
平成27年度第１回横浜市市民活動運営支援事業部会 会議録 

議  題 

１ 部会長の選出について 

２ よこはま夢ファンド登録団体の選考について 

３ よこはま夢ファンド登録団体助成金の選考について 

４ よこはま夢ファンド組織基盤強化助成金の選考について 

５ その他 

日  時 平成27年８月24日(月) 10時00分から15時30分まで 

開催場所 横浜市市民活動支援センター セミナールーム２ 

出席委員 名和田是彦専門委員、清水靖枝専門委員、堤剛史専門委員、時任和子委員 

欠席委員 なし 

開催形態 一部非公開（傍聴者０） 

議事・ 

決定事項 

１ 開会 

２ 部会長の選出 

  部会の委員及び専門委員による互選により、部会長として名和田是彦専門委員を選 

出。 

３ 平成26年度第３回横浜市市民活動運営支援事業部会（前回）の会議録確認 

  全会一致で承認。 

４ よこはま夢ファンド登録団体の選考について【非公開】 

  よこはま夢ファンド団体登録要綱の登録の申請要件に照らし、４団体について審査

を行い、全会一致で登録。（別表１のとおり） 

５ よこはま夢ファンド登録団体助成金交付団体の選考について【非公開】 

  助成金交付申請のあった19事業を審査基準に照らし審査し、全会一致で承認。 

申請状況  19事業  6,062,000円 

審査結果  19事業  6,042,000円（別表２のとおり） 

６ よこはま夢ファンド組織基盤強化助成金交付団体の選考について【非公開】 

  助成金交付申請のあった６団体を審査基準に照らし審査し、全会一致で承認。 

申請状況  ６団体 30万円×６団体＝180万円 

審査結果  ５団体 30万円×５団体＝150万円（別表３のとおり） 

７ その他 

(1) 平成27年度市民局市民協働推進部事業概要について

平成27年度市民局市民協働推進部事業概要について、事務局より説明。

(2) 横浜市市民協働推進委員会答申（平成27年３月 横浜市市民協働推進委員会）に

ついて 

  横浜市市民協働推進委員会答申について、事務局より説明。 

(3)よこはま夢ファンド平成26年度報告書について

よこはま夢ファンド平成26年度報告書について、事務局より説明。
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８ 閉会 

 

 別表１ 平成27年度第２回よこはま夢ファンド登録団体 

 団体名 分野 結果 

1 アレルギーを考える母の会 保健・福祉・子ども 登録 

2 NPOチーム白幡 保健・福祉・子ども 登録 

3 FOSH 
まちづくり・環境 

経済・観光振興 
登録 

4 日本ぬいぐるみ協会 

保健・福祉・子ども 

文化・スポーツ 

経済・観光振興 

登録 

 

別表２ 平成27年度第２回よこはま夢ファンド登録団体助成金 選考結果 

 団体名 事業名 申請金額 交付金額 

1 
チャーミングライフ

サポート協会 

「歌って回想」健康法指導者

養成講座 
550,000円 550,000円 

2 La vie saine 協会 

高齢者の地域活動及び健康指

導を行う人材育成に関する啓

発事業（「のびのびシニアス

トレッチ」啓発事業） 

170,000円 170,000円 

3 
ウィ二十一ジャパン

とつか 
広報事業 70,000円 70,000円 

4 四季の森里山研究会 
森林環境保全活動のために、

作業用ヘルメットを更新 
70,000円 70,000円 

5 
ＷＥ２１ジャパン・

旭 

地域の市民の国際的な意識や

理解を高めるための広報普及

を図る事業 

20,000円 20,000円 

6 
ふらっとステーショ

ン・ドリーム 

「ふらっとステーション カ

ルチャースクール 水彩画教

室」 

50,000円 50,000円 

7 SUNファミリー 

体育遊びを中心とした様々な

運動を通して健康増進に関す

る事業 

360,000円 360,000円 

8 

地域コミュニティネ

ットワーク・ヨコハ

マ 

周年記念シンポジウム開催事

業 
70,000円 50,000円 
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9 
横浜シュタイナーこ

どもの園を育てる会 

子育て支援事業（クラス開催、

交流会開催、冊子発行） 
700,000円 700,000円 

10 
神奈川県防犯セキュ

リティ協会 

協会設立10周年記念誌の刊行

事業 
112,000円 112,000円 

11 

ルンビニー・わらべ

園 

保育環境整備事業 70,000円 70,000円 

12 講演会・勉強会運営事業 150,000円 150,000円 

13 
沙羅の会カウンセリ

ングハウス 
カウンセリング事業 450,000円 450,000円 

14 

楠の木学園 

第22回 楠の木学園発表会 600,000円 600,000円 

15 
‘15年度 教室整備事業計画 

照明器具取り替え Ⅱ 
400,000円 400,000円 

16 こころの電話 金沢 
普及啓発事業（リーフレット

作成） 
50,000円 50,000円 

17 
インフォメーション

ギャップバスター 

Web（ブログ等）による情報格

差問題の啓発事業 
70,000円 70,000円 

18 スマイルオブキッズ 宿泊滞在施設運営事業 2,000,000円 2,000,000円 

19 
横浜カーフリーデー

実行委員会 

横浜カーフリーデー＆モビリ

ティウィークの開催事業 
100,000円 100,000円 

合計 6,062,000円 6,042,000円 
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別表３ 平成27年度よこはま夢ファンド組織基盤強化助成金 選考結果 

 団体名 取組名 

点数 

（基準点

：72） 

申請金額 交付金額 

1 
沙羅の会カウンセ

リングハウス 

継続的に活動できる組織

を目指して～広報活動・

人材育成などにおける取

組～ 

103 300,000円 300,000円 

2 
フェアスタートサ

ポート 
新規職員育成研修 107 300,000円 300,000円 

3 
いこいの家 夢み

ん 

地域の高齢化に対応し、

福祉団体の組織統合を検

討する取り組み 

104 300,000円 300,000円 

4 
多言語社会リソー

スかながわ 

MICかながわ組織基盤強

化プロジェクト 
102 300,000円 300,000円 

5 ヴイエムシイ 収入源の再構築 55 300,000円 不交付 

6 
夢・コミュニティ・

ネットワーク 

組織基盤強化のための自

主事業の質向上 
107 300,000円 300,000円 

合計  1,800,000円 1,500,000円 

 

 

資  料 (1)横浜市市民協働条例、(2)横浜市市民協働条例施行規則、(3)横浜市市民協
働推進委員会部会運営要領、(4)よこはま夢ファンド団体登録要綱、(5)よこ
はま夢ファンド登録団体助成金交付要綱、(6)よこはま夢ファンド組織基盤強
化助成金交付要綱、(7)横浜市市民活動運営支援事業部会 委員名簿、(8)平
成27年度第２回よこはま夢ファンド登録団体助成金 申請一覧、(9) 平成27
年度第２回よこはま夢ファンド登録団体助成金 採点用紙、(10)平成27年度
よこはま夢ファンド組織基盤強化助成金 申請一覧、(11)平成27年度よこは
ま夢ファンド組織基盤強化助成金 採点用紙、(12)平成26年度第３回横浜市
市民活動運営支援事業部会 会議録、(13)よこはま夢ファンド組織基盤強化
助成金結果通知文（案）、(14)平成27年度市民局市民協働推進部事業概要、
(15)横浜市記者発表資料・横浜市市民協働推進委員会答申、(16)平成27年度
第３回横浜市市民活動運営支援事業部会 日程調整表、(17)よこはま夢ファ
ンド平成26年度報告書 

特記事項 なし 
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