
第７回江南市市民協働・市民活動推進協議会 会議要旨 

 

会議名：第 7回江南市市民協働・市民活動推進協議会 

開催日時：平成 28年 8月 17日（水） 午後 2時～午後 3時 

開催場所：江南市地域情報センター1階 多目的活動室 

委員：出席委員  

宇野 和明（学識経験者） 

柴田 熙（公募市民） 

魚形 美鈴（公募市民） 

齋藤 雅治（市民活動団体関係者） 

早瀬 裕子（市民活動団体関係者） 

水野 裕子（市民活動団体関係者） 

伊藤 光洋（江南市社会福祉協議会職員） 

坪内 俊宣（市職員） 

事務局：片野 富男（市長政策室長） 

浅野 武道（地方創生推進課地域協働グループリーダー） 

加納 康陽（地方創生推進課地域協働グループ） 

資料 1 地域まちづくり補助事業 補助の対象となる経費（案） 

資料 2 手続きの流れとスケジュール（案） 

資料 3 平成 29年度江南市地域まちづくり補助事業審査要領（案） 

資料 4 NPO・ボランティア講座 チラシ 

資料 5 事業型 NPO支援講座 チラシ 

資料 6 NPO・ボランティアガイド 

 

議題 

1、江南市地域まちづくり補助事業について 

2、NPO・ボランティア講座について 

3、その他 

 

市長政策室長挨拶 

 本日はお忙しい中、ご参集を賜りましてありがとうございます。また本当に

暑い中こちらまで足を運んでいただきまして重ねてお礼申し上げます。本日も

議題をいくつか用意させていただいておりますので、委員の皆さんの貴重なご

意見をお伺いしたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。 



 

宇野会長挨拶 

 本日は、この通り、一番暑い時間帯に会議を設定したということで、どうもご

苦労さまです。本日は前回５月１９日に行いました推進協議会において、まち

づくり補助事業の補助対象経費等の議論で出た意見を含めた形での最終案とな

ります。それによって応募をかけることになりますので慎重なご審議の方よろ

しくお願いします。 

 

１. 江南市地域まちづくり補助事業について 

○事務局より補助対象経費について説明がありました。  

会長 

前回の推進協議会の意見を集約しまして、最終案として示してお

ります補助対象経費、補助対象外経費一覧でございます。項目を

整理し、すっきりとした内容となっておりますけれども、委員の

皆さんから意見等ありましたらよろしくお願いいたします。 

出席委員一同より了承されました。 

 ○事務局より手続きの流れと今後のスケジュール、平成 29年度地域まちづく

り補助事業審査要領について説明がありました。 

会長 現在の推進協議会の委員の任期はいつまでか。 

事務局 平成 29年 8月 26日までです。 

会長 

スケジュールにある平成 30 年 2 月、3 月の時点では、委員が替

わっているのではないか。 

審査員の任期はいつまでか。 

事務局 

審査員の任期は今年度末の 3 月 31 日までで、実質的には 1 月末

の公開審査会で終わります。会長さんは別として、できるだけ多

くの方に事業に関わってもらいたいということで毎年、審査員に

は入れ替わってもらっています。委嘱状に任期は 3 月 31 日まで

と入れる予定です。 

委員 審査要領は、これで最終案になりますか。 

事務局 
本日、審査員につきましてもご了承いただけましたら、そのよう

にさせていただきます。 

委員 相談会と公開審査会の日程は、これで確定ですか。 

事務局 
相談会の日程は、相談員のお二人のご予定を考慮しまして、日程

を調整させていただく予定にしております。 



公開審査会につきましては、できましたら平成 29 年 1 月 28 日

（土）で確定させていただきたいと思っております。 

委員 審査要領の内容に変更はありますか。 

事務局 審査要領の内容は 28年度の審査要領から変更はありません。 

会長 
今後のスケジュールと審査要領について、ご承認いただけますで

しょうか。 

出席委員一同より了承されました。 

会長 審査員・相談員になられた方は、よろしくお願いします。 

  

２. NPO・ボランティア講座について 

 ○委託団体のコミュネット江南の齋藤委員より NPO・ボランティア講座につ

いて説明がありました。 

委員 

江南市ＮＰＯボランティア講座は、毎年市内で活動されている

NPO・ボランティア団体の方たちが必要としている知識を提供す

るために、テーマを決めて年間 2 回の講座を開催しており、「よ

り効果の出る事業の作り方」ということで、今年の一回目の講座

になります。何かやってみたいけど、どうやったらいいかわから

ない人から、既に企画を立ててイベントをやっているけれど、い

まいち満足のいくような効果が出ていないと思っている人をメ

インの対象として受けてもらいたいということでこの講座を行

います。みなさんの周りの方にもお声かけいただいてご参加くだ

さるようお願いします。 

事務局 

NPO・ボランティア講座につきましては、市よりコミュネット江

南に委託しておりまして、今年度は実際にイベントの企画を作っ

たことのないような小さな団体の方から団体としては事業をや

っているけれども、なかなか自分自身がやりたいと思っている事

業と多少ズレがあるような方について、新たに自分から発信し

て、企画していくということを主眼に置いた講座として行なって

いただきたいという要望で今回開催するものでございます。 

10月 26日（水）18時 30分から開始になっております。通常は

17 時に閉館ですが、事業等で個別に対応する必要があれば時間

を延長して開館いたします。 

委員の皆さんの団体にもまたお持ち帰りいただきまして、内部で

こういった講座があることを周知していただき、ご参加していた



だければと思っております。よろしくお願いいたします。 

事業型 NPO支援講座について、「ボランティアからステップアッ

プ社会的企業セミナー」と題しまして、市民活動団体やサークル

を立ち上げたいけれども、継続的に事業を回しながら続けていく

というためにはどのようにしたらいいのかということを「働く」

ということを通して、ママの輝く場をつくっていこうという理念

で創業して、現在、法人化までされております、株式会社エイト

の代表取締役 鬼木 利恵さんにビジネスの手法を用いた社会

を良くする活動を続けるためのヒントを学んでいこうというこ

とでセミナーを開催いたします。日程としては、9月 29日（木）

午前 10 時より情報センターの 2 階で開催しますので是非とも委

員のみなさんにも積極的にご参加いただければと思っておりま

す。また団体の方にお持ち帰りいただきまして、ＰＲをしていた

だければと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

３. その他 

 ○事務局より NPO・ボランティアガイドについて説明がありました。 

 ○事務局より次回の協議会の開催時期について説明がありました。 

事務局 

NPO・ボランティアガイドについて、今年も 8 月の更新に向け

まして、6月から各団体のみなさまに対して更新の情報をいただ

きますようにお願いしておりました。ようやく平成 28 年度の

NPO・ボランティアガイドが完成いたしましたので、ご覧いただ

きまして内容等に修正がございましたら、地方創生推進課の方ま

でご連絡をいただきますようよろしくお願いいたします。 

次回は平成 29年 2月に開催を予定しております。 

会長 ガイドはどこに配布されていますか。 

事務局 

支所や学供、市民文化会館、すいとぴあ江南、市民体育会館、図

書館等に配布しております。もし無かった場合には、地方創生推

進課にお越しいただけば、お渡しできるようにしております。 

広報こうなん９月号に今年度のガイドができたことを掲載しま

す。 

委員 

次回のガイドからでいいので、「協働ステーションWEB」をイン

ターネットによる NPO 情報検索紹介の一覧として入れて欲し

い。 

事務局 NPO 情報検索紹介のページの下段に記載してあるが、次回のガ



イドから上の一覧のほうに持ってくるようにします。 

委員 

多目的活動室を利用していると、印刷機の音がうるさく、会議が

進まない。多目的活動室の外に置けるといいなという要望があっ

た。 

事務局 

地域情報センター内には市民・協働ステーションを始め、ギャラ

ー、市民相談コーナーなどが入った複合施設になっています。 

限られた公共施設でもありますので、譲り合って使ってもらいた

いと思います。 

今週土曜日に江南市行政事業レビューが行われます。 

「地域まちづくり補助事業」も評価の対象となっており、改めて

事業を見直す良い機会になると思います。もしお時間がありまし

たらご参加ください。 

また、他の課の事業ではありますが、公共交通の語る会というワ

ークショップもありますので、お時間がありましたらよろしくお

願いします。 

 



1 

 

◆補助の対象となる経費（案）                                  

 

補助対象経費及び補助対象外経費 

 補助対象経費 補助対象外経費 

(1) 報償費 

団体構成員以外の講師、専門家、出演者等へ

の報償、謝礼 

ただし、団体構成員であっても、他団体から

派遣され講師等をする場合は、対象とする。 

・商品券等の金券の購入代金 

・記念品等の購入経費 

(2) 交通費 

講師との打合せなどの交通費等 

（公共交通機関かタクシーなど領収書が発

行される交通手段） 

旅行を目的としたイベントの

旅費 

ガソリン代 

(3) 印刷費 
チラシ、ポスター、報告書等の作成費や印刷

費 
 

(4) 消耗品費 
材料、消耗品等の購入費 

※1 品あたり 1 万円以上は物品費。 
 

(5) 物品費 

1 品あたり 3万円を超えないもの。 

ただし、１万円未満のものは、消耗品費とし

て計上してください。 

 

(6) 通信料 郵便料、運搬料 電話代、FAX 代 

(7) 保険料 ボランティア活動保険の保険料など 
火災保険、地震保険など、家屋

にかかる保険料 

(8) 委託料 
専門知識、技術を要する業務など、事業の一

部を外部に委託した費用 
 

(9) 使用料、 

賃借料 

会場等の使用料、機器類の貸借（レンタル）

料等 
家賃（敷金、礼金を含む） 

(10) 食糧費 会議や催しの際に最低限必要な飲み物 食事、アルコール類 

 

その他の補助対象外経費 

土地の取得、造成、補償に関する経費 

団体の経常的な運営に関する経費（事務局経費など） 

領収書等により支払ったことを明確にすることができない経費 

その他事業実施に直接関係のない経費、市長が社会通念上適切でないと認めた経費等 

 

参加者の費用負担について 

○○づくり講座などで、参加者から材料費などとして参加料を取ることが適当な場合

は、「この事業による収入」として計上してください。 



 

 

◆手続きの流れとスケジュール（案）                               

 補助金の申請から交付、報告までは次のような流れとなります。 

 交付決定は、交付年度に入ってから（4 月 1 日以降）となります。 

 

スケジュール 事業者 市 審査会 

平成 28 年 11月 1 日（火） 

～12月16日（金） 

 
受理 

 

   書類審査 

平成 29 年 1 月 28 日（土） 
 

4 月 1 日以降 
 交付決定 

※注 1 
 

 
 

補助金交付  

 補助金受領 
 

 

事業終了後速やかに（複数年

度継続事業の場合は 3 月 31

日までに） 

 

  

平成 30 年２月～3 月末 

（未定） 

 

平成 30 年 3 月 31 日 

 

補助金確定  

 

※注 1 複数年度継続事業の 2 年度目以降は、前年度の事業実施状況や報告内容と、

次年度の申請書（※注 2）に基づき継続の合否を審査し、交付決定を行いま

す。 

※注 2 複数年度継続事業の場合は、各年度における事業実施実績を踏まえて次年度

の申請書を作成し、実績報告書とともに提出してください。 

 

 

 

 

申請書提出 

概算払請求 

実績報告書提出

※注 2 

概算払精算 

 

公開審査会 

公開報告会 



 

 

◆応募について（案）                                        

募集期間 

平成28 年11 月1 日（火）～12 月16 日（金） 

 

交付申請書 

募集期間中に以下の書類を市役所地方創生推進課に提出してください。 

⑴ 江南市地域まちづくり補助金交付申請書 

⑵ 事業計画書 

団体概要 ※団体の収支決算書または予算書、規約、会則等の添付必須 

事業計画 ※ひろげよう！展開コースで複数年事業を申請する場合は、「3 長期 

事業計画」も必要 

⑶ 申請事業収支予算書 

 

◆サポート・相談について（案）                                        

①サポート 

中間支援団体（ボランティア団体等を支援することを目的とした団体）と市職員が、

地域まちづくり補助金の制度概要や申請方法などに関する質問にお答えします。 

②相談会 

事業計画の立て方や活動内容を的確に伝える申請書の書き方などを中間支援団体

が個別に相談に対応します。予約制とします。事前に市役所地方創生推進課へお申

込みください。 

日 時：平成28 年11 月23 日（水・祝） 13 時～16 時（1 団体につき 60 分程度） 

場 所：市民・協働ステーション（地域情報センター2 階）中会議室 

定 員：6団体（先着順） 

問合せ・申込み：地方創生推進課（℡54-1111 内線 323） 

 

◆審査・選考方法（案）                                      

 審査委員会で書類審査を行った後、公開での審査会を行います。応募（申請）者の

方に事業の内容を説明していただきます。 

※公開審査会に出席できない場合は、補助金を受けることはできません。 

公開審査会 

日 時：平成29 年1 月28 日（土）午後１時 30 分～ 

場 所：市民・協働ステーション（地域情報センター2 階） 

審査員：市民協働・市民活動推進協議会委員及び市職員（市長政策室長、地方創生推進課

長） 



                                別紙 1 

平成 29 年度江南市地域まちづくり補助事業審査要領（案） 

 

１．補助金の交付決定の方法 

（１）補助金は、江南市地域まちづくり補助事業審査委員会が申請事業について、補助金交

付の適否及び補助金の額を審査し、その審査結果を受けて市長が決定します。 

審査は次の方法で行います。 

① 書類審査：補助金の交付申請として提出いただいた書類の審査 

② 公開審査：申請者によるプレゼンテーション（5 分）と審査委員からの質疑と応答  

（２）当該年度の予算の範囲内で、審査基準に示す点数の高い順に対象事業を採択します。 

 

２．審査員（江南市地域まちづくり補助事業審査委員会委員） 

   市民協働・市民活動推進協議会委員のうち、互選された委員 5 名（学識経験者含む）

と市長政策室長及び地方創生推進課長が、審査員として審査を行います。 

   専門性や中立的な立場から審査をするため、できるだけ申請者と直接関わりのない委

員を選任することとし、学識経験者を含めるものとします。 

 

３．審査基準 

   審査項目は、各コースごとに、次のような内容を判断の視点とします。 

各審査委員が 50 点満点の評価を行い、平均点が 30 点以上の申請事業を地域まちづく

り補助金の予算の範囲内において、点数の高い順から補助金の対象事業とします。（申

請者と直接関わりのある委員は、当該申請事業の審査には参加しません。） 

「両コース共通の項目」 

（１）目標の明確性 

・事業の目標は明確か。 

・事業の実施によって市民協働の活動が拡大していく可能性はあるか。 

（２）公益性 

・広く江南市民の役に立つ事業であるか。 

・地域の課題解決に役立つ事業であるか。 

・市民の参加や参画が推進される内容になっているか。 

・団体構成員の親睦または構成員相互の利益となる事業にならないか。 

（３）社会状況・市民ニーズの把握 

・時代の要求や社会状況、市民ニーズなどに即した内容になっているか。 



・市民に共感が得られる事業であるか。 

（４）実現性 

・事業内容は実現可能なものか。 

・事業の実施方法、スケジュール、予算などから見て実現可能か。 

・事業を十分に実施できる組織の体制か。 

・事業内容と事業費のバランスはよいか（費用対効果はどうか）。 

（５）情報の開示性 

・広報活動や成果報告等を積極的に行おうとしているか。 

・事業計画書、予算書等は第三者が見ても分かりやすくなっているか。 

「ひろげよう！展開コースの項目」 

  （６）展開性 

    ・発展的活動、地域への定着・拡大が期待できるか。 

    ・補助期間終了後も、事業が継続される見込みはあるか。 

 「つながろう！連携コースの項目」 

  （７）先駆性 

・内容、手法に先駆性があり、新たな事業展開が考えられるものか。 

・行政が実施するより効果的または開拓的な事業であるか。 

・市民団体としての活動の特性が上手く活かされている事業であるか。 

（８）自立性 

・補助金だけに頼らず、自己努力による資金確保（会費、寄付金、協賛金等）に努

めているか。 

・補助金を得られなくなった場合でも活動を継続できるか。 

 

４．補助事業実施報告会・評価 

補助金実績報告書を提出するとともに、公開の報告会を開催しますので、その場におい

て事業実施の報告を行っていただきます。 



◇平成 29 年度江南市地域まちづくり補助事業審査委員会委員 

（任期は平成 29 年 3 月 31 日までとする。） 

氏 名 区 分 備 考 

宇野 和明 江南市市民協働･市民活動推進協議会会長 愛知江南短期大学学長 

柴田 熙 江南市市民協働･市民活動推進協議会委員  

新 英子 江南市市民協働･市民活動推進協議会委員  

早瀬 裕子 江南市市民協働･市民活動推進協議会委員  

峰松 雅幸 江南市市民協働･市民活動推進協議会委員  

片野 富男 市長政策室長  

坪内 俊宣 江南市市民協働･市民活動推進協議会委員 地方創生推進課長 

 



 

審査委員名  

 

申請事業名  

団体名  

 
※該当する点数に○印をつけてください。 

① 目的の明確性 

明確である ⇔ やや明確である ⇔ あまり明確でない 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

② 公益性 

高い公益性がある ⇔ 公益性がある ⇔ あまり公益性がない 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

③ 社会状況・市民ニーズの把握 

十分把握されている ⇔ 把握されている ⇔ 不十分である 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

④ 実現性 

実現性が高い ⇔ 実現性がある ⇔ あまり実現性がない 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

⑤ 情報の開示性 

十分である ⇔ ややある ⇔ 不十分である 

５ ４ ３ ２ １ 

 

⑥ 展開性 

拡大・継続が見込める ⇔ やや見込める ⇔ 継続が見込めない 

５ ４ ３ ２ １ 

 

評点合計  

※審査員意見欄 （特記すべき事項をご記入ください。） 

 

 

【満点５０点】 

江南市地域まちづくり補助事業審査票 

～ひろげよう！展開コース～ 



審査委員名  

 

申請事業名  

団体名  

 
※該当する点数に○印をつけてください。 

① 目的の明確性 

明確である ⇔ やや明確である ⇔ あまり明確でない 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

② 公益性 

高い公益性がある ⇔ 公益性がある ⇔ あまり公益性がない 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

③ 社会状況・市民ニーズの把握 

十分把握されている ⇔ 把握されている ⇔ 不十分である 

１０ ８ ６ ４ ２ 

 

④ 実現性 

実現性が高い ⇔ 実現性がある ⇔ あまり実現性がない 

５ ４ ３ ２ １ 

 

⑤ 情報の開示性 

十分である ⇔ ややある ⇔ 不十分である 

５ ４ ３ ２ １ 

 

⑥ 先駆性 

先駆的である ⇔ やや先駆的 ⇔ 先駆的ではない 

５ ４ ３ ２ １ 

 

⑦ 自立性 

十分自立性がある ⇔ ややある ⇔ あまり自立性がない 

５ ４ ３ ２ １ 

 

評点合計  

※審査員意見欄 （特記すべき事項をご記入ください。） 

 

【満点５０点】 

江南市地域まちづくり補助事業審査票 

～つながろう！連携コース～ 



 



江南市 NPO・ボランティア講座 「より効果の出る事業の作り方講座」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆日 時：１０月２６日（水）18：30 ～ 20：30 

◆会 場：江南市市民協働ステーション２階 交流コーナー 

◆対象者：自分たちの「まち」のために何か始めたい方、すでに

活動しているが思うように出来ていない方、「思いを形に

する」ことについて興味・関心のある方、市民活動やボ

ランティアに関わっている方 

※ 希望者には、事業実行のお手伝いを、この講座の企画･運営団

体「コミュネット江南」がサポート致しますので、当日スタッフ

にお声掛けください。 

【問合せ・申込み】 
江南市役所 地方創生推進課 地域協働グループ 

TEL：0587-54-1111（内線 323） 

FAX：0587-54-0800 
 

主催：江南市  企画運営：コミュネット江南 

みんなのために 

「やってみたい！」 

ことがあるけど… 

地区の課題を 

「みんなで解決！」 

したいけど… 

自分達で 

やってみた 

けど… 

思うように 

ならない 

地域貢献活動

って 

なにをすれば

いいの？ 

思いを形にして、 
効果を実感できる 

企画の立て方とは!? 
課題や目的から、効果や成果を明確に 
とらえて企画を立て、有効な広報･宣伝 
をする為の方法を学びます♪ 

◆講師：北 村 隆 之 

関市市民活動センター事務局長・

NPO 法人せき･まちづくり NPO

ぶうめらん代表 



事業型NPO支援講座 

つづける・伸ばす・広げていく 

参加費 
無料 

（先着 ３０名様） 

ボランティアから 
            ステップアップ！ 

社会的起業セミナー 

関わるみんながハッピーになる 
ソーシャルビジネスの作り方を学ぼう！ 

 
子ども達のため、ママやパパのため、地域のために 

市民活動団体やサークルを立ち上げたけれど、組織として続けていくためにはどうしたらいいの？ 
“「働く」を通してママの輝く場を創る”を理念に創業、後に法人化した株式会社eightの歩みから 

ビジネスの手法を用いて社会をよくする活動を続けるためのヒントを得てみませんか。 

    
 資金・売上 
 人件費は？ 

働き方 
人の管理は？ 

捨てる事業 
伸ばす事業 
の見極めは？ 

講師 鬼木利恵 
（株式会社eight 代表取締役） 

ご予約・お問い合わせ 

 江南市役所 市長政策室  
             地方創生推進課 地域協働グループ  

 お申込みは電話・FAX・メールにてお申し込みください。  
（申込内容：氏名／住所／連絡先）  

0587-54-1111(内線323) TEL 

FAX 

日程 

時間 

場所 

2016年９月２９日（木）  

午前１０時～１２時 
(受付 午前９時４５分～) 

江南市地域情報センター２階 
江南市赤童子町大堀９９  

0587-54-0800 
kyodo@city.konan.lg.jp MAIL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    事業型ＮＰＯ支援講座 参加申込書 
 
    ＦＡＸ番号：０５８７－５４－０８００  
             （ＦＡＸ等の連絡用にご利用ください） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏名（フリガナ） 

住      所 〒 

連   絡   先 ＴＥＬ（携帯電話可） 

※該当するものに○印を付けてください。 
 
  市内在住    市内在勤    市内在学（高校生以上）   市内で活動（予定） 

※ご記入いただいた情報は、この講座に関する本人への情報への 
 連絡以外には使用しません。 

筑波大学大学院修士課程修了。株式会社リクルート（現リクルートキャリア）にて人材
採用から育成に関する営業、株式会社リクルートHRM（現リクルートジョブズ）にて人

事採用、営業、営業チーフを経験。２人目出産時に退職。夫の転勤に伴い２０１１年
奈良県にて独立。リクルート代理店より業務委託で奈良の企業の採用のお手伝いや、
研修講師、就活生へのアドバイザーの仕事を受けながら、キャリアコンサルタントとし
て女性と子どものキャリア形成に関わる。ソーシャルビジネスコンテスト奈良入賞。ク
ラウドファンディングReadyfor?で目標金額達成。2013年末、夫の転職に伴い豊田市
へ。2014年eightを創業。2015年3月に株式会社化。娘２人を育てながら、夫の転勤や

転職とともに働き方を変え「自分の頭で考え主体的にキャリアを積む」というテーマを
もって歩んできた。「すべては子どもたちのために」が使命。働くを通してママの輝く場
をつくり、大人になって働くことが楽しみな社会をつくりたいと奔走中。２０１６年２月に
三女出産。子育てをしながら働くの真っ只中。等身大だからこそ伝えられるリアルを
大事に研修や講座の講師を務めている。 

鬼木利恵（おにきりえ） 
株式会社eight代表取締役
キャリアコンサルタント 
1977年 茨城県出身 

講師紹介 
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