令和元年度 市川市市民活動団体事業補助金 実績審査一覧表
団体番号

団体名

4 傾聴ボランティア「赤とんぼ」

交付決定時の指摘事項やアドバイス等

実績報告時の申し送り事項

・各施設との調整の上、事業の効果を知りたいので、可 ・高齢者の方への直接のアンケートは行っておりませんが、
能であれば傾聴を受けている方のアンケートの実施を行っ 代わりに施設の職員の方に傾聴後の様子などの聞き取り
を行っています。
てください。
傾聴1日講座についてはアンケートを行っております。

榎戸委員

五関委員

土屋委員

岩松委員

質問事項

大西委員

竹中委員
事務局へ相談・提案）Q1.実績報告書のう
ち、補助金返金額が1000円未満（№4＝
37円、№75＝205円）が2件あります。返
金形態は、振込？持参？か不明ですが、双
方の負担や手間を省くためにも、一定額未満
の返金は免除という対応はとれないものでしょ
うか？

小野委員

鈴木委員

交通費20,900は何人分ですか

3月の交流会は中止になったということだが、一 指摘事項の過去の検証と通信費の効率
連の報償費、交通費、会場使用料の支出が が悪い点について
ゼロになっている理由は？

令和2年3月開催予定のぶらり交流会がコロナウイルスの 【意見】
関係で中止
実績報告書が作成されたか確認する必要は
ありませんか？

8 市川市マンション管理組合協議会

Q1.市内では700棟のマンションがあるといわ
れています。また、実績報告書には、マンション
等と有機的な連携が必要であり様々な場面
で貢献できたと記載されています。過去4年間
何棟くらいのマンションを対象にして（＝参加
された方の居住マンションの棟数）講演会・交
流会が開催されたのでしょうか？Q2.今年度
の交流会は3回実施されていますが、外部講
師なしで実施されたのでしょうか？Q3.会場使
用料（i-Link、市民センター）が未計上です
が、交流会等々の会場費はどこで負担されて
いるのでしょうか？

収支決算書で報償費が支出がありませんが、
講師選定の考え方が当初計画と変わったので
しょうか。 （質問理由）補助対象経費の報
償費が支出０だったので。
【意見】
実施報告に記載されている補助対象事業の
マンション見学会で、参加人数が３名というの
は、事業効果として十分でないと思います。今
後事業実施するにあたっては、テーマ、対象
者、会場、実施時期、事前PR等幅広く検討
することが必要と思います。

消耗品費の内訳を教えてください。

（事業は中止ですが、収支決算書の内容に ＠鈴木委員
ついて質問があります） 収支決算書支出科 事務局の確認漏れです。申し訳ありません。ご指摘の通り、記載の誤りとなり
目の通信費ですが、説明欄では印刷費と記 ます。正しくは「レターパック、切手等通信費」となります。
載されています。これは説明欄の記載誤りで、
正しい説明は「レターパック、切手等通信費」
ではないでしょうか。 （質問理由）科目名と
説明内容が一致していないのですが、別添明
細書を確認すると説明欄の記載誤りと考えら
れるため。

中止

活動回数36回からの変更回数は33回
か28回か

20 NPO法人市川子どもの外遊びの会

交通費及び消耗品費の内訳を教えてくださ
い。

＠岩松委員
28回となります。
’＠小野委員
別紙明細書添付いたしましたのでご確認ください。

花束は、消耗品扱いでよいか

メンタルケア活動の継続を望む（公益
性、活動貢献」評価）

24 NPO法人歌のボランティア・いちかわシャンテ
・グラウンド整備に関する材料に関する支出が予算に比
べて減ったことにより、消耗品費の支出が減。（事業はす
べて計画通り。）

25 市川ジュニアＢリーグ

整備道具(トンボとラインカー)の使用年数を聞
いてください。

＠小野委員
トンボとラインカーは約３年程度使用可能とのことです。（令和元年度は購
入をしておりません。）

報償費に花束代は問題ないか

・全12回の予定が全7回に減ったため、交通費等が減。

＠岩松委員
補助対象外経費であり、問題がありません。お礼の品などであることから報償
費に計上していると考えられます。

29 東部マンドリーノ
・参加者への連絡手段として、携帯電話を利用できる方
については、メールを活用する等ほかの手段を検討してみ
てはいかがでしょうか

【意見】
検討がなされたか確認が必要ではありません
か？

@榎戸委員
主催者が高齢であり、メール機能がうまく使えないこと、また当事業が最終年
度となることから従来と同様の手法にて事業を行ったとのことです。
申請時の金額・人数と実施報告の金額・人
数がまったく同じです。すべて計画通りに実施
されたということでしょうか？
事務局へ：団体からの領収書の提出を含め
確認されていますか？

31 鬼越ふるさと会

＠土屋委員
申請の時点で事業が終了していたことによるものであり、すべて計画通りとなり
ます。
団体からの領収書はすべて確認済みです。

予算時の配布資料印刷費 800冊65,000
円 決算時500冊65,000円 となっていて
1冊あたりの単価が高くなっていますので、その
理由を教えてください。

36 子育て交差点実行委員会

37

NPO法人市川にオオムラサキを生息させる
会
・様式第4号（第5条関係）市川市市民活動団体事
業補助金収支予算書および様式第13号（第11条関
係）市川市市民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、補助対象事業にかかる全ての収入や経費を、収
支金額に計上してください。
・補助対象事業を行うにあたり、税に関する手続きについ
て、適切に行う必要がありますので、適宜税務署に確認
をして下さい。

・補助対象金額とは関係ないところでの支出
については、指摘や質問の対象とするのはおか
しいでしょうか？そうなると、下記の指摘は問
題外になるとは思いますが、一応、記載してお
きます。
・利益がでないように、収入金額に合わせて支
出金額を記載しているように見受けられます。
たとえば、カルチャー運営費として計上されてい
る218,000円の内容が卓球台や碁盤となっ
ていますが、毎年、これらを購入しているので
しょうか？

事務局へ：コピペがうまくいっていないためか、
団体からの実績報の文章が変になっていま
す。

＠小野委員
昨年度実績に基づき予算額計上をしておりましたが、昨年度に比べて印刷
数が減となたことにより単価が上がったことによるものです。（申請時には800
冊程度の印刷数を見込んでおりましたが、実際に必要数を精査し、500冊
印刷したとのことです。）

@土屋委員
事務局の転記ミスとなります。申し訳ありません。

事業収入、税に関する手続について

38 住み良い街を作る会

収支決算書の事業収入で、金額の算出が当
初の予定どおり年間２５０日オアシスサロンを
開館したものとなっていますが、実際に２５０
日通年開館できたのでしょうか。他の団体の
実施結果を見ると２～３月の事業はだいたい
中止となっています。 （質問理由）仮に開
館していたとしてもそのこと自体は問題ないの
ですが、市の補助事業ですので、本事業のよ
うに通年実施事業については、２～３月の社
会状況を鑑み市として実施の状況を確認把
握する必要があるのではないかと考えたため。
なお、確認の結果年度途中から一定期間事
業休止したのであれば、開館日数に合わせた
事業収入金額説明欄の算出式の修正と、変
更届（８号様式）の提出が必要と思いま
す。
【意見】
収支決算書に事業収入としての参加費収入
と関連の支出費用が計上されたことにより、補
助対象経費関係だけでなく事業全体の実施
状況が分かりやすく改善されたと思います。

補助対象となる交通費の金額が241,940円
と大きいので、内訳の金額をきちんと示してほ
しい。

41 なのはな奉仕会

45 市川児童合唱団

@ 小野委員 '交通費の内訳書の件ですが、総額ではなく乗車区間毎の
単価確認をお願いします。
→交通費 明細を添付させていただきます。

＠岩松委員
補助対象外経費であり、団体により計上科目の考え方に違いはありますが、
消耗品として問題ありません。

22 特定非営利活動法人まつぼっくりの会

30 ふれあい昼食会 すずめ茶屋

団体より下記の通り回答がございました。
【報償費・会場費・交通費について】報償費については、今回はマンション管理組合運営等は、役
員のマンション管理士を依頼しましたので、報償費は辞退していただいております。また、技術的な
面の講師は、賛助会員の専門家を講師に招きました関係で報償費を辞退されております。。交
通費、会場費は締切日までに当職に領収書の原本が届かなかったためゼロになっています。
【過去の4年間の検証について】
過去のご指摘のとおり、今年度はマンション管理組合固有の問題だけでなく周辺地域にも配慮し
た内容で管理組合の課題を提起して来ました。地域防災の観点・地域防犯の観点・ひとつのマン
ションだけでは解決できない問題等を取り入れることで、マンション管理組合の活動がより持続的に
必要であることを認識していただくよう提案をしてきました。そのことから少しずつですが、当協議会
の考え方にご賛同いただける方々も増えてきました。今年度終盤は新型コロナウイルスで活動が
制限されましたが、市管協の活動に対してご意見・ご助言をいただける評議員も２０名ほどとなり
ました。さらに活動を周知して賛同者を募って参りたいと考えております。
＠竹中委員
過去４年間では、講演会・交流会も含めて延200棟以上のマンションが参加されています。
＠岩松委員
通信費の効率が悪い点について
→通信費の効率については、過去のデータを基に効率の良い方法を検討しております。会場の確
保が出来次第、今後はチラシ等を市内各所で配布することも検討しております。

＠小野委員
【領収書確認済】計126,747円 自然農法野菜（無添加調味料含む）72,897
円、アイガモ米3,600円、鮮魚6,000円、天然水2,580円、花材22,507円、お
茶席抹茶6,454円、まんじゅう9,472円、864円、その他雑費2,373円

18 MOA食育ネットワーク千葉ハピネスクラブ

19 古事記に親しむ会

事務局からの回答に対する再質問・ご意見
およびそれに対する再回答

＠岩松委員
補助対象外ですが、積算内訳は以下のとおりです。
ボランティア1名×1,100円×19回分=20,900円

6 さかなちゃんクラブ
・事業が4年目となりましたので、過去3年間の効果につ
いて自己検証していただき、その内容を実績報告書に
て、審査会にご報告いただきたい

※ 別紙明細書などについきましては、各団体公開資料に添付しております。
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 及び 指摘事項案
＠竹中委員
本来、市の支出については請求払いが原則となります。当補助金では団体
への支援のため特例として、申請に基づき概算払を行っております。概算払い
は、支払い額が確定した時点で必ず清算を行う必要があり、ご意見を頂きま
した対応は難しい状況です。

・10月演奏会が、台風19号により1月に延期なり、リ
ハーサルを実施しなかったため、使用料が大幅減。

＠岩松委員
事業収入については、決算書の事業収入に記載されております。 税につい
て適切な処理を行う必要がある旨はお伝えをしております。
’＠鈴木委員
コロナウイルスの関係で、3月25日以降、事業を中止し、年間で245日事業
を行ったとのことです。
それに伴い、軽微変更届については、提出を依頼中となります。
また、事業収入金額の説明は200円×1,500枚＝300,000円、300円×
1,500枚＝450,000円となります。（説明欄は事業収入額を日数と人数
で割り返した平均値であり、事業実施日数の変更による収入額の変更はあ
りません。）
@五関委員
毎年の購入は不要であるとのことです。
カルチャー運営費については、麻雀台や卓球台の修繕、その他カルチャー運
営に係る消耗品（卓球の球や、ネット、マットなど）にかかった費用であるとの
ことです。

@土屋委員
枠内に記載がおさまらないため明細をいただいておりました、明細のスキャン
データをお送りします。

報告書文字数が多く文字が小さすぎて、
読み取れない

＠岩松委員
申し訳ありません、ＰＤＦにて再度送付させて頂きます。

【ご意見】
卓球の球やネットであれば、砂糖などの材料費よりもこれらの費用を補助金対象
とするほうが妥当ではないでしょうか？来期はその検討をされたほうがよいかと思
います。（五関委員）

団体番号

団体名

交付決定時の指摘事項やアドバイス等

実績報告時の申し送り事項
・コロナの影響で3月分の相談会・講座が中止となったた
め、各費目が減。

47

榎戸委員

五関委員

・折り込みは年明け2回実施予定であったが、、コロナの
影響により、1回の実施に留まった。
折り込みを見て参加されたと思われる方も居たことから、
一定の効果が感じられたが、検証をするまでには至らな
かった。
来年度も引き続き実施することで、効果と検証をしていき
たい。

特定非営利活動法人市民後見センターち
ば

岩松委員

質問事項

大西委員

竹中委員

支出の説明（特に原材料費）の内訳につい
ては補助対象になることから、もう少し詳細に
記載してほしい。

48 クリーングリーンいちかわ

53 ラーラ・マンドリンクラブ

土屋委員
参加費を当初計画の1,000円から500円に
していますが、値下げの理由はどういったもので
しょうか。
【意見】
報告書の内容は振り返りもきちんとされていて
よかったと思います。ただ相談会の相談者数が
少なく、今後相談会の持ち方について要検討
かと思いました。

・多くの集客をされているので、事業の継続性の確保のた ラーラ・マッドリンクラブといたしましては、
めに、今後の活動において、参加費や募金等の収入の 「変わらず自主財源で行っていく」という方針です。
ボランティア演奏が基本で活動しており、寄付や募金は
確保の検討をしてみてはいかがでしょうか
求めずに市民の皆様には気軽にマンドリン音楽に親しみ
楽しんでいただきたいと考えております。

小野委員

鈴木委員

【意見】
申し送り事項にもあるとおり、今後団体として
事業効果の検証をしていただき、事業計画の
改善充実に活かすことが必要と考えます。

原材料費の内訳を教えてください。

＠小野委員
肥料 14,133円、苗
資材 6,649円

印刷製本費のそれぞれの単価を教えてくださ
い。

＠小野委員
* プログラム 121550円(税込み)
* ポスター25000円、チラシ35000円、ポストカード25000円→合計
85000円
85000円+消費税(8％)6800円＝91800円
※①＋②＝213350円
＠土屋委員
団体よりご提出いただきましたので、添付にて送付させて頂きます。

54 アンサンブル・市川

補助金対象となる金額が大きいもの（消耗
品）の金額の内訳を明記してほしい。

57 国分川鯉のぼり実行委員会

176,832円

@土屋委員
別紙明細添付いたします。

【意見】細かく書き込まれた報告だと思いまし
た。参加者からの声だけでなく、会からの「まと
め」があるともっと良くなると思います。

発達に遅れのある子の保育・療育支援 に
じの会
・特別研究の内容は？

59 赤レンガをいかす会

①計画の実施日及び参加人数
【意見】
・6月19日、7月11日、9月21日、10月6日、11月15 特別研究の内容は示されたでしょうか？
日、3月22日
上記日程にて意見交換会、進捗状況の報告会、遺跡
見学、発表会を実施した。
参加人数は、各会ごとに、ユース（若手）5名、シニア
2.3名が参加した。
②経費減理由
・3月22日に予定していた大発表会が、新型コロナウイ
ルス拡散防止のため中止となった。内部の発表会に切替
たことにより経費減となったもの。
③ワーキンググループの詳細
・後継者となるユース（若手）によるワーキンググループ
の詳細は、ライン機能を利用し情報交換、作業の流れ、
スケジュール管理、写真を送信しあっての説明等を行った
もの。

・特別研究費として5人に20,000円を支給し
ているので、コロナ流行によりシンポジウムと研
究発表会が延期とはなっても、今後、きちんと
した発表をしていただきたい。また、その研究内
容を報告書としてまとめておく必要があるので
はないでしょうか。自分たちの興味事としての
研究等だけなら補助金対象とするのは問題が
あると考えます。

①変更届（８号様式）の提出が必要では
ないですか。 （質問理由）実施報告に一
般参加者を対象とした研究発表会とシンポジ
ウムを内部会員への発表会に切り替えたと記
載されているので。
②赤レンガ倉庫の見学ができなかった理由は
何でしょうか。 （質問理由）実施報告に記
載されていないので。
【意見】
今後も倉庫の見学が難しい状況であれば、す
でに実施している遺跡巡りの充実や、別の視
点からの事業計画の検討なども必要ではない
でしょうか。

「会の運営が、充実してきた」とありますが、どう
充実してきたのでしょうか。補助金はそのことに
貢献していますか。

61 視覚障害者家庭生活研究会

補助金対象となる金額が大きいもの（消耗
品）の金額の内訳を明記してほしい。

消耗品費の予算比が低い理由は

変更届（８号様式）の提出が必要ではない
ですか。 （質問理由）補助対象事業であ
る、講師を招いて行う定例会が２回中止と
なっているので。

64 市川なのはな会

印刷製本代、通信運搬費の減少理由

68 元気！市川会
補助金対象となる金額が大きいもの（原材
料費）の金額の内訳を明記してほしい。

@岩松委員
以下団体からの回答
印刷製本費：実際には、予算額を少し超える程度の実費がかかっておりま
す。インターネットでの印刷製作の際、個人名のアカウントで発注したため、領
収証が個人名となり、後日当団体名に書き直してもらうことを想定して予算
書に計上しましたが、発注先より宛名変更での領収証再発行を拒否された
ため決算書に計上できなかったのであります。
通信運搬費：大型パネル搬送を、当該写真展の協力者である個人が、大
型車により無償で行ってくれるという想定外のことがあったためであります。
＠小野委員
アイ・リンク展望施設使用料：25,690円
機材レンタル代：プロジェクター114,000円、スクリーン35,000円、プロジェ
クター台6,000円、ブルーレイディスクプレイヤー35,000円、アンプ・スピー
カー・マイク49,000円＋税19,120円

イルミネーション代が減った理由を聞いてくださ
い。

＠小野委員
予算時において、総額を計上し、実際には交換が必要な電球のみ作業を
行っていることから、決算時において差額が発生するものです。

原材料費 予算3000株 決算300×
4=1200株 ですが、原材料費が同額計上の
理由を教えてください。

＠土屋委員、小野委員
報告書の記載ミスとなります。実際には100円×3,300株＋化学肥料・殺
虫剤等が28,577円であると確認が取れました。

原材料費の内訳を教えてください。

＠小野委員
原材料費の内訳は下記の通りとなります。
芝桜960株96,180円、バラ用土代（１６㎥）197,120円

85 行徳芝桜の会
消耗品費について「詳細資料（消耗品費詳
細参照」とありますが、資料には見当たりませ
んでした。事務局で確認されているようであれ
ば結構です。

＠土屋委員
事務局で領収書と明細書を照合し、品目が補助対象であり金額が正しい
事を確認しております。

消耗品費、印刷製本代通信運搬費減
少は計画変更の為か

90 市川子どもわくわくネットワーク
・市民に広く開かれた事業であることを意識して、積極的
に広報を行いながら事業を行う事が望まれます。また、市
民祭りに参加した実績やそこから工作教室に参加された
方の人数を記載することが望まれます。

・市民祭りにおいて、実際に来場していただいた方の人数
把握は出来なかったが、連絡先を把握できた方を対象
に、30通を送付。7通の返信があり、そのうちの5家族が
工作教室に参加された。

・工作教室は問題ないと考えますが、キャンプ
については、参加費が５家族で8,000円とい
うのはいかんせん安すぎるのでは？キャンプにか
かった費用と思われるものが少なくても
35,435円となっています。これは審査の際に
指摘しなければいけない事項ではありました
が。今後は食材費・調味料・水・飲料などはす
くなくても参加者負担とすべきではないでしょう
か？参加人数も少なく、悪い言い方をすれ
ば、お友達どおし補助金もらって安い費用で
キャンプに行けるというように見えてしまいます。

＠竹中委員
4回目の申請で補助金が15万円に減額となるため3名で予定したが、実施
回数の減により例年同様4名としたもの。（平成30年までは4名で実施）
＠鈴木委員
提出済みです

使用料及び賃借料の内訳を教えてください。

65 平和を見つめる写真展実行委員会

88 ぼっけ生きもの倶楽部

【ご意見】
報告書は研究仲間だけが見られるものではなく、一般の方が見られるようになる
のでしょうか？見たいという希望者がいれば見られるようにしておいていただきたい
と思います。（五関委員）

＠岩松委員
石灰を購入する予定でしたが、購入後に車で搬送できるスタッフがいなかったため未購
入となりました。前年度に購入した残りがあったため、その分で対応することとしました。
＠土屋委員
【領収書確認済】ボール15ダース80,460円、草刈替刃5,188円、燃料2,680
円、封筒・インク・その他文具類5,281円、補修ロープ2,141円

報償費の対象者が1名増員されています。増
員された要因は何でしょうか？

80 特定非営利活動法人行徳いきいき花の会

＠榎戸委員
特別研究として、ライン機能を利用した、情報交換・作業の流れ・スケ
ジュール管理・写真の送信をしあっての説明を行いました。
'＠鈴木委員
①研究発表会、シンポジュウムから内部会員への発表会に変更された軽微
変更申請書の提出を依頼しています。
②県の許可がおりなかったため、見学会ができなかったもの。今後も見学が厳
しい場合、事業計画の検討を伝えました。
'＠五関委員
研究内容の報告書を近日中にｗｅｂ会議にて作成する予定です。

@土屋委員
補助金を受けたことにより、ボランティアの方に交通費分のお礼が支払いでき
るようになったこと。および講師の方に謝礼金をお支払いできるようになったこと
で、安定した事業の実施が可能になったとのこです。

63 行徳少年野球連盟

91 ASB

＠土屋委員
助成金交付決定が台風による計画が遅れたため、スケジュール面で見合う
講師にお願いできず、1000円の参加費では高いと考えられたこと、講師謝
礼金の関係で参加者20名以上を集める必要があったことから、500円で執
り行った。また、3月の企画が行えていれば、結果的な収入額としては、予算
額に到達できる見込みであった。とのことです。

事務局からの回答に対する再質問・ご意見
およびそれに対する再回答

【意見】会の思いはわかるのですが、千人
以上の参加を集めている実績があるので、
「補助金の申請」をするのであれば、ボラン
ティアだから参加費等をいただかないという
考えは一考する必要ありと思います。

【意見】
アンケートの回答率が高かったということなの
で、ぜひ集計結果の概要を共有してほしい。

58

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 及び 指摘事項案

＠岩松委員
学校などからのチラシ一斉配布ができなくなったことにともない、チラシの印刷を
減らしたことによる減となります。
ブルーシートは、何年使用可能か聞いてくださ
い。

市民まつりが主では限られた広報活動とな
ります。インターネットや、公的な施設にチ
ラシを置くなど参加者を増やす工夫を望み
ます。
キャンプの参加費
は、少ないと思いますが、一人いくらの設定
でしょうか。

＠小野委員
工作教室での使用を目的とし、破損することから年度限りでの使用とのことで
す。
＠五関委員
団体にお伝えいたします。
＠大西委員
５家族の参加家族でデイキャンプ（日中のプログラム参加者）各１，００
０円
テント泊の晩御飯代として３家族各１，０００円

委員の皆様から特にご異論がございませんでしたので、文案のとおり確定通知に
記載させていただきます。

【事業におけるキャンプについて、税金を原資とした補助金である事を鑑み、広く
一般市民への利益がある事業だとわかる事業計画（参加募集方法、参加費
負担の在り方を含め）の立案・記載をするようお願い致します。】

団体番号

団体名

93 市川市こども将棋連盟

97 湊囃子連

交付決定時の指摘事項やアドバイス等

中止

実績報告時の申し送り事項
資料１「市川市市民活動団体事業補助金実績報告の審査
について」の◆コロナウイルスのため中止となった事業の取り扱い
についてに記載をしておりますが、コロナウイルスによって中止と
なった事業については、中止を決定した時点で支出済の経費
については、補助金の返金をもとめないこととしております。
今回、印刷製本費について50,000円の支出がありました。
本来、交付対象となる印刷製本費は、総事業費（75,580
円）の2割までの15,116円となりますが、コロナウイルスが原因
で事業が中止となり、総事業費が大幅に減額となった経緯を
鑑み、当初予算の309,872円の2割61,974円までを補助対
象経費と認め、50,000円全てを補助対象経費とし、補助確
定額を25,000円とすることが適当であると考えております。この
ことについて、賛成か反対のご意見がありましたら、意見欄にご
記入下さい。

榎戸委員

五関委員

土屋委員
【意見】委員への申し送り事項にある印刷製 【意見】
本費が総事業費の２割となるという部分と、 賛成
50,000円すべてを補助隊対象経費とし、補
助確定額を25,000円とするのが適当である
という部分の文意が完全には理解できていま
せん。前者も市の規定に基づいているというこ
とでしょうか。
この件に関しては団体の落ち度ではないので、
全額出せれば良いとは思いつつも、後者に関
しては、市からの補助対象経費は事業経費
総額の1/2という本補助金規定に基づくものだ
ということであれば、致し方ないとの考えます。

岩松委員

質問事項

大西委員

竹中委員

鈴木委員

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 及び 指摘事項案

【意見】
＠土屋委員
今回の補助確定額を２５，０００円とする
ことについては、判断理由が妥当と考えますの 前段部分につきましては、印刷製本費は、市川市市民活動団体事業補助
で賛成します。
金交付規則にて「補助対象事業に要する経費の総額の2割に相当する額を
限度とする」との規定があることによる記載となります。
また、後段の部分については、おっしゃる通り市川市市民活動団体事業補
助金条例５条にて「補助対象事業に要する経費のうち補助対象経費の2
分の１を乗じて得た額とする。」との規定にのっとったものとなります。

・補助金対象金額の合計額が間違っていま
す。83,080円→838,080円

＠五関委員
事務局の確認漏れとなります。申し訳ありません。
正しくは、83,080円→838,080円となります。
【意見】
事業費総額の金額が比較的高額で、かつ支
出内訳をみると削減の難しい内容が多いの
で、今後は収入の確保増加対策が事業の安
定的な運営のために重要と考えます。活動状
況の継続周知など大切だと思います。

98 特定非営利活動法人 ダイバーシティ工房

消耗品費の減少理由は

100 QP杯少年野球リーグ

補助対象経費とは直接関係ありませんが、報
償費欄に、お中元・賞状・メダル等々計上さ
れています。以前ある団体（今回の№93将
棋？）でも、検討されましたが計上費目の再
検討が必要かと思います。

＠岩松委員＋竹中委員
実際はボールを購入しましたが領収書の保管ができていなかったため1ダース
分しか計上できませんでした。今回で補助金申請の流れを理解できたので次
年度からきちんと手続きを行いたいと考えています。

№100の団体の件。余計な意見でしょうが、
№25＆63の野球チームに比べると、ボール使
用数（使用ダース）が極端に少ないような気
がします。実績報告書には、ボールは十分供
給できたと記載されていますので、余計な心配
かもしれませんが？
印刷製本費の説明部分の金額と支出金額が 経費科目の経費減は計画に変更か
合っていません。単純な計算ミス？事務局で
20万円の領収書を受け取っているようであれ
ば結構です。

101 いちかわ手づくり市実行委員会

小野委員

実施報告でコルトンワークショップの年間実施
回数が記載されていません。何回実施でしょう
か。 （質問理由）回数を確認することによ
り、当初計画の２０回実施との対比ができる
ため。なお、他のイベントの実施回数は記載さ
れています。
【事務局に質問です】収支決算書の支出欄
で項目名に空欄の所が複数あります。補助対
象外経費ですので、項目名は任意でよいと思
いますが、団体に記載を指導してから書類受
理したほうが空欄のままよりよいと思います。

＠土屋委員
20万円分の領収書確認済みです。
20,000円×10回（各2000部ずつ）となります。
@岩松委員
交通費の減は自己負担としたことによるもの。その他の経費については補助
金申請が1年目であったこともあり、予算額が実態よりも多すぎてしまったこと
によるものとのことです。
＠鈴木委員
【コルトンワークショップ】
計11回の開催となります。
5月、7月、9月、11月、3月／各月２回開催 1月／１回開催
【経費の項目について】申し訳ありません、事務局の確認漏れとなります。今
後は記載を行うよう団体へお伝えいたします。

事務局からの回答に対する再質問・ご意見
およびそれに対する再回答

