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団体名

代表者氏名

代表者住所

代表者連絡先

特定非営利活動法人World Sports Family

小肥知広

戸田市喜沢南2-9-19

080-1093-9804

1

1

《団体の概要》

コース 2(に)っこりコース

事業名

補助年数

とだスポーツライフ情報発信事業

1年目 (=≧コ1(Ω 3年目
実施期間 29年 5月 1日 ～ 30年 2月 15日

事業総額 1,899,387円

補助対象経費 1,899,387円

補助金申請額 800,000円

確定前交付の希望 悟1璽ヨp 1 希望しない
申請中又は交

付予定の補助

制度

名称

実施主体

連絡担当者

氏名 柳田大貴

住所 戸田市南町8-5-108

電話

Fax

Email

団体名 特定非営利活動法人WorldSportsFamily

ホームページ http:// sportskazoku.com

設立年月日 2015年 2月 4日 設立

会員数 234人

年会費 18,000円/1年間

団体の目的 活動地域の老若男女・国籍問わず、すべての人に対しスポーツの普

及・振興に関する事業や、コミュニティづくりの活動を通じて、地

域の健康増進や子育て環境の向上といった広くまちづくりに寄与す

ると同時に、この活動を全国、世界へ発信・拡大していくことを目
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的とする。

主な活動実績 平成28年度

現在会員数234名

◆教室事業

陸上教室、太極拳教室、健康体操教室、ヨガ教室、女性向け体操教

室、親子向け体操教室

参加者のべ4,794名

◆イベント事業

ララガーデンかけっこ教室、モノづくり教室、喜沢中学校での講演

参加者のべ228

◆サークル事業

バスケットボール、バドミントン、格闘技

参加者のべ2,261

◆情報事業

情報誌発行

20,000部

情報サイト開設

昨年度の補助1戸田市サポート補助金 10じつコース

金等の援助状

況

団体PRなど 戸田市のスポーツに関する課題解決、さらなる発展を願い活動して

います。そのために地域の「住民・団体・企業」などと連携しなが

ら事業を進めています。市のスポーツ基本計画に基づき生涯スポー

ツ都市を創り上げていきいます。



《事業計画書》

1 事業名

ζとだスポーツライフ情報発信事業
1

2 事業を実施する背景・きっかけ・動機

市の行ったスポーツに関する意識調査や、スポーツ推進計画から、市内のスポー

ツ関連情報の不足が明らかになった。

スポーツや運動をしたい市民も、会員を募集している団体がそれぞれ、情報を発

信し、情報を得ることができていないのが、今の戸田市の現状です。

この状況を打開し、スポーツ実施率向上を目指すには、発信者と受け手が情報の

やり取りができるプラットフォームが必要だと思い当事業を企画しました。

3 事業の目的

・戸田市内のスポーツ関連の情報不足を解決。

・戸田市のスポーツ実施率向上。

・市内のスポーツ団体の宣伝・広報の支援。

4 事業を実施することで予想される効果

・運動、スポーツを行う場を探している市民に、それぞれが必要な情報が届け

られる。

・会員、団員を集めたいスポーツ団体が、募集をかけられる。

・市内のスポーツ実施率の向上。

・World Sports Farnilyでも、市内のスポーツ団体とのつながりを得られるほ

か、サイトの分析を通じて、どんな情報にニーズがあるのか、どのような悩み

を市民は持っているのかなど、リサーチができる。



5 具体的内容

戸田市のスポーツ情報サイト

◆リサーチ

平成29年5月、6月の間はリサーチを行う。

スポーツ少年団へどんなサイトが良いかリサーチ。

Webを通じて申し込みをした経験のある人ヘリサーチ。

◆サイト設計

・ほしい情報を得られる検索機能

値段、エリア、種目、対象などそれらの人カフォームを実装。

小学生向けであれば、どの小学校のエリアか。

料金はいくらか。などの情報を掲載し、絞込検索ができるようにする。

・情報掲載者が更新できるプログラムを追加

掲載団体が、自ら情報を更新できるプログラムを実装。

会員登録機能とログイン機能

・情報掲載団体への問い合わせメール

体験申し込みメール、入会申し込みメール、自動返信メール機能

・情報掲載団体からの会員向け一斉メール、掲示板機能

「今日は雨で中止です。」などの連絡用

・情報掲載団体の日記ブログ機能

日々の練習の様子、会員への報告。

◆デザイン

平成29年5月、6月の間で委託業者ヘサイトのデザインを委託する。

◆情報収集・あいさつ回り

平成29年7月は、市内のスポーツ団体や協会に情報掲載の依頼を行っていく。

市の施設を利用する団体には、施設より利用団体にサイト開設のお知らせと、

利用登録のお願いをしてもらう。

World Sports Familyで登録用のフォーマットを用意する。



◆情報収集・あいさつ回り

平成29年7月は、市内のスポーツ団体や協会に情報掲載の依頼を行っていく。

市の施設を利用する団体には、施設より利用団体にサイト開設のお知らせと、

利用登録のお願いをしてもらう。

World Sports Familyで登録用のフォーマットを用意する。

学校開放を利用する団体・戸田市スポーツセンター、公民館に利用登録してい

る団体へ行政、施設を通じてサイトの利用登録をお願いする。

◆入力作業

平成29年8月は前月に収集した情報をサイトに入力していく。

◆SEO対策

自社で行う。

検索エンジンで上位表示させるための内部対策作業。

◆各団体への説明・マニュアル作成

平成29年9月は、情報掲載団体が自らサイトの情報を更新できるよう、マニュ

アルを作成し、説明に行く。

◆民間の教室などに声かけ

市民団体への情報登録が完了したら、民間の施設や教室の情報も集めていく。

◆グランドオープン

11月1目オープンします。

◆サイト宣伝

web広告、戸田市広報への掲載

11月1日～2月15日

月10, 000円×3.5ケ月

6 事業実施のスケジュール

月日 : 内 容

5月 1リサーチ、サイト設計、デザイン、スマホ版

6月 ]リサーチ、サイト設計、デザイン、PC版



17月
「i
リ
ト罰
I11月1『
112月
11月
1

:各団体からサイトに載せる情報収集、各協会へあいさつ回り

:入力作業開始、SEO対策

;各団体へ使い方説明、マニュアル作り

:民間の教室などに声かけ

]グランドオープン、サイト宣伝、SEO対策

:サイト宣伝、SEO対策

:サイト宣伝、SEO対策

:サイト宣伝、SEO対策

ー

7 事業の実施体制

サイト運営: World Sports Family sスタッフ3名

サイト作成:株式会社ゼルダヘ委託

情報提供二戸田市・市内スポーツ関連団体・市内スポーツ施設

情報更新:World Sports Family a各情報掲載団体

8 事業実施の際に予想される課題

広告営業が最大の課題である。補助金終了後に継続していく資金を集めるため

に、企業への広告営業を予定しているが、広告効果の具体的数値がわからないた

め、営業で不利になる可能性が高い。CSR活動の一環として地域貢献という形で

協賛してもらうなど、別の視点からの財源確保案が必要である。

9 事業の成果目標(具体的数値を用いてください。)

当事業の最も重要な成果目標は、スポーツ活動への参加を増やし戸田市のスポ

ーツ活動実施率の向上を図ることである。

その指標として下記の目標を掲げる。

・サイトを通しての情報掲載団体への問い合わせ【100件】

・アクセス数【10,700PV】(1日100PV111月1～2月15日)



10 補助終了後に当該補助金に頼らずに事業を継続していく方法

特設サイトにて広告効果の実証を行い、広告収入で事業費を賄っていく。また、

単なる広告効果を狙った広告営業だけでなく、地域貢献といった観点から、企

業のCSR活動の一環として、BOAT RACE戸田などの地元企業より協賛金を得てい

く。また、スポーツ関連の用具や資格を扱う企業、戸田市近辺の飲食店なども

視野に入れていく。

そして、当事業では戸田市のスポーツ情報を網羅することによって公共性を高

め、市のスポーツ政策の一環として戸田市より委託という形で継続していきた

い。



《収支予算書》

【収 入】

1
ー
ー
1

(円)
I

1

I
1

【支 出】 (円)
1

1

干斗目 予算額 内訳

補助金・
助成金

市民活動サホ゜一ト ￥soo ooo

その他

自己資金 ￥1 099387 法人負担

会費

利用者負担金

協賛金・寄附

その他

合計 1899387
) ラ

科目 予算額 内訳

補
助

対

象

経
費

委託費 ￥i 863 ooo
ク )

HP作成費(別紙①)1,485,000円
サーバ保守管理費(別紙②)378,000円

広告宣伝費 ￥35 000
)

広告費
戸田広報@10,000円×3ケ月
web広告 @5,000X1媒体

消耗品費 ￥1 387
ク

コピー用紙 @332円×1

印刷用インク @1,055X1

小計 1 899387
ツ ク

内訳
補助金充当額: ￥800,000

白主財源: ￥1099387
) )

悄

助

対

象
外

経
費

小計 0

合計 1 899387
) )


