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広報に情報を掲載したい 「ときめき」に情報を掲載したい  

 

新聞に情報を掲載したい 

 
 
 
 
●東金記者クラブ（東金市役所内） 
TEL 0475-50-1193（FAX兼用） 
●千葉日報社 東金支局 
TEL 0475-80-0570（FAX兼用） 
●毎日新聞社 茂原通信部 
TEL 0475-23-0505  FAX 0475-23-0510 
●産経新聞社 千葉総局 
TEL 043-225-2171  FAX 043-225-1782 
●朝日新聞社 千葉総局 
TEL 043-223-1911  FAX 043-223-1931 
●読売新聞社 千葉支局 
TEL 043-225-2001  FAX 043-225-2196 
●東京新聞社 千葉支局 
TEL 043-224-8155  FAX 043-225-2190  

●東金市 秘書広報課 広報広聴係 
TEL 0475-50-1114 FAX 0475-50-1299 
E-mail koho@city.togane.lg.jp 

●東金市 生涯学習課 文化学習振興係 
TEL 0475-50-1187 FAX 0475-50-1294 
E-mail syogai@city.togane.lg.jp 

新聞へ皆さんの活動の情報掲載を行う場合には、下記の各新聞社にお問

い合わせください。皆さんの活動を広く知ってもらうためにも、様々な

メディアを上手にご活用ください。 

広報紙及び「ときめき」への情報掲載については、記事の内容やスペー

ス、締切りの都合などにより掲載の判断をします。本誌は掲載の約束を

するものではありません。必ず事前に下記担当課へお問い合わせくださ

い。 
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会議室を使いたい     調理室を使いたい 

 

 

 

 

講堂を使いたい 

 

 

和室を使いたい      ホールを使いたい 

 

 

 

 

資料を調べたい 

（図書館を利用したい） 

 

 

  

●東金市中央公民館 
TEL 0475-50-1191 
［詳細は公民館一覧参照］ 
●東金文化会館 
TEL 0475-55-6211 
［詳細は文化施設一覧参照］ 
●東金アリーナ     
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 

●東金市中央公民館 
TEL 0475-50-1191 
［詳細は公民館一覧参照］ 
●各地区公民館 
［詳細は公民館一覧参照］ 

●東金市中央公民館 
TEL 0475-50-1191 
［詳細は公民館一覧参照］ 

●東金文化会館 
TEL 0475-55-6211 
［詳細は文化施設一覧参照] 
●東金市中央公民館 
TEL 0475-50-1191 
［詳細は公民館一覧参照］ 

●東金文化会館 
TEL 0475-55-6211 
［詳細は文化施設一覧参照］ 
●各地区公民館 
［詳細は公民館一覧参照］ 

●市立東金図書館 
TEL 0475-50-1190 
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野球・テニスをしたい   体育館を使いたい 

 

 

             体力測定をしてみたい 

 

サッカーをしたい 

 

 

 

 

 

ＮＰＯ法人を立ち上げたい 

（特定非営利活動法人設立認証申請窓口） 

 

 

 

ボランティアをしてみたい 

●東金青年の森公園 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 
●東金市民スポーツ広場 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照] 

●東金アリーナ 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 

●東金アリーナ 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 
●東金市トレーニングセンター 
TEL 0475-55-8720 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 

●東金アリーナ陸上競技場 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 
●東金市民スポーツ広場 
TEL 0475-50-1715 
［詳細はスポーツ施設一覧参照］ 

●千葉県環境生活部県民生活・文化課 
TEL 043-223-4137 
FAX 043-221-5858 

●東金市社会福祉協議会 
TEL 0475-52-5198 

歩行が困難な高齢者や身
体障がい者の方を移送す
るための車を借りたい 
 
●東金市社会福祉協議会 
TEL 0475-52-5198 
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 市民活動が自立的・自発的かつ安心して行われるには、市民活動団体は

自らの活動に対し、内容に応じた保険に加入することが必要とされます。 

東金市では市民活動を支援するため、市として保険に加入し、万が一の事

故やけがに備えていますが、これでも十分ではありません。 

 皆さんの活動をより安心して行うためにも、自らの自覚と責任で各種の

傷害保険等に加入しましょう。 

 

 

 

 

 この制度は、市民活動中の事故によるけがや賠償責任を

補償することで、活動への安心感を生み、市民活動に参加

しやすい環境をつくることを目的としています。 

 当該補償制度適用のための事前登録や申込みは必要あり

ませんが、対象となる方や活動については決まりがありま

すのでご注意ください。該当する活動であるか、事前に確

認しておきましょう。詳しくは企画課ホームページをご確

認ください。 

 

 

 

 

 この補償制度の対象となる「市民活動」とは、次ページの６項目を全て

満たす社会奉仕活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会教育活動など

の公益的な活動としています。  

｜企画課 市民協働係 

TEL 0475-50-1115 
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１ 無報酬で行っていること（実費弁償は除く） 

２ 活動が計画的かつ継続的に行われていること 

３ 公共の利益を目的とした自発的な活動であること 

４ 政治、宗教、営利を目的とした活動でないこと 

５ 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと 

６ 日本国内の活動であること 

 

 

 

 

◎ 市民活動団体 

→市民活動を行うために概ね５名以上で結成され、活動の拠点が東金 

 市内にある団体 
 

◎ 市民活動の指導者 

→市民活動団体において、活動の計画立 

 案及び運営の指導的地位にある方（市 

 外居住者を含む） 
 

◎ 市民活動のスタッフ 

→市民活動団体の構成員や指導者の補助 

 員など、活動の実施に伴ってその運営 

 に従事する方（市外居住者を含む） 

 

◎ 市民活動への参加者 

→対象となる市民活動に参加する方（市外居住者を含む） 

※ただし、参加する活動の実施団体の活動拠点が東金市内にあること

が必要です。また、対象となる補償区分は傷害補償のみ（賠償責任

は対象外）となり、観覧者や応援者は含みません。  
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 この補償制度は賠償責任保険と傷害保険の２本立てになっています。補

償の内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

※詳しい内容は企画課（TEL 0475-50-1115）にお問い合わせください。  

賠償の種類 賠償の内容 補償金支払い限度額 

身体賠償 
他人の身体にけが
をさせた場合 

賠償額の範囲内で 
1名につき 6,000万円 
1事故につき 2億円まで 

財物賠償 
他人の財物を壊し
て損害を与えてし
まった場合 

賠償額の範囲内で 
1事故につき 100万円まで 

賠償の種類 傷害の内容 補償金額 

死亡補償金 
傷害事故（けが）を直接の原因と
して、事故の日を含めて 180日以
内に死亡したとき 

200万円 

後遺障害 

補 償 金 

傷害事故（けが）を直接の原因と
して、事故の日を含めて 180日以
内に後遺障害が生じたとき 

6万円～200万円 
(傷害の程度に応
じて) 

入院通院 

保 証 金 

傷害事故（けが）を直接の原因と
して、入院または通院、医師によ
る治療を受けた場合 
（当該事故の日を含めて 180 日
以内に限ります。ただし入院日
数は 180日、通院日数は 90日を
限度とする） 

 
入院 3,000円 
通院 2,000円 
(1日につき) 
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 事故が起きてしまったら、団体の代表者または活動の責任者は、市役所

担当部署または企画課へ事故の報告をお願いします。報告事項は次のとお

りです。 

 

 この報告を受けた時点で、対象となる活動と判断された

場合は、「事故報告書」を提出していただきます。 

（事故の日から３０日以内） 

 

 

●事故報告書提出の際には以下の書類が必要です。 

・団体規約、団体名簿、活動計画、開催要項などその活動が客観的に「市

民活動」として判断できる資料 

・参加者名簿（参加者が当事者の場合） 

・事故報告書（東金市企画課ＨＰからダウンロードできます） 

 ※保険会社の要望で必要資料が追加になる場合もありますが、ご了承く

ださい。 

 

●補償金請求の際には以下の書類が必要です。 

・保険会社が指定する補償金請求書（送付させていただきます） 

 ※添付書類として、治療を受けた機関の診察券のコピーや領収書などが

必要となる場合があります。 

  

○主催者 ○日時 ○場所 ○被害者または破損物 

○活動内容 ○事故の状況 ○加害者（賠償責任事故のみ） 
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 市民活動中であっても、以下のような場合は対象となりませんので、ご

注意ください。 

●活動者等の故意、または重過失による場合 

●戦争、変乱、暴動、労働争議、政治的又は 

社会的騒じょう 

●地震、噴火、洪水、津波等の自然災害 

●１事故につき損害賠償額が１万円以下のもの 

●施設外における動物によるもの 

●その他保険規約に定めるもの 等 

 

 上記の他にも補償対象とならない場合があります。詳しくは企画課ホー

ムページをご確認ください。 

 また、保険会社の審査の結果、補償制度の対象外となる場合もございま

す。事故報告書の提出がそのまま補償制度の適用を保証するものではあり

ませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

 

 以上のような注意をしながら、けがや事故のない計画的な活動を心がけ

ましょう！ 

●無理のない準備期間、進行計画 ●責任の所在と役割分担の決定 

●活動場所の安全確認 ●緊急時対応の事前打ち合わせ 

●使用道具の点検 ●事故防止の呼びかけ 
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 市では市民活動支援の一環として、市民活動団体に活動場所の提供など
を行っています。 
 活動を自立的・自発的、かつ継続的に行うためには、自らの活動に応じ
た環境を整えることが必要です。様々な制度について学び、上手に活用し
ていきましょう。 

 

●市民活動支援制度とは                       
 
 ボランティア活動団体をはじめとする市民活動を行う団体に対し、事業
の円滑な遂行、またその定着のための支援を行うことで、皆さんの市民活
動の一層の展開を図ることを目的とします。 

 

●対象となる活動は                         
 

＜対象となる団体＞ 

 次の基準をすべて満たす非営利の任意団体とします。 
１ 市内に事務所を有し、市内を中心に活動していること 
２ 活動歴が１年以上あること。ただし、諸事項から継続的な活動が認め

られる場合はこの限りではない 
３ 構成する会員が５人以上いること 
４ 組織または団体に関する規則（会則等）があること 
５ 事業の成果報告ができること 
６ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと 
７ 特定の公職者（候補者を含む。）、または政党を推薦、支持、反対する

ことを目的とした団体でないこと 
８ 暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、また暴力

団の構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）もしくは
暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制下にあ
る団体でないこと 

 

＜対象となる事業＞ 

・市内で実施される事業で、広く市民に還元されるもの 
・市民活動団体と行政との協働関係の構築に寄与するもの 
・市が実施していない先進的な取り組みであるもの  

｜企画課 市民協働係 

TEL 0475-50-1115 
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＜支援の申請に対する審査＞ 

 市民活動団体からの申請に対する審査については、庁内に設置している
「市民活動支援検討委員会」にて行います。 
 
【審査の基準】 

組

織 

実効性 事業を遂行できる組織体制と活動実績があるか 

自立性 自助努力による資金確保がなされているか 

提

案 

社会貢献度 事業の社会貢献度は高いか 

ニーズ 必要性、重要性は高いか 

先進・専門性 行政にない発想や専門性があるか 

現実性 実行可能な方法、計画等で立案されているか 

効

果 

普及 成果が広く市民に還元されるか 

発展性 本市の市民活動の発展につながるものか 

 

●その他（申請方法、事業報告）について               
 

＜支援の申請方法＞ 

 支援の申請の際は、以下の書類をご提出ください。 

（✩の書式は企画課にあります） 

 

＜事業成果等の報告＞ 

 事業が完了してから 20日以内、または事業年度の 3 月 15 日のいずれか
までに事業成果報告書（様式任意）を提出していただきます。（実施状況も
報告していただく場合があります。） 
 なお、これらについては企画課において原則公開することになりますが、
団体においても事業内容や進行状況等について、積極的に情報の公開等を
お願いします。 

 

１ 市民活動支援申請書✩ ２ 事業企画書✩ 

３ 団体に関する調書✩ ４ 会員名簿✩ 

５ 団体目的等についての確認書✩  ６ 規則、会則等の写し 

７ その他提案事業を理解するために参考となる資料 
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●ボランティア・市民活動センターとは？               
 
 ボランティア・市民活動センター（以下ボランティアセンター）は東金
市保健福祉センター（ふれあいセンター）内にある市民活動、ボランティ
ア活動をしている皆さんを応援する施設です。そして、今後の協働の担い
手として期待される団体の活動も、同時に支援していきます。皆さんの活
発な活動に、ぜひご活用ください。 
 平成２４年５月からセンター内に『市民活動サポート広場』を開設し、
より広く･より使いやすい空間へと生まれ変わりました。 
皆で集まる交流の場として、作業やミーティング、情報収集など、ぜひお
気軽にお越しください。 
 

＜開館日及び利用時間＞ 

【月曜日～金曜日】午前９時～午後５時 
※上記以外の時間の利用には、事前に届出（時間外・休日利用届出書）が
必要です。詳しくはボランティアセンターにお問い合わせください。 

 

●利用するにはどうすればいいの？                  
 
・初めて利用される方は、ボランティアセンターへ利用方法の確認を行っ
てください。 

・ご利用当日はボランティアコーディネーター（休日の場合は警備員）へ
声をかけてください。 

・ボランティアルーム備品利用簿へ必要事項を記入してください。 
・有料設備を利用された方は、帰る際に（休日の場合は後日）ボランティ
アセンターへ利用料等をお支払いください。 

 

●ボランティア活動やってみたいけど・・・。             
 
 「ボランティア活動を始めたい！」「どんな活動があるのか知りたい！」
という方は、ぜひボランティアセンターにお越しください。コーディネー
ターが、ボランティア活動に関する様々な相談にお答えします。 
 

＜受付＞ 

【月曜日～金曜日】午後１時～午後５時  
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●どんな設備が使えるの？                      
 
設置備品 
￭ パソコン ￭ DVDプレイヤー 
￭ インクジェットプリンター ￭ 点字プリンター  
￭ ラミネーター（用紙持参） ￭ 裁断機など 

  ※各プリンターは有料です。 
 
物品の貸し出し 
￭ 点字盤 ￭ 発電機 
￭ 高齢者疑似体験セット ￭ かき氷機 
￭ フェスティバルテント ￭ 車いす   など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
親切安心のコーディネーターと充実の設備。 
市内のボランティア・市民活動情報がここに満載！ 
皆さんの交流・活動にぜひご活用ください。 

 
 

●問い合わせ先 

社会福祉法人 東金市社会福祉協議会 

TEL 0475-52-5198  FAX 0475-52-8227 

E-mail togane.shakyo@cronos.ocn.ne.jp 

URL http://www.togane-shakyo.jp/volunteercenter.html 
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●生涯学習データバンクとは                     
 

 生涯学習に関する総合的な情報の受発信体制を整備し、市民の方々の生

涯学習活動の振興を図ることを目的としています。 

 

●情報収集・提供の方法について                   
 

○情報の収集は教育関係だけに限らず、広く市民の方々の知る・学ぶ・理

解する・体験するといった広範囲な情報を集め、情報発信します。 

○情報は、市ホームページに掲載するとともに、市の生涯学習施設に冊子

（綴り）を設置し、市民の方々へ提供します。 

 

 

◇「生涯学習データバンク」利用手続き ◇ 

１ 利用者は、指導を希望する場合、生涯学習課にお問い

合わせください。 

 

２ 登録者と生涯学習課が調整をはかり、利用者へ連絡します。 

 

３ 利用者と登録者は相互了承のもと、直接連絡を

取り合い、内容などを打ち合わせます。 

 

４ 利用者と登録者は自己責任において、利用日の実施をお願いします。 

※指導者の登録も受け付けています。お問い合わせください。 

｜生涯学習課 文化学習振興係 

TEL 0475-50-1187 
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○スポーツ活動をやりたいけど、だれも教えてくれる人がいない！ 

○運動不足で体を動かしたいけど、どうしたらいいかわからない！ 

○子どもたちにスポーツを教えてくれる人はいないかな？ 

 

 

 

 スポーツリーダーバンクとは、学校や地域などの各種団体が、スポーツ・

レクリエーション活動を行う際に、専門知識を持った指導者を紹介、また

は派遣する制度です。 

 指導者としての登録も受け付けておりますので、お問い合わせください。 

 指導者派遣までの流れは、下図のとおりです。 

｜
スポーツ振興課 スポーツ振興係 

TEL 0475-50-1189 
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●学校支援ボランティアとは                     
 
保護者や地域の方々に、ボランティアとして幼稚園・小学校・中学校で

のいろいろな教育活動や環境整備など、学校を支援する活動にご協力いた

だき、地域の教育力を学校教育に活かしていこうというものです。 
 
 

Ｑ 活動の内容はどんなもの？ 

Ａ ○環境整備的活動で支援いただきたい内容 

図書の整理、教材教具の作成、施設の補修、 

植木の剪定、草刈り、農園・花壇の手入れ等 

○教育的活動を支援いただきたい内容 

本の読み聞かせ、教科指導の補助、学校行事、部活動・クラブ 

活動の指導等 

例）講話、校外学習指導、生活指導、楽器演奏、各種スポーツ等 

○学校内外において子どもたちの安全を見守っていただく活動 

安全指導員等 
 
 
Ｑ どこの学校で活動するの？ 

Ａ 申し込みされた方は「東金市学校支援ボランティアリスト」に登録さ

せていただきます。このリストにより各学校から直接依頼があります。 

日程や内容の詳細については、依頼された学校とお話しください。 
 
 

Ｑ 申し込みの方法および期間は？ 

Ａ 申込書に必要事項をご記入のうえ、幼稚園、小中学校または学校教育

課までお申し込みください。なお、申込書は学校教育課、また市ホー

ムページ内にあります。登録期間は翌年の３月３１日までで、随時受

け付けています。 

 

※学校の必要に応じて支援をお願いしております。したがって、必ず

依頼があるとは限りませんのでご了承ください。 

 

｜
学校教育課 指導係 

TEL 0475-50-1204 
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 市では「協働のまちづくり指針（平成 25年 10月策定）」を踏まえ、市と

ＮＰＯ法人・ボランティア団体をはじめとする市民活動団体、区、自治会

等が力を合わせて公共的な課題解決へ取り組む新たな仕組みとして、協働

事業の公募を実施しています。 

 皆さんの地域の心配事や自由なアイデアから生まれた事業を、皆さんと

市で協働して実施するもので、個々のニーズに応じたよりきめ細やかなサ

ービスを提供することを目的とします。 

 地域の課題を自分たちで解決しよう！ ―― そんな心意気を持った皆さ

んからの提案をお待ちしています。 

 

 市民提案型協働事業には、協働のパートナーに応じて次の２つの種類が

あります。 

 

≪ＮＰＯ推進型≫ 

 市民活動団体やボランティアグループ、ＮＰＯ法人など、広く地域で自

主的・主体的に活動をしている団体を対象とします。 

 １団体あたり１事業を対象とし、上限 30万円を交付します。 

 

≪地域活性化型≫ 

 地区の区長会や自治会など、地域に根付いた各種団体により組織される

「地区まちづくり協議会」を対象とします。「地区まちづくり協議会」は高

齢者福祉、子育て、地域防犯など地域が抱える様々な課題を議論していた

だくために、地域の各分野に精通した多くの団体で構成していただくこと

を想定しています。 

 毎年度１地区まちづくり協議会あたり２事業までとし、そのうちハード

事業は１事業までとします。 

 ソフト事業については上限 50 万円、ハード事業については上限 150 万

円を交付します。  

｜
企画課 市民協働係 

TEL 0475-50-1115 
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 市では平成 28年度より、子どもたちが自分

の住むまちの魅力に気づいたり、新たな魅力

を創り出したりできるような取り組みとして、

子どもたち自ら考え、実行する「こどものまち

づくり活動」をスタートしました。 

 子どもが５人以上、大人が２人以上いるグ

ループを対象として、毎年度４月～５月頃に

活動の募集を行います。 

 提案のあった活動は、書類審査・プレゼンテーション審査を経て、「こど

ものまちづくり活動」としての採択／不採択を決定します。採択を受けた

活動は 10万円を上限として、活動経費に対する補助が受けられます。活動

期間は７月１日～翌年１月 31 日とし、活動期間終了後には報告書の提出、

発表会への参加があります。 

 細かな制度の説明、活動内容の相談など、興味のある方はお気軽にお問

い合わせください。 

 

【平成 28年度こどものまちづくり活動】 

団 体 名 活動テーマ 

あたりまえ防災隊 

（千葉県立東金特別支援学校） 

「あたりまえ防災」で災害に強い 

まちづくり 

東金市立北中学校地区生徒会 心も地域もピッカピカ！！ 

アクターズ 

（有志グループ） 

参加型プチミュージカルでみんな 

を元気に 

 

｜企画課 市民協働係 

TEL 0475-50-1115 


