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１ 市民企画事業補助金の概要

 

(1) 市民企画事業補助金とは    

市民企画事業補助金は、市内で活動する非営利団体が、地域の課題の解決や、よりよい市民生活の

実現のために、自ら企画立案し実施する事業について、市がその経費の一部を補助するものです。  

この補助金が有効に活用されるよう、補助対象事業は公募とし、厳正な審査を経て決定します。 

 

(2) 補助の内容                

 

補助対象事業は、以下の２部門に分けて募集し、決定します。応募することができるのはＡ活動支

援部門、Ｂ事業実施部門、合わせて１団体１事業です。 

 Ａ 活動支援部門 Ｂ 事業実施部門 

内  容 

この部門では、すでに公益的な活動に

取り組んでいる、又はこれから取り組も

うとする団体の活動を紹介するために

要する経費の補助をします。ただし、計

画段階での事業費が５万円以上のもの

とします。 

この部門では、市民活動団体が自立運営を

目標に企画提案する事業や将来市と協働で実

施する事業として企画提案するために試行す

る事業の実施経費の一部を補助します。ただ

し、計画段階での事業費が１０万円以上のも

のとします。 

補助金額 

必要な経費の１０分の１０ 

(千円未満切り捨て、上限10万円) 

① 必要な経費の２分の１以内 

（千円未満切り捨て、上限100万円） 

② ２回目以降は対象事業費の１/３以内又は

前回交付決定額の８０％のいずれか低い

額。ただし、事業の性質上審査委員会で特

に認めた場合は、①とします。 

補助回数 同一団体２回まで 同一の事業に対して３回まで 

 

（3） 補助事業の採択   

 

補助対象事業の審査は、市民企画事業補助金審査委員会により、応募書類に基づく書類審査、

及び公開プレゼンテーション（事業実施部門についてのみ）を行うほか、継続事業については、

前年度事業の進捗状況の内容も参考にした上で審査します。 

また、審査委員会での審査に先立ち、応募事業の内容に関連する担当部による、面接等での

応募書類の確認や事業内容の評価を行い、審査委員会での審査では、その結果やプレゼンテー

ションでの市民コメントも参考にします。 

評価・審査項目は下表のとおりです。 

区分 Ａ 活動支援部門 Ｂ 事業実施部門 

担当部による

確認・評価 

１．公益性 

２．期待度 

 

１．政策合致性 

２．計画性 

３．八王子らしさ 

審査委員審査 

１．公益性 

２．期待度 

３．補助金交付の必要性 

１．計画性 

２．社会貢献度 

３．ニーズの高さ 

４．創意工夫 

５．補助金交付の必要性 

※ 本概要は２０年度の概要であり、２１年度以降は変更される可能性があります。 

２１年度の内容は、市のホームページに掲載予定です。 

市民企画事業補助金のホームページアドレス： 

http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shiminkatudo/shiminkikaku/index.html 
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２ 事業成果報告等の経過  

 

（１）公開プレゼンテーション 

  

日  時 平成２０年２月１０日（日） 

１０：００～１８：００ 

場  所 クリエイトホール ５階ホール 

参加団体 ３６団体 

一般参加 ３３名 

 

 

 

（2）情報交換会 

 

日  時 平成２０年１０月６日（月） 

１３：３０～１６：３０ 

場  所 市役所 ９０４会議室 

参加団体 １９団体 ３１名 

 

 

 

 

（３）成果報告会 

 

日  時 平成２１年５月３０日（土） 

１３：３０～1８：００ 

場  所 北野市民センター ホール 

報告団体 ２７団体 

一般参加 ４１名 

 

 

（４）事業成果のパネル展示 

 

日  時 平成２１年６月１５日（月）～２６日（金） 

場  所 市役所 ２階市民ロビー 
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３ 審査委員会委員長講評  
 

 

市民企画事業補助金審査委員会 

委員長 首都大学東京都市教養学部教授 和田清美 

 

平成２０年度市民企画事業補助金交付事業の成果報告会が、去る５月３０日（土）午後、北野市民セ

ンターにおいて開催され、活動支援部門６事業、事業実施部門２１事業の計２７事業の報告が行われま

した。与えられた報告時間は１事業８分という、極めて限られていたにも関わらず、本年度をもって６

度目の成果報告会とあってか、パフォーマンスあり、プロジェクターを使ったものあり、団体の個性を

活かした工夫ある成果報告がなされ、予定した時間はあっというまに過ぎ、大変熱気あるものでした。

では、以下、審査委員長としての講評を三点述べさせていただきます。 

第一は、本報告会の趣旨が事業の成果にあることから、何をもって成果とするか逆に問われることに

もあるわけですが、報告で目立ったのは、会員の増加数や活動・事業依頼数の増加、活動・事業への参

加人数の増加、あるいは出版活動・事業では販売数など、その成果を数値化して示すことにより、大変

説得力のあるものでした。その一方、数値化しにくい活動や事業は、活動・事業の参加者や利用者の意

見や感想の紹介、成果報告書の作成の紹介、活動内容の実演といった方法で、その成果が提示されまし

た。その結果、本年度の活動支援部門並びに事業実施部門の活動・事業は総じて大いに成果があったと

評価できます。 

第二は、既に本補助金制度が本年度で 6 年目ということからも、本補助金制度が、広く市民に普及し

ている実態が浮き彫りにされたことです。それは、成果報告を行った２７団体のほとんどの団体で、本

補助金交付を受けているということが活動や事業を展開する上で「社会的信用」となっていると指摘さ

れたことです。これは、本事業を継続して推進してきた行政としては大変喜ばしく、本事業の意義を再

確認できた報告会でもありました。 

最後に、第三は、本補助金制度の目的や意義ともかかわって、いくつかの問題点が浮き彫りになりま

した。その一つが本補助金交付事業の終了後の活動・事業の展開の問題です。これは特に３年間継続し

て本補助金交付を受けていた団体から出されました。本来、本事業は市民活動・事業の自立を支援する

目的で交付されるものですが、この目的が試され

るのはこれからだということを実感した次第で

す。是非とも本補助金交付された団体は補助金交

付終了後もご苦労はあるでしょうが、継続的活動

を期待します。二つ目は、本事業は３年間継続し

て申請・交付できるにもかかわらず、自己資金の

調達が難しいことから２年目もしくは３年目の

申請を控える事例がいくつか見られたことです。

このことは大変残念なことであり、本補助金制度

を今後も継続的に推進していく上では検討すべ

き課題であろうことを申し添えておきます。 成果報告会における審査委員講評の様子 
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（単位　円）

部門 事　業　名 補助対象事業費※ 補助金交付額

民間レベルの日中友好活動基礎作り 403,674 100,000

パフォーマンスママ「レインボーズ」 135,611 90,000

発達障がいの子どもたちを地域で支援・育てる 99,441 99,000

紙芝居普及活動 198,144 100,000

脳とくらしの活性化「脳がめざめるアート塾」 230,952 100,000

音楽療法体験ワーク＆音楽療法講座 166,518 100,000

1,234,340 589,000

八王子-ケムニッツ　日独交流演奏会 5,805,155 1,000,000

親子ふれあいキャンプ２００８ 1,930,157 965,000

市民参加型　援農活動による農業活性化ーⅡ 521,139 210,000

かんたん洋裁　易しい優しい洋裁仲間 764,179 354,000

子育てサポーターの街にしよう！「子育てしやすい街・八王子」 1,103,481 550,000

パン作りで心もからだもリフレッシュ 230,054 100,000

子どもの虐待防止のための事業 80,562 40,000

知って得する高尾駅周辺情報「高尾界隈」出版本 2,010,000 1,000,000

女性のための市民活動スタート応援事業 555,084 261,000

みんなで作る子育てマップ 1,736,121 868,000

こころのびのびコミュニケーション 689,906 344,000

八王子学の体系化と八王子検定の仕組みづくり 1,830,250 800,000

デイジー図書作製 260,460 82,000

読書のまち八王子を活性化する学校図書館 99,852 33,000

八王子大江戸舞祭２００８ 1,025,699 333,000

夢あるまちづくり 856,827 252,000

外国人のデジタルデバイド解消のためのパソコン相談会・学習会 1,244,643 600,000

八王子周辺花めぐりマップ 750,000 250,000

ふるさとの食を拓く 561,054 128,000

八王子子ども祭り 1,242,209 320,000

高齢者の生きがいつくりと子ども支援、住みよい町つくり 4,641,619 480,000

27,938,451 8,970,000

29,172,791 9,559,000

※補助対象事業費は、事業費と額が異なる場合があります。

　　　　　　　  　  　　　合　計

活
　
動
　
支
　
援
　
部
　
門

　　                           計

事
　
業
　
実
　
施
　
部
　
門

　　　　 　　  　　　　 計

４ 交付事業一覧表
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