
平成 23 年度第３回海老名市市民活動推進委員会（報告) 

 

１ 日 時 平成 24 年２月７日（火）10 時 10 分～13 時 10 分 

 

２ 場 所 海老名市役所附属棟Ｂ会議室 

 

３ 出席者 市民活動推進委員６名 

       三部委員、天野委員、成瀬委員、根岸委員、安彦委員、 

       内山委員 

      事務局３名 

       橋本市民協働課長、鈴木課長補佐、田村主事 

 

４ 議題等 ⑴平成 23 年度交付団体の視察状況及び実績報告について 

   ①女性支援電話「そよ風」の事業視察報告 

   ②生きがい発見塾の事業視察報告及び実績報告 

      ⑵今後の視察スケジュール 

      ⑶市民活動補償制度実施要綱の改正について 

      ⑷平成 24 年度市民活動推進補助金交付申請の書類審査 

 

５ 会議の状況 

⑴開会 

【事務局】  諮問に引き続きまして、これより、海老名市市民活動推進

委員会を開催します。進行は皆様のお手元に配布の次第のと

おりですので、ご了承願います。はじめに、三部委員長より、

ご挨拶をお願いいたします。 

【委員長】  平成 24 年度市民活動推進補助金の申請に対する審査が始

まります。今回は 10 団体から申請がありました。適正な審査

を行い、補助金を有効に活用してもらいましょう。 

【事務局】  ありがとうございました。これより後の議事進行は委員長

にお願いいたします。 

 

⑵報告 

【委員長】  それでは、事務局より、「平成 23 年度交付団体の視察状況

の報告及び実績報告」と「今後の視察スケジュール」につい

て説明をお願いします。 



【事務局】  まず、平成 23 年度交付団体の視察状況を報告します。11

月 28 日の委員会後、女性支援電話「そよ風」と「生きがい発

見塾」の事業を視察しました。はじめに女性支援電話「そよ

風」の視察状況を報告します。 

 【視察状況】 

１ 事業内容 

  海老名女性支援電話「そよ風」傾聴講座 

２ 日時 

  平成 24 年１月 11 日（水）10 時～11 時 

３ 場所 

  えびな市民活動サポートセンター 第３会議室 

４ 視察状況 

  ⑴メンタルケア協会より、指導精神対話士を講師に招き、

『「聴く」ことの魔法の力を学ぶ』をテーマに傾聴講座を

開催。 

  ⑵第１回目である今回の講座には男性２名、女性 15 名、

合計 17 名が受講。 

  ⑶講師からは「わが国では昨年より、がん、脳卒中、心

疾患に精神疾患が加わり四大疾患といわれるようになっ

た。こころの問題を取り巻くわが国の現状は厳しく、こ

の問題を解決するために『聴く』ことが重要である」と

いう話があった。 

  ⑷プログラムに従い、「人間の基本的欲求」、「聴くと聞

くの違い」などについて講師が話す。 

  ⑸今年度は全３回の講座を行い、資料代として１回 300

円を受講者から徴収する。 

【事務局】  続いて、生きがい発見塾の視察状況を報告します。 

 【視察状況】 

１ 事業内容 

  自分探し．仲間づくり相談会 

２ 日時 

  平成 23 年 12 月４日（日）10 時 30 分～12 時 

３ 場所 

  海老名市文化会館 



４ 視察状況 

⑴54 団体が参加。 

⑵団体が分野別に各部屋にブースを設置。工夫を凝らし

て活動を PR していた。 

⑶合唱団体は合唱の様子を DVD により放送、絵画団体は

作品を披露、フラダンス団体は実演をしていた。 

⑷その他、練習室では音楽団体が楽器演奏を披露、調理

室では料理団体が試食コーナーを設けていた。 

⑸委員からは前回の開催と比較し、賑やかであると意見

があった。 

【事務局】  生きがい発見塾は、これで事業が終了しましたので、実績

報告書が提出されました。 

 事業の実施内容は視察報告の中で説明した内容になりま

す。事業の成果として、市民にとっては、自分にあったサー

クルを選定でき、サークルにとっては、会員募集の機会とな

り、多様な団体が活動していることを広く市民に周知できた

ことを挙げています。また、昨年度の開催と比較し、参加団

体数が 16 団体増加、満足度が約２倍になったそうです。今後

の課題として、市民の要求に対応できるよう、多くのメニュ

ー作りが必要であることを挙げています。 

 続いて、収支決算書について報告します。 

 収入は、参加費が 54,500 円、補助金が 100,000 円、合計

154,500 円でした。支出は、通信費が 52,180 円、印刷費が 6,410

円、事務費が 59,662 円、会場代が 30,600 円、合計 149,152

円でした。なお、事務費としていたラミネータと団体の印鑑

は、団体の通常の活動経費と考えられるため、対象経費から

除きました。収入 154,500 円に対し、支出が 149,152 円で残

った 5,348 円は市に返金をしていただきました。 

  続いて、今後の視察スケジュールを説明します。２月 13 日

（月）10 時より、河骨保護の会の事業を、３月 28 日 10 時よ

り、かながわ子育て情報局の事業を視察します。なお、かな

がわ子育て情報局につきましては、日にちは確定しています

が、会場が確保できていないそうなので、後日、改めて通知

します。 



【委員長】  ただいま事務局より、説明がありました。質疑、意見があ

りましたら、お願いします。 

【委 員】  生きがい発見塾の収支決算書について、予算書と比較をし

たいので、少し時間をください。 

【委員長】  生きがい発見塾は、平成 24 年度も申請をしています。後ほ

どの審査までに意見をまとめておいてください。 

  次に「平成 24 年度市民活動補償制度実施要綱の改正」につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】  まず、本制度の概要を説明します。本制度は、「市民が安心

して市民活動に参加し、従事できるよう、市民活動中に予期

せず発生した事故について補償する」ことを目的に創設した

制度です。 

 補償の内容は、傷害事故の死亡補償金が 500 万円、後遺症

害補償金が 500 万円、入院補償金が１日 3,000 円、通院補償

金が 2,000 円になります。賠償責任事故の身体賠償が１名１

億円、１事故３億円、財物賠償が１事故 500 万円、保管者賠

償が１事故 300 万円になります。 

 契約及び保険料については、市が保険会社と保険契約を締

結し、保険料を支払っているため、市民の事前の申込みや保

険料の支払いは必要としません。 

 この制度と市民活動推進委員会との関係ですが、海老名市

市民活動補償制度実施要綱第９条にて「市長が市民活動中の

事故であるか否か判定するときに必要と認める場合は、市民

活動推進委員会に諮問し、その答申に基づき、当該事故に関

する判定を行う」としています。 

 では、これまでの補償実施状況と改正内容を報告します。

平成 22 年度は自治会の美化活動の参加者が鎌で自分の手を

切り、縫合した事故に対し、6,000 円を補償しました。平成

23 年度は、自治会主催の夏祭りにおいて、実行委員である役

員が、倉庫から机及び椅子を搬出中にコンクリートの段差に

つまずき、左くるぶしを骨折した事故に対し、10 万円を補償

しました。また、自治会による美化活動の参加者が草刈中に

腕を虫に刺され、左右の肘下の一部がかぶれた事故に対し、

6,000 円を補償しました。 

 次に、改正内容を報告します。今回、実施要綱を改正する



理由は、本制度の基盤となる保険商品の内容が、平成 24 年度

に変更することに伴い、補償適用の範囲が拡大するためです。

 主な改正点は３つです。 

 まず、新たに特定疾病事故の補償が追加されます。特定疾

病とは心筋梗塞や急性心不全等の急性心疾患、または、くも

膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患のことを指します。例え

ば、自治会主催の夏祭りの準備中、テントを設営していた役

員が突然倒れ、病院に搬送されたが、その日の夜に病院でな

くなり、心臓発作と診断された場合、平成 23 年度までは補償

対象外でしたが、平成 24 年度からは補償の対象となります。

 主な改正点の２つ目は、賠償責任事故の適用除外の変更で

す。これまでは「地震、噴火、洪水、津波その他の自然変象

により発生した賠償責任」は、補償の対象外でした。平成 24

年度からは「地震、噴火、洪水、津波」に高潮が加わり、こ

れらにより発生した賠償責任事故は、補償対象外となります。

しかし、これまで補償対象外であった「その他の自然変象」

は補償対象となります。例えば、自治会主催の夏祭りで、竜

巻により、やぐらが倒れて来場者が下敷きになり、ケガをし、

治療費を実行委員長である自治会長に請求された場合の賠償

責任事故は、平成 24 年度から補償の対象となります。 

 主な改正点の３つ目が、傷害事故または特定疾病事故の適

用除外の変更です。これまで「地震、噴火、洪水、津波その

他の自然変象により発生した賠償責任」は、補償の対象外で

した。平成 24 年度からは「地震、噴火」に「これらによる津

波により発生した事故」が加わります。しかし、これまで補

償対象外だった洪水、高潮及び竜巻、落雷、雪害といった自

然変象は、補償の対象となります。例えば、防犯パトロール

中に落雷にあい、けがをした場合、平成 23 年度までは補償対

象外でしたが、平成 24 年度からは、補償の対象となります。

【委員長】  ただいま事務局より、説明がありました。質疑がありまし

たら、お願いします。 

【委 員】  自治会と共催して事業を実施している団体は、補償の対象

になりますか。 

【事務局】  その団体が公益的な活動を行っているのならば、対象と考

えられます。なお、補償できるか否かの審査のときは、市民



活動の内容がわかる活動計画書や団体の名簿、規約などが必

要となります。市の補償制度は、保険料の支払いが不要です

が、保険料を支払う民間の保険と補償内容が異なりますので、

ご注意ください。 

【委 員】  市民活動補償制度と市民活動推進委員会との関係につい

て、再度、説明をお願いします。 

【事務局】  通常、市長が市民活動中の事故であるか否かを判断します

が、判断しがたい場合、市民活動推進委員会に諮問をし、そ

の答申に基づき、市長が最終判断をします。 

【委 員】  制度設立から２年しか経っていません。今後、制度の周知

が図られ、補償件数が増えた場合、すべての事故を補償でき

るのでしょうか。 

【事務局】  報告があったすべての事故を補償するわけではなく、市民

活動中の事故であったかを調査した上で、補償の有無を判断

します。 

【委 員】  海老名市自治会連絡協議会に、この改正内容を報告します

か。 

【事務局】  年度末の全体会にて、市民活動補償制度を自治会長に周知

しています。民間の保険に加入しなくなった自治会もいると

聞いています。 

【委 員】  社会福祉協議会のボランティア保険との違いは何でしょう

か。 

【事務局】  ボランティア保険は、保険料を支払う分、市の補償制度よ

りも補償内容がよいです。 

【委 員】  両方に加入していた場合、両方から保険料を支払ってもら

えますか。 

【事務局】  市の補償制度実施要綱では、「他に補償される保険契約が

存在するときは、当該契約を優先して適用し、本制度の対象

としない」と定めているので、ボランティア保険に加入して

いる場合は、そちらのみ適用されます。 

【委員長】  他にご質問、ご意見はありますか。 

（意見・質問なし） 

 

⑶議題 

【委員長】  それでは、平成 24 年度分の申請に対する書類審査を始めま



す。まず、事務局より、書類審査要領及び申請状況について、

説明をお願いします。 

【事務局】 説明の前に資料の訂正をさせてください。表紙の裏面に記

載している申請団体一覧表の中の申請区分について、申請番

号５、６は発展編ではなく、入門編になります。 

では、書類審査要領を説明します。書類審査では、「申請団

体の資格要件」、「申請内容の可否」、「補助対象経費」につい

て審査をしていただき、結果をまとめていただきます。委員

のみなさまには、書類審査実施要領、書類審査票、申請団体

一覧表、申請書類の写し、関係例規等を事前に配布しており

ます。書類審査の方法ですが、今申し上げた資料を用い、実

施用要領の裏面に記載している項目をチェックしながら、審

査をしていただきます。 

次に、平成 24 年度の申請状況ですが、今年度交付している

団体から５団体、新規に５団体、合計 10 団体から申請があり

ました。申請の区分別に申し上げると、入門編が３団体、発

展編が７団体になります。 

【委員長】 ただいま事務局より説明がありました。その要領で審査を

進めていこうと思いますが、いかがでしょうか。 

（了承） 

 

①申請団体１ ＪＳ健康運動 

【委員長】  それでは、申請団体１の審査を始めます。事務局より、説

明をお願いします。 

【事務局】 申請団体１「ＪＳ健康運動」の申請概要を説明します。 

【申請団体１】ＪＳ健康運動の申請概要 

１ 活動内容 

  ⑴毎週水曜日に勝瀬文化センターで１時間半の運動をし、20 分程度の講

義を実施。                            

  ⑵講演会を年２回（６月、11 月）開催。               

※ＪＳ健康運動とは、運動生理学に基づいて開発された運動で、持久力、

筋力、柔軟性、関節運動の４種の運動形式を一組とする。 

２ 申請事業 

  わくわく健康教室（５回） 



３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

  健康についての講演会と JS 健康運動の体験。            

  ⑴開催月等 ５月～６月の木曜日 午前（全５回）          

  ⑵対象者  60 歳以上の方                     

  ⑶対象人数 20～30 人                

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体１の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  申請事業内容は、通常の活動内容と同じです。そうすると、

通常の活動費を補助することになってしまうので、この補助

金の対象にはならないと思います。 

 このような団体ならば、スポーツ安全協会が交付している

スポーツ普及奨励事業助成金といった助成金を活用していた

だいた方がよろしいかと思います。 

【委 員】  前年度の決算状況の中で、会費が 500 円×283 で 141,500

円の収入があったとなっています。ここから講師謝礼金をだ

せないのでしょうか。指導者の別会場への交通費を支出して

いる点に疑問を感じます。 

【委 員】  申請事業内容は、参加費を無料としていますが、通常の活

動のときは、500 円を徴収しています。そのときによって、

参加費をとったり、とらなかったりすることは疑問です。 

【委 員】  補助金をもらえたら、参加費を徴収せずに講師の謝礼金を

支払えると考えているのではないでしょうか。 

【委 員】  対象人数を 20 人～30 人としています。参加費 500 円×20

人×５回と考えると５万円を集められます。そうすれば、申

請額は５万円でよいのでは思います。 

【委 員】  この活動が多くの市民の利益になるかが審査のポイントに

なります。この申請内容では、この団体に参加している人だ

けが利益を受けられるように感じます。 

【委 員】  規約や名簿が整備されていないので、不安です。 

【委 員】  団体の運営費が、参加者からの会費だけです。団体が責任

をもって、事業を実施していけるのかが心配です。 

【委 員】  市民活動推進補助金とは、「自分たちでお金を出しあって



活動しているが、この事業を実施するためには、お金が足り

ないので補助してください」というものだと思います。自分

たちのお財布はしめておいて、他の人からのお金で講師料を

支払うことは、補助金の主旨とは異なります。自助努力は必

要です。 

【委員長】  では、申請団体１の結果をまとめます。書類審査は不適正

なので、プレゼンテーションに進めないということでよろし

いでしょうか。 

（委員了承） 

   

②申請団体２ 混合療育を考える会 

【委員長】  次に、申請団体２の審査を始めます。事務局より、説明を

お願いします。 

【事務局】 申請団体２「混合療育を考える会」の申請概要を説明しま

す。 

【申請団体２】混合療育を考える会の申請概要 

１ 活動内容 

  心理面・発達面に困難を抱えた親子の支援及び支援者の育成  

２ 申請事業 

  心理・発達面に困難を抱えた子どもたちの支援者育成 

３ 申請額 

  300,000 円 

４ 申請事業内容 

  「びな・カンファランス」                     

  民間・公的機関の専門家を交えて、近隣ケースの事例検討会を開催   

  ⑴対象者 地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家  

  ⑵年間 12 回開催                         

⑶うち６回は、地域の学童保育指導委員を対象に、出向いて事例検討会

（「出前カンファランス」）を開催                 

【事務局】 混合療育を考える会は、今年度発展編の区分で、補助金を

交付しています。今年度交付している補助金は、心理・発達

面に困難を抱えた子どもたちの居場所作りのための「びな・

ひろば」と民間・公的機関の専門家で近隣ケースの事例検討

会「びな・カンファランス」を開催するために交付していま



すが、平成 24 年度の申請事業は、「びな・カンファランス」

のみとなっています。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体２の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  実施スケジュールのなかにチラシを市民協働課のほか、子

育て支援課、障がい福祉課、健康づくり課に配布すると記載

しています。これらの課から補助金を交付していないのでし

ょうか。 

【事務局】  調査した結果、交付していません。 

【委 員】  平成 24 年度の予算書のなかに、保険料が入っていません。

人を集める事業なので、保険に加入しないことは心配です。

【委 員】  保険は、市の補償制度を利用できないのですか。 

【事務局】  利用できますが、単なる参加者は補償の対象になりません。

【委 員】  行事保険が必要になるかもしれません。 

【委 員】  確認ですが、この事業のなかで事故があった場合は、市の

補償制度の対象にならないのですか。 

【事務局】  事業主催者である混合療育を考える会が、受講者にけがを

させてしまった場合は、対象になります。しかし、受講者が

自分の不注意でけがをした場合、この受講者は、公益的な事

業に参加しているだけの人であって、ボランティア活動をし

ていないので、対象にはなりません。 

【委 員】  予算書の収入の部の年会費に疑問があります。会員は 28 人

いるにもかかわらず、予算書では 2,000 円×会員 10 名となっ

ています。2,000 円×28 名ではないのでしょうか。 

【委 員】  前年度は会員５人で、予算書の収入の部には、年会費がは

いっていません。 

【委 員】  事業内容はよいと思います。 

【委員長】  では、申請団体２の結果をまとめます。事業内容はよいが、

予算書に不明確な点があるので、プレゼンテーションで聞き

たいということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

  

③申請団体３ 海老名里山づくりボランティア山仕事の会 

【委員長】  申請団体３の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 



【事務局】 申請団体３「海老名里山づくりボランティア山仕事の会」

の申請概要を説明します。 

【申請団体３】海老名里山づくりボランティア山仕事の会 

１ 活動内容 

  ⑴里山の保全を図る活動                      

  ⑵まちづくりの推進を図る活動                   

  ⑶里山保全事業 

  ⑷環境学習事業 

  ⑸山地保全事業 

２ 申請事業 

  海老名市内里地里山の保全再生事業 

３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

  市内４箇所の里地里山で枝打ち、間伐、下草刈り、廃棄物回収等の作業

を実施し、里地里山の再生保全事業に取り組む。            

   ⑴海老名市大谷北 大谷市場地区（4,688 ㎡）             

  ⑵海老名市大谷南 大谷坊原地区（3,238 ㎡）             

  ⑶海老名市大谷南 大谷鍛冶返り地区（6,224 ㎡）           

  ⑷海老名市杉久保 杉久保緑地地区（2,183.46 ㎡）          

  ※⑷はえびなの森創造事業植樹地区 

【事務局】  今年度、発展編の区分で補助金を交付しており、申請事業

内容は、今年度と同様です。平成 24 年度は、実施面積を 10.7％

増やすとしています。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体３の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  団体の会員が高齢化しており、後継者をつくる必要があり

ます。 

【委 員】  補助金を活用して、里山の保全を訴える講演会や体験会を

開催してもよいと思います。 

【委 員】  今後は外からの取り込みと外へのＰＲを期待したいです。

【委 員】  コミセンまつりなどに参加して、活動のＰＲはしているよ

うです。 

【委 員】  今年度も熱心に取り組んでいます。プレゼンテーションで、



今後の展望を聞きたいです。 

【委員長】  では、申請団体３の結果をまとめます。書類審査は適正な

ので、プレゼンテーションに進めるということでよろしいで

しょうか。 

（委員了承） 

 

④申請団体４ 海老名市日本中国友好協会 

【委員長】  申請団体４の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体４「海老名市日本中国友好協会」の申請概要を説

明します。 

【申請団体４】海老名市日本中国友好協会 

１ 活動内容 

  ⑴日本と中国両国国民の相互理解と友好を深める。          

  ⑵各都市の日中友好協会及び日中友好諸団体との交流         

  ⑶講演会、セミナー、展示会、映画会、演奏会の開催         

２ 申請事業 

  中国古典文学鑑賞講座 

３ 申請額 

  70,000 円 

４ 申請事業内容 

  文学講座を定期的に開催し、多くの市民の文化的欲求に応え、成果を地

域社会に還元する。                         

  ⑴全５回                             

  ⑵参加予定人数 25 人～40 人                   

⑶内容 「李伯の詩」、「杜甫の反戦」、「六朝時代の小説」、「唐代の伝奇

小説」、「漢の武帝と文化」                 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体４の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  生涯学習・趣味の域をでていないという印象があります。

【委 員】  市民活動団体であるのか、この活動に公益性があるのか疑

問です。市民活動の概念からはずれているのではないでしょ

うか。 

【委 員】  私もその意見に賛成です。 



【委 員】  私はそうとは思いません。隣国である中国のことを勉強す

ることは、市民の利益になります。 

【委 員】  そのご意見は当然だと思います。生涯学習の分野でこうい

った勉強をし、中国のことを理解していくことはよいことで

す。しかし、ここで考えるのは、市民活動推進補助金の対象

になるか、否かです。 

【委 員】  この団体が、以前から活動していることは知っていますが、

知らない人からは、公民館講座を受講したＯＢ会が、中国の

文学をさらに学ぶために活動しているようにみえます。 

 前年度の決算状況をみると、事業収入が 41,500 円ありま

す。講座の回数が４回から５回に増えているだけならば、会

費だけで事業費をまかなえるのではないでしょうか。さらに、

多くの市民の文化的欲求に応えようとする予算のつくり方で

はないと思います。 

【委 員】  前年度も同様の講座を開催しており、団体が発展するため

の事業とは言えません。 

【委 員】  過去２年間の主な活動実績が、中国文学研究会７回、春節

パーティーに参加、歌唱練習に参加となっています。市民活

動とは違うと思います。活動を否定しているわけではありま

せん。 

【委 員】  これは生涯学習講座だと思います。 

【委員長】  では、申請団体４の結果をまとめます。書類審査は不適正

なので、プレゼンテーションに進めないということでよろし

いでしょうか。 

（委員了承） 

 

⑤申請団体５ 一般社団法人きたお社会福祉士事務所 

【委員長】  申請団体５の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体５「一般社団法人きたお社会福祉士事務所」の申

請概要を説明します。 

【申請団体５】一般社団法人きたお社会福祉士事務所 

１ 活動内容 

 ⑴相談事業（福祉に関する相談等） 



  ⑵権利擁護事業（成年後見人、任意後見人申立て支援及び受託等） 

  ⑶社会福祉啓発・スキルアップ事業（セミナー主催・講師派遣等） 

２ 申請事業 

  転ばぬ先の杖講座～豊かな老後をおくろう～ 

３ 申請額 

  84,300 円 

４ 申請事業内容 

  安心して老後を迎えられることを目的に、講座（勉強会）を開催する。

（全３回）                             

  ⑴サブテーマ                           

   ①「健康」、②「福祉サービス」、③「成年後見・任意後見制度、遺言」

  ⑵日時 ９月、10 月、11 月の土曜日、２時間程度          

  ⑶会場 海老名市文化会館                     

  ⑷対象人数 30 名程度                       

⑸講師 社会福祉士                        

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体５の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  団体の設立から間もなく、事務所の拡充を図ろうとしてい

るのではないでしょうか。 

【委 員】  事業費総額 114,300 円のうち、広告費が 47,000 円も占めて

います。事務所のＰＲをしたいのではという疑いがでてきま

す。 

【委 員】  前年度の決算状況をみると、収入として寄附金が 653, 300

円もあるにもかかわらず、会費としての収入は 0 円で、疑問

がわきます。 

【委 員】  事業内容はよいです。しかし、この団体が実施すると、法

人のＰＲをするためと考えられるので、この団体に交付する

ことは不安です。 

【委員長】  では、申請団体５の結果をまとめます。書類審査は不適正

なので、プレゼンテーションに進めないということでよろし

いでしょうか。 



（委員了承） 

 

⑥申請団体６ Sapling Music Park Ebina 

【委員長】  申請団体６の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体６「Sapling Music Park Ebina」の申請概要を説

明します。 

【申請団体６】Sapling Music Park Ebina 

１ 活動内容 

  ⑴各学校及びアマチュアバンドの単独ライブ開催           

  ⑵行政及び自治会主催のまつり参加                 

  ⑶学校との合同によるライブ演奏                  

２ 申請事業 

  音楽イベントの企画、運営によるまちづくりへの貢献の実施 

３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

⑴年４～６回のイベントを中央公園円形ステージ、または、市内の学校

（高校）等で開催する。                      

⑵市内で活動する音楽を利用した団体（アマチュアバンド等）とイベン

トを企画 

【委員長】 ただいま、事務局から申請団体６の説明がありました。申

請事業内容は、今年度、補助金を交付しているライブビート

ストリート海老名と重なります。そのことを考慮しながら、

審査を進めたいと思います。 

【委 員】  この団体は学校との連携が強いようです。これを活かして、

ライブビートストリート海老名と協力はできないのでしょう

か。類似する事業の両方に補助金を交付することは疑問です。

【委 員】  ライブビートには先駆的な印象があります。そうするとこ

ちらの団体が二番煎じと感じます。両団体の活動内容がかけ

離れているとは思えません。 

【委 員】  ライブビートには補助金をだして、この団体にはださない

となると、その理由を明確にしないといけません。 

【委 員】  音楽を使うことと発表場所は同じですが、目指していると



ころは違うのではないでしょうか。ライブビートは若い人と

の連携をなかなかできていません。 

 気になることは、若い人たちのガンガンとした音楽を中央

公園で演奏できるかです。ライブビートが、中央公園で演奏

をするときは、とても音に気を遣っています。そのことにつ

いて、どのように考えているのか、この団体に聞いてみたい

です。 

【委 員】  ライブビートは、中央公園で演奏することにより、海老名

に人を呼びこもうとしています。この団体は、今頑張ってい

る子どもたちを育てていこうとしているのだと思います。活

動の目的が異なっており、判断が難しいです。 

【委 員】  ライブビートストリートが、最終的にどうなるのかを見て

から次の団体に補助金を交付するという方法は考えられない

でしょうか。 

【委 員】  青少年を育成すると考えると、公益性はあるといえるのか

もしれません。 

【委 員】  ライブビートストリートと比較をして、審査をしたいです。

【委員長】  では、結果を保留とし、ライブビートストリート海老名の

審査を始めたいと思います。 

 

⑦申請団体７ ライブビートストリート海老名 

【委員長】  事務局より、説明をお願いします。 

【事務局】 申請団体７「ライブビートストリート海老名」の申請概要

を説明します。 

【申請団体７】 

１ 活動内容 

  ⑴中央公園における公演活動                    

  ⑵養護施設での公演サポート                    

  ⑶他団体の音響サポート                      

２ 申請事業 

  ライブビートストリート海老名 

３ 申請額 

  300,000 円 

４ 申請事業内容 



⑴「音楽」、「ダンス」、「演劇」、「大道芸」等、みんなが楽しめる時間と

空間を提供する。 

⑵その為のツールとして、「音楽」を位置づけている。 

⑶音楽演奏会（場所：中央公園円形ステージ）を月に１～２回開催 

⑷他団体とコラボレーションして、イベント及びパフォーマンスを企画

【事務局】 今年度発展編の区分で、補助金を交付しています。申請事

業は今年度と同様で、平成 24 年度は、市内の中学校、高校と

の連携について、事前交渉の段階から他のボランティア団体

とコラボレーションしてイベントを企画していきたいとして

います。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体７の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  市内の学校と連携をしてきたいという前向きな意見を言っ

ています。また、他の音楽団体と協力している実績もありま

す。さきほどと同じ意見になりますが、Sapling と協力でき

ないのでしょうか。 

【委 員】  ライブビートは、平成 24 年度が最終交付年度ですか。 

【事務局】  入門編で１回、発展編で１回交付しておりますので、発展

編の区分で、同じ事業内容に対し、あと２回交付できます。

【委 員】  ライブビートが補助金を活用して、最終的にどうなるのか

をみたいです。それによって、音楽団体に交付することの効

果を考えてもよいと思います。また、ライブビートは市内の

学校との連携を企画進行中といっているので、それがどのよ

うになるのかを確認してから、次の音楽団体への交付を考え

るのはどうでしょうか。 

【委 員】  設立から間もない Sapling には実績を積んでいただき、そ

の中で、ライブビートストリートとの連携を模索してもらい

ましょう。その結果、連携ができないということであれば、

また、補助金を申請していただいたらどうでしょうか。 

【委 員】  よいと思います。 

【委員長】  では、申請団体６と７の結果をまとめます。申請団体６は

書類審査不通過とし、申請団体７は書類審査通過ということ

でよろしいでしょうか。 

（委員了承） 



 

⑧申請団体８ かながわ子育て情報局 

【委員長】  申請団体８の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体８「かながわ子育て情報局」の申請概要を説明し

ます。 

【申請団体８】 

１ 活動内容 

  ⑴親子で参加できるイベントを企画、実施 

  ⑵子育て中のママたちの仕事支援                  

  ⑶ジュニア世代に赤ちゃんと触れ合う機会を持たせる体験講座を開催  

  ⑷保育付きで、ママたちのリフレッシュできる講座を開催 

２ 申請事業 

  ママトコ（母と子）プロジェクト 

３ 申請額 

  149,200 円 

４ 申請事業内容 

⑴ベビーとママの薬膳教室 

 身近な食材で薬膳を使った予防方法を学ぶ。            

⑵親子で整体（ヨガ）講座 

 産後や普段の生活で歪んだ骨盤を自宅で簡単に治す方法を学ぶ。 

【事務局】 今年度発展編の区分で、補助金を交付しています。今年度

は、薬膳教室、ベビーダンス、ヨガ講座の開催のために補助

金を活用していますが、平成 24 年度は、ベビーダンスの除い

た事業内容で申請をしています。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体８の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  この団体には２年間に渡り、補助金を交付しており、来年

度が最終年度になります。最終的にどうなるのかをみたいで

す。 

【委 員】  500 円だった参加費を 1,000 円に上げています。参加者が

集まるのか不安です。 

【委 員】  補助金がなくなった場合に備えているのかもしれません。

前向きに活動に取り組んでいると言えます。 



  スポーツ保険が 600 円となっていますが、平成 24 年度から

800 円になると聞いています。確認してください。 

【委 員】  ベビーダンスがなくなった分、申請額が前年度よりも減額

されています。 

【委 員】  保育士料として 18,000 円を計上していますが、会員がその

資格を取得したり、資格のある人を会員にすれば、この予算

を削っていけます。 

【委員長】  では、申請団体８の結果をまとめます。この団体は 24 年度

が補助金交付最終年度となり、結果をみたいので、プレゼン

テーションに呼ぶということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 

⑨申請団体９ 生きがい発見塾 

【委員長】  申請団体９の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体９「生きがい発見塾」の申請概要を説明します。

【申請団体９ 生きがい発見塾の申請概要】 

１ 活動内容 

 各種サークルの活動発表と市民の自分探し、仲間づくりの場としてイベ

ントを開催する。 

２ 申請事業 

  シニア．団塊の世代向け「自分探し．仲間づくり相談会」 

３ 申請額 

  279,100 円 

４ 申請事業内容 

⑴各種サークルの活動発表と市民の自分探し仲間づくりの場として、相

談会を開催する。 

 ①内容 ブースによるサークル紹介、実演、体験コーナー 

 ②日時 平成 24 年６月 24 日及び平成 25 年３月 24 日 

     10 時 30 分～16 時 

 ③会場 海老名市文化会館 

⑵体験ツアー 

 ①内容 師範によるそば作り会食  

 ②日時 平成 24 年９月 24 日～26 日 10 時～13 時 



 ③会場 海老名市文化会館調理室 

⑶サークル紹介電話 110 番 

 電話で相手が探しているサークルを紹介する。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体９の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  この団体はシニア・段階の世代向けと言っていますが、視

察をしてみて、私が入りたいと思うサークルもありました。

対象を狭めていると思います。もっと、広く市民を対象に開

催をすればよかったと感じました。 

【委 員】  予算書で事務費が 129,800 円、会場費が 176,900 円になっ

ています。開催回数を増やしていますが、そんなにかかるの

でしょうか。予算が不明確です。 

【委 員】  サポートセンターでも年に１回、利用団体が集まって団体

の活動を紹介しています。年２回開催する必要があるのでし

ょうか。 

【委 員】  会場費は文化会館の小ホールを借りるため、高くなってい

るようですが、借りる必要があるのでしょうか。前年度程度

の規模がよいと思います。 

【委 員】  どれぐらいの規模で開催するかは、団体が考えることでは

ないでしょうか。 

【委 員】  事業規模の妥当性も判断するべきです。 

【委 員】  今回は、発展編の申請です。発展するための事業なのかを

判断しなければなりません。相談会の回数を増やすだけでは

発展にはならないと思います。団体を紹介する電話サービス

については、サポートセンターのボランティア相談やサーク

ルを紹介する冊子があります。 

【委 員】  私も相談会に行きましたが、有意義でした。シニア・団塊

の世代は増えていますので、こういった相談会は必要だと思

います。プレゼンテーションで、詳しい内容を聞いたらどう

でしょうか。 

【委 員】  前年度の決算状況をみると、倹約すれば、参加費だけで事

業を開催できる可能性があります。自力でできることに、補

助金は不要です。 

【委 員】  事業内容は悪くないですが、団体を集めて、紹介するだけ



ではなく、さらなる工夫が必要だと思います。１年間そのア

イデアを考えていただきたいです。期待しています。 

【委員長】  では、申請団体９の結果をまとめます。申請事業内容は発

展するための事業と認められないので、プレゼンテーション

に進めないということでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

 

⑩申請団体 10 えびな・九条の会 

【委員長】  申請団体 10 の審査を始めます。事務局より、説明をお願い

します。 

【事務局】 申請団体 10「えびな・九条の会」の申請概要を説明します。

【申請団体 10 えびな・九条の会の申請概要】 

１ 活動内容 

 ⑴日本国憲法を守る大切さのＰＲ 

 ⑵会報（毎月）の発行等 

 ⑶年数回の講演会等 

２ 申請事業 

  講演と文化の集い 

３ 申請額 

  200,000 円 

４ 申請事業内容 

⑴テーマ 「３．11 大震災と日本国憲法」 

⑵日 時 平成 24 年５月または６月 18 時～21 時 

⑶会 場 海老名市文化会館 

⑷その他 市内の音楽団体に出演してもらう。 

【委員長】  ただいま、事務局から申請団体 10 の説明がありました。意

見がありましたらお願いします。 

【委 員】  前年度も講演会を実施しています。規模が変わっているだ

けです。 

【委 員】  会報の中に「一年間の財政については、会員の皆さんのカ

ンパによってどうにか黒字決算になったことが報告されまし

た」とあります。黒字の団体に補助金を交付することに疑問

を感じますし、財政的には自立していると思います。 

【委 員】  実施スケジュールをみると、2012 年の３月に「実行委員会



を開催して内容を決める」とあります。まだ、内容が決まっ

ていないのでは、何をやるのかがわからず、それが発展する

ための事業なのか判断ができません。 

【委員長】  では、申請団体 10 の結果をまとめます。書類審査は不適正

なので、プレゼンテーションに進めないということでよろし

いでしょうか。 

（委員了承） 

【委員長】 では、書類審査をまとめます。プレゼンテーションに進め

る団体は、申請番号２、３、７、８でよろしいでしょうか。

 （委員了承） 

  

⑷その他  

【委員長】 以上で、議題が終了しました。その他にみなさまから何か

ありますでしょうか。 

【委 員】 申請団体の減少が気になります。 

【事務局】 説明会の参加者は多かったですが、申請団体は少なくなり

ました。来年度は周知方法を考えたいと思います。 

【委 員】 団体の構成員がすべて市民でないと申請できないなど、制

度を誤って解釈している方もいらっしゃるようです。また、

申請書類を書くのが大変だという声も聞いたことがありま

す。 

【委員長】 ここで、進行を事務局にお返しします。 

  

⑸閉会  

【事務局】 皆さま、お疲れさまでした。今後のスケジュールを説明し

ます。本日の書類審査の結果を、各申請団体に２月末に通知

します。プレゼンテーションは３月 10 日（土）13 時 30 分よ

り、附属棟Ｄ・Ｅ会議室で行います。市長への答申日につき

ましては、別途調整をさせていただきます。長時間にわたり、

ありがとうございました。 

 


