
第３回 浦安市市民活動補助金審査会会議録（要旨） 

 

１ 開催日時 平成20年10月28日（木） 午後６時30分～９時 

 

２ 開催場所 市民活動センター２階会議室  

 

３ 出 席 者 12名 

（委員）会長 宮奈由貴子、副会長 宮澤明、副会長 山西司郎、渡邉陽子、 

鐘ヶ江泰兒、田辺省治、宮内美由紀、工藤宣延 

（事務局）市民活動推進課長 長峰敏幸、杉山正毅、前田喜久栄、戸邊雄二、 

 

４ 議  題 

(1) 平成20年度交付事業中間報告について 

(2) 平成20年度審査会スケジュールについて 

(3) 平成21年度市民活動補助金 申請書書式について 

  （事業計画書 自立促進事業、活性化事業） 

(4) 平成21年度市民活動補助金 募集要項の検討について 

(5) その他 
 

５ 議事概要 （◎は決定事項、・は発言の概要） 

 

(1) 平成20年度交付事業中間報告について 

  補助金交付団体からの中間報告提出と予算の流用申請が２件あった。 

   内容及び意見は、以下のとおりである。 

 

①団体名：安全な富岡交差点へ！市民連絡会 

事業名：交通死亡事故再発防止活動「ソフトドライブ法定速度ではしり隊」

（自立促進事業） 

 

「活動が活発に行われ、事業が予定どおり進められている。」という報告が

あった。春の交通安全週間など、人の集まる行事の情報を得て出向き、シー

ルを配布して活動の発信をしている。J:com(ケーブルテレビ)に出演等、PR

の仕方はステップアップに匹敵するぐらいである。 

スケジュールに見学ができる日程があるので、見学できる委員は事務局に

連絡を願いたい。予算執行も予定どおり行われている。 

 

 



②団体名：サタデー・ボーイズ 

事業名：お助け英語スペッシャルクラブ 

（活性化事業） 

 

スケジュールについては、４月から９月は、毎月第１、２、３週の水、土

曜日、月６回程度行われた。10月以降の日付が記入されていないが、毎月

第１、２、３週の水、土曜日に開催する予定である。また、スタッフ検討会

は、その都度、スタッフと調整しながら行われる。 

中間報告前の８月に流用の申請が事前に提出され、担当委員に確認しても

らい承認を得ている。 

全ての生徒を受け入れているのかと質問したところ、ある一定のレベルに

達している生徒については、受け入れていないとの回答を得た。 

当初の目標は33名であり、８月で目標を達成している。 

    

③団体名：ぶらり浦安ガイド 

事業名：浦安の歴史文化をガイドする冊子をつくる事業 

（活性化事業） 

 

冊子の作成のための検討勉強会等を行い、情報収集と資料づくりを予定ど

おり進行している。冊子の完成は、年度末になる見通しである。見学できる

日は、スケジュールの日付に、□の印が付いている。 

また、費目内流用の事前報告があった。当初予算では、全国ボランティア

ガイド大会に２人の参加を考えていた。しかし、参加者がいなかったことと、

多くの会員が参加した方が有意義だ、との意見が出ていることから、箱根の

阿弥陀寺の琵琶法師による語り部の研修を受けたいとの事である。費用の増

加分は会員の自己負担になる。 

 

○流用理由書は、当初の研修に行かないと分かった時点で提出すべきである

と思う。 

○予算を組む時点で、研修先が決まっていたのか、研修先が決まった時点で

予算を組むのかによって、考え方が変わる。 

○箱根の阿弥陀寺では、様々な研修を行っているそうである。決して旅行気

分で行くものではないと言っていた。ただ、当初から研修参加費のみの予

算計上で、宿泊費や交通費は見込んでいない。 

質問内容 

◎ 研修先を箱根に変更した理由はなぜですか。 

 

 



④特定非営利活動法人チャイルド広場 

事業名：子どもがつくるまち「ミニうらやす」 

              （活性化事業） 

 

夏休み中に合宿を予定していたが、浦安市の花火大会の日程と重なったため

参加者が集まらなかった。冬休みに合宿を延期する予定である。 

ミニコミを使って PRしているが、参加者（リーダー）が集まらなかったの

で、PR方法を変えていくとの報告があった。人集めに苦労している。 

 

○花火大会の日程は、毎年決まっているので、日程の組み方に問題があると

思う。人が集まらないという理由としては弱いと思う。 

○チャイルド広場は会員数が多いので、その人たちを活用することで、「ミニ

うらやす」はできるのではないか。 

○会員を動員すれば、「ミニうらやす」は実現できると思うが、プレーリーダ

ーがほしいことにこだわっている。 

○なぜ、人が集まらなかったのか。これからの対策をどうするのか。このま

まだと、実現性がない。 

○事業の予定がすべて行われていない。中間決算書では、講師謝金と会場使

用料が支出の大半を占めており、申請事業を遂行しているとはいえない。ほ

とんど返金してもらう可能性がある。 

○運営会議の実績は、事務局の会議であって、プレーリーダーの会合ではな

い。また、主な活動実績は、６月に実施した講演会と８月に実施した１日新

聞記者ぐらいである。 

○残りの半年で何をするのか。ミニうらやすのリーダーによるワークショッ

プを行う予定だったのか。 

○10月のプレミニうらやすで弾みをつけ、３月に「ミニうらやす」へつなげ

たかったはずである。 

○成功している場所（ミニいちかわ）から子ども（リーダー）を出張しても

らうような方向性で実施する方がいいと思う。 

○市川などの実績をもって、ミニうらやすを実施することを考えていたと思

う。 

○会員数が多いのは、ミニうらやすの会員数ではなく、別事業の会員数であ

る。団体自体は、５、６年続いているので、そこを卒業した生徒が来れば良

かったと思う。他事業の評判もいい。 

○浦安でリーダーを育てなければ意味がない。ある程度は、大人がルールを

作る必要がある。その後、及び当日は、子ども達に任せばよい。 

○ミニいちかわとは交流があるので、そこから人材を借りてきた方がいい。 

 



○あまりにも手を出さなすぎである。このままほったらかしにすると、いけ

ないと思うので、時間があったら、担当委員と団体の代表で直接話し合った

方がいい。 

○事務局で団体の代表と直接あって話をする。また、市民まつりに参加して、

PRする予定であったが、担当部署がブースを締め切った後だった。事業を

する気はあるが、動くのが遅い印象がある。 

○イベント当日だけでなく、事前準備もリーダーに仕切らせたい。そのため、

毎月ワークショップを開催している。 

○11月８・９日のミニいちかわ参加が今後へのキーポイントになると思う。 

 

質問内容 

◎なぜ人が集まらないのか。問題意識と解決策があるか。 

◎今後の事業達成に向けての活動内容を示してほしい。 

◎事務局で団体の代表と直接あって話をする。 

 

⑤ＮＰＯ浦安防犯ネット 

事業名：セーフティコンサート～安全・安心ふれあいフェスタ～ 

                       （活性化事業） 

 

セーフティコンサートの日程が３月７日（土）に決定した。セーフティコン

サートが事業の中心になり、年明けに動き始めることになるので、支出は発

生していない。 

 

○ビデオは、購入して役立てているのか。市民まつり及び夏祭りの実績はあ

るのか。  

○豚汁を売り上げた時の原材料費や利益が記載されていない。 

○豚汁の原材料費は補助金の対象経費外となっている。また、中間報告は、

９月末までの実績になる。市民まつりは、10月18、19日に開催されたので、

中間決算書の「収入の部」は予算時の金額がそのまま記載されている。 

○予算額と決算額は違いがあることを説明した方がいいと思う。 

○ビデオカメラを購入して、事前に役立てていることを前提にしているので、

きちんと守っているのか心配である。 

○セーフティコンサート前の資料作りに役立ててくれることが公開審査会時

の条件である。市民まつりをビデオカメラで撮影していてほしい。 

 

質問内容 

◎ビデオカメラを購入して、役立てているのか。 

◎市民まつりの実績を教えてください。 



 

⑥特定非営利法人 子育てサポート・家庭療育「みんなのおうち」 

事業名：子どもと保護者のサポート事業「みんなの広場」 

（自立促進事業） 

 

事業を行なう上で、消耗品が予算より多く支出され、流用の申請が提出さ

れている。謝金、旅費、通信運搬費、それぞれ20％ずつの流用である。「消

耗品が足りないから、やみくもに余ったところの費用から流用するのか。」

と質問した。 

謝金については、依頼しようとした人がボランティアで行なってくれたの

で、費用が発生しなかった。旅費については、体調が悪く、行けなかった人

がいたので、余りが生じた。通信運搬費については、手紙での情報交換がメ

ールでのやり取りになったので、安く済んでいる、という話があった。 

 

○参加者が多くなることにより、消耗品の支出が多くなってしまったので、喜

ばしいことであるが、今後も消耗品の支出が増えるのではないか心配であ

る。 

○予算の取り方があまかったのではないか。印刷製本費の流用もある。 

○消耗品費のイベント材料費が申請時の約５倍かかってしまい、予想以上の域

を超えてしまっている。予算取りの見積もりが甘い。事後流用になるので、

連絡を先にしてほしかった。順番が違うと思う。 

○流用を行う前に連絡してほしいと当初の説明会等で伝えている。毎年、決算

時に流用申請をするケースがある。事前に連絡するように団体に再度伝えて

いきたい。 

 

◎流用申請は承認された。 

 

⑦浦安プレーパークの会 

事業名：浦安プレーパークを広めよう 

（自立促進事業） 

 

ミニコミ紙や市の広報による周知で、思ったより沢山の参加者があったと

のことであった。流用の申請があり、消耗品の予算がオーバーしたため、旅

費から流用したいとのことである。 

プレーパークを３回実施する予定が５回行われた。パンフレットもよくで

きている。 

 

○この半年で、消耗品費が不足し、流用しても、予算が1,500円しか残らない。



あと半年で２回開催予定であるので、再度の流用も考えられる。しっかり

指導しないといけない。 

○あとプレーパークを２回実施する予定であるが、再度の流用をすることはな

いと交付団体から聞いた。 

○３回の当初の予定が５回実施することとなっているのは、予想以上に頑張っ

ていると思う。また、回数が増えたにもかかわらず、予算内で抑えているの

で、すごいと思う。 

 

◎流用申請は承認された。 

 

(2) 平成20年度審査会スケジュールについて 

事務局より今後のスケジュールについて説明があった。内容は以下のとおり

である。 

  ・広報うらやす 11月 15日号で、市民活動補助金募集の事前周知を掲載した。 
・第４回審査会より（次回）募集要項の内容を検討 
・広報１月 15日号 補助金募集等予告内容の記事を掲載する。 
・１月の中旬に募集要項配布を予定している。 
・１月下旬と２月 21年度募集要項の説明会、申請書書き方講座を開催する。 
市民活動センターや公民館などを活用し、元審査会委員と市民活動センター

運営委員による講習会を行い、申請団体を支援していく。 
・３月から審査が始まる。前年度は３回の書類審査と公開審査会を行った。

公開審査会は３月 22日（日）を予定している。 
 

(3) 平成21年度市民活動補助金 申請書書式について 

自立促進事業（はじめの一歩）申請書の変更について事務局から提案の説

明があった。 
・ 平成14年度の開始以来自立促進事業（はじめの一歩）については、30事

業の申請に対して、17事業に交付し、活性化事業（ステップアップ）につ

いては、52事業の申請に対して、31事業に交付した。正直言って、申請

数が上向きになっている状況ではない。活性化事業（ステップアップ）に

ついては、交付金額が 50万円であり、事業自体もいろんな深い内容の事

業も多いため、単年の事業数 15～20に増えるわけではない。しかし、自

立促進事業（はじめの一歩）については、公益的な活動に目を向けて、市

民自らが何かやってみようというきっかけになればいいと考え、積極的に

交付していきたい思いを強くしている。 

   また、自立促進事業（はじめの一歩）は、公益性・ニーズと継続性の２

つを審査する際の評価項目としている。活性化事業（ステップアップ）は、

公益性・ニーズと事業内容、担い手、費用対効果、発展性、波及可能性の



６つを審査する際の評価項目としている。このことからも自立促進事業

（はじめの一歩）と活性化事業（ステップアップ）を同じ書式を使って、

申請していることに無理があるのではないかと考えている。 

そこで、平成21年度自立促進事業（はじめの一歩）の申請書をA4・１

枚に簡素化したい。 

 

○このたたき台では、どこまで簡素化するのかという意味でたたき台が出され

た。今までは、団体を教育する意味をこめて書かせるという意味があった。

しかし、ハードルが高いので、今回、たたき台が提出されたと思う。 
○作り方としては、募集要項の８ページに記載されている２つの評価基準がみ

えれば、１枚でおさまるのではないかということであると思う。 

○事業の対象だけしか書かせていない。現状の把握がなくて、何を事業の対象

にするのかという疑問になってしまう。簡素化する方向性は良いと思う。最

終的な目標も削ってしまっているが、事業の説明にならないと思う。書類だ

けの審査なので、ものをどう捉えて、どうしたいというのがないと、読みき

れないと思う。結果、どこまでしたいのかが分からないと思う。 

○自立促進事業（はじめの一歩）は、書類審査だけなのか。それとも申請団体

と接触しているのか。インタビューとか、会って、責任者の声を聞くという

方針になっているのか。 

○補助金の申請があがってきたときに、やり取りはしているが、それ以上にイ

ンタビューなどの設定をして、意見を伺うことはしていない。補助金申請書

類の内容で審査することになる。 

○申請団体の代表者が審査会に来て、雰囲気を感じてもらったほうがいい。代

表者の声や熱意が聞けると、審査員の評価が変わったかもしれない。 

○申請書類を確認し、それに対する質問を考え示し、その質問に対する回答を

見て、審査していた。実際に会えないが、こちらが聞きたい質問ができる程

度の書式にしないといけないと思う。 

○事業計画書を提出してもらい、審査会で出てきた疑問点を質問という形で投

げかけて、回答を得るというかたちにしている。 

○たたき台の書式であると、申請事業をするきっかけを書く欄がないと思う。 

○活性化事業の申請書に記載している「公益性・ニーズ」の３項目があって、

「公益性・ニーズ」が伝わってくる。昨年度、この3項目を苦労しながら、

考えた。申請書案では「公益性・ニーズ」が伝わってこない。確かに、客観

的なデータを示す項目はいらないと思うが、社会的な必要とは何かというニ

ュアンスが伝わってこないと思う。 

○簡素化するという認識で、申請書案を見てもらいたい。まずは、評価項目を

少し簡素化していく方向で検討をお願いしたい。そこで、合意が得られれば、

申請書自体にこういう項目があればいいと具体的な提案をしてほしい。 



○「公益性・ニーズ」の３項目をひとつの質問にするのはどうか？いきなり３

つに分解して書くのが大変であると思う。「今どうなっていることをどうなる

ためにどういうことをするのか」という事を一文にしたほうがいい。 

○具体的にいうと、「何を対象としてこの事業を行いますか。また、目的・理由

は何ですか。」という一文である。 

○現状の把握を謳っているので、質問に、現状の把握に関する旨を入れないと

申請団体は申請書を書きようがない。 

○申請事業計画書の「公益性・ニーズ」の欄と継続性の欄を平等のスペースに

したほうがいいと思う。 

○将来の展望と効果は、「発展性・波及可能性」なので、項目自体がいらないと

思う。また、事業スケジュールの上に、事業の具体的な内容の項目を書かせ

たほうがいいと思う。 

○「継続性」の評価項目で、独自の工夫をかかせるのが重要である。 

○「継続性」の項目で、次のことを記入するよりは、今年いちねんのことをし

っかり記入すればいいのではないかと思う。 

○「継続性」とは、団体のことか団体の事業のことか判断しかねる。 

○市民活動補助金の趣旨は、団体に補助金を出すのではなく、団体の活動に対

して補助金を出すこととする。 

○名前からすると、自立促進事業は、自立を促進する事業で、活動が次につな

がるという視点からみると、今年度の事業と今後どうつながるかという両面

の意味を持っていると思う。 

○「浦安市市民活動補助金の交付に関する規則」によると、「自立促進事業」は、

「会員を確保するために、団体活動内容の宣伝に関する事業など団体の自立

を促進するのに効果的な事業」である。当初は、本当に、自分たちの活動PR

をするために補助金を出している。最初から社会的な効果があるかまでは難

しいのではないのかと思う。 

○自立促進事業補助金は、イニシャルコストを負担するという考え方であると

思っている。２、３年と事業を拡大していくことで、団体は成長していける

と考えている。 

 

◎申請様式を簡素化する。簡素化するに当たり、「公益性・ニーズ」などを前

回の申請書を参考に事業の内容が読み取れるようなフォーマットを作成す

る。事務局は、申請様式のたたき台を再度作成する。 


