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平成

年度第２次募集

○新規事業
○立上げのための実施事業
○既存事業の自立・拡充 他の団体と協働で実施す
対象事業 ○団体の目的達成のため
※単なる既存事業は対 る事業
に実施する初めての事業
象外

■その他
○募集要項を市民活動推進課、
とみさと市民活動サポート
センター、日吉台出張所で
配布のほか、市公式ホーム
ページに掲載しています。
○申請に関する相談は、とみ
さと市民活動サポートセン
ターでも受け付けています。
・申込先
市民活動推進課
市民協働推進班
（ ）１１１７

市では、協働のまちづくりを目指して、自主的・継続的
に公益的な活動（市民活動）を行う団体を支援しています。

市民活動支援補助金制度
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補助回数 立上げ時期の１回のみ
１事業２回まで
補助率
10/10
２/ ３
２/ ３
０００円）
（１５０，
０００円）
（２００，
０００円）
（限度額） （５０，
構成員
正会員５人以上
正会員５人以上の団体同士

■補助対象事業
市内を活動の拠点とし、自
ら課題を見つけ、自主的に取
り組む公益的な活動
■対象事業期間
交付決定日～
平成 年３月 日（土）まで
■募集期間
８月４日（金）まで
■審査方法 市協働のまちづ
くり推進委員会による書類と
プレゼンテーション審査（８
月下旬頃に実施予定）

市民活動団体
市民活動を行う団体（区・自治会などが実施する
（区・自治会などを除く） 事業を含む市内で行われる社会貢献活動）
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【共通事項】
○市内に拠点を有する団体 ○市内で実施する事業
対象 ○同一事業について、市の財源による他の補助金などを受けていない

小幡健二郎さん

活動内容
日吉台地区の青少年相談
員主催事業としては、夏休み
の「日吉台小学校サマーナイ
ト（お泊り会）
」が大きな活
動でそのほかに、コミセンま
つり、日吉台小ふれあいまつ
り（バザー）に模擬店を出店
しています。また、地区の子
ども会と一緒に水鉄砲遊び
やミニ運動会を行ったこと

■制度の概要

みんながまちづくりの主役！

それぞれの地区で

市民のみなさんが

活躍しています！

とみさぽキャラクター
「とみポくん」

今後の抱負など
地域の役に立てているなと
感じるのは、小学生の見守り
と高齢者の支援をしていると
きです。
小学生の交通安全誘導は、
今までは「何か地域のために」
と思い、ひとりで行ってきま
したが、途切れないよう活動
を広げて仲間を作っていきた
いです。
今まで自分なりに続けてき
た活動を、今後は地域の人に
更に関心を持ってもらい、活
動の輪を広げていけたらいい
と思っています。
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市民活動紹介

2

vol. ３

活動をはじめたきっかけ
交通安全誘導活動を始めた
のは、孫の小学校入学がきっ
かけでした。 はじめは手作
りの黄色い旗を使用し、ひと
りで始めました。
誘導活動をしている場所は、
年 回くらい車両事故が発生
している所です。以前は民家
の塀を壊すほどの事故があり
ました。通学時間帯は、通勤

設立からの年数制限なし

立上げ予定～１年半

設立年数
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団体立上げ時期のための 新規・既存事業を自立・ 他の団体と協働で事業を
補助
拡充させるための補助
実施するための補助

概要
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コラボ部門

チャレンジ部門

キックオフ部門

部門
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もあります。
市青少年相談員連絡協議会
の主な活動は、
「へらぶな釣
り大会」
「綱引き・ドッジボー
ル大会」で、子どもたちが楽
しめるイベントを企画・運営
しています。平成 年度には
平成 年度市民活動感謝状の受賞者を紹介します。
新規事業として、小学５・６
年生を対象に
「東京ウォーク」
市民活動推進課市民協働推進班
（ ）１１１７
を開催しました。郡で役員を
していると近隣市町の取り組
みが参考になります。それが
福田 亮さん
きっかけとなり、東京ウォー
ク事業という形になりました。
活動経歴
います。日吉台小学校近くの
のためにスピードを出す車が
■小学生の交通安全誘導
車の通りの多い交差点で、午
多いので、活動が必要と思い、
活動をはじめたきっかけ
活動経歴
８年間、ほぼ毎日実施
前７時 分～７時 分にかけ
誘導活動を始めました。
青少年相談員になったの
■平成 年～
■日吉台６丁目
て安全誘導を行い、児童を見
環境ボランティアに関して
は、地域からの声かけがきっ
青少年相談員
環境ボランティア
送っています。
は、民生委員・児童委員の経
かけとなり、自身の子どもが
▼平成 ～ 年度
〇６丁目公園維持管理
日吉台６丁目の環境ボラン
験から、高齢者が必要とする
手を離れた時期に地域活動を
日吉台地区長
（草刈り、花壇・外周の花
テ ィ ア と し て、 ６ 丁 目 公 園
支援の一つとして始めました。
開始しました。青少年相談員
▼平成 ～ 年度
植え、落ち葉清掃）
の草刈りを月に１回行い、公
必要な活動ですが、地元自
になってから知り合った人た
市青少年連絡協議会副会長
〇独居高齢者や高齢者のみ
園の外周と園内花壇の花植栽、 治会のシステムの中に無かっ
ちとの繋がりで、現在まで活
▼平成 年度～
の世帯の粗大ごみ回収
水やり、肥料やりを随時行っ
たので始めました。今では自
動を続けられています。
市青少年連絡協議会会長
そのほか、地区社会福祉協
ています。また、年２回ほど
治会活動に取り入れてもらい、
▼平成 年度
議会理事を８年、民生委員・
緑道の草刈りと花植え管理も
粗大ごみの回収は自治会と一
今後の抱負など
郡青少年相談員連絡協議会
児 童 委 員 を ９ 年、 ひ よ し グ
行っています。
緒に行っています。
青少年相談員として、子ど
副会長
リーンロード再生会やアダ
このボランティアは、自治
もたちの成長の手伝いができ
そのほか、民生委員・児童
プトプログラムにも参加し、 会を応援する有志で結成した
ればと思っています。
委員と社会教育委員を務め、
地域のために活動しています。 「自治会協力隊」の活動とし
大人は子どもの笑顔に癒さ
地域のために活動していま
て、結成当時から参加してい
れ、子どもは地域の大人との
す。
活動内容
ます。
関わりで笑顔になるような、
通学時の交通安全誘導は、
「全ての人が笑顔に」なれる
８ 年 間、 ほ ぼ 毎 日 実 施 し て
活動をしていきたいです。今
後は、子ども会やＰＴＡと横
の繋がりを作り、事業を展開
していきたいという思いがあ
ります。
市青少年相談員連絡協議会
は「 Ａ Ｌ Ｌ Ｆ Ｏ Ｒ Ｙ Ｏ
ＵＲ ＳＭＩＬＥ」
「子ども
たちの笑顔のために」を常に
心に刻み活動をしていきま
す！
問

