
会議名 平成 26年度第４回海老名市市民活動推進委員会
日 時 平成 27年３月 21日（土） 9：45～15：30 
場 所 海老名市役所７０３会議室（プレゼンテーション会場）

出席者

市民活動推進委員会委員８名 

 三部委員長、天野委員、成瀬委員、内山委員、堀尾委員 

 勝田委員、根岸委員、遠藤委員 

事務局４名 

 石井課長、高田係長、出口主事、藤田主事補 

会議概要

１ 開会（進行 事務局）

２ 委員長挨拶

 三部委員長

３ 議題

（１）平成 26年度補助金交付団体の視察結果を報告
   平成 27年２月 28日に実施した「公民館まつり」事業の視察結果を報告

（２）プレゼンテーション審査方法について

   ９項目について各５点満点で評価を行う。「公益性」の項目については得点を２倍し、合計

  で 50点満点とする。各委員が各団体に対して行った採点結果のうち、最高点と最低点を除い
  た推進委員６名の平均点を算出し、合否を決める。30点以上を補助の対象とし、30点未満は
  補助の対象外とする。

（３）プレゼンテーション審査

 ① 生きがい発見塾

  区 分：発展編

  事業名称：すてきな仲間づくり相談会

  申 請 額：２５０，０００円

  事業内容：市民とサークル活動者のセッションを行う。また、体験教室を実施し、団体 PRの
       援助を行う。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）規約上では事業の参加費として 1,000円との記載があるが、収支予算書では参加費
      が 1,200円とある。どういうことか。
  （団体）値上げしたい気持ちもあるが、参加団体とって値上げは抵抗があり、1,000円で実施
      する予定である。



  （委員）予算書なので、実際の数字を記入してほしい。1,200円ではなく、1,000円で運用す
      るとなると、予想する収入に届かず、不足費用が発生するが、どうするのか。

  （団体）その場合は、前年の繰越金を不足分に充てる。

  （委員）昨年は補助金額が 170,000円だったが、今年は 250,000円を申請している。増額分
      はどのような費用に充てるのか。

  （団体）相談会に付随する体験教室（ミニ相談会）を実施する費用に充てる。

  （委員）体験教室にもかなりの費用がかかるようだが、参加費はとらないのか。

  （団体）将来的に自立していくため、生きがい発見塾の会員になってもらえる団体をみつけた

      い。体験教室にかかる費用を生きがい発見塾が負担することで、会員になってもらえ

      る団体が増えると考えている。

  ＜審査終了、委員は採点を実施＞

 ② Sapling Music Park Ebina 
  区 分：発展編

事業名称：市内３高校の在校性、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実施や駅西側への参画を推進する。世代やジャンル

を超えた団体相互の連携、協業によるイベント開催や参画を進める。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）過去の補助金交付団体である「ライブ ビート ストリート」との関連はあるか。

  （団体）駅前での合同ライブや、ジャズ演奏のサポート実績がある。

  （委員）大学進学の実績及び高校での単位取得について説明してもらいたい。

  （団体）Saplingでの活動が、ボランティア活動の実績として高校で認められ、単位をもらえ
      ることになった。また、Saplingでの活動を自己 PRとして大学に推薦合格した生徒
      がいる。

  （委員）予算書を見ていると、事業費の半分以上を補助金が占めている状況にある。今後、ど

      のように自立していくのか。

  （団体）年々決算額も増えてきており、お金の出入りが多くなってきている。また高校の文化

      祭や市内においても音響依頼があり、そういった活動から収入を増やしていきたいと

      考えている。

  （委員）団体の会計監査はどうなっているのか。

  （団体）会計報告書を作り、実行委員会内で承認してもらっている。

  （委員）団体で扱うお金が増えてきているので、規約に書かれているとおりに会計監事は置い

      たほうがよい。会計報告を実行委員で確認し、了承を得たというのは通じない。自立

      していくために、適正な会計管理を期待する。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞



 ③ 公民館まつり実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：公民館まつり

  申 請 額：３００，０００円

  事業内容：公民館まつりの開催。講演会・クイズラリー・体験コーナー、発表・演奏、展示な

       ど、市内各種サークルが一堂に会して、活動の発表を行う。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）昨年と比べると、先日の事業では参加団体が少なかったようだが。

  （団体）各団体の人数や自立していく団体が増えてきたこともあり、展示団体は減少傾向にある。

  （委員）個人会員が 500人との記載があるが、詳細を説明してもらいたい。
  （団体）当実行委員会は、協力いただける団体に会員となってもらっており、その団体の構成人数

      の合計を書かせていただいた。会員となった団体からは参加費は取れるが、個人会員から

      は参加費は取れない。

  （委員）収支予算を見ていると、事業費の大部分を補助金で補おうとしている。補助金がなくなっ

      てしまった後は、どのように考えているか。

  （団体）今後については検討中。現段階では判断できない。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ④ えびなパソコンサポートボランティア

  区 分：発展編

  事業名称：パソコン利用のサポート

  申 請 額：１８０，０００円

  事業内容：パソコン学習会、パソコンプラザの開催。主に高齢者や障がい者を対象とした個別

       のパソコン指導を行う。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）社会福祉協議会から補助金は出ているのか。

  （団体）今回申請している事業に対しては、補助金はもらっていない。

  （委員）収支予算書には会費 2,000円×人数と書いているが、規約では会費 1,000円となって
      いる。どういうことか。

  （団体）来年は会費を 2,000円に上げる予定である。
  （委員）規約上では、事務所が社会福祉協議会ボランティアセンターとあるが、活動拠点の間

      違いではないか。

  （団体）事務所という標記は間違いなので、修正する。

  （委員）決算書類で、親睦会費とあるが、使途はどのようなものか。



  （団体）会合の中で使用するお茶や食事代である。

  （委員）活動費として親睦会費が計上されているのは、修正したほうがよい。

      本来ならば、親睦会費は個々の支出とすべきである。

  （団体）そのようにする。

  （委員）交通費とは、どのような時に発生するのか。

  （団体）訪問サポートや会議、研修に参加する時に発生する。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ⑤ リーベン

  区 分：入門編

  事業名称：「リーベンカンファランス」「リーベンスキルアップ講座」

  申 請 額：１００，０００円

  事業内容：学童保育ケースの事例検討会（カンファランス）

       市内学童保育指導員、保護者、その他関心のある方への講演会（スキルアップ講座）

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）会員から会費を取っていないが、団体をどのように運営していくのか。

  （団体）会費としては取っていないが、カンファランスの開催時には、参加者から 500円を
      取っている。また、スキルアップ講座の開催時にも料金を徴収することを検討してい

      る。

  （委員）学童保育指導員の資格や、海老名市内の指導員人数などの詳細は分かるか。

  （団体）学童保育指導員という資格はないが、条例で整備が進んでいる。市内に学童が２２カ

      所あり、人数は学童保育指導員、パートなどが混在しているため、正確な数字は把握

      できていない。女性のみでなく、男性もおり、年齢も様々いる。

  （委員）市内に２２カ所あるとのことだが、今までネットワークは出来ていなかったのか。

  （団体）全体として活動している部分もあるが、そうではない部分もある。

      研修なども、全員参加ができる形で実施するのが理想だが、実際はなかかな難しい。

      学童は民設民営という考えがあったが、近年は市から支援してもらえるようになって

      きており、研修の機会もできた。しかし、スケジュールが合わないことも多い。

  （委員）報酬はどの程度あるのか。

  （団体）報酬はとても少ない。報酬については、学童の保護者の方や市から補助が出ている。

  （委員）学童保育については、市のどこが窓口となるのか。

  （団体）教育委員会が窓口となる。

  （委員）過去の補助金の対象となっていた、「混合療育を考える会」とのつながりはあるのか。

  （団体）「混合療育を考える会」の方に、指導者としてカンファランスへ来てもらっている。

      カンファランスのことについて最初は良く分からなかったので、指導してもらった。

  （委員）実際の事例を元にカンファランスを行うことがあると思うが、守秘義務についてはど

      のように対応しているか。



  （団体）誓約書を書いてもらい、絶対に口外しないような体制を取っている。資料やメモした

      用紙についても回収している。

  （委員）今後、会員を増やしていく手段を考えているか。

  （団体）市の関係機関とも相談しながら、支援してくれる人たちを探していきたい。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ⑥ 国際ソロプチミスト海老名

  区 分：発展編

  事業名称：ソロプチミスト花壇の手入れ

  申 請 額：１５０，０００円

  事業内容：市内花壇の手入れ。花苗の植付、育成、除草等の管理を行う。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）４年程前から花壇の運営をしているが、なぜ今回補助金の申請をしたのか。団体とし

      て資金を多く持っているように見えるが。

  （団体）当団体は、トータルとしては大きな会計を持っているが、たくさんの事業や寄附をし

      ており、１つ１つの事業はとても少ない事業費で実施している。

  （委員）限定された地域の花壇であるため、公益性の点で弱い印象を受ける。

  （委員）規約には、外部からの資金について受け取らない旨の記載があるが、問題ないか。

  （団体）当団体は、奉仕活動に使用するものと、団体の会員で使用するもので会計を分けてい

      る。この条文は、寄附金や補助金を団体の会員のために使用してはならないという意

      味であり、今回は奉仕活動の補助金としての申請であるため、問題はない。

  （委員）隣接する森の楽校の花壇と連携は取れないのか。

  （団体）今まで内部でそのような案は出てこなかった。参考にさせていただき、今後団体内でそう

      いった意見が出てくるようであれば、検討させていただく。

  （委員）市に寄附しているようだが、寄附をしていて補助金をもらうというのはおかしな関係では

      ないか。

  （団体）「寄附をする」ということも団体の事業の一つである。そのため、「寄附」と事業のための

     「補助金」は別々の関係と捉えている。

  （委員）高校生に協力を要請するとあるが、どのような方法を考えているか。

  （団体）花壇の手入れの作業を手伝ってもらいたいと思っている。

  （委員）繰越金の金額も多いようだが、その中で事業を実施できないものか。

  （団体）上部組織へ入れる費用が高額であり、地域活動へ回せる費用が少ないのが現状である。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞



 ⑦ 福島と海老名の子ども交流実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：2015年夏福島と海老名の子ども交流キャンプ
  申 請 額：３００，０００円

  事業内容：福島と海老名の子ども交流を目的としたキャンプを市内のお寺で実施。

       今年は 2013年、2014年の参加者を招いての同窓会を実施する。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）福島とあるが、南相馬市の子どもがメインとなるのか。

  （団体）南相馬市に「子どもの翼」という団体があり、この団体が全国各地へ子どもたちを保

      養させる活動をしている。この団体を窓口として我々の活動が始まった。我々以外に

      も南相馬市の子どもたちを、保養を目的として受け入れている団体があるが、子ども

      同士の交流を目的とした団体は我々以外にないと聞いている。

  （委員）同窓会の事業費として今回の補助金申請があるようだが、同窓会の予算内訳がよく見

      えないので、説明が欲しい。

      →団体より予算について補足説明が入る。

  （委員）同窓会は毎年企画するのか。

  （団体）同窓会は毎年ではなく、２～３年の間隔で実施したいと考えている。毎年実施する予

      定の事業としては夏の寺子屋キャンプがあり、同窓会は寺子屋キャンプを成功させる

      ための事業でもある。

  （委員）市との関係はどうなっているか。

  （団体）市からは、教育委員会、海老名市、社会福祉協議会から名義後援を受けている。

      資金はもらっていない。

  （委員）事業実施後に冊子を作っているようだが、高額な費用を使っているように見える。冊

      子の費用を別のことに回したらどうか。

  （団体）冊子については、どのような形にするか毎年協議を行っている。団体として活動を継

      続させていくために、ある程度のお金を残していく必要もあるので、今年度どのよう

      な形式で発行するかは協議の上で決定していく。

  （委員）事業内容を見ていると、福島の子どもたちに恩恵があるように思えるが、海老名市の

      子どもたちには、どのような利益があると考えているか。

  （団体）交流を踏まえ、放射能や原子力発電、避難所生活や震災当時の話などを聞く機会があ

      り、海老名の子どもたちも成長している実感はある。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ⑧ 『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：親子で体験！えびなっ子わくわくフェスタ 2015 
  申 請 額：３００，０００円



  事業内容：市内の小学校の体育館など宿泊可能な施設で１泊２日の防災キャンプを実施。

       迷路や肝試し、炊き出し、ドラム缶風呂などのイベントを体験する。

  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）寝具のレンタルについてだが、参加者自身で毛布や寝袋を持ってくることはできない

      のか。

  （団体）本当の災害時に備えて、出来るだけ危機的状況を体験してもらったほうが良いとの考

      えから、こちらで準備する寝袋を使用してもらうことを選択した。

  （委員）ドラム缶はいくつ購入予定か。

  （団体）運営している学童保育で１つ手持ちがあるため、もう１つの購入を考えている。

      参加者全員がドラム缶風呂に入るわけではないので、２つで足りる予想である。

      女性は基本的に入らない。

  （委員）当初 200人の参加予定から 100人にするとのことだが、そうすると計上している予
      算も少し減るということか。

  （団体）多少減る見込みはあるが、大量に頼んでいるため割引も大きかった。発注数が減ると

      割引率も下がるため、単純に予算が半分で済むということではない。例えば寝具代は

180,000円で申請を出したが、130,000円前後になると予想している。
  （委員）単発で終わってしまう事業ではないか確認したい。提出してもらった規約では解散に

      ついての記載があるが、解散も前提ということか。

  （団体）団体の設立に詳しい方にアドバイスいただいたもので、解散は全く考えていない。む

      しろ、もっと発展させていきたいと考えている。

  （委員）今回の申請では、事業費のほとんどが補助金として計画されているが、自立について

      はどのように考えているか。

  （団体）ドラム缶や段ボール迷路などは、１度購入すればしばらく使用できる。初年度で揃え

      なければならないものがあるため、今年は高額な事業費となるが、次年度は費用を抑

      えて実施できると見込んでいる。

  （委員）海老名青年会議所が、３月末に避難所体験イベントを実施する予定だが、承知してい

      るか。

  （団体）参加はできないが、事業の様子は見学しようと考えている。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ⑨ 公益社団法人 海老名青年会議所

  区 分：発展編

  事業名称：わくわくキッズ！！お仕事フェスティバル

  申 請 額：３００，０００円

  事業内容：お仕事ブースを複数設置し、子ども達にそれぞれの仕事を体験してもらう。体験後

       は会場内でのみ使用できる通貨を給料として支給し、買い物やゲームができるよう

       にする。夢カードに夢を書いてもらい、５年後に自宅に届くようにする。



  ＜発表団体より申請事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）申請事業は今年で何回目か。

  （団体）今年で３回目となる。

  （委員）今まで補助金の申請がなかったのはなぜか。今まで通り実施すれば補助金は必要ない

      ということではないか。

  （団体）昨年よりも事業規模を拡大させようと考えている。また、会員数も減少傾向にあるた

      め、事業費もなかなか集まりにくい状況にある。

  （委員）民間でこのようなお仕事体験をして、施設内で使用できる通貨を給料としてもらうイ

      ベントを実施しているところがあるが、似たようなものか。

  （団体）そのとおり。

  （委員）８月を開催時期に選んだのは理由があるか。

  （団体）夏休み中であり、またお盆が終わった後で、子どもたちの自由研究として活用しても

      らえるという狙いもある。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ＜全団体のプレゼンテーション終了。事務局は採点結果を集計＞

（４）審査まとめ

   補助金交付対象となった団体

   ①生きがい発見塾

   ②Sapling Music Park Ebina 
   ③えびなパソコンサポートボランティア

   ④リーベン

   ⑤福島と海老名の子ども交流キャンプ実行委員会

   ⑥『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会

   ⑦公益社団法人 海老名青年会議所

４ 今後のスケジュール

  最終答申：３月２４日（火）１１時３０分～

       海老名市役所３階 秘書会議室

５ 閉会（進行 事務局）


