平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表
（資料１）⽀出内容を認めるかどうか判断を要する
番
号

15

団体名

新 いちかわ芸術文化協会

審査いただきたい内容
返⾦額 （適正な⽀出か、⽀出費目の変更は
認められるか、など）
（報償費について）
計画では司会、他団体の出演者に
対する⽀払いを想定していたが、会場
である市川市文化会館から照明と音
響スタッフが必要であると言われ、司会
者等をキャンセルし、照明と音響スタッフ
121,754
に報償費を⽀払った。
⽀出の内容が計画と違っているが、
事業の実施に必要な経費であるため、
補助対象経費として認めてよいか。

審査委員コメント
報償費の総額として申請時とは
変わっておらず問題ない。
事業収入も申請時とほぼかわら
ずいいと思う。

予算の変更は、途中で変更届が
提出されるものだと思うがその届
出はなかったのでしょうか？この団
体は、予算と実⾏の⾦額が⼤き
な差が⾒られます。申請時に良く
検討したのでしょうか？

事前の施設との確認作業が足り 良いと思います。
なかったという点はありますが、事
業の実施に不可⽋だったと思うの
で、今回は必要経費であると認め
ていいと思います。

（消耗品費について）
スポーツドリンク費は問題ないと思 ⾦額がそんなに⼤きくないのなら、 マラソン⼤会などは、全体での休
スポーツドリンク代が含まれているが、 う。
他団体でも認めているのなら認め 憩時間（タイム）が取れないた
用途は、⼤会、講習会での熱中症対
ざるをえないがグレーゾーンが広く め、主催者の方で、参加者の体
策として事務局が準備したもの。
ならないように
調の急変に対応する対策として
11じゅんさい池健歩・健走クラブでも
コース途中にドリンク等用意するの
熱中症対策の塩あめ、スポーツドリンク
は認めてもいいかと思うが、バレー
を認めているため補助対象経費として
ボールなどはタイムなどで少しの休
認めてよいか。
憩時間を何度かとることが可能と
いう前提のため、ドリンクは各自で
準備して備えるものではないかとい
ます。
28

ほがらか杯バレーボール会

8,928

私は認めません。申請時・決定
時ともに⽀出の欄に「スポーツドリ
ンク代」との記入がありません。な
ぜ突然ドリンク代が出てきたので
しょうか？市は申請時に飲み物も
含まれると聞いていましたか？
（消耗品費に記載されている品
目の最後に「等」と記入されていま
すが、飲み物は想像できませんで
した。）
じゅんさい池〜は、事前に計上し
て認めてもらえるように努⼒してい
ました。
また、お茶のお菓⼦と抹茶代など
の例にもありますが、同じ物品でも
団体によって補助対象経費に申
請したりしなかったりと分かれてい
ます。それはそのままにしていますよ
ね。ですから、どうしてこちらの団体
だけをじゅんさい池〜を例にとって
認めるのか知りたいです。
5/8に話し合いたい内容です。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表
（資料１）⽀出内容を認めるかどうか判断を要する
番
号

60

82

団体名

審査いただきたい内容
返⾦額 （適正な⽀出か、⽀出費目の変更は

審査委員コメント

認められるか、など）
（交通費）
変更してもらった方がいいと思いま 事業費について、再度説明してご 減額を認めてもいいと思います
実績報告書受領後に、会議や事前 す。
理解いただいて対象外とするよう
準備時の交通費が含まれていることが
にしたらいかがでしょうか
判明しました。
事業当日分は、7,680円となるた
め、交通費を15,540円から7,680円
と変更してよいか、ご検討ください。
特定非営利活動法⼈
アート・空の会

市川の空気を調べる会

613

（交通費について）
申請時の⾦額の範囲内ですし、 申請時には、市内全域400ヶ所 交通費の明細を知りたい
市⺠に正確な情報を伝えるために 趣旨も外れたものではないので、 と書かれているが、東京と松⼾は
は、計測器を「東京」「松⼾」に設置す 問題ないと思います。
含まれていない。カプセルは、⽀援
費から⽀出しているのなら、交通
13,627 る必要があるとのこと。設置時の交通費
（17,746円）を対象として認めてよ
費も認めて良いと思うが、変更は
いか。
実績時でなく予算時にないと基
本認めないルールが必要かと

変更して良いと思います。
左記の通りでよいと考えます。
ちなみに、57国分川鯉のぼり実
⾏委員会では、関係官庁許可
申請報告時の交通費が認められ
ていると⾒える記入の仕方です。
これは当日ではないので、どうなの
でしょう？（交通費分を減額して
も決定⾦額に変更はありませ
ん。）
※交通費について、申請資料に
もう少し詳しい説明が必要かもし
れませんね。

良いと思います。

市川市内のデータと比較する趣
旨と理解し、認めてよいと考えま
す。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

2

4

5

団体名

新 ケアカフェ いちかわ

傾聴ボランティア「赤とんぼ」

すがの会

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

返⾦額

5,655

503

0

審査委員からの質問

事務局の回答

総括表への転記ミスです。
申請時の支出欄で「交通費」に記⼊される⾦額が 市⺠まつりの領収書は駐⾞場代込みで出るため、事
「使⽤料及び賃借料」に合算されています確認してく 務局で駐⾞場代の3,000円を交通費で計上してい
ださい。
ただくよう、予算書の差し替えをお願いしています。

修了証が5名の方に授与できなかった理由を教えて
4回以上参加した方に修了証を交付しています。
ください。

調律費△1万円であれば、決定額は15万円になる
ので、5千円返⾦になるのではないでしょうか？

総括表への転記ミスです。
申請後に事務局で調律費10,000円を補助対象経
費と認めたため、予算書の差し替えをお願いしていま
す。
従って、報償費の補助対象経費は168,000円となり
返⾦はありません。
※調律費を補助対象経費に認めた理由
・ピアノは施設備品のため施設管理者が調律を実施
するものと考えましたが、施設に確認したところ、予算
の都合上、年１〜２回しか調律していないとの回答
であったため、補助対象経費としました。
・市内のマンション管理組合宛に送付しています。
・広報に⼒を⼊れて参加者を増やしていきます。

8

11

市川市マンション管理組合協議会

じゅんさい池健歩・健走クラブ

0

8,286

多数の案内状を送付しているようだが、どのようなとこ
ろに送付しているのか？またそれに対して、参加者の
確定通知に意⾒を追記します。
数がたいへん少ないように思われるが、今後の⾒通し
（案）案内状の発送数が参加者に結びついていな
はどうか？
いようなので、効果的な周知方法を検討すること。

スイカの単価と個数を教えてください。

20個購⼊ 単価は不明だが30,000円以内になるよ
うに調整して購⼊しました。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

15

団体名

新 いちかわ芸術文化協会

17

特定非営利活動法人ニッポンアクティ
ブライフクラブ市川拠点「ナルク市川」

18

MOA⾷育ネットワーク千葉・ハピネス
クラブ

返⾦額

121,754

55,877

6,185

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

（報償費について）
計画では司会、他団体の
出演者に対する支払いを
想定していたが、会場であ
る市川市文化会館から照
明と音響スタッフが必要で
あると言われ、司会者等を
キャンセルし、照明と音響ス
タッフに報償費を支払た。
支出の内容が計画と違っ
ているが、事業の実施に必
要な経費であるため、補助
対象経費として認めてよい
か。

審査委員からの質問

事務局の回答

予算の変更は、途中で変更届が提出されるものだと
思うがその届出はなかったのでしょうか？この団体は、
予算と実⾏の⾦額が⼤きな差が⾒られます。申請
時に良く検討したのでしょうか？

確定通知書に意⾒を追記します。
（案）
・事業の内容を変更する場合は軽微変更届を速やか
に提出すること。
・次回は事業計画を精査し、実施可能な内容で申
請すること。

収⼊で、当初「事業収⼊は0円（講座は無料）」
が「事業収⼊、291229円」となっている。その内訳 「事業収⼊」と「会費充当」を間違えて報告しました。
を教えてください。

保険料を使わなかった（保険を掛けなかった）理由 今年度はMOAの本部で保険に加⼊したため団体とし
を教えてください。
て加⼊しませんでした。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

22

25

団体名

特定非営利活動法人まつぼっくりの
会

市川ジュニアＢリーグ

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

返⾦額

313

0

1,840

審査委員からの質問

交付決定の「報償費」に
ピアノ調律費が計上され
ています（内訳にその記
載はありませんが、申請
申請時になかった報償費 時には記載あり）。調律
費△33480円であれ
は？
ば、決定額は206454
万円になるので、17053
円返⾦になるのではない
でしょうか？

申請時に原材料費に計上されているものが、全額
消耗品費に合算されているのですが、よいのでしょう
か？

事務局の回答

総括表への転記ミスです。
申請後に事務局で調律費33,480円を補助対象経
費と認めたため、予算書の差し替えをお願いしていま
す。
報償費は予算書どおりに支出されており、返⾦額に変
更はありません。
※調律費を補助対象経費に認めた理由
同じ

５番と

総括表への転記ミスです。
決定通知書で原材料費として計上している砂や補修
材料等を消耗品費として報告するよう伝えています。
なお、次年度以降の申請は物品の⽣産⽤の原材料
以外は消耗品として申請するよう統一します。

市からの回答
指針を整備することや講座の時期の調整について要
望が出ていることを福祉部にお伝えします。
団体からの質問について当日報告をお願いします。
講座の開催時期については、市からの指定はないので
①市の傾聴の指針。②講座の調整役を市が⾏うの
以前のように３グループで話し合っていただいてかまい
か？⾏う時の担当課はどこになるのか。
ません。

27

傾聴ボランティアサークル「うさぎの耳」

30

ふれあい昼⾷会 すずめ茶屋

16,157

成果の欄に事業の目的ではなく、参加者の様⼦や
変化などを具体的に記⼊して教えてください。

参加者の感想で⾷事だけでなく、朗読などみんなと集
まることに喜びを感じている様⼦です。来年度は参加
者で劇をするためにシナリオを作っています。

32

まちづくり家づくりCafé Ichikawa

22,349

参加費の内訳を教えてください。あるいは単価を。

まち歩きワークショップは無料、まちCaféは１回300
円から500円です。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

38

団体名

住み良い街をつくる会

42

Re-いちかわ

46

「げんき会」（市川失語症友の会）

54

57

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

返⾦額

16,998

14,277

審査委員からの質問

事務局の回答

・原材料費のうち花と肥料代の合計が89,562円で
す。コーヒー、ケーキは補助対象経費に含まれていま
せん。
申請時には、花の肥料だけだったのが、珈琲とケーキ
・地域の高齢者の集まりの場で、希望者にコーヒー等
が計上されています。またフラワー券の発⾏？とは
を提供しており、そのチケットがフラワー券（１枚200
円）です。
差額が出た理由は、適切な支出項目がないため、
「印刷製本費」と「使⽤料及び賃借料」に含めて報告
しています。
・印刷製本費の差額は、EMネット千葉の会費や情
「印刷製本費」「使⽤料」の支出が一部しか対象に
報誌の追加分です。
ならなかった理由を教えてください。
・使⽤料及び賃借料の差額は、平成27年度の補助
⾦の返⾦額です。

（変更届あり）
0 台風のため「納涼まつり」を中
止

20周年イベントは補助対象事業として認められており
団体の20周年イベントは事業費に含まれていません
事業費に含まれています。
か？

アンサンブル市川

0

決算書には「補助⾦収
⼊欄」に記載がありません
が、結局、補助⾦は受け
取らなかったということで
しょうか？

国分川鯉のぼり実⾏委員会

原材料費にコップ、タオル等が
含まれているため、次年度の
0
予算編成時は消耗品で計
上するよう依頼済み

補助⾦対象ではないが、「その他協⼒者謝礼費」の タオル代、お茶、カステラ、商品券、飲⾷物代⾦となっ
内容がどうなっているのか知りたい。
ています。

交付決定の収⼊欄、全
額会費で計上されてい
る。補助⾦収⼊、あるい
は返⾦はないのでしょう
か？

総括表への転記ミス及び収支決算書の差し替えミ
スです。
正しくは補助⾦収⼊300,000円、会費充当
1,537,308円になり、修正後の収支決算書が提出
されています。

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

61

団体名

視覚障害者家庭⽣活研究会

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

返⾦額

審査委員からの質問

事務局の回答

課題の欄で「⼊会希望者が他市の為受け⼊れられ
なかった」という内容が記⼊してありました。それは、
会としての方針でしょうか。市としては他市の会員が
いても問題はないはずです。報告書に明記している
ので、市の方針と誤解があるのかもしれないと思い、
確認します。

市では⼊会に関して市内在住などの制限をしていませ
ん。市内在住者が半数以上いないと会場が借りられ
ないため、市外在住者の⼊会を制限しています。
①総括表への転記ミスです。
正しくは、事業収⼊48,000円、寄附⾦収⼊
25,000円、その他助成⾦等18,000円、会費充当
42,000円の合計266,000円です。

6,790
①申請時の収⼊欄が⼤部分消えていて、合計も
違っています。
②交付決定欄の会場使⽤料が説明の⾦額と合わ
ない。740*8=5920になります。
③報告書では18回開催とあるが、②の回数では8
回と合わないのはどうしてでしょうか。

68

82

元気！市川会

市川の空気を調べる会

0

13,627

申請時の補助⾦収⼊と合計額が違っています。

②会場使⽤料については、18回⾏ったが、内10回に
ついてはコープみらいの会場費補助⾦を利⽤してお
り、領収書はコープに提出したそうです。また、8回分
の会場費は市の補助⾦を利⽤する予定で申請したと
のことです。内訳との差については、2⽉27日の料理
講習会のあとに引き続き参加者で研修会を⾏ってお
り、その分の750円が内訳から漏れていました。

総括表への転記ミスです。
正しくは補助⾦収⼊300,000円で合計3,296,400
円です。

（交通費について）
正確な測定結果を出すために、北松⼾、三ノ輪、茅
市⺠に正確な情報を伝え
交通費ですが、設置する1回分にしては⾦額が高い
場町の測定局で調査を年２回⾏っており、加えて調
るためには、計測器を「東
と思うのですが、設置に数回利⽤するということでしょ
査の技術指導や調査結果に関する意⾒交換を⾏う
京」「松⼾」の設置する必
うか？
ための現地までの交通費として合計17,746円支出
要があるとのこと。設置時の
しています。
交通費（17,746円）を
対象として認めてよいか。
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（資料２）質問と回答

実績に関する注記
番
号

87

団体名

市川WHO健康都市和洋会

返⾦額

52,274

審査いただきたい内容

（提出期限遅れ、資料不
（適正な支出か、支出費
足、予定通りの人数が集まっ
目の変更は認められるか、
ていない、支出方法が予定と
など）
異なるなど）

審査委員からの質問

盆踊りの参加人数を教えてください。（市の方へ：
参加者がいなかったということであれば、団体に確認 25人です。
しなくて良いです。）

事務局の回答

（資料３）確定通知に記載する内容等について

番
号

団体名

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

審査委員からのコメント
（必須）事業の効果が
△、×の場合は、理由をご記⼊くださ
認めれる（◎、○、△、
継続についての条件や、事業の効果を高めるためのアドバイスなどがあれ
い。
×）
ば、ご記⼊ください。

5

すがの会

調律費は対象としてもいいのではないでしょうか。

6

さかなちゃんクラブ

他の利⽤者への「害」という表現が気になった。当事者の安全⾯のためで
はなく、他の利⽤者への迷惑を気にしての貸し切り対応というのが残念。
理解を広げるアクションも必要。

8

市川市マンション管理組合協議会

11

じゅんさい池健歩・健走クラブ

15 新 いちかわ芸術文化協会

△

確定通知に記載する意⾒（案）

確定通知書に意⾒を追記します。
（案）案内状の発送数が参加者に結びついていないよう
なので、効果的な周知方法を検討すること。

今年度も参加者数が少ない。

実施時間を早めるなど、夏の炎天下での運動への配慮をご検討ください。

確定通知書に意⾒を追記します。
（案）
・事業の内容を変更する場合は軽微変更届を速やかに
提出すること。
・次回は事業計画を精査し、実施可能な内容で申請す
ること。

（資料３）確定通知に記載する内容等について

番
号

団体名

16

まちのすみかの会市川支部

50

チームピースチャレンジャー

67

NPO法人しゃり

76 新 リズムパーク

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

審査委員からのコメント
（必須）事業の効果が
△、×の場合は、理由をご記⼊くださ
認めれる（◎、○、△、
継続についての条件や、事業の効果を高めるためのアドバイスなどがあれ
い。
×）
ば、ご記⼊ください。

△

確定通知に記載する意⾒（案）

申請時に審査会から指摘があったように、事業の目的と事業内容とが
合っていないように、事業報告を⾒ても思う。今後、事業目的かあるいは
事業内容の⾒直しが必要であると考える。
あと、それぞれのイベントで参加者がかなり少ない。申請時の審査項目に
事業目的と事業効果の齟齬が否め 「外部から講師等を招聘し、報償費を支出する事業であって、20人以上
ない。そのため事業の効果も判定で の市⺠の参加が⾒込まれる」とあるが、20人を超えないイベントもあり、今
きない。
後の活動の⾒通しがあらためて気になる。

確定通知書に意⾒を追記します。
（案）
・事業の目的である「認知症患者の発生を防ぐ」ことと事
業内容（トマトや梨を味わう会、太巻き調理体験など）
が整合しないように感じます。事業目的に対してより効果
が高い事業を⾏ってください。
参加人数が少ないのが残念です。広報⼿段をもう⼀⼯夫してはいかがで ・参加人数を増やすため、広報⼿段を⼯夫してください。
しょうか。

広報などを利⽤して多くの市⺠に呼びかけをする宣伝活動に⼒をいれては
どうか？

△

とてもいい活動だと思うのでぜひ広報活動を⾒直していただきたい。広報
や、フリーペーパーなどを利⽤した宣伝方法も取り⼊れてはどうか？

確定通知書に意⾒を追記します。

きかけることができますように。

者を増やす努⼒をしてください。

昨年度は130人参加というところか
（案）
ら⾒ると、今期の参加者があまりにも
良い活動ですので、広報が参加対象である⼩学校に配布できるように働 ・⼩学校に案内を配布するなど広報活動を⾒直し、参加
少ない。

⼊場料の設定は参加者数や収⼊に関わるので悩むところですね。1種類
ではなく、内容によって（コンサートとワークショップでは）変えても良いかも
しれません。

（資料３）確定通知に記載する内容等について

番
号

団体名

82

市川の空気を調べる会

平成28年度 市川市市⺠活動団体事業補助⾦ 実績審査表

審査委員からのコメント
（必須）事業の効果が
△、×の場合は、理由をご記⼊くださ
認めれる（◎、○、△、
継続についての条件や、事業の効果を高めるためのアドバイスなどがあれ
い。
×）
ば、ご記⼊ください。

高校との連携は合理性があると感じます。

確定通知に記載する意⾒（案）

