
会議名 平成 29年度第 6回海老名市市民活動推進委員会
日 時 平成 30年３月 17日（土） 9：00～15：00 
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、井上主事、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 Piccolini 
  区 分：入門編

  事業名称：Piccoliniの「親子で気軽にコンサートシリーズ」第８弾♪クリスマスコンサート
  申 込 額：１００，０００円

  事業内容：クリスマスコンサートの実施

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）一次審査通過条件に会費を徴収するとありますが、規約の改正等は考えているのでし

ょうか。

  （団体）規約の改正を考えています。

（委員）厚木市の保育園で行っている演奏会は何分でしょうか。

  （団体）40分です。
  （委員）小さな音楽会も 40分程で行っているため、所管課に打診してみてはいかがでしょう

か。

  （団体）承知しました。

  （委員）プロとして活動している方もいますが、どういう役割をしているのでしょうか。

  （団体）今回のクリスマスコンサートでは、社会貢献・地域貢献の１つとして出演してもらっ



ています。

  （委員）去年は海老名で 3 回事業を行っていますが、他市ではどのように活動していくので
しょうか。また、今後は海老名市を主体に活動を実施していくのでしょうか。

  （団体）他市でも活動は行っていきますが、今後、活動の主体となるのは海老名市です。

（委員）繰越金がありますが、予算書に計上した方がいいのではないでしょうあ。

（団体）今後計上してまいります。

＜審査終了、委員は採点を実施＞

②  暖暮の会

  区 分：入門編

事業名称：認知症にやさしいまち「海老名」をつくろう

申 込 額：１００，０００円

事業内容：認知症セミナー・講習会

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）認知症の方へ、事業の周知 PRはどう考えているのでしょうか。
  （団体）チラシの配架や、社協・民生委員に認知症の方や、介護に携わる方に周知がいくよう

協力を打診していきます。

（委員） この事業は認知症の方を対象としているものですか、あるいは、認知症の方の介護

をしている方を対象としているものですか。

（団体） 認知症の方を対象としています。

（委員） ステップとしては、認知症を介護している方を対象にした事業を行い、横の繋がり

を築いたうえで、認知症の方を対象とした事業を行った方が良いのではないかと思

います。

（団体） 認知症の方を対象としていますが、その方をサポートする家族の方も対象とした事

業内容となるよう考えております。また、会員が持っている様々な資格を活かした

事業内容とすることで、幅広い方々に参加いただき、事業・団体への認知度向上に

繋げていく予定です。

（委員） 昨年の実績を見ると事業の参加者が少なく、今年も大幅に増えるとは考えにくいと

思われるため、介護をしている方を対象とした方が、事業として広がりを見せるの

ではないでしょうか。

（団体）認知症以外の内容も取り上げる事で、色んなアプローチの仕方を考えてまいります。

（委員） 会員数が少ないため、事業を実施していくのに負担が多いと思われます。他の関係

団体とはどのように連携を取っていくのでしょうか。

（委員） 先日、社協に伺い、同じような内容を行っている団体を紹介いただきました。今後、

そのような団体と協力して行っていきたいと考えます。

（委員） 認知症になる前段階の方を対象としたプログラムの検討もお願いします。

（団体） 承知しました。



③  えびなアレルギーサークルデイジー

  区 分：入門編

  事業名称：アレルギー講習会

  申 込 額：１００，０００円

  事業内容：講師を呼び、アレルギー講習会を実施

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

（委員） 申請資料において、教材費が 15,000 円とありますが、これは参加者から徴収して
もいいのではないでしょうか。

  （団体） 資料は１人１部渡しています。講演会には１家族（４～５人）で参加する方も多く

おり、その場合、１家族分の負担が大きくなるため無料としています。また、自身

の手持ち分・親族分・幼稚園分等、多くの資料を必要とする家族がおり、有料にす

ると参加者の負担分が多くなります。

  （委員） 総合福祉会館で集まりがありますが、毎回何人ぐらい参加しているのでしょうか。

  （団体） 子どもが学級閉鎖になり外出ができない等の理由から、月によって参加人数は異な

ります。会員全員が参加するのは稀です。

  （委員） 講習会の定員は 30名と記載がありますが、定員を増やす考えはありますか。
  （団体） 講習会ではスキンケアなど、多くの用具を使用すること、講師が１名であることか

ら 30 名が妥当と考えます。また、子どもを連れてくる方もいるため、実際の人数
は更に多くなっています。

  （委員） 市と連携はどう取っているのでしょうか。

  （団体） アレルギー疾患対策基本法が施行され、保健師がスキンケア等の指導を行わなけれ

ばなりませんが、海老名市ではまだそのような体系が構築されていないため、我々

で実施しています。教育委員会や所管課に協力依頼はしています。

  （委員） 今回、補助金が全額を占めています。団体の状況等は理解できるますが、今後団体

として存続していくためにも、参加費などを徴収していくことや保育ボランティア

を活用し、費用を抑えることも検討する必要があると思われます。

  （団体） 我々も多くのアレルギー疾患関係の講習会に参加しておりますが、参加費を取って

いる講習会はありません。また、社協に保育ボランティアについて確認した結果、

現在、海老名市は保育ボランティアが無いことから、保育については個人に協力依

頼をしています。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

④  シエスタラボ

  区 分：入門編

  事業名称：こころと脳の健康フェス～大野裕氏・澤登和夫氏をお迎えして～

  申 込 額：１００,０００円
  事業内容：うつ病講演会の実施

一部 大野裕氏によるうつ病講演会



二部 お昼寝コンサート

三部 パネルディスカッション（大野・澤登・藤本）

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）認知症・うつ病に関わる団体が海老名市にはあり、それらの団体と今後連携するとの

説明がありましたが、社協に問い合わせて団体の紹介をしていただいてはどうでしょ

うか。また、そのような団体と日頃から小さな関わりを相互に行うことも、団体とし

て必要となってくると思われます。

  （団体）今後、いただいたご意見をもとに他団体と連携を取り、横の繋がりを増やしていくよ

うにします。

  （委員）入門編で申請いただくこととなったが、今後、自主財源はどのようにして確保してい

くのでしょうか。

  （団体）会費・協賛金・事業参加費収入から、不足分の費用は補うようにします。また、「ら

くらくピアノ」「お昼寝コンサート」といった事業を定期的に行うことで、団体の認

知度向上に努めてまいります。

  （委員）仮に補助金が交付されなかった場合、事業は実施していく予定なのでしょうか。

  （団体）実施します。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

⑤  大谷四区親睦会

  区 分：発展編

  事業名称：鯉のぼり事業

  申 込 額：２００，０００円

  事業内容：休耕地を使用した鯉のぼりの設置・撤収

       鯉のぼりまつりの実施

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

  （委員）竹竿を立てるということでありますが、それは容易に立てられるものなのでしょうか。

（団体）ロープで吊るしながら立ててまいります。また、15人程度の人数で立ち上がると考え
ております。

（委員）現在、鯉のぼりの在庫はどのくらいあるのでしょうか。

（団体）300 匹程あります。在庫数が減少しているため、今後、無くなった時のことも考え、
他のイベント等も計画していく予定です。

（委員）にぎわいキャッチコピーが決まりました。PR用品等を利用できるかもしれないため、
市に問い合わせてみてはいかがでしょうあ。。

（団体）承知しました。

（委員）人材及び補助金が無くなった場合の運営費について、団体としてどのようにお考えな



のでしょうか。

 （団体）会として高齢化の問題があります。若手の担い手については、平日は仕事等があるため

都合がつかないことが現状としてあるため、資材等の軽量化を図ることで作業の負担を

軽減しております。費用については寄付金で補ってまいります。

 （委員）会が発足してから 18年が経過していますが、資機材の交換は、補助金の交付が 2回残
されているうちに終えることはできるのでしょうか。

（団体）その予定であります。

（委員）補助金の主旨の１つとして団体の発展というのがあります。現在、会の高齢化が問題と

してありますが、若手の方が会に入りやすいように、門戸を広げるなど考えてみてはい

かがでしょうか。補助金の使途を、資機材の購入費ではなく、若手会員集めの費用に充

てるの等してみてはいかがでしょうか。

（団体）親族等に入会の声掛け等は実施おり、今後も継続していく予定です。使途については検

討します。

 ＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

⑥ (一社)海老名扇町エリアマネジメント
  区 分：発展編

  事業名称：講演会事業「パパのための防災講座 イザ！という時に頼れる父になる」

  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：父親向けの防災を学ぶための講演会

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

（委員）今回初めてお申込みいただいておりますが、入門編ではなく発展編でお申込みした理

由は何でしょうか。

  （団体）2016・2017年において防災フェスを行っていること、住民に対して行う説明会等も
度々行っていることから、これらの経験も踏まえ、発展編で申込みました。

  （委員）事業実施予定日が 4 月下旬となっておりますが、計画に無理があるのではないでし
ょうか。

  （団体）補助金申請の結果を受けて、開催について更に協議をしてまいります。開催時期につ

いては、５月に行うことも検討していかなければならないと考えております。

  （委員）扇町内にできる高層マンションの自治会加入はどのように行っていきますか。

  （団体）現在建設中であるため進捗はありませんが、扇町エリアマネジメントに取り込んでま

いりたいと考えております。

  （委員）扇町エリアマネジメントも現在自治会に代わるような役割を担っておりますが、今後

どのように発展していくお考えがあるのでしょうか。

  （団体）500世帯は自治会に加入しなければ、自治会として機能することができないとされて
います。海老名扇町エリアマネジメントとしては、加入促進活動を行い、500世帯程
度集めた後、扇町の自治会として独立していただくことを考えております。

  （委員）講師をプラスアーツに依頼しているが、消防署等の協力は考えなかったのでしょうか。



（団体）防災のみならず、住民コミュニティを作っていくノウハウも持っている企業であるた

め、今回の事業については適任と考えております。今後は消防とも連携を図っていく

ようにします。

（委員）扇町では、骨董市やストリートピアノ等の催し物を実施しておりますが、どのような

運用していたのでしょうか。

（団体）ストリートピアノは市が主催となって行っている事業です。特に費用等はとっており

ません。骨董市はプロムナード広場を使用しているため、使用料をいただいておりま

す。

（委員）扇町に自治会ができた場合、海老名扇町エリアマネジメントは撤退するのでしょうか、

あるいは、共存を図っていくのでしょうか。

（団体）当方は自治会機能以外も有していることから、共存していく形を取ってまいります。

（委員）他の自治会とのバランスはどう考えているのでしょうか。

（団体）機能面については他の自治会と話し合いをしていく中で、バランスを調整してまいり

ます。費用については、扇町に自治会が発足した場合、海老名扇町エリアマネジメン

トが自治会に交付される補助金等に関わっていくことはありません。海老名扇町エリ

アマネジメントとしては、自治会と協力していくことで、自治会活動を大きくし、加

入率向上を目指してまいります。

（委員）補助金が交付されなかった場合、事業の実施についてどうお考えでしょうか。

（団体）実施に向けて取り組んでまいります。

＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

⑦  それいけ！ママフェスタ実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：それいけ！ママフェスタ

  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：地域で活躍しているママや女性を迎え、子育てママに楽しんでもらうお祭りの開催

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  ＜質疑等＞

（委員）300,000円の補助金に対して会場費が 216,000円とあるが、ウィングスでなければい
けないのでしょうか。また、補助金が交付されなくなった後の計画はあるのでしょう

か。

（団体）文化会館は飲食・物販を行えないこと、ビナレッジは駐車スペースが少ないことから、

海老名駅の近くで行えるウィングスを選択しました。

    今後は、今回多くの参加者を集めて実績を作ることで、企業協賛を募ってまいります。

出展料の値上げは考えておりませんが、売り上げのいくらかを徴収するということは

現在検討しているところです。

（委員）託児スタッフはどこに依頼を検討しているのでしょうか。

（団体）厚木市で託児事業を行っている方及びイベント専門の託児事業を行っている企業のど

ちらかに依頼する予定です。信頼をおけるところに依頼する予定です。



（委員）中央公園やお寺等、安価な場所でイベントを行っている団体もあるが、そのような場

所での実施も検討したのでしょうか。

（団体）屋外での出店は天候の問題、子どもの管理上の問題から難しいと判断しました。お寺

の場合、車で参加することが必要となり、多くの参加人数が見込めないため、見送る

こととしました。しかし、今後は費用があまりかからない場所を検討していきたいと

思います。

  （委員）当補助金は金銭的利益が得られるような事業に対して交付するものではないので、今

回の申請事業が市民活動に当てはまるのかというところで疑問があります。

  （団体）少しの利益ではありますが、対価を得ることによって自分たちが行っていることを認

められたと感じることができるため、必要なことと考えております。

  （委員）昨年お申込みされた情報誌 Laugh！とはどのような関わりがあるのでしょうか。
  （団体）それいけ！ママフェスタに影響を受けた者が、情報誌を発刊しております。その間に

特別な関係性はありません。

  （委員）補助金充当の部分について、補助金をどのように使うのか 1 つ 1 つ整理をしたうえ
で予算立てをお願いします。

  （団体）承知しました。

＜プレゼンテーション終了、委員は採点を実施＞

⑧ 海老名で「第九」を歌おう会実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：えびなベートーヴェンコンサート第九 2018 
  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：市民参加型の第九コンサートの実施

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  （委員）託児は、誰に対しての託児なのでしょうか。

  （団体）練習時の託児及び当日の出演者・来場者用の託児となります。

  （委員）その場合、1名で対応することは難しいと考えます。託児を行う場合、予測人数に対
して託児対応人数の予算立てを行わなければなりません。この点で予算の立て方を再

検討していただきたい。

  （団体）練習の託児人数は、実績から１名の対応で可能と考えております。当日の託児は、実

績から最低 3名が必要であるため、見直しを考えていきます。
  （委員）託児を行うには、場所や対象が乳児もしくは幼児なのか等まで考えていく必要があり

ます。およそ 3 名に対して 6 名程しか対応できませんので、それを加味したうえで
ご検討お願いします。

  （団体）承知いたしました。

  （委員）以前提出いただいた予算書に記載のある収支と、本日使用した資料に記載のある収支

が合致していないが、これはどういうことなのでしょうか。

      ※収支について書類上に整合性が合わないため、全団体終了後に再度説明となった



（団体）参加費ついて、登録料として大人 3,000円、ユース 1,000円、高校生は無料としてま
す。また参加費を大人 10,000 円、ユース 3,000 円、高校生は無料としており、大人
は 120名を考えております。予算書には、ユースの方の人数が予測できなかったため、
記載しませんでした。今回、ユースの人数を前回よりも増やしたいと考えているため、

20名で予算立てをし、80,000円の収入を見込んでいます(登録料＋参加料×20名)。
このことから、参加費は 1,640,000円となり、収入合計額は 4,432,000円と修正しま
す。また、支出面において託児費用を 80,000円分充当します。

 ＜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＞

⑨ NPO法人海老名ガイド協会
  区 分：発展編

  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～「中

世武士・海老名氏」～

  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：文化会館小ホールを利用して講座開催

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  （委員）海老名氏とはどのような人物なのでしょうか。

  （団体）現在の有鹿神社付近に居を構えた武将でありました。鎌倉幕府で戦で負けた後、滅び

ました。

（委員）補助金の交付が終了したあと、どのような計画がありますか。

  （団体）講演会は続けていきたいと考えておりますが、安価な場所で実施することを検討する

ことで負担額を少なくしていきたいと考えております。

  （委員）11 月 15 日（木）と平日に文化会館小ホールに 300 名を集めることは可能なのでし
ょうか。

  （団体）ビナレッジ・小ホールともに土日が一杯であったことから、平日に設定しました。

  （委員）海老名でキャッチコピーが決まりましたので、手旗やのぼり等への活用をお願いしま

す。

  （団体）市が作成いただくのであれば、活用します。

  （委員）海老名にまつわる講演会事業はいつまで続けていくのでしょうか。

  （団体）海老名にまつわる歴史人物はまだまだ多くいらっしゃるので、続けられる限りは実施

していきたいと考えます。

  （委員）講師費用が 200,000円と高額になりますが、どのような内訳でしょうか。
  （団体）講師料については、現在相手方と金額を調整しているところです。

＜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＞

⑩ NPO法人えびなの森の楽校
  区 分：発展編

  事業名称：第３回森の楽校 緑化フェスティバル

  申 込 額：３００，０００円



  事業内容：５月４日「みどりの日」に三日月地でイベント実施（野草観察、里山クラフト、ド

ングリクッキー試食、カブトムシ幼虫探し etc…）。

  ＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  （委員）カブトムシの飼育について、どのような対応をしていますか。

  （団体）参加者にはがきをお送りし、その後の飼育状況を追跡調査したところ、返信は 10通
でした。その方たちにはカブトムシ博士号の通知を送りました。

  （委員）今後の展望において、毎年度実施し、内容の充実と記載があるがどのような内容とし

ていくのですか。

  （団体）他の団体に協力を呼びかけます。今年は山仕事の会・野草観察の会に私たちの行事に

参加していただきます。青年会議所や商工会議所にも参加協力を呼び掛けてまいりま

す。

  （委員）補助金交付終了後の対応について、多団体との連携等行う予定はありますでしょうか。

（団体）緑に感心のある企業にあたって、緑化フェスティバルに対する協賛を呼び掛けてまい

ります。今年は、中央農高に依頼をして花の苗等を作成していただいております。

（委員）緑を大切にしようという観点から参加費あるいは入場料のような形で、お金を徴収す

ることはお考えでしょうか。

（団体）寄付金という形ではいただいております。また、物品の寄付もいただいております。

（委員）賃借料にトイレとありますが、これはバイオトイレカーでよろしいでしょうか。また、

この金額はどのようにして決定しましたか・

  （団体）そのとおりでございます。金額については先方からの要望を反映したものでございま

す。多くの方にご利用いただきました。

⑪ 福島と海老名の子ども交流実行委員会

  区 分：発展編

  事業名称：福島と海老名の子ども交流キャンプ

  申 込 額：３００，０００円

  事業内容：福島と海老名の子どもたちの交流キャンプ

＜発表団体より審査申込事業についての説明＞

  （委員）参加人数についてどのように対応されていますか。

  （団体）参加人数は海老名では 25人の募集に対して 120名近くの応募があります。しかし、
スタッフの人数が減少しているため、受け入れ態勢等の再考が必要です。

  （委員）参加人数が年々減少していますが、今年は何人を想定していますか。

  （団体）南相馬市・海老名市で 25人ずつを想定しています。
  （委員） 輸送手段としてバスを使用した場合よりも新幹線を使用した方が金額的に安価で済

みます。以前提出した質問書に対して「新幹線は管理上難しい」と回答がありました

が、それはどういうことでしょうか。

  （団体）１名で 25名を乗り換え等もあるなかで管理することは難しいと判断し、バスを使用
することに決定しました。また、管理する人数を 3名にして新幹線を利用する場合、
交通費+宿泊費を加えると、費用的にバスと新幹線に大差がないことが判明しまし
た。



  （委員）今回は２年前に参加した人と、同じ人が参加するのでしょうか。

  （団体）抽選で決めていくため、中には２回という人もいるかもしれません。

  （委員）今後のことを見据えて、費用節減について検討していただきたい。

  （団体）承知しました。

  （委員）例えば、ボランティアセンター等を備えている大学もありますので、そのようなとこ

ろに協力依頼をするなどして、費用を節減できるところは節減することで、事業の継

続をしていただきたい。

  （団体）承知しました。

  （委員）海老名の子どもを福島に連れていき交流することはできるのでしょうか。

  （団体）交流することが会の目的であるので、それはできると思います。

  （委員）福島県の放射線量が高い地域に住んでいる子どもたちは、安心して外で遊べないため、

放射線量が低い海老名に来て交流をしています。団体として、海老名の子どもたちが

「なぜ福島の子どもが海老名に来るのか」と考えられるような事業内容していく必要

があると思います。

  （団体）承知しました。

（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

    ⑴Piccolini 
    ⑵えびなアレルギーサークルデイジー

    ⑶シエスタラボ

    ⑷大谷四区親睦会

    ⑸(一社)海老名扇町エリアマネジメント
    ⑹それいけ！ママフェスタ実行委員会

    ⑺海老名で「第九」を歌おう会実行委員会

    ⑻NPO法人海老名ガイド協会
    ⑼NPO法人えびなの森の楽校
    ⑽福島と海老名の子ども交流実行委員会

❏補助金審査不通過団体

    ⑴暖暮の会

    ⑵NPO法人南えびなスポーツクラブ
    ⑶Ebina Happy English Club 
    ⑷海老名芸術プロジェクト

    ⑸NPO法人地球のステージ

  ②補助金額について

❏補助金審査通過団体

    ⑴Piccolini・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
    ⑵えびなアレルギーサークルデイジー・・・・・・・・・100,000円
    ⑶シエスタラボ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円



    ⑷大谷四区親睦会・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円
    ⑸(一社)海老名扇町エリアマネジメント・・・・・・・・ 145,000円
    ⑹それいけ！ママフェスタ実行委員会・・・・・・・・・200,000円
    ⑺海老名で「第九」を歌おう会実行委員会・・・・・・・245,000円
    ⑻NPO法人海老名ガイド協会・・・・・・・・・・・・ 200,000円
    ⑼NPO法人えびなの森の楽校・・・・・・・・・・・・ 300,000円
    ⑽福島と海老名の子ども交流実行委員会・・・・・・・・210,000円

                        査定額合計 1,800,000円

４ 今後のスケジュール

  最終答申：３月２３日（金）１３時３０分～

       海老名市役所３階 秘書会議室

５ 閉会（進行 事務局）


