
 第６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16日（木） 午後6時30分～22時00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) 公開審査会スケジュール 

（２）平成２１年度交付事業 予算変更（流用）理由書 

（３）平成２１年度交付事業 修正予算書 

 

５．会議次第 

(１) 平成22年度市民活動補助員金申請団体の事業内容の確認および審査 

（２）平成２１年度交付事業の流用申請について 

（３）公開審査会当日の日程確認、および採択方法の変更について 

 

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年度市民活動補助員金申請団体の事業内容の確認および審査 

 

◎以下のように、議事を進行していく。 

  a. これまでに審査会から申請事業の内容について質問を行った活性化事

業補助金申請団体７団体からの回答を確認し、再度質問する事項がある

かどうかを検討する。 

b. 追加の質問がある場合は、3月20日(土) に開催される公開審査会の席

上、口頭で行うものとする。 

  なお、公開審査会当日の質問内容が決定した団体には、事前に質問の内

容を通知し、質疑応答の際の回答を準備してもらう。 

c. 公開審査会当日に、質問を行う担当の委員の割り振りを決定する。 

 

①事業名：乗馬療育事業 



   団体名：特定非営利活動法人 タオ ホースセラピー事業部 

 ○20人との記載はどういう意味か。 

 →収入の部のイベント開催収入の内訳を参照すると、呼びかけのイベントに

参加する人数であるようだ。療育事業への最大参加予定人数はあくまで 70

名ということである。 

 ○はじめからは70人に満たないというのであれば、収入の部の積算に含める

のは計画性の観点から疑問である。 

 ○実施場所の確保にやはり問題がある。計画性の観点からすれば、むしろ成

田での実施を検討した方が良いのではないか。 

 ○回答１について、公立学校の校庭の借用を交渉しているというのは、衛生

面の配慮から難しいのではないか。 

 ○実現可能性が乏しいのではないか。 

 ○学校との記載があるが、具体的にはどこの学校を指しているのか。 

 →｢学校｣は、健康科学部がある了徳寺大学を指している。 

 

 ◎以下の質問をする。 

「事業を実施する場所の確保はできましたか。まだ交渉中の場合、交渉先

はどこか、どの程度まで進んでいるのか、具体的に教えてください。」 

 ◎鐘ヶ江委員を担当とする。 

 

②事業名：｢もっと知らせたいファイバーリサイクル！」広報活動パワー   

アップ事業 

   団体名：ファイバーリサイクルうらやす 

 ○実績のある団体であることがわかる。 

 ○現状としては、元町での回収を新規で行う予定はないということか。 

 →そうである。 

 ○そうであるならば、既に回収作業が比較的頻繁に行われている新町・中町 

でもリーフレットやチラシを配布するということになり、費用対効果の観 

点から疑問だ。 

 ○元町地区での実施についての調査を行う会合を設ける予定はあるようだ。 

 ○新町・中町については既に回収率をこれ以上上げることはできない状態に

なっているのではないか。たとえば、回収されるもの以外は、ほとんど廃

棄されることなく、ネットオークションやフリーマーケットに流れている

のではないか。 

 ○市の事業との関係はどうなっているのか、やはり気になる。 

 →市の事業として、回収する回数を増やすのは難しいこともある。市の業務



が及ばない部分を補ってくれるのはありがたい。また、広報活動を行うこ

とで回収率が上がるのであれば有意義だと思う。 

 ○出す側としては、古びたシャツなどは回収を依頼することを遠慮してしま

う部分もある。それでも構わないというメッセージを団体側から周知して

いくことは重要だ。 

 

 ◎以下の質問をする。 

｢聞き取り調査やアンケート調査の結果が出た後、それを受けて次の展開を

どう図ろうとしていますか。｣ 

 ◎宮内委員を担当とする。 

 

③事業名：浦安の水辺で遊ぼう 

 団体名：浦安水辺の会 

 ○Eボートを借用する際に、店でライフジャケットを借りることはできないの

か。また、継続的に Eボートを借用するのであれば、店側にライフジャケ

ットを購入してもらったうえで、セットで借用することなども交渉してみ

たのか。 

 ○購入数が30着とあるのは、参加者皆で同時に事業に参加する｢はぜ釣り｣を

念頭においているということか。 

 ○はぜ釣りはどこで行うのか。｢境川｣で行うという記載があり、普段は川前

の中段(高洲地区辺り)で行っていると思うが、ライフジャケットは必要な

いのではないか。 

 ○単価からすると空気の出し入れが自由なタイプのライフジャケットではな

いが、購入後の保管はどうするのか。 

 

 ◎以下の質問をする。 

 １ ｢ライフジャケットについて、Eボートの貸主から、Eボートとセットでレ

ンタルすることはできませんか。｣ 

2 「親子ハゼ釣り初めて教室事業について、ライフジャケットが必要になる

理由を教えてください。」 

3  ｢ライフジャケットを購入した場合、保管方法はどのようになりますか。｣ 

 ◎吉野委員を担当とする。 

 

④事業名：頭と体の表現力新発見プログラム 

団体名：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 

 ○PBLの講習会は、現在どのような状況なのか。 



 →8月にサポーター研修会(サポーターの育成)、9月にはアメリカでスタッフ

が実践している学校で細かい部分まで学習してきた。不登校の親の会(5名

程度の親が参加し、生徒に参加してもらうことを目標にしていた)からは、

2名の生徒が参加しているとのことだった。 

 ○この団体は他にどのような事業を行っているのか？ 

 →サマースクールなどである。 

 ○今回の事業をそれらの事業に加えて行う意義が、やや不明確だ。 

 ○団体側からの質問の回答として｢継続していきたい｣とあるが、抽象的だ。 

 ○今年の派遣事業では何名程度の小中学生を対象とすることができたのか。 

 →中学生3名へ4月当初から1名を継続して派遣した(なお、生徒たちは進学

先として PBLを行っている高校を選択した、とのことだった)。また、1月

からは 1名が追加され、合計 2名となった。不登校の子と普通の子との接

点をつくり、教師からも承認されるような環境を提供できるように配慮し

ているとのことだった。 

 ○2回目のステップアップとなるので、事業の種類を豊富にしたいのか、また

は参加者数やサポーターの人数を増加させたいのか、目的をより明確にし

たうえで計画を作り、実現の可能性を担保して欲しい。事業の展開が、や

や場当たり的な感じがする。 

 ○良い学習法だと思うが、会としてどういう方向に進みたいのかが見えてこ

ない。 

 ○学校との協力・相互理解を通じ、歩調を合わせて事業を拡大していく考え

はないのだろうか。協力関係を作ることができれば、費用を節約すること

も出来るはずだ。 

 →学校の教師向けのチラシを配布したり、教育委員会に呼びかけはしたもの

の、養成講座参加者は無かったということがある。また、これまでのサポ

ーター講座を実施していく中で、神奈川県の臨時講師や学校司書などの参

加はあったが、教育委員会との協力関係を作ることには苦労している、と

のことだった。 

 ○他団体との連携で苦労している現状は理解できるが、やはり協力関係を構

築していきながら徐々に事業を拡大していく方が、団体の活動を継続的な

ものにしていくことに役立つ。 

 ○NPOで学校の先生が勉強できる場所を提供して、そこから巻き込むという事

例のものもある。 

  

 ◎以下の質問をする。 

｢今後どのような目標をめざしますか。またプロジェクト学習をどのように



拡大していきますか。｣ 

 ◎工藤委員を担当とする。 

 

⑤事業名：境川いきいき大作戦Part2 

団体名：海・まち・デザイン 

 ○単純に事業を継続するだけではステップアップを複数回交付することはで

きないので、これからどのように事業を発展させていくのかが、将来の団

体の運営にとっての重要な要素になってくる。 

 ○参加型の事業であることを持続していくつもりだろうか。 

 ○参加型の事業であるのだから、例えば境川全域の諸団体との協力を求めて

いくなど、もっと各地域の特色を活かしていって欲しい。 

 

 ◎質問については、当日のプレゼンテーションを受けて内容を決定する。 

 ◎山西委員を担当とする。 

 

⑥事業名：これからの人生設計～終の棲家を考える研究会 

団体名：高齢者問題研究会ユーユー 

 ○浦安流の終の棲家とうたっているが、事業の内容は選択肢を周知するのみ

で、浦安市内での受け皿を作るというような活動は入っていない。この事

業の最終目標が見えにくい。 

 ○そのためか、誰のための学習会なのかが分かりにくい。 

 ○施設自体は、高額なものであれば浦安にもあるので、資金のない高齢者の

将来を案じたというのが当初の問題意識だと思う。こうした問題について

のスペシャリストを浦安で養成してもらいたい。高齢者の安心に繋がると

思う。 

 ○実際にこうした方法を知らない人もいるので、周知には意味がある。 

 ○無理やりに配布してしまえば広報物はすぐに無くなってしまう。費用対効

果の観点から、作成した報告書を活かすために配布先の検討を詰めていく

必要がある。 

 

 ◎以下の質問をする。 

1 ｢浦安市内で終の棲家を築く、運営するということはすぐにはできることで

はありませんが、たとえば、報告書を見て興味を持った高齢者の相談にの

るスペシャリストを養成するなど、将来的な活動はどの辺まで視野に入れ

ているのでしょうか。｣ 

2 ｢完成した報告書について、どのような方々を対象に配布するのでしょうか。



予定している配布の日程、及び配布の場所と併せて教えてください。｣ 

 ◎宮奈委員を担当とする。 

 

⑦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)  

 ○昨年度も実施したセーフティーコンサートを発展させるというもので、質

問に対する回答でほぼ内容を把握できた。 

 

 ◎質問については、当日のプレゼンテーションを受けて内容を決定する。 

 ◎大黒委員を担当とする。 

 

⑧事業名： うらやすドキュメンタリー映画祭事業 

 団体名： 浦安ドキュメンタリーオフィス 

 ○本体事業の内容が評価できる。申請事業と平行して本体事業を是非継続さ

せていただきたい。 

 ○上映作品の選考や監督の招致方法に興味がある。 

 ○広報戦略をより具体的にした方が良い。ネット上の情報発信といっても、

そもそもアクセスが集まらなければ意味がない。ポスター等の掲示場所を

工夫するなどして口コミで広げていくことが重要である。 

 ○高校生など若い世代を招待するなどの方法を用いて集客を広げていくとい

うのも良い。 

 ○本体事業の参加者を増やしていき、そこから今回の映画祭事業の口コミを

広げていくというのが良い。 

 ○多くの人に見てもらいたいという目的からすれば、中学校、高校などに参

加を呼び掛けていくのも一つの手だ。 

 ○平成21年度の市民活動補助金交付事業として製作した団体のホームページ

へのアクセスを集められるように、チラシの内容をより工夫していくべき

だ。 

 ○チケット販売などでは難しいが、事業の趣旨をしっかりと説明すれば、従

業員への周知などの形で企業の協力を仰ぐこともできる。 

 ○ドキュメンタリー映画の上映という事業の性質上、ドキュメンタリーに興

味がある人達にターゲットを絞らないと、集客効果を大きくすることはで

きない。 

 ○これまでの本体事業は市の後援を得ているのか。 

→後援を受けて実施しているものが多い。 

○現段階では得られていない市の後援を得ることで、会場の使用料を半額に



することもでき、団体の自主財源からの持ち出しを減少させられる可能性

もある。 

 

 ◎以下の質問をする。 

｢ターゲットを特定して、効果的な周知を行っていくことが重要になると思

いますが、具体的な宣伝の計画を教えてください。｣ 

 ◎宮澤委員を担当とする。 

 

⑨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 

 ○発電機について、そもそも有事への対応を目的としている防災課に借用を

申請しても難しい。 

 ○申請事業の内容に教育的な意義があればこそ、各種の備品は中学校の予算

でまかなうべきだ。学校が購入し、ふれあい農園の方々が作業に協力する、

という形で事業を実施することはできないのか。 

 ○なぜ公立中学校における剪定業務が2年に1回しか行われていないのか。 

 →業者に剪定を行ってもらうのが 2年に 1回で、後は学校自身で手入れを行

うという運用になっている、とのことである。 

 ○剪定作業を手で行うことで教育的な効果を期待できるということもあるの

ではないか。 

 ○機械の使用には危険が伴うので、子どもに使わせられないこともありえる

のではないか。 

 ○農園作業に関連する事業費のみ認めるのも一つの手だ。 

 ○中学校と上手く協働できているのであればこそ、今後の事業の発展を考え

て、学校と正面から向き合って、役割の分担を明確にしておいた方が良い。 

  

 ◎以下の質問を行う。 

｢中学校との役割分担を、きちんと明確にしておくべきではないでしょう

か。｣ 

 ◎山西委員を担当とする。 

 

⑩事業名： 親も子も幸せにまる「こどものじかん」 

 団体名： 特定非営利活動法人ｉ－ｎｅｔ 

○計画書と予算書の記載が整理されており、非常にわかりやすい。 

 ○事業内容もニーズが高く、公益性が高い。 

 



 ◎宮奈委員を担当とする。 

 ◎質問については、当日のプレゼンテーションを受けて内容を決定する。 

 

⑪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 

 ○映像処理に強い企業とあるが、民間企業の一部門が事業に関係してくると

いうのが気になる。 

 ○似顔絵や写真を利用して地域のネットワークを構築していく事業に公益性

があるとするならば、文化・芸術的な事業のほとんどに、市民活動補助金

制度の公益性があると判断しなければならないが、これは妥当だろうか。 

 ○事業内容が多岐に渡るが、書類の記載内容がわかりにくい。 

○補助対象ではない経費項目である賃金に近い支出が多い。 

 

 ◎以下の質問を行う。 

  ｢フォト 575写真展とゆいアート百人展の費用は、それぞれ予算書のどの項

目に当たりますか。｣ 

 ◎鐘ヶ江委員を担当とする。 

 

⑫事業名：浦安ブランド開発事業 

  団体名：ぶらり浦安ガイド 

 ○自治会への協力の打診はどの程度行っているものなのか。自治会館でお茶

のサービスはできないのではないか。 

 ○まずは団体のホームページをより充実させるなど、本体事業に専念して欲

しい。 

 ○外部業者に見積もりが出来ないのであれば、それは事業性がないと見るの

が普通だ。 

 ○アイデアを提供するのは良いが、他団体との協力を通じて実現していくこ

とを検討したのか。食品の製造・販売に関連する他の市民活動団体もある。 

 

 ◎質問については、当日のプレゼンテーションを受けて内容を決定する。 

 ◎宮澤委員を担当とする。 

 

(２)平成21年度交付事業の流用申請について 

事務局から、配布資料のとおり、NPO法人新しい学校づくりをめざすおーぷん 

どあ・プロジェクトからの流用の申請があった旨の報告があった。 



○提出された書類からは、流用が必要となった理由はわかるが、流用元とな

る経費項目である旅費ついて、なぜ当初の申請よりも費用を抑えることが

できたのかが経緯を含めてよくわからない。 

○いくつかの経費項目について費用を抑えることが出来たとしているが、そ

うすると申請していた計画をどこまで実施できたのか、ということになる。

特に、使用料および賃借料について、計上されている費用からは当初申請

していたものよりも大幅に実施回数が減っているように見える。 

○流用を認めるにあたっては、明確な説明が欲しい。 

 

◎流用元となる、旅費、印刷製本費、使用料および賃借料の各経費項目につ

いて、費用を抑えることができた理由を団体に確認する。 

◎団体からの返答を得たうえで行う用の可否は、宮奈会長の判断に一任する。 

 

(３) 公開審査会当日の日程確認、および採択方法のについて 

 事務局から配布資料のとおり説明が行われた。 

 なお、より自由な意見の交換を行ったうえで公平な採択を行うために、当日

の採択結果の発表にあたっては採点者委員の氏名を伏すという運用案について、

事務局から説明が行われた。 

 

 ◎公開審査会当日の日程、および採択方法の変更を了承した。 

 


