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令和元年度実施げんき基金補助事業　申請事業及び評価一覧

スタート支援１

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　赤羽根という地域の特性を踏まえ、活動を続ける中で見出された地域課
題や自然等の地域資源を的確に捉えて提案された事業であると評価しま
す。住民同士のつながりが必要な地域であるにもかかわらず、そのつなが
りが乏しい状況の中で、子どもを含めた地域の多世代が集う場を確保す
ることは、意味のあることだと考えます。
　事業の実施にあたっては、参加者が特定の顔見知りだけにならぬよう、
他の地域の人材も含め新たに人を巻き込んでいく広報・周知や仕組みづく
りに努めてください。
　また、季節のイベントとして飲食をともにするだけでなく、災害への備えな
どプラスアルファの成果が出るような工夫を心がけてください。
　事業を通して、会員として主体的に事業に参加する方を増やし、組織とし
てより磐石な体制を整えながら、団体として成長していってくださることに
大いに期待します。

ひろっぱclub

地域行事を通じての交流事業

公共交通機関に乏しく周囲との高低差もあるなど、交流の機会に乏しい赤羽根地区の
地域特性を踏まえ、季節に応じたイベントを行うことで地域住民の交流を深める事業。
災害時の共助も視野に入れ、顔の見える関係性の構築に寄与する。

119000円

100000円

100000円

市民活動推進委員会
からの評価



スタート支援２

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　「お笑い」という手法を用いて、市民生活を活性化させる企画に先駆性を
感じます。
　また、本市の観光資源をモチーフとしたネタの発表など、地域性を生かし
たお笑いライブが定着し、将来の市の名物に発展していくことに期待がも
たれる事業であると評価します。
　一方で、事業計画書にある目的や効果を達成する為には、現在の組織
規模では脆弱であると感じます。
　事業の実施に合わせて、来場いただいた方に対し、団体運営に理解い
ただく取組などを検討し、団体会員の増員を目指すなど、組織力の強化に
努めてください。
　また、市内の事業者等の理解を求め、スポンサーの獲得に向けた取組
を行うなど、継続的に事業を推進することが出来る収入構造の構築に取り
組んでいただき、事業を発展させていただくことを望みます。

スタート支援３

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　乳がん検診の受診率を上げることで、生命の維持や医療費の削減等に
つながることが予想され、非常に公益性の高い事業であると評価します。
２人に１人ががんに罹患すると言われる時代にあって、すべての女性に関
係する本事業を、気軽に参加してもらえるような環境下で実施することは、
非常に意義のあることだと考えます。
　ターゲット層を踏まえると、子どもセンターや地域集会施設（コミュニティ
センター）、学校などで出前講座を開催するなど、市内の各種イベントへの
参加の他にも効果的な啓発方法が見つかる可能性があります。
　一市民活動団体としての活動には限界があると思いますので、今後は、
企業等から支援を得ることを検討するとともに、協働推進事業をはじめと
した行政機関や医療機関との連携も視野に、活動を充実させていってくだ
さい。

乳がんのサバイバーである団体会員の専門性を生かし、市内の各種イベントにおいて
乳がん触診モデルを用いた「しこり」の体験や、乳がんセルフチェック方法のレクチャー
などを行う事業。お祭りなどで実施することで、家族を巻き込んだ啓発が期待できる。

チガワン（茅ヶ崎―１グランプリ）

チガワン

160000円

100000円

100000円

湘南地域発のお笑いライブを開催し、市外に「魅力ある茅ヶ崎」をＰＲするとともに、市
内をげんきにする事業。茅ヶ崎ならではの企画等を通して地域への愛着や関心を深め
てもらう。

触診モデルを用いた乳がん啓発活動

ガーゼ帽子を縫う会

116404円

100000円

100000円

市民活動推進委員会
からの評価

市民活動推進委員会
からの評価



スタート支援４

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　重症心身障害児の親の集いから溢れる当事者の思いを市民活動で表
現するとともに、育児から学んだ「五感を使う」「とにかく待つ」「ありのまま
を受け入れる」などの育児方法を、孤軍奮闘する親御さん達に、インター
ネットや専門書では得ることが出来ない「育児の知恵」として伝えることの
重要性を感じました。
　また、健常児の親御さん達をターゲットとした事業の実施は、現状を広く
社会に発信し、相互理解を深める公益的な事業であると考え、大切な命を
育む嬉しさを伝え合うことが出来る事業として評価します。
　一方、この事業の発展に情報の発信は欠くことが出来ません。SNSの
他、様々な周知方法を効果的に活用しながら、事業を充実させていただく
ことに期待します。

映画「普通に生きる」上映会　～なにも出来ない、発達の難しい子供、その大切な命を
育む嬉しさを伝え合おう～

mana

重症心身障害児の通所施設のドキュメンタリー映画を上映し、その後ワールドカフェ形
式の意見交換会を実施する事業。重心児の生き方に触れ、その実態を知ってもらうと
ともに、どの子どもにも共通する子育ての大変さや喜びを共有する。

169815円

100000円

100000円

市民活動推進委員会
からの評価



スタート支援５

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当
（条件付）

　事業に直接関係しない「電気ポット」や必要性に疑義のある「ＣＤラジオ」
の合計２０，０００円を減額し、８０，０００円を補助金額とした。
　また、事業計画書では事業の対象を「３０人程度」としている一方で、収
支予算書では「参加費（１５人）」、「折りたたみ椅子（２０脚）」と不整合が生
じていることから、内容を整理して整合を図った上で、事業計画書及び収
支予算書を再提出していただくこととした。

コメント

　健康に関心を寄せる市民は多く、「笑う」ことにも潜在的に大きなニーズ
があると考えられることから、世相を捉えた市民の心身の健康に寄与する
提案であると評価します。駅に近い会場を使用して、誰でも気軽に参加で
きる事業を実施することに意義を感じます。
　事業の広報にあたっては、自宅にこもりがちな高齢者など、ラフターヨガ
を本当に必要としている方に周知ができるよう、十分に検討し工夫をしてく
ださい。必要に応じて同様の事業を行う他団体とも連携しながら、より多く
の方の参加を得て事業が実施されることが望ましいと考えます。
　事業や会場の性質上、食や健康相談などの健康に関するさまざまな企
画とのコラボレーションが可能であると思いますので、事業実施の際には
参加者の悩みや声を記録に残し、ニーズを汲み上げながら活動を展開し
ていただけるように期待します。
　なお、交通費については台帳等を整備し適切に支出するとともに、事業
計画及び収支予算については、「補助事業費条件内容」のとおり見直すこ
とを採択の条件とします。

補助事業費条件内容
補助事業費：８０，０００円
　収支予算書の『物品費』として計上された項目のうち、「ＣＤラジオ」や「電
気ポット」に関する経費２０，０００円を差し引いた８０，０００円を補助金額
とします。また、事業計画書では事業の対象を「３０人程度」としている一
方で、収支予算書では「参加費（１５人）」、「折りたたみ椅子（２０脚）」と不
整合が生じていることから、内容を整理して整合を図った上で、事業計画
書及び収支予算書を再提出してください。

195596円

100000円

80000円

笑いの効果で心身の健康が得られるよう、笑う機会が少ない人々の為に連続的に笑
える機会と場を提供する事業。　「NPO法人ラフターヨガジャパン」認定のティーチャー
によるリードで思う存分笑い合える事業を広め、茅ヶ崎が健全な笑いのオアシスとなる
ことを目指す。

ラフターヨガ：笑いと呼吸法による心身の健康法

茅ヶ崎ラフターヨガクラブ

市民活動推進委員会
からの評価



令和元年度実施げんき基金補助事業　申請事業及び評価一覧

ステップアップ支援１

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択
（条件付）

　補助金への依存度が非常に高いことから、補助金の２割にあたる１２０，
０００円を差し引いた４８０，０００円を補助金額とし、チケット代を１人につ
き５００円として収入を増やすなど、補助金への依存度を下げる方策を検
討していただくこととした。

コメント

　ベイビーシアターという日本ではまだ浸透していない演劇に着目したこと
に、貴団体の先駆性を感じました。年齢に合わせて子どもの感受性を育む
とともに、子育て世代に文化芸術に触れる貴重な場を提供する魅力的な
事業であると評価します。
　公演団体の選定に際しては、選定理由を明確に示せるようにするととも
に、ベイビーシアターについての科学的な説明には確かな根拠を提示す
るなど透明性を高め、公正な事業周知・運営に努めてください。
　収支予算については、謝金が高額である印象を受け、公演費の根拠も
不明瞭であると感じました。予算の執行にあたっては、各経費の積算根拠
について可能な限り明確化するとともに、賃金については台帳等を整備し
て適切に支出してください。
　今後は、補助事業終了後の事業展開を見据えながら、自立した事業の
継続に向け、賛助会員や協賛企業を募るなど、新たな資金の獲得に向け
た取組みを検討してください。
　なお、補助金への依存度が非常に高いことから、事業の実施にあたって
は、補助事業費を「補助事業費条件内容」のとおり見直すことを採択の条
件とします。

補助事業費条件内容
補助事業費：４８０，０００円（事業費計６００，０００円の８０％）
　補助金の２割にあたる１２０，０００円を差し引いた４８０，０００円を補助
金額とします。
　また、収支予算書について、チケット代を１人につき５００円として収入を
増やすなど、補助金への依存度を下げる方策を検討の上、必要な修正を
加えて再提出してください。

ちがさき・子ども演劇フェスティバル　～赤ちゃんから幼児に向けた演劇鑑賞～

C.C.C.THEATER

幼い子どもがいるとハードルが高い演劇鑑賞だが、台詞がなく五感で楽しむ乳幼児向
けの演劇（ベイビーシアター）を上演し、親子で参加できる演劇フェスティバルを開催す
る。助産師や保育士による子育てお話会も同時開催する。

838900円

480000円

600000円

市民活動推進委員会
からの評価



ステップアップ支援２

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択
（条件付）

　収支予算書の『物品費』として計上された項目のうち、「プロジェクター」１
０７，８９２円については、同型のものを８６，０００円程度で購入できると見
込めることから、２２，０００円を差し引いた３４２，０００円を補助金額とし
た。

コメント

　生演奏を親子で気軽に楽しむ事が出来る機会の提供に合わせ、子育て
に不安を抱くママが、同じ境遇のママと情報交換する事ができる場の提供
に本事業の価値を認めます。
　また、回数を重ねる中で、リピーター客が増加していることや、連絡先を
交換する参加者も見受けられるということから、孤立しがちなママたちの
ニーズを的確に汲み取りコミュニティの形成に寄与していることが認めら
れます。広報を工夫し参加者をさらに拡大しながら、今後もぜひ継続して
いただきたい事業であると評価しました。
　事業の準備・実施にあたっては、賃金や交通費について台帳等を整備し
適切に支出してください。
　また、本事業計画では、補助金への依存率が非常に高くなっています。
補助事業終了後も事業を安定的に継続するために、賛助会員や協賛企
業を募るなど、新たな資金の獲得に向けた取組みを検討してください。
　なお、事業の実施にあたっては、補助事業費を「補助事業費条件内容」
のとおり見直すことを採択の条件とします。

補助事業費条件内容
補助事業費：３４２，０００円
　収支予算書の『物品費』として計上された項目のうち、「プロジェクター」１
０７，８９２円については、同型のものを８６，０００円程度で購入できると見
込めることから、２２，０００円を差し引いた３４２，０００円を補助金額としま
す。

赤ちゃんとママのためのコンサート　～みんなおんなじ～

湘南Liebe

456000円

364000円

342000円

平成３０年度実施事業に引き続き、乳幼児とそのママたちが気軽に参加できる、プロ
の音楽家によるコンサートを実施し、助産師による講座も同時開催する。乳幼児の情
操教育につながるほか、新米ママたちが情報交換し悩みを共有する場を提供すること
で子育て中の孤立を防ぐ。

市民活動推進委員会
からの評価



ステップアップ支援３

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択
（条件付）

　収支予算書のうち、『雑費』として計上された「音楽鑑賞チケット代」４０，
０００円については、無料・安価なものを活用していただくことを前提に１
０，０００円に一部減額した。『物品費』として計上された、「学習参考図書」
４９，２４８円、『印刷費』として計上された、「会報外注印刷」６８，０００円に
ついては、団体努力でカバーできるものと判断し減額した。
　また、３種類計上されていたプリンターインクについては、「プリンターイ
ンクPX-M5050F用（４色）」５５，６２０円相当額の支出を認め、「プリンター
インクMG6230用（６色）」２９，９７０円相当額及び「MFG-J837DN（４色）」
７，５１０円分相当額を減額し、認められた予算の中で効率的に活用でき
るよう工夫していただくこととした。

コメント

　十分に学習機会を得ることが出来ない子どもに対する無償の学習支援
は、現在の社会的課題を捉えた貴重な取組であり、今後発展させていく意
義のある事業であると評価します。
　一方で、予算については、収入の多くを本補助制金に依存している印象
を受けました。今後の事業継続に向け、事業への賛同者や地元企業など
の理解を得ながら、資金を調達できる仕組みづくりに取り組み、安定的な
事業運営を目指してください。
　一部の経費については、事業実施における必要性・効率性の観点から、
減額すべきと評価し、補助事業費を「補助事業費条件内容」のとおり見直
すことを採択の条件とします。事業の収支構造を含めた将来展望を検討し
ながら、事業を実施してください。

補助事業費条件内容
補助事業費：１４２，０００円
　収支予算書のうち、『雑費』として計上された「音楽鑑賞チケット代」４０，
０００円を１０，０００円に一部減額するとともに、『物品費』として計上され
た、「学習参考図書」４９，２４８円、『印刷費』として計上された、「会報外注
印刷」６８，０００円を減額します。
　また、プリンターインクについては、「プリンターインクPX-M5050F用（４
色）」５５，６２０円相当額の支出を認め、「プリンターインクMG6230用（６
色）」２９，９７０円相当額及び「MFG-J837DN（４色）」７，５１０円分相当額
を減額といたします。プリンターについては、認められた予算の中で効率
的に活用できるよう工夫してください。

探求型学習による思考力の強化･･･“のびしろ”を深堀りする学習支援事業･･･

ちがさき開智舎

472857円

327000円

平成２９年度実施事業に引き続き、学習につまづきを抱えた子どもへの国語・算数の
学習支援を行うとともに、新たな取組みとして、絵本や紙芝居、朗読を用いた読解力
向上のための講座と、文化芸術に触れることで情操教育を行う講座を開設する。

142000円

市民活動推進委員会
からの評価



ステップアップ支援４

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　障害者に加えて、高齢者にも希望をもたらす事業であり、様々な立場の
人に利益のある公益性の高い事業だと評価します。平成３０年度実施事
業同様、様々な団体、ボランティア、美容室等との連携を生かしつつ、事
業を継続・発展させることに期待します。
　なお、予算については、クラウドファンディングによる資金確保に向けた
努力が見られますが、継続的な事業発展を目指すうえでは、さらなる資金
の確保が必要となります。事業の実施と並行して、企業協賛を募ることな
どに取り組み、安定的な収入構造の構築を含めた将来展望を検討しなが
ら、事業のステップアップを意識して実施してください。
　また、事業終了後、協力いただいた関係団体などに対し、さらなる発展
に向け、運営する上での意見や感想を求めながら、本事業が一過性のも
のにとどまらず継続していく仕組となるよう取り組んでください。

ステップアップ支援５

事業の名称

提案団体

総事業額

申請額

査定額

事業の概要

採択相当 （特記事項なし）

コメント

　誰でも生演奏のある演劇を見ることができるよう、演劇活動の道具や衣
装を手作りで行い、低料金で提供することによる公益性を備えた文化活動
を評価します。
　一方で、補助事業終了後の事業の発展性や費用の妥当性の面で今後
の展望が見えづらいと感じました。今後も継続可能な事業となるよう自己
資金確保に向け、企業協賛等を幅広く獲得できるよう事業PRをするととも
に、団体の構成員増加を視野に入れて活動することに心がけてください。
　また、交通費については、賃金台帳や交通費台帳を整備し適切に支出
してください。
　なお、支出では収支予算書の『謝金』の項目が高額に見えます。今後
も、本事業が継続、発展していくことに期待し収入とのバランスを考えて金
額を設定してください。

バリアフリーフェスティバル

平成３０年度実施事業に引き続き、障害児や高齢者にヘアメイクアップを施し、ファッ
ションショーを行う。市民が障害や福祉、高齢者に抱くイメージを変えるとともに、出演
者が自己肯定感を高めたり、自分の可能性に興味を持ってもらうことにつながる。

劇団湘南山猫オリジナル音楽劇公演『鹿踊りのはじまり』（原作：宮澤賢治）

387000円

Hearts（ハーツ）

387000円

483980円

劇団湘南山猫

1962000円

400000円

400000円

団体オリジナルの音楽劇『鹿踊りのはじまり』を低価格で上演し、小さな子どものいる
家庭や、養護施設の子どもたちなど、日ごろ観劇しづらい方々を含めた幅広い方々に
宮澤賢治の童話の魅力を楽しんでもらう。

市民活動推進委員会
からの評価

市民活動推進委員会
からの評価
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