
平成 29 年度第３回海老名市市民活動推進委員会 次第 

日時 平成 29 年９月９日（土）9 時 30 分～ 

場所 市民活動ｾﾝﾀｰﾋﾞﾅﾚｯｼﾞ３階 302～303 会議室 

１ 開会 

２ あいさつ 

   三部委員長 

３ 諮問 

４ 議題 

（１）平成 29 年度市民活動推進補助金２次募集審査申込団体の審査に 

ついて 

  ① プレゼンテーション審査実施要領について 

  ② プレゼンテーション審査 

  ③ 審査のまとめ 

    ・審査の合否について 

    ・補助金額について 

（２）平成 30 年度市民活動推進補助金制度の運用について 

（３）今後のスケジュールについて 

５ その他 

６ 閉会 
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平成29年度海老名市市民活動推進補助金制度（２次募集） 

プレゼンテーション審査実施要領 

１ プレゼンテーション審査の内容 

 (1)９項目の基準の審査 

 (2)審査のまとめ（審査の合否、補助金額の決定） 

２ プレゼンテーション審査の流れ 

(1)プレゼンテーション審査は、２次募集審査申込のあった１団体を対象に 

行う。 

(2)審査申込団体は７分以内で申請事業を説明（プレゼンテーション）する。 

(3)委員は、団体の発表が終了次第、１５分間で質疑を行う。 

(4)委員は、団体の発表中及び発表後（３分程度）に、各自で「９項目の 

基準の審査」を行う。 

(5)全団体の発表終了後、「審査のまとめ」を行う。 

３ 審査票の記入方法 

プレゼンテーション審査票（審査申込団体への質疑の後、3 分間で記入） 

  審査基準ごとに評価を行い、各５点満点で採点を行い「点数」欄に記入 

  する。（合計点の計算は不要。）特記事項等があれば、「コメント」欄に記 

  入する。 

※今回は時間短縮を目的に、各団体の間の時間を短くしているため、採点

用の時間を短く設定しております。ご協力をお願いいたします。 

４ 審査のまとめ 

(1)審査の合否について 

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点を合否の基準とし、27点以上は合格、27点未満は、補助の

対象外とする。 

 (2)補助金額について 

合格団体の中で、対象経費に疑義があった場合については、委員全員

で協議し、金額を決定する。また、その他に疑義があれば、その点につ

いても協議し、金額を決定する。 

(3)プレゼン資料について 

     団体から提出されたプレゼン資料の完成度・形式については評価の対 

     象としない。また、当日追加での資料提出も認めることとする。（自団体 

   のプレゼンテーションをより伝えやすくするための努力であるため。） 
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５ プレゼンテーション審査の基準 

№ 審査基準 審査の視点 

１ 公益性 多くの市民が事業の効果を受けられる事業か。 

２ 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。 

３

計画性 

事業の計画に無理がなく、実現可能であるか。 

４ 事業の予算に無理がなく、積算も適正であるか。 

５ 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。 

６ 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

性のある事業であるか。 

７ 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。 

８ 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。 

９ 熱意・意欲 団体の熱意や意欲が感じられるか。 

 [点数の判断] 

 ５点・・・良い 

 ４点・・・どちらかというと良い 

 ３点・・・普通 

 ２点・・・どちらかというと悪い 

 １点・・・悪い 



平成２９年度海老名市市民活動推進補助金制度（２次募集）

《 プレゼンテーション審査票 》

委員名

申込団体 男女平等市民の会 海老名

№ 審査基準 審査の視点 コメント 
点数 

(５点)

１ 公益性 
多くの市民が事業の効果を受

けられる事業か。 

２ 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。 

３

計画性 

事業の計画に無理がなく、実

現可能であるか。 

４
事業の予算に無理がなく、積

算も適正であるか。 

５ 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。 

６ 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

ある事業であるか。 

７
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。 

８ 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。 

９
熱意 

意欲 

団体の熱意や意欲が感じられ

るか。 

 総評  

※点数付けは、別紙プレゼンテーション審査要領を参考 



平成 30年度 市民活動推進補助金の運用について

（１）補助金の交付期間、回数、金額について 
  ＜現状の課題＞ 
  ・入門編１回、発展編３回の合計４回の交付期間を経ても、自立することができなかった団体が過去 
   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 

て少ない交付であると感じられる。 

 ＜前回会議までの協議結果＞ 
   【入門編】 
  ・補助金の額については上限１０万円で変更はないが、審査申込できる補助金額は、当該事業実施 
   に必要な予算額のうち、９０％以内とするように変更する。 
  ・補助金の交付回数については、１団体につき２回まで交付できるものと変更する。 

   【発展編】 
  ・補助金の額については上限３０万円で変更はないが、審査申込できる補助金額は、当該事業実施に 

に必要な予算額のうち５０％以内とする案（大和市・藤沢市方式）と、１回目７０％、２回目６ 
０％、３回目５０％と段階的に引き下げていく案（平塚市方式）の２パターンを検証したが、発展 
編に区分が変わった段階で補助割合が５０％になってしまうのは審査申込団体にとって高い壁で 
あるように感じられ、平塚市方式を参考に、段階的に引き下げていくように設定することとなっ 
た。引き下げの割合については、継続して協議を行う。 

  ・交付回数については、現状の１団体３回から変更は行わないこととする。 

  ＜本日の検討課題＞ 
   発展編の補助割合について協議検討を行う。 

補助割合 分析 

案１ 
１回目・・・９０％ 
２回目・・・８０％ 
３回目・・・７０％ 

平塚市と同じ割合。審査申込団体にとっては、補助割合の引き
下げ率が低い為、事業が実施しやすいメリットがある。半面、
自立を促すといった効果が少ないというデメリットがある。 

案２ 
１回目・・・９０％ 
２回目・・・７０％ 
３回目・・・５０％ 

海老名市独自の引き下げ方式。引き下げ率が高いため、審査申
込団体にとっては連続した事業の実施が難しい場合も考えら
れる。反対に、自立を促す効果は高い。 

   案１・案２とも、１回目の補助割合は予算額の９０％以内とし、入門編から発展編への移行を 
   スムーズに行う。 

- 1 -

資料２



 ＜協議結果＞ 
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
せるための事業 

団体がこれまでの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 
ただし、当該事業実施に必要な予算額
のうち、９０％以内とする。 

上限３０万円 
ただし、当該事業実施に必要な予算額
のうち、補助割合は以下のとおりとす
る。 
１回目の交付・・・      ％  
２回目の交付・・・      ％  
３回目の交付・・・      ％ 

交付回数 
１団体につき２回まで交付できる。 
ただし、当該年度に１回のみの交付と
する。 

１団体につき３回まで交付できる。 
ただし、当該年度につき１回のみの交
付とする。 

（２）備品と消耗品の区別について 
  ＜現状の課題＞ 
  ・団体と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。 

＜前回会議までの協議結果＞ 
  ・誤解を招く表現や説明責任が発生する表現は使わず、シンプルに「３万円までは補助の対象とす 

る。」との表記とする。 

＜前回までのご意見を反映させた表＞ 
   補助金の対象となる経費の例 

謝礼 外部講師・指導者・協力者への謝礼等 
旅費 外部講師・指導者等の事業実施会場までの交通費、宿泊費 
印刷製本費 事業についてのパンフレット、ポスター等の印刷製本費 
消耗品費 パンフレット用紙、会議資料、活動資料、材料等の費用 

 ※短期間または、一度の使用で消費されるもの 
使用料 会場使用料 
賃借料 機材等のレンタル料、バスの借り上げ料 
通信費 パンフレットや資料等の送料、会場までの備品の運搬費 
備品購入費 30,000 円までは補助の対象とする。 
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（３）その他の見直し点 
  ・審査申込の流れ等について 
    ①説明会実施 
    ②事前相談 
    ③審査申込 
    ④各委員へ審査申込書類の送付 
    ⑤各委員からの質問受付 
    ⑥審査申込団体からの回答の送付 
    ⑦１次審査（書類審査） 
    ⑧２次審査（プレゼンテーション審査） 
    ⑨補助金交付団体の認定 

  ・採点基準等について 
  ・ 
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今後のスケジュールについて 

１ 今後のスケジュール 
月 内容 

１０月 

７日（土）：事業視察①「NPO法人やさしくなろうよ」 
      ＠海 名駅  中 広場 10：00 16：00 
      事業視察②「男 平等市 の会・海 名」
      ＠ビナレッジ３階会議室 14：00 16：00 
下旬：第４回市 活動推進委員会
   候補① ２３日（月）終日OK 
   候補② ２４日（火）午前OK 

１１月 

１２日（日）事業視察③「NPO法人 海老名ガイド協会」 
      ＠海老名市文化会館 120 サロン 13：00 
１８日（土）・１９日（日）【予定】事業視察④「えびなっ子わくわくフェスタ」 
      ＠大谷小学校 時間未定 

１２月 
中旬：補助金説明会 
中旬 下旬：事前相談受付

１月 
中旬：審査申込受付 
下旬：各委員へ書類の送付・団体への質問受付 

２月 
上旬：団体からの回答受付・各委員へ回答の送付 
中旬：諮問・１次審査（書類審査） 

３月 
中旬：２次審査（プレゼンテーション審査） 
下旬：答申 
   補助金交付団体の認定 

２ その他 
  懇親会の日程については、１０月第１週目の予定をお伺いします。場所は市内の居酒屋。 

資料３


