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第8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21年3月10日（水） 午後６時30分～10時 

 

２．開催場所：浦安市市民活動センター 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 

    

（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 

湯浅太郎 

(欠 席) 工藤宣延 

 

４．配付資料： 

（1）採点総括表（自立促進事業補助金） 

（2）採点結果表（自立促進事業補助金） 

（3）NPO浦安防犯ネットの申請書類一式（活性化事業補助金） 

（4）平成21年度活性化事業補助金（ステップアップ）の申請事業概要 

（5）公開審査会プログラム（申請団体向け、公開審査当日一般参加者向け） 

（6）活性化事業補助金（ステップアップ）申請団体の過去の活動報告書 

 

 

５．会議次第： 

（1）自立促進事業補助金（はじめの一歩）の採点結果報告について 

   ①採択可否の決定 

   ②金額の内定・決定 

（2）活性化事業補助金（ステップアップ）申請事業の内容確認及び審査について 

   ①事業内容の概要説明 

   ②事業内容の審査、審査会からの質問、再提出の有無 

   ＊本年度事業に係る平成20年度交付事業の見学報告（担当委員、事務局より） 

   ③担当委員の決定 

（3）その他 

 

６．議事概要：（◎は決定事項、○は発言の概要） 

（1）自立促進事業補助金（はじめの一歩）：５事業の採点結果報告について 

 ①採択可否の決定 

【海・まち・デザイン】 

 申請事業『境川いきいき大作戦』 

◎ 申請事業採択決定 

 

【２級お助けねっと】 

申請事業『子育て家庭支援事業「こんぺいとうひろば」』 

◎ 申請事業採択決定 
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【安心して暮らしたい会】 

申請事業『安心、安全な街づくりプロジェクト』 

◎ 申請事業採択決定 

 

【浦安ドキュメンタリーオフィス】 

申請事業『ドキュメンタリー自主上映に係るウェブサイト広報事業』 

◎ 申請事業採択決定 

 

【NPO法人 Ｕ－ＰＲＯＪＥＣＴ】 

申請事業『浦安まるごとごみ拾い事業』 

◎ 申請事業採択決定 

 

②金額の内定・決定 

【海・まち・デザイン】 

＜委員の意見＞ 

 ・お祭り時ゲームの景品を食材費として計上しているが、消耗品費として計上した

ほうがいいのではないか。 

 ○お祭り時ゲームの景品の計上が認められる場合、消耗品費として計上することが

好ましい。 

 ○乗船代による事業収入は理解できたが、お祭りのゲームがどのようなものか分か

らない。 

 →このゲームは、おもちゃのアオギス釣りである。 

 ○そういうゲームであれば、景品代の計上はあり得る。 

 

◎満額10万円内定。 

◎食材費の「お祭り時ゲームの景品」の計上を消耗品費として計上する。 

  

【２級お助けねっと】 

＜委員の意見＞ 

・リラックスした雰囲気で事業を進めるために、お茶代が必要であるという団体の

主張であったので、市民活動補助金審査会にゆだねるという形で、その他として

計上した。 

○事業の食材費にはならないので、補助対象外経費としたほうがいい。 

○講師に出すお茶代も含まれていると思うが、どうなのか。 

→申請団体は、事業を進める上で、どうしてもかかせないということでお茶代を計

上した。 

○ペットボトル飲料は食材でないので、食材費ではない。 

○今後もこういう申請があがってくる可能性があり、今後の布石になりえるので、

今回でこのような申請については、しっかり補助対象外にするということではっ

きりさせたほうがいい。 

 

◎ 満額10万円内定。 

◎ 会議時のお茶は食材費の対象とならないため、「その他」欄のリラックス用のペ

ットボトルを補助対象外経費とする。 
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【安心して暮らしたい会】 

＜委員の意見＞ 

○事業予算書の講師謝金と交通費の見積書に○がついているが、見積書がない。 

→事業予算書の補助対象欄への○の付け間違いである。 

○事業予算書の補助対象欄に○を付け忘れている箇所があるので、○を付けたほう

がいい。 

○事業予算書の２ページ目の左下欄には、補助対象経費総額を120,720円と記載し

てあるので、事業予算書の収入の市民活動補助金襴には100,000円を記載してい

るものと思ったが、収入の市民活動補助金襴には、90,720円と記載されている。

記載違いなのか。 

→記載違いではなく、もともと収入の部の自主財源と事業収入を決めた上で、市民

活動補助金額を決めているので、収入の市民活動補助金襴には、90,720円で記載

している。 

○見積書がいるものはないのか。 

○見積書の提出については、今回単価１万円以上のものとしている。 

 

◎満額90,720円内定。 

◎事業予算書の補助対象欄に、○を付ける。 

 

【浦安ドキュメンタリーオフィス】 

＜委員の意見＞ 

○謝金の「消費税」欄を補助対象経費として入れたほうがいいので、事業予算書の

「補助対象欄」に○をつける。 

○公開した書類が次年度の見本となりうるので、修正した方がいいと思う。 

 

◎満額10万円内定。 

◎サーバー月額使用料は経常経費となるので、使用料及び賃借料の「サーバー月額

使用料」は補助金対象外にし、事業予算書を修正する。 

◎事業予算書の謝金の「消費税」欄に補助対象として○をつける。 

 

【NPO法人 Ｕ－ＰＲＯＪＥＣＴ】 

◎満額10万円内定。 

 

（2）活性化事業補助金（ステップアップ）申請事業の内容確認及び審査について 

 ①事業内容の概要説明 

事務局より活性化事業補助金（ステップアップ）申請事業の事業概要について説

明があった。 

 

 ②事業内容の審査、審査会からの質問、再提出の有無 

【安全な富岡交差点へ！市民連絡会】 

  申請事業『交通死亡事故ゼロをめざして「ソフトドライブ法定速度ではしり隊」』 

（事業概要）浦安市内の交通死亡事故をゼロにするため、浦安市在住の新成人や市

内企業とその従業員を含む市民及び市内を走行する外部からの車両

を対象に、運転者に対するリーフレットやステッカーの配布、交通安
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全運動への参加、横断幕の掲示などの啓発を行う。 

 ＜委員の意見・質問等＞ 

○富岡交差点の交番など、市内でソフトドライブのステッカーを見かけているか。 

→市の公用車にはステッカーが貼ってある。 

○東京ディズニーリゾートでも見かけたことがある。 

○今年度の事業がどのくらいできているか確認したい。 

→今年度については、これから事業報告をしてもらう。 

○今年度の事業は自立促進事業補助金（はじめの一歩）の申請事業なのか。 

→自立促進事業補助金（はじめの一歩）の申請事業である。また、団体の活動実績

としては、J-COM（ケーブルテレビ）を通じて、周知・啓発を行っており、市の

交通安全課や道路管理課などの関係部署との連携を図っている。 

○ステッカー印刷数は今年度より減少している。 

→春や秋の交通安全運動に参加し、ステッカーを配布するとのことである。 

○横断幕を作成し、長期間使用できるが、横断幕を張る場所は確保できているのか。 

→電話で申請団体に確認したところ、今後、行政と相談するという話であった。 

○夏の交通安全週間はどのくらいの期間なのか。 

○横断幕の発注時期は、張れる場所の許可をもらった後でもいいのではないか。 

○予算書も人件費が中心で、後は備品購入が少しだけである。 

○ステッカーの配布方法や横断幕の活用方法をどうするのか。 

○目標に対する計画が弱いような気がする。 

 
〔質問事項〕 

◎夏の交通安全週間はいつぐらいなのか。 

◎横断幕の発注時期は、張れる場所の許可をもらった後のほうが望ましいが、上記

のイベントまでに間に合うのか。 

 

【浦安友の会】 

  申請事業『青少年育成支援「夢と未来の希望」』 

（事業概要）市内の中学生・高校生を招待して、歌や舞踊・ダンスの間に、イベン

トスタッフのいじめやひきこもり、不登校の体験談やメッセージ等を

伝え、心を癒し、今後につなげる。 

 ＜委員の意見・質問等＞ 

○自分たちでもできるような気がする。 

○中学生・高校生はこの種のイベントに興味があるのか。 

→協力団体のフォルクロ－レは、引きこもりや不登校を経験した人たちがメンバー

となっている。 

→申請者は、毎回、市民ミュージカルに参加し、若い世代の方との接点もある。 

○このイベントに人が来るのかが不安なので、どのように対象を集めるのか。 

○イベント開催日が夏休み中なので、中学生・高校生への周知は難しいのではない

かと思う。 

○団体の実績として、いろんなイベントに参加していることはわかった。 

○中学生・高校生が来たくなるような仕掛けはどういうものか。 

○集める方法としては、学校に訪問することを挙げている。 

→プログラム・案内状・ポスターのデザインを中学生・高校生にしてもらうという

ことを聞いた。 
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○印刷代を計上しているが、デザインを本当に中学生・高校生がするのか。 

→印刷代については、かなり安く計上しているが、このイベントの主旨に賛同した

印刷業者が安くしてくれるということだった。 

○市民ミュージカルのように、自分たちで作り上げるようなイメージを持っている。 

○外部協力団体は、どのくらいの集客力があるのか不安である。 

→外部協力団体の、ミュージカル・フラップチームは実績ある団体である。 

○イベント参加料はどのくらいとるのか。 

→イベント参加料は無料である。 

○今年度実施したイベントの参加人数はどのくらいなのか。 

○他の団体のイベントには参加している実績があるが、主催をした実績が慰問だけ

みたいなので、不安である。 

・補助金が出なくても、このイベントを実行する予定である。また、こういう事業

では、市に後援申請することが多いが、これから申請するとのことであった。市

の後援をうけると文化会館の使用料が減免になるため、事業予算書に変更が生じ

てくるので、早急にお願いしたいということも伝えた。 

 
〔質問事項〕 

◎対象である中学生・高校生をどのように集めるのか。 

◎中学生・高校生が来たくなるような仕掛けをどのように考えているのか。 

◎プログラムの内容をより具体的に教えてほしい。 

◎このイベントは、中学生・高校生を対象にしているのか。 

 

【特定非営利活動法人 タオ】 

  申請事業『障がい児・者就労支援事業～パソコン能力向上（IT講座)編』 
（事業概要）障がいをもち、一般就労・福祉的就労を目指す方よりパソコン操作能

力取得の要望が大変高く、それを支援する。また、自宅でも練習でき

るようにパソコンを貸し出す。 

 ＜委員の意見・質問等＞ 

 ・特定非営利活動法人タオは、２回の活性化事業補助金（ステップアップ）を受け

ている。 

○平成 22年度に完成予定であるが、浦安市障がい者就労支援施設とは市の施設な

のか。 

→この施設は、市の施設である。 

○特定非営利活動法人タオが浦安市障がい者就労支援施設の運営事業者となって

いるが、特定非営利活動法人タオ単体で行うのか。 

○特定非営利活動法人タオは、「いきがいづくり共同体」という複合事業     

者として実施する予定である。 

○パソコンの価格が高いが、どうしてなのか。 

→パソコンの選定については、現在使っているパソコンの機種と同機種にしたいと

いうことである。 

○ブラインドタッチなどを覚えることが目的であるので、同機種のパソコンでなく

てもいいと思う。 

→障がい者が使用するので、なるべく違和感がないように、同機種にしたいとのこ

とである。 

○就労を最終目的としており、就労となると、パソコンが違ってくる可能性は大い
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にあり、パソコンの機種は関係ないと思う。 

○参加費５００円というのは安すぎるので、収入面で不安を感じる。 

○講師３名は今教えている講師のことであるのか。 

→新たに講師を３名雇い、謝礼を払うということである。 

○事業の需要はどのくらいあるのか。 

○エンドレス講座とはどのような内容なのか。 

→エンドレスの講座は、その人の進捗状況に合わせて、パソコンの基礎を習得でき

るように進めていく講座で、基礎編の講座は、就労できるようなレベルに引き上

げられるような内容となっている。 

○補助金に依存している事業であるという気がする。 

○パソコンにはこだわっていないような気がする。 

○補助金の半分以上が、講師にかかるお金である。 

 
〔質問事項〕 

◎この事業に対する受講者はどれだけ集まっているのか。また、集め方はどのよう

にしているのか。 

◎新しい講師３名をしっかり確保できるのか。 

◎参加費に受講料が含まれているのか。また、参加費を500円にしている理由を教

えてほしい。 

◎今年度も同様な講座を実施しているが、どのくらい受講者数と実績があったのか。 

◎平成22年10月以降、パソコン教室が浦安市障がい者就労支援施設に移転するの

ですか。 

 

【NPO法人新しい学校づくりをめざすおーぷん・どあプロジェクト】 
  申請事業『プロジェクト学習サポーター研修、及び派遣事業』 

（事業概要）プロジェクト学習は、子どもの興味・関心から出発する学習スタイル

で、この学習を研修会によって伝え、担い手を発掘・育成し、不登校

児童生徒へ派遣する。 

 ＜委員・アドバイザーの意見・質問等＞ 

○予算書の補助対象に○印がついていない。 

→○を付け忘れたようである。 

○無線ＬＡＮがどうして必要なのか。 

→研修時に使用する予定であり、パソコンに差込むかたちのカードＬＡＮである。 

○無線子機がなくても、ネット接続できると思う。 

○ニュースタート学院「ライネル」とはどういうものなのか。 

○本事業と目的が同様で、不登校の中学生に対応している任意の学校である。 

○プロジェクト学習セミナーの具体的な内容が書いていない。 

○ひきこもりや不登校の教育が難しい現実があり、２日間の研修でどのくらいこと

ができるのか成果がわからず、不安である。 

○以前もひきこもりや不登校の子を対象にした事業で活性化事業補助金を申請し

たが、人が集まらなくて、市外の方１名という結果であったので、不安を感じる。 

○研修の内容と教育実習の内容を教えてほしい。レクリエーション保険を掛けるく

らいなので、座り研修ではないと思う。 

○無線ＬＡＮの環境がＷＡＶＥ１０１で使用できるかを確認したほうがいい。 
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〔質問事項〕 

◎研修の受講対象者がどのくらいいるのかを教えていただきたい。 

◎２日間の講習でいきなり派遣するのは不安があるので、２日間の研修内容を教え

ていただきたい。 

◎教育実習の内容を教えていただきたい。 

◎通信費の対象はどうなのか。 

〔確認事項〕 

◎無線ＬＡＮの環境がＷＡＶＥ１０１で使用できるか。 

 

【ぶらり浦安ガイド】 

  申請事業『広がりのあるガイド推進事業』 

（事業概要）かつて浦安が漁師町であったところの歴史文化を古老から聞き書きし

て活きたガイド資料を収集し、それをもとに誰もが読みやすい冊子に

まとめ、それを外国語（英語・韓国語）文に編纂しなおし、外国人を

ガイド対象として広げる。また、インターネットによるホームページ

を開設し、来訪者の受け入れ窓口を広げていく。 

 ＜委員の意見・質問等＞ 

○ドメイン取得料金が高いと思う。 

○通信運搬費の「サーバー料金」は補助対象外経費となるのではないか。 

→通信運搬費の「サーバー料金」は補助対象外経費となる。 

〔質問事項〕 

 なし。 

〔確認事項〕 

◎パソコンの見積書を提出してください。 

 
【特定非営利活動法人チャイルド広場】 

  申請事業『子どもがつくるまち「ミニうらやす」』 

（事業概要）働いて、給料をもらって、ご飯を食べて、遊ぶ。子どもたちが市民権

を持ち、子たちによる「子どものまち、遊びのまち」づくりを、子ど

も自身が自主企画・運営していく機会と仕組みつくりを大人と地域で

取り組む事業です。年間のワークショップと、その成果として「子ど

ものまち・ミニうらやす」を浦安において実施する。 

 ＜委員の意見・質問等＞ 

 ○３月７・８日に開催した「ミニうらやす」の結果としては、参加人数は約３００

名であった。また、小学校５・６年生が中心になって動いているという感じであ

った。 

○意外と食べ物屋さんが多くて、家で手伝いをしている延長線上という感じを受け

た。ミニうらやすのルールは理解できたが、詰めが甘かったという印象を受けた。

初回ということを考慮すれば、いいと思う。 

○１２時開場だったのが、１２時３０分開場となった。１３時すぎくらいから人数

も集まってきたが、ミニうらやすの認知度が少なかったように思われる。また、

開催場所も分かりづらかったし、300名の参加が限界であったと思う。 

→浦安市内の各地域よりまんべんなく参加者がいて、マンションの掲示板や市広報、

ミニコミで周知していたということだった。テントは５張ぐらいであった。初め

て行った催しなので、この反省を次回生かしたいと、事業担当者は語っていた。 
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○リーダー集めなど今年は大丈夫という決定打がないと、不安である。 

○４月からワークショップを始めるに当たり、今回参加した人がどのくらい参加す

るかを聞いてほしい。 

○詳細な企画書を別紙で１枚書いてほしいくらいである。 

○平成20年度の反省点とその反省点を平成21年度の事業にどう生かしていくかを

聞いたほうがいい。 

○店での声掛けや看板を持っての周知などコミュニケーションを取る努力があり、

いい教育になると思う。 

○校長会に参加し、自分の事業を紹介するという手法で周知するなどの工夫がほし

い。 

〔質問事項〕 
◎「ミニうらやす」の周知に関する工夫をどうするのか。 

◎３月７・８日に開催した「ミニうらやす」に参加した人が、４月からワークショ

ップに参加するリーダーはどのくらいいるのか。 

◎平成20年度の反省点とその反省点を平成21年度の事業にどう生かしていくか。 

 

【NPO 浦安防犯ネット】 

  申請事業『チャリティーセーフティコンサート 安全・安心フェスティバル2010』 

 （事業概要）浦安文化会館を１日貸しきって、防犯とは何かを身近に感じてもらう

事を目的とした千葉県警察音楽隊とのコンサートや防犯展示や講習

会を開催して、防犯の体験をしてもらい地域力を高めてもらい、もっ

と安全で安心に暮らせるようなまちづくりをめざすためのフェスタ

を開催する。 

＜委員の意見・質問等＞ 

○前年度との違いは、コンサート前に、NPO法人 Ｕ－ＰＲＯＪＥＣＴと協力して、

ごみ拾いをし、チャリティーコンサートを開催する予定みたいである。 

○なぜ申請書類の提出が遅れたのか。 

→今年度も申請書類への記入もれや計算違いなどがあったが、市民活動団体を育て

るという意味でも指導する必要がある。また、３月７日のセーフティーコンサー

トを見学して、防犯ネットがこんな大きな事業を仕切っているとは思わなかった

し、実行力があると感じた。 

○公益性・ニーズという意味では、文句ないと思うが、何にお金が使われているの

かをみる必要がある。 

○日ごろの団体活動など背景が記載されていると分かりやすいと思う。 

○ホームページのアドレスが記載されていないので、アドレスを聞いてほしい。ま

た、パンフレットなどにホームページのアドレスを記載したほうがいい。 

○担い手や人材育成などの組織としての基盤強化をどう考えているのかを聞きた

い。 

○複数の事業を1つの申請書に記載しているので、分かりにくい。 

○今年度の事業の中間報告では、ビデオカメラの購入やホームページの作成など実

行できていないので、防犯ガイドブックの作成など、計画性に不安を感じる。 

 
〔質問事項〕 

◎寄附先はどこですか。 

◎今後、ビデオカメラをどう活用しますか。 
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◎ホームページは出来ているのですか。また、ホームページアドレスを教えてくだ

さい。 

◎計画性に不安を感じているので、この事業を実行できる根拠をうかがいたい。 

◎担い手や人材育成などの団体組織としての基盤強化をどう考えているのか 

 

③担当委員の決定 

 ◎第９回市民活動補助金審査会で決定する。 

 

 

以  上 

 


