
会議名 平成 28年度第 5回海老名市市民活動推進委員会
日 時 平成 29年３月 18日（土） 9：00～12：40 
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、根岸副委員長、大島委員、内山委員、渋谷委員、堀尾委員、 

勝田委員、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）プレゼンテーション審査方法について

  ９項目の基準について各５点満点で評価を行い、合計で 45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。27点以上を補助の対象とし、27点未
満は補助の対象外とする。

（２）プレゼンテーション審査

 ① 永池川川歩きの会

  区 分：入門編

  事業名称：永池川リバーウォッチング

  申 込 額：３５，０００円

  事業内容：ミニフォーラムの開催

        ４月下旬、県土木事務所職員による「永池川河川整備計画」、引地川こども水辺

協議会「水辺の学校」活動報告、水生生物研究者「永池川の生き物」

       永池川川歩きの実施（５月中旬予定）

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）今回で 20回目の開催になりますが、まだ、市民の皆様によく知られていないように
思いますが、周知の方法等はどのような手立てを行っておりますか。

  （団体）タウンニュースや広報えびな、自治会の回覧板等で周知を行います。

（委員）大谷地区の地元の人間もあまりよく知られていないように思いますが。

  （団体）自治会の回覧板、ポスター・チラシを配布し、思考を変えて周知していきたいと思い

ます。

  （委員）予算収入、46,000円に対して、「ミニフォーラム」と「川歩き」との割合はどのよう



に予算を組んでいるのでしょうか。

  （団体）ミニフォーラムの開催が今回初めてなので、特に区別をしないで予算を組んでしまい

ました。

  （委員）今後、補助金がなくなった時に、事業を継続していくためにはどのような考えをお持

ちでしょうか。

  （団体）今回が 20回目で、始めた当初は子どもたちで賑わっていて、その頃がピークだった
と思い、現在は衰退の一途を辿っている。今回の事業をきっかけに、しっかりと宣伝

をして、継続していきたいと思っております。

＜審査終了、委員は採点を実施＞

 ② 特定非営利法人海老名ガイド協会

  区 分：入門編

事業名称：ずっと住み続けたいまち、えびなコミュニティカレッジ

       海老名の偉人を語る～「学者一家・大島家の人びと」

申 込 額：１００，０００円

事業内容：10月下旬～11月初旬、休日の午後、３時間予定
        講師：大島智夫氏などを予定

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）定員 80名参加予定というのは、１２０サロンの収容人数から割り出したのでしょう
か。

  （団体）１２０サロンは、80 名収容なので、そこから割り出しました。当初は、もっと広い
所を予定し、計画しておりましたが、今回が初めてなので事業を確実なものにしたい

との事で縮小しました。また、募集の周知は先着順で申込を考えております。

（委員）賛助会員は 12 団体で数字に誤りがあると思うのですが。また、年会費の数字も個人
会員 5,000円のところ 3,000円であったり、団体会員 10,000円が 5,000円であった
りと、もう少し数字に対して慎重に扱ってほしいところでございます。

  （団体）このことについて、定款の附則で謳っているところでございますが、ご指摘のとおり、

今後の総会できちっと直して図っていきたいと思います。

  （委員）予算収入の 110,000 円の事業に対して、補助金が 100,000 円なのでしっかりと効果
のある事業を行ってほしいので、収入源として他に何かやりようがあるのではないで

しょうか。

  （団体）財政上の問題から、途中から有料化にしていきたいのですが、今回の事業をきっかけ

に海老名の人にもっと海老名を知ってもらい、そして、海老名ガイド協会のことをも

っと知ってもらいたいのが目的であります。

  （委員）講師は当初、１人で計上しておりましたが、今回３人に変更になっており、予算が足

りないのではないでしょうか。また、講座は数回行うのでしょうか。

  （団体）今回初めてで、講師の方に関しては安価でやっていただくので予算はそのままで計上

します。また、講座は１回で開催いたします。



（委員）当日配布資料は、カラー印刷でなくて、極力、白黒印刷で、印刷機を使えば安くなる

のではないでしょうか。

（団体）確かに印刷機を使えば安くなるのですが、こちらの安い業者で考えております。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ③ 大谷四区親睦会

  区 分：入門編

  事業名称：鯉のぼり事業

  申 込 額：１００，０００円

  事業内容：４月中旬、鯉のぼり建

       ５月５日、鯉のぼりまつり

       ５月上旬、撤収・片付け

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

（委員）設営する作業者の高齢化と減少の課題と、それに対する解消についてどのようにお考

えでしょうか。また、災害時に地区の中で資機材を活用するための周知方法はどのよ

うにするのでしょうか。

  （団体）高齢者が重いものを担げないので、資機材をアルミ製の軽いものや、小型化にするよ

う検討しております。

      役員の中で、元消防職員や元消防団の方がいるので、災害時の対応については熟知し

ております。また、隣組の制度がしっかりしている地域なので、協力し合って周知で

きると考えております。

  （委員）金銭面の問題で、個人会員や参加費、寄附金などで会を運営しておりますが、もし、補助

金がなくなった場合は事業が継続できるのでしょうか。

  （団体）寄附金が少なくなっておりますが、資機材ある限りは事業の継続を検討しております。ま

た、役員のご芳志等をうまく活用し、会の運営も節約して新たな再整備を図りたいと思っ

ております。

  （委員）役員が９人なので負担が大きいと思うのですが、地元の人たちと連携を取れないのでしょ

うか。

  （団体）今後、話し合いをして検討したいと思います。

  （委員）自治会に入る人も少なくなっておりますが、自治会と連携をとって事業を継続できるよう

にお願いしたいと思います。

  （委員）先ほどの質問の中で、資機材のアルミ製の変更や小型化を検討していくと仰っておりまし

たが、資金の手当てはあるのでしょうか。

（団体）在庫がある程度あるので、古いロープを切って対応しているところでございます。

（委員）地域の融和と活性化というのは非常に大切なことで、潤沢な資金を持っている自治会と協

力をして助成できるよう、前向きな検討をお願いしたいと思います。

（団体）今後、話し合いをして検討していきたいと思います。



（委員）大谷地区の中でやられているのですが、大谷地区の狭い所ではなく、海老名市全体で広め

てやっていければもっと発展していくと思うのですが。

（団体）タウンニュースや市の方へ呼びかけをし、周知しておりますが、なかなか認知されていな

いのが現状です。広告などにもあまりお金を掛けられないのです。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ④ IDEA education（イデアエデュケーション）
  区 分：発展編

  事業名称：ふぁみりーフェス vol.6 
  申 込 額：２８１，０００円

  事業内容：不登校児童生徒の運営チーム参加サポート

       ママの社会参加応援講座＆交流会

       ふぁみりーフェス vol.6 

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）託児について、特に支出等で計上されておりませんが、こちらは無料でされる託児な

のでしょうか。

  （団体）子育て経験のある方に限り、ボランティアの方でお願いをしております。

  （委員）実施体制の中で、ＮＰＯ法人セカンドリーグ神奈川に託児サポートを依頼とあります

が、これはどういう意味なのでしょうか。

  （団体）こちらについては、人手の協賛という形で依頼しております。協賛というのは、通常、

お金の協賛ということなのですが、この団体には人の協賛をいただいて託児のお手伝

いをお願いしております。

  （委員）費用は掛からずに依頼ということで、通常ＮＰＯ法人というのは、収入がないと成立

しない団体なので、確認の意味で質問させていただきました。

  （委員）今回のふぁみりーフェス vol.6に対して、前回のふぁみりーフェス vol.5はどのくら
いの収益があったのでしょうか。

  （団体）ふぁみりーフェス vol.4 は、入場者が 300 人集まったが、vol.5 については手元に資
料がないのでお答えができません。ただし、vol.5は入場料を取っていません。

  （委員）事業の説明については、理解できましたが、金額について細かい説明がありません。

前回のふぁみりーフェス vol.5は、人数が集まらず、事業が中止になってしまったの
で、それが心配で質問させていただきました。

  （委員）数あるお寺の中で、なぜ妙常寺を選んだのでしょうか。

  （団体）前回のふぁみりーフェス vol.4の開催場所、ビナレッジから場所を移し、住宅展示場
等を候補に挙げましたが難航し、同時に市内のお寺にアポを取りまして、妙常寺が事

業内容に賛同していただき選定いたしました。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞



 ⑤ 特定非営利活動法人やさしくなろうよ

  区 分：発展編

  事業名称：身体の不自由な障がい者や高齢者のため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：３００，０００円

  事業内容：「森の楽校」でのトイレ支援・啓発活動（予定）

「イベント名未定」扇町でのトイレ支援・啓発活動（予定）

「扇町防災フェス」でのトイレ支援・啓発活動（予定）

「えびな商工フェア」での活動報告・啓発活動（予定）

「イベント名未定」トイレ支援・啓発活動（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）支出の部で事業のほとんどが賃借料になっておりますが、今後、補助金がなくなった

場合はどのようにお考えなのでしょうか。

  （団体）初回は、市内特別価格でやらせていただいておりまして、2回目以降については、障
がい者用トイレの予算を組んでいない団体さんも多く、不足分については、会員の年

会費や他の補助金から補填いたします。

  （委員）収入の部の支援活動の予算額は、正規の価格なのでしょうか。

  （団体）提示している価格は、こちらの希望価格なので、これから交渉に入る予定でございま

すので、この価格から変動することも想定されます。当団体には、車が４台あり、車

によって価格が違います。土日祝日になると、９万円～１２万円になります。

  （委員）かなり高い価格となっておりますが、どうなのでしょうか。

  （団体）レンタルの仮設障がい者用トイレは、５万円くらいなのですが、そちらと比べていた

だいて、当団体は、し尿処理や回収も含み、介助士が必ず付いてくるのでので、一度

使っていただけると良さがわかると思います。

  （委員）親会社の優成サービスとの関係性はどのようになっているのですか。また、レンタル

料の基準はどうなっているのですか。

  （団体）トイレカーは親会社の優成サービスが所有し、イベント用のレンタル料金を親会社に

支払っております。価格については、契約に基づき、親会社に提示された料金でござ

います。

  （委員）前年度に神奈川県民活動サポートセンターから、奨励賞の副賞 80万円をいただいて
おりましたが、今回以降、この 80万円の分をどのように補填していくのでしょうか。

  （団体）この金額は、平成 28年度の負担金として使っておりませんが、親会社にレンタル料
と人件費をお支払しております。質問の意図に反してしまっておりますが、親会社に

は、トイレの老朽化も含めて価格の交渉を行っていく予定でござます。

  （委員）イベントでの、健常者の利用やリピート割引によって４台のトイレカーの稼働率を上

げなくてはならない。赤字を下げるには難しいと思いますが、まずは、イニシャルコ

ストを下げるよう、親会社に価格の交渉をお願いしたいです。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞



 ⑥ 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２回 森の楽校 緑化フェステバル

  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：５月４日「みどりの日」に三日月地でゴーヤの苗の配布、野草の観察、里山クラフ

ト、カブトムシの幼虫さがし、ドングリクッキーの試食などのブース設置

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

（委員）毎年、単価の違う種・苗を購入されており、支出の部で約３割を占めている。この種

などは自家栽培して採取することは可能なのでしょうか。

      トイレカーをレンタルする予定ですが、三角地帯に６台の駐車スペースがあります。

駐車場の確保はされているのでしょうか。また、そこには、国際ソロプチミストの花

壇があり、国際ソロプチミストの団体とコラボをすれば相乗効果が上がるのではない

でしょうか。

      新たに、行事保険の加入予定ということを伺っておりますが収支予算の補正があるの

ではないでしょうか。

  （団体）種の採取をしております。こぼれ種を使って、小さな袋に入れて参加者へ配布してお

りますが、全員分足りないので、不足分は購入してまかなっております。

      三角地帯に駐車場は確保しており、更に、市役所西側も借りております。

      行事保険に関しては、木を切ったり、子どもたちに作業をさせているので保険に入る

ことを検討しております。

（委員）障がい者用のトイレカーを準備しておりますが、こちらの宣伝になってしまうかもし

れませんが、間に合えば、「この事業は市の補助金事業を行ってます。」というような

看板等を立てていただくようお願いしたいです。

（団体）間に合えば、設置したいと考えます。

  （委員）バイオトイレカーはもう少し安く借りられるのではないでしょうか。

  （団体）これから、先方様と交渉しますので、頑張ってみたいと思います。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

 ⑦ 『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：えびなっ子わくわくフェスタ 2017 
  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：市内の小学生の親子が参加し、防災に関するレクレーションを中心に実施し、炊き

出し・学校の体育館等に宿泊をする防災キャンプを実施。

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞



  ＜質疑等＞

（委員）参加者へノーマライゼーションの精神というものをどのように伝えていかれますか。

  （団体）ただ今ご指摘をいただいて、趣旨を理解することが大事で、運営側で区別も差別もな

い障がい者の意見を聞いてしっかりと伝えていければと思っております。質問の意図

と反してしまい、申し訳ございません。

（委員）非常食が前回２食分、今回３食分となっております。予算の 1/4の比率となり、市の
危機管理課へ補助を受けられるのではないでしょうか。予算の負担も助かるのではな

いでしょうか。

（団体）改めて、危機管理課に協力できる範囲で協力していただき、それで、費用の軽減を図

りたいと思います。

（委員）今回で３回目となり、今後、補助金がなくなった場合はどのようなことを考えており

ますか。

  （団体）非常食を自前で用意したり、市内の協賛企業を増やしたり、会員の会費を増やしたり、

地域のご協力をいただいたりすることを考えております。できる限り、自前でやって

予算を減らすよう努力します。

  （委員）残り１年しかないので目先のものをきちっとやっていくのが大事だと思うので、継続

できるよう頑張ってください。

  （委員）支出の部の賃借料で、寝具大人用とありますが、親子で参加は大丈夫なのでしょうか。

  （団体）災害時に寝袋というのは用意されていないので、寝袋や段ボールで寝るのは不安にな

るという意見もいただいているので、用意させていただきました。また、子育て世代

以外の参加でも大丈夫です。

  （委員）父親育児参加の事業を２回実施してみて、実感はどうでしょうか。

  （団体）やはり、お父さん方の活躍が必要で、輪が広がるようになり、横のつながりができて

行くのが見えていたので、今後も事業を継続できればと思っております。

 ＜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＞

（３）審査まとめ

  ①審査の合否について

❏補助金審査通過団体

    ⑴永池川川歩きの会

    ⑵特定非営利活動法人海老名ガイド協会

    ⑶大谷四区親睦会

    ⑷IDEA education（イデアエデュケーション）
    ⑸特定非営利活動法人やさしくなろうよ

    ⑹特定非営利活動法人えびなの森の楽校

    ⑺『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会

❏補助金審査不通過団体

    ⑴えびわっか

    ⑵ママの笑顔を作る情報誌 Laugh!編集局
    ⑶特定非営利活動法人南えびなスポーツクラブ



  ②補助金額について

❏補助金審査通過団体

   ⑴永池川川歩きの会・・・・・・・・・・・・・・ 35,000円
   ⑵特定非営利活動法人海老名ガイド協会・・・・・100,000円
   ⑶大谷四区親睦会・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
   ⑷IDEA education（イデアエデュケーション）・・281,000円
   ⑸特定非営利活動法人やさしくなろうよ・・・・・300,000円
   ⑹特定非営利活動法人えびなの森の楽校・・・・・300,000円
   ⑺『えびなっ子わくわくフェスタ』実行委員会・・300,000円
                    査定額合計 1,416,000円

（４）２次募集について

 ＜質疑等＞

 （事務局）平成 29年度海老名市市民活動推進補助金の予算要求 1,800,000円に対して、今回の
補助金審査通過団体へ補助金額の決定に基づいて 1,416,000 円の査定額が確定しま
した。残り、384,000円の活用方法を検討したい。案としまして、平成 29年度は、
２次募集という形で入門編に限って再度募集をし、説明会、事前相談、書類審査およ

びプレゼンテーション審査を行っていきたいと思っております。

      ２次募集をするのであれば、メリットとして、各団体で年度の事業計画を立てた後に

申し込みができる点と、多くの団体にチャンスがあるという点があります。また、デ

メリットとして、実施するのに時間が掛かるため、スケジュールがタイトになる点、

申込団体がどの程度あるか予測できない点というようなことがあげられます。

 （委 員）今回の審査に間に合わなかった団体や、新たに申込みを検討する団体に対して、セカ

ンドチャンスは非常に良いと思います。要綱によると、もう一度、市長から諮問をし

なくてはならないのでしょうか。

 （事務局）当然、諮問、答申も行うことになります。また、補助金審査不通過団体にはアドバイ

スとして、審査会のコメントを送付したいと思っております。

 （委 員）補助金審査不通過団体に対して、納得していただくために送付するべきで、２次募集

へつながると思います。２次募集は、市民サービスや予算の有効活用として、とても

有意義なものなので、今後、市民活動推進委員も事務局と協力してやっていこうと思

います。

 （事務局）よろしくお願いします。２次募集を実施する方向で準備を進めます。

４ 今後のスケジュール

  最終答申：３月２４日（金）１０時００分～

       海老名市役所３階 秘書会議室

５ 閉会（進行 事務局）


