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第９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17日（水） 午後６時30分～９時30分 

 

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、工藤宜延 

    

（事務局）杉山正毅、前田喜久栄、戸邊雄二、湯浅太郎 

 

４．配付資料： 

（1）再提出書類（自立促進事業補助金） 

（2）質問事項回答書（活性化事業補助金） 

（3）第８回浦安市市民活動補助金審査会会議録 

 

５．会議次第： 

（1）活性化事業補助金（ステップアップ)申請事業の内容確認 

   ①再提出書類の有無・審査会からの質問の回答について 

   ②担当委員の決定 

（2）公開審査会について 

（3）その他 

 

６．議事概要：（◎は決定事項、○は発言の概要） 

（1）活性化事業補助金（ステップアップ)申請事業の内容確認 

 ①再提出書類の有無・審査会からの質問の回答について 

  事務局より審査会からの質問の回答について説明があった。 

【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「ソフトドライブはしり隊」』 

 ○許可申請が遅れ、結果として間に合わなかった場合、横断幕の発注をやめさせ、

費用を返還できるのか。 

 →横断幕の掲示時期が夏・秋・冬とあるので、横断幕は必要になり、今後も横断幕

を掲示することになると思う。 

 ○平成20年度のステッカーは、事業年度より遅れて作成したのか。 

 →平成 20年度の補助金申請前にステッカーを作成したが、その分は補助対象外と

なり、申請年度にも作成している。 

 ○この団体については、過去に事業の進捗が遅れているということはないみたいで

ある。 

 ○真面目に活動に取り組んでいる。 

 →発注までに10日間かかるということは、見積書をもらうときに確認していた。 

 ○夏・秋・冬に掲示があるので、横断幕を早期に作成するように念を押す。 

 

◎夏・秋・冬に掲示があるので、横断幕を早期に作成するように念を押す。 
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【浦安友の会】 

申請事業『青少年育成支援「夢と未来の希望」』 

○中学校・高校にチラシを設置してくれるのか。 

→現在、青少年課に後援を申請しており、申請が通れば、中学校・高校に配布しや

すくなる。 

○出演する団体を通じての集客や広報うらやす、ミニコミ紙での周知を考えている。 

→プログラムの第１部に出演するシンガーは２３歳で、近々に CDデビューすると

のことであり、集客力が見込めるという申請者の話であった。 

○観客となる中学生・高校生のかかわり方についてどうなのか。 

→参加するダンスチームやラップチームのメンバーがチラシづくりやプログラム

づくりに一緒に参加してもらっている。 

○会場使用料の半額についてはどうなのか。 

→現在、青少年課に後援申請しており、申請が通った場合、その旨を事務局に伝え

てほしいことと、後援による会場使用料の減額に伴い、補助対象経費の減額があ

ることを伝えた。 

○このイベントは無料であるのか。 

→無料で開催する予定である。 

○集客目標はどう設定しているのか。 

→１，３００名を想定していると思われる。 

○中学生・高校生の集まりが悪くて、イベントの盛り上がりに欠けたとしても、補

助金審査会の考えとしては、こういうイベントを開催した行動力を評価するよう

に考えればいいのか。 

→あまりにも成果が見えないものについては、評価しにくいが、効果が計れない場

合は、イベント開催を信じていくしかないと思う。 

○一般の方でも入ることができるのか。一般の方が多すぎて、事業の主旨が変わっ

てしまうのも困る。 

→一般参加者も入ることができると思う。 

 

【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～パソコン操作能力向上（IT講座）編』 

○１つ目の質問の回答が、あいまいである。 

→実績がエンドレス編８名、基礎編１８名で、現在の待機者は５名である。 

○待機者人数に対して、講師の数が多すぎると思う。 

○この回答では、実績がどうなのかがよめない。 

○パソコンの購入費用が高いような気がする。 

 

【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』 

○質問の内容に対する回答が理解できない。２日間の研修でサポーター育成は大丈

夫であるという内容を明記してほしかった。 

○実習とセットで育成しないと意味がなさないと思う。 

○勉強会、研修会、教育実習を経て、サポーター育成が完成すると考えていいのか。 

→教員など教育のプロだけではなく、プロジェクト学習に興味のある方も対象とな

り、対象が整理されていない。 
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○プロジェクト学習とはどういうことなのか。 

○子どもにテーマを選ばせ、そのテーマについて自分で学び、プレゼンテーション

をするという一連のプロセスを学ぶことであると思う。 

○夏休みの宿題みたいな感じがする。 

○不登校の生徒を対象にしている。 

○ニュースタート高等学院自体が不登校の生徒を対象に授業を、フリースクール形

式で行っている。 

○サポーターの育成までがこの事業の内容なのか。 

○おーぷん・どあプロジェクトでは、普通にフリースクール形式で授業しているの

で、そこにプロジェクト学習を取り入れようとしている。 

○サポーターをつくって、派遣する場合、サポーターを育成することによる不登校

の生徒や対象がどのくらいいるというニーズがみえない。 

○生徒が集まらなかったので、サポーターを育成するという切り口に変換している

のであると思う。 

○実験的にプロジェクト学習を取り入れているのは、いいことであると思う。 

○無線ＬＡＮの使用についてどう考えているのか。 

→マーレのインフォメーションコーナーでパソコンを使用できる。自分のパソコン

を持ってきて、２本の無線ＬＡＮにつないで使用できる。おーぷん・どあプロジ

ェクトが考えていることは、無線ＬＡＮにルーターをつないで、会議室に電波を

飛ばしたいみたいである。マーレの見解としては、今までに前例がなく、実際に

難しいのではないか。 

 

◎事業予算書の補助対象欄に○が付いていなかったため、再提出してもらう。 

 

【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』 

○そもそもパソコン購入の質問をした理由は何なのか。 

○パソコンに関する見積もりが付いていないので、その催促のために質問した。 

○事業予算書の再提出をしてもらう。 

 

◎パソコンのサーバー料金は補助対象外となるため、事業予算書を再提出してもら

う。 

 

【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」』 

○去年より今年の方がいいと思う。 

→平成 20年秋ごろの運営メンバーと開催当日の運営メンバーが一部変更していた

みたいである。平成 21年度については、当初より固定した運営メンバーで動け

るのではないか。 

○去年の具体的な反省点が記載してあり、いいと思うが、開催場所が悪いのではな

いかと思う。 

→公共の公園では、火を使ってはいけないこととなっている。また、今川にある少

年の広場はフェンスがあり、子どもへの注意が行き届くという利点がある。 

○車で来ている方が少なかったような気がする。 
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【ＮＰＯ 浦安防犯ネット】 

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

○ホームページはありましたか。 

→回答書の指示通りに検索したが、ホームページが出てこなかった。 

○チラシにホームページのアドレスを表記するのが基本である。 

○新しい情報を掲載しないで、ホームページを作る意味があるのか。 

○購入したビデオカメラの平成21年度への役立て方が、平成20年度と変わらない

が、大丈夫なのか。 

 

②公開審査会での質問事項と担当委員の決定 

【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「ソフトドライブはしり隊」』 

 ○横断幕は３回使用する予定である。 

 ○行政への申請手続きを知っていますか。 

→行政が横断幕の掲示許可を出さなかった場合、鉄鋼団地に横断幕を掲示すること

を考えている。 

○鉄鋼団地に横断幕を張っても目立たないのではないか。 

○市の掲示物と時期が重ならないようにしてほしい。 

→市の担当部署にこういう申請事業があったことを伝え、横断幕掲示の時期が重な

らないようにしたい。 

○発注から１０日すれば、横断幕ができるのであれば、早めに発注してほしい。 

○発展性は感じられるが、細く長くコツコツやって、全国的に広がるのか。 

○先進地視察はしたことがあるのか。 

→大阪の同様な市民活動団体より依頼があり、イベントに参加した。 

 

【質問事項】 

◎作成した横断幕を活用するために、行政への許認可をどのように考えていますか。 

◎今後の交通安全運動（夏・秋・冬）への関わり方を教えてください。 

◎本事業に関する今後の発展について、お考えがありましたら、答えてください。 

【担当委員】 

◎宮澤委員と宮奈委員に決定した。 

 

【浦安友の会】 

申請事業『青少年育成支援「夢と未来の希望」』 

○平成21年度のイベントの成果を生かし、来年も継続するのかが分からない。 

○1,300名の集客方法は、学校訪問以外で考えているのか。 

○悪い言い方をすれば、自分たちの歌謡ショーに対する補助金のような気がする。 

○今の内容では非常に不安であるので、より具体的な集客方法を示してほしい。 

○観客が数十人だと盛り上がりに欠けると思う。 

○参加した人たちに、今後どのように活用してほしいか記載されていないので、発

展性が希薄であるように思う。 

○現状では、人の輪を広げていくことを目的としているが、それだけで終わってし

まう可能性がある。 
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○音楽や踊りは人を動かす力があるので、元気をもらうことができる。 

 

【質問事項】 

◎ 集客方法は、学校訪問以外の方法を考えていますか。また、イベント集客の達

成目標を教えてください。 

◎ 浦安友の会の参考資料を見ていますと、これまで実施したイベントの対象が中

学生・高校生でないように思われますが、本事業で中学生・高校生を対象にし

ようとしたきっかけは何ですか。 

◎ 今後も中学生・高校生を含む青少年向けに活動をしていきますか。 

【担当委員】 

◎ 工藤委員と宮内委員に決定した。 

 

【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～パソコン操作能力向上（IT講座）編』 

○団体の広報では、パソコンの寄附を求めているにも関わらず、同じ型のパソコン

でなければいけない理由を質問する。 

○昨年度の実績はどうなのか。成果がみえてこない。 

○障がい者は、パソコンのキー配置が少しでも違うと、混乱してしまう可能性があ

る。 

○就労支援をするということであれば、パソコンのキー配置が違っても、対応でき

ないといけないような気がする。 

○講師は何時間くらい授業をするのか。 

→一回の授業につき、２時間と聞いている。 

○購入する３台のパソコン使用方法が気になる。 

○講師数と待機児童数との整合性がとれていないような気がする。 

○過去に実施している講座から個人として、どのくらい輩出しているのか。例えば、

パソコン資格の取得や就職などの実績を聞きたい。 

→前回の活性化事業補助金では、１人が就職でき、大喜びしていたように、なかな

か就職するのは難しいと思う。 

○同じ人が講座をずっと受けていて、他の人が受講できない状況であると意味がな

いので、そういうところをはっきりさせたい。 

 

【質問事項】 

◎４年間実施しているＩＴ講座の実績・成果はどうですか。Ａさんは、○○という

資格を取った、Ｂさんは、○○に就職したというような具体例を挙げて、教えて

ください。 

◎現在、ＩＴ講座を実施していますが、平成 21年度にパソコン３台を購入するこ

とにより、ＩＴ講座はどう変わりますか。 

【担当委員】 

◎渡邊委員と山西委員に決定した。 

 

【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』 

○サポーターに教員と一般の方を対象としているが、一般の方と教員では、経験値
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も違うので、同じ期間の研修内容はサポーターの質に差が出るのではないか。研

修内容で差をつけることはないのか。 

○教員がサポーターになったとして、おーぷん・どあプロジェクトで働くことがで

きるのか。 

○仕事の合間でも、教員としての仕事が忙しくて、サポーターとして働いている暇

はないと思う。 

○サポーターを育成することが目的なのか。それとも、ニーズがいた上で、サポー

ターを派遣することを目的としているのかをはっきりさせたほうがいい。 

○プロジェクト学習を希望するニーズがどのくらいいるのか分からない。 

→プロジェクト学習を希望するニーズがどのくらいいるのかをはっきりしたほう

がいいかもしれない。 

○派遣した時の展開がみえにくい。 

○その担い手を養成しようとするのは分かるが、派遣する相手のニーズや発掘はど

うしているのかを聞いてみたい。 

 

【質問事項】 

◎プロジェクト学習の内容は何ですか。 

◎本事業の目的は、サポーターを育成することですか。もしくは、ニーズがあった

上で、サポーターを派遣することですか。 

◎派遣先のニーズをどのように把握し、また、発掘できると考えているのか。また、

現在、受講対象者が１人しかいない状況で、具体的にどう増やしていくのかを教

えてください。 

【担当委員】 

◎宮奈委員と工藤委員に決定した。 

 

【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』 

○市内在住の中国人は多くないのか。 

→市内に約1,000人住んでいる。また、市内には、中国語圏の住民が一番多く、韓

国語圏、英語圏と順番になっている。 

 

【質問事項】 

◎市内在住の外国人で一番中国人が多いようですが、なぜ英語と韓国語に決めたの

ですか。 

◎実際、外国人よりどのくらいのガイド依頼があるのか。依頼件数などを教えてく

ださい。 

◎ホームページを立ち上げることにより、ガイド依頼にどれくらい対応できると考

えていますか。 

【担当委員】 

◎田辺委員と宮澤委員に決定した。 

 

【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」』 

○メディアに取り上げられたのか。 
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→ケーブルテレビや市川よみうりは取材に来ていた。 

○平成20年度のミニうらやすで食材費がどのくらいかかったのか。 

○平成21年度の事業計画書は、平成20年度のミニうらやすを開催する前に提出さ

れたので、食材費がどう変わってくるかを質問したほうがいい。 

○商店街の協力を得る予定であったが、どう考えているのか。 

○ミニうらやすまつりを開くなどして、将来的には地域に定着してほしい。 

 

【質問事項】 

◎平成 20年３月７・８日に開催したミニうらやすの実績を踏まえ、今回の申請書

の変更点はどこですか。 

◎平成 20年３月７・８日に開催したミニうらやすで、食材費はどのくらいかかり

ましたか。 

◎今後、地域や学校との連携・関連性をどう考えていますか。 

【担当委員】 

◎鐘ヶ江委員と渡邊委員に決定した。 

 

【ＮＰＯ 浦安防犯ネット】 

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

○平成20年度イベントとの違いはどうなのか。 

○平成21年度は、防犯だよりや防犯ガイドブックを作成する予定である。 

○平成21年度のコンサートは何回目にあたるのか。 

→平成21年度のコンサートは２回目にあたる。 

○会場使用料はかからないのか。 

→文化会館の施設管理者と共催しているので、会場使用料は無料である。 

○ホームページ作成やビデオカメラの購入による成果がどうなっているのか知る

必要がある。 

○ペットボトルの蓋とチャリティーの目標をどう考えていますか。 

→防犯コンサートとミニうらやすの開催日は重なってしまったため、集客に影響が

あったと申請者は話していた。 

○チャリティーコンサートをする割には、ごみ拾いだけなのか。 

○毎年イベントを開催する場合、参加費や入場料を取らないと継続できないと思う

が、チャリティーの意味合いが変わってきてしまうと思う。 

【質問事項】 

◎平成 20年度、ビデオカメラの購入やホームページ作成による成果を教えてくだ

さい。 

◎平成21年度のパソコンの活用方法を教えてください。 

【担当委員】 

◎田辺委員と山西委員に決定した。 

 

（2）公開審査会について 

   事務局より公開審査会当日の進行スケジュールについて説明があった。 

 

（3）その他について 

 以  上 


