




 

団体名 NPO 法人地域人ネットワーク 

 

１ 現状における課題と事業の目的 

  ふるさと見沼の景観、史跡、田んぼをめぐる来訪者は、いまのところ遊歩道を 
利用してのウォーキング、サイクリングなどに限られているので、新しい手段 
として見沼代用水東縁カヌーツアーを提案する。 
また高齢化社会となっている現在、団塊世代などこれから地域社会でのボラン 
ティア活動を模索する市民に地域貢献活動の場を提供することも必要。 
今年度は、地域社会でのボランティア活動を模索するシニア世代の市民を対象 
に見沼代用水東縁カヌーツアーサポータ養成講座を開講し、参加者を募集して 
カヌーツアーサポータ養成を行う。 
その後、小学校高学年から中学生年代の親子を別途募集して、三世代交流親子 
見沼代用水カヌーくだりツアーを実施し、サポートを行って実技認定する。 

２ 事業の内容  

  1) ７月 見沼代用水東縁カヌーツアーサポータ研修生募集を行う。 
チラシ、ホームページで、地域貢献活動ボランティアを希望する健常な中 
・高齢者等を対象に、カヌーツアーサポータ研修生を１０名募集する。 

  2) ７月～８月 カヌーツアーサポータ研修会開催 
７月 室内講義「開講式」「見沼代用水と見沼田んぼ」を１回開催 
見沼代用水土地改良区と大宮カヌークラブの協力を得て実施予定 
８月 見沼代用水東縁にて、４回開催 
カヌー操作、初心者等へのサポート方法、レスキュー技術について研修 
８月 室内講義「救急救命講習会」を１回開催 

3) ８月 中学生前後の子を持つ親子の一般参加者募集 
チラシ・ホームページで５組づつ２回分を募集 

4) ９月 親子見沼代用水カヌーツアーを２回実施 
カヌーツアーサポートを完了認定した研修者に、見沼代用水カヌーツアー 
サポータ認定証を発行する。 

３ 事業により期待できる効果 

1) 見沼田んぼ来訪者増大 
2) まちづくりへの市民活動活性化 
3) 中・高齢者のいきがい創造 
4) 見沼代用水でのカヌースポーツの普及 
5) 見沼田んぼの来訪者増員を見込める地域資源の継続的な開発 
 

※記入欄が不足して書ききれない場合には、別紙に記入して添付してください。 



団体名 NPO 法人地域人ネットワーク 

 

４ この事業に関する、団体のこれまでの取組や特性 

  ＮＰＯ法人地域人ネットワークでは、シニアの経験と能力を地域で活かす場を 
提供することにより、シニアのいきがい創造といきいきとした地域社会の建設 
に寄与すべく、公民館巡回パソコン相談サロン（2005 年 4 月から）、見沼区コ 
ミュニティセンターでのパソコン講座及び講師派遣、主催講座としてパソコン 
楽しみサロン講座、七里および大砂土東地区社協ホームページ作成・保守支援、 
埼玉県見沼たんぼ公有地利活用事業として、小学生の親子向け菜の花農業体験 
教室（2008 年度から）などを行ってきた。 

  このカヌーツアー新事業についても、日本体育協会カヌー指導員の資格を持ち、 
大宮カヌークラブ員として、県障害者交流センターでの障害者カヌー教室指導 
実績を持つメンバーの経験を活かしカヌーツアーサポート要員を育成する。 

５ 市との協働に期待すること 

・ 教育現場、高齢者、障害者などへのカヌーツアーサポータ活用展開 
・ 高齢者・障害者対応カヌー乗り場バリアフリー化（当面補助具利用にて対応） 
・ 七里総合公園近くの膝子遺跡で発掘された、3,000 年前の１４隻の丸木舟は

カヌーの原型なので「カヌーの里、見沼」として町おこしを・・・たとえば 
丸木舟のレプリカ作成と見沼代用水での進水式及び七里総合公園内展示など 

・ 見沼代用水下記施設の充実への働きかけ 
  膝子、大崎公園へのカヌー乗り場整備（さぎ山公園、原形保全区間は既設） 
見沼代用水東縁への通年通水 
諏訪橋上流に堰があるので、カヌーが通行できるようミニ通船掘り製作 

・ 農産物直売所の充実、見沼たんぼ名物の開発など、見沼田んぼの農業や自 
然を活用・保全しながら、更なる来訪者増加への施策 

・ カヌー初心者講習への近隣の小・中学校プール活用（片柳中学にて実施実績） 

６ 助成期間終了後の事業展開 

・ 小学校高学年から中学生年代の親子を対象とする三世代交流親子見沼代用 
水カヌーくだりツアー継続 

・ 高齢者・障害者への見沼代用水東縁カヌーツアー展開によるＱＯＬ改善 
・ 初心者向けカヌースラローム実施及びサポートなどカヌースポーツの普及 

※記入欄が不足して書ききれない場合には、別紙に記入して添付してください。







別紙２ 

事業収支予算書 

＜収入＞ 

区分 金額 内訳 

自
己
資
金 

自己拠出金 
研修生受講料 
ツアー参加費 

２５，０００ 
５０，０００ 
２５，０００ 

会員の年会費 
１０人×５，０００円 
１０組×２，５００円 

 自己資金 (a) １００，０００  

助成金交付申請額(b) 
（１００万円以内） 

３８４，０００  

収入合計(c)=(a)＋(b) ４８４，０００  

 
＜支出＞ 

区分 金額 内訳 

助
成
金
充
当
経
費 

講師謝金 
レスキュー要員謝金 
賃借料（カヌー等） 
無報酬参加市民の交通費 
カヌー洗浄費(洗車場代) 
消耗品費 

１２０，０００ 
４８，０００ 

 １２０，０００ 
４０，０００ 
１２，０００ 
４４，０００ 

（10,000×2 人）×６回 
（2,000×4 人）×６回 
１，５００円×延べ８０艇分 
１，０００円×延べ４０人分 
１，０００円×２回分×６日分 
カヌー乗り場補助用具 
（発泡ｽﾁﾛｰﾙ、渡し板、ロープ等） 

 助成金充当経費(d) ３８４，０００  

自
己
資
金
充
当
経
費 

助成対象経費のうち、助成
金限度額を上回る部分 
（保険料：ｽﾎﾟｰﾂ安全保険） 
（カヌークラブ員交通費） 
 
（消耗品費) 
 
事業に付随して必要とな
る経費（(d)の 10%以内） 

６２，０００ 
 

(４１，９００) 
(８，０００) 

 
（１２，１００) 

 
３８，０００ 

 
 
（1,850円×14名、800円×20名） 
１，０００円×４名×２（開講
式・反省会） 
運搬用緩衝材、コンパネ等 
 
軽トラック燃料代、チラシ印刷費
等 

 自己資金充当経費(e) １００，０００  

総事業費(f)=(d)+(e) ４８４，０００  

※(a)=(e)、(b)=(d)、(c)=(f)となるように記入してください。 

単位：円 



別紙２の２ 

助成金限度額計算書 

区分 金額 内訳 

自己資金(a)×３ ３００，０００ 事業収支予算書の自己資金(a)×３ 

事業の実施時期・内容  ※人数×時間×500 円×回数 無
報
酬
で
事
業
に
参
加
す
る
市
民
の
労
力 

① 
② 
③ 
 
④ 
 
⑤ 
⑥ 
 
⑦ 
⑧ 
 
⑨ 
⑩ 
 
⑪ 
 
⑫ 
 
⑬ 

７月２０日 事業実施 
７月２８日 事業実施 
７月３１日 事業実施 
 
８月３日 事業実施 
 
８月６日 事業実施 
８月１０日 事業実施 
 
８月１０日 事業実施 
８月１７日 事業実施 
 
８月２１日 事業実施 
８月２４日 事業実施 
 
９月 1日 事業実施 
 
９月 8日 事業実施 
 
９月２８日 事業実施 

１，０００ 
１，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
１，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
６，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
１，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
６，０００ 
４，０００ 
４，０００ 

募集  ２人×１時間×５００円 
連絡  ２人×１時間×５００円 
開講式 ４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
養成講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
募集  ２人×１時間×５００円 
養成講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
救命講座４人×３時間×５００円 
養成講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
連絡  ２人×１時間×５００円 
養成講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
実習講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
実習講座４人×３時間×５００円 
用具洗浄４人×２時間×５００円 
反省会 ４人×２時間×５００円 

 労力換算額(g) ８４，０００  

助成金限度額(h)= (a)×3＋(g) ３８４，０００  

 
  

助成金交付申請額(b) ≦  助成金限度額(h) 

 ３８４，０００円 ≦ ３８４，０００円 

単位：円 



別紙３ 
団体概要 

団体名 
（ふりがな）   ちいきじん ねっとわーく 

 NPO 法人 地域人ネットワーク 

代表者 
（ふりがな）   いわい  しょうぞう 

 代表理事 岩井  正三 

氏 名 
（ふりがな）   

 

住 所 
〒 
 

電話・FAX 電話         FAX  

連絡 
責任者 

E-mail  
設立年月日 平成 17 年 7 月 14 日（認証日） 

団体の目的 
仕事上の経験と能力を地域で活かす場を提供することにより、
シニアの生きがい創造といきいきとした地域社会の建設に寄与
することを目的とする。 

会員数 個人会員 ２８名      団体会員 １団体 

さいたま市内における 
主な活動内容 

１ 見沼たんぼ菜の花農業体験教室 
平成 22年 4月より埼玉県見沼たんぼ公有地利活用委託事業
を受け、市民や子ども対象の「見沼たんぼ菜の花農業体験
教室」を実施継続し、見沼田んぼの啓もう活動を実施中 

 
２ 公民館パソコン相談サロン 
見沼区内４公民館巡回パソコン相談会を平成 17年度から実
施継続中で、延べ 935名の相談に対応した。 
 

３ パソコン講座とホームページ支援 
地域のパソコン教育としてコミュニティセンターや公民館
のパソコン講座を担当するとともに団体向けのホームペー
ジの技術指導を実施 

本年度予算（平成 24年 4月～平成 25年 3月） 
＜収入の部＞          ＜支出の部＞ 

 会費収入     114 千円     事業費     1,610 千円 
 寄附収入       0 千円     管理運営費    475 千円 
 事業収入    1,475 千円     その他支出    434 千円 
 その他収入     930 千円 
  計        2,519 千円              計 2,519 千円 

団体の財政規模 
前年度決算（平成 23年 4月～平成 24年 3月） 

＜収入の部＞          ＜支出の部＞ 
 会費収入      97 千円      事業費          1,172 千円 
 寄附収入            33 千円     管理運営費         397 千円 
 事業収入        1,364 千円     その他支出          530 千円 
 その他収入      605 千円 
  計         2,099 千円        計        2,099 千円 

添付書類 定款又は会則等、会員及び役員名簿、本年度予算書、直近１事業年度分収支計

算書 

法人格の無い任意団体は、成年被後見人等に該当しないことを確認した旨の書

面及び団体目的等についての確認書 

  


