
平成 24 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 25 年３月 16 日（土）９時 30 分～12 時 30 分 

２ 場 所 えびな市民活動センター 

３ 出席者 市民活動推進委員６名 

       三部委員、天野委員、堀尾委員、根岸委員、内山委員、

       勝田委員 

      事務局３名 

       鴨志田市民活動推進課長、高田係長、向後主事補 

４ 議題等 平成 25 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、成瀬委員が書類審査の時と同様、審査委員から外

れていただいており、また、山田委員が欠席です。 

 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 25 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５事業に対する審査を行

います。平成 25 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】  混合療育を考える会の視察状況を報告します。 

 【視察状況】 

１ 事業内容 



  出前びな・カンファランス 

２ 日時 

  平成 25 年２月 11 日（月）14 時～14 時 30 分 

３ 場所 

  派遣型子育て支援ワーカーズコレクティブ「ポケット」

４ 視察状況 

⑴ 講師１名、参加者８名の合計９名が参加。 

⑵ 参加者は子育て支援関係者等。 

⑶ 参加者が持ち寄った事例（子育て、虐待等）をもとに、

講師を中心に全体で話し合っていた。 

⑷ 意見交換が活発に行われ、目的意識の高さが伺えた。

(4)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】 審査要領を説明します。審査は「９項目の基準に基づく審

査」、「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。 

 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２枚により、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

点を行います。全団体の採点が終了後に、全委員で補助経費

の審査について審査を行います。 

 審査票の記入方法ですが、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。補助金額の審査については、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、最高点と最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



範囲内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 と金ネットワーク 

【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】  予算書を見ると、補助対象経費に教材作成費が 28,800 円と

あります。参加者会費 500 円を教材費に充てることはできな

いのでしょうか？ 

【発表団体】  申請の手引きによると、パンフレットや資料の作成費用も

補助対象経費に含まれていたため、申請しました。 

【委  員】  対象になることは承知していますが、受益者負担という観

点から、参加者が負担することでも良いのでは、と思われる

ため、可能性についてお伺いしています。 

【発表団体】  可能性はあります。 

【委  員】  個人会員は何名でしょうか。 

【発表団体】  今現在では 48 名です。 

【委  員】  今後の会員の拡大については、どのように考えていますか。



【発表団体】  会員を増やすことによって、ボランティア活動を拡大でき

ます。会員になる条件は、将棋のルールを知っていることと、

常識的な対局マナーが守れることのみです。ホームページや

イベントのパンフレット内で募集を行っており、増える傾向

にあります。また、初心者教室の参加者がレベルアップし、

会員になるケースもあります。 

【委  員】  市から受託されている事業はないのでしょうか。 

【発表団体】  えびなっこ名人戦は主催「海老名市」、協力「と金ネットワ

ーク」で開催されており、当団体は審判等の手伝いをしてい

ます。受託はしていません。その話は数年前からありました

が、まだ具体的に決まっていません。 

【委  員】  平成 24 年度はプロ棋士を３回呼んでいるのでしょうか。 

【発表団体】  例会にプロ棋士派遣を計３回行い、会員のレベルアップを

図りました。今年度は初心者教室にプロ棋士を派遣すること

を考えています。 

【委  員】  平成 24 年度の決算の支出に指導謝礼が 80,630 円とありま

すが、今年度予算のプロ棋士派遣料は 150,000 円とあります。

額が倍近くになっていますが、なぜでしょうか。 

【発表団体】  平成 24 年度のプロ棋士派遣は、計３回のうち１回を、将棋

連盟により無料で派遣することができた結果、その金額にな

りました。平成 25 年度は将棋連盟により無料で派遣すること

はできないことが確定しており、それに値上がり分も見込ん

だ結果、その金額で申請しています。 

【委  員】  値上がりも見込んで１回５万円ということでしょうか。 

【発表団体】  ５万円は最低ラインと考えてよいです。平成 24 年度の決算

にある金額は、知り合いの協力を得て実現できる値段です。 

【委 員 長】 これで、１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。 

② 生涯学習研究発表会実行委員会 

【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】  平成 24 年度の収入に寄付金 204,146 円とありますが、これ

はどのようなものでしょうか。 

【発表団体】  予算編成時、不足分を実行委員の中から個人の有志で寄付

いただいたものです。団体からも参加費を徴収しており、以

前は 1,000 円でしたが、平成 24 年度は 3,000 円としました。

すると、中には高すぎると、参加を見合わす団体もいました 

【委  員】  後援はあるのでしょうか。 

【発表団体】  公民館まつりのときは教育委員会から１回 60 万円、平成

17 年度からは 30 万円の補助がありました。平成 24 年度から

はなくなりました。その為、参加費を 3,000 円に上げ、また、

寄付による協力を仰ぎました。 

【委  員】  参加団体の拡大についてはどのように考えていますか。 

【発表団体】 過去に参加している団体の掘り起しを行う予定です。無料

で使用できた公民館が使えなくなり、さらに、発表会の参加

費が 3000 円となってしまうと、参加できない、という声を耳

にしますが、補助金を使用できることになれば、費用負担が

軽減され、参加団体が増えると考えます。 

【委  員】  文団連でも同様の発表会をしているようですが、どのよう

な関係でしょうか。 

【発表団体】  当実行委員会の発表会は、市が生涯学習を広める目的で始

まりました。文団連のものは趣味活動であるように思います。

【委  員】  会場を交流館に変更することは考えていないのでしょう

か。交流館を使用すれば、費用の軽減が図れると思います。 

【発表団体】  前回は文化会館の大ホールではなく小ホールを使用するこ

とで、費用の軽減を図りました。交流館についても検討はし

ましたが、参加者に高齢者が多いため、交通の便を考えると

文化会館の方が良いと考えています。 

【委  員】  場所を変えることによる参加者の拡大も考えられるので、

是非検討いただきたいと思います。 

【発表団体】

【委 員 長】 これで、２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。 

③ Sapling Music Park Ebina 



【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】  機材費購入の予算がかなり高額ですね。 

【発表団体】  駅でイベントを行う際には 120 万円相当の機材を使用して

発表していますが、その機材は個人のものを無償で持ち出し

している状態です。それを団体で持ちたいと考えています。

また、学校では年間予算が５万円程度ありますが、修理をす

るのにもお金がかかってしまいます。しっかりしたものを購

入することで参加したいと思う学生が増えると考えます。で

すので、補助金と団体の負担を合わせて購入したいと考えて

います。 

【委  員】  学校との関係はどのようになっていますか。 

【発表団体】  市内高校３校のうち、海老名高校以外、つまり、有馬高校

と中央農業高校は部活動の一環として活動しています。 

【委  員】  会員 16 名のうち海老名市民は６名と少ないですね。 

【発表団体】  市内３校の卒業生がメンバーとして残るため、卒業するこ

とで市外メンバーが増えたこともあります。ただし、現在、

高校生の実行委員を増やしており、申請書類には６名とあり

ますが、現在は５名増えています。 

【委  員】 海老名高校とはどのような関係なのでしょうか。 

【発表団体】 海老名高校は部活動の一環としての参加は許可されていま

せんが、有志での参加は問題ないと、先生から言われていま

す。 

【委  員】  前年度はライブビートストリートが補助を受けましたが、

関係はどのようになっていますか。 

【発表団体】  ライブビートストリートの考え方は「いい音楽を駅前に」

というもので、お金を出してミュージシャンを呼んだりもし

ています。当団体は高校生を主体とした活動を行っています。

活動内容は異なりますが、連携は取っており、一緒に駅前の

活性化を考えています。 

【委  員】  補助金は 10 月に行うコンテストに使うということでしょ



うか。 

【発表団体】  それに向けての準備金が大きなウェイトを占めています。

なお、コンテストについては、青年会議所や観光協会などの

組織とも連携をとっており、地元を盛り上げていこうとして

います。 

【委  員】  支出について、保険費、駐車場代、印刷費、全て前年より

上がっています。とくに保険費は 10 倍近くなっていますが、

なぜでしょうか。 

【発表団体】  費用は事業の規模が拡大するにつれて増えますので、見込

みで記載しています。 

【委  員】  動員数はどれくらいを考えていますか。 

【発表団体】  200 人を想定しています。通行人を含めれば述べ 700～800

人くらいになるかと思います。 

【委  員】  コンテスト開催費の 10 万円を抑えることはできないでし

ょうか。 

【発表団体】  エントリーした団体から参加費を負担いただくことを考え

ています。 

【委  員】  機材購入費についてはどうでしょうか。 

【発表団体】  イベントの際には自分は 80 万円相当のものを、また、別の

会員は 40 万円相当のものを無償提供しています。さらに学校

のドラムセットを借りたりもしています。機材購入には多額

の資金が必要ですが、補助金で少しでも工面できればと考え

ています。 

【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。 

④ 混合療育を考える会 

【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】  事業費の半分以上を補助金で占めていますが、補助金が支



払われなくなる次年度以降、予算についてどのように考えて

いますか。 

【発表団体】  参加者の意識が上がっていることから、負担いただくこと

をお願いするつもりです。また、カンファランスの会員の増

員もあるので、そこで賄う予定です。 

【委  員】  県からの委託があったとのことですが、金額が決算から見

えないのですが。 

【発表団体】  別会計としています。委託費は、ほぼ講師料に充てていま

す。 

【委  員】  市との連携はどのようになっていますか。 

【発表団体】  ここ数年、市に事業開催のお知らせやチラシの配布をして

います。理解は得られていますが、連携とまでは至っていま

せん。ただ、市の広報に載せたことや、交流館のイベントで

市民活動推進補助金を使用した事業の発表を行ったことで、

活動を広めることができました。 

【委  員】  市でも委託できるような事業があるのではないでしょう

か。 

【発表団体】  カンファランスについては子育て支援課や障がい福祉課に

声をかけています。事業を子育て支援者にもっと広め、市の

力を借りたいと思っており、支援のアピールは続けていくつ

もりです。 

【委  員】  県のコミカレ講座の参加者が、びなカンファランスの参加

者に繋がることもありますか。 

【発表団体】  カンファランスやひろばに、支援者として関わりたいとし

て、親子で来た方もいました。昨年度は親子３組がひろばに

参加いただき、カンファランスには４、５名いました。今年

度も、ひろばに４名、カンファランスに６名程、海老名に来

て、参加いただきました。 

【委 員 長】 これで、４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。 

⑤ 海老名セーフティー・ベリー協議会 

【委 員 長】  それでは、５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】  デザイン製作費と印刷費で 9 万円ということですね。他団

体との連携の中で、協力金をもらってはいないのですか。 

【発表団体】  ないです。 

【委  員】  自治会との連携はどのようになっていますか。自治会に協

力を仰いだりはしているのでしょうか。 

【発表団体】  各自治会で自主防犯団体をもっているところに対して、さ

らに協力を仰ぐことは難しいです。資料にある、国分南一丁

目自治会は、現在防犯活動を行っていなく、協力を仰いでい

ます。防犯活動を実施できていない自治会との連携をとって

いきたいと考えています。企業スポンサーにも声をかけてい

るところです。 

【委  員】  協議会が調整の場となっているということでしょうか？ 

【発表団体】  協議会が親組織で、各地区の組織が下部組織となっていま

す。実働は下部組織が行います。というのは、地域によりニ

ーズや活動の仕方が異なるので、それぞれが独立して活動で

きるようにです。協議会では取りまとめやＰＲを行います。 

【委  員】  防犯協会との連携はどのようになっていますか。 

【発表団体】  防犯協会や自治会から、若い世代へのアプローチの仕方が

分からない、と投げかけられています。当団体での活動を養

成期間とし、最終的には地域の自主防犯団体に入っていただ

くことを考えています。海老名警察署には、防犯だよりや自

治連だよりに当団体の活動を取り上げてもらっています。 

【委  員】  若い人を育てることも含め、自治会のやるべきことなので

はないでしょうか。 

【発表団体】  自治会は役員の高齢化が進み、若い団体との交流がもてず、

活動が縮小してしまっている状態です。 

【委  員】  印刷枚数が１万枚とありますが、その根拠は何でしょうか。

【発表団体】  市内小学生が平成 24 年４月１日時点で 7,486 名、中学生が

3381 名で、合わせて１万名程になります。その親をターゲッ

トに周知を進めたいと考えています。世帯で数えると１万は

いきませんので、余った分は防犯活動を行っていない自治会



の事業所に配り、活動を広めるつもりです。 

【委  員】  学校を通じて配るということでしょうか？ 

【発表団体】  はい。学校長を通じて配るつもりです。 

【委  員】  デザイン製作費というのは企業に任せるということでしょ

うか？ 

【発表団体】  見やすく分かりやすいイラストの入ったもので、周知を図

りたいと考えています。 

【委  員】 収入にある活動予算費１万円の根拠は何でしょうか。 

【発表団体】 立ち上げ時点で協力いただけるのは１社のみでした。次年

度以降は増えると思いますが、その１社に継続いただくこと

を想定した上で、最低ラインで記載しました。 

【委  員】 個人会員 150 人とありますが、この先はどのように考えて

いますか。 

【発表団体】  現在、国分南１丁目自治会で 40 名、城南信用金庫で 20～

30 人、入会希望者がいる状態です。今後は 300 名以上を想定

していますが、多い分には構わないと考えています。 

【委  員】 事務局を株式会社に運営委託しているというのはどういう

ことでしょうか？ 

【発表団体】  会社に場所と電話、インターネットを借りています。 

【委 員 長】  これで、５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、市

長に答申をし、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。 


