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平成 25 年度第２回海老名市市民活動推進委員会（議事録) 

１ 日 時 平成 25 年 11 月８日（金）15 時～16 時 20 分 

２ 場 所 えびな市民活動センター202 会議室 

３ 出席者 市民活動推進委員８名 

       三部委員、成瀬委員、天野委員、根岸委員、山田委員、 

内山委員、堀尾委員、勝田委員 

      事務局３名 

       鴨志田課長、出口主事、山田主事補 

４ 議題等 (1)平成 25 年度補助金交付団体事業視察について 

      (2)平成 26 年度市民活動推進補助金について 

       ・平成 26 年度市民活動推進補助金スケジュールについて 

       ・平成 26 年度市民活動推進補助金制度の改善について 

       ・平成 26 年度市民活動推進補助金申請団体募集について 

      (3)第３期市民活動推進委員の募集について 

５ 会議の状況 

１ 開会 

【事務局】 本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとう

ございます。これより第２回海老名市市民活動推進委員会を

開催いたします。それでは開会にあたり、三部委員長より、

ごあいさつをお願いします。 

【委員長】 こんにちは。本日２回目の市民活動推進委員会が開催され

ました。１２月から補助金申請団体の募集が始まりますので、

本日は審査方法の確認、あるいは制度の改善について話し合

いたいと思っておりますので、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。 
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２ 議題 

（１）平成 25 年度補助金交付団体事業視察について 

【委員長】 議題１、平成 25 年度補助金交付団体事業視察について、事

務局より説明をお願いします。 

【事務局】 （事務局より説明） 

【委員長】 ただいま事務局より、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】 （発言なし）

（２）平成 26 年度市民活動推進補助金について（平成 26 年度市民活動推進
補助金スケジュール）

【委員長】 議題２、平成 26 年度市民活動推進補助金についての１点目
「平成 26 年度市民活動推進補助金スケジュール」について、
事務局より説明をお願いします。

【事務局】 （事務局より説明） 

【委員長】 ただいま事務局より、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】  ６月の市民活動推進補助金制度説明会には、何名の参加が

ありましたか。

【事務局】 ５０名程の参加がありました。

【委員長】 その他に意見がありましたら、お願いします。 

【委 員】 （発言なし）
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平成 26 年度市民活動推進補助金について（平成 26 年度市民活動推進補助
金制度の改善）

【委員長】 議題２、平成 26 年度市民活動推進補助金についての２点目
「平成 26 年度市民活動推進補助金制度の改善」について、事
務局より説明をお願いします。

【事務局】 （事務局より説明） 

【委員長】 ただいま事務局より、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】 発展編は合計３回の補助を受けることができますが、２年

連続補助を受けた後、間を置いて残りの１年の交付を受けた

団体はいますか。

【事務局】 ２３年・２４年と連続して補助を受けて、２５年は申請し

ていない団体は存在しますが、間を置いて申請してきた団体

は現時点で存在しません。

【委 員】 そのような申請は可能ですか。

【事務局】 可能です。要綱には「既に補助を受けた事業について、２

回まで再度申請することができる」と書いてありますので、

連続３回受けてもそれ以外の方法であっても補助を受けるこ

とは可能ということになります。

【委 員】 逆に連続３回の規定がないからといって、５年以上間が空

いてしまうのも問題があると思います。

それによっては、期間の規定を設けることも考える必要が

あるのではないでしょうか。

【事務局】 連続で申請しなければならないとの規定はないので、団体

がそれを受けて発展していくならば、見直しの期間があって

も団体にとっては良いことだと思います。

しかし、あまりに期間が空いているようでしたら、審査の

際その件に関して質問する必要もあるかと思います。
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【委 員】 書類審査の際、点数で評価するという改善案に関してです

が、今まで使用していた項目に点数をつけるにしても、団体

の資格要件項目の「市民活動団体であるか」「団体の規約や役

員名簿があるか」など、５段階評価を付けるのが難しい項目

もありますが。

【事務局】 団体の資格要件はクリアしていなければ申請できない要件

なので、基本５か０の２択になると考えます。

【委 員】 確かに団体の資格要件にクリアしていない項目があれば、

一次審査へ進む資格はないと思います。

申請する際、最低限基準をクリアしているかを評価すると

いうことですね。

【事務局】  そうです。審査項目については、評価しやすい項目を考え、

改めてご提示したいと思います。

【委員長】 プレゼンの時間を増やすことに関してはいかがですか。時

間を増やすことにより、団体についてより詳しく知ることが

できると思いますが。

【委 員】 よいです。

【委員長】 事後調査を行うことに関してはいかがですか。

以前委員会でもあったように、補助金交付後どのように団

体が成長したか等、交付後のフォローについては考える必要

があると思います。

【委 員】 補助金が適切に使われているか確認するためにも事後調査

は必要だと思います。

【事務局】 それでは事後調査を行う方向で、これから確認用の項目な

ども提案したいと思います。

【委員長】 その他に意見がありましたら、お願いします。 



5 

【委 員】 （発言なし） 

平成 26 年度市民活動推進補助金について（平成 26 年度市民活動推進補助
金申請団体募集）

【委員長】 議題２、平成 26 年度市民活動推進補助金についての３点目
「平成 26 年度市民活動推進補助金申請団体募集」について、
事務局より説明をお願いします。

【事務局】 （事務局より説明） 

【委員長】 ただいま事務局より、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】 補助金の交付回数の欄に、「同一事業を３回まで」と書いて

ありますが、同一事業という表現が分かりにくいと思います。

【事務局】 同一事業を３回まで申請できるということは、事業名は同

一で構いませんが、事業内容については前年度よりも内容を

発展させてほしいということです。前年度よりも事業内容に

発展性がなければ点数は下がってしまいます。

【委 員】 この書き方では、同じ事業内容で毎年３回補助を交付でき

ると誤解を招いてしまうのではないでしょうか。「同一事業を

３回までに限る」の文章の「同一事業」を削除した方が誤解

を招かない表現だと思います。

【事務局】 誤解を招かないよう表現を工夫します。

【委 員】 講師を招いて勉強して得たことを生かし、２年目に新たな

事業を始められたことも発展という意味であり、１年目では

講師を１人招いたが、２年目には３人招くことができたこと

も発展という意味合いになります。

そのため、同一事業かそうでないか判断するにも難しい部

分があります。
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【委 員】 補助金について説明する際、３回まで申請することが可能

ですが、より発展性が求められていることを説明する必要も

あるのではないでしょうか。

【委 員】 「一事業に対して３回交付する」というより、「一団体につ

き３回交付する」と表現を変えた方がよいのではないでしょ

うか。

【事務局】 要綱には、「補助を受けた事業について２回まで申請するこ

とができる」と書いてあります。

【委 員】 審査項目に、「今年度内に実施する事業であるか」との項目

がありますが、つまり申請する事業は今年度中に終わる事業

でなくてはならないという意味になります。つまり翌年は別

の事業で申請しなくてはならないということになります。

【委 員】 団体にヒアリングを行う際に、来年度はどの程度発展した

事業を行うか聞いてみるのはどうでしょう。

【事務局】 表現や説明方法に関しては、意見を参考に考えたいと思い

ます。

【委 員】 二次審査の発表方法に関してですが、「申請団体が同委員会

にアピールするために作成した A4 判で１～２ページの資料
により行って下さい。」と書いてあります。そのあとに「資料

は手書きでもパソコンでも構いません」と書いてありますが。

【事務局】 委員に提出する資料は A4 判１～２ページで変わりありま
せんが、手書きでもパソコンで作成しても構わないというこ

とです。発表方法に関しては自由形式としますので、委員会

に提出した A4 判１～２ページの資料のほかに発表用の資料
を用意していただいても構いません。

【委 員】 活動中の保険についてですが、例えばスポーツ事業中に予

期せぬ事故が起こってしまった場合、主催者側も参加者側も

補償されるということですか。
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【事務局】 市民活動補償制度は、主催者側の指導者などは対象になり

ますが、参加者に対して補償することはできません。主催者

側の関係者に対して補償されるものと考えてください。

しかし同じ参加とはいえ、例えば自治会の草刈りなどで作

業している方は、全員対象になります。

【委 員】 例えばスポーツ事業であればそういった場合参加者にスポ

ーツ保険を掛ける必要があるということですね。

【事務局】 その必要があります。

【委員長】 書類審査に関しては、申請団体が多いケースを考え、個人

情報等を消して委員に事前送付することも案としてあります

が、当日配布して審査する方向でよろしいですか。

【委 員】 その方が安心です。

【委員長】 その他に意見がありましたら、お願いします。 

【委 員】 （発言なし） 

（２）第３期市民活動推進委員の募集について

【委員長】 議題３、第３期市民活動推進委員の募集について、事務局

より説明をお願いします。 

【事務局】 （事務局より説明） 

【委員長】 ただいま事務局より、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】 小論文のテーマは前回と同じですか。

【事務局】 はい、他にテーマ案があれば、アイデアを頂戴したいです。

【委員長】 その他になにかございますか。
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【委 員】 （発言なし）

【委員長】  以上で、議題がすべて終了しました。

ここで、進行を事務局に返します。

【事務局】 みなさま、お疲れ様でした。第２回の委員会は、これにて

終了いたします。

次回の委員会は２月３日（月）開催予定で、書類審査を行

います。本日は、ありがとうございました。


