
【資料１】

4 傾聴ボランティア「赤とん
ぼ」

交通費の内訳を明示して下さい。 【交通費】
高齢者入所施設4箇所、6名分、参加回数57回の内訳となります。

①ナーシング市川：2名該当、8,940円、11回参加
②ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ市川：3名該当、6,190円、17回参加
③まどか本八幡東：4名該当、12,280円、27回参加
④イリーゼ市川：1名該当、 2,200円、2回参加
※詳細は別途、資料を送付させていただきます。

5 すがの会
絵本1冊あたりの単価を教えて下さい。 公益財団法⼈矯正協会 刑務作業協⼒事業部へ⼀括で依頼し、単価は260円となります。

講師の講義内容(『レジュメ）はどのような内容だったのでしょうか？

交流会の回数減と⾒学会の中⽌については、変更届出書（様式第８号）の提出が必要では
ないですか。
実施報告に添付する写真のデータが誤消去によりないとのことですが、３回の交流会の写真は
⼀度も印刷しなかったということですか。毎回実施後、協議会内部での報告に使⽤しなかったの
でしょうか。
今後の⽅向性③に市議会議員に協⼒をお願いしたと書いてありますが、これは特定の議員の⽅
（1⼈）ということでしょうか？

メールの活⽤でのトラブルはないですか？（個⼈情報）・ふれあい活動の貢献拡大支援

交通費の内訳を明示して下さい。

スイカの個数を明示して下さい。

収支決算書支出合計の説明欄にある「収支額が⼀致していない」という記載は、このままでよい
のですか。⾦額は⼀致しているようですが。

介護タクシー代の内訳を明示して下さい。

顔のアップ写真、そのまま掲載しても問題なし？⼀考を要する。

14 アシカちゃんクラブ

プールの貸し切り費⽤はかからないのでしょうか？ 当事業で使⽤する会員は、クリーンスパ市川を運営するセントラルスポーツの会員であるため、プール２レーンの貸し
切り費⽤は掛からないとのことです。なお、使⽤する２レーンは、通常、セントラルスポーツがスクールで使⽤するレー
ンであり、使⽤しない時間に当団体が活⽤しております。

15 いちかわ芸術文化協会

・使⽤料及び賃借料の減について
申請時（予算書作成時）は文化会館の使⽤料減免
の適⽤を受けることが確定しておらず、正規の額で計上
していたが、減免の適⽤を受けることができたため、結果
として不⽤額が発⽣したもの。

申請時は協賛⾦収入が予定されていなかったのでしょうか？ 申請時に誤って、協賛⾦予算額を会費充当経費に含まれたとのことです。

16 まちのすみかの会市川支
部

高齢者・小中学⽣は、⼀般参加者に比し割引の参加費としていたが、講師の要望により同額と
したせいか、参加者が大幅に減少した。との事ですが、今後どのようにするか対策を教えて下さい

事業全体の参加者は増えている中で、太巻き祭りずし調理体験会については、昨年に比べて、参加⼈数が半分
になってしまったということで、来年度以降は、効果やニーズをふまえ、太巻き祭りずし調理体験会の開催⾃体を再
考していくとのことです。

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

・通信運搬費の減について
交流会1回とマンション⾒学会の中⽌に伴い、支出がなく
なったため。
・使⽤料及び賃借料の減について
市の施設が予約できなかったことを⾒込み、予算計上し
たが、実施3回分とも市の施設の使⽤ができたため、支
出の縮減が図られたことによるもの。

申請者および申請事業にマンション居住者と地
域をつなぐ公益的な役割を果たすことを大いに期
待します。
申請書や実績報告書へ記載する、事業から得ら
れる成果はマンション居住者のみではなく、地域に
どのような効果をもたらしたかを記載してください。市川市マンション管理組

合協議会8

・講義内容（レジュメ）について
団体から提出のあった資料の⼀部を別途添付いたします。
内容につきましては、それぞれ実績報告書に記載された内容に沿ったものとして提出を受けております。
・事業の様子の写真について
団体より以下の回答がありました。
「担当者本⼈が司会・運営を担当しており、ほかの役員に撮影のお願いを失念しておりました。誠に申し訳ありません。今後は、このような
事のない様にいたします。なお、本年度のものではないのですが、ほかの役員から参考写真を頂いたので添付いたします。」
団体から提出のあった過去同様の事業の写真を、参考資料として別途添付いたします。
・市議会議員への協⼒のお願いについて
これは特定の議員ではなく、市議会議員全員に対し、事業の案内とあわせて協⼒依頼文書を送付しているとの事でした。

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

9 ウェスタン・マジッククラブ市
川

・通信運搬費の減について
会でプールしている切⼿で郵送費を賄えたため、不要と
なったもの。
このため、経費はかかっていないが、チラシ郵送での広報
活動は実施している。
また、経費縮減のため、可能な範囲でメールでのお知ら
せに切換えを進める等の⼯夫もしている。

・メール活⽤について
会員同⼠の連絡が主であることや、今後の実演⽇程、場所等のお知らせを希望するお客さまと、メールアドレス等の取扱いについて了承を
得ていること等から、これまでトラブルとなったことはないようです。
事務負担と経費負担の両⾯から軽減できる団体の⼯夫として、事務局としても推奨していきたい事例と考えております。

・交通費内訳について
別途明細資料を送付いたします。

11 じゅんさい池健歩・健走ク
ラブ

・スイカ個数は、大玉6個×2,200円、中玉10個×1,000円となります。
・支決算書支出合計の説明欄にある「収支額が⼀致していない」という記載につきましては、誤記となります。失礼
致しました。

13 重度障害者団体あじさい
の会

・介護タクシー代内訳は以下のとおりです。
10月28⽇実施⽇帰りバス訓練
⽚道（運賃2,740円＋乗降⾞補助1,000円）×2＝往復7,480円
12月9⽇実施クリスマス会
⽚道（運賃2,090円＋乗降⾞補助1,000円）×2＝往復6,180円

・写真について
団体より掲載写真について、認識が不⾜しており、写真の差替えの申出を受けました。今後は、個⼈と認識できないような写真を掲載する
配慮を⾏うとのことです。

1　　　



【資料１】

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

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」

・印刷製本費の減について
当初の予算積算時に事務所据え置きのパソコンのイン
ターネット接続料を算入して計上していたものであったが、
これは団体の管理運営費に該当するものとして対象外と
したため、減となったもの。

交通費の内訳を明示して下さい。 ・実⾏委員の交通費の内訳は以下のとおりです。
【JR利⽤】
⾏徳〜市川往復660円×12回×1⼈＝7,920円
⾏徳〜市川往復660円×2回×1⼈＝1,320円
下総中⼭〜市川往復320円×12回×4⼈＝15,360円
下総中⼭〜市川往復320円×8回×1⼈＝2,560円
下総中⼭〜市川往復320円×7回×1⼈＝2,240円
下総中⼭〜市川往復320円×6回×1⼈＝1,920円
本八幡〜市川往復280円×12回×1⼈＝3,360円
本八幡〜市川往復280円×11回×1⼈＝3,080円
⻄船橋〜市川往復320円×9回×1⼈＝2,880円
⻄船橋〜市川往復320円×8回×1⼈＝2,560円
【バス利⽤】
曽⾕坂上〜市川往復460円×7回×1⼈＝3,220円
【バス・ＪＲ利⽤】
若宮〜市川往復620円×4回×1⼈＝2,480円
【駐⾞場利⽤】
1,000円×1回＝1,000円
合計49,900円

18 MOA食育ネットワーク千
葉・ハピネスクラブ

消耗品費が主たる補助対象⾦額ですので、決算書支出の消耗品費説明欄に項目ごとの積算
及び⾦額を記載する必要があるのではないですか。

消耗品費の内訳について
⾃然農法野菜及び無添加食材費　117499円
インク及び⽤紙1870円
包装紙　6069円
⽣花28688円
その他雑費3411円
となります。

20 市川こどもの外遊びの会

交通費の内訳を明示して下さい。 交通費の内訳は以下のとおりです。
バス利⽤
市⽴東松⼾病院入⼝〜宮久保坂下380円×21＝7,980円
国分〜曽⾕公⺠館340円×5=1,700円
菅野6丁目〜昭和学院340円×13＝4,420円
府中橋〜国府台病院800円×５＝4,000円
曽⾕公⺠館〜国府台病院900円×5＝4,500円
昭和学院〜国府台病院800円×9=7,200円
商大付属高校〜昭和学院800円×10=8,000円
八⽅橋〜昭和学院340円×１＝340円
バスおよびＪＲ利⽤
⾏徳駅〜本八幡駅〜宮久保坂下1100円×12＝13,200円
⾏徳駅〜市川駅〜国府台病院1100円×１＝1,100円

21 いちかわ市⺠ミュージカル
実⾏委員会

「著作権」は補助対象としてはどうだったでしょうか？ 昨年度の審査会において、「著作権使⽤の許可及び使⽤料の支払いがない、楽譜の複製（コピー）代」につい
て、適正な⼿続き等がなされていないものについては補助対象としないことが確認されました。
「著作権使⽤料」につきましては、事業に要する経費として他の事業においても認められております。
ただし、計上する項目として「著作権に関する費⽤」は原材料費として整理されておりますので、この点につきまして
は団体に修正を依頼します。
なお、この修正は補助額に影響するものではございません。

22 特定非営利活動法⼈ま
つぼっくりの会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動団
体事業補助⾦収支予算書および様式第13号
（第11条関係）市川市市⺠活動団体事業補
助⾦収支決算書において、申請事業の規模を
的確に把握する必要があることから、報償費を補
助対象経費としない場合であっても、支出⾦額
の欄に計上してください。

交付決定時の指摘事項が、決算書に反映されていますか。 補助対象経費としない報償費のうち、予算及び決算書において2回実施したコンサートにおいて、報償費７０万
円の計上未記載を確認しました。
・6月3⽇（⽇）：出演者と司会者の謝礼３５万円
・11月11⽇（⽇）：出演者と司会者の謝礼３５万円
今年度の申請を⾏う際には、⼗分な注意を⾏うとのことです。
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平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

「実施報告書」が3つもあるのはどうしてでしょうか？

収支決算書の収入で事業収入の説明欄に積算内訳の記載が必要ではないですか。

37 NPO法⼈市川にオオムラ
サキを⽣息させる会

飼育小屋部品(ネット、ポール等)は、どのようなものか、単年度で消耗する部品か、どうかを教え
て下さい。

本事業の要となるオオムラサキを学校教育の現場に取り入れ、飼育、観察するための飼育小屋です。風雨にさらさ
れる屋外に設置されるため、⼀定程度の劣化は考えられます。
なお、地域の学校等と連携した体験学習を通して啓発という事業目的に合致し、事業実施に必要なものであるこ
と、部品は⾃ら組んで小屋を製作するものであること等から原材料費として計上しております。
また、ご参考までに昨年提出された飼育小屋の写真を別途添付いたします。

コーヒー豆の内訳を教えて下さい。

収支決算書の収入で事業収入の積算は、「単価×年度内の券の販売実績数」になるのではな
いでしょうか。 支出の消耗品費で支出⾦額と補助対象⾦額との違いは何でしょうか。また、消耗
品費の説明欄で内訳の⾦額の合計と支出⾦額が違いますが。

43 市川写真家協会

小学⽣⽤の展示ポート、＠9375とはどのようなものか？渡し切り？再利⽤可能なものか？ 発泡スチロールのようなもろい素材で、穴が開きやすく直ぐに破損するため、使いまわしはできないとのことです。1枚
の展示⽤ボードに26枚の写真を展示して使⽤するもので、展示写真は剥がして出展者に返却し、ボードは毎回処
分するものです。

45 市川児童合唱団

番号92の事業者に比べ、音響費（100000）照明（50000）、舞台演出装置費⽤に違
いがありすぎる。会場の違いによるもの？

・音響、照明等にかかる費⽤の違いについて
45番で計上する「⑨音響、⑩照明」については、専門的な技術を持った所謂プロの舞台音響スタッフや照明スタッ
フに対する報償費です。

⼀⽅、92番で計上する「音響照明代」とは、会場施設の使⽤料と同じく、会場に付帯する音響および照明機材の
使⽤料です。

このように、⼈に対して支払われる報償費と、機材の使⽤料と支出内容は異質のものであることから費⽤の違いが
⽣まれているものと考えられます。

32 まちづくり家づくりCafé
Ichikawa

・報償費、印刷製本費の減について
まち歩きマップ作成を２種類計画していたが、準備が追
いつかず1種類の作成に留まったため、⽣じたもの。

・3種類の実績報告につきましては、団体の整理として申請事業を大きく3つに分類しております。
①「まち歩き＋MAP作成ワークショップ」
②「展示発表」
③「まちcaféシリーズ・まち歩き＋シンポジウム」
これらを同⼀目的の1事業「クロマツのある風景市川」として実施しております。この為、上記分類ごとに実施報告と写真が添付され、判り易
く整理されたものとして受理しております。

・事業収入の内訳については、以下のとおりです。
事業収入43,800円
（内訳）
まち歩き参加資料代費　1,000円×32⼈＝32,000円
⾏徳学参加資料代費　　　500円×20⼈＝10,000円
まち歩きマップ（3冊セット）300円×6セット＝1,800円

ご指摘いただきました消耗品費の説明と補助対象⾦額との不⼀致につきまして、内容に誤りがありましたので、別紙のとおり様式第13号を
訂正させていただきます。それに伴いまして、様式第12号についても訂正させていただきます。大変申し訳ありませんでした。

コーヒー豆の内訳（96,223円）について
単価2700円×32kｇ×1.08=93,312円
その他（代引き費⽤・コーヒーフィルター代）2,911円
となります。
収入について
1年間で300円のフラワー券1375枚、200円のフラワー券を1750枚販売しております。これを申請書の書き⽅に揃え、営業⽇数でわりか
えしたため、説明のような書き⽅となったとのことです。
消耗品費について
補助対象経費から除外したものとしては、申請時に申請のなかったもの（ティッシュや洗剤等）の購入費（13,220円）となります。

38 住み良い街をつくる会
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平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

支出が申請時よりかなり減っていますが、理由があれば教えていただきたい。
相談会の参加者があまりにも少ない。

交通費の内訳を教えて下さい。

50 チームピースチャレンジャー

様式第2号（第5条関係）市川市市⺠活動団
体事業補助⾦団体概要調書において、役員名
簿欄の住所は役員個⼈の住所を記載してくださ
い。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績の
審査には影響しないものです。

収支決算書の収入で事業収入の説明欄に積算内訳の記載が必要ではないですか。 ・事業収入の内訳について(64,464円)
ミサンガ　70本×300円＝21,000円
ネックレス　20本×600円＝12,000円
ストラップ　30本×300円＝9,000円
毛糸⼿袋 15×1,000円＝15,000円
⼿提げ類 ７×400〜800円＝3,000円
ショール　4×1,116円＝4,464円

報償費（司会者）予算は10000円）実績は50000円増額要因は？

収支決算書の支出で報償費の支出⾦額・補助対象⾦額と説明欄の⾦額が⼀致していません
が。

57 国分川鯉のぼり実⾏委員
会

「報償費」（「交通費として」と記載）と「協⼒者謝礼費」との違いが不明。補助対象の支出に
なっていないとはいえ、補助⾦以外の収入も大きく、本補助⾦を受ける意義そのものに疑問があ
る。

報償費の10,000円は、商大吹奏楽部への謝礼（交通費）として支払いをしたものになります。
協⼒者謝礼費については、当⽇会場でステージに出て頂いた⽅々に、参加のお礼としてお茶やパンなどの飲み物な
どを⽤意するのにかかった費⽤とのことです。どちらも補助対象としては計上しておりません。

58 発達に遅れのある子の保
育・療育支援　にじの会

参加費徴収は8名のみで残りは無料ということでしょうか。 参加者の徴収はご指摘のとおり８名のみとなります。

活動計画（予算申請）の精度アップ、予算は実効性ある内容で⾒積るべき

赤レンガ⾒学会の中⽌については、変更届出書（様式第８号）の提出が必要ではないです
か。

・支出の減について
講座で使⽤する団体作成のテキスト「成年後⾒制度資料」の増刷を当初計画していたが、成年後⾒制度改正や、制度への誤解等からく
る誤りが判明し、今年度の印刷作業⾃体を⾒送ったため、主に消耗品費および印刷製本費が減となっております。団体は来期に、全体を
通して⾒直し、改訂版として刷新する計画としております。

・交通費の内訳は以下のとおりです。
【A氏】
館⼭〜⾏徳往復4,698円×5回＝23,490円
館⼭〜本八幡往復4,540円×2回＝9,080円
⾏徳〜せんげん台⽚道3,308円×1回
⾏徳〜館⼭⽚道3,143円×1回
⾏徳〜館⼭⽚道2,936円×1回
市川〜館⼭⽚道2,898円×1回
【B氏】
稲毛海岸〜⾏徳往復780円×8回＝6,240円
稲毛海岸〜本八幡往復620円×2回＝1,240円
【C氏】
稲荷⽊〜⾏徳往復420円×5回＝2,100円
稲荷⽊〜本八幡往復440円×4回＝1,760円
本八幡〜市川往復280円

合計56,475円（うち補助対象⾦額40,000円）

47 NPO法⼈市⺠後⾒セン
ターちば

53 ラーラ・マンドリンクラブ

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動団
体事業補助⾦収支予算書および様式第13号
（第11条関係）市川市市⺠活動団体事業補
助⾦収支決算書において、説明欄に積算額の
根拠が判るよう単価および数量を記載してくださ
い。

・司会者の報償費について
事務局の作成した補助資料の記載に誤りがございました。申し訳ございません。正しくは提出された収支決算書のとおり20,000円です。
予算額10,000円からの増額理由としては、依頼した時点で司会者（⼥性）が子育て中であり、お子さんを同伴で来られるということが
判ったため、負担を鑑みて増額した、との事です。

・報償費の補助対象⾦額欄に記載の額について
上記のことから、補助対象となる額が予算額から10,000円増額されて90,000円（これについても補助資料の説明欄記載額は誤り、正
しくは決算書のとおりです。申し訳ございません。）となるところですが、制度のルールとして申請された予算額が上限となるため、上限額であ
る80,000円を記載しております。

59 赤レンガをいかす会

・報償費、印刷製本費、通信運搬費の減について
赤レンガ⾒学会2018の実施の中⽌に伴い、経費が不
要となったため。

・計画の実⾏性について
施設の⾒学会については、県の許認可が必要となることから申請書においても、中⽌の可能性が⾔及されておりました。
審査会からご指摘いただいている実⾏性、計画性について、全ての事業に対して事務局からも都度お伝えしております。
⼀⽅で、団体には申請として書類に記載し、活動を表明していくという強い気持ちを持って臨んでおります。
事務局としては、団体の思いに理解を寄せながらも、引き続き、補助⾦の交付に求められる公正性等説明をしてまいります。

・様式第8号　軽微変更届出書の提出について
計画が変更された時点での提出はございませんでした。団体に指導し、提出を求めます。
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【資料１】

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

61 視覚障害者家庭⽣活研
究会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動団
体事業補助⾦収支予算書において、支出の部
に計上される補助対象⾦額と説明欄の積算額
を整合させてください。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績の
審査には影響しないものです。

「報償費」の内訳があった⽅がいいと思います。 ・報償費の内訳について
9回実施分の講師謝礼⾦として、
45,000円×1⼈
20,000円×1⼈
市川友の会（調理ボランティア）20⼈の交通費実費分を謝礼⾦として支出 計58,480円　←これについて明細資料を別途添付いたし
ます。

合計123,480円（うち補助対象⾦額110,000円）

62 塩浜ふれあいの会

お絵かき教室の中⽌については、変更届出書（様式第８号）の提出が必要ではないですか。
収支決算書の収入で事業収入の説明欄に積算内訳の記載が必要ではないですか。

・様式第8号　軽微変更届出書の提出について
計画が変更された時点での提出はございませんでした。団体に指導し、提出を求めます。

・事業収入の内訳は以下のとおりです。
体育教室　50家族×200円＝10,000円
⼈形劇　　 130⼈×200円＝26,000円
農業体験　45家族×800円＝36,000円
合計　72,000円

64 市川なのはな会

対象児童のアップ会写真掲載、少し気になります。（配慮が必要では？） 写真につきましては、代表者⾃身の息子であり、特段、注意をすることなく掲載されました。今後は、このようなケー
スでない場合もありますので、個⼈と認識できないような写真を掲載するよう配慮しますとのことです。

講師謝礼の内訳があった⽅がいいと思います。

報償費の内訳を教えて下さい。

収支決算書の支出で、報償費の補助対象⾦額が交付決定時⾦額より多くなっていますが。

73 いちかわ歩こう会
交通費の内訳を教えて下さい。 ・交通費内訳について

別途明細資料を送付いたします。

75 特定非営利活動法⼈市
川市ユネスコ協会

交通費の内訳を教えて下さい。 ・交通費内訳について
別途明細資料を送付いたします。

事務局へ
使⽤料及び賃借料に⼈件費が計上されていますがこれは問題ないでしょうか。

来場者数が大幅に増えたようですが、この⼈数はどのような⽅法でカウントされたのでしょうか？
課題はいくつか出ていますが、それに対しての改善策が具体的に示されていないようですが、何か
意⾒はあるのでしょうか。

86 戦争はいやだ！市川市⺠
の会

通信運搬費の内訳を教えて下さい。 ・通信運搬費の内訳について
提出された領収書のスキャンデータを送付いたします。

88 ぼっけ⽣きもの倶楽部

CADソフトの年間使⽤料⾦は、妥当だと思われますが、対象事業だけで負担するのは問題が有
ると思います。50%計上が妥当ではないかと、思います。

・CADソフトの使⽤料計上について
申請の際に、このソフトは本事業のみで使⽤されるものとして確認しております。
また、かかる費⽤に対して50％の補助率となる制度設計の中で、更にCADソフトの使⽤料に50％計上の制限をかけることに
つきましては、結果として本件については補助率が50％×50％＝25％となること、当該事業のみが影響を受けるものであるこ
と等から総合的に勘案し、他の使⽤料計上の事例と比較し、これに制限をかけるべき相当の根拠が必要と考えます。

・報償費の内訳について
別途明細資料を添付いたします。
なお、4月〜9月の半期分で補助対象⾦額である600,000円に達しているため、半期の記録のみ提出を求めてい
るものです。

・補助対象⾦額の記載について
補助対象⾦額は600,000円となります。申し訳ございません、訂正させていただきます。

69
特定非営利活動法⼈⽣活
困窮・ホームレス⾃⽴支援ガ
ンバの会

ボランティアフェスティバルをコルトンプラザで開催するにあたり、コスモ・メンテナンス株式会社にテントやイス等の賃借および、それ
らの設営、撤去などを含めて依頼をしております。
⼈件費は設営や運搬、撤去作業代としてのものであり使⽤料・賃借料と⼀括して発⽣する費⽤と考えられることから事務局と
しては問題ないものと考えます。

コルトンプラザの広場で開催したため、正確な来場者数は不明ですが、ボランティアフェスティバル当⽇のコルトンプラザへの来客
者数が37,800⼈、このうちﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ配布数が830部とのことです。来場者の実態により近い数は830であるとのことです。
また今回の課題を踏まえて、開催場所の再検討を⾏っているとのことです。

78 特定非営利活動法⼈市
川市ボランティア協会
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【資料１】

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦審査会　実績審査表

事業実施団体への確認内容および
事務局からの回答内容

審査に際して審査会委員からの質問および回答（該当のある事業のみ抜粋）

審査会委員からの質問事項等事業実施団体名番
号 交付決定時の指摘事項

審査会への申し送り事項
（適正な支出か、支出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

「報償費」の内訳があった⽅がいいです。

報償費の内訳を明示して下さい。

補助対象⾦額のほとんどが、報償費。活動団体補助⾦として、検討の余地がないか？

92 市川で良い芝居をみる会

番号92と45の、音響・照明設備費⽤が違いすぎる。会場の違いだけの問題？ ・音響、照明等にかかる費⽤の違いについて
45番で計上する「⑨音響、⑩照明」については、専門的な技術を持った所謂プロの舞台音響スタッフや照明スタッ
フに対する報償費です。

⼀⽅、92番で計上する「音響照明代」とは、会場施設の使⽤料と同じく、会場に付帯する音響および照明機材の
使⽤料です。

このように、⼈に対して支払われる報償費と、機材の使⽤料と支出内容は異質のものであることから費⽤の違いが
⽣まれているものと考えられます。

94 消費者安全ネットいちかわ
補助対象⾦額のほとんどが、報償費。活動団体補助⾦として、検討の余地がないか？ 事業目的を達成できる⼿法で事業を⾏っていることから、事業費の構成は補助対象の可否に影響しないものと考

えます。

90 市川子どもわくわくネット
ワーク

・印刷製本費の減
パンフレット作成の計画があり、予算計上していたが、多
忙により作成できなかっため。
・通信運搬費の減
支出削減のため、メールによる連絡、周知を進め、支出
の縮減が図られたことによる。

報償費内訳
20,000円×11回、50,000円×１回
報償費を支払わずに、講師を呼ぶことができた回もあり、予算よりも報償費が減っております。

事業目的を達成できる⼿法で事業を⾏っていることから、事業費の構成は補助対象の可否に影響しないものと考
えます。
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【資料２】

※審査にあたり、審査会委員は全ての事業の効果について「◎・○・△・×」の評価をした上でコメントを付しております。

2 ケアカフェ　いちかわ
・消耗品費、印刷製本費の減について
全て寄附により賄えたので、会としての⽀出は無く不⽤と
なったため。

【委員Ａ】（◎）
社会性が高く⽀援強化

6 さかなちゃんクラブ

【委員Ａ】（◎）
プール全⾯を貸切ることが会場選びの条件のため市外実施となっていますが、例えば市
内のクリーンスパのプールの⼀部を貸切る⽅法など、施設の⼀部貸切は検討の余地は
ないのでしょうか。

【委員Ｂ】（○）
貸し切りは全コースでしょうか。少し参加費をとっても良いように思いました。

【委員Ａ】（△）
⾒学先からの中⽌は、計画段階において、活動への認識はできていたか？活動目的の意図が⾒学先との
理解と認識はされているか、「マンション周りの地域に貢献することの必要性等の促進」

【委員Ｂ】（△）
もっぱら、限定された居住地の設備改修・マンション管理運営、資産価値向上を目的としたものと思料され
る。補助⾦制度になじむ内容か、講師講演内容も上記範囲内容であれば、補助⾦ルールとの整合性をは
かるためにも、⼀考を要するのではないか。

【委員Ｃ】(△)
参加者数に比して費⽤が高いように思います。

【委員Ｄ】（△）
参加者が少ない。また、参加者以外の人への効果があまり認められないように思われる。

15 いちかわ芸術文化協会

・使⽤料及び賃借料の減について
申請時（予算書作成時）は文化会館の使⽤料減免
の適⽤を受けることが確定しておらず、正規の額で計上
していたが、減免の適⽤を受けることができたため、結果
として不⽤額が発⽣したもの。

【委員Ａ】（◎）
特に問題なし

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」

・印刷製本費の減について
当初の予算積算時に事務所据え置きのパソコンのイン
ターネット接続料を算⼊して計上していたものであった
が、これは団体の管理運営費に該当するものとして対象
外としたため、減となったもの。

【委員Ａ】(△)
参加者数に比して⼀般参加が少ないように⾒受けられます。

【委員Ｂ】（◎）
特に問題なし
【委員Ｃ】（△）
参加費を取ってはどうでしょうか。

19 市川古事記に親しむ会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書および様式第13
号（第11条関係）市川市市⺠活動団体事
業補助⾦収⽀決算書において、申請事業に関
連して⽣じる収⼊は事業収⼊として計上してくだ
さい。

審査会から頂いたご指摘を団体に説明し、ご理解いただ
きました。
団体の本会計からの充当としてではなく、資料代として
参加者から徴収する収⼊を参加費収⼊として計上した
結果、概ね収⽀のバランスが取れ、必要とする補助⾦
額が縮⼩されたため、返⾦額が⼤きくなったものです。

【委員Ａ】（◎）
特に問題なし

22 特定非営利活動法人ま
つぼっくりの会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書および様式第13
号（第11条関係）市川市市⺠活動団体事
業補助⾦収⽀決算書において、申請事業の規
模を的確に把握する必要があることから、報償費
を補助対象経費としない場合であっても、⽀出
⾦額の欄に計上してください。

【委員Ａ】（△）
参加人数の計画性の精度アップ、目標達成できる計画内容にすべき、参加者の表についての検証、コン
サートの参加人数が下回った理由は　6⽉3⽇136名　11⽉11⽇108名・・200名に対して、社会性のあ
る活動であり、実施内容の精度アップが必要

8 市川市マンション管理組
合協議会

申請者および申請事業にマンション居住者と地
域をつなぐ公益的な役割を果たすことを⼤いに期
待します。
申請書や実績報告書へ記載する、事業から得ら
れる成果はマンション居住者のみではなく、地域
にどのような効果をもたらしたかを記載してくださ
い。

・通信運搬費の減について
交流会1回とマンション⾒学会の中⽌に伴い、⽀出がな
くなったため。
・使⽤料及び賃借料の減について
市の施設が予約できなかったことを⾒込み、予算計上し
たが、実施3回分とも市の施設の使⽤ができたため、⽀
出の縮減が図られたことによるもの。

【委員Ｅ】（△）
参加者がマンション管理の勉強をしているだけならば、補助⾦対象とするのはいかがなも
のかと思う。もっと多くの⽅が参加できるようなしくみが必要と思われる。

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦　実績審査表

補助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等

審査会における事業効果への疑義および効果を高めるためのアドバイス（該当のある事業のみ抜粋）

事業実施団体名 交付決定時の指摘事項
審査会への申し送り事項
（適正な⽀出か、⽀出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

番
号 審査会委員が事業の効果について△または×と考えられる事業とその理由について

1



【資料２】

※審査にあたり、審査会委員は全ての事業の効果について「◎・○・△・×」の評価をした上でコメントを付しております。

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦　実績審査表

補助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等

審査会における事業効果への疑義および効果を高めるためのアドバイス（該当のある事業のみ抜粋）

事業実施団体名 交付決定時の指摘事項
審査会への申し送り事項
（適正な⽀出か、⽀出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

番
号 審査会委員が事業の効果について△または×と考えられる事業とその理由について

32 まちづくり家づくりCafé
Ichikawa

・報償費、印刷製本費の減について
まち歩きマップ作成を２種類計画していたが、準備が追
いつかず1種類の作成に留まったため、⽣じたもの。

【委員Ａ】（△）
補助⾦申請の正確性が問われる、実⾏可能な予算申請とすべき・街歩きガイドマップへの市⺠の期待は
ニーズの発⾒が必要（税⾦を使⽤）趣味の的では寂しい

38 住み良い街をつくる会

【委員Ａ】（△）
補助⾦の⼤半が、事業収⼊の原価になると思われる原材料費（⾷材中⼼）と思われる。補助⾦使途と
してふさわしいか？

【委員Ｂ】（○）
延参加者が多いので問題ないと思いますが、特別な広告はしないということなので、今
後、固定メンバーだけの利⽤となると問題が⽣じる可能性もでてくるかと思います。

【委員Ａ】（△）
相談会への参加者があまりにも少なく、講座への参加も多くはない。費⽤対効果の点で疑問が持たれるの
で改善が望まれる。

【委員Ｂ】(△)
参加者が少ないようです。広報の改善が望まれます。

50 チームピースチャレンジャー

様式第2号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦団体概要調書において、役員
名簿欄の住所は役員個人の住所を記載してくだ
さい。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績
の審査には影響しないものです。

【委員Ａ】（○）
事務局指導

53 ラーラ・マンドリンクラブ

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書および様式第13
号（第11条関係）市川市市⺠活動団体事
業補助⾦収⽀決算書において、説明欄に積算
額の根拠が判るよう単価および数量を記載してく
ださい。

【委員Ａ】（○）
文化イベントビジネスとして⾃⽴した活動で検討できないですか？⼜活動の中で何が
補助⾦として求めるのか明確になる事が必要ではないか（税⾦の投⼊から）
【委員Ｂ】（○）
定期演奏会については継続性を保つためにも⼊場料の徴収を考えてはどうでしょうか。
すでに会費充当に計上されているのであれば事業収⼊に計上したほうが良いと思いま
す。

54 アンサンブル市川

【委員Ａ】（○）
定期演奏会については継続性を保つためにも⼊場料の徴収を考えてはどうでしょうか。
すでに会費充当に計上されているのであれば事業収⼊に計上したほうが良いと思いま
す。

【委員Ｂ】（○）
他の⾳楽関係団体については、楽譜購⼊代は補助⾦対象にしていないように⾒受け
られます（今までのものを使⽤しているのでかからないのでしょうか？）対象を統⼀した
ほうがよいと思います。

58 発達に遅れのある子の保
育・療育⽀援　にじの会

【委員Ａ】（○）
ボランティアの募集だけでなく、参加者の募集もしていったほうがよいと思います。

60 特定非営利活動法人
アート・空の会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書において、理事⻑
のみの交通費が計上されておりますが、様式第2
号（第5条関係）市川市市⺠活動団体事業
補助⾦団体概要調書の役員名簿から他市にお
住まいの役員が⾒受けられます。申請事業に要
する交通費は補助対象経費として計上できます
ので、⽀出が個人に偏ることのないよう適切な予
算計上をしてください。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績
の審査には影響しないものです。

【委員Ａ】（○）
事務局指導

47 NPO法人市⺠後⾒セン
ターちば

【委員Ｃ】（○）
⼀般講座の参加者数及び相談会の相談件数の実績が少ないことが気になります。

2



【資料２】

※審査にあたり、審査会委員は全ての事業の効果について「◎・○・△・×」の評価をした上でコメントを付しております。

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦　実績審査表

補助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等

審査会における事業効果への疑義および効果を高めるためのアドバイス（該当のある事業のみ抜粋）

事業実施団体名 交付決定時の指摘事項
審査会への申し送り事項
（適正な⽀出か、⽀出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

番
号 審査会委員が事業の効果について△または×と考えられる事業とその理由について

61 視覚障害者家庭⽣活研
究会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書において、⽀出の
部に計上される補助対象⾦額と説明欄の積算
額を整合させてください。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績
の審査には影響しないものです。

【委員Ａ】（◎）
事務局指導

66 サンシャインクラブ

・印刷製本費の減について
当初、文集作成にかかる⽤紙代、コピー代を計上してい
たが、参加した子どもの⽗⺟やスタッフらの寄附により賄え
たため、会からの⽀出は不要となったもの。

【委員Ａ】（◎）
特に問題なし

68 元気！市川会

【委員Ａ】（△）
駅前周辺防犯カメラ保守運営、ＬＥＤ証明書装飾、ウエルカムポート維持管理など、市⺠活動にふさわし
い団体事業か？

74 こうのとり委員会

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書において、収⼊の
部に計上される事業収⼊の説明（積算等）を
記⼊してください。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績
の審査には影響しないものです。

消耗品費、使⽤料及び賃借料の⼤幅な減について
台風の影響を受け、⼤幅に事業規模を縮⼩せざるを得
なくなったことに伴い、⽀出が減となったもの。

【委員Ａ】（○）
挨拶状、お礼状の送付部数は？・ボランティアの確保について再検討が必要、（⾃治
会、保護者などへのアプローチの考え⽅の⾒直しが必要）・関係団体との共催について
検討が必要

82 市川の空気を調べる会

・報償費の減
例年どおり⽇本環境学会から外部講師の招聘を計画し
ていたが、外環道路開通による空気環境の変化というト
ピックスをテーマを扱うこととし、会員内部の者が講師を務
めたため、⽀出がなくなったことにより減。
・印刷製本費の減
インクは買っているものの、領収書紛失の為、把握及び
計上ができず減。（これについて、会員は「仕⽅ない」も
のとして整理している、とのことでした。）
・原材料費の減
カプセル補充を⾒込んで予算計上していたが、傷みも少
なく、補充の必要がなかったことにより減。

【委員Ａ】（○）
事業目的と実施内容は評価できるが計画性の⽢さが目⽴つ、①講師の予定変更②
領収書の管理③カプセルの補充変更など計画の精度アップ指導（事務局）

【委員Ｂ】（○）
領収書紛失については、今後再発防⽌に向け、会としての事務処理でルール化してお
いたほうがよいと思います。

87 市川WHO健康都市和
洋会

【委員Ａ】（△）
事業名と実際の事業に乖離があるように思われます。

90 市川子どもわくわくネット
ワーク

・印刷製本費の減
パンフレット作成の計画があり、予算計上していたが、多
忙により作成できなかっため。
・通信運搬費の減
⽀出削減のため、メールによる連絡、周知を進め、⽀出
の縮減が図られたことによる。

【委員Ａ】（△）
申請した活動内容が実⾏できない事は望ましくない、補助⾦申請は正確にすべき（税⾦）、実効性の高
い事業計画の指導（事務局）

91 ASB
【委員Ａ】（△）
特にキャンプのほうですが裨益者が少なく、単にお楽しみの要素が強いように思われます。
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【資料２】

※審査にあたり、審査会委員は全ての事業の効果について「◎・○・△・×」の評価をした上でコメントを付しております。

平成30年度　市川市市⺠活動団体事業補助⾦　実績審査表

補助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等

審査会における事業効果への疑義および効果を高めるためのアドバイス（該当のある事業のみ抜粋）

事業実施団体名 交付決定時の指摘事項
審査会への申し送り事項
（適正な⽀出か、⽀出費目の変更は認められるか、審
査にあたり事務局からの申し送り事項など）

番
号 審査会委員が事業の効果について△または×と考えられる事業とその理由について

93 市川市将棋愛好会連盟

① ⼤会上位⼊賞者へ渡す賞状の印刷代は補助対象
経費として認められるか。
　　(賞状26枚の印刷費　10,000円 業者へ作成を依
頼  →賞状のデザイン料、版下作成料、賞状⽤の紙
代、印刷費を含めた額）
　→賞状はメダルや表彰盾のように参加者への記念品と
してとらえることもできるか？

② ①が認められない場合、当⽇の賞状の筆耕代として
の報償費は補助対象経費として認められるか。
　（当⽇の賞状への筆耕代として、書道教室の先⽣に
10,000円⽀払い。申請時に報償費として、筆耕代を
計上しております。）
　→賞状への筆耕には専門性が必要であると考えられる
が、賞状作成にかかる費⽤となる。

【委員Ａ】（○）
メダル、盾の記念品とは区別すべき、賞状はデザイン料などの範囲の決め事が必要と思
う付加価値要素がある、従って補助⾦対象とは区別する事が望ましいと思う

【委員Ｂ】
（申し送り事項についての意⾒）
①は、認められる認められない、とちらの判断もできると思いますので、検討する必要が
あると思います。
補助対象経費か否かは経費項目ごとに定められており、参加者記念品は「消耗品
費」で賞状作成は「印刷製本費」であり、対象外経費である記念品の範囲でないとす
れば、補助対象経費と認められると思います。⼀⽅、賞状という成果品をトロフィーやメ
ダルと同様に、結果が優秀な人に対する参加賞であり記念品の範囲だとすれば、その
作成費⽤が印刷製本費でも補助対象経費と認められないとすることはできると思いま
す。
②について、①が認められない場合でも、筆耕という専門技能を有する人への⼤会当
⽇の謝礼ということで、報償費は補助対象経費と認められるとすることはできると思いま
す。

【委員Ｃ】（○）
⼤会運営費に充当するものについては補助⾦対象として問題ないと思うが、賞状の印
刷代や筆耕代については、参加費収⼊から充当するのが適切ではないかと考えます。

97 湊囃子連

様式第4号（第5条関係）市川市市⺠活動
団体事業補助⾦収⽀予算書において、収⼊の
部に計上された「事業収⼊」の内容説明として会
費とございます。例えば、貴団体の事業の観客か
ら⾒物料を収⼊するというような事業から⽣じるも
のを「事業収⼊」へ計上するものとし、団体の会
費から本事業にかかる経費に充てるのであれば、
「会費充当」に計上としてください。

※申請書類に関するご指摘であるため、実績
の審査には影響しないものです。

事業収⼊について
ご指摘のとおり、「22人×⽉1,000円×11ヶ⽉」は会則
に基づいて会員から徴収する会費であり、事業の⾒物
料等の収⼊はありません。
この点については、団体も理解しており、次回の申請より
修正いたします。なお、今回の実績報告については、予
算書と比較のため事業収⼊項目に計上しております。

【委員Ａ】（○）
事務局指導
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【資料３】

補助金交付申請の追加募集について

1.過去３年の予算額に対する申請および交付決定の推移
（単位：円）

予算額 交付決定額 差額 交付事業数
平成28年度 20,000,000 12,370,055 7,629,945 87
平成29年度 18,000,000 13,016,237 4,983,763 85
平成30年度 17,000,000 13,506,987 3,493,013 86

2.追加募集の趣旨

3.現時点で考えられるスケジュール案

令和元年度事業　補助金申請期間

Ⅰ．申請審査会①（Ａ・Ｂ部会に分かれて事業の半数ずつ審査）

8月初旬 Ⅰ．申請審査会②（Ａ・Ｂ部会の審査結果を全体で共有、審査）

8月中旬 Ⅰ．申請審査会③（Ⅰ．②で疑義のある事業は団体からヒアリング）

10月 令和元年度事業　補助金申請期間（追加募集）

11月初旬 Ⅱ．申請審査会①（全体会）

11月下旬 Ⅱ．申請審査会②（Ⅱ．①で疑義のある事業は団体からヒアリング）

4．追加募集により想定される課題
追加募集が確実に実施できるものかどうか、6月～8月にかけての1次募集の結果が出るまで不明確であること。

６月3日（月）～14日（金）

7月中旬頃

　制度開始から３年経過し、実績としては補助金交付事業数はほぼ同水準、交付決定額は微増にとどまって
おります。
　申請事業数の見込みに届かず、予算額に大きく余剰分がある状況です。

　市民活動支援と、市民の参加促進に今後更なる広がりを目指すべく、余剰分を出すことなく補助金制度を運
営していきたいと考えております。
　つきましては、例年の申請から交付決定までのスケジュールを勘案し、予算の範囲内で（余剰が出た分を限
度に）追加で事業の申請を募集していくことを検討しております。
　このことについて審査会委員の皆様のご意見を賜りたく、お願い申し上げます。
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