
 

 

 

市民協働によるまちづくり推進事業 

 

平成３０年度 事業報告会 
 
日時 平成３１年４月２３日（火） 

 午後７時から 

場所 坂東市役所３階 大会議室 
 

 

 

次 第 

 

１ 開  会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 委員紹介 

 

４ 事業説明（資料１） 

 

５ 報  告（資料２） 

（１）坂東ひな飾りプロジェクト 

（２）＠タウン坂東プロジェクト 

（３）cafeと雑貨と Market実行委員会 

（４）わんにゃんサークル結生野良ゼロ隊 

 

６ 講  評 

 

７ そ の 他 

 

８ 閉  会 
 



資料１ 
事業説明 

 

（１）「坂東市市民協働によるまちづくり推進事業補助金」について 

 

坂東市では、市民の皆さんとともに考え行動するまちづくりを進めています。 

当事業は、地域に対する愛情を持ち、地域を自分たちの力でより良いものにしていこ

うという活動を応援する事業として、事業の経費の一部を補助するものです。 

日頃の思いやアイディアを活かしたまちづくりを、仲間と一緒にチャレンジしたい

という意欲ある企画の提案を募集し、審査委員会の審査を経て決定されます。 

 

（２）平成３０年度事業の経過 

 

①募集期間：平成３０年５月１日（火）から５月２５日（金）まで 

申請数５団体、申請金額 1,073,500円 

 

②公開プレゼンテーション：平成３０年６月９日（土） 

補助金の申請があった５団体から、活動履歴、申請事業の内容、予算の内容等の

説明が行われました。 

 

③審査：平成３０年６月９日（土） 

審査委員により、公共性・公益性・実現性・継続性・妥当性・波及効果性・事業

への熱意・将来性の８項目において評価・点数付けが行われ、補助金総額 600,000

円が 4団体に配分されることになりました。 

 

（３）事業報告会 

 

①事業報告会：平成３１年４月２３日（火） 

補助金が活用された 4団体による事業報告が行われます。 

 

②報告会の流れについて 

・実施した事業について、団体毎に発表していただきます。 

・発表時間は１団体１０分以内とし、時間経過後は発表途中でも終了となります。 

・各団体の発表後に、審査委員の方々により質疑応答が行われます。 

 

 

 

 

 

 



資料２ 
報告 

（単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番

号 

団  体  名 

（事業名） 
総事業費 

補助対象  

事業費 

補助

率 
補助金額 

(1) 
坂東ひな飾りプロジェクト 

（第４回坂東ひな飾り展開催） 
549,166 547,000 

1/2 

273,500 

(2) 
＠タウン坂東プロジェクト 

（＠タウン坂東プロジェクト） 
304,465 300,000 150,000 

(3) 
cafeと雑貨と Market 実行委員会 

（cafeと雑貨と Market） 
291,184 253,000 126,500 

(4) 

わんにゃんサークル結生野良ゼロ隊 

（地域でゆっくりゆっくり野良猫ゼロ事

業） 

101,181 100,000  50,000 

    計 600,000 



 

（１）坂東ひな飾りプロジェクト 

事 業 名 第４回坂東ひな飾り展開催 

事業の目的 

日本の伝統的なひな飾りを作ることにより世代間の交流と地域の

活性化を図る。坂東の鳥のうぐいすや特産の野菜、梅や桜の花を作

成し、今年で４回目となる坂東ひな飾り展を開催し市内商店街にに

ぎわいを創出させ、坂東市を盛り上げていきたいと考えている。 

主な事業実施内容 

（事業提案書抜粋） 

７月～ キット作り、吊るし飾り作り方教室の開催 

８月～１２月 梅の花、桜の花、うぐいす、鳩の吊るし飾りの作

成 １本吊るしまとめ 

２月１０日～３月３日 第４回坂東ひな飾り展開催 

 

●決算内訳 

＜収入の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

補助金 273,500円 坂東市まちづくり推進事業補助金 

会 費 20,000円 年会費 500円×40名 

諸収入 136,000円 キット売上 花・鳥 800円×170 個 

事業収入 121,000円 協賛金 

繰越金額 798円  

収入合計（A） 551,298円  

 

＜支出の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

報償費 82,702円 
講師謝礼 5,000円×14回、講師お礼 2,160円 

展示会場お礼 10,542円 

原材料費 126,159円 布、リリアン、ひも等 

備品購入費 111,556円 吊るし飾り台、脚、結界 

印刷製本費 109,069円 B2ポスター200枚、A4チラシ 4,000枚 

保険料 14,500円 展示品に対する盗難・損害保険料 

消耗品費 85,105円 コピー用紙、インク、のぼり旗等 

食糧費 7,175円 講師昼食代６日分、講師お茶代 

通信運搬費 12,900円 
切手代 400円×1枚、380円×1枚 

ハガキ 62円×50枚、郵送料 205 円×44通 

支出合計（B） 549,166円  

差引残高（A－B） 2,132円 次年度繰越 

 

 



 

（２）＠タウン坂東プロジェクト 

事 業 名 ＠タウン坂東プロジェクト 

事業の目的 

情報過疎地である坂東市に於いて音媒体のラヂオを定着させるた

めと坂東市の情報を発信したいとの趣旨から事業を展開。災害時に

は、防災ラヂオとして連携し、情報を流すことができると期待でき

る。 

主な事業実施内容 

（事業提案書抜粋） 

７月～ 毎週火曜 16:30～17:00 

３ヶ月を１クールとし、３クール分の番組枠を買い上げる。 

リポーターの増員・機材の充実と技術の向上を図るべく、勉強会

を開催する。 

 

●決算内訳 

＜収入の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

補助金 150,000円 坂東市まちづくり推進事業補助金 

広告料 108,000円 2社×4,500円×12ヶ月 

登録料 42,000円 会員 7名×500円×12ヶ月 

自己資金 4,465円 自己負担金 

収入合計（A） 304,465円  

 

＜支出の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

報償費 110,000円 
機材取り扱い・編集講習講師料 50,000円 

番組構成講習講師料 60,000円 

消耗品費 9,465円 PR用のぼり旗 

使用料 97,200円 放送権 10,800円×9ヶ月 

備品購入費 87,800円 マイク設備 35,960円、編集用ソフト 51,840円 

支出合計（B） 304,465円  

差引残高（AーB） 0円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（３）cafeと雑貨と Market 実行委員会 

事 業 名 cafeと雑貨と Market 

事業の目的 

坂東市のランドマーク的なロケーションのよい場所の新たな使い

方を発見し、ハンドメイドマルシェに集う市県内外の 20～40 代の

来訪者に坂東市の魅力を知ってもらうと同時に、企画を通じて人材

発掘や育成の醸成を図ることや市内の賑わい作りを目的とする。 

主な事業実施内容 

（事業提案書抜粋） 

１２月９日 cafeと雑貨と Market VOL.５ 

～冬のマルシェと Christmasコンサート～ 

クリスマスコンサート企画 

 

●決算内訳 

＜収入の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

補助金 126,500円 坂東市まちづくり推進事業補助金 

出店料 105,000円 3,500円×30店舗 

チケット代 51,000円 1,000円×51枚 

登録料 8,000円 会員 8名×1,000円 

自己資金 684円 自己負担金 

収入合計（A） 291,184円  

 

＜支出の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

報償費 30,000円 講習講師料 30,000円 

消耗品費 38,101円 のぼり旗、看板、テーブルクロス等 

印刷製本費 85,090円 フライヤー、ポスター、デザイン、印刷 

食糧費 19,596円 
講師・コンサート出演者食事代、 

入場者ハーブティー代 

通信運搬費 5,660円 フライヤー郵送料 

手数料 8,400円 営業許可料、コピー代 

使用料 50,850円 
ベルフォーレアトリウム、備品使用料、 

機材レンタル費 

備品購入費 53,487円 ハンドベル、テント、ドラムコードリール 

支出合計（B） 291,184円  

差引残高（A－B） 0円  

 

 

 



 

（４）わんにゃんサークル結生野良ゼロ隊 

事 業 名 地域でゆっくりゆっくり野良猫ゼロ事業 

事業の目的 

坂東市の野良猫問題を解決する手段のひとつとして、お困りの方

の相談に乗り、野良猫を捕獲、不妊手術、もとに戻すこと（TNR）で、

野良猫の増加を抑え、猫との円満な共生をし、動物愛護の坂東市と

してのイメージアップを図ることを目的とする。 

主な事業実施内容 

（事業提案書抜粋） 

目標頭数３０匹 

６月 チラシ作成・捕獲箱購入 

６月～相談会および勉強会を開催 

随時ＴＮＲ 

 

●決算内訳 

＜収入の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

補助金 50,000円 坂東市まちづくり推進事業補助金 

自己資金 51,181円 自己負担金 

収入合計（A） 101,181円  

 

＜支出の部＞ 

項  目 金  額 内    容 

消耗品費 20,245円 捕獲用えさ、チラシ用印刷用紙、ペットシーツ 

備品購入費 80,936円 捕獲箱６基 

支出合計（B） 101,181円  

差引残高（A－B） 0円  

 
 



※年度別事業実績 

 

年度 事業名 団体名 補助金（円） 

H22 

市民みんなが桜の里親啓発事業 桜のまちづくり坂東市民会

議 

159,571  

市民朗読劇「女たちの太平洋戦争」 朗読クラブ「風」 130,000  

坂東市民劇場アンサンブル事業 常世の国坂東市民劇場 78,268  

H23 

市民みんなが桜の里親事業 桜のまちづくり坂東市民会

議 

143,278  

市民朗読劇「語り継ぐ東京大空襲」 朗読クラブ「風」 230,000  

坂東市民劇場アンサンブル公演事業 常世の国坂東市民劇場 112,500  

舞祭倶楽部総踊り曲作成及び PR活動 ばんどう舞祭倶楽部 300,000  

H24 
市民みんなが桜の里親 桜のまちづくり坂東市民会

議 

250,000  

ばんどう舞祭倶楽部総踊り曲作成及び PR

活動 

ばんどう舞祭倶楽部 300,000  

H25 
まち興しは郷土芸能を通じて地域から 寺久八木節保存会 207,167  

コラボレーション２０１３ コラボレーション実行委員

会 

207,750  

H26 

まち興しは郷土芸能を通じて地域から 寺久八木節保存会 236,800  

「いわいのつたえばなし」他の朗読会 朗読グループ ひばりの会 113,400  

B－bridge project（ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ発行） B－bridge project 256,800  

市民劇「女と男と物語」 常世の国ばんどう市民劇場 293,000  

H27 

まち興しは郷土芸能を通じて地域から 寺久八木節保存会 224,910  

高齢者の生きがい推進事業 燈火会 100,000  

B－bridge project（ﾌﾘｰﾍﾟｰﾊﾟｰ作成） B－bridge project 300,000  

H28 
若年からの、更なる地域の活性化を！ YOSAKOI七福神 185,580  

坂東ひな飾り展開催 坂東ひな飾りプロジェクト  296,467  

H29 

坂東ひな飾り展開催 坂東ひな飾りプロジェクト 300,000  

「俺と茶翁」の市民による映画製作 特定非営利法人 JEDA 110,940  

＠タウン坂東プロジェクト ＠タウン坂東プロジェクト 153,350  


