
会議名 平成 27年度第 5回海老名市市民活動推進委員会 

日 時 平成 28年３月 19日（土） 10：00～15：30 

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、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３名 

 石井課長、藤田主事、尾形主事 

 

 

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 27年度補助金交付団体の視察結果を報告 

   平成 28年３月６日に実施した「すてきな仲間づくり相談会」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から平均点を算出し、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 特定非営利活動法人やさしくなろうよ 

  区    分：入門編 

  事業名称：身体の不自由な障がい者や高齢者の為の福祉バイオトイレカーを使用した 

外出時のトイレ支援啓発活動 

  申 込 額：１００，０００円 

  事業内容：障がい者用トイレがない、または不足しているイベントに福祉バイオトイレカー 

       を使用し、身体の不自由な方のトイレ支援・啓発活動を行う。また、トイレカー 

体験をしてもらうことでトイレ問題の提起などの啓発活動を行う。 

商工フェアと国分寺自治会どんど焼きに出動予定。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

  ＜質疑等＞ 

  （委員）平成 28年度は何件出動予定なのか。 

  （団体）海老名市障害福祉課と検討中ではあるが、昨年同様６件ほどになるかと思う。 



  （委員）事業としてとても良いことを行っているので、商工フェアの出展料について商工会 

議所からの免除とかなにか働きかけは行ったのか。 

  （団体）予算書の出展料 15,000 円は商工会の会員価格で NPO法人は会員になれない。 

したがって出展料は 50,000 円になり、非会員で出展料の免除は難しいと考える。 

  （委員）働きかけはしていないのか。 

  （団体）していない。 

  （委員）過去に出動したイベント業者から再依頼はあるか。 

  （団体）毎年同じ業者から出動依頼を受けることはある。 

  （委員）市内各自治会でもイベントを大小行っているので、そこにも出動できればいいと思 

      う。また、地域自治推進協議会や地域包括支援センター、社会福祉協議会などと連携 

      をとり、トイレカーの説明セミナーを行ったら活動範囲・認知度が広がると思う。 

  （委員）優成サービスとの関係と、NPO法人として約 10,000,000 円の借り入れがある 

      なかで今後活動していけるのか。 

（団体）優成サービスという警備会社のなかで何か人の役に立てたらということでバイオト 

イレカーをつくりだした。様々な自治体とトイレカーの利用について相談したが、 

前例がないということで実現できなかったことなどから NPO法人を立ち上げてト 

イレカーの運営を委託することになった。 

負債については、東日本大震災の被災地で支援活動を行っていたところ、ある財団を 

名のる人から支援をお願いしたいと強い要望があって活動を行った。費用について 

も支払う約束であったが、その財団とその人物の関係性がないことなどから支払わ 

れなかった経緯がある。優成サービス社長とやさしくなろうよの代表は親子関係に 

あるため団体が抱えた負債については、年間で一定額ずつ返済することとして活動 

をしている。 

今度は指定 NPO法人や認定 NPO法人になれるよう様々な方から支援をいただきな 

がら活動していく。 

  （委員）団体の役員について、優成サービスの社員は含まれているのか。 

（団体）２名のみ社員。 

（委員）トイレカーの構造はそれぞれ違うのか。 

（団体）様々なイベントに行くと様々な障がいの方から要望をいただくその要望を取り入れ 

たものが４号車である。 

   

  ＜審査終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ② 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 込 額：３００，０００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。昨年度から発展した点としては相談会を年度中に２回開催し、よ 

り市民と市民活動団体のふれあう場のきっかけを増やす。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 



 

  ＜質疑等＞ 

  （委員）来年度の予算について、資料では参加費は 1,000円×50団体となっているが、先 

ほどの説明では 80団体ということであった。収入を少なく考えているのか。 

  （団体）そのとおり。今回開催した相談会で 68団体の参加があったが、年会員となったと 

しても今後も継続して会員になってくれるか不明なのと、来年度の相談会は２回行う 

ので２回とも参加してもらえるか不明なため。 

（委員）年会費は 1,000 円となっていたが、昨年はどうだったか。 

  （団体）昨年までは年会費はなかった。参加費 500円のみ。 

  （委員）補助金の額として 300,000 円となっており、事業費に占める割合が多いので、今後 

補助金がなくても事業の継続可能なのか。 

  （団体）年会員制度の採用により財源の確保ができ、一般参加者の参加費も合わせればある 

      程度の財源確保につながる。また、周知についてもインターネットを利用すれば通 

信費や印刷費も削減できると考えている。 

  （委員）通信費は団体の参加費で賄えると思われるし、印刷費については削減の余地がある 

ように思える。 

  （委員）今後の自立に向けて削減の余地があるものはなるべく削減して事業を行っていくよ 

      うに考えた方がよい。 

  （委員）平成 28年度の補助金で支援は終わるが、具体的に参加者をどのように増やしていく 

      くのか。 

  （団体）ミニ相談会の活用や、これまで関わってきた団体に自団体の活動を理解してもらい 

      支援してもらうこと、また、海老名市高齢介護課がシルバー人材センターに委託し 

ている生きがい教室についても教室終了後の支援も行っている。コミセンで活動し 

ている団体に自団体のチラシを配っている。 

（委員）規約の第５章役員の任務について、第 10条の５の意味は。理事は・・・運営の一部 

    統括の委嘱を受けるというのは。理事の役割を明確に。理事は全体の運営をするの 

    にわざわざ表記する必要があるのか。 

（団体）内部で検討する。 

 

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ③ 『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：親子で遊ぼう！えびなっ子わくわくフェスタ 2016 

  申 込 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。 

昨年度から発展した点は「みんなの学校」映画上映を行い、子育て・地域・教育 

について考えるきっかけにしたい。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

 



  ＜質疑等＞ 

  （委員）イベント保険についてどのようなものなのか。 

  （団体）イベント期間中に参加者がけがなどをした場合の保険。 

  （委員）全国社会福祉協議会の行事用の保険とはべつものなのか。237円程度で宿泊を含むイべ 

      ント等も補償してくれる商品があるので、経費節減のため今後の参考にしてほしい。 

 （団体）民間の保険会社の保険で個人にかけている。今後の参考にする。 

  （委員）参加費について 120名をどう集めるのか。補助金の事業費に占める割合が多いが、自立 

に向けて今後はどのように活動していくのか。 

  （団体）昨年度は参加者数を 200名で考えていたが、初めてのイベントということもあって 100 

      名にしたところ、参加者は 60名程度であった。60名だと保護者の手があまってしまう 

      こともあって 120名とした。 

  （委員）60名の内訳は。 

  （団体）子ども 40名、親 20名。 

  （委員）120名は具体的にどのように集めるのか。 

（団体）昨年は様子を見ながら周知をしていたので、今回は各小学校にも周知をしていき参加者 

    を集めたいと考えている。将来的には市内の小学校持ち回りで行いたいと思う。 

（委員）小学校で開催するのはとても良い。防災講演についてどのような内容になるのか。 

（団体）震災から５年経ち防災意識も薄れてきているのではと感じ、震災の体験談などを話して 

    くれる講師を探している。 

（委員）備品の購入についてレンタルだといくらするのか。 

（団体）約 10,000円前後で購入するか迷っているところではある。今後の事を考えると、プロ 

ジェクターは団体として持っていた方がいいと考えているので購入したい。 

（委員）備品の管理面も考えること、自立に向け企業や他団体から借りるなどの検討もしていく 

必要がある。 

  （委員）学校応援団やPTAに声かけして団体のPRや協力を求めることも可能と思われるので 

      頑張ってほしい。 

 

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ④ 特定非営利活動法人 grand-mere 

  区    分：発展編 

  事業名称：乳幼児親子教室 

  申 込 額：３００，０００円 

  事業内容：週１回 10～20名程度の親子が参加し、遊びながら保護者同士の関わりあう機会、 

       専門スタッフによる発達の遅い子どもとの関わり方・成長の促し方のアドバイス 

       を提供する。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

  ＜質疑等＞ 

  （委員）実施スケジュールについて、毎週金曜日と固定することで参加できないという人が 

      でてこないのか。 



  （団体）参加する子どもは小学生未満で幼稚園や保育園に通っていない方が多い。また、通 

      うようであれば一度卒業する形式をとっている。現在は、そういった問い合わせは 

ないが、今後あった場合はその都度検討していく。 

  （委員）団体自体の収入について、国の助成金などの額が多いがどのようなものなのか。 

  （団体）団体としてメインの事業は障害児の通所支援事業で県から指定されている事業があ 

      る。利用者は１割のみ費用負担し、残りは県と市から団体へ補填されている。 

  （委員）参加費の内訳として８名というのは海老名市から紹介などによるものか。 

  （団体）保健相談センターからの紹介が多いが、参加者からの紹介や HPを見たという方も 

いる。 

  （委員）大きな団体で収入もあると思うが今回申込をした経緯は。 

  （団体）団体としてメインの通所支援事業では収入を得ているが、他の事業では単体でみる 

      と赤字が多く、乳幼児親子教室は事業としては厳しいのが現状である。そのため、臨 

      床心理士を講師として招き、サービスの向上と発展をしていきたいと考えている。 

  （委員）障がいを持った児童は増えてきているのか。 

  （団体）発達障がいを含めて年々増えてきている。 

  （委員）海老名市の補助金の他に何か補助金を受けたことはあるか。 

  （団体）日本財団等の補助金は、現在準備を進めている。 

 

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ⑤ 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 込 額：１２０，０００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。発展した点は年度の下期にパソコンプラザを毎週２回 

       行う。また、ＮＰＯ法人化を考えており自立に向けて寄附金等も受けることにする。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

  ＜質疑等＞ 

  （委員）今回の申込で最後になり、今後はどのように活動していくのか。 

  （団体）活動は継続していくが、NPO法人設立に向けて自立する方向で考えている。学習会 

      とプラザともに参加費をとるようにして自立していく。 

  （委員）現在の団体から NPOの法人化は進めているのか。 

  （団体）パソコンサポートボランティアとは別に法人を作ることを検討している。団体員の 

      高齢化と NPO法人を会社組織と捉えて拒む団体員も多いので、別に法人を設立して 

      NPOから委託するという体制で準備をしている。 

  （委員）活動の拠点について、独立していくとなると拠点の変更もでてくるかと思う。 

  （委員）再来年から補助金がなくなるが資金面的に厳しくなると思う。参加費の値上げなど 

      なにか考えているか。 

  （団体）現状でもぎりぎりだが、機器の交換などに費用がかかる。それには県の補助金を利 



用して賄うこと、参加費の値上げも検討している。 

   

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ⑥ ＩＤＥＡ education(イデア エデュケーション) 

  区    分：発展編 

  事業名称：TAFT camp（タフトキャンプ）vol,１ 

  申 込 額：２９６，４００円 

  事業内容：不登校や引きこもり経験者は社会的な自立が困難である。そのための専門的なサ 

       ポートとして仲間づくりや職業体験、社会人としての必要なスキル講座を行う。 

       アドベンチャーコース（丹沢） ２泊３日の野外活動を通じての仲間づくり 

       キャリアコース ６日間（日帰り）で社会人としての基礎知識を学ぶ講座、職業 

       体験 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

  ＜質疑等＞ 

  （委員）支援する引きこもり対象の方の年齢上限はあるのか。参加者の人数の積算根拠は。 

      市内中学校の引きこもり対象を独自で入手したりしていないか。 

  （団体）20歳代までとしている。参加者の募集は、団体の代表者が市内中学校の相談員とし 

      て働いていること、不登校などの経験をしている方が進学する高校に務めていた経験 

      もあって、関係者への周知をしている。また、タフトキャンプを以前にも行っている 

      ため、自分達で対応できる上限が 15名ということで積算している。 

  （委員）15名を募集する方法として、個人情報の観点からも自分の関わっている方のなかで 

      行っているのか。 

  （団体）はい。チラシを作成し関係施設・団体に配布し、タウン紙にも掲載する。 

  （委員）協力者謝礼Aについて、金額が高くないか。交通費＋昼食代程度が謝礼であり、１人に 

      10,000円ずつ払うとなると人件費に値するのではないか。 

  （団体）両コースに参加してもらうので１人当たり 10,000円と考えている。また、協力者は一般 

      の方でなく、大学で教育関係を学んでいる学生や教員等なので有償ボランティアと考えて 

      いる。 

  （委員）活動拠点が座間だが、海老名で事業を行う理由は。 

  （団体）団体の代表が海老名市内の中学校に勤務していることもあり、団体の活動自体も海老名 

      市内が多いため。 

（委員）団体の会費はあるのか。 

  （団体）あるが、この事業には使わず他の事業で使う。NPO法人になるために会員から会費 

      を集めているが集計が終わっていない。 

（委員）まずは入門編からの申込ではないのか。 

（団体）今まで様々な事業は行ってきたが、ここでタフトキャンプという大きな事業を行うこ 

    とで団体員にとっても良い経験になるし、不登校や引きこもりの方へのインパクトに 

    なると思っている。 

（委員）補助金の趣旨からして、入門編から申込む方が良いと考える。 



（委員）補助金があるから事業を行おうというようにも見えてしまう。 

（団体）この事業自体は以前から実施について計画を立てていたが、予算が厳しく実施でき 

ないでいた。ここで補助金の制度を知り、補助金を活用して実施しようと考えた。 

（委員）参加者 15名以上の応募があったらどうするのか。 

（団体）個別に対応し、必要な方を選考する。 

（委員）企業体験数はどのくらいなのか。また、NPOの法人に向けて手続き状況は。 

（団体）３日間で１人１企業に通い、職員も体験状況を観察してまわる。法人化の準備は進 

    めているが、役員等の調整があり予定より少し遅れいている。 

（委員）協力者謝礼については、学生ということもあってボランティアを通して学ぶことに 

    もなるため、やはり金額の見直しは必要と考える。 

（委員）企業体験は何社ほど決まっているのか。 

（団体）４社。 

（委員）対象者のレベル分けはするのか。 

（団体）特に分けることはしていない。 

（委員）協力者謝礼や昼食費など予算の中で削減できるものは削減し、必要な科目に予算を 

    つけるようにした方がいい。事業費の全体のバランスが大事なので小さなものでも 

    削減できるものは削減していくこと。 

 

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ⑦ 特定非営利活動法人えびなの森の楽校 

  区    分：発展編 

  事業名称：第１回 森の楽校 緑化フェステバル 

  申 込 額：３００，０００円 

  事業内容：地球温暖化などの問題から地域の緑を大切にする意識向上のため「緑化フェス 

       テェバル」を開催し、啓発活動を行う。 

 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞ 

 

  ＜質疑等＞ 

（委員）緑化まつりがなくなったのはなぜ。 

  （団体）当時、緑化推進協議会の役員をしていたが、海老名市から機構改革等を理由に廃止と 

いう話があった。緑化推進協議会が主催で緑化まつりを行っていたので協議会廃止に 

伴ない緑化まつりも廃止となった。 

（委員）NPO法人になると海老名市所管課の補助金を受けられないというのはなぜか。 

（団体）所管課の補助金では NPO法人は対象外であるが、海老名市から独立を促されて 

NPO法人として団体を設立したため。 

  （委員）今後の展望に内容の充実とあるが、どのようなことを考えているか。 

  （団体）昨年も同じような事業を行ったが、子どもを対象にした内容や、できるだけ多くの 

市民に参加してもらうこと、緑を育てることを目標にして農業生産者や中央農業高校 

と協力しながら事業を拡大したい。 

  （委員）三日月地ならではの何かイベント等があると、さらに市民が参加するのではないか。 



  （委員）国際ソロプチミストと協力して事業を行うことは考えているか。 

  （団体）事業の日程が合わないので考えていない。 

  （委員）今後は協力して事業を行ったほうが、より活気がでるので検討してほしい。 

  （委員）前年度の予算を見ると、補助金がないと事業実施が厳しく思えるが、将来的にどの 

ように考えているのか。 

  （団体）緑化まつり時代は企業の協賛もあったが、事業の実績がないと企業等からの協賛は 

      望めない。協賛の呼びかけをしながら３年間事業を続け、市民活動推進補助金に代わ    

      る財源確保をしていく。 

 

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞ 

 

 ＜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特定非営利活動法人やさしくなろうよ 

   ②すてきな仲間づくり相談会 

   ③『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会 

   ④特定非営利活動法人 grand-mere 

   ⑤えびなパソコンサポートボランティア 

   ⑥ＩＤＥＡ education(イデア エデュケーション) 

   ⑦特定非営利活動法人えびなの森の楽校 

 

 

４ 今後のスケジュール 

  最終答申：３月２５日（金）１５時００分～ 

       海老名市役所３階 政策審議室 

 

５ 閉会（進行 事務局） 

  

 

 


