
令和元年（2019年）度 第４回枚方市ＮＰＯ活動応援基金支援審査会 次第 

 

日 時：令和２年（2020年）３月 30日（月）13時 00分～ 

会 場：市役所別館４階 特別会議室 

 

 

１．開 会 

 

 

２．案 件 
 
（１）枚方市ＮＰＯ活動応援基金による補助事業の審査について 

 

 

（２）その他 

 

 

３．閉 会 

 

 

 

 

 

 



 

 

審査会は、ＮＰＯ活動応援基金補助事業補助金の交付の適否、補助金の交付額などにつ

いて審査し、その結果を市長に答申する。審査にあたり審査会は、寄付者の希望を尊重し、
申請者より提出された事業計画書および収支予算書、申請者による説明・意見（プレゼン
テーション）などに基づいて、調査審議し、審査委員の合議によりその適否および妥当性
を判断する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ＮＰＯ活動応援基金補助事業 審査の流れ 

申請者（登録団体）が、自ら企画立案した事業について、

プレゼンテーションを行う。 

 

審査委員が、申請者に対し質疑を行う。 質 疑 

 

審 査 

寄附者の意向を尊重しながら、プレゼンテーションおよび

計画書、予算書などの内容を踏まえ、補助金交付の適否、

補助金の交付額などについて、審査基準に基づき、審査委

員の合議により審査を行う。 

 

答申内容の決定 

審査結果を答申書にまとめ、市長へ答申する。 

結果通知 

 

審査結果に基づき、市長への答申内容を決定する。 

・補助金交付の適否 

・補助金の交付額 

・補助金の交付条件 など 

 

プレゼンテーション 

 

市長へ答申 

 

 

決定（決裁） 

資料① 



〇補助対象事業 
     枚方市内を中心に行う特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業で、

次の要件をすべて満たす事業が補助対象事業となる。 
① 主たる効果が枚方市内で生じる公益的な事業、または、主に枚方市民を対象とした
事業であること。 

② 補助金の交付を受けようとする年度内に実施及び完了する事業であること。 
③ 特定の個人または団体の利益となる事業でないこと。 
④ 営利活動、政治活動、選挙活動または宗教活動を目的とした事業でないこと。 
⑤ 枚方市及びその関係機関から他の補助等を受けている、または、受けることが決定
している事業でないこと。 

⑥ 介護保険等の公的制度による給付の対象となる事業でないこと。 
⑦ 登録団体内の親睦やレクリエーションを主な目的とした事業でないこと。 

 
〇補助対象経費 

補助金の交付の対象となる補助対象経費は、補助対象事業に要する人件費、印刷製本
費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、備品購入費（注１）、負担金、賃借
料等です。団体の運営に係る経常的な経費（注２）及び団体の構成員の会合に係る経費、
補助対象と認められた事業実施期間外の支出経費、食糧費については、対象とならない。 

 
注１…備品購入費については、あらかじめ上限額を設けないが、事業審査において妥当性を審査す

る。 

注２…団体の運営に係る経常的な経費とは、（家賃、修繕料、光熱水費、インターネット接続料、

電話回線使用料、団体内部で使用する備品・文具類・書籍の購入等）及び法人の経常的な運

営に係る人件費（法人職員の給与、法人運営における事務担当者の人件費等）を指す。ただ

し、対象事業実施に係る人件費については対象とする。その場合は、対象事業に係ることを

証する書類の提出を必須とする。 

 

 

 

〇審査基準について 
   Ⅰ.公益性、Ⅱ.計画性、Ⅲ.自立性、Ⅳ.発展性、Ⅴ.情報発信性の５項目における

13の具体的項目について、それぞれの配点を３点とし、その範囲内で採点し、合計点
により審査する。 

   採点の上位の団体から補助対象とし、その補助対象の補助金累計額が寄附積立額を
超えない範囲で補助するものとする。 

 
※ 具体的な審査基準の項目については、採点表を参照のこと 



資料②

開始 終了 内容・団体名 プレゼン 質疑応答

13:00 13:30 事前調整

1 13:30 13:45 ハーモニークラブ

2 13:50 14:05 えほんのお部屋ひまわり畑

3 14:10 14:25 関西生活文化研究会おでかけ

4 14:30 14:45 コーチズ大阪

14:45 15:00 休憩（15分間）

5 15:00 15:15 エンパワセツルメント

6 15:20 15:35 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

7 15:40 15:55 ふれあいネットひらかた

8 16:00 16:15 つばさの会大阪

16:15 16:30 休憩（15分間）

16:30 18:30 事業審査

30分

第４回枚方市ＮＰＯ活動応援基金支援審査会　タイムスケジュール

120分(予定)

5分以内 10分程度



資料③

補助金交付申請状況

・令和２年度の補助事業として、登録団体13団体のうち８団体から申請がありました。寄附積立額及び各団体からの申請額は、下表のとおりです。
・補助可能額202万8,690円に対して、各団体からの申請額が上回り、全団体の申請額（215万7,421円）を全額補助した場合、一般寄附不足額が
 12万8,731円となります。

◆寄附積立額
寄附種類 補助可能額
一般寄附 1,445,269

１　保健・医療・福祉 20,000
２　学術・文化・芸術 30,000
６　子ども・男女共同参画 30,000
ハーモニークラブ 20,000
ふれあいネットひらかた 20,000
つばさの会大阪 463,421

2,028,690

◆各団体からの申請額
団体名 活動分野 申請額 団体希望寄附 活動分野希望寄附 一般寄附

ハーモニークラブ ２　学術・文化・芸術 60,000 20,000
えほんのお部屋ひまわり畑 ６　子ども・男女共同参画 300,000 0
関西生活文化研究会おでかけ １　保健・医療・福祉 300,000 0
コーチズ大阪 １　保健・医療・福祉 300,000 0
エンパワセツルメント １　保健・医療・福祉 134,000 0
大阪視覚障害ゴルファーズ協会 ２　学術・文化・芸術 300,000 0
ふれあいネットひらかた ６　子ども・男女共同参画 300,000 20,000
つばさの会大阪 ７　その他 463,421 463,421

2,157,421 503,421 80,000 1,574,000

一般寄附不足額 ▲ 128,731

合計

1,574,000

保健・医療・福祉
　　　　(20,000円)
学術・文化・芸術
　　　　（30,000円）
子ども・男女共同参画

　　　　(30,000円)

活動分野希望寄附

団体希望寄附



過去の申請実績・事業内容・講評内容 資料④

Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：えほんライブ事業

名称：放課後の子どもの居場

所「放課後クラブあおむし」

作り事業

2
えほんのお部

屋ひまわり畑

内容：地域の児童の放課後の

居場所を運営する。

1
ハーモニーク

ラブ 内容：保育園の地域開放日等

のイベントにおいて無料でえ

ほんライブを上演する。

申請なし

申請なし

申請なし

申請なし

申請なし

申請なし



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：要介護高齢者の余暇活

動のための外出ニーズに応え

る事業

名称：福祉有償運送利用拡大事業 名称：福祉有償運送事業の強化

内容：福祉有償運送事業のための車

両等の設備と人員を募集、ＰＲ等を

行う。

内容：法人及び実施している福祉有

償運送事業のＰＲを行う。

補助〇　交付341千円／申請421千円 補助×　交付0円／申請1,300千円

講評：今後の事業の発展を期待し、

車両リース料のみ認める。今回の補

助金を活用し、利用者を拡大する努

力をするなど、自立した運営に向け

て計画的に進めること。

講評：福祉有償運送サービス自体

は、公益性があり、必要な取り組み

であると評価するが、今回の事業内

容は、計画性が乏しく、継続性が見

込みにくい。

広報等について、効果が上がる手法

を検討した上で、次年度以降に再考

いただきたい。

団体希望寄附の30,000円について

は、来年度に繰り越すものとする。

内容：余暇活動のための外出

支援事業の利用希望者と支援

者のマッチングを行い、支援

者に対して報酬を支払う。ま

た事業のＰＲを行う。

関西生活

文化研究会

おでかけ

3 申請なし



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：フレイル予防プログラ

ムの普及事業

名称：地域高齢者に対する認知症予

防プログラムの実施事業

名称：認知症予防メソッドの普及事

業

名称：認知症予防メソッドの普及事

業

内容：認知症の予防講座を開催す

る。

内容：認知症の予防講座を開催す

る。

内容：認知症の予防講座を開催す

る。

補助〇　交付367千円／申請610千円 補助〇　交付807千円／申請807千円 補助〇　交付300千円／申請300千円

講評：全体における寄附額の減少な

どを踏まえ、計画に記載がある３会

場のうち、２会場に係る経費を補助

する。郵送代、消耗品及び資料代

（テキスト）は、団体で負担するこ

と。

事業を実施して得た分析結果につい

ては、団体のホームページに掲載す

る等、市民等へ公開し、公益性を担

保していただきたい。

講評：事業内容自体は評価できる

が、参加者拡大のための広報の手法

について見直すとともに、今後、団

体自らが行う手法を構築していくこ

と。各会場20名の参加者の確保に

努めること。

講評：非常に公益性の高い事業であ

る。今回の事業にとどまらず認知症

予防としてのモデル講座事業を広げ

ることにより、多くのデータを複数

年蓄積し、シナプソロジーの効果検

証結果を説得力のあるものにしてほ

しい。さらに、そのノウハウを他団

体にも提供し普及させてほしい。

内容：フレイル（加齢による

心身活動の低下）の予防講座

を開催する。

コーチズ大阪4



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：移動困難者の社会参画

を支援する為の福祉有償運送

の発展事業

名称：制度外支援普及事業

内容：当法人が実施する制度外支援

のチラシを配布しＰＲする。

補助×　交付0千円／申請200千円

講評：制度外支援という事業の着眼

点について公益性があり評価でき

る。支援内容も公益性を認めるが、

事業実施における人員体制など団体

の運営面に課題があると思われる。

今後は、地域、公的機関等とさらに

幅広く連携して、団体の基盤を強化

し、社会的信頼を高めるよう期待す

る。

内容：当法人が実施する福祉

有償運送の利用者及び支援者

を募るためにチラシを配布し

ＰＲする。

エンパワ

セツルメント
5 申請なし申請なし



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：ＯＢＧ練習ラウンド

ブラインドゴルファー競技大

会

第16回大阪視覚障害者親睦ゴ

ルフ大会

名称：OBG練習ラウンド

ブラインドゴルファー競技大会

大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会及び

OBG大正練習会

名称：OBG練習ラウンド

ブラインドゴルファー競技大会

大阪視覚障害者親睦ゴルフ大会及び

ＯＢＧ大正練習会

名称：OBG練習ラウンド

第13回ブラインドゴルファー競技

大会

第13回大阪視覚障害者親睦ゴルフ

大会

内容：視覚障害者ゴルフの練習ラウ

ンド・大会等を開催する。

内容：視覚障害者ゴルフの練習ラウ

ンド・大会等を開催する。

内容：視覚障害者ゴルフの練習ラウ

ンド・大会等を開催する。

補助〇　交付251千円／申請360千円 補助〇　交付360千円／申請700千円 補助〇　交付360千円／申請360千円

講評：乗用カート代及び他県参加者

交通費については、昨年度と同様、

補助対象から除く。

また、事業の発展性に欠けているこ

と、全体における寄附額の減少等を

踏まえ、今回は、大会や練習におけ

る交通費のみ補助対象とする

（1,000円未満切り捨て）。

今後については、団体自ら財源確保

し、運営できる仕組みづくりを検討

すること。

講評：前回申請時に、団体の事業目

的である「視覚障害者の自立、社会

参加、ＱＯＬの向上に寄与する」こ

とを目指すよう講評したが、具体化

されておらず、発展性が乏しい。

今後は、参加者のみに利益がある事

業にとどまらず、活動の幅を広げる

とともに、団体自らで経営できる仕

組みづくりを検討すること。

乗用カート代及び他県参加者交通費

を除く費用のうち、360,000円を補

助する。

講評：地道に事業を継続しており、

持続性は高く評価できる。ゴルフは

あくまでも手法であり、発展性を高

めるために、事業目的である「視覚

障害者の自立、社会参加、ＱＯＬの

向上に寄与する」ことを具体的に事

業化することで、めざす地域共生社

会づくりに貢献してほしい。

内容：視覚障害者ゴルフの練

習ラウンド・大会等を開催す

る。

大阪視覚障害

ゴルファーズ

協会

6



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：ママなび舎～保育付き

ママの学び舎～

名称：ママなび舎～保育付きママの

学び舎～

名称：ママなび舎～お母さん学ワー

クショップ de おしゃべりカフェ～

名称：お母さん学ワークショップ

de おしゃべりcafé

内容：保育付きの「子育てに役立つ

各種講座」を開催する。

内容：保育付きの「子育てに役立つ

各種講座」を開催する。

内容：保育付きの「子育てに役立つ

各種講座」を開催する。

補助〇　交付194千円／申請420千円 補助〇　交付480千円／申請480千円 補助〇　交付230千円／申請230千円

講評：参加者数に対してスタッフの

数が多く、人件費が高いと思われる

ため、人件費については、415,000

円のうち207,500円を補助対象とす

る。役務費、備品購入費及び消耗品

費を補助対象外とし、補助対象額

504,900円から参加費収入310,000

円を除き、194,000円（1,000円未

満切り捨て）を補助する。

講評：受講者へのアンケートに基づ

き、講座回数の見直しを行うなど、

事業の持続性は見られた。今回は、

全額補助するが、今後は、事業にお

ける実参加実人数を把握する等、事

業の効果を検証し、より公益性、発

展性のある事業として、その拡大に

努めること。

講評：事業の目的や実施計画が具体

的でわかりやすい点は評価できる。

しかしながらその計画にやや余裕が

なく、目的が達成できるか現時点で

は疑問も残る。参加者や支援者等の

人数集計をしっかり行い、報告して

ほしい。また、受講したママさんの

変化などもしっかり調査・分析し今

後の事業に活かしてほしい。さら

に、PDCAを繰り返し、常に事業の

改善を目指してほしい。

内容：保育付きの「子育てに

役立つ各種講座」を開催す

る。

7

ふれあい

ネット

ひらかた



Ｎｏ 団体名 Ｒ１（今年度） Ｈ30 Ｈ29 Ｈ28

名称：ひきこもりの若者活性

化事業

名称：ひきこもりの若者活性化事業 名称：ひきこもりの若者活性化事業 名称：ひきこもりの若者活性化事業

内容：ひきこもり当事者とその家族

のための相談会や個別訪問、居場所

づくり等を実施する。

内容：ひきこもり当事者とその家族

のための相談会や個別訪問、居場所

づくり等を実施する。

内容：ひきこもり当事者とその家族

のための相談会や個別訪問、居場所

づくり等を実施する。

補助〇　交付1,553千円／申請1,553千円 補助〇　交付795千円／申請1,262千円 補助〇　交付936千円／申請1,086千円

講評：全国大会参加費及び備品購入

費は、補助対象外とするが、団体希

望寄附を活用して、団体自ら財源確

保に努めていることを評価し、その

他費用を補助する。

居場所会場費については、ひきこも

りの若者を支援するため居場所を設

けることに意義があることから、継

続のための取り組みを期待して補助

対象とするが、ひきこもりの若者が

参加しやすいよう情報収集や広報活

動などに努めること。

講評：昨年度に引き続き、発展性に

欠ける。

他団体交流費は、補助対象外とす

る。居場所会場費については、ひき

こもりの若者を支援するため居場所

を設けることに意義があることか

ら、継続のための取り組みを期待し

て、今年度は補助対象とするが、ひ

きこもりの若者が参加しやすいよう

情報収集や広報活動等に努めるこ

と。引き続き利用が見込まれない場

合、次年度は補助対象としない。

市への寄附（団体希望寄附）ではな

く、直接、団体に対して寄附をして

もらうこと等についても検討し、団

体の事業を自立させていただきた

い。

講評：続性は高く評価できるが、事

業計画書の計画性が乏しい。

また事業内容に発展性がなく慢性化

している。組織の活性化も図られて

いない。ここ数年の当審査委員の

講評（下記）を実行してほしい。

「スタッフがほぼ支援対象者の親の

みで構成されているが、今後は寄付

者やひきこもり経験者を支援者・

スタッフにするなど、団体の若返り

と体制強化に努めてほしい」「様々

な団体や個人、地域コミュニティ等

とのネットワークを広げ、連携や情

報交換を進めることにより、事業の

拡充に努めてほしい」

内容：ひきこもり当事者とそ

の家族のための相談会や個別

訪問、居場所づくり等を実施

する。

8 つばさの会大阪
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