推進 環境の保全
地域安全



事業名
子どもの居場所「トイトイ食
堂」

団体名
子どもの居場所「トイトイ食
堂」

事業費 97,703円

補助金 29,623円

事業内容

大人から子どもまで多世代交流を自由
に行える居場所として食事の提供、遊
び、学習支援を実施しました。

事業の成果

毎月第1土曜日に食事の提供や遊び、学習支援を実施して子どもの居場所「トイトイ食堂」を開
催しました。新型コロナウイルス感染に伴い、食事の提供をやめて弁当の配布に1月以降切り替
え、コロナ禍で貧困に陥った家庭に向けて米の配布を実施して生活支援も行いました。

目的

社会教育の推進
子どもの健全育成



事業名 J.Groove市原教室 団体名 J.Groove

事業費 55,511円

補助金 50,000円

事業内容

ビッグバンドの演奏を楽しむ体験演奏
会を実施しました。

事業の成果

参加者の皆さまに、音楽文化芸術の大切さを知っていただき楽しく演奏体験をしていただきまし
た。これを機に、市民の皆さまに演奏の喜び、アンサンブルの楽しさ、そしてそれを人前で演奏
することで聴いていただく方々に楽しんでいただく足掛かりの一歩ができました。

目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名 地域でいきいき終活セミナー 団体名 終活すっきり相談室

事業費 50,000円

補助金 46,000円

事業内容

終活（保健、医療、介護、相続など）
のセミナー開催と相談会を実施しまし
た。

事業の成果

地域の介護現場で働くケアマネージャーや、認知症サポーターなどの参加者やファイナンシャル
プランナーがエンディングについて学ぶことで、より一層と要介護者や介護者に寄り添うことが
可能になりました。また参加者同士の交流により、福祉活動の連携が可能となりました。

目的

まちづくりの推進
消費者の保護



事業名
終活デザイン委員会フェスタ
2021

団体名 終活デザイン委員会

事業費 50,000円

補助金 50,000円

事業内容

介護や終活のセミナー・相談会の開催
と介護体験発表・グループミーティン
グを実施しました。

事業の成果

セミナーには、地域で介護や終活の活動をされている方、社会福祉協議会の方など「地域包括シ
ステム」に関心の高い方が参加され、地域の中の人口問題、高齢者福祉の課題解決に対する仕組
みづくりの大きなヒントを共有する場となりました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名
少林寺拳法を通じた青少年健
全育成及び健康増進事業

団体名
少林寺拳法市原南スポーツ少年
団（拳禅会）

事業費 54,910円

補助金 50,000円

事業内容

少林寺拳法の練習及び体験会を姉崎公
民館で開催しました。

事業の成果

少林寺拳法を通じて、子供達の健全育成と高齢者等の健康増進を図ることができました。
今年度の市民大会、姉崎公民館文化祭は、コロナにより中止になりましたが、来年度以降の大会
等に向けて練習を重ねてきたことは成長に繋がっていくと思います。

目的

学術、文化芸術又はスポーツの振興
社会教育の推進



事業名
白金小学校の花壇に手作りの
花苗を植える事業

団体名 白金小学校花植会

事業費 52,003円

補助金 50,000円

事業内容

白金小学校の花壇の整備を月2回、花の
手入れを週1回行いました。

事業の成果

四季の様々な花を学校校舎周辺に植え、たくさんの花を咲かせて、学校の美化に協力しました。
また、学校菜園には季節ごとに野菜を植えて子どもたちの学習にも協力しました。
野菜苗のほとんどが、タネから苗を作り提供しました。

目的

環境の保全



事業名 子ども食堂「トイトイ」 団体名
辰巳台地区社会福祉協議会 子
ども食堂「トイトイ」運営委員
会

事業費 50,179円

補助金 25,579円

事業内容

辰巳台公民館で地区内の18歳未満の子
どもたちへの食事の提供、学習支援を
行いました。

事業の成果

新型コロナウイルス感染に伴い、食事の提供の回数を減らしたり、弁当の提供に置き換えての実
施となりましたが、学習支援も行い、地域の方々との交流ができ、人々の触れ合いや心の温かさ
を感じることが出来ました。

目的

まちづくりの推進
子どもの健全育成



事業名 地域美化活動事業 団体名 地域生活向上委員会

事業費 48,201円

補助金 48,201円

事業内容

地域内の幹線道路や生活用道路の沿線、
地域住民の集いの場等の草刈りなどを
行いました。

事業の成果

地域内の生活環境の美化が図られ、安心安全が向上しました。
また、活動を通して構成員の地域への愛着が高まりました。

目的

まちづくりの推進
環境の保全



事業名
通学路及び団地内道路脇・空
地・空家等の美化・保全活動

団体名 チームG&W

事業費 46,300円

補助金 46,300円

事業内容

小勝山団地・運動公園の芝刈り、清掃
などの整備や通学路の定期的な見回り
を実施しました。

事業の成果

団地内の空地の草刈りや住宅の庭木の刈込や通学路の整備等で、地域の安全や環境美化に役立ち
ました。定期的な作業により、住民の方々に大変喜ばれています。

目的

まちづくりの推進
環境の保全 地域安全



事業名
写真展や写真相談を行い、写
真の技術や文化を広める事業

団体名 ちはら台フォトクラブ

事業費 53,748円

補助金 50,000円

事業内容

ちはら台コミュニティセンター等、市
内各所で、写真展および写真相談を開
催しました。

事業の成果

コロナ禍で活動が制限される中、写真展への出品、開催を実施して多くの方々と触れあい、写真
文化の拡大に繋がったと思います。写真展は157名の来訪者がありました。
相談内容としては、撮影地を聞かれる事が多く、市原市の美しい自然や風景への理解が多くの方
に共感を与えたと思っています。

目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
通学路脇の草を刈って安全を
確保する事業

団体名 通学路草刈隊

事業費 49,834円

補助金 49,834円

事業内容

通学路歩道部にかかる雑草・竹・木の
枝を成長に合わせ定期的に刈り取りま
した。

事業の成果

雑草や木・竹を伐採した結果、歩行者・自転車通学者の安全を確保できました。
学校関係者、近隣の方々にお礼と感謝の言葉を頂きました。

目的

環境の保全
まちづくりの推進



事業名 月崎駅周辺の環境整備活動 団体名 月崎森遊会

事業費 56,983円

補助金 50,000円

事業内容

月崎駅及び森ラジオステーション周辺
の環境整備を月1回実施しました。
清掃活動、四季に応じた花の植栽や観
光客のおもてなしイベントなどを実施
しました。

事業の成果

継続して実施してきた取り組みや千葉日報と朝日新聞での掲載もあり、月崎駅などに訪れる観光
客が増えました。
その時期に合わせた飾りつけや草花を植えた事により写真撮影スポットとなり、月崎駅周辺の魅
力向上に大きく寄与しました。

目的

まちづくりの推進
観光の振興



事業名 テレビ電話支援会活動事業 団体名 テレビ電話支援会

事業費 50,000円

補助金 50,000円

事業内容

認知症高齢者とその家族が、心理的負
担を軽減するために、話し相手ボラン
ティアとテレビ電話を使い定期的な会
話を行いました。

事業の成果

テレビ電話支援事業を行ったことで、参加者の心理的な安定に繋がりました。
またパンフレットを作成し配布したことにより、活動が広く知られました。
県外からの傾聴ボランティア団体等から事業に関する問い合わせを受け、今後Zoom開催で意見交
換会も予定しています。コロナ禍の今、本事業の意義を強く感じる事ができました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名
児童虐待から「命を守る」地
域づくり講演会及びシンポジ
ウム

団体名
特定非営利活動法人
いちはら市民活動協議会

事業費 127,984円

補助金 50,000円

事業内容

NPO団体と個人ボランティアの中間支
援団体として、地域活性化のセミナー
や各団体のスキルアップのためのシン
ポジウムを開催

事業の成果

シンポジウムは、児童虐待防止のための講演とパネルディスカッションを行い、65名の多くの参
加者から「大いに参考になった」と好評をいただきました。
「命を守る」というメインテーマは、今後もサブタイトルを変えて継続して講演会等を行う予定
です。

目的

まちづくりの推進



事業名 東いちはら子どもパーク事業 団体名
特定非営利活動法人 東いちは
らエコミュージアム

事業費 50,693円

補助金 50,000円

事業内容

小学生の放課後を過ごす場として、遊
具や工具を使って遊ぶ放課後子ども
パークを毎週木曜日に、一日子ども
パークを年4回開催しました。

事業の成果

コロナ禍により当初の予定回数は実施できませんでしたが、開設日は40名を超える参加者があり、
子ども達、保護者から大変喜ばれ、子ども達の居場所としてなくてはならない活動となりました。

目的

社会教育の推進
子どもの健全育成



事業名
陶芸を通じて健康で明るい豊
かな人生を味わい友情を育む

団体名 どろんこ

事業費 50,116円

補助金 35,926円

事業内容

陶芸の創作活動の見学会・体験会を実
施して、市民の皆さんと幅広く交流し、
文化と教養の向上を図りました。

事業の成果

陶芸を通じて、市民が健康で明るい豊かな人生を味わうとともに、文化と教養の向上を図ること
が出来ました。見学会・体験会の実施により市民の皆さんと交流をして、陶芸の楽しさ、魅力を
伝えることが出来ました。

目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
小学生を対象として剣道を通
し青少年の育成

団体名 南総公民館剣道教室清風会

事業費 59,400円

補助金 50,000円

事業内容

南総公民館で剣道の稽古及び見学体験
会を実施しました。

事業の成果

剣道を通して、礼に始まり礼に終わる武道の精神を学び、体力・気力で最後まで頑張りぬく忍耐
力を培うことができ、市内の子どもたちの健全育成に貢献することが出来ました。

目的

子どもの健全育成



事業名 根田草刈清掃がんばり隊 団体名 根田草刈清掃がんばり隊

事業費 40,033円

補助金 40,033円

事業内容

春から夏にかけ伸び放題となる生活道
路や、通学路の草刈りや空き缶拾い等
の環境美化活動の実施

事業の成果

根田地区町内は市内中心付近であり、主要道路が多く歩道も整備されており、通学路にもなって
いますが、交差点付近での草の繁茂によりゴミの投げ捨てが目立ちます。
草刈清掃と排水路に落ちた枯葉の回収などを行い、環境保全や大雨による増水防止に効果があり
ました。

目的

環境の保全



事業名 根田交通安全みまもり隊 団体名 根田交通安全みまもり隊

事業費 44,055円

補助金 44,055円

事業内容

市内でも、交通量が激しい幹線道路に
面して通学路がある根田地区交差点で、
「横断中手旗」などを活用して、見守
り誘導を行いました。

事業の成果

子どもの登校時の見守り・交通誘導・途中同行を実施したことにより、交通事故の回避が図られ
ました。
また、運転者への交通安全、交差点付近でのスピードダウンなどの意識高揚が図れており、子ど
も達も知らない人への警戒意識と顔見知りの方への挨拶が行われるようになり、地域の方々に対
しての啓発となりました。

目的

地域安全



事業名
根田防災・防犯パートナー担
い隊

団体名
根田防災・防犯パートナー担い
隊

事業費 48,300円

補助金 48,300円

事業内容

住民に身近なところでの防災・防犯に
関しての声掛け、巡回パトロール、各
種訓練などに参加協力を行いました。

事業の成果

行政機関に頼るだけでなく、身近なところでの防災・防犯に関しての声掛け、巡回パトロール、
各種訓練などに参加協力することにより、地域住民に対しての意識啓発が促され、身近なところ
での自助・共助が促進されました。またパトロールの実施で、危険個所の点検や不審者による犯
罪抑止につながり、安全・安心なまちづくりの実現に寄与しました。

目的

まちづくりの推進
災害救援



事業名 野毛町内 環境整備事業 団体名 野毛町会

事業費 43,308円

補助金 43,308円

事業内容

町内の環境整備及び美化運動を実施し
ました。

事業の成果

町会役員を中心に、自治会館および子ども遊園地周辺の除草を実施しました。
除草実施後、子ども遊園地内に虫や鳥獣などの出現がなくなりました。

目的

環境の保全 子どもの健全育成
地域安全



事業名
市原・鶴舞のよさを再発見す
る写真展

団体名 のろし

事業費 50,094円

補助金 48,900円

事業内容

鶴舞バスターミナル、ホープラザ、上
総鶴舞駅にて、市外・県外からの参加
者が撮った鶴舞の写真を展示しました。

事業の成果

市外・県外からの参加者が鶴舞地域周辺を散策し写真を撮ることで、まちの魅力を発見し、意識
的に形に残すことができました。そして写真展を開催し、展示に訪れた地域住民の方に見てもら
うことで、地域の魅力を再発見してもらうことが出来ました。また、オープニングセレモニーを
地域住民の方と行うことで、交流の場が持てました。

目的

まちづくりの推進
観光の振興



事業名
高齢者を対象とする筋トレ体
操及びセミナー等

団体名 はつらつ筋トレ・グリーンヒル

事業費 37,800円

補助金 37,800円

事業内容

定期的な筋トレ体操を実施し、参加者
の健康増進に寄与しました。
自宅でも筋トレ体操ができるDVD「コ
ロナに負けるな」を作成、配布しまし
た。

事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、規模縮小としての活動となり、町会ホールで筋トレ体操を
19回開催し、参加者は336名となりました。
参加者からの要望により、自宅でも筋トレ体操ができるDVD「コロナに負けるな」を作成、配布
し、運動不足の解消策に寄与しました。

目的

まちづくりの推進



事業名 花咲き山環境整備事業 団体名 花咲き山

事業費 71,500円

補助金 50,000円

事業内容

地域住民に「ららぱーく」を活用して
もらうために環境整備活動を行いまし
た。また、若い世代に向けて環境問題
の啓発と新たな人材発掘に繋げるため
に看板を設置しました。

事業の成果

「ららぱーく」には東日本大震災を受けた福島県三春の滝桜と、2019年の台風被害により倒木し
たものを移植してシンボルツリーとした花桃の木があります。この樹木２本に看板を立てたこと
により、見物者も増え、地域の人々との交流の場となりました。

目的

まちづくりの推進
子どもの健全育成



事業名 健康長寿を目指す体操 団体名 PPG（ピンピンガール）

事業費 53,547円

補助金 47,547円

事業内容

五井公民館で健康体操・筋力体操・ス
トレッチ・脳トレを実施しました。

事業の成果

健康体操・筋力体操・脳トレを行ったことで高齢者の体力増強と交流の場作りに貢献することが
出来ました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名 ふるさとをつなぐ会 団体名 ふるさと市原をつなぐ連絡会

事業費 55,296円

補助金 44,196円

事業内容

Webサイト「市原ふるれんネット」を
構築し、会員および地域活動家の研究
成果を市民に公開する場を提供しまし
た。

事業の成果

Webサイト「市原ふるれんネット」を構築し、会員と地域活動家の研究成果を52件、市民に公開
することができました。また、これを通じて市内の活動団体との連携強化が図られました。

目的

まちづくりの推進
学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
喜多地区の谷津田道沿い（支
川村田川沿い）の環境整備

団体名 風呂の前里山保存会

事業費 52,364円

補助金 50,000円

事業内容

下野・喜多地区支川村田川沿いで、台
風被害を受けた谷津田道などの清掃及
び環境整備を実施しました。

事業の成果

台風被害が多く残る杉林の整備に重点を置いた作業はかなりの成果が上がり、谷津田道の景観が
良くなりました。コロナ禍の中で、全体的に作業の参加者は少なかったが、毎年行っているゴミ
拾いイベントには、雨の中、おなじみさんの参加もあり、実りのある活動となっています。

目的

まちづくりの推進 子どもの健全育成
環境の保全



事業名
自宅で楽しもう！オンライン
フラメンコ講習会

団体名
房総フラメンコプロジェクト
ちばもす

事業費 50,160円

補助金 50,000円

事業内容

現役若手ダンサーのオンラインフラメ
ンコ講習会を実施し、気軽に楽しく体
を動かせる機会を提供

事業の成果

コロナ禍の中でもオンラインでのフラメンコ講習会を実施することにより、様々な世代、普段知
り合うことのない方々が集まり、楽しみながら参加して頂きました。不足しがちなコミュニケー
ションや体を動かす機会を提供できました。企画終了後、お手本動画を全員に送りました。

目的

学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
ウクレレ演奏による施設訪問
事業

団体名 マーリエ

事業費 109,250円

補助金 50,000円

事業内容

戸田コミュニティセンターでウクレレ
の演奏会を実施しました。

事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大により、当初の予定事業を変更して、自主事業として戸田コミュニ
ティセンターに於いて、演奏会を2回実施しました。
コロナ禍でストレスを抱えている皆さんに音楽の力で元気づけることができました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名 まち健いきいきセミナー2021 団体名 まちの健康ラボサービス

事業費 30,000円

補助金 30,000円

事業内容

人生100年時代の栄養セミナーを開催し
て、健康相談会・交流会・ボール運動
体操体験を実施しました。

事業の成果

セミナーには、人生100年時代の健康を考える方たちに集まっていただき「食」の大切さを学ぶ
ことが出来ました。特に「地産地消」と言われる中、市原の食に関心を持っていただく有効な機
会となりました。

目的

保健、医療又は福祉の増進



事業名 2020年度クラブ写真展 団体名 南市原写真クラブ

事業費 60,158円

補助金 50,000円

事業内容

毎月開催するクラブの例会で、年間の
テーマに沿った作品を発表し、会員相
互で講評・アドバイスを重ね、一人2展
を発表しました。

事業の成果

写真展開催中は207名の方々に来場頂き、市外からも千葉日報の取材記事から数名の問い合わせ
を頂くなど写真文化・地域観光の発展に寄与できました。

目的

観光の振興
学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名

自然と共生する持続可能な都
市を目指して～流域思考でつ
ながる相模・武蔵・下総・上
総の防災・多自然都市づくり

団体名
みらいseeds(椎津川水系と里山
を愛する会）

事業費 74,224円

補助金 50,000円

事業内容

人が自然を守り、活かす街へとつなげ
る持続可能な事業のあり方を考えるシ
ンポジウムをオンラインで開催しまし
た。

事業の成果

多様な登壇者・参加者があり、市原市総合計画のひとつの柱である「ひとが環境を守り活かすま
ちへ」に向けて、流域思考への理解が促進され、市民・行政の連携が育まれる土壌が耕されまし
た。

目的

環境の保全
まちづくりの推進 社会教育の推進



事業名
バンド演奏と歌声を共に楽し
む事業

団体名 ムジカ・サンクチュエール

事業費 48,877円

補助金 48,877円

事業内容

バンド演奏を録画して、高齢者施設へ
DVDと歌詞カードを配布しました。

事業の成果

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、高齢者施設への訪問ができないため、演奏を録画してDVD
を制作して各施設に配布しました。
DVDは繰り返し再生ができるため施設側から大変喜ばれ、高齢者の方々の心身の活性化に繋がり
ました。

目的

保健、医療又は福祉の増進
学術、文化、芸術又はスポーツの振興



事業名
「生涯スポーツ」ボッチャレ
クリエーションの普及・推進

団体名
ユニバーサルスポーツいちはら
クラブ

事業費 62,091円

補助金 50,000円

事業内容

ボッチャ体験・交流を通して健康づく
りの増進を図りました。

事業の成果

誰もが簡単で楽しむことが出来る「生涯スポーツ」ボッチャの普及活動を実施し、健康増進の拡
がりに繋ぐことができました。

目的

保健、医療又は福祉の増進
社会教育の推進



事業名 新春ドリームコンサート2021 団体名
朗読音楽劇「すずの兵隊さん」
実行委員会

事業費 210,663円

補助金 50,000円

事業内容

朗読音楽「更科日記」と声楽家による
コンサートを開催しました。

事業の成果

朗読音楽のテーマを「更科日記」としたことで、市原市の文化芸術の普及、促進、文化財保護の
普及に繋げる事ができました。コンサートには30名もの来場があり、文化芸術への興味関心を
持っていただくことが出来ました。

目的

学術、文化芸術又はスポーツの振興
子どもの健全育成


