
平成 29 年度第１回海老名市市民活動推進委員会 次第 

日時 平成 29 年５月 31 日（水）10 時～ 

場所 海老名市役所 ７階 ７０５会議室 

１ 開会 

２ あいさつ 

   三部委員長 

   深澤部長 

３ 報告 

 （１）平成 29 年度補助金交付団体の事業視察について・・・・資料１ 

４ 議題 

 （１）平成 29 年度市民活動推進補助金の２次募集について・・資料２ 

 （２）平成 30 年度市民活動推進補助金の運用について・・・・資料３ 

 （３）今後のスケジュールについて ・・・・・・・・・・・・資料４ 

５ その他 

６ 閉会 



平成 29 年度海老名市市民活動推進補助金 

交付団体事業視察 報告書  

１ 日時 

平成 29 年 5 月 4 日（水）10 時 00 分～10 時 45 分 

２ 視察団体 

えびなの森の楽校 

補助金交付金額  300,000 円（発展区分） 

３ 視察事業 

第２回 森の楽校 緑化フェスティバル 

４ 視察場所 

 三日月地 

５ 参加者 

（１）市民活動推進委員６名 

三部委員長、大島委員、渋谷委員、堀尾委員、勝田委員、遠藤委員 

（２）市民活動推進課２名 

本杉係長、槇田 

６ 結果 

  9 時 45 分  市役所南側玄関前に集合（公用車を利用された方） 

10 時 00 分  現地集合 

10 時 10 分 団体代表、事務局より挨拶いただき、視察開始 

10 時 45 分 視察終了・次の視察場所へ移動 
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・晴天にも恵まれ、視察時には 50 名程の来場者で賑わっていた。来場者層

としては、家族連れの子どもたちや年配の方が多かった。 

・来場者はどんぐり汁、竹ぼっくりあそび、カブトムシの配布、クラフト

工作など、いろいろなブースを楽しんでいた。 

・団体のスタッフが周辺の交差点に立つなど案内をしていた。また、のぼ

りを立てるなど事業の周知を図っていた。 

・２回目の開催なので団体の事務局としても来場者への対応もスムーズに

ご案内をしていた。 

・自然や緑の大切さに触れる貴重な機会を市民に与えていると感じられ、

補助金交付事業として相応しいと感じた。 
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平成 29 年度海老名市市民活動推進補助金 

交付団体事業視察 報告書  

１ 日時 

平成 29 年 5 月 4 日（木）10 時 50 分～11 時 15 分 

２ 視察団体 

大谷四区親睦会 

補助金交付金額  100,000 円（入門区分） 

３ 視察事業 

鯉のぼり事業 

４ 視察場所 

 鯉のぼり事業実施場所（大谷観音堂付近） 

５ 参加者 

（１）市民活動推進委員６名 

三部委員長、大島委員、渋谷委員、堀尾委員、勝田委員、遠藤委員 

（２）市民活動推進課２名 

本杉係長、槇田 

６ 結果 

10 時 50 分 現地到着 

10 時 55 分 団体代表、事務局より挨拶いただき、視察開始 

11 時 15 分 視察終了、現地解散 
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・視察時には 20 人程の見物客が見られ、鯉のぼりが気持ち良く泳いでいた。 

・支柱 30 基で 150 匹の鯉のぼりが群泳し、夜通し掲げている。 

・風が強いと絡むため、わざわざ降ろして５人～６人で手直しを行っている。 

・駄目になった鯉のぼりは、焼いて灰にして観音堂の隣の供養塔で処分し

ている。 

・団体の事務局が高齢化のため、支柱や杭をアルミ材にして軽量化にして

負担をなるべく掛けずに作業の効率化を図っているとのことだった。 

・市民に憩いの場を提供し、海老名市内の名物にもなっていることから、

市民活動団体の事業として支援することは問題ないと感じた。だが、今後

この事業を継続して実施するためには、財政的な問題だけを解決するの

ではなく、若い後継者・団体協力者を探していくことが必要と感じた。 
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平成 29 年度海老名市市民活動推進補助金 

交付団体事業視察 報告書 

１ 日時 

平成 29 年 5 月６日（土）10 時～10 時 35 分 

２ 視察団体 

永池川川歩きの会 

補助金交付金額  35,000 円（入門区分） 

３ 視察事業 

永池川リバーウォチング 

４ 視察場所 

 永池川（美化センター付近） 

５ 参加者 

（１）市民活動推進委員４名 

三部委員長、大島委員、勝田委員、遠藤委員 

（２）市民活動推進課２名 

中島課長、藤田 

６ 結果 

  9 時 45 分  市役所南側玄関前に集合（公用車を利用された方） 

10 時 00 分  現地集合・視察開始 

10 時 40 分 視察終了・現地解散 

・当日は 25 名程度の参加があった。バケツや生き物を捕える網は事務局 

 が用意していたようで、子どもたちは楽しそうに川に入って、生き物を 

 探していた。 
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・子どもたちは、生き物を探すことに夢中になっていたが、事務局や大人 

 の参加者は、川に投棄されたゴミ等を拾い、分別していた。 

・川は水量が少なく、流れが発生していなかった為か、あまりきれいな状

態とは言えず、環境保全活動は必要性を感じるものであった。 

・野草の会から講師として呼ばれている方もおり、参加者に対して、川辺

の花や草の紹介をしていた。子ども、大人ともに学びに触れる機会も用

意されていた。 

・保全活動を通して、植物や川辺の生き物に触れることのできるイベント

として確立できており、補助金交付事業として相応しいと感じた。 
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平成 29年度市民活動推進補助金の２次募集について

１ 実施趣旨 

  海老名市内における「市民活動」の一層の活性化を図るため、平成 29 年度下半期（10 月～翌３月）

 に実施される事業に対し、現状の予算残額を利用した「２次募集」を実施する。

２ 現状の予算状況 

平成 29 年度 市民活動推進補助金予算額 1,800,000 円

現状の交付済額 1,416,000 円

【交付団体】 事業内容 交付額

①永池川川歩きの会 永池川リバーウォッチング 35,000 円

②NPO 法人 海老名ガイド協会 えびなコミュニティカレッジ 100,000 円

③大谷四区親睦会 鯉のぼり事業 100,000 円

④IDEA education ふぁみりーフェス vol.6 281,000 円

⑤NPO 法人 やさしくなようよ 屋外トイレ支援活動 300,000 円

⑥NPO 法人 えびなの森の楽校 第２回森の楽校 緑化ﾌｪｽﾃﾊﾞﾙ 300,000 円

⑦えびなっ子わくわくﾌｪｽﾀ実行委員会 えびなっ子わくわくﾌｪｽﾀ 2017 300,000 円

現状の予算残額 384,000 円

３ ２次募集実施における検討事項 

（１）対象事業が実施される期間

   【事務局案】

   平成 29 年 10 月１日から平成 30 年３月 31 日までの間に実施する事業

（２）助成の区分と上限金額

   現状の区分

入門編 発展編

該当する事業
団体の自立を促進し、活動を軌道に

乗せる事業

団体がこれまでに行ってきた活動の

拡充を図る事業、又は活動の発展を目

的に次の一歩として新たに行う事業

補助金の額 上限１０万円 上限３０万円

   【事務局案】

   「発展編」の申込があった場合、予算上１団体のみの交付となってしまうため、助成区分は「入

   門編」に絞り、２～３団体への補助金交付を目指したい。
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（３）審査方法

 案１：通常通り、「１次審査」「２次審査」を経て認定する。

 案２：審査を簡略化し、審査申込書類を基にプレゼンテーション１本で実施する。

       ※書類審査とプレゼンテーションを組み合わせたイメージで、審査申込書類を基に、

        質疑応答を行う。

       ※要綱上では、審査方法についての記載がないため、要綱に抵触する問題は生じない。

       ※既に交付している団体と審査方法が異なってしまう平等性の問題は生じる。

  【事務局案】

   ２次募集は、予算残額が発生した場合に実施されるものイレギュラーなものであり、なおかつ期

  間のない中での審査が必要になることから、「案２」を採用したい。

（４）審査基準

  【事務局案】

  通常審査での「プレゼンテーション審査基準」を用いたい。

審査基準 審査の視点 点数

公益性 多くの市民が事業の効果を受けられる事業か。 ５点

自立性 資金について補助金だけでなく、団体の運営費を持っているか。 ５点

計画性
事業の計画に無理がなく、実現可能であるか。 ５点

事業の予算に無理がなく、積算も適正であるか。 ５点

発展性 この補助金をきっかけに、事業や団体が発展できるか。 ５点

地域性 市民や地域のニーズを的確にとらえた、社会的に必要性のある事業か。 ５点

先駆性・独創性 新しい取り組みで、行政が実施する場合とは違う手段や効果が期待できるか。 ５点

団体能力 事業を実施する上で、必要な能力（知識・人材など）を備えているか。 ５点

熱意・意欲 団体の熱意や意欲が感じられるか。 ５点

合計 ４５点

４ ２次募集のスケジュール 

  【事務局案】

  次ページを参照



市民活動推進委員会 団体

８月25日（金）各委員  審査申込書類 送付
※団体への事前質問の受付・回答は実施しません。

９月中旬 選考結果通知（認定通知）

９月６日（水） プレゼンテーション審査（認定団体の選考）

９月下旬 補助金交付申請書提出

補助金交付決定通知

事業の実施

事業終了

８月上旬（予定） ２次募集説明会の実施
候補日：８月９日（水）、10日（木）

８月21日（月） 24日（木）
審査申込受付＆書類の記入相談

事業報告書類の提出（P10参照）

補助金額確定

審査申込  補助金交付         （案）

補助金交付

海老名市

（通知受理後）請求書提出



平成 30年度市民活動推進補助金の運用について

１ 制度の見直しについて 

 【現状の課題・検討事項】

 （１）補助金の交付期間、回数、金額について

    ＜現状＞

入門編 発展編

該当する事業
団体の自立を促進し、活動を軌道に

乗せる事業

団体がこれまでに行ってきた活動の

拡充を図る事業、又は活動の発展を目

的に次の一歩として新たに行う事業

補助金の額 上限１０万円 上限３０万円

交付回数 １団体につき、１回のみの交付とする。

１団体につき３回までの交付できる。

ただし、当該年度に１回のみの交付と

する。

    ＜現状の課題＞

   ・入門編１回、発展編３回の合計４年間の交付期間を経ても、自立することができなった団体が

    過去見受けられている。

   ・発展編は３年間継続して３０万円の交付を受けることができるため、補助金への依存度が高く

    なる可能性がある。（年々補助金額を減らしていき、自立を促すようなシステム作りが必要。）

   ・入門編は１回のみの交付であるが、設立して間もない団体や、事業を起こしたばかりの団体に

    とって少ない交付と感じられる。

 （２）備品と消耗品の区別について

    ＜対象とならない経費の例（手引きより抜粋）＞

団体の事務所等を維持するための経費 事務所の家賃・光熱水費

団体の経常的な活動に要する経費 事務所までの交通費、団体のパンフレットの紙代

印刷代、構成員への郵送代

団体の構成員による会合の飲食費 事業の打ち合わせ時の飲食費

団体の構成員に対する人件費、謝礼等 事務員の人件費、構成員への謝礼

団体の備品購入費

（事業終了後に団体の財産となりえるもの）

衣装や楽器、電子機器等の購入費

（レンタルの場合は、賃借料として対象と見なす）

    ＜現状の課題＞

   ・団体の財産となる備品の購入は認められないが、備品・消耗品の線引きが曖昧な状況である。

    例）大谷四区親睦会による鯉のぼり事業での「ボルト」「クランプ」「番線」「収納ケース」

     「ロープ」「大ハンマー」「スコップ」など
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   【海老名市の区別】

   「海老名市財産規則第２７条」によれば、備品のうち取得価格 30,000 円以下のものは消耗品と

   見なしている状況がある。

２ その他 

  その他、現行の運用方法についてご意見があれば頂戴したい。



４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月

平成29年度交付団体 団体の事業視察

事業周知

広報掲載

事業説明会

応募書類受付

委員による質問

一次審査
【書類審査】

二次審査
【プレゼン審査】

交付決定

第２回市民活動推進委員会の候補日 ①平成２９年６月２６日（月）AM・PM　７０５会議室
②平成２９年６月２７日（火）AM　７０８会議室
③平成２９年６月２８日（水）AM　７０５会議室
④平成２９年６月２９日（木）AM・PM　７０８会議室

平成29年度　海老名市市民活動推進委員会スケジュール（案）

推進委員会の開催予定

平成29年度

平成29年度
市民活動推進補助金の2次募集

および

平成30年度
市民活動推進補助金の審査

平成30年度

随時 ： 団体の事業視察

12月1日号
掲載予定

１2月中旬
開催予定

第１回
5月31日

第３回
9月６日(水)

第４回
10月下旬

第５回
2月中旬

第６回
３月中旬

質問期間

一次審査

5/4
森の楽校

6/18(日)
IDEA

10月上旬
わくわく

秋頃予定
やさしく

11/12(日)
ガイド協会

第２回
6月下旬

5/4
大谷四区

5/6
永池川

８月1日号
掲載予定

８月９日(水),10日(木)
２次募集説明会

２次募集は実施なし

9月６日(水)
面接

二次審査

２次募集

交付決定 交付決定

H30年度募集

２次募集 H30年度募集
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海老名市 市民活動推進補助金
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

入門編 団体 自立 促進  活動 軌道 乗   
めの事業。 １０万円 1団体につき、１回のみの交

付とする。 0団体 1団体 1団体

発展編
団体      行    活動 拡充 図
る事業、又は活動の発展を目的に次の一歩
   新  行 事業 

３０万円
１団体につき３回まで交付
        当該年度 
１回のみの交付とする。

5団体 6団体 6団体

大和市 市民活動推進補助金
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

めばえ 活動をこれから始める、または、始めたばかりの
皆さんに対する補助です。【団体補助】

５万円
ただし、当該事業実施に必要な経費の範囲内であ
  現金   支出 超           

1申請者につき1回まで 2団体 ０団体 ０団体

はぐくみ すでに活動をしている皆さんが、より活動を発
展させるための補助です。【事業補助】

２０万円
ただし、当該事業実施に必要な経費の2分の1以内
    現金   支出 超           

1事業につき1回まで ２団体 ２団体 １団体

綾瀬市     補助金
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

いぶき 活動をはじめたばかりの団体が勇気をもって市
民活動 取 組    支援 設立1 年未満 団体 １０万円 １団体１回まで 3団体 ２団体 ０団体

はぐくみ 既に活動している団体の活動を一層充実・
発展するための支援 設立1 年以上 団体 ２０万円 １事業につき３回まで 6団体 ７団体 ５団体

はばたき
既に活動している団体が地域社会での広がり
 目的 他 団体 協働 活動 行    
支援

設立1 年以上 団体
2 団体以上で事業を実施 ５０万円 １事業につき５回まで ０団体 ０団体 ０団体

平塚市     市民活動    
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

入門
今        市民活動     助成 受
        助成金 必要   事業 取 
組む団体を対象とします。

１０万円 １団体につき１回 ４団体 ２団体 １団体

発展

活動をさらに発展させていこうとする団体や、新た
な事業を展開しようとする団体などを対象としま
す。
※設立後 １年以上経  団体 対象 

 ５０万円
※事業費の助成割合の制限あり。
（１回目90％、２回目80％、３回目70％）

１団体につき３回 ６団体 ３団体 ３団体

藤沢市 公益的市民活動助成事業
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

学生 若者 中
心とする団体

団体 要件代表者 学生又 若者     
  ８割以上 構成員 学生又 若者    
と。

２０万円
（団体の予算額の９０％以内）

一般の団体
４０万円

（団体の予算額の５０％以内）
※設立後３年未満 団体 場合 ８０％以内

相模原市
区 分 趣 旨 団体 設立要件等 補助金 上限額 交付回数 備品の取り扱い H26交付実績 H27交付実績 H28交付実績

ファースト
ステップコース 活動 初動期 支援     助成 設立後３年未満 団体（応募日現在） 総事業の９０％以内で１０万円以内。

※学生主体の場合には１００％以内で助成
同一の団体が、３回まで助
成を受けることができます。 １０団体 ７団体 ５団体

ステップアップ
コース 活動          発展      助成 設立後３年以上 団体（応募日現在） 総事業の８０％以内で５０万円以内。 同一の団体が３回まで受け

ることができます。 １２団体 ７団体 １１団体
備品は対象経費とせず

他市との比較

市民 行政協働運営型市民        芽

６団体

事業終了後 団体 財産 
  得    不可 
(衣装や楽器、電子機器
等)

「めばえ」については、団体の
活動初期に必要な備品費
（パソコンや机等）も経費と
して含めることができる。

物品のうち、取得価格又は
評価額が５万円（単価）
以上のものはレンタル等で対
応。

５万円以上の備品や器具
を購入する際は、申請時に
要相談。
助成金   購入  備品
には、「公益信託ひらつか市
民活動        助成
対象である旨の表示義務あ
り。

 １団体につき２回まで
※過去 助成制度  助
成回数を含む

組織基盤の強化と認めれら
れるものであれば限定しな
い。
※事務管理能力 高   
めに必要となるパソコンや会
計ソフトなどの購入費など。

藤沢市民 対象   公益的 市民活動 
行 団体  組織基盤 強化     取組
み」を対象とする。

５団体 ４団体

参考資料



海老名市市民活動推進補助金　交付状況

平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

申請団体 12団体 13団体 10団体 12団体 10団体 9団体 7団体 10団体

申請金額 1,462,250円 2,255,880円 1,682,600円 1,747,000円 2,057,000円 2,180,000円 1,716,400円 1,700,000円

交付団体 4団体 7団体 4団体 5団体 5団体 7団体 6団体 7団体

交付確定金額 430,500円 1,115,424円 　803,419円 1,200,000円 1,167,000円 1,560,000円 1,300,000円 1,416,000円（予定額）

ライブビートストリート海老名 生きがい発見塾 混合療育を考える会 と金ネットワーク
海老名女性支援電話「そよ
風」

生きがい発見塾 生きがい発見塾 生きがい発見塾

海老名里山づくりボランティ
ア山仕事の会

海老名里山づくりボランティ
ア山仕事の会

海老名里山づくりボランティ
ア山仕事の会

生涯学習研究発表会実行
委員会

生きがい発見塾
えびなパソコンサポートボラ
ンティア

えびなパソコンサポートボラ
ンティア

えびなパソコンサポートボラ
ンティア

海老名女性支援電話「そよ
風」

かながわ子育て情報局 ライブビートストリート海老名 Sapling Music Park Ebina
えびなパソコンサポートボラ
ンティア

Sapling Music Park Ebina
えびなっ子わくわくフェスタ
実行委員会

えびなっ子わくわくフェスタ
実行委員会

かながわ子育て情報局 ライブビートストリート海老名 かながわ子育て情報局 混合療育を考える会 Sapling Music Park Ebina リーベン
特定非営利活動法人
grand-mere

特定非営利活動法人
grand-mere

海老名女性支援電話「そよ
風」

海老名セーフティー・ベリー
協議会

公民館まつり実行委員会
福島と海老名の子ども交流
実行委員会

IDEA education
（イデアエデュケーション）

IDEA education
（イデアエデュケーション）

混合療育を考える会
えびなっ子わくわくフェスタ
実行委員会

NPO法人えびなの森の楽校 NPO法人えびなの森の楽校

河骨保護の会

交付団体名


