
市川市
いちかわ支え合いネット

マニュアル

（団体操作用）
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事業者登録からメニュー登録までの流れ

事業者・団体 市

事業者登録

承認メール確認（登録完了）

メニュー登録

承認メール確認（メニュー公開）

審査・承認

審査・承認

利用者が「いちかわ支え合いネット」を通じて
公開された情報を検索できるようになります。

ステップ１

ステップ２
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下記サイトにアクセス（インターネット接続）

https://ichikawa-support.com/

はじめに

＜トップ画面＞

いちかわ支え合いネット
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１．事業者・団体登録

トップ画面の「事業者・団体登録」を選択１

新規登録２

入力欄の項目に
沿って入力

団体情報を
公開しない場合は、

「非公開」を選択してください

利用規約チェックボックス

を押す。

＊規約内容の

確認をお願いします。

「団体登録」を押す
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確認画面３

事業者・団体新規仮登録完了４

入力間違いがないか、
必ず確認してください。

「事業者・団体登録」を押す

※入力修正は、「修正」を押す

登録したメールアドレスに、確認メールが届きます。
必ず24時間以内にメール確認を行ってください。

１．事業者・団体登録

5

事業者・団体新規仮登録完了

「いちかわ支え合いネット」へ事業者・団体の新規仮登録が完了いたしました。
登録いただいたメールアドレスへ「確認用URL」を送信させていただきます。



受信メールの確認URLを押す５

メールアドレスの確認６

いちかわ支え合いネット

「確認URLを押してください。

１．事業者・団体登録

市から事業者・団体登録承認メールが届く 登録完了７

いちかわ支え合いネット

市からの事業者・団体登録承認には
2週間程度かかる場合があります。
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１．事業者・団体登録（確認メールが届かない場合の再送付方法）

９ページを参考に「ログイン」する１

アカウント設定を押す２

仮登録後、登録したメールアドレスに確認メールが届かない場合は、
以下の手順に沿ってメールを再送してください。

7



１．事業者・団体登録（確認メールが届かない場合の再送付方法）

アカウント設定画面（アドレス確認）３

メールが再送されますので、 ６ページ の手順で
登録を完了させてください。

確認メール再送４

再度 を押しメールを再送してください。

押す
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メールアドレスを確認・修正して

ボタンを押す

※「再送」ボタンは 仮登録状態のみ表示されます



２．団体ログイン方法

トップ画面の「ログイン」を選択１

ログイン画面２

ログイン確認方法確認

１.事業者・団体登録で登録した
・Eメールアドレス
・パスワード を入力

ログインボタンを押す

TOP画面上部が、

「団体マイページ」

になっていれば
ログイン成功です。
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３．メニューを登録する

「団体マイページ」を選択１

「社会参加メニュー・生活支援メニューの提供」を選択２

※

市からの承認メールが届くまでお待ちください。
※２週間経っても確認できない場合はお問い合わせください。

市からの承認メールが届く前にログインし、
「社会参加メニュー・生活支援メニューの提供」の画面を開くと

以下の画面が表示されます。
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３．メニューを登録する

次のページに続きます

「集いの場」「活動の場」メニューの登録

入力欄の項目に沿って入力

件名（活動名）を入力

申込方法

※「Webから」を選択した場合のみ、
いちかわ支え合いネットでの申込み受付が
可能となります。

「申込状況を確認する」（１６ページ参照）

登録するメニューを選択してください。

活動分類

活動の内容、ボランティアにお願い
したい内容などを入力してください。

活動の概要

社会参加メニューを選択

ます。毎月や毎週、決まった曜日等に行って
いる活動はこちらに入力してください。

活動実施日・時間・場所（備考）
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３．メニューを登録する

入力欄の項目に沿って入力

実施している活動エリアを選択

サービス提供エリア

活動場所の名称・住所

活動場所の名称・住所を入力
（Googleマップに表示されます）

半角数字で入力してください

定員

活動日までの日付で入力

募集期間

集合時間、募集対象者、雨天時決行の有無等、
事前にお知らせしたい内容をご記入ください

お知らせ欄（参加の条件等）

問合せ先の電話番号として「公開」されます

問合せ先電話番号

内容を確認し「登録」を押す

番地と建物名は必ずスペースを空けて
ください。スペースを空けないと正しい
位置が表示されません。

市川市八幡1-2-3-4␣市川ビル8階
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次のページに続きます

３．メニューを登録する

「お弁当・食材・日用品等宅配」「家事援助」「外出支援」メニューの登録

入力欄の項目に沿って入力

生活支援メニューを選択

件名（活動名）を入力

申込方法

申込方法を選択してください。

※生活支援メニューの申込み方法「WEBから」は
いちかわ支え合いネット内での申込みを指して
いるのではなく、リンク先の事業者・団体のWEB
ページでの申込みを指しております。

登録するメニューを選択してください。

サービス分類

利用者へのPRも含めて150文字程度で
記載してください。

サービス内容詳細
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３．メニューを登録する

入力欄の項目に沿って入力

各項目を入力

・サービス提供エリア
・休業日
・受付時間
・サービス提供可能時間
・利用料金

メニューの詳細、入会金や交通費の有無など

お知らせ欄（利用の条件等）

問合せ先の電話番号として「公開」されます

問合せ先電話番号

内容を確認し「登録」を押す
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確認画面４

仮登録完了５

市から承認メールが届く６

市からの承認メールが届くと、登録完了となります。
サイト内にて登録内容の確認をお願いします。

３．メニューを登録する

確認画面が表示されます

登録する⇒ＯＫを押す
登録しない⇒キャンセルを押す

市からの承認メールをお待ちください。
登録いただいたメールアドレスに届きます。

「集いの場」「活動の場」メニューは、活動日の２週間前までの登録

をお願いします。

いちかわ支え合いネット

いちかわ支え合い清掃活動

いちかわ支え合い清掃活動
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４．申込状況を確認する、登録メニューの修正

「団体マイページ」を選択１

「募集情報の管理」を選択２

掲載内容を選択３

※申込状況を確認するには、社会参加メニュー（集いの場・活動の場）

登録時に申込方法で「WEBから」を選択していないと確認はできません。
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を押す

４．申込状況を確認する、登録メニューの修正

申込状況を確認する

申込者が一覧で表示されます。

登録メニューの修正

を押す

修正後、再度市の確認がありますの
で承認までお待ちください。
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５．申込者にメッセージを一斉送信する

「団体マイページ」を選択１

「募集情報の管理」を選択２

掲載内容を選択３

※社会参加メニュー（集いの場・活動の場）登録時に申込方法で

「WEBから」を選択していないと申込者にメッセージの送信はできません。
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申込者へのお知らせ配信を選択４

申込者に一斉送信５

５．申込者にメッセージを一斉送信する

お知らせ配信完了６

を押す

配信したい内容を入力したら「送信」を押す
＊申込者の問い合わせ掲示板に反映されます
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「団体マイページ」を選択１

「問合せ掲示板」を選択２

６．申込者からの問い合わせ内容を確認

申込者から問い合わせがあったら、
登録したアドレス宛にメールが届きます
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６．申込者からの問い合わせ内容を確認

問い合わせ内容３

問い合わせした方の氏名
（複数いる場合は名前を押して

対象の人に変更）

問い合わせ内容

返信内容を入力し、「送信」を押す

返信内容
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７．マイページ操作方法

「団体マイページ」を選択１

各種機能を選択２

機能 できること

① アカウント設定 団体情報の更新

②
社会参加メニュー・
生活支援メニューの提供

メニューの登録

③ 募集情報の管理
メニューの編集
申込み状況確認
メッセージの送信

④ 問合せ掲示板 メッセージの確認、返信

⑤ ボタン説明 団体マイページの操作説明

⑥ お知らせ 市からのお知らせ確認

⑦ お問合わせ・ご意見 お問い合わせメール送信

⑧ よくある質問 よくある質問の確認

⑨ 利用規約 利用規約の確認
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８．問い合わせ先

「団体マイページ」の
から問い合わせ（※Ｐ２２を確認）

お問い合わせ・ご意見

いちかわ支え合いネット事務局
(カラダライブコールセンター)

0570-077-122
受付対応時間：9:00〜17:00（平日のみ）

市川市福祉部 地域支えあい課
047-712-8518

ＷＥＢでお問い合わせ

電話でお問い合わせ
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