
会議等名 平成 25 年度第３回海老名市市民活動推進委員会 

日  時 平成 26 年２月７日（金）９：30～13：30 

場  所 海老名市役所３階政策審議室 

出 席 者 委 員：三部委員長、天野副委員長、成瀬委員、根岸委員、内山委員、

堀尾委員、勝田委員（欠席：山田委員） 

事務局：市民協働部 井上部長、小山次長（部次長は諮問のみ） 

市民活動推進課 鴨志田課長、高田係長、山田主事補、 

向後主事補 

（傍聴者なし） 

概 要： 

１ 開会（進行 事務局） 

２ 諮問 

 市長より、市民活動推進委員会へ諮問 

３ 挨拶 

 内野市長挨拶 

 三部委員長挨拶 

４ 報告 

 ⑴平成 25 年度市民活動推進補助金交付団体の視察報告 

  ①と金ネットワーク 

  ②混合療育を考える会 

 ⑵今後の視察スケジュールについて 

５ 議題（進行 三部委員長） 

 平成 26 年度市民活動推進補助金交付申請の書類審査 

⑴申請団体の資格要件について 

 事務局で事前に資格要件を審査した結果、いずれの団体も全ての項目を満たしてお

り、要件を満たしていることを報告。 

⑵審査方法について 

  各委員で「公益性」「自主性」「自立性」「計画性」「発展性」「地域性」から成る 12 

項目について審査を行い、各項目５段階で評価する（60 点満点）。 

36 点を最低基準とし、全ての委員の得点が 36 点以上の団体を一次審査通過とする。

 ⑶申請状況について 

  募集期間  ：12 月２日（月）～１月 31 日（金） 

  申請団体  ：10 団体（入門編３団体・発展編７団体） 

  合計申請額 ：205 万７千円 

  予算額(予定)：170 万円 



 ⑷書類審査 

①海老名女性支援電話「そよ風」 

 区  分：発展編 

事業名称：アスペルガー、アズ直子講演会 

（私が見つけた人とうまくいく 30 のルール） 

申 請 額：２０５，０００円 

事業内容：発達障がいへの理解と、生きづらい現代社会でのコミュニケーション能力の

学習 

＜質疑等＞ 

（委 員）団体の日常の活動である「女性相談」と、申請事業である「アスペルガー症候

群」との関係はどのようなものか。 

（事務局）女性相談の中で、アスペルガー症候群に関する相談などを受けることがあるの

ではないか。 

（委 員）発達障害によるＤＶというものもあるため、そのような関連性も考えられる。

（委 員）平成 23 年度補助分の申請時には個人会員が８名だったものが、現在では 20 名

に増えている。23 年度の補助金の成果として、会員増という部分では団体の

成長が見られるが、事業内容について、どのように発展しているのかが、この

申請書だけでは分からない。 

（委 員）前回は収入に参加費を計上していたが、今回は補助金のみで、参加費をとって

いない。規約を見ると会費をとっているが、なぜ計上されていないのか。 

（委 員）この事業の収支のみの記載なのであろう。 

（委 員）今回講師謝礼が前回よりも高額になっている。補助金を充当することは問題な

いが、自助努力も必要だと思う。 

（委 員）定員 50 名は少ないように思う。 

（委 員）これまでの事業からの発展があり、期待できる内容であるため、応援したい。

②マイマイ企画

 区  分：発展

事業名称：えび～にゃ杯シニア歌自慢フェスタ

申 請 額：３００，０００円

事業内容：シニア世代を対象とした歌自慢フェスタの開催

＜質疑等＞

（委 員）拡充した内容として「参加者を大幅に増やす」とあるが、観覧者を増やしたい

ということか。

（事務局）平成 25年度の活動実績として、「歌シニア 30人、観覧者 20～40名」とあり
今回申請事業が「出場者 30名、観覧者 100名」とあるので、観覧者を 100名
に増やしたいということであろう。



（委 員）出場者 30名はどのように選ぶのか。
（事務局）希望者の先着順であり、定員を超えたら次回のイベントで優先的に出場できる

と聞いている。

（委 員）カラオケ機器一式で５万円がかかっている。交流館で実施することで費用が抑

えられるか。

（事務局）交流館には音響設備はあるが、カラオケの機能はない。

（委 員）25年度の収入の「助成金・補助金」欄に 175,870円とあるのは何か。
（事務局）このイベントに賛同する方からの寄付金と聞いている。

（委 員）収支予算書を見ると、「優勝 5,000円、準優勝 3,000円…」と書かれている。
賞金を出すということか。

（委 員）その金額分の景品ということではないか。

（委 員）今年度のイベントのチラシを見ると、賞金を出している。市民活動としては相

応しくないのでは。

（委 員）レッスンスタジオを運営する団体によるイベントの開催のため、営業活動のよ

うにも見える。

③ＮＰＯ法人住宅購入サポートセンター

 区  分：入門

事業名称：住宅購入基礎知識セミナー

申 請 額：１００，０００円

事業内容：セミナーの開催、事業主の紹介

＜質疑等＞

（委 員）事業内容に「相談者のニーズに合った事業主を紹介する」とあるが、これは

市民活動というより、斡旋事業のように見える。

（委 員）企業でも住宅購入のセミナーを開催しているが、それとの違いが、この申請書

からは読み取れない。

（委 員）収支予算書の内容が少し大雑把なように思える。今年度に３回セミナーを開催

しているようなので、もっと具体的に記載できるのでは。

（委 員）補助金を使う姿勢として、もう少し慎重に計画していただきたい。

④生きがい発見塾

区  分：発展

事業名称：すてきな仲間づくり相談会

申 請 額：１７０，０００円

事業内容：相談会の実施、体験教室、ボランティアバンクとの提携、海老名市行事参加

＜質疑等＞

（委 員）昨年度の書類審査において、生涯学習研究発表会と連携したら良いのではない

か、という意見が委員からあがったが、連携はないということか。



（事務局）それぞれの団体で目的や目指すところが違うため、連携は難しいと思われる。

（委 員）申請書だけでは、会員数 3,518名の算出根拠が見えてこないが、参加サークル
75団体の合計人数ということか。

（委 員）団体規約には、「相談会参加費 1,000円」と書いてあるが、申請事業の相談会
参加費は 1,200円となっている。相談会参加費が 1,200円に変更されたとすれ
ば規約改正を行うべきではないか。もしくは申請事業のみ参加費が 1,200円で
あるということなのか。

（委 員）会場費に文化会館以外に交流館や福祉会館の記載があるが、相談会のイベント

が行われるのは１回ではないのか。

（事務局）相談会に向けての打ち合わせ等の会場についての記載かと思われる。

（委 員）還暦を迎える人が毎年４千人を超える現在、このような事業はぜひ推進したい。

⑤NPO法人 Newlife Charity Organization
区  分：発展

事業名称：Newlife Special Event(新しい生活への特別なイベント) 
申 請 額：９０，０００円

事業内容：生きる目的を失った方々のためのセミナー、

海老名市に在住するアフリカ系の方々に対する理解を深めるセミナー

＜質疑等＞

（委 員）事業目的にある、理解を深めてもらう対象を、アフリカ系の人々だけでなく外

国人全体としたら、対象が広くなり良いと思う。海老名市内には、特にアジア

系の人々が多いと認識している。

（委 員）事業実施体制に「特別なスタッフ 10名」とあるが、どのようなスタッフなの
か。会員名簿は 20名とある。

（委 員）収入の会費に 30,000円とあるが、会員は 10名で、年会費は正会員 12,000円、
賛助会員 3,000円とある。全て賛助会員ということか。

（委 員）海老名市の現状や、どのようにして自殺を阻止するか、また、講師予定者の大

学教授について、名前など、もう少し具体的に明記して欲しい。

（委 員）生活困窮者の支援事業として、支援者向けのセミナーというものはよくあるが

当事者向けの事業は難しいものだと考える。

（委 員）対象人数 80名～120名とあるが、これだけの人数を集めるのは難しいように
思う。どのように募集を行うのか知りたい。

（委 員）事業の計画について、どのように考えているのかもっと明確な説明が欲しい。

⑥えびなパソコンサポートボランティア

区  分：発展

事業名称：パソコン利用の応援団

申 請 額：１９２，０００円

事業内容：平成２５年度の支援内容がより生活に生かせるよう、内容を充実させ、



利用者を増やす。

      パソコン体験コーナー、パソコンサポートコーナー、相談コーナー

＜質疑等＞

（委 員）前年度の決算状況にある社協からの助成金について、来年度は無いということ

でよいか。

（事務局）そのように団体に確認している。

（委 員）会員数だけを見ると会員が固定化しているように見える。

（委 員）入場料はもう少し高くてもいいのではないか。

（委 員）パソコン機材は今後ずっと使っていけるものであり、団体の日常的な利用にも

使えるものであるため、補助の対象外になるのでは。

（委 員）パソコンは持参するのが原則ではないかと思う。

（委 員）パソコン機材購入については、レンタルで対応できないか伺いたい。

（委 員）通信費については詳細が不明確なので、確認したい。

（委 員）良い事業なので、応援したい。

⑦海老名おうまのおやこ合唱団

 区  分：入門

事業名称：合唱組曲「とべないホタル」バレエ・ダンス付

申 請 額：１００，０００円

事業内容：合唱組曲「とべないホタル」上映

＜質疑等＞

（委 員）団体が参加者を募集して、練習の成果を発表するとのことだが、これは合唱サ

ークルの活動であり、公益性に欠けるように思う。

（委 員）参加者は、チラシで広く募集するようである。

（委 員）事業を実施することによる効果として、親子や友達と歌うことにより、心を育

み、学校や地域を心おだやかな場所にするとのことだが、それぞれ色は違うに

せよ、同じような想いで活動している団体は他にも存在する。

（委 員）これだけでは公益性の面が弱く、もう一工夫必要だと思う。

⑧Sapling Music Park Ebina 
 区  分：発展

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）

申 請 額：３００，０００円

事業内容：年４～６回のライブイベントの開催、「ビナフェス」オリジナルコンテスト

の開催、中央公園の円形ステージと市内高校を中心に活動発表、世代を超え

た活動（アマチュアバンド・ダンスチーム・ジャズバンド・ブラスバンド・

コーラス等）



＜質疑等＞

（委 員）収入の「謝礼」とはどこから出るものか。

（事務局）社協より支払われるものだと確認している。社協主催のイベントとして平成

25年 12月 23日に開催された「ふれあい交流会」に団体が参加している。
（委 員）昨年に引き続き、若者に頑張ってもらいたい。

（委 員）音響機材については、団体の日常的な利用にも使うことができるものである。

レンタルすることで対応できないか伺いたい。

⑨公民館まつり実行委員会

 区  分：発展

事業名称：公民館まつり

申 請 額：３００，０００円

事業内容：サークルの活動発表の場を設置

＜質疑等＞

（委 員）なぜ団体名が変更されたのかが気になる。

（委 員）ずっと公民館を使ってきた方が多いので、思い入れがあるのではないか。

（委 員）えびな市民活動センターでの開催を視野に入れることはできないのか。

（事務局）参加者には高齢の方が多く、交通の便を考えると文化会館の開催が望ましいと

のこと。

（委 員）活動の場を変えることで、新たな広がりを期待できるのではないかと思う。

（委 員）参加費が 3,000円から 1,000円に下がっているが、1,000円だと下げすぎでは
ないか。2,000円がちょうどいいように思う。

⑩日米国際教育文化協会

 区  分：発展

事業名称：グローバル教育推進プロジェクト“英語を学び隊（学びたい）”

申 請 額：３００，０００円

事業内容；親子でバイリンガルをめざそう、専門分化特化クラス、大人のための英語他

＜質疑等＞

（委 員）申請書を見る限りだと、市民活動というより英語教室のように見え、公益性に

欠けるように思う。

（委 員）規約の内容も、市民活動団体としては違和感がある。

 ⑸集計結果

  書類審査を通過した団体

①申請番号１ 海老名女性支援電話「そよ風」



②申請番号４ 生きがい発見塾

③申請番号６ えびなパソコンサポートボランティア

④申請番号８ Sapling Music Park Ebina 
⑤申請番号９ 公民館まつり実行委員会

６ 閉会（進行：事務局）

 今後のスケジュール説明

 二次審査：平成２６年３月８日（土）９時３０分～

      えびな市民活動センター交流館３０１～３０３会議室

 最終答申：別途調整

以  上


