
平成 23 年度第４回海老名市市民活動推進委員会（報告) 

 

１ 日 時 平成 24 年３月 10 日（土）13 時 30 分～15 時 30 分 

 

２ 場 所 海老名市役所附属棟Ｄ・Ｅ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 平成 24 年度市民活動推進補助金交付申請のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ審査 

 

５ 会議の状況 

⑴開会  

【事 務 局】  お忙しい中、お集まりいただき、ありがとうございます。 

 これより、海老名市市民活動推進委員会を開催します。 

 本日は、全委員が出席です。 

 はじめに、三部委員長からあいさつをお願いします。 

⑵あいさつ  

【委 員 長】  本日は、平成 24 年度の市民活動推進補助金について、プレ

ゼンテーション審査の対象となった４事業に対する審査を行

います。平成 24 年度も、この制度により、さらに市民活動が

活発化することを願います。よろしくお願いします。 

【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、委員長にお願いします。 

⑶報告  

【委 員 長】  それでは、事務局より、交付団体の視察状況の報告をお願

いします。 

【事 務 局】  まず、河骨保護の会の視察状況を報告します。 

 【視察状況】 

１ 事業内容 

  絶滅危惧の水生植物コウホネの保護・育成 



２ 日時 

  平成 24 年２月 13 日（月）10 時～11 時 

３ 場所 

  貫抜川・一ツ橋付近 

４ 視察状況 

  ⑴参加者は男性２名、女性３名、合計５名。 

  ⑵はしごをかけて、川におり、移植したコウホネを探し、

コウホネを見つけると、地上から川に投げられたバケ

ツの中に入れる。 

  ⑶これらのコウホネは、上流に移植する。 

  ⑷貫抜川には、コウホネの保護・育成をＰＲする看板を

設置していた。 

  続いて、かながわ子育て情報局の視察日時をお知らせいた

します。 

 視察は、平成 24 年３月 28 日水曜日、10 時から、海老名運

動公園総合体育館の３階柔道室にて行います。 

 ご都合がよい委員につきましては、参加をお願いします。 

⑷議題  

【委 員 長】  それでは、議題に入ります。 

 まず、プレゼンテーション審査要領について、事務局から

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。 

 混合療育を考える会の収支予算書について、申請書に記載

されている事業費総額と、予算書の収入合計額・支出合計額

が異なっておりました。ただしくは、事業費総額が 428,000

円、収入合計額・支出合計額は 428,000 円になります。 

では、審査要領を説明します。審査では、「申請団体の資格

要件」、「申請内容の可否」、「９項目の基準に基づく審査」、

「補助対象経費」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、プレゼンテーション審査実施要領、

プレゼンテーション審査票、補助金審査票、書類審査結果一

覧、プレゼンテーション参加団体・事業の一覧、申請団体が

作成したプレゼンテーション審査用資料を配布しておりま



す。 

 審査の流れですが、まず、申請団体が自分たちで作成した

Ａ４判の資料により、５分以内で、委員に申請事業を説明し

ます。委員は、各団体の発表が終了後、質疑を行い、採点及

び補助金額の審査を行います。 

 審査方法ですが、プレゼンテーション審査票により、審査

基準に従って評価を行い、採点結果を記入します。質問事項

や特記事項があれば、コメント欄に記入してください。その

結果を参考に、審査参加団体の順位付けを行い、補助金審査

票の右にある順位欄に記入してください。委員は、補助金額

の審査について、補助対象経費に疑義が無い場合は、申請額

と同じ額を補助金審査票の審査額の欄に記入します。疑義が

あり、額を変更する場合は、審査額とその理由を記入してく

ださい。 

 順位付け及び補助金の審査方法についてですが、各委員の

採点結果のうち、 高点と 低点を除外した上で平均点を算

出し、順位付けを行います。順位が上位の団体から、予算の

範囲で補助金額を充てます。なお、平均点が 30 点未満の団体

は、補助の対象外とします。 

 プレゼンテーション審査の基準は、「公益性を持つ活動で

あること」「自主性を持つ活動であること」、「自立性を持つ

活動であること」、「計画に実現性があること」、「予算に現実

性があること」、「先駆性・独創性を持つ活動であること」、

「全体での取り組みを行う活動であること」、「発展性を持つ

活動であること」、「市民公益活動の特性を持つ事業であるこ

と」の９項目です。１項目５点、「公益性を持つ活動であるこ

と」のみ採点結果を２倍にし、50 点満点とします。 

【委 員 長】  ただいま、説明があった要領で審査を行いたいと思います

が、いかがですか。 

（委員、了承） 

 それでは、プレゼンテーション審査を始めます。 

 １番目の団体は、準備をしてください。  

①混合療育を考える会 

【委 員 長】 それでは、１番の団体のプレゼンテーション審査を開始しま

す。発表時間は５分です。はじめに、団体名を言ってくださ



い。言い終えた時点から、カウントを開始します。では、ど

うぞ。 

【発表団体】 （申請事業を説明） 

【委 員 長】  続いて、委員から質問をします。どなたか質問はあります

か。 

【委  員】  申請事業では、「学童保育指導員を対象に開催する」となっ

ていますが、一般の方も受け入れますか。 

【発表団体】  びな・カンファランスでは、学童保育指導員に対象を絞り、

開催します。 

【委  員】  各団体のほとんどの指導員が参加しているのでしょうか。 

【発表団体】  そこまで、まだ定着していません。１回参加した方の働き

かけにより、参加者が増えている状況です。継続して受ける

人もいます。 

【委  員】  対象と考えている人数はどれくらいですか。 

【発表団体】  人数が多すぎると発言しにくいこともあるので、10 人ぐら

いがベストだと考えます。 

【委  員】  説明の中で「参加者の目的意識が明確になってきた」と言

っていましたが、どういうことでしょうか。 

【発表団体】  はじめは、カンファランスという事業に馴染みがないこと、

また、学童保育指導員が、日々抱えている問題を専門家に相

談をすることがなかったので、緊張感がありました。そのた

め、事前にヒアリングを重ね、問題を整理しました。そうし

たことにより、そんなに気負わなくてよいのだと理解をして

いただきました。このようなプロセスを踏むことにより、参

加者の目的意識が明確になってきたと思います。 

【委  員】  参加している学童保育指導員は、他の人たちと繋がりはあ

るのでしょうか。 

【発表団体】  自分たちの活動で精一杯で、横の繋がりをもつことは、難

しいようです。カンファランスを重ねることにより、問題を

共有でき、他の人たちとの繋がりができていると感じます。 

【委  員】  団体のスタッフのスキルをあげるための努力をしています

か。 

【発表団体】  カンファランスのほかに、学術集会などに参加し、勉強を

しています。 

【委  員】  「心理・発達面に困難を抱えた子どもたちの支援者育成」



という名称で申請をされていますが、学童保育をしている大

学生も含まれますか。 

【発表団体】  心理を学んでいる大学生が参加することもありますが、仕

事としてやっている方がほとんどです。 

【委  員】  私としては、事業名称と申請事業内容がイコールでつなが

らない気がします。 

 学童保育とは、親が働いていて、家にいないため預けるこ

とではないのでしょうか。 

【発表団体】  そのような方もいらっしゃいますが、複雑な事情を抱えて

いる人もおり、例えば、仕事をしていないが、精神的な病を

抱えており、子どもといると煮詰まってくるという方が保育

をお願いしている場合もいます。 

【委  員】  学童保育に来る人は多いのでしょうか。 

【発表団体】  多いところと少ないところがあるようです。 

 カンファランスをやればやるほど、問題が複雑だというこ

とがわかってきました。これから、益々、市などの機関に相

談するケースもでてくると感じます。 

【委 員 長】  これで、１番目の団体の審査を終わります。団体のみなさ

ま、お疲れさまでした。結果は、後日、通知します。 

 委員は、審査票を完成させてください。次の団体は、準備

をしてください。 

②海老名里山づくりボランティア山仕事の会 

【委 員 長】  それでは、２番目の団体のプレゼンテーション審査を開始

します。発表時間は５分です。はじめに、団体名を言ってく

ださい。言い終えた時点から、カウントを開始します。では、

どうぞ。 

【発表団体】 （申請事業を説明） 

【委 員 長】  続いて、委員から質問をします。 

【委  員】  メンバーの増員については、どのように考えていますか。 

【発表団体】  昨年、生きがい発見塾が主催している行事に参加したとき

に、山仕事の会の活動に興味をもたれた 60 歳代の人が来られ

ました。その方が、実際に活動に参加したところ、「体力がも

たない」という理由で、１日で辞められました。なかなか、

人は集まりません。 

 他のボランティアとの交流については、県のホームページ



を通じてしています。他の団体も、後継者がいないようです。

お金をだすと、学生が来ます。 

【委  員】  役員が高齢化していて、後継者がいないようでは、活動が

発展しないと思います。若い人へのＰＲはどのようにしてい

ますか。 

【発表団体】  海老名市がイベントを開催するときは、参加し、活動をＰ

Ｒしています。県のホームページにも掲載をしています。 

 しかし、若い人の意識が違うため、若い人は興味をもって

くれません。 

【委  員】  機械を使用して、作業をされていますが、これまでに事故

はありましたか。 

【発表団体】  おかげさまで、団体発足以来、ありません。 

【委  員】  組織として、しっかり管理されているということでしょう。

技術顧問とはどのような人ですか。 

【発表団体】  新しく機械を導入したときに、操作説明をしてもらってい

ます。また、木を伐採するときに、この木ならば、ここにロ

ープをかければよいといったアドバイスをもらいます。 

【委  員】  会員の増員は必要だと思います。そのために、どのような

努力をされていますか。 

【発表団体】  さきほど申し上げましたとおり、各催事に参加し、チラシ

を配布するなどして、活動をＰＲしています。 

【委  員】  決算書をみると、現金があるようです。このお金はどうす

るのですか。 

【発表団体】  書類審査の際に提出した決算書は、中間決算です。提出後、

２ヶ月ほどありますので、 終的には使い切ってしまいます。

【委  員】  会員の平均年齢はどれくらいですか。 

【発表団体】  77 ぐらいです。４、５日前に県で 43 団体ほど集まりまし

たが、我々の団体は、若いほうです。70 を超えている団体が

６割ぐらいいるように思います。 

【委 員 長】  これで、２番目の団体の審査を終わります。団体のみなさ

ま、お疲れさまでした。結果は、後日、通知します。 

 委員は、審査票を完成させてください。次の団体は、準備

をしてください。 

③ライブビートストリート海老名 

【委 員 長】  それでは、３番目の団体のプレゼンテーション審査を開始



します。発表時間は５分です。はじめに、団体名を言ってく

ださい。言い終えた時点から、カウントを開始します。では、

どうぞ。 

【発表団体】 （申請事業を説明） 

【委 員 長】  続いて、委員から質問をします。 

【委  員】  学校教育関係に協力を求めることは、なかなか、難しいと

いう話がありました。学校では、サマースクールをやってい

ます。そのサマースクールに参加して、活動をＰＲされたら

どうでしょうか。 

【発表団体】  サマースクールとは、何ですか。 

【委  員】  夏休み中に、学校施設を利用して、生徒に学習や体験教室

の場を提供するイベントです。 

【発表団体】  今年は、学校に直接ではなく、違う窓口を探そうと考えて

います。 

【委  員】  今回、ライブビートストリートと同様の活動をされている

Sapling Music Park Ebina という団体が申請をしてきました。

この団体との連携については、どのように考えていますか。 

【発表団体】  その団体の代表者は、学校とのつながりが強いため、彼を

通じて、学校関係者に話をしようと考えています。ビナウォ

ークにビナステップを使用して、学校のブラスバンド部の演

奏を発表できないかと話を持ちかけたところ、担当者からは

よい返事を得ています。ただし、４ヶ月前に予約をしなくて

はいけないので、４月になったら、早急に学校と打合せをし

なくてはいけないと考えています。 

【委  員】  それでは、Sapling Music Park の代表者とは、話をしてい

るということですね。 

【発表団体】  そうです。 

【委  員】  今後、ライブをしたいという団体はでてくると思います。

そうなると、市が、どのライブがよいのか判断することは難

しいでしょう。代表者同士が話し合い、窓口がひとつになる

とよいと思います。 

【発表団体】  活動を発展させるために、市には、中央公園の使い方を考

え直していただきたいと思います。公園の管理者としては、

我々の活動はよろしくないと考えているようです。市から、

前向きに中央公園を利用して我々の活動をやってよいという



理解を得ることが今年のテーマです。 

 市民協働課や文化スポーツ課は、我々の活動を応援してく

れていると感じています。 

 しかし、公園を管理している課には、苦情がくるようなこ

とはやめてほしいという考えが根強くあります。今年は、中

央公園が情報発信の場でよいのかを含めて、市と話していき

たいと思います。 

【委  員】  「他団体とのコラボレーションによる企画が進行中」と審

査書類にあったので、その内容について、伺いたかったです

が、今、話されたことですね。 

【発表団体】  そのとおりです。ビナウォークからは、海老名市に関連す

るイベントであれば、話を聞くと言われています。 

【委  員】  具体的な企画はありますか。 

【発表団体】  まだ、ありません。学校のブラスバンド部の先生と話すと、

中央公園で演奏するためには、楽器運搬用のトラックが必要

だと言われました。そういった予算も考えていかなければな

りません。 

【委  員】  機材は、新しいものを購入するのですか。 

【発表団体】  そうです。出し入れが頻繁なので、機材は壊れてしまいま

す。また、中央公園には屋根がないので、雨に濡れて、壊れ

てしまった機材もあります。 

 海老名には、駅前に人が集まれるよい場所があります。厚

木市がのびない理由は、駅前に集まれる場所がないためです。

あっても、駅から離れているため、目的がなければ、行きま

せん。 

 市には、中央公園をどのような場所にしていきたいのか、

力を入れて考えていただきたいと思います。 

【委  員】  団体の概要書のなかに、養護施設での公演サポートとあり

ます。これは、どのようなことでしょうか。 

【発表団体】  我々と一緒に活動しているハーモニカの団体の方が、横浜

の養護施設にお勤めで、その施設のお楽しみ会のときに、機

材を持ち込むなどして、公演をサポートしています。昨年、

おととしと２回やっています。 

【委  員】  会費が 500 円×20 人となっていますが、これは、団体が出

演するにあたって、お金をいただいているということでしょ



うか。 

【発表団体】  違います。会員というのは、私の知り合いで応援してくれ

ている人のことをさします。 

【委  員】  学校とのコラボレーションによる企画は、期待しています。

ぜひ、実現してください。ところで、市民の反応はどうでし

ょうか。 

【発表団体】  これまでに 42、3 回開催していますが、出演者がいっぱい

ステージにいた方が、人は集まりやすいです。また、本当に

演奏がうまければ、人は集まります。この２点は間違いあり

ません。 

【委  員】  出演者には、謝礼を出していますか。 

【発表団体】  出していません。伊勢崎町の５丁目にライブホールができ

ましたが、海老名の中央公園がそのような場に進化するなら

ば、前向きに出演を交渉していきたいと思います。 

【委 員 長】  これで、３番目の団体の審査を終わります。お疲れさまで

した。結果は、後日、通知します。 

 委員は、審査票を完成させてください。次の団体は、準備

をしてください。 

④かながわ子育て情報局 

【委 員 長】  それでは、４番目の団体のプレゼンテーション審査を開始

します。発表時間は５分です。はじめに、団体名を言ってく

ださい。言い終えた時点から、カウントを開始します。では、

どうぞ。 

【発表団体】 （申請事業を説明） 

【委 員 長】  続いて、委員から質問をします。どなたか質問はあります

か。 

【委  員】  参加者の割合は、どうなっていますか。 

【発表団体】  継続して参加される方が、増えました。前回は、新規と継

続の方が半々でしたが、今回は、継続の方が３分の２を占め

ました。受講者のなかには、資格をとって、先生になられた

方もいます。昨年度は、その方を講師に迎え、ベビーダンス

を開催しました。 

【委  員】  参加費が、去年は 500 円で、今年は 1,000 円となっていま

す。なぜでしょうか。 

【発表団体】  これまでは、１回ずつ、レクリエーション保険に入ってい



ましたが、参加人数や年齢により、その保険が使えないこと

になりました。スポーツ安全保険だと１回入れば、１年間利

用可能だとわかりました。継続される方が増えてきたので、

今年から、スポーツ安全保険に切り替えようと思います。そ

のため、予算が必要となり、参加費が高くなりました。 

【委  員】  団体の概要書では、個人会員が４人となっていますが、添

付されている名簿では、５人となっています。どういうこと

でしょうか。 

【発表団体】  会計監査を含めるか、含めていないかです。 

【委  員】  前年度の決算状況で、会費収入が 33,000 円となっています

が、内訳はどうなっているのでしょうか。 

【発表団体】  ボランティアで登録されている方がおり、その方からも会

費をいただいています。また、イベントを開催するときに、

寄附を募っています。 

【委  員】  前年度の決算状況をみると、繰越金が多いように思います。

34 万のうち、繰越金が８万円です。理由はありますか。 

【発表団体】  もしものときに備えているためです。 

【委  員】  スポーツ安全保険の件ですが、予算書では 600 円になって

います。来年度から 800 円になりませんか。 

【発表団体】  そのとおりです。２月に通知をいただき、知りました。 

【委  員】  今までは、薬膳とベビーダンスとヨガの教室を開催されて

いましたが、来年度は、ベビーダンスの教室を開催しません。

発展編の区分で補助金を申請されているので、前年度よりも

発展することを期待しますが、申請内容をみると縮小したよ

うに感じます。どう思われますか。 

【発表団体】  ベビーダンスは、子育て支援センターが定期的に無料で開

催しています。そうなると、私たちの団体に来られる方が少

なくなります。ベビーダンスは、市で普及していると解釈し、

市ではやっていない、ヨガや整体に力を入れようと考えてい

ます。 

【委  員】  去年もヨガはやっていますよね。 

【発表団体】  去年の対象は、お母さんと赤ちゃんでしたが、今年は親子

にします。小学校低学年のお子さんとお母さんを考えていま

す。 

【委  員】  会員を増やす努力はしていますか。保育士を毎回頼まれて



いるようですが、保育士を会員にされたらどうでしょうか。 

【発表団体】  お母さんのお財布のひもは硬く、なかなか会員になってい

ただけません。５回きたら、１回無料になるというカードを

発行していますが、子どもが風邪を引いて、参加できないこ

ともありますし、子どもが小学生になったら、働き出す方も

います。こちらとしては、来たいときに来てくださいという

気持ちでやっています。 

【委  員】  保育の依頼先はどこでしょうか。 

【発表団体】  そういった機関があるわけではなく、お母さんのなかに、

保育士の資格をもっている人がおり、現在、休業中だけど、

子どもに触れたいという方に登録をしてもらっています。 

【委  員】  NPO 法人の中に、保育サービスをやっているところもあり

ます。そういったところに依頼をし、団体同士の交流をされ

てもよいと思います。そこから、新たな参加者がでてくるか

もしれません。 

【発表団体】  保育人数は、毎回変わります。以前、保育が不要だったに

もにもかかわらず、お願いをしていまい、赤字になってしま

ったことがありました。今後、そういったところに依頼でき

るかどうか、予算をみながら考えていきます。 

【委  員】  お父さんの参加はありますか。 

【発表団体】  ときどき、あります。 

【委 員 長】  これで、４番目の団体の審査を終わります。団体のみなさ

ま、お疲れさまでした。結果は、後日、通知します。 

 これで、すべての団体の説明が終わりました。今回の結果

にかかわらず、今後も活動が発展されることを願います。 

 以上で、議題が終了しました。 

 ここで、進行を事務局にお返しします。 

⑸閉会  

【事 務 局】  みなさま、お疲れさまでした。審査の結果については、後

日、団体に通知します。これで、プレゼンテーション審査を

終了します。 

 


