
 第５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22年3月4日（木） 午後6時30分～21時30分 

  

２．開催場所：市民活動センター２階会議室  

 

３．出席者：１３名 

（委員） 宮奈会長、宮澤副会長、山西副会長、工藤委員、吉野委員、 

鐘ヶ江委員、宮内委員、大黒委員 

（事務局）花田課長、杉山係長、吉泉主査、湯浅、戸村 

 

４．配布資料 

 (１) 質問事項に対する申請団体の回答 

 

５．会議次第 

 (１) 平成22年度自立促進事業補助金(はじめの一歩)及び活性化事業補助金 

（ステップアップ）の書類審査 

 (２) その他 

 

６．議事概要：（◎は決定事項、○は委員の発言の概要、→は事務局の説明） 

(１) 平成 22年度自立促進事業補助金(はじめの一歩)及び活性化事業補助金

（ステップアップ）の書類審査 

ア．第4回浦安市市民活動補助金審査会会議で質問があった団体からの回答

の確認 

 

 ◎以下のように、議事を進行していく。 

a. 自立促進事業補助金申請団体１団体からの回答は、本日の審査会で

確認したうえ、採点を行う。 

  b. 活性化事業補助金申請団体5団体からの回答は、本日は資料を配布 

するのみにとどめ、次回の審査会で、質問があった活性化事業補助

金申請団体の回答を全て揃えたうえで、まとめて確認する。 

    c. 次回の審査会で、すべての活性化事業補助金申請団体について、再

度質問するかどうか検討する。また、再度質問をする場合は、3月

20日(土) に開催される公開審査会において、口頭で行うものとす

る。なお、その際の質問を行う担当の委員の割り振りも次回の審査



会で決定する。 

   

 イ．自立促進事業補助金(はじめの一歩)申請団体の書類審査 

   事業名：地域居住高齢者による人と人、世代と世代をつなぐ安心で 

       きるコミュニティーづくり 

団体名：レインボー エージ ネットワーク (略称 ＲＡＮ) 

①団体からの回答を受けての書類審査 

   ○自治会の活動の目的を確認したい。 

   →自治会の活動の目的は、｢住民の福祉の増進｣であるので、市民活動と 

    重複する部分もある。 

   ○今回交付したとすると、今後の方針として、類似の内容で申請してき 

た団体には全て交付することになるのか。 

   →あくまで交付の審査は、個別具体的なものであるので、類似の団体全 

    てに交付することにはならない。 

   ○地域のニーズに応える活動を行えるように自治会を指導していくのが 

本来ではないか。 

   →住民の年齢構成などから、自治会ごとに異なる特性がある。こうした 

現状で、各自治会で現実にカバーできていない部分のニーズを拾って 

いくのも市民活動の一つと言える。 

   ○集合住宅での孤独死の問題には、他市の自治会でも対処できていない

事例が多い。また、住宅を貸借しているのか、所有しているのかによ

っても、加入率に違いがある。 

   ○自治会の加入は任意なのか。 
   →任意である。富岡エステート自治会では、現時点で富岡エステートの

全260世帯中181世帯のみが加入している。 

   ○自治会への補助金額は、加入世帯数と対象地域の世帯数のいずれに応

じるものなのか。 
    →加入世帯数に応じて額が決定される。 
   ○そもそも自治会の業務と重複する活動を行う他の団体への金銭的な拠

出を、自治会が行うことは認められているのか。自治会の活動育成や

連絡調整を担当する部署の意見はあったか。 
   →自治会によって実際に可能な事務の範囲が限られてしまうという現状

を踏まえると、協力金の拠出という手段を採用することを認めている

とのことである。実際に、これまでも補助金の交付を受けている子ど

も会による資源ごみの回収などの活動に協力金を拠出するという事例

もある。 



○自治会からの協力費などを受け取る団体については、市民活動補助金

を交付しないという決まりはないのか。 
→他の公的な部門から、運営について金銭的な補助を受けている団体が

行う事業への市民活動補助金の交付を禁止する決まりはない。 
   ○満額ではなく、事業の一部分のみに交付を認めるというのも一つの手

段であると思う。または、事業の終了後に、自治会の活動育成や連絡

調整を担当する部署に対して報告書を提出するように求めるといった

かたちで、交付の条件を付け加えることはできないか。 
   →事業の終了後に作成する｢事業報告書｣の内容を、担当の部署と共有す

るということもできる。 
   ○団体のメンバーは、自治会の役員ではないのか。 
   →担当の部署に問い合わせたところ、自治会役員ではないとのことだっ

た。 
   ○予算として補助金の総額は幾らなのか。 
   →今年度は 400万円を予定している。 
   ○活動のニーズは認められるので、はじめの一歩としての公益性は認め

られるのではないか。 
   ○自治会活動そのものとは異なるので、独自の団体による独自の公益を

追求した活動であると言える。 
   ○自治会にはない、子どもと一緒に行う畑づくりを通してネットワーク

を広げていく活動などもある。また、自治会では特定のニーズに対し

て、必ずしも機敏に対処できるとは言いにくい現状もある。自治会を

母体ないしは契機として、各種の市民活動・地域活動が始まるという

のは重要なことだと考えている。 
○必要最小限の費用のみが計上されている。主体的な姿勢がある。 
○今回の事業は認めるべきであるが、あくまでパイロットケースとして

取り扱うべきである。 

 

   ②採決 

    以上の審査を踏まえた上で、採決を行った。 

 
◎総合得点 80点中 60点、得点率 75％となり、採択された。 
なお、内訳は、公益性の評価について、40点中 31 点、得点率 77.5％

であり、計画性の評価について、40点中 29点、得点率 72.5％であった。 
 

 ウ．活性化事業補助金(ステップアップ)申請団体6団体の書類確認及び審査 



  事務局から、各事業についての概要説明が行われた後、審査員による内容

確認及び審査が行われた。 

 

  ①事業名：犯罪のない街浦安を目指してアクションプラン2011 

   団体名：ＮＰＯ 浦安防犯ネット(ＵＢＮ) 

   ○親子のインターネット安全教室、防犯セミナーはこれまでも行われて

きたものなのか。 
   →前者は一昨年度に実施していた。防犯セミナーについては不明である。 
   ○インターネット安全教室について、経済産業省に打診中とあるがどう

いう意味か。 
   →インターネット安全教室は、全国でのキャラバン事業として経済産業

省が行っているものである。応募すると、安全教室で利用することの

できる教材ＣＤ・ＤＶＤなどを借り受けることができる。なお、交渉

はかなり進んでいる。 
   ○インターネット安全教室を行う場合、経済産業省からの補助金は出る

のか。 
   →補助金は出ない。事業開催の際に必要なグッズの貸し出しを受けるこ

とができるというものである。 
   ○売り上げとの記載があるが、純利益の総額ということであるかも知れ

ない。 
   ○この団体に対する過去の交付事業は、コンサートを主な事業とするも

のだった。少なくともコンサート事業については、各種団体から協賛

金を得るなどして、そろそろ自立的に事業を展開していくべきである。

今回の申請事業においても、コンサート事業の占める割合が大きいの

で、交付するにしても、申請された費用の一部のみを認めるなどの条

件を付すべきであると思う。 
   ○これまでに交付された事業と比較して、今回の申請事業で団体の事業

をより活性化させることにつながるのか。 
   →コンサート事業以外の新しい試みとして、学校との連携を図りつつ事

業を展開していくというものがあり、この点がステップアップしてい

るというのが団体側の主張である。また、団体や事業者の参加を図る

のもこれまで出来ていなかった課題だとしている。 
   ○消耗品費に計上されている防犯グッズ購入費は、イベントの際に啓発

物資として参加者に配布するものなのか。 
   →そうである。 
   ○市内の各所に看板を貼ってもらえる見通しはあるのか。 



   →以前に、市内約 120 箇所にパウチしたチラシを掲示してもらった経緯
があり、今回もその場所の利用を前提に計画している。学校の壁や駐

輪場での掲示が中心になる。サイズは以前と同程度のものを予定して

いる。チラシでは掲示期間が長いと傷みが激しいので、今回は耐久性

のある看板を計画したとのことである。 
  
   ◎現時点で審査会からの質問は行わない。 
 

②事業名：うらやすドキュメンタリー映画際事業 

   団体名：浦安ドキュメンタリーオフィス 

   ○団体の本体事業であるドキュメンタリー上映事業とは別に実施する事

業として、映画祭事業を申請しているという理解で良いか。 

   →そうである。 

○映画事業について市からの後援をもらっていたが、今回の申請事業の

積算は通常料金で行われているのか。 
 →映画祭事業については、現時点で後援をもらうに至っていないので、

通常料金での積算を行ったとのことである。 
   ○これまでの交付実績はどのようになっているか。 
   →自立促進事業補助金(はじめの一歩)の交付を 1回受けている。 
   ○当日はどのように事業を実施するのか。 

→一部上映時間を重複しながら、3 つの会場で同時進行し、2 日間で 16
作品を上映する。 

   ○団体概要書に平成 21年度の収支報告が掲載されているが、その数字を
前提にすると、今回の申請事業で予定している規模の集客は達成が困

難ではないか。 
   ○こうしたイベントでは、実行委員会方式を採用し、企業や各種の団体

からの協賛を得たり、共催するなどして、販売や集客を安定的に確保

したりすることが多い。 
   ○事業内容の一つとして高校生を対象としているが、今年度のＨＰを携

帯で見られるようにして、リンクを貼るなどの工夫はしないのか。 
 

◎以下の内容の質問をする。 

    a. 今年度(平成 21年度)の、映画上映事業の集客人数はどのようになっ
ていますか。 

    b. 映画祭事業について、集客のための工夫をどのように考えています
か。 



    c. 映画祭事業を浦安の恒例のイベントにしたいとのことですが、他の
団体の協力を得るための計画はありますか。 

 
  ③事業名：中学生と地域住民による学校緑化事業 
   団体名：日の出ふれあい農園 
   ○備品購入費の補助対象経費の上限について意見が出されていたが、計

上された内容はその上限を超えていない。また、申請された総額も上

限を超えていないが、どういうことか。 
   →本来は大型の枝葉粉砕機が最適であるが、何も購入できないのが一番

困るので家庭用のもので積算して予算に計上している、とのことであ

る。 
   ○本来、枝の剪定などは学校の仕事であるが、学校に予算はないのか。 
   →教育委員会に一括して予算が割り当てられているが、剪定・伐採の間

隔が長くなってしまっているとのことである。 
   ○伐採した枝などの堆肥化は、粉砕機を利用しなくてもできる。 
   →サツマイモの蔓やトウモロコシの皮など、これまで廃棄していたもの

を堆肥化したいので、多い分量を処理するために必要とのことである。 
○チェーンソーはなぜ消耗品として計上されているのか。 

   →単価 1 万円未満のものは、備品購入費ではなく、消耗品費として計上
するルールになっている。 

   ○事業は大きく分けて、①緑のカーテン作り、②農園作りになる。消耗

品と備品で計上されている物品を、それぞれの事業でどのように利用

するのか。 
   →共通して利用するものが多い。消耗品として計上されている電気チェ

ーンソーとチェーンソーチェーン、備品として計上されているヘッジ

トリマーと電気刈払機のうち、チェーンソー、チェーンソーチェーン、

及びヘッジトリマーは、緑のカーテン作りと農園作りでは直接的に使

用するものではない。 
   ○事業のニーズは認められるが、枝の剪定は今回の事業実施に必要不可

欠なのか。費用対効果が良くない。 
   ○各種の消耗品、及び備品について、レンタルはできないのか。たとえ

ば、発電機は事業を実施するたびに使うというものではない。年に数

回の利用であれば購入する必要はない。 
   →電気刈払機については、市は無料で貸し出ししている。 
   ○市民活動補助金制度は、単年度の事業補助を行うものであるので、購

入価格を償却期間で除した額のみを補助するべきであるということに



なる。備品購入費に上限を設けた趣旨を考慮すれば、レンタルするこ

とも可能な物品について、上限を超えた購入額についての補助を認め

るべきではない。 
 

◎以下の内容の質問をする。 

    a. 本申請事業について、学校との役割分担はどうなっていますか。 
    b. 現状の問題を解決するために、なぜこの事業に生垣の整備や枝の剪

定が必要なのかを教えてください。 
    c. 備品について、学校が所有しているものはありませんか。また、学

校を通じて市から借りることのできるものはありませんか。 
 
  ④事業名：親も子も幸せになる『こどもじかん』 
   団体名：特定非営利活動法人 i-net 
   ○過去の報告も冊子の形式で行われたのか。 
   →そうである。 

 ○事業内容から考えると、申請してきた補助対象経費が少ない。 
 ○厚生労働省の委託事業を受託しているなどの実績・経験もある。計画

性もあり着実な事業であるとの印象を受ける。今回の事業も是非頑張

っていただきたい。 
 ○なぜアンケートを行う際の郵便や通信の費用が計上されていないのか。 
 →子育て支援センターなどに配布から回収までを協力してもらうので、

そうした経費は必要ないとのことである。 
 
   ◎現時点で審査会から質問はない。 
 

⑤事業名：ゆい(絆)はじめよう、浦安から 

   団体名：ＮＰＯ法人 ゆい思い出工房 

   ○添付資料の中に、｢株式会社インフォレント プロダクション事業部｣

との記載があるが、この企業が今回の事業にどのように関係してくる

のか不明である。 

   ○それぞれの事業にどの費用が計上されているのか分かりにくい。 

   ○謝礼金の経費項目にある単価はどういうことか。 

   →似顔絵を描いた方は購入者から通常料金の半額のみを受け取り、ＮＰ

Ｏ法人ゆいが割り引かれた通常料金の半額分を謝礼金として渡すとい

うことである。 

   ○そうした仕組みであるならば、謝礼金というよりは、補助対象経費と



しては認められていない賃金に近い。 
   ○フォト 575写真展とあるが、具体的に何を展示するのか。 
   →俳句をプリントした写真などを展示するとのことである。 
   ○親子似顔絵イベント、フォト 575 写真展、及びゆいアート百人展につ

いては、人と人とを結び付けていくという事業目的と結び付きが弱い。 
   ○市民まつりでは、昔の浦安の風景写真の展示をしている。また、郷土

資料館では長寿の方々からの聞き取りをしており、冊子の配布などを

行っている。民間企業の中にもこうした活動を行っているところがあ

る。こうした事業を改めてやるほどのニーズは大きくない。 
 

◎以下の内容の質問をする。 

    a. 本事業の目的である人と人との絆の確立を図るうえで、なぜ（１）
子供似顔絵イベント、（２）フォト 575写真展、（３）ゆいアート百
人展が必要なのかを教えてください。 

    b. 添付資料の｢百人展企画｣に掲載されている｢株式会社インフォレン
ト プロダクション部｣は、この事業に対してどのように関係しま

すか。 
 

  ⑥事業名：浦安ブランド開発事業 

   団体名：ぶらり浦安ガイド 

   ○29万 9,000円のデザイン料は高すぎる。 
   ○リンド氏の親族などの承諾がとれているのかどうか不明である。 
   ○発想は良いが、既存の団体が所有しているオーブンなどの物品を借用

したり、食品を製造している市民活動団体との協力を模索するなどせ

ずに、経験や実績が乏しい状態から、自身の団体だけでゼロから今回

の申請事業を行うのは困難である。 
 ○将来的な販売計画が示されておらず、実現できるのか不安である。 

   ○申請されている事業の具体的な内容は、開発するための研究を行い、

商品とパッケージのデザインを決定し、団体の本体事業の参加者など

に試食をしてもらうのみである、という理解で良いのか。 
    →そうである。 
   ○販売するためには梱包材を利用することになると思うが、コストが高

い。また、製造場所の確保などの問題もある。 
    
◎以下の内容の質問をする。 

   ｢できあがったお菓子の販売計画はどのようになっていますか。｣ 



 
(２) その他 
事務局から、第 7回市民活動補助金審査会を 3月 16日(火) に行う旨の報告が

あった。 
また、現審査員全員の任期が平成 22年 4月 30日で満了するため、市民公募 

の委員について、3月 15日号の広報うらやすで募集記事を掲載する予定である
旨の報告があった。 


