
平成 24 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 25 年１月 24 日（木）13 時 10 分～15 時 00 分 

２ 場 所 海老名市役所 708 会議室 

３ 出席者 市民活動推進委員８名 

       三部委員、天野委員、成瀬委員（途中退席）、山田委員、

根岸委員、内山委員、堀尾委員、勝田委員

      事務局７名 

       伊藤理事兼市民協働部長、井上市民協働部次長、

沖原専門調査員、鴨志田市民活動推進課長、高田係長、

田村主事、向後主事補

４ 議題等 ⑴平成 24 年度交付団体の視察状況及び実績報告について 

① 海老名里山づくりボランティア山仕事の会 

② かながわ子育て情報局 

③ ライブビートストリート 

      ⑵今後の視察について 

① 混合療育を考える会 

      ⑶平成 25 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。それでは委員長より一言お願いいたし

ます。 

【委員長】 平成 25 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 12 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す。議題に入ります前に、１月１日よ

り市民活動推進課に新しく配属された２名より挨拶をさせて

いただきます。 

【事務局】 （沖原専門調査員、向後主事補挨拶） 

【事務局】  ここで、事務局よりご報告があります。海老名市市民活動



推進委員会の委員でいらっしゃいます成瀬委員ですが、今回

申請のあった団体、特定非営利活動法人 WE21 ジャパン海老

名の役員をされております。海老名市市民活動推進委員会の

委員応募要領の中で、「委員本人、委員の配偶者又は同居の親

族が所属している団体で役員になっている場合、当該団体が

市民活動推進補助金の交付申請をしたときは、審査を公正に

行うため、その委員は審査全体に参加できない」旨の記載が

あります。成瀬委員には今回審査から外れていただくことを

ご了承いただきたいと思います。 

【委 員】 （委員、全会一致で了承） 

（成瀬委員より一言、退室） 

【委員長】  委員の皆様におかれましては、公平な目で審査にあたって

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

【事務局】 それではこれより、進行は三部委員長から、お願いいたし

ます。 

⑵ 議題等 

【委員長】  それでは、事務局より、「平成 24 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 24 年度交付団体の視察状況を報告します。はじ

めに「海老名里山づくりボランティア山仕事の会」の視察状

況を報告します。 

 【視察状況】 

1．視察事業 

海老名市内里地里山の保全再生事業 

2．日時    

平成 24 年 6 月 18 日（月）13 時 10 分～13 時 50 分 

3．補助金交付 

100,000 円（発展区分） 

4．視察状況 

・ 現在の団体会員は 40 名程度、うち女性は 9 名、市外会

員は 2 名いる。 

・ 視察当日の作業者は 17 名。 



・ 作業員が大きな刈払機を使用して作業を行っていた。ま

た、集めた草をまとめて運んでいた。 

・ 安全衛生法が改正されたため、機器の取扱には有資格者

が必要とのことだった。 

・ Ｈ１８年から発足して 6 年目になる。 

・ 市の補助で行っているのは全ての事業の 2/3 になる。市

の補助金の他に県の補助金ももらっている。 

・ 会で手入れしている場所にはゴミが無いとのこと。ま

た、春は草刈、秋は伐採を行っており、年間の作業の総

面積は 39,000 ㎡になるとのことだった。 

【事務局】  続いて、かながわ子育て情報局の視察状況を報告します。

 【視察状況】 

1．視察事業 

親子でヨガ 

2．日時    

平成 24 年 10 月 24 日（水）10 時 00 分～10 時 30 分 

3．補助金交付 

149,200 円（発展区分） 

4．視察状況 

・ 視察当日の参加者は 20 名ほどの母子で、みな楽しそう

だった。 

・ 講師の指示に従ってヨガをしていた。 

・ 途中で泣き出す子供もいたが、講師が丁寧に対応してい

た。 

  補助事業が完了したため、かながわ子育て情報局からは、

実績報告が提出されました。市で内容を審査したところ、交

付確定額は 103,419 円となり、45,781 円を返金していただき

ました。返金が生じた理由としては、会場費、保育料、講師

の交通費が予算よりも安く済んだことが挙げられます。 

【事務局】 最後に、ライブビートストリート海老名の視察状況を報告

します。 

 【視察状況】 

1．視察事業 

ライブビートストリート海老名 



2．日時    

平成 24 年 11 月 4 日（日）13 時 15 分～14 時 05 分 

3．補助金交付 

300,000 円（発展区分） 

4．視察状況 

・ 視察当日の参加者は 30 名ほどで、市民活動推進委員な

どの視察者を除くと、20 名程度だった。 

・ 演奏は、驚くほどのレベルだが、周知不足で観客が少な

かった。 

・ 今回は、海老名市民文化祭に合わせて、初めて文化会館

小ホールで事業を実施した。 

【事務局】  続いて、今後の視察スケジュールについてです。２月 11 日

（月）14 時より、混合療育を考える会の事業を視察いたしま

すので、委員の皆様にはご同行をお願いいたします。 

 （視察の出欠、集合場所等の確認） 

【委員長】 それでは、平成 25 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】 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、審

査票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。 

続いて、平成 25 年度の申請状況を説明いたします。申請団

体一覧表をご覧ください。11 月 30 日から１月 11 日まで募集

をしたところ、12 団体から申請がありました。うち入門編が

５団体、発展編が７団体となっております。合計申請額は 174

万 7 千円です。平成 25 年度の補助金は確定ではございません

が、120 万円用意をしております。 

以上が、書類審査要領と申請状況の説明になります。 

【委員長】 ただいま事務局より説明がありました。それでは審査を進



めていこうと思います。 

① 申請団体１ と金ネットワーク 

【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】と金ネットワーク 

１ 区分 

  発展編 

２ 申請事業名称 

  世代間ふれあい将棋交流プログラムの推進 

３ 申請額 

  229,200 円 

４ 申請事業内容 

  従来から開催していた初心者教室や他の将棋普及の機会にプロ棋士を 

招き、受講者への指導対局やアドバイスを受ける機会を年３回設定す 

る。        

【事務局】 ご参考ですが、と金ネットワークは、市主催の事業「海老

名市親子ふれあい将棋教室・えびなっ子将棋名人戦」に審判

員として協力している団体です。なお、この事業につきまし

ては、平成 25 年度からと金ネットワークに委託をする予定で

あると担当課から聞いています。

【委員長】  ただいま、事務局から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】 それは、市から助成金が出るということでしょうか？ 

【事務局】 市主催のイベントを業務委託するので、その分の委託金は

支払われます。今回の市民活動推進補助金については、団体

が市民活動として主体的に行うイベントについての補助金で

すので、別のものになります。 

【委 員】 会場使用料に大きな予算額を設定しています。文化会館を

想定しているようですが、新しくできる市民活動センターを

使用することになると、どのようになりますか。 

【事務局】 会議室使用料は文化会館とだいたい同額程度となります。

【委 員】 教材費を補助金から割り当てることを想定しているようで

すが、その部分は参加者会費から割り当てるべきものなので



はないでしょうか。予算の割り当に少し疑問があります。 

【事務局】 プレゼンに進むのであれば、その部分について、詳細を確

認いただければと思います。 

【委 員】 発展している部分はプロ棋士を呼ぶ部分ということです

ね。 

【委 員】 規約には入会金を回収している旨記載がありますが、収入

に計上されていません。会員を増やしていきたい感じは伝わ

ってきません。もっと一般に広められるような事業であれば

良いのですが。 

【委 員】 内輪で楽しむ、サークル活動のようにも見えてしまいます。

【委 員】 プレゼン審査で詳細を聞いてみたいです。 

【委員長】  では、申請団体１の結果をまとめます。書類審査は適正と

いうことで、プレゼンテーションに進んでいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

② 申請団体２ 生涯学習研究発表会実行委員会 

【委員長】  それでは、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】生涯学習研究発表会実行委員会 

１ 区分 

  発展 

２ 申請事業名称 

  生涯学習研究発表会 

３ 申請額 

  290,000 円 

４ 申請事業内容 

  市主催の生涯学習講座を受講後、生涯学習活動を続けている団体の発表

の場をつくる。      

【事務局】  なお、市で同様の事業を行っているかどうかについては、

青少年会館でのはつはるまつり、中央公民館での公民館まつ

り、サポートセンターでのサポセンフェスタが挙げられます

が、いずれも閉館、もしくは閉館を予定しておりますので、

該当なし、ということになります。新しくオープンする交流



館で続けていくかについては、未定です。 

【委 員】  文団連で行っている市民文化祭とはどのような関係なので

しょうか。 

【事務局】  市民文化祭は中央公民館を使用していた OB の方が集まっ

て行っていたものだと思います。 

【委 員】 今後は交流館でできる、ということでしょうか。 

【事務局】 まさにこれから交流館で行っていきたい事業です。 

【委 員】 この申請は文化会館で行うことを前提にしています。交流

館で行うことになった場合は予算が変わってきますが、審査

はどのように行えばよいでしょうか。 

【事務局】 審査では申請書記載の内容で審査いただければ良いと思い

ます。プレゼン審査にて、交流館で行う場合の想定について

確認いただき、補助の対象と確定したら、そこで予算につい

て算出し直していただくことで良いと思います。 

【委 員】 文化会館に比べ、交流館はホールや椅子等、設備のグレー

ド、また、集客力の面において、劣る部分もあると思うので、

そこは考慮してあげたいと思います。 

【委 員】 事業としては良いと思います。25 年度からは寄付金がなく

なるので補助金でやりたいという考えもあるのかもしれませ

ん。プレゼンで詳細を確認したいです。 

【委員長】  では、申請団体２の結果をまとめます。書類審査は適正と

いうことで、プレゼンテーションに進んでいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

③ 申請団体３ 生きがい発見塾 

【委員長】  それでは、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】生きがい発見塾 

１ 区分 

  発展 

２ 申請事業名称 

  自分探し、仲間づくり相談会 

３ 申請額 



  107,000 円 

４ 申請事業内容 

  サークルの活動発表と市民の「自分探し、仲間づくり」の場を一堂に会

する相談会を実施する。 

【事務局】  この団体は平成 23 年度に入門編として補助金を交付して

おります。平成 24 年度についても申請がありましたが、予算

が不明確であること、発展性が認められないことから、書類

審査で不通過となりました。 

【委員長】  ただいま、事務局から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】 申請団体２の生涯学習研究発表会実行委員会と事業内容が

似ています。参加者の重複もあると思われます。連携して行

えれば良いと思うのですが。 

【委 員】 生涯学習研究発表会実行委員会で取りまとめを行っていた

だき、各団体の予算配分等をしていただければ良いと思いま

す。 

【委 員】 このような申請を個別に補助対象としてしまうと、同様の

申請が増えてしまう恐れがあるので、ラインを引く必要があ

ります。 

【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） 

④ 申請団体４ 特定非営利活動法人 ＷＥ２１ ジャパン海老名 

【委員長】  それでは、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】特定非営利活動法人 ＷＥ２１ ジャパン海老名 

１ 区分 

  発展 

２ 申請事業名称 

  支援先モニタリングのためのツアー 

３ 申請額 

  300,000 円 



４ 申請事業内容 

  支援先「ザ・ピープル」でのコットン事業、「食彩館」でのオリーブ事 

業の状況確認のための視察を行う。 

【委員長】  ただいま、事務局から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】 この事業は、市ではなく県や国での助成対象ではないかと

思われます。 

【委 員】  海老名集合までの交通費が含まれています。市外の人も想

定していることでしょうか。集合場所までの交通費は個人で

出すべきであるように思います。 

【委 員】  視察であれば個人でも行くことは可能だと思います。 

【委 員】  事業としては大変よいものだと思います。ただし、視察を

行うだけでは公益性に乏しいように思います。 

【委 員】 例えば、その視察結果を市民の方に広く公開し、ボランテ

ィア活動を広めるような補助金の使途であれば良いのです

が、視察自体を補助金の対象とすることには疑問が残ります。

【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 Sapling Music Park Ebina 

【委員長】  それでは、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】Sapling Music Park Ebina 

１ 区分 

  発展 

２ 申請事業名称 

  市内３高校の在校生、卒業生による音楽イベントの企画、運営による地

域貢献（まちづくり） 

３ 申請額 

  300,000 円 

４ 申請事業内容 

  海老名市内の学生から実行委員を募って実行するイベントを年４～６ 



回開催する。 

【事務局】  この団体からは、昨年度も応募がありましたが、別の音楽

系の団体でライブビートストリートからの申請もあったた

め、そちらと連携してほしい、という理由から書類審査不通

過となりました。 

【委員長】  ただいま、事務局より説明がありましたが、意見がありま

したらお願いいたします。 

【委 員】  高校生だけでできるのでしょうか？ 

【委 員】  代表者やＯＢの方も一緒に行うので大丈夫だと思います。

【委 員】 補助金の使途に機材購入費が含まれてますが、機材は今回

の事業のみでなく、今後も使っていけるものであるため、補

助金の使途としては不適切ではないでしょうか。額も大きい

です。また、その額が妥当かどうかが判断できません。 

【委 員】  予算取りには不明確な点がありますね。 

【委 員】  集客力が気になります。ライブビートストリートの時は、

集客が少なく残念でした。 

【委 員】 補助金は集客に回した方がよいのではないでしょうか。 

【委 員】 会員に海老名市民が少ないことが気になります。 

【委 員】 プレゼン審査で詳細を聴いてみたいです。 

【事務局】 この団体は交流館のオープン記念フェスティバルにも出演

いただく予定ですので、そこでの様子も見ていただければと

思います。 

【委員長】  では、申請団体５の結果をまとめます。書類審査は適正と

いうことで、プレゼンテーションに進んでいただくというこ

とでよろしいでしょうか。 

（委員了承） 

⑥ 申請団体６ えびなパソコンサポートボランティア 

【委員長】  それでは、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】えびなパソコンサポートボランティア 

１ 区分 

  入門 

２ 申請事業名称 



  パソコン学習会事業 

３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

パソコン操作や知識の習得を支援する学習会の開催。また、希望者と面

談を行い学習内容の提案を行う。      

【委員長】  ただいま、事務局から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】 この団体は平成 23 年 9 月に行われた市社協主催のイベント

「パソコンサポートボランティア養成講座」を受講したメン

バーが集まり、平成 24 年 3 月に結成してできた団体です。団

体設立時に社協より助成金 30 万円が出ているそうですが、25

年度はどうなのでしょうか。 

【事務局】 助成金の名称は、ともしび基金といい、県社協から交付さ

れています。市社協が交付申請をし、えびなパソコンサポー

トボランティアがその交付金を使用しています。最長２年間

交付可能で、１年目にあたる 24 年度は、30 万円の交付を受

けているということです。２年目については、今のところ申

請がないそうで、不明確です。 

【委 員】  パソコンを一から教えるのではなくて、個々のスキルに対

応できるようにするのが、今回の事業のようですね。それが

どのくらい需要があるものなのかが、気になります。 

【委 員】  今後の展望に障がい者の利用者数増を挙げています。障が

い者へのパソコンサポートは特別に指導を受けた者でないと

行えず、また障がいの内容によっても異なると思います。そ

の辺りをどのように計画しているのかがこの資料では不明確

です。 

【委 員】 今後の展望のところに、「障がい者支援を学ぶ」とありま

す。学ぶだけではなくて、その知識を広めていくところまで

展望に含まれていれば良いのですが。 

【委 員】 「会員負担の軽減を図る」の記載があります。気持ちは分

かりますが、補助金の使途としてはふさわしくないです。 

【委員長】  では、申請団体６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） 

⑦ 申請団体７ ＦＰみらい 

【委員長】  それでは、申請団体７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７】ＦＰみらい 

１ 区分 

  入門 

２ 申請事業名称 

  市民あんしん家計相談 

３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

 ・市民を対象にした家計相談会の実施 

・市民を対象にした家計の啓蒙セミナーの実施   

【委員長】  ただいま、事務局から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】  市でも同様の事業を行っているのではないでしょうか。 

【委 員】  家計にまつわる相談については、消費生活センターで行っ

ているものと同様のものだと考えられます。 

【委 員】  通信費に９万円とあるが、高額です。 

【委 員】  顧客獲得が目的ではないか、という風に見えてしまいます。

【委 員】 事業内容も少し貧弱で、公益性の期待が薄いです。 

【委員長】  では、申請団体７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） 

⑧ 申請団体８ 混合療育を考える会 

【委員長】  それでは、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】混合療育を考える会 

１ 区分 



  発展 

２ 申請事業名称 

  混合療育を考える会 

３ 申請額 

  300,000 円 

４ 申請事業内容 

  ・定例カンファ 

   地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家を対象に開

催。 

・出前カンファ 

   地域の学童保育指導員を対象に開催。 

・セミナー 

   地域の子育て支援関係者・医療・教育・福祉などの専門家、地域住民

を対象に開催。 

・自主勉強会（前年度と比較し拡充した内容） 

   地域の学童保育指導員を対象に開催。 

【事務局】  なお、この団体は平成 23 年度、24 年度と、それぞれ発展

編の交付を受けております。 

【委員長】  ただいま、事務局から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】 セミナー講師とカンファ講師で額が大きく異なるのはなぜ

でしょうか。  

【委 員】 講師が別の方なのだと思います。専門分野や個人差で大き

く変わってきます。 

【委 員】  過去２年の事業は充実していたようですね。 

【委 員】  外見では分からない障がい児への指導は、対応を間違える

可能性が高く、難しいものです。学童保育指導員の育成は非

常に大切なものです。 

【委 員】  県からの助成はあるのでしょうか？ 

【委 員】 県からコミニュティカレッジの委託講座を受けているよう

です。その分については委託料か、もしくは場所の提供があ

ると思います。 

【事務局】  来月 24 年度事業の視察がありますので、そこでも様子を見

ていただければと思います。 



【委員長】  では、申請団体８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んでいただくということでよ

ろしいでしょうか。 

（委員了承） 

⑨ 申請団体９ 市民発・平和の会 

【委員長】  それでは、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】市民発・平和の会 

１ 区分 

  発展 

２ 申請事業名称 

  戦争体験を聴こう 

３ 申請額 

  50,000 円 

４ 申請事業内容 

  戦争体験を聴く講座の開催および記録集の作成 

【委員長】  ただいま、事務局からの説明がありました。意見がありま

したらお願いします。 

【事務局】  2012 年の 11 月に文化会館 120 サロンで戦争体験を聴くイ

ベントがありました。30～40 人が対象ではないかと思います。

【委 員】  新しい団体なのでしょうか。 

【事務局】  団体設立は平成 22 年 12 月です。 

【委 員】  個人会員は２名と少なく、あまり広まっていない様子です

ね。 

【委 員】  市でも同様の事業がありますよね。 

【委員長】  では、申請団体９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） 

⑩ 申請団体 10 海老名おうまのおやこ合唱団 

【委員長】  それでは、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】海老名おうまのおやこ合唱団 

１ 区分 

  入門 

２ 申請事業名称 

  海老名おうまのおやこ合唱団 

３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

  ・合唱練習 

・市、地域のイベントでの発表 

【委員長】  ただいま、事務局から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】  歌の団体は他にもたくさんあります。 

【委 員】  補助金の使途を、全て講師謝礼に充てていることが気にな

ります。 

【委 員】  結成したばかりで、補助金の制度に合わせて、急いで資料

を準備した感じに見えてしまいます。 

【委 員】  月謝も徴収しているので、まずはその範囲でできる活動を

行うべきではないでしょうか。 

【委 員】  趣味のサークルのようで、資料からは公益性が感じられま

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） 

⑪ 申請団体 11 子どもの未来を考えよう コドモト＠海老名 

【委員長】  それでは、申請団体 11 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 11】子どもの未来を考えよう コドモト＠海老名 

１ 区分 

  入門 

２ 申請事業名称 

  子どもの未来を考えよう コドモト＠海老名 



３ 申請額 

  100,000 円 

４ 申請事業内容 

  ・講演会（食育、子育て、放射能等）や調理実習の開催 

・土壌や農作物の放射能測定（月１回） 

・定例会合での情報交換 

・ブログ、ツイッター、小冊子などでの活動報告  

【委員長】  ただいま、事務局から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】  託児サービスに多額の予算を計上していますね。ボランテ

ィアや自己負担を検討するなど、税金を使った補助金を使用

する姿勢としては、もう少し努力が必要なのではないでしょ

うか。 

【委 員】  放射能測定は行政でも行ってますよね。 

【事務局】  空間測定や学校給食の測定については行ってます。 

【委 員】  グループ的な活動で、市民活動とは異なるように感じます。

【委 員】 どんぶり勘定な印象を受けます。責任をもって補助金を活

用いただけるのかが不安です。 

【委員長】  では、申請団体 11 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） 

⑫ 申請団体 12 海老名セーフティー・ベリー協議会 

【委員長】  それでは、申請団体 12 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 12】海老名セーフティー・ベリー協議会 

１ 区分 

  入門 

２ 申請事業名称 

  ライフスタイル見渡し活動の推進啓発事業 

３ 申請額 

  90,000 円 

４ 申請事業内容 



  ・日々の生活行動における防犯活動の推進啓発内容を掲載した印刷物の

配布 

・学校（ＰＴＡ）、自治会、地元商店街と相談し、配布時に講演（おは 

なし会）なども併せてできるかも検討             

【事務局】 この団体の活動内容は生活における外出時において、目的

地までの周囲を見渡しながら移動し、不審者発見の場合は警

察署に通報するというものです。今回の事業はそれを広める

ためのものです。 

【委員長】  ただいま、事務局から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】  印刷物配布用に補助金を充てたいということですね。 

【委 員】 去年の秋に設立したばかりでまだ実績はないのですね。 

【事務局】 警察と調整しながら防犯活動を進めていこう、という団体

です。まずは足がかりとして、印刷物による周知を行いたい、

ということだと思います。 

【委 員】 実績がないので、まずは様子を見てみたい気がします。 

【委 員】 自治会と連携して実績を積むことも可能ですよね。 

【委 員】 防犯意識を高めようという、活動内容は良いです。 

【委 員】 対象人数を１万人と想定しているが、どう割り出したので

しょうか。 

【事務局】 市内で約５万世帯程ですので、全域に渡り、まずは１万枚

として広めていこう、ということでしょうか。 

【委 員】 防犯意識を高めるという活動内容であれば、ほっとステー

ション海老名で、若い方に防犯意識を高めてもらう活動や、

併せてゴミ拾いを行うような活動をしているものがありま

す。それらと連携することも考えられると思います。 

【委 員】 事業内容はユニークで良いと思います。プレゼンの場で、

もう少し工夫を促したいです。 

【委員長】  では、申請団体 12 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んでいただくということでよ

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１、２、５、８、12 でよろしいでしょう



か。 

 （委員了承） 

【委員長】 それでは、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月上旬に通

知します。プレゼンテーションは３月 16 日（土）9 時 30 分

より、えびな市民活動センター大会議室１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。 


