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令和２年度 松戸市協働のまちづくり協議会 第４回 会議録 

 

【日時】令和２年１１月２０日（金）９時００分～１６時３０分 

【場所】衛生会館３階 大会議室 

【出席者】犬塚 裕雅 会長、杉浦 利彦 副会長、小川 早苗 委員、牧野 昌子 委員、 

長江 曜子 委員、秋山 和敏 委員、佐藤 秀樹 委員、笹川 昭弘 委員、 

（欠席）坂野 喜隆 委員 

【傍聴者】０名（非公開） 

 

１ 開会  

 ※欠席者報告・委員会定数確認 
 

２ 協働のまちづくり協議会 会長挨拶 

 

３ 議 題 

(１) 令和３年度実施分 協働事業本審査 

・協働事業提案制度の申請事業と利害関係のある委員を確認した。 

・仮集計表をもとに各事業の意見交換を行い、点数を確定した。 

・採択すべき事業、採択すべきでない事業を決定した。 

・必要に応じて、付帯意見をまとめた。 

・審査結果、付帯意見等については、別添のとおり。 

 

(２)  令和３年度実施分 市民活動助成事業本審査 

・市民活動助成制度の申請事業と利害関係のある委員を確認した。 

・仮集計表をもとに各事業の意見交換を行い、点数を確定した。 

・採択すべき事業、採択すべきでない事業を決定した。 

・採択すべきでない事業については不採択理由を、また必要に応じて、付帯意見をまとめた。 

・審査結果、付帯意見等については、別添のとおり。 

 

４ 閉会 

 
 

           



■協働事業

優先
順位

事業名 提案団体・担当課 採択の
適否

付帯意見又は不採択理由

特定非営利活動法人
SmileResource

【付帯意見】
①プロモーションビデオを視聴する対象者を明確に意識し、そ
の人たちに伝わるような内容のプロモーションビデオを制作して
ください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

介護保険課

【付帯意見】
①介護保険課は制作したプロモーションビデオについて地域包
括支援センターで上映会を行うなど、成果を活かす計画を立て
てください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

MAISON IZARRA Oyatsu labo * T naturel

メゾンイザラおやつラボ＊
テ　ナチュレル

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

男女共同参画課

【付帯意見】
①男女共同参画課は料理教室に参加した父親の意識改革につ
ながるように、参加者のフォローに努めてください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

まつどのこもりかた。編集部

【付帯意見】
①これまでの取り組み実績は充分評価します。その上で、協働
事業として広報広聴課シティプロモーション担当室と協力して、
若者目線から見た松戸の魅力について、ふさわしいコンテンツ
を検討してください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

広報広聴課
シティプロモーション担当室

【付帯意見】
①広報広聴課シティプロモーション担当室は、松戸市の魅力を
発信していくために、どのようなコンテンツが適切かという視点
から、団体に対し、取り上げる店や地域についての助言を適切
に行ってください。その上で、作成されたコンテンツの活用を進
めてください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

■市民活動助成事業

スタート助成

優先
順位

事業名 提案団体
採択の
適否

付帯意見又は不採択理由

1
みんなで育て、みんなでつくる　沿道で
の食べられる景観事業

エディブルウェイプロジェクトチー
ム

適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

2 居場所提供と家出女性保護事業 NPO法人仮り暮らし 適 100,000 円

【付帯意見】
①次年度も引き続き関係機関（警察、児童相談所、保健所等）
と連携をしながら、対象者および団体のリスク対策を講じ、事業
を継続してください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

3 冒険山開放に伴う見守り事業 冒険山開放委員会 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

4 発達障がい・不登校の親の会事業
発達障がい児の子育て会　あん
だんて

適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

円500,000

助成金額

松戸のイメージ向上のためのコミュニ
ケーション事業

令和３年度実施分　協働事業・市民活動助成事業　審査結果
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負担金額

1

2 適

適 358,200 円

371,268 円

「まつどの介護」プロモーション事業

料理教室を通じた父親の意識改革事業

適



優先
順位

事業名 提案団体
採択の
適否

付帯意見又は不採択理由

5
働くおとなのホッとできる居場所つくり事
業

まちなす・Labo/Friends 適 100,000 円

【付帯意見】
①出張型「働くひとの保健室」及びオンライン相談室で得た個人
の情報について、守秘義務と情報管理をしっかりと対応してくだ
さい。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

6
食のセーフティーネットづくり、生活困窮
者と食品ロスの問題解消事業

まつどフードバンク 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

7
［生きづらさ・ひきこもり］からだとこころ
に栄養をあたえる場づくり事業

生きづらわーほりプロジェクト 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

各世代の交流を深め、地域の輪を広げ
る地域活性化事業

北小金ドリームプロジェクト 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

坂川水系自然環境向上事業 坂川の花桃を愛する会 適 100,000 円

【付帯意見】
①事業予算の大半を投入している稚魚の放流について、その
結果を観測し、後日市民に公表できるように対応してください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

10 松戸市民向けSDGs普及啓発事業 まつど地域活躍塾つながりの会 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

11 松戸市町会PR動画制作事業 できる街プロジェクト 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

12
地域横断型まちづくりバーベキュー事
業

竹ヶ花昭成会 適 99,000 円

【付帯意見】
①計画されている防災意識向上または訓練、防災備蓄の保管
場所の情報提供等を効果的に行ってください。
②反省会はこの事業の成果と課題を関係者が共有し、次へつ
なげていく大事な場となりますので、しっかりと取り組んでくださ
い。
③事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

13 松戸市ご当地アニメ制作事業 超普通スタジオ 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

14 いきいき体操事業 特定非営利活動法人　アイギス 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

15 子育てママコミュニケーション事業 にこにこチャイルドサークル 適 100,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

-
歌声喫茶で地域高齢者を元気にする事
業

元気会 否 100,000 円

【不採択理由】
歌声喫茶の取り組みは高齢者のコミュニティづくりにおいて大変
有用であり評価します。しかしながら、目標とする回数・人数に
対して充分なコロナ対策の明示がないところでの公金である助
成金の交付は難しいと判断しました。
この情勢下において新しい活動方法を検討し、活動を継続され
ることを期待します。

- 中金杉きくの会事業 中金杉きくの会 否 100,000 円

【不採択理由】
踊りを披露し、観る人に楽しみを提供する取り組みは素晴らし
いことです。しかしながら、事業の目標にある引きこもりの高齢
者の人たちに参加してもらう具体的な方法が弱かったので今回
は採択を見送ります。
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助成金額



ステップアップ助成

優先
順位

事業名 提案団体
採択の
適否

付帯意見又は不採択理由

全ての命を大切にして、人との繋がりを
考え、環境から優しい街づくりをする猫
相談会事業

松戸地域猫スタートサポート 適 300,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

親子で安心、子ども達が楽しく育つ居場
所づくり事業

なないろのもり 適 300,000 円

【付帯意見】
事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に活
動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行ってく
ださい。

3 プレママ教室事業 ぶぶぶママ大学 適 300,000 円

【付帯意見】
①プレママ、プレパパに教室のことがわかりやすく伝わるように
広報の仕方を工夫してください。
②事業実施の際は、団体及び参加者どちらも安全かつ安心に
活動できるよう、十分な新型コロナウイルス感染症対策を行っ
てください。

-
バングラディシュ文化交流を通じた設立
3周年コンサート2021事業

特定非営利活動法人
桜JB　FOUNDATION

否 300,000 円

【不採択理由】
コンサートを催して松戸市近隣のバングラデシュ人に来てもら
い、バングラデシュ人同士の交流によりコミュニティ形成を図る
取り組みはとても良いと思います。しかしながら、松戸の良さを
伝える内容、目標と照らし合わせると、コンサートの催しが直接
的につながると考えられません。
昨年度実施した討論会を拡充した提案のほうがステップアップ
助成にはふさわしいと判断しました。

- 音楽活動による街の活性化事業 松戸音楽活動同好会 否 300,000 円

【不採択理由】
音楽活動で観る側も活動する側も元気になる機会が提供され
ることは良いことです。しかしながら、コロナ対策を用意されてい
ますが、充分といえず、公金である助成金を投入するには難し
いと判断しました。
この情勢下において新しい活動方法を検討し、活動を継続され
ることを期待します。
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助成金額
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