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平成 28 年度第３回海老名市市民活動推進委員会（議事録) 

１ 日 時 

  平成 28 年１０月２６日（水）10 時～11 時 30 分 

２ 場 所 

  海老名市役所７階 ７０４会議室 

３ 出席者 

  市民活動推進委員７名 

    三部委員長、根岸副委員長、大島委員、内山委員、 

    勝田委員、堀尾委員、遠藤委員 

  事務局４名 

中島課長、本杉係長、出口主事、槇田 

４ 報告 

平成 28 年度事業視察について 

５ 議題 

①  平成 29 年度市民活動推進補助金のスケジュールについて 

②  平成 29 年度海老名市市民活動推進補助金の手引きについて 

③  審査基準について 

④  １次審査の公開非公開について 

６ 会議の状況 

（１）、（２）開会およびあいさつ 

【事務局】 本日はお忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。これより、平成 28 年度第３回市民活動推進委員会を開

催いたします。 

それでははじめに委員長よりご挨拶をお願いいたします。 

【委員長】 おはようございます。本日は第３回目の委員会でございます。

今回で平成 29 年度の補助金審査の内容が確定します。皆様からの

ご意見等をいただいて、より良いものにしていきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いします。 

【事務局】 委員長ありがとうございました。 

それでは報告事項に移る前に本日 1 名の委員さんが、所用のた

めご欠席されておりますので、ご報告いたします。 
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次第に移る前に資料の確認をいたします。 

何か不足等はございますでしょうか。 

（３）報告 

【事務局】 それでは、次第３報告事項に移ります。平成 28 年度事業視察に

ついて事務局より説明いたします。 

（事務局より資料１について説明） 

10 月 7 日、午後 13:15～14:00 頃まで生きがい発見塾の視察を行

いました。補助金額が 25 万円の発展区分で交付回数が 3 回目の団

体です。視察事業内容は素敵な仲間づくり相談会。今年は土・日

に開催するものではなくて、新たに 1 回平日に開催するという事

で視察をさせていただきました。場所は市民活動センター、ビナ

レッジでした。参加者は 7 名の委員と事務局の 2 名で実施いたし

ました。13:15～団体の事務局から質問と説明等をさせていただ

き、13:40～14:00 前には視察をさせていただきました。8 団体が

参加しておりまして、照会やステージでプレゼンを実施し入会等

の相談を受付けておりました。当日は 140 名程度の方がお越しに

なりました。初めての平日開催で集客に不安はあったのですが、

多くの来場者がお越しになり盛況でした。朝は多くの来場者があ

ったそうです。今年で補助金制度が終了となり不安視されており

ましたが、補助金がなくなってもしっかりやっていきたいという

意思が確認できました。 

【事務局】 ありがとうございます。 

何か質問等はございますか？ 

それでは次第４の議題に進みたいと思います。 

これより先の議事進行は委員長にお願いしたいと思います。 

（４）議題 

 ①平成 29 年度市民活動推進補助金のスケジュールについて 

【委員】 それでは議題に移ります。議題１について事務局から説明をお

願いいたします。 

【事務局】 （事務局より資料２について説明） 

団体募集のポスター・チラシの作成やＤＭを送ります。ＤＭを

送る団体を絞る作業をし、11 月末には周知を開始できればと思っ

ております。12 月 1 日号の広報えびなを使って説明会や補助金の

記事を掲載し、併せて昨年同様にタウン誌にも依頼できればと思

っております。その後、12 月 9 日（金）14:00～海老名市役所に

て、10 日（土）、10:00～ビナレッジにて説明会を実施いたします。

12 月 12 日～来年 1 月 6 日まで事前相談を事務局で受付けます。 
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その後、1 月 10 日～20 日まで審査申込の受付をします。そして、

27 日までに各委員にまとめた資料をお配りしたいと思います。 

なお、2 月 3 日までに団体への質問事項を挙げていただいて、

その後団体へ投げかけます。その 1 週間後くらいまでに団体から

回答をいただき、諮問及び書類審査を 2 月 16 日に実施し、2 月 24

日頃までに結果を通知します。3 月 9 日までにプレゼン資料の提

出を受け、3 月 18 日にプレゼン審査を開催します。 

また、市長への最終答申は 3 月 24 日に実施いたします。 

スケジュールについては以上です。 

【委員長】  何か質問等ございますか？ 

 では、議題２に移ります。  

②平成 29 年度海老名市市民活動推進補助金の手引きについて 

【委員長】  それでは、議題２について、事務局より説明をお願いします。

【事務局】 （事務局より資料３について説明） 

 審査申込条件の主として海老名で活動していることについて、

「主として」のあいまいな表現の受付時のとらえ方を確認します。

【委員】  広域で動いている団体のことを考えると「主として」という表

現の方がいいのではないか。 

【委員】  事務局の判断に任せても良いと思います。 

【事務局】 了解しました。 

続きまして審査申込方法についてですが、昨年と同じで事前予

約が必要で申込期間を設けます。提出書類は昨年と同様ですが、

例年、収支予算書で、内訳があいまいな団体がおりますので、積

算した根拠を基に査定するというところを強調しました。 

 また、昨年から始めました事前質問・回答という記載を追加し

ました。 

 続きまして、点数項目の件ですが、まず 1 次審査について皆様

の意見を伺いたいです。24 点を合格ラインにしたいと考えており

ますが、いかがでしょうか。 

【委員】 一人でも 23 点を付けたら落とすのでしょうか。 

【事務局】 評価している人もいる場合に合格として良いと思いますので、

委員皆様の平均点ということで考えています。 

【委員】 了解しました。 

【事務局】 では、皆様につけていただいた点数の平均点が 24 点以上であ

れば合格にすることとします。 

2 次審査について、伺いたいと思います。 

2 次審査は点数が高い団体から順に査定していき、予算の範囲
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内で金額を確定していく方法で考えております。仮に予算が足り

なくなってしまった場合には補助金が出ない場合も考えられる

と思います。 

いかがでしょうか。 

【委員】 プレゼンを点数で切った方がいいと思います。審査を持ってき

ちっとしないと団体が納得できなくなってしまいます。 

【委員】 点数が拮抗した場合、予算枠から漏れたから補助金が出ないと

いう事態は避けたいです。 

【事務局】 予算を上回る事態があった場合はどうしますか？ 

【委員】 予算内に収まるように審査・査定をしましょう。 

【事務局】 了解しました。では、2 次審査は合格点を設定し、合格した団

体の中で予算の範囲内で補助金額を査定する流れとします。合格

団体数や申請金額、予算などの状況次第ですが、委員の皆さまで

協議して決定していきたいと思います。 

2 次審査の合格点は 27 点でよろしいでしょうか。 

【委員】 8 人の最高点と最低点を抜いた 6 人の平均点なども考え方では

あると思いますがどうでしょうか。 

 【事務局】 人数が少ないので、最高点・最低点を抜くのはあまり意味がな

いと考えています。 

全員の平均点が 27 点ということでよろしいでしょうか。 

 【委員】  了解しました。 

 【委員】 満額で出ない可能性があるということをしっかり団体に伝える

べきと思います。 

 【委員】 入門編と発展編で、発展編の申請が非常に多く、申請金額が大

きくなってしまう。入門編と発展編の違いをしっかり伝えないと

いけない。審査の上で、区分を変更する場合があることも明記し

ていただきたいと思います。 

 【事務局】 了解しました。手引きに明記するとともに、説明会や受付の際

には団体に伝えさせていただきます。 

【委員長】 その他に何か質問等ございますか？ 

では、議題３に移ります。 

 ③審査基準について 

【委員長】 議題３について、事務局より説明をお願いします。 

【事務局】 （事務局より資料４について説明） 

ここでは、審査についての皆様の考え方の統一を図りたい。 

【委員】 先駆性、独創性に関しては似たような内容であってもアプロー
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チが違う場合もあるので緩やかな視点をもってあげたいと思いま

す。過程も大事だと考えます。 

【事務局】 了解しました。また、何かあれば後日、事務局へご連絡いただ

ければと思います。 

【委員長】 その他に何かご質問がある方はいらっしゃいますか。 

それでは、次の議題へ進みます。 

④1 次審査の公開非公開について 

【委員長】 議題４について事務局から説明をお願いします。 

【事務局】 ※資料、なし。 

当委員会は一般に会議を公開しておりますが、書類審査の際は

公開についてどうしますか。昨年は審査については誤解を招かな

いよう発言に気を付けなければいけないことや様々な意見を出し

合いたいということで非公開としました。 

今回はどうしますか。 

【委員】 （特に無し） 

今回も同様に非公開で良いと思います。 

【事務局】 では今回も非公開で開催します。 

【委員長】 また、何かありましたら事務局の方に質問していただければと

思います。 

議題が終了しましたので、今後の進行は事務局でお願いします。

（６）閉会 

【事務局】 それでは皆様、お疲れ様でした。 

これをもちまして、第３回海老名市民活動推進委員会を終了い

たします。ありがとうございました。 


