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第５回 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 

平成 31年２月５日（火）13：30～18：30 

■ 開 会 

 

（基金事業課長から開会の説明） 

・石渡委員、柴田委員欠、委員６名で開催。 

・本日の流れを説明 

15時から、平成 31年度ボランタリー活動補助金事業（継続）のプレゼン審査。 

17時 05分から、プレゼン審査に対する選考を行う。（結果発表は２月 19日に

行う第６回審査会で行う） 

その後、事務局から平成 31年度基金 21審査会年間予定等について報告。 

 

（審査会長から開会の宣言） 

・平成 30年度第５回神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会を開催。 

・率直な意見交換を通じて、公平な審査をする必要があり、神奈川県情報公開 

条例第 25条第１項第２号を適用し非公開とする。 

 ただし、プレゼンテーション審査は公開する。 

 

■ 審議事項 平成 31年度ボランタリー活動補助金事業（継続）の選考 

（基金事業課長から以下について説明） 

・ボランタリー活動補助金事業の応募状況説明 

・来年度のボランタリー活動補助金事業に係る予算について説明 

・審査委員と利害関係のある団体からの提案なし 

 

（事務局からプレゼン審査対象団体の申請概要および幹事会での事前調査結果

について報告（資料４）） 

  

（委員による審議） 

ボランタリー活動補助金事業への申請事業に対するプレゼンテーション審査

における確認事項等について検討した。 

 

（プレゼンテーション審査の実施） 

ボランタリー活動補助金事業への申請事業に対するプレゼンテーション審査

を次のとおり行った。 
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【「地域を広報する」研修・ネットワーク事業】 

 特定非営利活動法人森ノオト（以下、森ノオト）によるプレゼンテーショ

ン。 

 

（質疑） 

（小松委員） 

 地域を広報するというのが最大のキーワード。今、地域は変化に富んでい

る。そのあたり、どのように実感しているか。 

 

（森ノオト） 

 地域ケアプラザのように、半径１ｋｍの人をどのように網羅していくかと 

いうことが課題になる。個別相談を受けていても、団体ごとに捉える地域は異

なっている。発信力アップ講座で多様な団体の話を聞いてきたので、その実践

をとおして我々も多様なアドバイスができるようになってきていると思う。 

 

（小松委員） 

 申請書の５ページ目、新しい中間支援の在り方が創設されることになるとい

う記載について。中間支援を受ける各ボランタリー団体にとって、この活動は

どのような意義があるか。ただ、実際に、このような支援をしている中間支援

組織は少なくないのではないか。基金 21の協働事業負担金でも、県の協働部

署に広報を期待することが多い。そこで伺うが、この取組みの新規性や優位性

等はどこにあるのか。 

 

（森ノオト） 

 県内の具体的なローカルメディアを網羅していることが我々の優位性では 

ないかと思う。例えば子育て支援について発信したい場合であれば、それにつ

いて取り組んでいるローカルメディアにすぐにつなぐことができる。 

 

（小松委員） 

 ネットワーク化ということだが、ネットワークの構築具合はどういう状況

か。 

 

（森ノオト） 

 ローカルメディアのライター講座を受け入れてくれる団体が７団体。その 

ほかに活動を支えてくれる団体も合わせると、20団体程度。現在はお声がけ  

リストというレベルにとどまっている。ローカルメディアだと代表者が来る 
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ことが多い。大手メディアだと会社ではなく志のある個人が来ることが多い。 

 

（小松委員） 

 補助金の申請額は３年間横ばいだが、４年目以降、収入はどうするのか。 

 

（森ノオト） 

 各事業は個別のニーズがある。横浜市など行政等からも受注している。た

だ、市民団体向けの講座だとあまり高い料金はとれない。夜の時間帯に開催す

る など多くの講座を開催して多くの参加者を集めるようにし、企業や団体向

けにやっていく。メディアコンパスはワークショップツールとして、来年度は

ファシリテーターの養成も考えている。ファシリテーターが養成されれば、全

国各地のネットワークを通じてワークショップを開催し、ワークショップの代

金として収益を上げることができると考えている。 

 

（小松委員） 

 ネットワークは県域を越え、全国に広がる可能性があるということか。 

 

（森ノオト） 

 可能性はあるが、まずは県域から広げていきたい。神奈川発のモデルとして 

いきたい。 

 

（長坂会長） 

 メディアコンパスについて、ローカルメディアの行動指針という言葉が出て

いる。具体的にお聞きしたいのだが、目指していくのは、ワークショップのツ

ールをつくることなのか。行動指針のようなものもつくるのか。 

 

（森ノオト） 

 はじめは行動指針の 10か条といった形も考えていたが、こういったこと

は、与えられるものではなく自分たちで考えていくものだという考えに至っ

た。 団体自ら考えるきっかけとなれば。 

 

（長坂会長） 

 講座の参加者が伸び悩む原因は何か。 

 

（森ノオト） 

 ひとつは料金。自立化のために昨年度は全４回２万円でやったが、それを捻
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出できる市民団体は多くない。協働事業にして低価格にする方法も検討した

い。 

 

（長坂会長） 

 ローカルメディアのネットワークが７団体ということだが、これはどこか。 

 

（森ノオト） 

 あそびい横浜、ヨコハマ経済新聞、ベイキッズ、コドモト、ヨコスカ織り

人、あそびい湘南、平塚地域魅力ネットの７団体。 

 

（長坂会長） 

 これからどれくらいまで増やしていきたいか。 

 

（森ノオト） 

 現時点で 25％くらいだと思う。主に横浜・横須賀・湘南エリア。もう少し   

県域に増やしていきたい。 

 

【子どもがつくる地域メディア「じもたん kids」】 

 じもたん kidsによるプレゼンテーション。 

 

（質疑） 

（小松委員） 

 初心にかえるとはどういうことか。 

 

（じもたん kids） 

 今年度は新しいことをやりたいという気持ちが先走っていた。その分取材 

活動に向けていたパワーが落ちていたなと自分で感じている。５年もやって 

いると、色々なお母さんとの出会いが多かった。新規もやりつつ、足元を見直 

そうということ。 

 

（小松委員） 

 どんどん発展していこうという決意表明として受け取ってよいか。 

 

（じもたん kids） 

 そう受け取ってほしい。 
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（小松委員） 

 新しいこととは具体的には何か。 

 

（じもたん kids） 

 新聞広告のＰＲや、新しい講座の実施、チラシづくりなど。これは今年度も 

実施したので、来年度も実施したい。 

 

（小松委員） 

 自立のための新規事業、納涼祭などはやるのか。 

 

（じもたん kids） 

 納涼祭は既にやっており、今年２回目。自立を目指していろいろ見直しもし

ている。コスト削減などの課題も踏まえて来年もやっていきたい。 

 

（小松委員） 

 広告などの新規事業と、自立のための新規事業。来年度が最終年度となる

が、自立という視点に軸足を置いて、もう少し新規事業について説明してほし

い。 再来年度は補助金ゼロ。これを賄えるのか。 

 

（じもたん kids） 

 広告については、まだまだＰＲが足りていない。手近なところに相談してい

る段階。これからＰＲをしっかりと行っていきたい。新聞については、スーパ

ーや駅にも配布させていただけることとなったので、配布率が高まることで効

果がでてくるものと思われる。 

 

（小松委員） 

 作文講座はどうなっているのか。 

 

（じもたん kids） 

 子どもが来なくなったので、休止している。ただ、ニーズがあるようなので 

再開したい。 

 

（小松委員） 

 ものを書くというのはいろんな効果がある。ぜひ再開してほしいと思う。 

 

（高橋委員） 
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 素晴らしい取組みだと思う。昨年審査会の中でも、特に作文講座の効果につ

いて共感した。集客で苦労していると思うが、効果についてあれだけＰＲした

にもかかわらず、なぜ休止にまでいってしまったのか。 

 

（じもたん kids） 

 子どもの参加者がゼロになってしまったため。ＰＲが足りなかったと感じて

いる。 

 

（高橋委員） 

 今後の自立やＰＲが足りないことなどは、共通の課題があるように思う。課

題を来年度どう解決するかが大事。参加者（子ども）が来ないから事業中止で

は 事業は継続しないと思う。具体的にどうしたら人が集まると考えている

か。 

 

（じもたん kids） 

 取材講座については安定的に参加者がいる。作文講座のＰＲ不足の原因は、 

新しい講座で考えることが多く、錯綜していたということだと思う。 

 

（高橋委員） 

 事業実施には、粘り強さ、どうやったら人が来るか、どこに課題があるのか 

考えることが大事だと思う。もう一度やってほしいという人が現れたとのこ

と。どうやって解決するか。 

 

（じもたん kids） 

 取材講座については、人が来なくてもとにかくＰＲして、いろんなツールを 

使って人を集め、そこだけは死守しようと考えて五年間やってきた。作文講座

については、まだその努力が足りなかったというのが反省点だと思う。 

 

（高橋委員） 

 とてもすばらいし事業と思うが、こだわって発信していく、ＰＲしていくと

いう必要があると思う。それについて、団体としての決意表明を聞きたい。 

 

（じもたん kids） 

 子ども達に、身近なところから色々学んでほしいという思いと、取材・書く

というセットは子ども達の大きな力になる。そうしたところが団体の強みだと 

思う。 
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（高橋委員） 

 団体ならではの強みがあるので、それをもう少し整理していくと継続発展に

つながると思う。 

子どもの数は、延べではなく実数ではどのくらいか。 

 

（じもたん kids） 

 30～40名くらい。 

 

（高橋委員） 

 自立に向けた整理として、新聞と事典の位置づけを教えてほしい。 

 

（じもたん kids） 

 新聞のほうが主だったが、事典のほうが学校に配っていることもあり認知度

が高まっている。新聞のほうも、配布先を増やしたい。 

 

【女性と防災のオリジナル寸劇とワークショップの普及】 

 特定非営利活動法人かながわ女性会議（以下、かながわ女性会議）によるプ

レゼンテーション。 

 

（質疑） 

（高橋委員） 

 申請書にある、シナリオとガイドブックの違いと必要性について教えてほし

い。 

 

（かながわ女性会議） 

 シナリオはすでに１年目に印刷し、各地で活用している。ガイドブックは、 

相手の団体に赴いてニーズを踏まえたうえで、一緒に作っていくもの。一緒に 

作っていくことで、相手の団体が自分たちでワークショップをやるということ

につながるのではないかと考えている。 

 

（高橋委員） 

 普及のためのガイドブックということで理解した。 

もともとの動画作成からガイドブック作成に変更した理由と、寸劇とワーク

ショップのそれぞれの比重を教えてほしい。 
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（かながわ女性会議） 

 動画を見てもらうことで広がりやすいと考えていたが、事業をやっていくう

ちにそうではないという感触を得た。ガイドブックのように、掘り下げた内容

のもののほうが取り組んでもらえるのではないかと考えた。団体の新しい理事

にネットワークを持っている者がおり、若い人たちにも活躍してもらおうとな

った。比重についてはその都度違う。話を聞いただけでは自分のものにならな

いので、ワークショップは特に大事。時間の比重でいうと同じくらいか。 

 

（高橋委員） 

 動画ではなく、フェイストゥーフェイスで相手に合わせたコミュニケーショ

ンツールにするためにガイドブック作成に変更したという趣旨で承知した。 

まりこみゅーじあむさんのお話があったが、プロの役者が来た効果は何か 

あるか。 

 

（かながわ女性会議） 

 まりこみゅーじあむはプロの役者ではなく市民活動を実施している仲間と 

考えていただきたい。ただ、演劇を一生懸命やってくださっている方たちなの

で上手。必ずしもまりこみゅーじあむに頼むのがよいとは思っていないが、小

田原では初めてだったので、始めは上手なものを見ていただきたかった。 

 

（高橋委員） 

 補助金終了後の事業の見通しは。想いはわかるが、申請書からは具体的なメ

ッセージを読み取りにくい。 

 

（かながわ女性会議） 

 決意としては、若い理事たちに頑張ってほしいと思っている。自らが必要と 

思わないと絶対発展しないので、皆で話し合ってしっかりやっていきたい。 

それから、ガイドブックを通じて、今まで寸劇をやった方に声をかけて広げ

ていくことで、この事業は自立につながるのではないかと考えている。町会の

方からのお申込みやアンケートなどの声もあるので、このままでは終われない

と思う。 

 

（大川委員） 

 外国人とは具体的にどういう人を指すのか。外国語は何語か。それから、協

力団体について。 
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（かながわ女性会議） 

 英語、中国語のみならず、フィリピンやベトナム等の方にもわかるようにし

たい。外国人すまいサポートセンターの方々に協力していただいている。次回

の寸劇では五人くらいの方に協力してもらう。 

 

（大川委員） 

 他の言語にも広げていくつもりはあるか。 

 

（かながわ女性会議） 

 もちろんある。 

 

【ノヴィーニェ「こども食堂＆こども寺子屋」】 

 ＮＰＯ法人アフリカヘリテイジコミティー（以下、アフリカヘリテイジコミ

ティー）によるプレゼンテーション。 

 

（質疑） 

（為崎委員） 

 単年度を前提に採択した経緯がある。継続申請に切り替えた理由を改めて 

確認する必要がある。実施状況報告書の書きぶりからすると、事業が上手く行

かなかったから補助金に頼る、というように見えてしまう。これまでの成果も

あわせて説明してほしい。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 一年目は、こども食堂と寺子屋の内容の充実をはかった。作業手順をマニュ 

アル化したり、寺子屋のプログラムの確立したりすることができた。なかなか 

思うようにいかなかったのは、子ども食堂の準備に負担がかかってしまった 

ため、レンタルスペースの開始が遅れてしまった。レンタルスペースは自立に 

向けた収益の一部にしたいと思っている。 

 

（為崎委員） 

 レンタルスペースは、子ども食堂をやっていない時間帯で貸すのか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 一階と二階があるが、二階をこども食堂にして、一階をレンタルスペースに 

する。こども食堂が空いてない時間帯の貸し出しもする。 
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（為崎委員） 

 コアな人材を入れていくというのが大きな変更点だと思うが、その人材に 

求められることが多岐にわたる。１人で賄えるのか疑問。すでにコアな人材の 

目星はついているのか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 １名は有償ボランティアで雇い、それと既存のメンバーで一緒にやってい

く。 

 

（為崎委員） 

 その１名だけが様々な役割を担うというのは過大ではないか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 中心はその雇用したスタッフだが、適宜ボランティアなどの協力も得てネッ

トワーク構築をしたいと考えている。ネットワークには学生サークルなども 

入っており、学校への働きかけはその学生たちに協力してもらいたい。 

 

（田中委員） 

 雇用するスタッフとして、どのような能力やスキルを持っている方を想定し

ているか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 社会経験や事務能力、企業挨拶もするので営業経験がある方。行動力のある

方。 

 

（田中委員） 

 参加者数が伸びているようだが、青葉台の１か月だけ急激に伸びているが、 

これは何か。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 クリスマスのイベントがあった。イベントをやると、急激に伸びることがま

まある。だんだん安定してきている。 

 

（田中委員） 

 子どもの中で、外国にルーツのある子はどの程度いるのか。 
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（アフリカヘリテイジコミティー） 

 20％くらい。 

 

（田中委員） 

 この数をどう評価しているか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 もっと増やしたい。 

 

（田中委員） 

 そのためにどのような方策を考えているか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 他団体への働きかけ、言語を広げるなど。 

 

（田中委員） 

 これまでもすでに色々な方とつながりがあると思うが、今のままのネットワ

ークでは不十分でもっと膨らませていきたいという理屈だと思う。既存のネッ

トワークと、どのように異なるネットワークを作っていくのか。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 まずは、ネットワークの数、つながりの数を増やしたい。 

 

（田中委員） 

 この団体の強みを一言で教えてほしい。 

 

（アフリカヘリテイジコミティー） 

 子ども達に楽しんでもらい、お腹いっぱいになってもらいたい。そして国際 

感覚を養えるようなインターナショナルな場にしたい。 

 

【人材育成 子育てと仕事両立体験研修事業「家族シミュレーション」】 

 特定非営利活動法人びーのびーの（以下、びーのびーの）によるプレゼンテ

ーション。 

 

（質疑） 

（為崎委員） 
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 企業からの参加に苦労したようだが、31年度は当初の計画に比べ、家庭への

派遣が弱くなっているように思う。家庭への派遣と子育て支援施設での活動の

割合はどうなっているか。 

 

（びーのびーの） 

 ８割方、施設での単発のものになると思う。社員を家庭に派遣することには 

不安を持つ企業が多い。施設での活動にしたほうが責任の所在が明確になり、 

社員の行き先も限定されるので、企業側としても安心。実際にやってみて、家

庭でもやってみたいという人がいれば、それは可能である。 

 

（為崎委員） 

 当初の計画では３回参加体験をするということだった。単発の形で、しかも 

子育て支援施設での実施で、目指していた成果に到達できるのか。 

 

（びーのびーの） 

 体験者の声を聞く限り、比較的成果が現れていると捉えている。 

 

（為崎委員） 

 働いているお母さんたちが施設に子どもを迎えにきたところで体験者と会話

をするということなのか。 

 

（びーのびーの） 

 集合時間を駅やスーパーで午後６時に設定し、そこから施設に向かい、親子

と参加者、我々団体が８時半位まで過ごすというのを一日一組で行っていた。 

 

（為崎委員） 

 実際に働いて子育てしている人に話を聞くという機会は十分確保されてい

る。受益者を企業としたというのは良かったと思う。今後、企業からの参加費

獲得の見込みはあるか。 

 

（びーのびーの） 

 とにかく足で稼ぐしかない。訪問した企業から他の企業を教えてもらい、そ

こに行ってまた別の企業を教えてもらい、というのを繰り返し、営業していき

たい。報告会ではアイネットの方が発信をしてくれる予定。単価設定はこれか

ら考えていくが、１人いくらというより、何人まではいくら、という形にしよ

うと思っている。協賛金のような形で、企業側にとって出しやすい形でやりた
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い。 

 

（為崎委員） 

 今年はどういった規模の企業が参加したのか。 

 

（びーのびーの） 

 ３社と１団体で、社協と、大企業が２社、中小企業が１社だった。やってい

く中で気づいたことは、むしろ大企業のほうが参加しやすい。両立の支援が整

っていることが多い。逆に中小企業だと、数人しかスタッフがいない中そうし

た活動に参加するのが難しい。ＮＰＯと大企業の協働プログラムは馴染みやす

いと思う。 

 

（長坂会長） 

 調査をする計画だが、どのような調査を内容、実施状況、結果だったか。 

 

（びーのびーの） 

 体験をしたことで、働き続けたいかどうかという意識変容を調査したい。 

 

（長坂会長） 

 それによりどのような成果が得られるのか。 

 

（びーのびーの） 

 働く意欲が変わることがわかれば、働き続ける人が増えその企業にとって 

メリットになる。この研修プログラムを我々の団体だけがやるのではなく、

色々な団体が研修プログラムをできるという方向に持っていきたい。 

 

（長坂会長） 

 アクションポート横浜との連携とは、何を期待しているのか。 

 

（びーのびーの） 

 企業との交流があるので、人につないでいただいたり、団体の事業について 

発信していただく場を設けていただいたりしたいと思っている。 

 

【子どもも学べるアレルギーワークショップ】 

 ＮＰＯ法人エーエルサインラボ（以下、エーエルサインラボ）によるプレゼ

ンテーション。 
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（質疑） 

（田中委員） 

 運営団体の見直しについて補足説明をしてほしい。 

 

（エーエルサインラボ） 

 今現在、基金事業と講師依頼はエーエルサインラボで実施している。それ以

外は任意団体Ｆ.Ａ.cafeで実施。これをまとめた方が色々なところとの連携が 

とりやすくなると考えている。Ｆ.Ａ.cafeは３月にＮＰＯ法人の認証がおりる

予定であり、基金事業もこちらに引き継ぎたい。 

 

（田中委員） 

 当初より申請額を圧縮している。なぜ全体の事業としては圧縮しているの

か。 

 

（エーエルサインラボ） 

 今年１年、20回のワークショップを開催している。大人向けのワークショッ

プは他の団体でもよくやっているが、子ども向けはあまりない。今年も 20回

のうち大人向けは 16回だったが、大人向けの方は基金事業でやらなくても通

常業務に落とし込むことができる。子ども向けのワークショップを増やし、そ

こを補助金事業として申請することにした。また、今年使った教材をブラッシ

ュアップして新たに作成せずに使うことができる。そのため、結果的に全体と

してはかなり圧縮している。 

 

（田中委員） 

 事業１と事業３のどちらも医療機関との連携をするように見えるが、その 

使い分けは。 

 

（エーエルサインラボ） 

 患者は全国津々浦々で、自分たちでやるのには限界があるため、年に３回の 

アレルギー専門学会や患者会を通じて医療従事者に活動を伝えている。事業１

はワークシートなどモノやプログラムを作るもの。事業３はそれを全国に広報

していくもの。 

 

（田中委員） 

 実際現場でツールを使ってもいいよという流れはできているのか。 
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（エーエルサインラボ） 

 300人以上の医師が集まる勉強会で、患者会の発表の時間をいただいている 

ほか、ブースも出す。 

 

（長坂会長） 

 神奈川県との連携というのはあるのか。 

 

（エーエルサインラボ） 

 藤沢での患者の勉強会は必ず続けていこうと思っている。毎年開催している

研修を今年も行う。そこには、藤沢市の学童クラブの先生も来ている。あと

は、県立こども医療センターで、夏に毎年アレルギーキャンプというものを実

施している。そうしたところに、アレルギーカードなどの教材を提供するとい

う話が進んでいる。地域に根ざした活動を大切にしたい。 

 

（長坂会長） 

 ワークシートの監修に小児アレルギーエデュケーターと書いてある。人材 

育成を事業に入れることも多いと思うが、小児アレルギーエデュケーターの 

育成は難しいのか。 

 

（エーエルサインラボ） 

ワークシートの監修は、キーマンとなる先生にはある程度の謝金を支払い 

たいと予算に計上しているが、実際には複数の先生に監修していただいてい

る。おひとりの偏った意見ではない。 

 

（委員による審議） 

・ ボランタリー活動補助金事業への申請事業に対するプレゼンテーション 

審査の結果を踏まえて審議を行い、対象事業を選考した。 

・ 結果発表は 2月 19日（火）に行うものとする。 

 

■ その他（1） 平成 31年度 ボランタリー活動推進基金 21年間予定（案）

について 

事務局から平成 31年度 ボランタリー活動推進基金 21年間予定（案）（資料

５）について説明。 

 

■ その他（2） 平成 31年度協働事業負担金の協議の状況について 
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事務局から平成 31年度協働事業負担金における審査会意見及び調整状況 

（資料６）について説明。 

 

■ 閉 会 

かながわ県民活動サポートセンター所長からあいさつ。 

次回審査会日程（２月 19日） 


