平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

1

神奈川県弁護士会法律援助事業
補助金

神奈川県弁護士
神奈川県弁護士会
会法律援助事業

2

相模原市行政相談委員連絡会補
助金

相模原市行政相
相模原市行政相談委
談委員連絡会運
員連絡会
営事業

補助金額
（千円）

事業実績

刑事被疑者弁護援助
200 少年保護事件付添援助
子どもに対する法律援助

310件
190件
20件

・各区役所市民相談室、城山・津久井・相模湖・藤野まちづくリ
センターにおける定例行政相談の実施
74 ・市民桜まつり等における、市民への啓発活動
・自主研修会の開催
・神奈川行政相談委員協議会の全体会議・総会・研修会への参加

市自治会連合会事務所の継続設置、事務員の配置、例月の役員
会、理事会の開催、定期総会・自治会大会をはじめ、年2回の広報
紙「自治会報さがみはら」の発行・加入世帯全戸配布などを行っ
た。また、各地域の事業案内や地域に限定した市からの情報を掲
載した地域情報紙を12回22地区ごとに発行し、各自治会へ配送
後、自治会において班ごとに回覧しており、市民生活に寄与し
た。

3

相模原市自治会連合会補助金

相模原市自治会
相模原市自治会連合
連合会活動助成
会
事業

26,868

１．市自治会連合会が自治会等の活動を支援するために実施する
事業に要する経費(２に掲げる経費を除く。) 交付対象経費の２
分の１を上限として交付
７，６５９，４４２円×０．５＝３，８２９，７２１円
２．市自治会連合会が実施する広く市民の福祉の向上に資する公
共、公益性が特に高いと認められる事業に要する経費 交付対象
経費の全額を上限として交付
１６，６３６，２３７円
３．市自治会連合会が１，２に掲げる事業を実施するための企画
立案、調整等に要する管理運営経費 交付対象経費の全額を上限
として交付
７，０３４，１９６円

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

本事業は、総合法律支援法に規定される民事法律扶助や国選弁
護制度等でカバーされない要援助者への弁護士費用等の援助を行
うものであり、その必要性は年々強くなっている。また、当会で
は、起訴前弁護の充実に向けて、めざましい成果をあげている。

ほとんどの事業において、平成28年度事業計画どおりの結果と
なり、当年度の目標は達成できた。

市民局
区政支援課

042‑769‑9814

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

深刻な社会状況の中で、当該事業は社会的に重要な役割を担っ
ており、本市が経済的に「援助する事業」として評価できるもの
である。

・市民の行政に関する苦情の解決に向けた相談業務を実施し、そ
の実現を促進した。
・神奈川行政相談委員協議会の研修会等に出席することにより、
委員の資質向上が図られた。
・本会で行う啓発活動に用いる物品を購入し、有効な啓発活動が
できた。

・神奈川行政相談委員協議会に負担金(@6,000円X11名)として支出
市民局
・行政相談の啓発活動に使用する物品の購入として支出
区政支援課
・本会の活動状況にあった適切な支援である

042‑769‑9814

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

行政相談委員連絡会に補助金を交付することにより、行政相談
委員の相談に係る対応能力の更なる向上や、市民に対する行政相
談委員制度の周知（普及啓発）等が図られた。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助金は、相模原市自治会連合会の管理費中、事務員の人
件費や事務室の借料、通信費等の必要経費及び事業費中の情報発
信強化事業等については所要額の全額を補助しており、事業費中
の自治会大会や自治会報の発行、加入促進事業などの事業に対し
ては、所要額の2分の1を補助しており、自治会連合会の運営に必
要不可欠な経費となっている。
当該補助金の交付により、相模原市自治会連合会の円滑な運営
と、事業の進捗及び健全な発展を支援し、コミュニティの推進に
大きく寄与することができ、また、自治会へ回覧依頼していた行
政からのお知らせなどを自治会の負担軽減を目的に平成12年度か
らリーフレット形式の地域情報紙として発行・配布しており、豊
かな市民生活に役立つ様々な地域情報の充実に大きな役割を果た
しているものと考えている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「人材発掘・コーディネート事業」は、昨年度と比較し、参加者数のみな
らず、活動実績を大きく増加させている。また、「地域人材育成インター
ンシップ事業」や「学生と地元企業との出会いの場づくり事業」など、昨
年度と比べて活動主体が増えている事業も多く、事業自体に広がりを見
せている点は評価に値する。
一方で、「さがまちカレッジ事業」は講座数が減少したことにより、総受
講者数が昨年度を下回っていることから、講座内容や実施方法の見直
し等により、1講座あたりの受講者数を増やすなどの改善が必要であ
る。
また、財政基盤の強化と収益性の増大により、団体の自主独立性を
高め、補助金が不要となるよう、引き続き指導を行っていく。

相模原市自治会連合会補助金の交付により、市自治会連合会の
健全な発展と、連携する地区自治会連合会及び単位自治会の運営
の円滑化、同会相互の連絡・調整、意見の集約等、地域活動の推
進を支援し、「個性豊かなコミュニティづくりの推進」に大きく
寄与した。また、地域情報の充実を図るため、地域における様々
な催し物などの情報や地域に限定した市からの情報を掲載した地
域情報紙を22地区自治会連合会ごとに発行し、市民の生活に直結
した情報の提供がされており、市民のための情報紙として効果を
上げている。

相模原市自治会連合会の運営において、本補助金は欠かせない
ものであり、これにより、市連及び各地区自治会連合会の円滑な
運営、また、組織の一体感がより図られた。

教育学習事業、人材育成事業、地域発展事業とも計画通りに事業実
施が行われ、「地域人材育成インターンシップ事業」や「学生と地元企業
の出会いの場づくり事業」などは、参加者や事業規模の面で、昨年度よ
り活動の幅を広げることができた。特に、「職種探求セミナー（学生と地
元企業との出会いの場づくり事業の一環）」は、参加者数が７０人となっ
ただけでなく（昨年度も70人超）、加盟校以外の学生も参加するなど、活
動の裾野が広がった1年となった。
地域との連携・協働事業（さがまちカレッジ、学生と地元企業との出会
いの場づくり事業、地域情報誌制作、ケーブルテレビ番組制作、地域情
報発信事業等）を実施したことにより、地域との連携協働が促進できた。
具体的には、ケーブルテレビ番組製作事業（さがまちバンバン）は、参加
大学も参加チームも昨年度より増加し、着実に地域の学生達の活動に
根付いてきている。その中でも特に、加盟大学の学生による「さがまち学
生CLUB」の活動は、地域情報誌制作・ケーブルテレビ番組制作に留ま
らず多岐に渡り、相模原市をはじめ、相模原市社会福祉協議会、市域
の地域・市民活動団体からの新規オファーが増加した。その多くは今後
も継続実施を望む声が聞かれており、次年度以降の活動にも繋がるこ
とが期待される。

補助金の受給により、事業実施に係る財政基盤が安定し、先述のよう
に例年以上に事業を充実させることができた1年となったが、自己財源
による公益目的事業の推進が法人の本来の姿であるため、平成２９年 市民局
度以降の財政基盤の強化策を構築し、会費収入の拡大や寄附募集、受 市民協働推進課
託事業の受け入れ等の推進及び経費節減を徹底することにより、自己
財源の拡大を図ることが今後の課題である。

市民局
市民協働推進課

042‑769‑8226

充分な実績が確
認される

１＋２＋３＝２７，５００，０００円（１，０００円未満切捨
て）
補助金等交付決定通知書交付金額：２６，８６８，０００円
① 教育学習事業
・コンソーシアム大学事業…大学、企業、NPO、行政の連携・協働により、地域住民の
多様な学習意欲に応え、生活者を支援する多彩な学びの機会を提供（38ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ39講
座、申込者数: 1,328人）
・市民大学…市内の大学と専門学校、また近隣の大学の協力により開設され、それぞ
れの大学の特色を生かした幅広い内容のプログラムを提供（17ｺｰｽ33講座、申込者
数: 2,127人）
② 人材育成事業
・地域人材育成インターンシップ事業…特色ある企業や公共的な活動に取り組むNPO
等と大学を結ぶ｢ﾏｯﾁﾝｸﾞｽﾃｰｼﾞ｣を構築し、地域ならではのインターンシップを体験（11
大学26人参加）
・人材発掘・コーディネート事業…まちづくりの担い手である「まちづくりプロモーター」
を広く市民の中から登用し、人材情報データーベースに登録（9大学33人参加）
③ 地域発展事業
・いきいき市民健康づくり事業…生活習慣病予防や感染症対策など予防医学に関わ
る健康増進プログラムを開発、健康教育の実践を通して市民の健康意識の高揚（2講
座）
・多世代協働型子育て支援事業…福祉関係者、NPO、介護福祉専攻生、高齢者等多
世代の支援者の協働による「子育て支援ネットワーク」を構築し、子育て家庭の支援を
通した地域福祉向上（1講座）
・学生と地元企業との出会いの場づくり事業…地域の企業・団体による講座や大学
生、専門学校生のキャリア支援に取り組み、地域産業に向き合う学生への就業マッチ
ングにより産業振興の支援 （キャリア支援‑4コース参加者数15大学39人、職種探究
セミナー‑参加者数26学校70人）
・地域情報紙制作事業…大学と地域を結ぶまちづくり情報紙「さがまち」制作（大学生
が企画・取材・編集）のすべての過程にボランティアとして参画（9大学33人参加、年2
回･各号約2万部発行）
・ケーブルテレビ番組制作事業…相模原市及び町田市の地域情報で大学生が興味を
持った内容を大学生の視点で取材・製作し地域の魅力発見（8大学15チーム）
・ケーブルテレビＣＭ制作事業…大学生の新鮮な感覚によるCM制作により、地域メ
ディア産業の振興に寄与 （5大学14チーム参加60人参加、8作品制作）
・地域情報発信事業…地域情報紙さがまち、CATVさがまちバンバン、大学や地域の
イベントや学習情報を一元化したポータルサイトの運営により市民生活に密着した情
報発信（ｱｸｾｽ数:約12万4千件/年）

4

公益社団法人 相模原・町田大学
地域コンソーシアム補助金

① 教育学習事業
（多彩な学びの場
を市民に提供す
る）
② 人材育成事業 公益社団法人 相模
（まちづくりの担 原・町田大学地域コン
い手を育成する） ソーシアム
③ 地域発展事業
（新たな文化・福
祉・産業の発展に
寄与する）

5

総合写真祭フォトシティさがみはら
補助金

相模原市総合写 相模原市総合写真祭
真祭フォトシティさ フォトシティさがみはら
がみはら2016
実行委員会

6

相模原市文化協会補助金

相模原市文化協
相模原市文化協会
会補助事業

7

相模原市民合同演奏会補助金

第35回 相模原市 相模原市民合同演奏
民合同演奏会
会

8

相模原市文化芸術発表・交流活動 あじさい油絵会 第
あじさい油絵会
１２回合同展
支援事業補助金

80 出品者 １３３名（１２サークル）

9

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１０回 れんげの
れんげの里水彩会
里水彩会展
支援事業補助金

33

10

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１９回 蒼水会
水彩画展
支援事業補助金

40 出展者数

さがみ人間未来

11

12

蒼水会

5,000

相模原市総合写真祭「フォトシティさがみはら2016」を開催し、プロ・アマ 第１６回目の実施となった今回のフォトシティさがみはらは、例年同様の フォトシティさがみはらは、子ども写真教室や親子写真教室では、子ども
市民局
13,500 写真展のほか、フォト・シンポジウム、写真講評会、子ども写真教室、私 写真展等様々な事業を実施し、多数の参加を得、写真文化の発信を
たちに写真の持つ面白さや魅力を体験してもらい、ひいては写真に親し
文化振興課
のこの1枚写真展などを実施した。
行った。
む層の拡大を図ることに寄与することができたと評価している。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

写真展や市民参加イベントを開催し、優れた作品の鑑賞、写真の持つ
力強さや魅力を知る機会を提供し写真文化の発信が図られたと評価す
る。

市の中心的な文化団体として、文化協会独自の事業だけでなく、市の事
市民文化の向上のため、市民芸能大会、文化協会祭、市民文化祭等の 各種の文化事業を通じ、多様な分野の文化団体と連絡協調することで、
市民局
業への協力や各種委員会等への出席などを通じて、文化振興に寄与す
事業を実施した。
相模原市民の文化教養の向上と豊かな市民文化の発展に寄与した。
文化振興課
ることが出来た。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

文化協会独自の事業である文化協会祭の実施に加え、市民文化祭実
行委員会における中心的組織としての活動、市民芸能大会への運営協
力など、市の文化振興を担う中心的な団体である。

相模原市民会館の開館15周年記念事業を原点にスタートし、35年間連
続で開催してきたことで、恒例行事として定着してきており、今年も多く
の市民の方に演奏を聞いて頂くことが出来ました。参加者も文化都市を
目指す相模原市の多くの市民の方々を集められた事も大変意義があ
り、政令都市になった相模原市の音楽文化発展の一翼を担えている事
が今年も証明されてたと思う。

今年も多くの方にご来場頂き、35年間連続で1000人を超える市民の方
に演奏を聞いて頂き、心より嬉しく、また、力強く思いました。ご来場の市
民の皆様や参加して頂けたメンバーの協力で成り立ち、音楽面、活動の
市民局
意味の面でも、市の文化活動を更に盛り上げられたと考えます。多くの
文化振興課
市民の方に演奏を聞いて頂けた事で、継続する事の重要性を感じま
た、市のご協力を賜る事で大成功に終了した事と評価いたします。今後
とも宜しくお願い致します。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

参加者１７０名、来場者１，０７０名であった。当日行った来場者アンケー
トでは、回答者の9割が「良かった」と回答しており、事業の継続を希望
する意見も多かった。また、本事業は３５年間の長きに渡り恒例行事とし
て実施されているとともに、「さがみはら文化振興プラン」の「市民文化活
動の支援」及び「市民が優れた芸術を鑑賞する機会の提供」を行うもの
であり、本市の文化振興に寄与するものと評価した。

あじさい大学修了生による合同展として市、市教育委員会の後援と補助
金をいただき、広く広報（市広報、公民館、関連施設へのポスター、ハガ
キ配布、タウン誌、各新聞社への合同展開催記事等）でPR活動を実施
した結果、多くの方々が来訪されご高覧いただき、高齢者生涯学習活動
と文化芸術活動を市民の皆様に伝える事で大いに貢献できた。

今回より２サークル増えて出品者は過去最多で会場の限られたスペー
スを有効に工夫。年１回会員相互の作品を見る事、見せられる場である
市民局
為、皆さん高齢ながら合同展に合わせた力作を展示、来訪者は全期を
文化振興課
通して多く、この上なく盛況だったと感じており、今後の活動に更なる意
欲に繋がったと思える。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

積極的に広報活動を行い、６日間で延べ１，３５７名という多数の来場者
が訪れており、参加者の発表の場としてだけはでなく、市民が気軽に油
絵を鑑賞できる機会となっている。これらのことから、補助事業としてふ
さわしい内容であると評価を行った。

1,200

第35 回の相模原市民合同演奏会は、プッチーニ作曲「グローリア・ミサ」
を取り上げて演奏会を計画、実施した。グローリア・ミサは隠れた名曲と
450 してプッチーニの原点となるような演目です。合唱の参加者：115名、交
響楽団の参加者：55名、入場者：1070名と多数の市民の参加を得て、盛
大に演奏会を遂行することが出来ました。

開催 平成２８年５月１９日〜５月２４日
開催 相模原市民ギャラリー
出品数 １８５点
入場者数 １，３５７名

事業実施日
実施会場
参加者数
来場者

平成２８年４月８日〜４月１２日
相模大野ギャラリー
２６人（先生１人、会員２５人）
４９０人

来場者数は昨年を上回り、特に近隣の方、通行人の方の来場者が多
天候にも恵まれ、来場者も前回より増加しました。また会員も増え、この 市民局
かったように思えます。今後とも地域との交流を図っていきたいと思いま
まま会の発展を図り、地域とのつながりを持続してまいります。
文化振興課
す。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

延べ４９０名という多数の来場者が訪れたことに加え、来場者に関係者
のみならず、近隣住民等も含まれているなど、市民が気軽に水彩画の
世界を鑑賞できる機会を提供していることから、補助対象事業としてふ
さわしい内容であると評価を行った。

事業実施日
実施会場

平成２８年４月１５日〜４月２０日(６日間)
相模大野ギャラリー
２１名(講師１名、会員２０名）
水彩画 ５９点
６５５名（６日間合計）

本展示会は、年１回の開催で、第１９回目となり、作品の制作技術の向
見学来場者数は目標数(７００名)を下回ったが、来場者からは忌憚のな 上のみならず、会の運営内容も着実に向上しております。また、会員以
市民局
い講評や意見を多数いただくと同時に、活発な意見交換を行うなど、地 外の同行者や地域社会からの期待度・知名度も確実に向上しておりま
文化振興課
域社会における文化振興に貢献できたとものと判断しております。
す。それらを客観的に考察して相応の成果は得られたものと判断してお
ります。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

作品発表に加え、来場者と活発な意見交換を行っており、交流性の高
い事業であることが認められる。また、延べ６００名を越える多数の来場
者が訪れたことからも補助対象事業としてふさわしい内容であると評価
を行った。

平成２８年４月２９日
杜のホールはしもと 多目的室
１３８名

文化記録映画８作品を上映
本映画祭を通じて地域の文化振興に貢献できたと考えている。

目標は１７０名の入場者であり、実際は１３８名の入場者数であったが、
市民局
初回の催しとしては良い感じではなかったかと思う。多くの方達に映画を
文化振興課
鑑賞頂き相模原市の文化振興に寄与したと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

延べ１３８名という多数の来場者が訪れたことに加え、市民が気軽に映
画を鑑賞できる機会を提供していることから、補助対象事業としてふさ
わしい内容であると評価を行った。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会員作品を発表する場として、美術文化の向上に寄与するだけでなく、
７００名を超える入場者数があるなど、市民が気軽に絵画作品を鑑賞
し、文化に触れる機会となっている。これらのことにより、補助対象事業
としてふさわしいとの評価を行った。

出展作品数
来場者数
事業実施日

さがみ人間未来フィルム

相模原市文化芸術発表・交流活動
フィルムフェスティ フェスティバル実行委員
支援事業補助金
バル
会

45 実施会場

相模原市文化芸術発表・交流活動 第７２回さがみ美
術展(会員展）
支援事業補助金

68

相模原市美術協会

042‑769‑9225

参加者数

事業実施日：平成２９年１月６日〜１０日
実施会場 ：相模原市民ギャラリー
参加者数 ：出品数６０点・出品者数５３人
来場者数 ：７０５人

約７００人の来場者があり、大作や力作も多く、大変高い評価をいただく
展示内容の評価は高かったが、入場者数が目標を下回ってしまった。
ことができた。この展覧会を通じて市民文化の向上に寄与できたものと
会員は出品するだけでなく、見にきてもらう努力もしなければならない。
思います。

市民局
文化振興課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

13

相模原市文化芸術発表・交流活動 アンサンブル歌織第
アンサンブル歌織
３回演奏会
支援事業補助金

80

事業実施日 平成２８年５月２９日（日曜日）
実施会場
杜のホール大会場
参加者数
２７名（アンサンブル歌織合唱団）
来場者
４２６名
義援金総額 \１９３，１２３円（大震災義援金）
（東日本大震災へ９６，５６２円 熊本地震へ９６，５６１円）

４２６名の皆様に来ていただき、本演奏会を通じて相模原地域の文化振
興に貢献できたと思います。
ほかに義援金の募集も行って、災害にあわれた多くの人々にも多少の
貢献が出来たと思います。

来場の皆様には演奏会を鑑賞頂き、市民の文化振興に寄与した。入場
者が多く見込まれたので、入場者の制限をした為、思ったより来場者が
少なくなってしまったので、今後の演奏会はそれを参考にして多くの来 市民局
文化振興課
場者が来るよう検討する。
義援金を募集して、１９６，１２３円の金額を得、市、赤十字を通じ、両地
へ寄付出来た事は大変良かった。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

団体の発表の場としてだけでなく、４２６名の来場者があり、市民が気軽
に音楽を鑑賞できる機会となっている。このことから補助対象事業として
ふさわしいと評価を行った。

14

相模原市文化芸術発表・交流活動 ハーモニカわかば
ハーモニカわかば
１０周年コンサート
支援事業補助金

80

実施日
実施会場
参加者数
来場者

今回ハーモニカわかばの中に１００歳の男性がお祝いを兼ねて参加し、
ハーモニカ演奏もしてもらいました。
多くの方から「元気をもらった」「すばらしい」という声がありました。また、
「ハーモニカの音色にとても癒されました」と多くあり、本当に実施してよ
かったと思いました。

初めてのコンサートでしたが素敵なゲストをお招きしていましたので、せ
市民局
めて会場の半分位は入場者があれば良いなあ〜と思っていたのです
が、早いうちに２階を開場することになり、びっくりしました。多くの方にご 文化振興課
来場頂き感謝しております。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに、５００名を超える来
場者があるなど、市民が気軽にハーモニカの演奏に触れる機会となって
いる。このことから、補助対象事業としてふさわしいと評価を行った。

15

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１５回 いちえ会
いちえ会
能面展
支援事業補助金

26

事業実施日：平成２９年３月１０日〜３月１３日
実施開場 ：相模大野ギャラリー
出品数
：３２点
来場者
：３４８人

来場者の皆様には、様々な能面・狂言面を通じて、能文化の一面を楽し 来場者から頂いたご意見等を参考しながらこれからもより一層良い作品 市民局
んで頂けたのではないかと思います。
が発表できるよう努力したい。
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

能面の展覧会を行うことで、能文化の新興に努めたことから、補助対象
事業敏してふさわしい内容であると評価を行った。

16

相模原市文化芸術発表・交流活動 第４７回相模原市 相模原市レクリエーション
民踊のつどい
協会
支援事業補助金

65

市内全域を対象とした事業で、全区から出演。式典の中で、今年77歳を
平成２８年１０月１８日（火）相模原市民会館にて実施。
迎え現役で活躍している方５名を表彰。
プログラムもスムーズに進行でき、予定度通りに終了できた。多くのス
62組330名出演。各出演者ともに素晴らしい踊りを披露した。
また、前述の通り、９１歳の方が２名おられ、花束を贈呈した。
タッフのおもてなし精神で出演者も満足して踊れたと思う。
また、今回は90歳を超えても元気に踊られた方が2名おられたので、踊
出演者は高齢者が多く、この日の晴れ舞台を目標に日頃の練習成果を
り終えた直後に、お祝いの花束を会長が贈呈。みんなでお祝いした。
発表。健康維持・増進と仲間の絆づくりに大きな効果を果たしている。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

330名という多数の出演者があり、市民が気軽に民謡文化に触れる機会
となっている。また、高齢者の生きがい作りや健康維持の一助ともなっ
ている。これらのことより、補助対象事業としてふさわしい内容であると
評価を行った。

17

相模原市文化芸術発表・交流活動
水彩画展・鈴木藤 彩風会
支援事業補助金
吉ハガキ絵展

21

実施日
平成２８年４月１日より４月５日までの５日間
実施会場 相模原市民ギャラリー第３展示室
実施内容 水彩画４８点 ハガキ絵多数
来場者数 ５００名

入場者数は５００名で多くの方に閲覧頂けた。
「素晴らしい」「感銘受けた」「自分でも描いてみたい」「描ける人は羨まし
い」などの声が多く聞かれ、交流を得られた。
地域の方にも文化振興に貢献できたと考えている。
会員の自信を深めることも出来、良い動機付けとなった。
あじさい大学OBの方とのコミュニケーションを得られた。

会員は拙い作品展示と怖さを感じていたが、前向きな考えが取れるよう
市民局
になる動機付けが得られた。
来場者との交流も計られ地域の文化振興に貢献できたと考えている。 文化振興課
更なる向上により、より多くの来場者を得るよう努力したい。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

延べ５００名の来場者が訪れたことに加え、積極的に入場者との交流も
行っていることから、発表性及び交流性の高い事業であると認められ
る。このことから補助事業としてふさわしいと評価を行った。

18

相模原市文化芸術発表・交流活動 第５０回 日本舞
相模原市邦舞三曲連盟
踊、箏、尺八公演
支援事業補助金

80

第50回日本舞踊、箏、尺八公演会を相模原市民会館において開催し
た。
10月22日(土) 箏・尺八の部 入場者 365名
10月23日(日) 日本舞踊の部 入場者 575名

創立50周年の記念すべき公演会は、盛大に行われた。
日本舞踊は古典20番組、箏、尺八は9曲目を上演した。
出演者も67名と大勢であった。
市民が古典芸能を鑑賞する機会はこの公演のほかには相模原市には
なく、来場のお客様には大変喜んでいただいた。今後も古典芸能の伝
承、普及を図り相模原市の文化向上に努めていきたい。

大勢の市民の来場者があり、古典の華やかな舞台、箏、三絃、尺八の
音色、お客さんに十分楽しんでいただけたと思う。
私達の団体が毎年この公演会を開催することによって、市民文化の向
上に貢献することが出来ると思います。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

伝統芸能の普及を目的として継続的に実施されており、文化を担う人材
育成に寄与している。また2日間で940名の入場者があり、市民が伝統
芸能を鑑賞できる貴重な機会となっていることから、補助事業としてふさ
わしい内容であると評価を行った。

42

事業実施日
実施会場
参加者数
来場者

平成２９年１月１９日〜２３日
相模原市民ギャラリー
１７人
９６２人

目標よりも多い９６２名の入場者があった。これは事前に広く広報活動を
市民局
半切額６８点の展示であったが、会場がなごやかで温かいとの感想をい
行ったことが理由であると考えている。多くの皆様に鑑賞いただけたこと
文化振興課
ただいて、本展示を通じて地域の文化振興に貢献出来たと考えている。
により、相模原市の文化振興に寄与したと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な写真文化活動として実施されるとともに、１日当たり１９
０名を超える来場者があるなど市民が気軽に写真文化に触れる機会と
なっている。このことから補助対象事業としてふさわしい内容であると評
価を行った。

平成２９年3月１６日〜３月２０日
相模原市民ギャラリー
１０人
６１７人

目標より若干少ない来場者数であったが、この写真展を楽しみにして
一人が、約２０枚の作品を展示するのは、他に類がない写真展で、写
いる方が多く見られるのは、各自のテーマに沿った作品を展示する写真 市民局
真愛好家だけでなく、他の芸術に興味のある方々も多数来場して頂ける
展だという事が、浸透している為と思われ、相模原市の文化振興に寄与 文化振興課
のは、本写真展を通じて、地域の文化振興に貢献できたと考えている。
したと考えている

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な写真文化活動として実施されるとともに、６００名を超え
る来場者があるなど、市民が気軽に写真文化に触れる機会となってい
るため、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。

第１９回 彩風会

創立５０周年記念
会

平成28年9月19日（月・祭）
杜のホールはしもと
20人（ハーモニカわかば、ハーモニカきらら、ゲスト）
510名位

19

相模原市文化芸術発表・交流活動 第２１回 フォト四
季写真展
支援事業補助金

20

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１３回 はにかむ
ほっと ひゅうまん
写真展
支援事業補助金

67

事業実施日
実施会場
参加者数
来場者

21

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１９回版酔会
版画展
支援事業補助金

56

・会場：相模大野ギャラリー
・展示期間：平成２８年９月７日〜１３日・・・７日間
・参加会員：４２名 ・出展数：３６名×７７点
・入場者数：５６３名

版画展は主にあじさい大学版画科修了者、会員４２名による平成２８年
入場者数は、天候不順もあり目標の６００名に少々不足しました。出展
市民局
度最大の事業です。講師のご指導により一年間励んだ成果を、市民の
参加は３６名で出品数は７７点。会の活動状況の展示を含め、明るく改
文化振興課
皆様にご鑑賞いただく場です。今回も課題作品「再発見！さがみはら」
善されたギャラリーをフルに活用出来、関係各位に厚く御礼いたします。
を含め、ご好評を頂きました。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として継続的に実施されている。また、５６３
名の来場者があり、市民が気軽に版画を鑑賞できる機会ともなってい
る。これらのことから、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価
を行った。

22

相模原市文化芸術発表・交流活動
んぶるカノン 第７ あんさんぶるカノン
支援事業補助金
回定期演奏会

80

平成２８年５月８日(日)母の日
実施会場：杜のホールはしもと
出演者１３人
来場者 ：４０１人

多くの入場者があった。特にアンケートから「母に寄せて」の選曲は篠田
先生のトークと共に母に寄せる想いが心を潤したと寄せられています。
私達の目指す地域への訴えが少しずつ理解されこれからの社会教育の
一歩となっています。今後の活動に活かしていきたいと思います。

来場者に対し１７０通(約４割)のアンケートをいただきました。多くの皆様
市民局
に鑑賞いただけたこと、アンケートからも「楽しかった｣「次回の演奏会
は」「友達を誘いたい」など前向きな言葉をいただき、市民の皆さんとの 文化振興課
心の交流を広げ、文化向上に寄与出来たものと感じております。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

約４００名の来場者があり、市民が気軽に音楽に触れる機会となってい
る。また、来場者からも好評であることがアンケートの結果からも確認で
きる。これらの理由により、補助対象事業としてふさわしい内容であると
評価を行った。

23

相模原市文化芸術発表・交流活動
相模原柴胡短歌会 相模原柴胡短歌会
支援事業補助金

25

平成２８年５月２６日〜平成２８年５月２８日の３日間、相模原市民ギャラ
リーにて、短歌の作品展を開催した。相模原柴胡短歌会はあじさい大学
元講師森川多佳子門下の６つのサークルの合同の短歌会である。この
作品展は相模原市、相模原市教育委員会及び神奈川新聞社の後援を
得て行われた。出品数は講師を含めて１００首で会場には参加者９８
名、鑑賞者２１０名の多数の短歌愛好者が参加された。

作品実行委員会が中心となって計画、準備、設営を順調に進めることが
案内ハガキ、ポスター、チラシ、相模原市広報及び神奈川新聞相模原
でき、円滑な運営ができた。来場者も鑑賞を楽しまれ、また他のサーク
県央版の紹介記事などで市民への周知をすることが出来た。短歌愛好
市民局
ルの会員との交流を深める中で、短歌の学習意欲が深まり評価できる
者、高齢者など、特に女性の方が多く鑑賞に訪れた。この短歌の展示会
文化振興課
作品展となった。後援をしていただいた各関係の方々の協力があり、よ
を通して相模原市の文化振興に多少の貢献が出来たと思います。
りいっそうの励みになりました。有難うございました。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

３日間の会期で延べ２１０名の鑑賞者があり、団体の作品発表の場とし
てだけでなく、市民が気軽に短歌を鑑賞できる機会となっている。これら
のことにより、補助対象事業としてふさわしい内容であるという評価を
行った。

24

相模原市文化芸術発表・交流活動 新春盆栽展
支援事業補助金

季楽会

19

一般住宅では少なくなった床の間の飾りや坪庭の設え等「和の空間」を
市民の皆様に「憩いと安らぎ」を感じていただける会場作りと会場内及び
多くのご来場者を迎えられ、私達の思いを伝えられる事業を行うことが
演出し、ご来場者にはより盆栽飾りに興味を持っていただく事が出来た
別室（会議室）にて当季楽会の年間活動状況を展示パネルでご覧いた
出来た。
市民局
と思う。
だき盆栽文化に親しみを持っていただけました。
今回の事業を通して日本の伝統文化、盆栽文化芸術性向上の一助とす 文化振興課
今回の良かった点、悪かった点を反省改善し、次回は更に充実した事
２．５日間で予定入場者５００人のところ５２９名の来場があった。
ることができた。
業にしたいと思います。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに、５００名を超える来
場者数があるなど市民が気軽に日本の伝統文化である盆栽に触れる
機会となっている。これらのことから補助対象事業としてふさわしい内容
であると評価を行った。

25

相模原市文化芸術発表・交流活動 名高等学校吹奏楽
部 第２６回定期演
支援事業補助金

神奈川県立相模田名高等
学校

80

市内の中学･高校に案内を送り多くの他校生徒の来場を得ることが出来
昨年に引き続き相模女子大学グリーンホールで、第２６回定期演奏会を
平成２８年６月１２日に相模女子大学グリーンホールにて、第２６回定期 た。また、市内の各店舗にポスターの掲示をお願いし、多くの市民の方
市民局
開催した。８５０名ほどのお客様に来場いただき、盛況であった。演奏会
演奏会を実施した。
にも来場いただいた。楽しい演奏会だったとのお言葉や励ましのアン
文化振興課
も盛り上がり、お客様にも喜んでいただけたと思っております。
ケートをいただくことができた。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

吹奏楽部の演奏発表を継続的に実施することにより、文化を担う人材育
成に寄与している。また８５０名という多数の来場者が訪れており発表性
の高い事業であると認められる。これらのことにより、補助対象事業とし
てふさわしい内容であると評価を行った。

26

相模原市文化芸術発表・交流活動 第４回 楽彩会展
支援事業補助金

楽彩会

28

事業実施日：平成２８年１１/５（土）〜１１/８（火）
実施会場 ：相模大野ギャラリー
参加者数 ：１０人
来場者
：４１８人

目標より大勢の来場者があり、これも事前に家族、知人等に開催案内
会の絵画（水彩画）の成果を鑑賞いただき、絵画を愛好する人と交流す 状：看板等を作成し広報を行ったことと考えます。また絵画愛好者から 市民局
ることができ、地域の振興に少しでも貢献できたかと思っております。
歓送と評価をいただき、少しながら相模原市の文化振興に寄与したもの 文化振興課
と感じております。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

４１８名の来場者があり、市民が気軽に水彩画に触れる機会となってい
る。また来場者からご意見をいただくなど交流性の高い事業であること
が認められる。これらのことから、補助対象事業としてふさわしい内容で
あると評価を行った。

27

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１２回ピュアマンド ピュアサウンズ
リン定期演奏会
支援事業補助金

80 １，２００名収容の会場がほぼ満席となり、途中退場者もなく、入場者に

・会場とステージが一体となり、演奏に合わせて口ずさむ方、感嘆の声
を挙
げられる方等深い満足感を与えた。
・入場者は時間前から多数並ぶ等、大変熱心に会場に足を運ばれた。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として継続的に実施されている。また、多数の
来場者があり、市民が気軽にマンドリン演奏を鑑賞できる機会となって
いる。これらのことから、補助対象事業としてふさわしい内容であると評
価を行った。

28

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１１回 稲門ピッ
チュラ作品展
支援事業補助金

33

事業実施日：平成２８年１１月９日〜１１月１３日
実施会場 ：相模大野ギャラリー
参加者数 ：２７人
来場者
：３００人

参加者は相模原市・町田市・川崎市・秦野市・沼津市から幅広い参加者 当作品展は地域の皆様からレベルの高い展示との評価をいただいてい
市民局
がありました。展示内容も絵画・写真・陶芸・書・パッチワークと幅広く、 ます。今回も６月の「さがみ美術展」に於いて「議長賞」を受賞した作品
文化振興課
地域の文化振興に貢献できたと思います。
を展示したところ、多くの来場者から高い評価をいただきました。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに、多数の分野が共同
で展示を行うなど団体の特性を生かした事業となっている。このことか
ら、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。

29

相模原市文化芸術発表・交流活動 第１１回 カラーボッ カラーボックス
クス絵画展
支援事業補助金

46

事業実施日
実施会場
参加者数
来場者

昨年度は６０７名の来展者でしたが今年度は残念ながら５０２名に止ま
相模原芸術家協会会員やあじさい大学修了生、その他の有志会員によ
りましたが、今回は会員の一部が他の展示会と重複した事も一つの原 市民局
る一年の活動成果を展示することで市民の皆様への文化･芸術の振興
因と考えております。ただ昨年同様入会希望、問合せもあり、来年に向 文化振興課
に貢献できたと思っております。
けますますの発展に意欲を持っております。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

作品発表に加え、本年度は延べ５００名を超える来場者が訪れたことか
ら補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。

30

相模原市文化芸術発表・交流活動 団 第５１回定期演
支援事業補助金
奏会

相模原市民吹奏楽団

80 スステージ「市吹の年忘れカウントダウンコンサート！〜今年もお世話

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として継続的に実施されているだけでなく、約
１，５００人の来場者があり、市民が気軽に吹奏楽の演奏を鑑賞できる
機会となっている。このことから、補助対象事業としてふさわしいと評価
を行った。

31

相模原市文化芸術発表・交流活動
第３回演奏会
支援事業補助金

男声合唱団フロイデ

78

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

団体の発表の場としてだけでなく、３５０名の来場者があり、市民が気軽
に音楽に触れる機会となっている。これらのことから補助対象事業として
ふさわしい内容であると評価を行った、

フォト四季

版酔会

混声合唱団あんさ

神奈川県立相模田

奏会

早稲田大学相模原稲門会
絵画同好会 稲門ピッチュラ

平成２８年１１月６日 相模女子大学グリーンホールにて開催。
深い感銘と賞賛の声をいただいた。

平成２８年５月１８日〜５月２４日
相模大野ギャラリー
２０人
５０２人

・演奏を盛り上げていただき、来年も必ず行きたいとの声を多数いただ
いた。
・当初の事業目的が十分に達成されたと確信します。

参加者数 80名
入場者数 １，４９３名
第１部では吹奏楽のアレンジ作品、オリジナル作品、第２部ではポップ

お客様からのアンケート内容も充実したものとなり、多くの地域の方々と
市内の学生からご年配の方まで幅広い世代の皆様にご来場頂き、当団
音楽を通じた交流を行うことができた。
市民局
が掲げている「地域密着バンド」として多くの方々に音楽を楽しんでいた
演奏、演出の室も例年以上のものとすることができ、日頃の練習の成果 文化振興課
になりました〜」をテーマに幅広いジャンルの作品を披露することができ だく目標を達成することができた。
を大いに発揮することができた。
た。地域の方々との音楽を通じた交流もでき、地域音楽文化の向上に
寄与できた。

相模原市民吹奏楽

事業実施日
実施会場
参加者数
来場者数

平成２８年７月１６日
杜のホールはしもと
４１名
３５０名

合唱団「すずらん」の賛助出演を得て文化交流の輪を広げる一助となっ 事前の広報活動に依り、数多くの来場者があり、相模原市の文化活動
た。「故郷」を来場者と出演者全員で歌うことで、大きな輪を実感できた。 に寄与できたと、感じることができた。

市民局
文化振興課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

茶道本来の考え方である 思いやり 、 おもてなし は、「どうぞ、お茶一
服召し上がれ」の和の精神から出たものです。
茶会のしつらえである掛軸、花入れ、花等を通して安らぎを得、その中
で菓子を食べ、茶を飲み楽しい話をすることに和を見出すのです。交流
の場である茶会は心を豊かにし、ゆとりを与えることにより情操教育・人
間形成に役立ったと思います。
若い方も多く参加戴き成功裏に終了いたしました

相模原茶道連盟の年間を通じての最大の行事であり、市民にお菓子、
抹茶を振る舞い、市民の皆様が楽しむ交流の場として、また茶道連盟
の発表の場として市民、近隣地域の皆様に、相模原市の伝統文ｊ化の行
事を広くＰＲできたと自負しています。市民の方が茶の湯を通して日本
市民局
の伝統文化を多少なりとも理解して戴いたことは連盟として少しでも貢
文化振興課
献できたと思っています。
市側よりこのような文化の発表や交流の機会を与えて戴き、感謝すると
ともに今後とも更なる相模原市の文化向上に茶道連盟として頑張って行
きたいと思います。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

茶道の発表の場としての実施にとどまらず、２５０名を超える来場者が
あったことから、市民の方が日本の伝統文化に触れる機会となっている
ことが分かる。このことから、補助対象事業としてふさわしいと評価を
行った。

一般的に有名な題材ではなかったが、市内外からも来場していただき少
ない予算（チケット代金の低いとの意見）のわりに、 「聞いてよし、見て
良し」の舞台 と大変な好評でした。字幕も分かり易く、内容も心を動かさ
れ、何よりも「市民合唱団」のレベルの高さを評価してくださる方が多
かったことは、10年近くの積み重ねの成果と感じる。生の音楽、人の声
の素晴らしさを市民の皆様に広め、文化向上に貢献できたと考えていま
す。

本当に少ない予算での舞台、照明効果で内容に感動して頂けた。客席
と舞台が一体となってカーテンコールをできたことに表に出ない方々へ 市民局
の感謝を深く感じ、もっと多くの人に鑑賞いただきたいと次回の意欲につ 文化振興課
ながりました。相模原市の文化振興に寄与したと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

１日あたり約３７０名の入場者及び１００名の参加者があり、市民が気軽
にオペラを鑑賞できる機会となっている。このことから補助対象事業とし
てふさわしいと評価を行った。

個人個人が「音楽の魅力を伝える」という目標を日頃から意識し、子供
から年配の方まで、様々な世代に音楽を楽しんでもらえる機会を作るこ
とができた。また、企画や構成を生徒自身が考えることによって、主体性
が身についたのではないかと感じる。
当日は、学校関係者、保護者以外にも多くの地域の方に来場いただ
き、演奏会という機会を通じて、音楽の魅力を広め、地域社会の文化発
展に貢献することができた。

今年度も定期演奏会に向けた取り組みは１０月から開始した。「音楽
の魅力を多くの人に伝える」という目標を一人ひとりが意識し、本番に向
け何をすべきか、しっかりと考え、取り組むことができた。
市民局
当日は来場いただいた多くの方からいただいた言葉からも、目標を達
文化振興課
成できたのではないかと思う。今後は多くに人にさらに楽しんでもらえる
ような企画を取り入れるなど、来年度に向けてしっかりと準備していきた
い。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

吹奏楽の演奏発表を継続的に実施することにより、文化を担う人材育成
に寄与している。また４００名の来場が訪れており発表性の高い事業で
あると認められる。このことにより補助事業としてふさわしいと評価を
行った。

34

相模原市文化芸術発表・交流活動 ドニゼッティ作曲オペ 相模原シティオペラ
支援事業補助金
ラ「ランメルモールの

相模原市文化芸術発表・交流活動 ラ 第２４回定期演奏
青陵ウインドオーケストラ
支援事業補助金
会

37

相模原市文化芸術発表・交流活動
内合奏団 第１６
支援事業補助金
回定期演奏会

38

相模原市文化芸術発表・交流活動 第４５回民謡舞踏
相模原市民謡協会
演奏大会
支援事業補助金

アンディムジーク室

アンディムジーク室内合
奏団

平成２９年３月１２日
水車園
５０名（主催者側人数）
２６５名（一部主催者側人数含む）

事業実施日 平成２８年８月６日（土）〜８月７日（日）
実施会場
相模原市民会館ホール（小）
１００人（歌手１０人、合唱団１５人、バレエ８人、ピットオー
ケストラ５０人、スタッフ１７人）
来場者
約３７０人/日

80 参加人数

事業実施日：平成２９年３月２５日（土）
実施会場：相模原市民会館
80 参加者：５２人（麻溝台高校吹奏楽部２３人・吹奏楽部OB２６人、講師３

人）
来場者数：４００人

80

事業実施日：平成２８年６月２６日
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール 大ホール
参加者数 ：６１人
来場者
：４０６人

４０６名の入場者があり、未就学児から８０代までと幅広い年代の方にご ゲストプレイヤーをお呼びしたことで、これまで当団の演奏会に来たこと
市民局
がない方にも足をお運びいただくことが出来た。多くの皆様に鑑賞いた
来場いただけた。
文化振興課
だけたことにより、相模原市の文化振興に貢献できたと感じている。
相模原市の文化振興に貢献できたと考える。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

演奏会を通じて地域の方々と交流することを目的の一つとして実施して
おり、演奏発表の場としてだけでなく、地域の方々が気軽に音楽を鑑賞
できる機会となっている。これらのことにより補助対象事業としてふさわ
しい内容であると評価を行った。

80

事業実施日：平成２８年９月４日（日）
実施会場 ：杜のホールはしもと（ホール）
参加者数 ：４２人
来場者
：２３０人

台風の影響による天候不順の為か例年よりも来場者数が少なかった。
来年以降は広報活動を見直し更なる集客活動を展開していきたい。
市民局
６５歳以上の方を中心に地元近隣の方々に来場頂け、本演奏会を通じ
来場頂いた方からは、性格の異なる2曲のプログラムが好評であり、次
文化振興課
て地域の文化振興に貢献することが出来たと考えている。
回以降の選曲の要望を数多く頂き音楽を通して多くの方々と触れ合うこ
とができ地域文化向上に貢献することができたと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

230名の来場者があり、市民が気軽に音楽に触れる機会となっている。
また、年に1回定期演奏会を実施することにより市民に活動が根付いて
いることが認められる。このことにより補助対象事業としてふさわしい内
容であると評価を行った。

この事業により、あじさい大学の受講生やOBの方々をはじめ多くの民謡
愛好者が、大きな楽しみの一つとして集結いたしました。趣味を持つこと 多くの方にご参加いただき、今回の事業を通して相模原市の伝統文化
に貢献をすることができたのと考えております。
の喜びと、生きがいを持つことによる老後の健康維持に大きな役目を
担っています。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長年にわたって開催され、市内の民謡愛好者の励みになっている。多
数の参加者があり、補助対象事業としてふさわしい事業であると評価を
行った。

青陵ウインドーケスト

36

左のように評価した理由

吹奏楽部の演奏発表を継続的に実施することにより、文化を担う人材育
成に寄与している。
また、発表性の高い事業であることが認められる。これらのことから補助
対象事業としてふさわしいと評価を行った。

33

神奈川県立麻溝台

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実施日
実施会場
80
参加者数
来場者

相模原市文化芸術発表・交流活動 高等学校吹奏楽部 神奈川県立麻溝台高等学
校吹奏楽部
支援事業補助金
第３９回定期演奏会

事業実績に
対する評価

充分な実績が確
認される

相模原市文化芸術発表・交流活動 春の茶会
支援事業補助金

35

電話番号

042‑769‑8202

80

ルチア」

所管課

昨年とは会場が変わったことによる不手際もあったが、総じて素晴らし
い会になった。外部から招いた演奏者との演奏によって生徒も刺激を受 市民局
文化振興課
ける良い機会となった。
今回の経験を次回の演奏会にも活かしていきたい。

相模原市文化芸術発表・交流活動 麻布大学付属高等 麻布大学付属高等学校吹
学校吹奏楽部 第２
奏楽部
支援事業補助金
７回定期演奏会

相模原シティオペラ
「相模原市民による」

自己評価

当団体は相模原市内にある学校の部活動であるため、所属している部
員も相模原市民が一定数いる。その部員の家族や知人が多数来場して
第２７回定期演奏会を開き、多数の観客が来場して盛況のうちに終わっ
いるため、相模原市民への音楽発表の場となったとみられる。
た。
また、普段は音楽に触れる機会のない高校生が友人の誘いで来場する
ことにより、文化芸術の触れる機会となった。

32

相模原市茶道連盟

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

入場者数約７００名、参加者３００名と大勢集い、民謡と舞踏、三味線等
80 が８時間ほどに渡ってイベントを行いました。全体の９０％はコンクール

で、おおいに盛り上がり、盛況に終わりました。

39

相模原市文化芸術発表・交流活動
奏楽部 第３６回
支援事業補助金
定期演奏会

神奈川県立相模原高等
学校吹奏楽部

80

３部構成によるプログラムを用意した。１･３部ではクラシカルな作品を中
心に、吹奏楽サウンドの魅力を表現した。また２部のポップスステージで
は寸劇を加えた進行で、会場を大いに盛り上げた。特に、歌やダンスを
取り入れた演出が好評であった。
当日の来場者はおよそ１，５００人で、演奏中は来場者との一体感を
持って、温かい演奏会にすることができた。

幅広い選曲と演奏、演出によって、来場者には様々な角度から吹奏楽
のよさを感じ、音楽に親しみを持っていただくことが出来たと思う。
出演した本校の生徒も、これまで積み重ねてきた努力の成果を発表す
ることで大きな達成感を体得できた。その成長した姿から、この事業は
教育的にも大変効果があったように思う。

来場者が前年度よりも更に増え、演奏の中身や演出なども充実してい
たので、有意義な事業を行う事ができた。
市民局
今回の事業を通じて、子どもたちの教育と、市民の皆さんの音楽分化の
文化振興課
向上の一助とすることができた。また来年も継続して演奏会を計画し、
更に質の高い事業が行えるように準備をしていきたい。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

演奏発表会を定期的に開催することにより文化を担う人材育成に寄与
している。また、１，５００名という多数の来場者が訪れていることから発
表性の高い事業であると認められる。これらのことより、補助対象事業と
してふさわしい内容であると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第３回みなみ・みな
の会日本画の会
支援事業補助金

みなの会・みなみ日本画
の会

26

事業実施日：平成２８年６月１０日〜６月１３日
実施会場 ：相模大野ギャラリー
参加者数 ：２５人（みなの会１０人･みなみ日本画の会１５人）
来場者
：３７２人

昨年よりも多い３７２人の入場者があった。関係者の協力を得て広報活
市民局
第３回の展示会となり親戚、知人、関係団体への案内により幅広い層の
動も行き届いた結果と考えている。又展示期間中も問題なく多くの皆様
文化振興課
来場者を迎えることが出来て市民文化振興に貢献できたと考えている。
に鑑賞していただけたことにより市の文化振興に寄与したと思う。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに、市民が気軽に日本
画を鑑賞できる機会となっている。このことから補助対象事業としてふさ
わしいと評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動
第８回定期演奏会 弥栄高等学校吹奏楽部
支援事業補助金

80 ルにおいて定期演奏会を実施し、来場した市民の皆さんにクラシックか

一年を通して、市内小学校・子どもセンター・市民活動フェスタ･わが町
フェスタ等からの依頼演奏や、相模原中央支援学校でのふれあい福祉
コンサート等、公益性が高く、市民の皆さんへ貢献が出来ると思われる
活動を数多く行っている。

当日は、相模原市民の皆さんを中心に８４０名の方に来場していただ
き、大変盛況であった。会場で実施したアンケートにおいても、内容を高 市民局
く評価してくださるものが多かった。このようなことから、今回の定期演奏 文化振興課
会を通して市民の皆さんへ一定の貢献が出来たものと考える。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

８００名を超える多数の来場者があり、実施後のアンケートにおいても高
い評価が得られていることが認められる。これらの理由により、市民が
気軽に音楽に触れる機会となっており、補助対象事業としてふさわしい
内容であると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動
第１３回音楽祭
支援事業補助金

80

高齢者が歌を通して明るい生活を求めており、参加できる場を作ること
会員も一般参加者も歌い・動き・笑い・踊り、身体を動かして素晴らしい
高齢者が歌う歓びを共有し、健康と自立への自信を持ってもらえたと思
が必要です。みんなが参加することに積極的な姿を見ることができる、
盛り上がりであった。
市民局
う。一般参加者（無料）の入場も多く満席と見た。（約750名参加）
ステージで歌う経験は文化生活の向上につながっていると思う。一般の
スタッフも高齢者であるが社会貢献の場で働くことが出来、喜ばしい。現 文化振興課
社会参加の場が出来てよかった。認知症予防、介護予防への道と思う。
方の参加が多いのは関心が高いと考える。
代社会の求める姿と思うしこれからも続けたい。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

一般参加者を含め、歌うなど交流性の高い事業と認められる。また、約
750名の参加者があることから、市民の自主的な文化活動として活発に
活動していることが認められる。これらのことにより、補助対象事業とし
てふさわしいと評価を行った。

43

相模原市文化芸術発表・交流活動 ちぎり絵・きり絵作
ちぎり絵サークル
品展
支援事業補助金

事業実施日：平成２８年１０月１日〜１０月５日
実施会場：ユニコムプラザさがみはら マルチスペース ３ブース使用
参加者数：１２名（ちぎり絵６名、きり絵６名）
来場者数：２９８名

来場者を２００名程を目標にしていましたが、大きく上回る２９８名になり
ちぎり絵ときり絵を対比させることで、同じように紙を用いても全く異なる
ました。タウンニュース社のイベント情報（インターネット）など積極的に
作品になることに興味をもっていただけたようで、小学生から８０代後半
市民局
広報活動を行ったことも良かったと思います。
の方まで幅広い年代の来場をとりこめた。サークルでの体験を希望され
文化振興課
多くの方に見ていただき、ちぎり絵・きり絵を認知していただけたとしたら
た方もおり文化振興にほんの少し貢献できたと思います。
うれしいです。相模原市の文化振興に寄与できたと思います。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

約３００名の来場があり、市民が気軽にちぎり絵、きり絵に触れる機会と
なった。このことから補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を
行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第３５回 定期演
奏会
支援事業補助金

80

事業実施日：平成２８年８月２８日
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール
参加者数 ：６９人
入場者数 ：約７４０名

年２回の定期演奏会を継続してきているが、アンケートによると毎回リ
小学生から７０才代の年配者まで幅広く入場者があり、本演奏会を通じ
市民局
ピート入場者が増加してきており相模原市民文化に貢献してきていると
て地域の文化振興に貢献できた。
文化振興課
感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

約７４０名という多数の来場者が訪れており、音楽コンサートを継続的に
実施することにより市民が音楽鑑賞をする機会として定着していること
が認められる。これらのことより、補助対象事業としてふさわしい内容で
あると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第１６回合同絵画
合同絵画展
展アトリエN
支援事業補助金

50

平成２８年５月２６日〜５月３１日
相模原市民ギャラリー、第２･第３展示室
出品者数 ３７名（青の会、ウッドパレット、ブランシュ橋本相模原、絵夢）
来場者数 ７０７人

絵画の持つ力に感動するばかりである。媒体となる絵画を通して画題
（モチーフ）、技法（探求)、場(時間)などからコミュニケーションが生まれ、
新たな出会いが発生し、そこに生きがいができる。第1６回展にも来観者
との会話から入会者となったり、市民ギャラリーの場が媒体となり、美術
鑑賞者の関心が会場の存在意味を持っている。出品者製作姿勢の向
上を期待できる。

製作（出品)への取り組み方は、他者の作品鑑賞者の意見を個々で租借
し、次製作に研鑽することである。来場者に十分配慮できたか？受付
市民局
（当番）の対応は、前年度の問題点の改善されたか、一層の考慮必要で 文化振興課
ある。第１７回展(２９年)がより良い展示会を願う。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

６日間の会期で、延べ７００名を超える多数の来場者が訪れている。ま
た、積極的に入場者との交流も行っていることからも、発表性及び交流
性の高い事業であると認められる。このことから補助対象事業としてふ
さわしいと評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第３８回 新世会
展
支援事業補助金

50

事業実施日：平成２８年６月２日〜６月７日
実施会場 ：相模原市民ギャラリー第１展示室
参加者数 ：会員１１名
（展示内容：油彩画３７点・日本画５点・アクリル画１８点
・ペン画２点・木彫組作品１点・焼き物３４点 合計９７点）
来場者
：５５１人

会期中は会員全員が交代で会場に常駐し、出品目録の配布、作品の解
説などを通してコミュニケーションを図るなど市民との文化的な交流がな
された。「作者とお話がしたい｣と再来場される方や「毎回、楽しみにして
いる｣との声を市民の方からいただき、本展覧会を通じて、相模原市の
美術文化振興に貢献できたと考えている。

会期中は多くの来場者があった。展示内容は大変充実し、効果的な事
業を行う事ができたと考えている。
市民局
多くの皆様に鑑賞いただき、文化活動として「新世会展」が市民の中に
文化振興課
認知されていると強く感じられ、相模原市の美術文化振興に寄与できた
と感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

５５１名の来場者があり、市民が気軽に絵画等に触れる機会となってい
る。また、来場者と積極的にコミュニケーションを図り、交流性が高い事
業であることが認められる。これらのことより、補助対象事業としてふさ
わしい内容であると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動
ＮＰＯ法人メリーオーケス
オーケストラ 第３
トラ
支援事業補助金
１回定期演奏会

80 参加者数

事業実施日：平成２９年２月２６日〜２月２６日
実施会場 ：杜のホールはしもと
：５８人（ＮＰＯ法人メリ−オ−ケストラ団、賛助出演者、講
師）
来場者数 ：４０２人

今回４００名を超える方々にご来場いただき、私たち演奏者と心をひと
つにして音楽を楽しむ時間を共有できた事は、１５年間に渡る私たちの
小学１年生から８０代までの幅広い年齢層の演奏者と、ご来場頂いた幼
活動を多くの方々にご理解頂き、また惜しみない応援をして下さる結果
児高齢の方々がひとつになって楽しめる場という本演奏会を通じて文
市民局
と思っている。また私たちの活動に賛同し、応援して下さる賛助出演者
文化振興課
化･振興に貢献し、また青少年の健全な育成に貢献していると感じてい
の方々を得られた事は、活動を続ける大きな励みとなっている。今後も
る。
さらに曲目、演出に工夫をし、練習を重ね、この活動の輪を拡げて行き
たい。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として継続的に実施されている。また４００名
を超える来場者があったことから、市民が気楽に音楽を鑑賞できる機会
となっている。このことから、補助対象事業としてふさわしいと評価を
行った。

48

相模原市文化芸術発表・交流活動
第１回定期演奏会 女声合唱団 園−ＪＯＹ
支援事業補助金

36

事業実施日：平成２８年７月９日
実施会場 ：杜のホールはしもと 多目的室
参加者数 ：２１人（合唱団、ピアノ）
来場者数 ：１６４人

年齢層を超えた可能性、チームワークによるハーモニーの美しさを、文
目標よりも多い集客数があり、市民からも、もっと広いホールで･･･との
化芸術活動を通して市民に共感と活動への理解を深めることができ、振
声を多数いただき、相模原市の文化進行に寄与したと感じている。
興に貢献できたと考えている。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに約１６０名の来場者
があり、市民が気軽に音楽に触れる機会となっているため補助対象事
業としてふさわしい内容であると評価を行った。

49

相模原市文化芸術発表・交流活動
会 第１７回演奏
支援事業補助金
会

76

事業実施日：平成２８年１１月２６日（土）
実施会場 ：杜のホールはしもと
参加者数 ：４４人
来場者
：４４９人

選曲や事前の準備などにより多くの来場者があった。
来場者には音楽に親しみを持っていただくことができたと思う。また、プ
ロの演奏家の演奏を聞くことによって高度な音楽を堪能できたと思う。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

４４９名の来場者があり、市民が気軽に音楽に触れる機会となってい
る。又、継続的に演奏会を開催していることから活動が市民に根付いて
いることがわかる。
これらのことより、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を
行った。

50

相模原市文化芸術発表・交流活動 第７回 翠嶺会作品
翠嶺会
展
支援事業補助金

22

実施日 ：平成２８年５月２８日〜２９日
会場
：サンエールさがみはら
参加者数：２７名
来場者 ：２５０名

二年に一度サンエールにて展示会をしてきましたが、今回緑区のタウン
会場内は和の雰囲気に包まれ仮名文字が多く来場者の中に是非教室
ニュースに取り上げていただいたこともあり前回より多くの皆様に筆の文 市民局
に入って変体仮名を学びたいという声が多くあり癒されましたという声が
化を鑑賞していただき、又、写経、経文で描く文字絵の講師のトーク
文化振興課
聞け、筆文化が見直されたと考えいている。
ショーもあり日本文化の見直し大と感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

書を学ぶ市民の発表の場としてだけでなく、２日間で２５０名の来場者が
あり、市民が気軽に書を鑑賞できる機会ともなっている。これらのことか
ら補助対象事業としてふさわしいと評価を行った。

県立相模原高校吹

ＮＰＯ法人・元気の出る歌
の集い

オーケストラ・リュミエー
ル

新世会

平成２８年５月１日１５：３０〜１８：３０、市内相模女子大学グリーンホー
らポップスまで様々なジャンルの曲を披露した。

9

ＮＰＯ法人メリー

女声合唱団すみれ
女声合唱団 すみれ会

多くの来場者があり演奏自体も充実していた。来場者と一緒の全員合
唱も取り入れたので大変好評でした。
市民の皆様とともに音楽文化の向上の一助とすることが出来た。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会員の発表の場としてだけでなく、３５０名の来場者があることから、多く
の市民の方が日本の伝統文化である邦楽を鑑賞する機会となっている
ことが分かる。このような理由により、補助対象事業としてふさわしいと
評価を行った。

文化の日ということで、高校の文化祭と重なり、学生の参加が少なかっ
幼児より高齢者まで幅広いお客様にお出いただき、若い熱演に、沢山の
た（招待券を出したのですが）が、60歳以上の参加者が多く、若いエネ 市民局
アンケートをいただき、このコンサートも数を重ねることにより地域に密
ルギーをいただき感動したとの言葉を数多くいただき、相模原市の文化 文化振興課
着してきたことを感じ、文化振興の一端を担っていると考える。
振興、並びに若き演奏家の育成に貢献できた。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されている。また、市民が気軽にク
ラシックを鑑賞できる機会ともなっている。これらのことから補助対象事
業としてふさわしい内容であると評価を行った。

本校の吹奏楽部は４５名おり、活発に活動している。地域交流のイベン
トにも精力的に参加し、また吹奏楽コンクールやアンサンブルコンテスト
にも挑戦し、その集大成として、年度末に定期演奏会を開催している。
今回の演奏会も、多数の方に聴いていただき、賞賛も声をたくさんいた
だいた。

音楽演奏能力の向上に加え、演出を施し、２時間半の演奏会に仕上げ
ることが出来た。完成に至るまでの生徒たちの活動により、生徒たちの 市民局
精神的な成長も見られることが出来た。本番当日も練習成果を存分に 文化振興課
発揮し、満足のある演奏会を経験させることができた。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

吹奏楽部の演奏発表を継続的に実施することにより、文化を担う人材の
育成に寄与している。また約６００名の入場者が訪れていることから発
表性の高い事業であると認められる。これらのことより、補助対象事業と
してふさわしい内容であると評価を行った。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

51

相模原市文化芸術発表・交流活動
ンブル 第１５回定 相模原邦楽アンサンブル
支援事業補助金
期演奏会

多くの相模原市民から問合せや小学校の先生からの問合せなどもあ
り、来場者も３５０人と多くの方が来ました。
相模原市民に和楽器のよさを知っていただきアンサンブルの楽しさを
多くの相模原市民の方々が来場し、皆様とても感動してくださいまして、 市民局
70 相模原市民に日本楽器のよさを伝えることがでたように思います。相模 知っていただきました。これからも小学校等へ行き子どもたちへも伝えて
とても良かったと思います。
文化振興課
原のイメージ曲「相模幻想」および民活である「照手姫」を演奏してとても いきたいと思います。
好評でした。

52

相模原市文化芸術発表・交流活動 若き音楽家の情景
朋の会
ｖｏｌ．８
支援事業補助金

80

53

神奈川県立相模原青陵
相模原市文化芸術発表・交流活動
等学校吹奏楽部
高等学校吹奏楽部
支援事業補助金
第７回定期演奏会

80 第７回定期演奏会を実施し、約６００名の入場者に来ていただいた。

54

相模原市文化芸術発表・交流活動
さがみはらフィルハーモ
第３４回定期演奏会
ニー管弦楽団
支援事業補助金

80

事業実施日：平成２８年７月９日
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール
参加者数 ：５９人
来場者数 ：１，０００人

クラシックコンサートを無料で開催し、名曲を演奏することにより、クラ
シック音楽と市民文化の向上に大きく寄与した。

若手３０歳代の指揮者とソリストを迎え、３４回目となる定期演奏会を開
市民局
催した。リピーターも多く来場し、地域に根ざしたオーケストラになったこ
文化振興課
とを実感している。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

約１，０００人の来場者があり、気軽にクラシック音楽に触れる機会と
なっている。また、年に１回実施している定期演奏会は、その活動が市
民に根付いており、本市の音楽文化の振興に寄与していると認められ
る。これらのことより補助対象事業としてふさわしいと評価を行った。

55

相模原市文化芸術発表・交流活動 ンブル 第２４回定期 ＢＡＧウィンドアンサンブ
ル
支援事業補助金
演奏会

80

平成２８年５月２２日、杜のホールはしもとにて吹奏楽の演奏会を行っ
た。耳なじみのある曲、吹奏楽の名曲を中心に９曲演奏した。

約３５０名のお客様にご来場いただき、演奏、演出ともに好評いただい
た。

お客様、団員、ともに音楽の楽しさを感じとることができ、良い演奏会で 市民局
あった。
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

吹奏楽の発表の場としての実施にとどまらず、約３５０名の来場者が
あったことから、市民が気軽に音楽に触れる機会となっていることが認
められる。このことから補助対象事業としてふさわしい内容、と評価を

56

相模原市文化芸術発表・交流活動
０１６「シャーロット ＣＡＴ
支援事業補助金
と幻の遺産」

80

事業実施日：平成２８年５月２８日(土)
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール 多目的ホール
参加者数 ：大人８名 高校生以下９名 計１７名
来場者
：２００名（一般１９４名 小学生６名）

中学生〜５０歳までの参加があり、異年齢が一緒に活動しながら一つの
舞台を作り上げていくという活動を通して、互いに学びあい、コミュニ
ケーション能力を高め、ともに成長していく関係を作ることができました。
軽度の知的障害者の参加もあり（本番１ヶ月前に体調不良により辞退）
活動を通して障害を理解しようという雰囲気が自然と生まれました。
ミュージカルで音楽･芸術に触れる機会を与え、市民の文化向上に貢献
することができました。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

２００名の来場者があり、市民が気軽にミュージカルに触れる機会となっ
ている。また、幅広い年齢層が参加し、舞台を作り上げていることも評価
できる。このことにより、補助対象事業としてふさわしい内容であると評
価した。

57

相模原市文化芸術発表・交流活動 Ｒ−スタジオ 冬の Ｒ−スタイル バレエ ス
コンサート
タジオ
支援事業補助金

80

事業実施日 2016年12月25日
実施会場
相模原南市民ホール
参加人数
３９人
来場者
３００人

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の発表の場としてだけでなく、300名の来場者があり、市民が気軽
にバレエに触れる機会となっている。このことから補助対象事業としてふ
さわしい内容であると評価を行った。

58

相模原市文化芸術発表・交流活動 第４５回 定期演
奏会
支援事業補助金

北里大学北里会文化会
交響楽団

80

事業実施日：平成２８年１０月１６日
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール 大ホール
参加者数 ：８８人（北里大学北里会文化会交響楽団）
来場者
：１２１２人

目標よりも多い１２１２名の来場者があった。これは事前に、大学近辺の
当日は１２１２人という多くのお客様にご来場頂いた。
駅へ出向き商店街のお店や病院にポスターを貼って頂いたり、前回の
市民局
子供連れの方、ご高齢の方、車椅子の方など老若男女問わず多くの相
定期演奏会に来ていただいた方に招待状を郵送したりと広く広報活動を
文化振興課
模原市民の方々にクラッシク音楽を楽しんで頂くことができ、本演奏会を
行ったことが理由であると考えている。多くの皆様に鑑賞いただけたこと
通じて地域の文化振興に貢献出来たと考えている。
により、相模原市の文化振興に寄与したと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

１，２００名を超える多数の来場者があり、幅広い市民が気軽にクラシッ
ク音楽を鑑賞できる機会となっていることがわかる。これらのことより、補
助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。

59

相模原市文化芸術発表・交流活動 第７回 オダサガ
美術展
支援事業補助金

相模原美術連盟

47 作品出品者数：６０名

・当連盟の活動状況を「さがみはら市民活動サポートセンター」へ登録、
第７回オダサガ美術展開催に係るチラシをホームページに掲載すること
により、相模原市全区を対象に例年以上に幅広く広告することができ
た。
・会場の設営、運営、撤去等に関し、地元住民ボランティアを主体で構
成する実行委員の方々の協力に支えられ本事業を重ねる度に、当連盟
の活動が地域の恒例行事として定着しつつある。

・市内外からの来場者、リピーターが多いことから当連盟の認知度が
市民局
年々向上していることが窺える。
・年々多くの方々に絵画を鑑賞していただくことにより、相模原市の文化 文化振興課
振興に寄与できているものと自負する。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されており、市民の発表の場となっ
ている。一日平均２５０人の来場者があり、市民が気軽に絵画を鑑賞で
きる機会となっている。これらのことから、補助対象事業としてふさわし
い内容であると評価を行った。

事業実施日 平成２８年５月３日
実施会場
相模女子大学グリーンホール（多目的ホール）
３３名（部員１６名 ＯＢ２名 伴奏４名 指揮１名 他１０
名）
来場者
２００名

例年より多い２００名以上のお客様にお越しいただくことができた。７０歳
を越える方から幼時まで幅広い年齢の方々に楽しんでいただけるよう、
ポップスから合唱曲、オリジナルミュージカル等を盛り込んだステージに
温かい声援をいただき、地域の文化振興に貢献できたと考えている。

パンフレットが足りなくなるほど来場者があり、地域に根ざした活動を積
み重ねてきた成果であると考えている。人の声を持つ優しさ、温かさを 市民局
お伝えすることで、相模原の多くの方々に楽しんでいただけたのではな 文化振興課
いかと自負している。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

身近な曲をプログラムに盛り込み、市民が気軽に音楽文化に親しむこと
ができる事業となっているとともに、文化を担う人材の育成に寄与してい
る。このことから補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行っ
た。

相模原邦楽アンサ

平成28年11月3日 開演１４：３０
杜のホールはしもと
出演者４人
来場者 154人

県立相模原青陵高

ＢＡＧウィンドアンサ

ＣＡＴミュージカル２

事業実施日 ：平成２８年５月２日〜５月５日
実施会場
：おださがプラザ
出展作品総数：１０５点（本会場９１点、傘寿会１４点）
来場者総数 ：概ね１，０００人

相模原中等教育学

今回の公演では学生、また新しく入会した参加者が多く、自身の演技･
歌･ダンスの練習で精一杯だったため、事前の広報活動があまりうまくで
きませんでした。また本番日は多くの小学校の運動会と重なりました。
背景のスクリーンに映る映像は前回公演よりも更にパワーアップし、会
場は顧客と出演者、映像と音楽が一体となり盛り上がりました。クロマ
キー撮影の回数は増えましたが、参加者の保護者の方にもご協力いた
だき、魅力ある作品をお届けすることができました。今後も相模原市民
の文化向上に向け、努力する所存です。
来場者は年々リピーターも増え、事前の広報活動や、今までの上演作
出演者は4歳〜60歳代までと幅広く、また、年齢層の広い観客の来場
品の成果と考える。さがみはらおもちゃもったいないセンターの協力によ
で、より地域の文化振興に貢献できた。
り、市民がクリスマスを楽しみながら芸術にふれる機会ができ、相模原
客席は、介護認定のある方等を対象に優先席を設け、高齢者も気軽に
市の文化、芸術振興に役立ったと考えている。また、市の他の団体のア
芸術にふれられる場を作れたと思う。
ピール活動もできたと思う。
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相模原中等教育学校
相模原市文化芸術発表・交流活動
校コーラス部定期
コーラス部
支援事業補助金
演奏会
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第六回 相模原光
神奈川支部 相模原光勲
勲會 能面展
支援事業補助金
會

32

事業実施日：平成２８年５月６日〜５月１０日
実施会場 ：相模大野ギャラリー
参加者数 ：１４人
来場者
：２３７人

１．相模原市制５０周年記念に新作能「照手」が演じられ「照手」・「小栗」
両面の存在が市民の方々に周知され市民の文化振興に役立った。
２．来場者の特徴として市内全域の皆さんが平均して来場して頂いた事
です。一方、市外や県外の方の来場もありました。

１．世界文化遺産である日本の「能楽」には、約４５０種類の面が存在す
るといわれている。私共、相模原光勲會は今回も出来るだけ多くの種類
の面を展示すべく能面２８種３３面・狂言面４種４面の計３７面を展示し 市民局
文化振興課
「能楽」の進行に務めた。
２．「能面」製作の手順別の見本を展示し、市民等来場者の能面文化の
振興に務めた。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「能面」製作の手順別の見本を展示し、能面文化の振興に務めたことか
ら、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第３２回定期演奏 北里大学北里会文化会
会
吹奏楽団
支援事業補助金

80

事業実施日：平成２８年１２月４日
実施会場 ：相模女子大学グリーンホール
参加者数 ：７９名
来場者
：１，０５７名

開場時間前より会場前に列ができ、目標よりも多い１，０５７名の来場者
北里大学の学生６４名の参加とともに、本演奏会を通じて小学生以下か
があった。これは事前に広く広報活動を行ったことが理由であると考え 市民局
ら６０歳以上までの幅広い年代の来場者があり、地域の文化振興に貢
ている。多くの皆様にお聴きいただけたことより、相模原市の文化振興 文化振興課
献出来たと考えている。
に寄与したと感じている。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼児から高齢者を含む１，０００人以上の来場があったことから、幅広い
市民が気軽に音楽を鑑賞できる機会となっていることが分かる。これら
のことより、補助対象事業としてふさわしい内容であると評価を行った。
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相模原市文化芸術発表・交流活動 第３０回 青鳥会
刻字展
支援事業補助金

42

相模原市、相模原市教育委員会、産経新聞社横浜総局、全日本書道
連盟、日本刻字協会の御後援をいただき、関東地区を中心に全国の刻
字関係者、書道愛好者及び教育関係団体に展覧会開催案内を約600通
発送した。
出品者は会員29名で、合計60点の刻字作品を展示。生け花サークルは
10名が出瓶した。5日間の来場者は、386人。

市民ギャラリーは、相模原駅の改札に直結しており、来訪者にとって非
常に便利な立地である。また、多目的利用ではなく展示に特化した施設
であるので、展示作業が容易で展示効果も優れている。市民ギャラリー
を初めて訪れた方々は、施設のすばらしさに感心していた。
今回も刻字に親しんでいただくためのワークショップを開き、8人の方が
無心で彫刻刀を動かしていた。また、生け花サークルとの共同展示は
すっかり定着し、それぞれが互いの作品を引き立てあう展示効果ととも
に、動員効果の面で大きな相乗効果をもたらしている。

本展を市民ギャラリーで開催するのは3回目であり、搬入・搬出作業は
円滑に行うことができたが、広さが前回より狭くなったため大型の作品を
数多く展示することができなかった。
市民局
年々会場の確保が困難になり、今回は年末の開催となり来場者数の減 文化振興課
少が心配であったが、隣室の展覧会の来場者も多く、そこそこの来場者
数であった。また、篆刻製作実演や刻字ワークショップは好評であった。

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民の自主的な文化活動として実施されるとともに、市民が気軽に刻字
作品を鑑賞できる機会となっている。これらのことから、補助対象事業と
してふさわしい内容であると評価を行った。

公益財団法人として、公益性の高い文化事業を行うためには、経
営基盤の強化と安定的な運営が必要である。市内唯一の文化専門
の公益法人として、本部機能充実を図るとともに経費の削減を行
うなど、簡素で効率的な運営に努めた。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

公益財団法人の管理運営に要する経費として補助金の活用がなされて
いる。簡素で効率的な運営を目指し経費削減に努めるとともに安定的な
運営のため人材育成にも取り組んでおり、適切な管理運営が図られたと
評価する。

公益財団法人として、多様な市民の文化ニーズに対応するため、
多角的な手法で公益性の高い事業に積極的に取り組み、市民文化
の振興に努めた。
また、文化事業の実施による文化振興だけではなく、様々なメ
ディアを使用して文化情報を提供するとともに、インターネット
チケット販売を活発に行うことで、利用者サービスの向上に努め
た。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

公益性を意識し、質の高い文化事業や幅広い年齢層を対象とした事業
を実施している。また、市民の利便性の向上に繋がる取組も行うなど、
文化を身近に感じることができる環境づくりに努めており、市民文化の
向上に寄与していると評価する。

試行事業を実施したことに伴い、今後のホール以外での事業実施
のノウハウの蓄積に繋がった。

市民局
文化振興課

042‑769‑8202

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「さがプロ２０２０」事業の一環として昨年度に実施した調査研究を踏ま
え試行事業を行いノウハウを蓄積した。２０２０年東京オリンピック・パラ
リンピックの機運の醸成に向け、今後の取組に繋がる事業が実施され
たと評価する。

31 参加者数

日本能面文化振興協会
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相模原市民文化財団運営費補助
金

青鳥会

相模原市民文化
公益財団法人相模原
財団の管理運営
市民文化財団
事業

74,325

公益財団法人の管理運営に要する経費として、74,325,000円の交
付を受け、理事会等役員報酬、人件費及び事務費等に充当した。

65

相模原市民文化財団事業費補助
金

相模原市民文化 公益財団法人相模原
財団の文化事業 市民文化財団

29,707

公益財団法人として、優れた芸術文化の鑑賞機会の提供や市民文
化活動の支援、文化情報の収集・提供等の幅広い事業を実施し
た。
1市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業
2文化情報の収集及び提供に関する事業
3文化振興にかかる調査及び研究に関する事業
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相模原市民文化財団さがプロ２
０２０推進事業補助金

相模原市民文化
財団補助金（さ 公益財団法人相模原
がプロ2020推進 市民文化財団
事業）

750

市と協働して進める「さがプロ2020」事業の一環で、文化施設以
外でのコンテンポラリーダンス公演を試行的に実施した。

①公益財団法人として定款に定める「文化を身近に感じることの
できる環境づくりを進めることにより、潤いに満ちた市民生活の
創造と豊かで彩りのある地域社会の形成に寄与する」ことを目的
に、様々な事業展開を支える法人運営を行った。
②理事会において各分野からの意見を集め、公益性を念頭におい
た事業方針をもとに、多様な市民ニーズにこたえる事業計画を策
定した。
③労働契約法改正に伴う有期労働契約職員の無期雇用化に向けた
処遇の見直しを行うとともに、新年度に向け職員を新規採用する
など、人事労務面において新しい体制を整えた。
④他市の文化財団や市内の公益法人とのネットワーク作りに取り
組んだ。
⑤業務に必要な知識の習熟にむけた研修体制を整え、人材育成に
努めた。
①公益財団法人として、公益性を意識し、市域全体を見据えた事
業をおこなった。
②文化施設以外での事業展開を積極的に図り、文化を身近に感じ
ることができる環境づくりを進めた。
③子どもたちを対象にした参加型・体験型事業をおこない、将来
を見据えた文化振興のための事業をおこなった。
④ホームページの管理運営において、「さがみはらキッズプログ
ラムサイト にんにん島」を開設し、家族で楽しめる情報を提供
し、新たな閲覧者の開拓に努めた。
⑤24時間チケットの購入、予約対応ができるインターネットチ
ケット販売の会員数が7,000人まで伸び、人気公演のチケット発売
時には販売窓口及び予約電話の混乱が緩和されるなど、お客様の
サービスの向上に繋がった。
⑥市民が身近に文化に触れる機会を提供するアウトリーチ事業に
ついて、平成27年度にアウトリーチ事業の外部評価を委託した第
三者をアドバイザーに招き、職員を対象としたアウトリーチ事業
の方針案を検討する勉強会を実施した。
県立津久井湖城山公園・森のステージを会場に、ダンスパフォー
マンス公演を試行事業として実施した。公園内の屋外公演であっ
たため、のぼりや横断幕、ラミネートパウチなど、様々な会場案
内表示の工夫を行った。また、地元の魅力をアピールするため、
津久井観光協会の協力を得て名産の提供を行った。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

男女共同参画に
さがみはらジェン
関わる研究活動
ダーを考える会
等助成事業

補助金額
（千円）

事業実績

「ジェンダーの視点から『多様化する家族のかたち』を考える」をテーマ
に研究活動を実施
・研究成果を報告書として提出
・研究活動発表会において、研究成果を市民に向けて発表

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

相模原市における家族の形態と地域との関わりに着目し調査研究を行
い、背景にある世代間のジェンダー意識の差などから生まれる課題に
対し、課題提起することができた。さらに、その成果を発表することで、
男女共同参画意識の醸成に寄与することができた。

自己評価

所管課

聞き取り調査やアンケート調査の実施により、次のような具体的な実態
や課題を知ることができ、改めて男女共同参画を取り巻く課題について
認識を深めることができた。
・30代40代の若者は、男女平等の意識があり、育児休暇なども取りたい 市民局
人権・男女共同参画課
と考えているが、長時間勤務や上司・同僚に気兼ねをして取得できな
い。
・高齢者の一人暮らしの人々は、自身の健康不安・家や墓の維持管理
という思い課題を抱えている。

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑8205

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

1年間の研究成果をまとめた成果物が提出され、かつその研究成果
を、男女共同参画啓発イベントにおいて市民の方々に向けて発表
いただいており、同事業の目的である男女共同参画意識の醸成に
大きく寄与している。
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男女共同参画に関わる研究活動
等助成金

68

横浜国際人権セ
国連NGO横浜国際人
横浜国際人権センター人権啓発事
ンター人権啓発
権センター
業補助金
事業

・人権啓発講演会（本市を含む県内７会場で実施）
900 ・人権啓発冊子「語る・かたる・トーク」の発行（毎月1回）
・人権移動教室（小・中学校計102校で実施）

講演会には計4,076人の入場者があり、講師の話に耳を傾け、自身の行 人権啓発事業は、結果が目に見えるものではないが、子どもたちの感
動を考えてもらえた。また啓発冊子と人権移動教室は啓発活動を行うう 想文などにより、人間にとって大切なことを実施していると感じる。継続
は力と考える。
えで、相乗効果があった。

市民局
人権・男女共同参画課

042‑769‑8205

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

人権啓発講演会は、市民が人権の大切さについて理解を深める有効な
機会となっている。人権啓発冊子「語る・かたる・トーク」は、市施設約
100箇所に配架し、市民の人権意識の高揚につながっている。人権移動
教室は、小・中学生に人権をわかりやすく説明し、人権教育に寄与して
いる。

69

神奈川人権セン
神奈川人権センター人権啓発事業
ター人権啓発事
補助金
業

・第27回かながわ国際人権集会 県民集会
・第27回かながわ国際人権集会 シンポジウム
・第27回神奈川人権研究交流集会（全体会、分科会）
・第23期人権学校（全14講座）
900 ・県外人権調査
・第26回人権博物館調査
・人権センターニュースの発行
・啓発誌、DVDの発行
・DVに悩む男性のための電話相談 など

2016年度事業については、「海外人権調査」「アイヌ人権調査」を除き、
実施することができた。また、ブックレットＮｏ．13「国際人権保障と平和/
2016年度事業の実施により、県民の人権擁護、人権教育、人権啓発活
戦争」の発刊、DVに悩む男性のための電話相談を引き続き実施し、DV 市民局
動を推進することができた。その結果、県民の人権意識の定着と向上に
男性被害者及び加害者への対応を強めた。さらに、相模原市からの男 人権・男女共同参画課
大きく貢献することができた。
性DV相談事業（試行）を受託し、本格実施に向けて貢献することができ
た。

042‑769‑8205

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

神奈川人権センターが実施する集会やシンポジウム等には、本市職員
のほか、市民も参加しており、本市の人権尊重のまちづくりの推進に寄
与している。また、人権分野別に開催される講座は、人権の専門的な知
識を習得する重要な機会となっている。
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相模原人権擁護委員協議会補助
金

相模原人権擁護
相模原人権擁護委員
委員協議会運営
協議会
事業

相模原人権擁護委員協議会の円滑な運営と協議会委員の研修により、
委員の資質の向上、啓発活動により地域住民へ人権相談、人権意識の 地域住民や児童・生徒等への人権意識の向上につながった。
向上に寄与した。

042‑769‑8205

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

人権擁護委員は、法務大臣から委嘱され、無報酬で活動しており、その
活動は、地域、学校、家庭、職場などで起きている差別に対する相談
や、人権意識の高揚、各種啓発活動など多岐に渡り、重要な役割を
担っている。
この補助活動は、委員の活動を支援する有効な支援策である。

71

防犯灯施設賠償責任保険料補助
金

防犯灯維持管理 相模原市自治会連合
事業
会

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

コミュニティづくりの推進に大きく寄与している。自治会が管理する防
犯灯の施設賠償責任保険に加入することにより、防犯灯に起因する事
故等への備えができ、自治会や自治会活動に対する信頼感の醸成とと
もに、自治会による安全な地域活動の推進を図ることができた。

72

相模原防犯協会補助金

相模原防犯協会
相模原防犯協会
運営事業

・各地区における防犯キャンペーン及び防犯パトロールの実施
510 ・年末年始特別警戒に伴う防犯キャンペーンの実施
・防犯啓発物品の作製・配布

各種防犯啓発活動を実施することにより、地域における防犯思想の普 地域における防犯思想の普及高揚及び防犯啓発活動の推進を図るこ
市民局交通・地域安全課
及高揚及び防犯啓発活動の推進を図ることができた。
とにより、犯罪の抑止に寄与することができた。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民を犯罪から守るため、各種啓発活動を実施し、犯罪の抑止に努め
ているため。

73

相模原交通安全協会補助金

相模原交通安全
相模原交通安全協会
協会運営事業

・各季交通安全運動
740 ・新入学児童への蛍光ランドセルカバーの配布
・交通事故ブロック・ブロッコリー作戦

交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るため、警察、関係
地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るこ
市民局交通・地域安全課
団体、市等と連携し、各種交通安全運動等を実施し、市民への交通
とにより、交通事故の防止に寄与することができた。
ルールやマナーの周知活動を実施した。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

警察署と連携し、市民を交通事故から守るため、各種啓発活動を実施
し、交通事故の防止に努めているため

74

相模原南交通安全協会補助金

相模原南交通安 相模原南交通安全協
全協会運営事業 会

760

・各季交通安全運動
・新入学児童への蛍光ランドセルカバーの配布
・飲酒運転根絶運動
・自転車事故防止対策の実施

交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るため、警察、関係
地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るこ
市民局交通・地域安全課
団体、市等と連携し、各種交通安全運動等を実施し、市民への交通
とにより、交通事故の防止に寄与することができた。
ルールやマナーの周知活動を実施した。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

警察署と連携し、市民を交通事故から守るため、各種啓発活動を実施
し、交通事故の防止に努めているため

75

相模原北交通安全協会補助金

相模原北交通安 相模原北交通安全協
全協会運営事業 会

290

・各季交通安全運動
・新入学児童への蛍光ランドセルカバーの配布
・飲酒運転根絶キャンペーン活動
・橋本七夕まつりへの協力

交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るため、警察、関係
地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るこ
市民局交通・地域安全課
団体、市等と連携し、各種交通安全運動等を実施し、市民への交通
とにより、交通事故の防止に寄与することができた。
ルールやマナーの周知活動を実施した。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

警察署と連携し、市民を交通事故から守るため、各種啓発活動を実施
し、交通事故の防止に努めているため

76

津久井交通安全協会補助金

津久井交通安全
津久井交通安全協会
協会運営事業

200

・各季交通安全運動
・新入学児童への蛍光ランドセルカバーの配布
・飲酒運転根絶運動
・やまびこまつりへの協力

交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るため、警察、関係
地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進を図るこ
団体、市等と連携し、各種交通安全運動等を実施し、市民への交通
市民局交通・地域安全課
とにより、交通事故の防止に寄与することができた。
ルールやマナーの周知活動を実施した。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

警察署と連携し、市民を交通事故から守るため、各種啓発活動を実施
し、交通事故の防止に努めているため

77

相模原市防犯活動物品購入支援
事業補助金

相模原市防犯活
動物品購入支援 矢部第四自治会
事業補助

16

活動日時：平成28年8月24日〜平成29年3月24日
小学生の夏休み期間中の8月は午後6時〜午後7時
他の期間は、曜日はランダムに午後7時〜午後9時
活動体制：概ね1班4名で2班で活動
活動回数：35回
活動場所：矢部第四自治会区域内

防犯パトロールを実施したことにより、会員一人ひとりの防犯意識が高
矢部第四自治会区域内での犯罪発生場所等を中心にパトロール活動
まった。また、通行人等に声掛けをしたことにより、「ご苦労様です。」等
を実施した。地域住民に犯罪意識の高揚と不審者への抑止効果を高め
市民局交通・地域安全課
の挨拶もあり当活動の防犯に対する協力が得られるとともに、地域のコ
ることができた。また、通行人に声掛け運動を実施した。
ミュニケーションが活発になった。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

防犯パトロールの実施により、地域の防犯活動に対する意識の高揚と
犯罪防止効果を高めることに努めたため。

78

相模原市防犯活動物品購入支援
事業補助金

相模原市防犯活
動物品購入支援 高根二丁目自治会
事業補助

24

活動日時：平成28年10月3日〜平成29年3月24日（弥栄小学校登校日
は全日）
登校時、7時50分〜 下校時、下校時間に合わせ1〜3回/日
活動体制：登校時1名+教頭先生、下校時各回2名体制
活動回数：登校時56回、下校時157回、合計213回
活動場所：国民生活センター前信号の交差点

・交通指導により児童の交通安全意識が向上した
・地域住民の活動に対する理解が深まり、防犯意識の向上に寄与した

・会員相互の親睦が深まり、コミュニケーションが密になった
・登下校時の声掛けにより、会員と児童相互の親密度が増し笑顔で挨
拶を交わすようになった
市民局交通・地域安全課
・地域の子供会からも感謝されており、要員の続く限り継続していく所存
である

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

防犯パトロールの実施により、地域の防犯活動に対する意識の高揚と
犯罪防止効果を高めることに努めたため。

79

相模原市安全・安心まちづくり
推進協議会補助金

相模原市安全・
相模原市安全・安心
安心まちづくり
まちづくり推進協議
推進協議会運営
会
事業

18,700

・交通安全運動 年4回、防犯運動 年2回
・スケアード・ストレイト事業 年3回、補助事業 年2回
・こども110番の家活動支援、普及啓発
・青色回転灯装備車両（青パトカー）での巡回パトロールの実施

防犯及び交通安全に関する各種キャンペーン等を実施し、市民
の安全・安心まちづくりに関する意識の高揚等を図ることによ
り、交通事故件数及び犯罪件数が減少した。

市民、地域団体、事業者、行政機関等が一体となり、全市的・
全市民的な安全・安心まちづくり意識の普及、地域での自主的・
自立的な安全・安心まちづくり活動の支援に努めた。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民、地域団体、事業者、行政機関等が一体となり、交通事故
及び犯罪の減少に努めているため。

80

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
神明自治会
援事業

284

防犯カメラの設置につき、地域防犯に役立てた事が一番であるが、まだ 市民局
反対側が未設置なので、今後の検討事項である。
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

81

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
千代田７丁目自治会
援事業

722 千代田７丁目公園内に防犯カメラ３台設置した。

防犯カメラ作動中の看板や回覧等の周知により、住民の関心も高くな
り、十二分に抑止力になると確信している。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

82

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
双葉自治会
援事業

防犯カメラを実際に設置し、かつその旨の表示を掲示することにより、犯
罪の未然防止が期待できる。また犯罪が発生した場合には、記録画像
犯罪抑止のため、双葉自治会区域内に記録装置付き防犯カメラを設置
を関係部署に提供することにより、捜査に協力することができる。
1,458 し、その旨警告表示を行うことにより、地域の治安の向上を図った。また
なお昨年度、神奈川県の補助を受け自治会館周りに４台（補助金対象
犯罪が発生した場合には、記録を関係機関に提供し捜査に協力する。
は３台）の防犯カメラを設置し、それまで頻発していた青少年による小規
模犯罪が皆無となっている。

自治会区内でひったくり事案が発生し、南警察署からカメラ映像に関す
る問合せがあったが、電気工事が完了していなかったため協力できな 市民局
かった。今後とも、自治会会計が許す範囲で、逐次、増設したいと考え 交通・地域安全課
るが、専用の柱の設置、電配線や電気料金について課題が残る。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

83

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
ルネ東林間自治会
援事業

マンション周辺にて、器物破損等があったため、犯罪を未然に防ぐ目的
1,620 で、公道（くぬぎ台小学校通学路及び交差点）、東林間公園を対象に防 周辺地域の防犯力が向上した。
犯カメラを設置した。

設置により、周辺住民の意識の向上、及び、犯罪抑止力の強化が図れ 市民局
た。
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

84

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
溝上自治会
援事業

581 ちびっ子広場に防犯カメラ２台設置した。

多発している車盗難やいたずら事案に対し、防犯カメラによる防犯パト
ロールによって地域の安全・安心が図られた。

防犯カメラによる２４時間体制の防犯パトロールが実施出来た。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

85

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
若沼自治会
援事業

311 記録一体型街灯防犯カメラを１台設置した。

近隣住民が安心して暮らせる生活を守り、先に発生した放火事案の防
止対策にもなる。

カメラを設置することで、地域の防犯力が向上した。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

一般社団法人神奈川
人権センター

30

460

・人権擁護委員の研修
・中学生人権作文コンテストの実施
・啓発活動の実施
・神奈川県人権擁委員協議会への参加、協力 など

市民局
人権・男女共同参画課

防犯灯施設賠償責任保険への加入により、単位自治会による安全な
自治会が管理する1,374灯の防犯灯が原因となる事故等に適切に対
自治会の運営において、本補助金は欠かせないものであり、これによ
市民局交通・地域安全課
40 応できるよう、相模原市自治会連合会が防犯灯施設賠償責任保険に加 地域活動の推進を支援し、「個性豊かなコミュニティづくりの推進」に大
り、安全・安心で円滑な運営が図られ、組織の一体感がより図られた。
きく寄与している。
入した。

相模湖地区初めての防犯カメラを設置し、地区住民が安心して暮らせる 防犯カメラ設置により、住民の安全で安心して暮らすことが出来、地域
生活が出来る様になった。
防犯に貢献できる。

住民の関心も高く、犯罪の抑止力に必ずなるものと確信している。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

所管課

画質が向上し、鮮明になったことで、犯罪解決に役立った。引き続き、補
市民局
助事業が継続されるならば、利用させていただき、より地域の安全活動
交通・地域安全課
に寄与したい。

電話番号

86

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
青葉３丁目自治会
援事業

100

87

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
相模台商栄商店会
援事業

157 商店会街路灯に防犯カメラを設置した。

88

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
相模原駅前自治会
援事業

324

防犯対策として、公園に犯罪や放置を防ぐ為に防犯カメラを１台設置し 公園内への自転車の放置、器物破損、飲食物空き容器の放置等につ
た。
いて、抑制効果が見込める。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

89

相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
杉自治会
援事業

324

防犯カメラ設置・稼動の告知により、犯罪などの抑止に繋がると考える。 当会では従来より防犯カメラの設置について協議を進めており、補助金
市民局
杉自治会地域内の中心部になる追分交差点の日連消防団第一部詰所
地域住民が日夜安全に安心して生活出来るために、防犯カメラの設置 の利用により、本年度一ヶ所の設置となった。
交通・地域安全課
の道路側の一部を借用し、防犯カメラ・録画機器等を設置した。
更なる設置を目指し、来年度以降も取組を進めていく。
は意義深いと考える。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される
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相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
下九沢宮下自治会
援事業

79

宮下会館において、中高生がたむろし、喫煙、ごみの散乱などを行うほ
か、会館への落書きや壁面を燃やすなどの行為が多発したため、自治 中高生の行為に対し不安に思う自治会員が多かったが、防犯カメラを設 自治会内の防犯力を高めるとともに、自治会員の防犯に対する意識の 市民局
向上を図ることができた。
交通・地域安全課
会内の防犯力を高めることを目的に、防犯カメラ１台及び記録媒体、モ 置したことで防犯力が高まり、安心して生活が送れるようになった。
ニター等を設置した。

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される
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相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
上矢部団地自治会
援事業

285

防犯カメラを設置したことで、防犯等の抑止力の高揚が図られ、意識が 市民局
高まり、今後も数台の増設を行っていく。
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される
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相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
旭ヶ丘クラブ
援事業

320 防犯カメラ１台を電柱に取付けた。

防犯カメラの設置により、地区の警戒を行うことができ、路上犯罪の減
少、抑止を期待することができる。

市民局
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される
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相模原市防犯カメラ設置費補助金

防犯カメラ設置支
富士見四丁目自治会
援事業

321

当自治会は、住みよいまちづくりの一環として防犯活動を積極的に推進
しており、富士見公園内に防犯カメラを設置した。
防犯カメラの設置により、公園内の防犯対策に大きな成果を上げた。
立て看板等で積極的に周知する事により犯罪行為の抑止に役立てた
い。

地域内（自治会）で防犯意識が高まり、次年度も防犯カメラ設置の運気 市民局
が高まった。
交通・地域安全課

042‑769‑8229

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

94

公益財団法人相模原市まち・み
どり公社補助金

公益財団法人相
模原市まち・み 公益財団法人相模原
どり公社運営事 市まち・みどり公社
業

24,428

当公社における公益事業に係る事務局の管理運営に要する経費と
当公社の経営状況、事業の公益性を勘案した中で、公益事業に係
して、26,328,000円の交付を受け、当該各費用の支出に充当し
る事務局の管理運営経費等に充当することにより、円滑な事業運
た。
支出総額は、24,428,000円であり、残額1,900,000円は、精算返 営に資することができた。
戻した。

当公社は、市と密接な連携を保ち、都市環境の形成に必要な都市
施設やみどりに関する事業等を行うことにより、市勢の発展と市
総務局総務部
民福祉の向上に寄与することを目的としており、当該目的の達成
総務法制課
に向け、市の施策との連携や公社の円滑な事業運営に資すること
ができた。

042‑769‑9260

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

公社の設立目的に基づき、公益性を有する事業の円滑な運営に資
するものとして補助金の活用がなされている。また、公益財団法
人相模原市みどりの協会との合併を経て、経営の安定化、新たな
公益目的事業の創出等に向けて補助に見合う効果が得られている
ものと評価する。

34,193

1 人間ドック・脳ドック助成 人間ドック：1，621名・配偶者226名
脳ドック：
469名・配偶者 46名
2 インフルエンザ予防接種助成 （助成件数1,104件）
3 がん検診受検助成（助成件数110件）
4 ライフプランセミナー
Ⅰ 50歳を迎える会員
（対象者112名）
Ⅱ 定年退職を迎える会員 （対象者158名）
5 育休者セミナー（参加者121名）
6 年金相談会

会員の健康増進、心身のリフレッシュ、教養文化の向上、厚生の充実な 事業への参加状況や利用状況から所要の目的を達成することができ 総務局総務部
どに資する事業を実施することができた。
た。
職員厚生課

充分な実績が確
042‑769‑8338
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市職員厚生会は、地方公務員法第42条の規定に基づき、事業
主である市に代わり福利厚生事業を行っている。厚生会事業を実施す
る意義は、会員の元気回復や教養等の向上を図り、もって、より質の高
い行政サービスを市民等に対し提供すべく環境を創造することにある。
平成23年度からは、市交付金を充てる事業を職員の健康保持・増進
及び職員としての資質向上に貢献する事業等（厚生事業)に限定し、市
民理解の観点も踏まえながら、事業を展開しており、今年度においても
福利厚生の本旨に沿った事業が実施されたと考える。

1,000

【事業実績概要】
平成２８年
７月１４日 実行委員会
８月１７日 理事会
１１月１７日 基地の返還等、米軍基地問題に関する要請
【要請先】 在日米陸軍・第１軍団（前方）司令官、防衛大臣、外務大
臣、
駐日米国大使、米海軍厚木航空施設司令官
平成２９年
２月 ６日 市内視察（キャンプ座間、相模総合補給廠）
講演会（日米地位協定について）

本協議会において返還を要請してきた、相模総合補給廠の北側外周道
路部分について、今後の返還実現に向けた条件工事を進めるための現
地実施協定を平成29年3月1日に締結するに至った。
また、11月17日に実施した要請活動においては、基地が所在すること
により市や市民が抱えている、まちづくりへの支障や航空機騒音被害な
どの問題について、関係省庁や在日米陸軍、米国大使館に対し、その
実状を訴えるとともに、解決・改善を求めた。

市内の様々な団体で構成される市民協議会及び市が中心となり、市
民総ぐるみで継続して基地問題に取り組んできた結果、これまでにキャ
ンプ淵野辺や米陸軍医療センターの全面返還、相模総合補給廠の一部
返還・共同使用の実現など、本市のまちづくりに極めて大きな利益をも 総務局渉外部
渉外課
たらす成果を得ている。
平成28年度は、本協議会において返還を要請を行ってきた、相模総合
補給廠の北側外周道路部分について、今後の返還実現に向けた条件
工事を進めるための現地実施協定を締結した。

042‑769‑8207

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市内米軍基地の返還や、基地にかかる諸問題の解決に向けた、市民
が一丸となった取り組みにより、相模総合補給廠の一部返還、共同使
用の開始、北側外周道路部分の返還に関する日米合同委員会合意な
ど、大きな成果が得られている。

・各種団体への協議会への参加要請
・広報活動（「潤水都市さがみはら」啓発用グッズの作成）
・各種イベント等への参加協力
・市や各種団体と連携した事業の実施及び情報発信
・市への情報提供の協力
・会議の開催

・様々な機会を捉えて「潤水都市さがみはら」のロゴマークを使用し、全
市的な浸透に努めた。
・行政と連携した商品開発やプロモーション等の新たな事業展開が図ら
れた。
・行政への情報提供等を通じて、本市の魅力の創出に貢献した。
・行政が実施する各種イベントに協力し、本市の認知度向上に貢献し
た。

当協議会は、相模原市シティセールス推進指針にも掲げられているとお
り、官民一体となった全市的なシティセールスを推進する組織として設
立された経緯がある。平成２８年度は、行政のシティセールス推進事業 総務局渉外部
との連携のほか、各構成団体独自の事業実施に際してもシティセール シティセールス・親善交流課
ス推進に努めてきた。今後は協議会として自主的な事業展開も検討して
いきたい。

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市シティセールス推進協議会は、市と連携したプロモーション活
動等を中心に、官民協働により本市の知名度や都市ブランドの向上を
図るためのシティセールスを推進しており、所管課ではその効果も認識
している。
今後は協議会としての事業を実施するなど、さらに幅広い事業展開を期
待するところである。

平成29年３月には大学生1名が卒業・就職し、高校生1名が念願の大学
進学を果たした。継続の看護学院生は病院実習で高い評価を受け就職
を望まれたが、更に資質を高めたいと勉学に励んでいる。他の継続の
高校生・大学生もアルバイトと勉学の両立に苦労しながら目標に向かっ
て努力している。当協会主催の民際パーティや桜まつりのブースなどに
も積極的に参加して会員や市民との交流を深めている。

奨学金活動の事業は平成28年11月で通算５６回を数え、奨学金贈呈者
は優に４００名を超える。窮乏の中でも理想を失わず学んだ人々は今や
自国のために貢献する一方で日本と自国の懸け橋としての役割を果た
している。又、社会人として国内でめざましい活躍をしている人や温かい
総務局渉外部
家庭を築いている人も多い。彼らは相模原で奨学金を通して日本人を
シティセールス・親善交流課
知り、日本への理解が深まったという。小さな一歩だが地に足のついた
真の国際理解がこの地から始まることは非常に意義深い。それは平和
への一歩、奨学金創始者の故伊倉二郎氏が心から平和を願い続けてこ
られた所以でもある。この歩みを可能な限り継続したいと願っている。

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

外国人留学生等に奨学金を贈呈するという当団体の事業は、国際協力
の推進に資するものであり、さがみはら国際プランの趣旨にも合致して
いることから、市としても評価できるものである。

「子ども留学交流事業」は、相互理解が深まっただけでなく、子どもたち
各共和国の首脳、各事業関係者、市民が相互理解をさらに深めるととも
の市域を越えた体験交流は、次代を担う世代の貴重な体験として、子ど
に、子どもたちの交流やスポーツ交流、そして、特に経済交流の面で
総務局渉外部
もたちの心に残る事業となった。また、「銀河連邦フォーラム」「各共和国
は、各共和国の特産品の販売促進等が図られ、各方面で多彩な交流が
シティセールス・親善交流課
での物産展」への参加による経済交流は、各共和国の特産品の流通や
行われた。
販売促進につながり、民間レベルでの交流に発展している。

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもたちの体験交流は、次世代の健全育成に寄与しており、また、経
済の面でも、本市の経済振興に対し、メリットのある交流となっており、
補助事業として成果があるものと評価する。

本協会は昭和55年の発足以来、日中両国の市民相互の友好関係を深
めるため、訪中団の派遣、中国展の開催など各種友好親善事業を行っ
3月27日に無錫市対外友好協会主催の歓迎レセプションに出席し、尺八
ている。これまで本協会が主体となり、今回を含め４７回、延べ９３３人
の演奏を披露した。3月28日には、桜友誼林30周年を記念した記念植樹
の相模原市民を無錫市をはじめ中国各地へ派遣し、無錫市対外友好協
この度の訪問により、中国及び無錫市に対する理解を更に深めるととも 総務局渉外部
45
や無錫国際花見ウィーク開幕式に参加するなど、無錫市の関係者との
会との交流など、日中両国の民間交流を推進している。
に、無錫市民との友好交流を一層図ることができた。
シティセールス・親善交流課
交流を深めることができた。また、北京においては、世界文化遺産の故
宮や人民大会堂などを視察し、中国の歴史や文化への理解を深めた。
【平成２８年度実績】
平成２９年３月２６日〜３０日（９名） 上海・無錫・北京

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市の国際交流事業を推進していく上で､こうした市民主体の交流は重
要なものと考えている。市日中交流協会はこうした民間分野における中
国との交流において長い歴史があり､定期的に訪中団を派遣するなど着
実な事業実績があり、今後も中国との交流において主要な市民団体とし
て活躍が期待できるものである。

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市の国際交流事業を推進していく上で、こうした市民主体の交流は重
要なものと考えている。相鑑舎はこうした民間分野における中国との交
流において、絵画や写真の展示会等の事業を定期的に実施しており、
今後も中国との交流において主要な市民団体として活躍が期待できる
ものである。

042‑707‑7045

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市の国際交流事業を推進していく上で､このような市民主体の交流は
重要なものと考えている。相模原青年会議所は､平成24年度より韓国と
のホームステイ事業を毎年実施するなど継続的な事業実績があり、今
後も日韓の交流における市民団体としての活躍が期待できるものであ
る。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

給付金を給付することで、低所得の高齢者を支援することができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

給付金を給付することで、低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援
することができた。

95

職員厚生会交付金

相模原市職員
厚生会事業

相模原市職員厚生会

96

相模原市米軍基地返還促進等市
民協議会補助金

相模原市米軍基
地返還促進等市 相模原市米軍基地返
民協議会活動運 還促進等市民協議会
営

97

相模原市シティセールス推進協議
会補助金

シティセールス推 相模原市シティセール
進事業
ス推進協議会

98

相模原市国際化推進事業支援金

国際協力事業

相模原市国際交流協
会

99

銀河連邦サガミハラ共和国補助金

銀河連邦サガミ
ハラ共和国事業

銀河連邦サガミハラ共
和国

100

相模原市国際化推進事業支援金

国外都市交流事 相模原市日中交流協
業
会

101

相模原市国際化推進事業支援金

国外都市交流事
相鑑舎
業

102

相模原市国際化推進事業支援金

国内交流事業

103

年金生活者等支援臨時福祉給付
金
（高齢者向け）

150

青葉三丁目自治会内へのアクセス道路５ヶ所に、より高性能な防犯カメ 青葉三丁目自治会内の防犯活動及び犯罪抑止に大いに期待が出来
ラを設置した。
る。

自己評価

防犯カメラ設置から日が浅く、実績は上がっていないが、抑止効果は出
抑止効果は出ていると考える。
ていると考える。

※春・秋の年2回 私費留学生、難民・外国出身の子女等へ奨学金贈呈
第55回贈呈式 平成28年 4月29日 奨学金贈呈9名、卒業祝金1名
第56回贈呈式 平成28年11月 3日 奨学金贈呈8名
※奨学金の資金作りのための事業
150
平成28年4月2 ・3 日 桜まつりに参加
平成28年10月2日 国際交流ラウンジフェスティバルでバザー開催
※交流と支援 平成29年2月5日 民際パーティ（日本語スピーチや交
流）

6,790

平成２６年２月にサウザンロード本通りに１７台の防犯カメラを設置した
が、通りを撮影する防犯カメラは周辺には少なく、町の安全安心の為、 商店会は零細個人商店の集まりで、高齢化もあり衰退気味である。防
防犯カメラを増設して、ひったくり等のトラブルに対応できる協力を図る 犯カメラを設置することで安全安心なまちづくりの一端を担えると考え
努力をしている。数件の事件解決に繋がり、地元警察との協力に役立っ る。来年度もこの補助金があれば再び利用したい。
ている。

・「銀河連邦フォーラム」への参加
・「銀河連邦カクダ共和国加盟調印式」及び「第４３回市民桜まつり」へ
の各国首脳招待及び銀河連邦物産展の開催
・「銀河連邦子ども留学交流事業」への参加
・スポーツ交流（サッカー、スピードスケート、マラソン）
・各共和国での銀河連邦物産展への参加

防犯カメラを設置する事により、犯罪抑止に繋がった。
また、犯罪が発生した場合の検証等に利用ができる。

広い公園は１台のカメラではカバーできず、複数台のカメラが必要と考
える。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

開催式では、団長の挨拶の他、無錫企業写真家クラブ会長が挨拶。展
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相模原青年会議所

年金生活者等支援
臨時福祉給付金
個人
（高齢者向け）給付
事業
年金生活者等支援
年金生活者等支援臨時福祉給付 臨時福祉給付金
金
（障害・遺族基礎年 個人
（障害・遺族基礎年金受給者向け） 金受給者向け）給
付事業

覧会場では、江成常夫氏による出展作品の解説やフォトシティさがみは
写真のまち相模原を無錫市の皆様にご紹介するとともに、両国の現代
平成２８年１０月２９日から１１月１２日までの期間で、無錫市において、
らの理念などを紹介するなど、交流を図ることができた。シンポジウムで
総務局渉外部
写真の交流の可能性と、未来についてシンポジウムで語らうなど、両市
20 フォトシティさがみはら収蔵作品と、江成常夫氏等の作品を展示する「日
は、過去を参照しながら未来を紡いでいくことの重要性や、それを可能
シティセールス・親善交流課
中友好写真交流展」を実施した。
の今後の交流に繋がる活動となった。
にする写真の持つ可能性を基に、両国の出席者の間で活発な意見交
換がなされた。

150

韓国釜山青年会議所と相模原青年会議所の交流は３４年目を迎え、今
３４年間引き継がれてきた絆を今後も引継ぎ、より強固なものにし、互い
互いの国を行き来し交流を深めることで、それぞれの文化を知る事がで
年も社団法人韓国釜山海雲台青年会議所より、１３名のメンバーに来日
の理解をさらに深めることで更なる発展に繋がります。我々の世代だけ 総務局渉外部
き、理解を深めることができました。また、真剣に意見交換をし、発展へ
でなく、次世代へ継承する事で、日韓両国の発展へと繋がると考えま
シティセールス・親善交流課
していただきました。様々な関係各所が参加する団体の中で、両者が姉
と繋がったと思います。
妹青年会議所として交流を行いました。
す。

1,439,310 対象者1人につき30,000円 × 47,977人 ＝ 1,439,310千円

102,120 対象者1人につき30,000円 × 3,404人 ＝ 102,120千円

低所得の高齢者を支援し、消費の下支えに資することができた。

国の通知に基づき、適正に給付することができた。

低所得の障害・遺族基礎年金受給者を支援し、消費の下支えに資する
国の通知に基づき、適正に給付することができた。
ことができた。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑8636

042‑707‑8636

防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。
防犯カメラの設置により、犯罪の抑止効果とともに、地域の防犯意識の
向上にもつながり、安全で安心なまちづくりに充分な成果があったものと
考える。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

消費税率引上げに際し、対象となる所得層への影響を緩和することが
できた。

左のように評価した理由

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑8636

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各事業とも問題なく執り行うことができ、福祉の増進を図れたことによ
各事業を通じ、戦没者の冥福を祈ると共に、福祉増進、慰藉、社会福 り、評価できる。
また、戦争の悲惨さ、平和の尊さを後世に伝えるため、平成22年度か 健康福祉局福祉部
祉の高揚及び平和国家の建設に寄与することができた。
また、会員の相互扶助及び研修等を行うことでより一層の会員間の交 ら「桜まつり」の際に実施している平和祈念事業パネル展については、 地域福祉課
今後、戦争体験者が減少する中、当該事業を継続的に展開することが
流や社会福祉知識向上に努めることができた。
大切なことであると考えている。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各事業を通じ、戦没者の冥福を祈ると共に、福祉増進、慰藉、社会福
祉の高揚及び平和国家の建設に寄与することができている。また、研修
等を通じ、会員の相互間協力を図れていることも評価できる。
市慰霊塔において参拝事業の開催を行う他、今後も引き続き、戦争の
悲惨さ、平和の尊さを後世に伝えるための「平和祈念事業パネル展」を
展開する等の各事業を執り行い、福祉の増進に努めてもらいたい。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

民生委員・児童委員が事故等にあった際の見舞金などを支給する当
該互助共励事業を通じ、地域の担い手である民生委員・児童委員が民
生委員活動を安心して行うことができている。

・事業実績のとおり、市福祉行政をはじめ、関係団体への協力を行なう
とともに、各地区においても地域住民と密接した活動ができている。ま
た、民生委員・児童委員自らが研修・PR活動等を企画し自己研鑽に努
めた。

・計画どおりの事業が遂行できている。市民への民生委員・児童委員活
動への理解を促すため、継続して市民まつりに参加し、充実したPR活
動が展開できた。また、研修事業については、市社協が実施する民生
健康福祉局福祉部
委員・児童委員研修の企画内容を検討し、民生委員・児童委員の資質
地域福祉課
の向上に努めることができた。
・常任理事会や各種委員会活動など、委員の積極的な意見により、自
主的な運営が行われている。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

民生委員・児童委員は、地域に密着した活動が期待されるとともに、
行政の関係各課とのパイプ役として、地域住民には必要不可欠な存在
と考える。
当該民生委員・児童委員に対し、日頃の活動に支障をきたさないよう
意見交換等を積極的に行うとともに、平成２３年度から市民生委員児童
委員協議会と進めている民生委員の活動しやすい環境づくりを行うこと
が重要と考えている。

社会福祉法人相模原
市社会福祉協議会

市からの補助により、 「みんなで支えあい 地域の力が育む 人にや
さしいまち さがみはら」の実現に向け、地域の各種団体及び福祉施設
との連携・協働による地域の支えあい活動推進に向けて各種事業に取
16,251 り組んだ。
平成２７年度からモデル３地区に配置された「コミュニティソーシャル
ワーカー」の取組みの促進、また、「生活支援コーディネーター」を市内２
９の日常生活圏域に配置し、高齢者を支える仕組みづくりを進めた。

市社会福祉協議会は、平成１２年の社会福祉法の改正により「地域福
祉の推進を図ることを目的とした団体」として位置づけられている。市か
らの補助金を活用し、第８次地域福祉活動計画の基本理念である「みん
なで支えあい 地域の力が育む 人にやさしいまち さがみはら」の実現
に向け取り組みを進めた。

事業実績に記載したコミュニティソーシャルワーカーの配置、生活支援
コーディネーターの配置のほか、高齢者、障害者の権利擁護事業として
「市民後見人」の育成を目的に「市民後見人養成研修」を実施し、第１期 健康福祉局福祉部
生として１６人が研修を修了した。また、各種貸付事業や「食料品等緊 地域福祉課
急一時給付事業」、生活困窮者支援を行う団体（１１団体）への助成事
業により、生活困窮者の支援を行った。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市社会福祉協議会は、平成２７年度を始期とする、地域福祉活動計
画、強化発展計画、財政計画を策定し、コミュニティソーシャルワーカー
の配置、使途を明らかにした寄附金の募集など、これらの計画に基づく
施策について、着実に取り組んでいる。
また、社会福祉法の改正に伴い、課題別検討委員会を立ち上げ、地
域と施設の協働による社会貢献について検討を重ね、「さがみはら何で
も解決！地域の知恵袋プロジェクト」を策定するなど、地域における課題
解決に向けて積極的に取り組んでいる。
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社会福祉協議会運営助成費（職員 社会福祉協議会 社会福祉法人相模原
給与費）
運営事業
市社会福祉協議会

市からの補助により、 「みんなで支えあい 地域の力が育む 人にや
さしいまち さがみはら」の実現に向け、地域の各種団体及び福祉施設
との連携・協働による地域の支えあい活動推進に向けて各種事業に取
426,664 り組んだ。
平成２７年度からモデル３地区に配置された「コミュニティソーシャル
ワーカー」の取組みの促進、また、「生活支援コーディネーター」を市内２
９の日常生活圏域に配置し、高齢者を支える仕組みづくりを進めた。

市社会福祉協議会は、平成１２年の社会福祉法の改正により「地域福
祉の推進を図ることを目的とした団体」として位置づけられている。市か
らの補助金を活用し、第８次地域福祉活動計画の基本理念である「みん
なで支えあい 地域の力が育む 人にやさしいまち さがみはら」の実現
に向け取り組みを進めた。

事業実績に記載したコミュニティソーシャルワーカーの配置、生活支援
コーディネーターの配置のほか、高齢者、障害者の権利擁護事業として
「市民後見人」の育成を目的に「市民後見人養成研修」を実施し、第１期 健康福祉局福祉部
生として１６人が研修を修了した。また、各種貸付事業や「食料品等緊 地域福祉課
急一時給付事業」、生活困窮者支援を行う団体（１１団体）への助成事
業により、生活困窮者の支援を行った。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市社会福祉協議会は、平成２７年度を始期とする、地域福祉活動計
画、強化発展計画、財政計画を策定し、コミュニティソーシャルワーカー
の配置、使途を明らかにした寄附金の募集など、これらの計画に基づく
施策について、着実に取り組んでいる。
また、社会福祉法の改正に伴い、課題別検討委員会を立ち上げ、地
域と施設の協働による社会貢献について検討を重ね、「さがみはら何で
も解決！地域の知恵袋プロジェクト」を策定するなど、地域における課題
解決に向けて積極的に取り組んでいる。
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社会福祉協議会運営助成費
（南区地域福祉交流ラウンジ運営
経費）

南区において様々な福祉分野で活動する団体や区民が、自主的・主
体的に活動し、相互に交流する場を提供するとともに、福祉に関する情
12,045 報を広く発信した。また、南区地域福祉交流ラウンジ主催のボランティア
講座を開催し、地域活動への協力者を育成した。平成２８年６月１４日に
は、開設以来の延べ来場者数が５万人に達した。

ボランティア講座は、南区内の５地区から計１２名の参加があり、南区
内の担い手養成の一助となった。また、利用者団体の懇談会を開催し、
各団体間で活動状況の把握や交流、連携を図ることができた。さらに、
利用者サービスの向上を図るため、平成２９年度より開設時間、利用時
間を午前９時３０分から午前９時に変更する旨の施設利用に関する要
綱改正を行った。

事務局主導ではなく、運営協議会、運営委員会、利用者団体懇談会を
開催し、自主的な運営体制を構築していく取り組みは、ある程度進めて
いくことができている。ボランティア講座は南区内の５地区からの参加者 健康福祉局福祉部
があり、南区の拠点としたラウンジの機能が生かされた取り組みであっ 地域福祉課
た。今後は、ラウンジの立地条件の良さ、管理運営をしている市社協の
専門性を活かした取り組みを更に展開できればと考えている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

南区地域福祉交流ラウンジの来場者数や利用者団体登録者数は着
実に増えており、地域福祉に関する活動の場としての役割を果たしつつ
あると言える。
地域福祉の担い手の確保・養成のために、ボランティア講座を新たに
開催するなど、市社協の強みと立地条件を活かした管理運営が行われ
ている。
今後も、地域住民に施設の存在や活用方法の周知を図るとともに、市
社協の持つ福祉のネットワークを生かしながら、地域住民の福祉活動を
支援していく必要がある。

低所得者を対象に平成26年度の消費税率引き上げによる影響緩和や
消費の下支えに資することができた。

臨時福祉給付金

臨時福祉給付金給
個人
付事業
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相模原市戦没者遺族会補助金

相模原市戦没者 相模原市戦没者遺族
遺族会運営事業 会

・第６回平和祈念事業パネル展を桜まつりにおいて実施
・慰安激励大会(靖国神社参拝)
・神奈川県戦没者追悼式に参加
・全国戦没者追悼式に参加
1,490
・市慰霊塔参拝事業開催
・第６５回相模原市戦没者合同慰霊祭に参加
・第４０回みたま祭り開催
・相模原戦没者遺族会通信の発行（２回）
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相模原市民生委員児童委員協議
会互助共励事業等補助金

相模原市民生委
相模原市民生委員児
員児童委員協議
童委員協議会
会互助共励事業

・平成２８年度全国民生委員児童委員互助共励事業の会費として、本 ・民生委員・児童委員の互助と共励を基盤とした活動の充実・振興を十
・適正かつ円滑な予算の執行及び事業の運営に努めることができた。
1,167 市民生委員児童委員協議会会費及び本件補助金を原資に全国社会福 分に図ることができた。
祉協議会に納付した。

105

108

109

112

113

114

相模原市民生委員児童委員協議
会運営補助金

相模原市民生委
相模原市民生委員児
員児童委員協議
童委員協議会
会運営事業

社会福祉協議会運営助成費（運営 社会福祉協議
費）
会運営事業

福祉コミュニティ形成事業補助金

地域福祉推進補助金

生活資金一時貸付事業交付金

社会福祉協議会 社会福祉法人相模原
運営事業
市社会福祉協議会

福祉コミュニティ
形成事業

社会福祉法人相模原
市社会福祉協議会

259,077 対象者1人につき3,000円 × 86,359人 ＝ 259,077千円

・各研修及び大会等に積極的に参加し、活動に必要な技術や情報等を
習得（延べ1,500名以上が参加）した。
・市民まつりでのＰＲ活動実施。リーフレット及び市民児協焼印入り煎餅
の配布を行った。民生委員・児童委員強化週間では3区においてＰＲ活
動を展開。児童虐待防止月間では橋本駅・相模大野駅で街頭キャン
ペーンに協力をし、積極的な啓発活動を行った。
・市福祉月間への協力（敬老金支給及び各地区敬老会等への協力及び
8,573
参加）
・各地区民児協に対する助成制度を実施し、地区民児協が行う啓発活
動や研修事業を支援した。
・市社会福祉協議会事業への協力（共同募金活動、市社協賛助会費
等）
・関係団体主催の会議及び行事への参加・協力を行なった。

国の通知に基づき、適正に給付することができた。

市地域福祉計画及び市社協地域福祉活動計画に基づき地域におけ
福祉コミュニティとは、その地域に住んでいる人が自分らしくいきいきと
る福祉課題の発見・共有・解決の仕組みづくりが必要とされ、特に市社
安心して生活できるように支え合う地域社会を目指した取り組みであり、
協地域福祉活動計画では、このような仕組みづくりを推進する中核とし
地域福祉の推進に向けて非常に重要なものである。
て地区社会福祉協議会を位置づけている。その結果一部の地区では、
地域福祉推進会議を設置した各地区社協に助成金を交付し、福祉コ
地域の福祉課題やその解決策を住民同士が話し合いながら実践する
現在の福祉課題は何か、その課題に即した事業を実施できているか等 健康福祉局福祉部
8,308 ミュニティ形成事業を推進してきた。
ことにより、支えあいの意識や、住民の絆づくりが促進し、地域福祉の推
を見つめ直す時間を設けるとともに、地域課題解決のための活動拠点 地域福祉課
平成26年度から指定を受けている４地区（小山・大野北・上溝・大野
進が図られた。
整備や、地域における見守りやボランティア支援等の仕組みづくりがさ
北）については、地域福祉支援員（非常勤職員）の勤務日を週３日から
らに進められた。このように、本事業をきっかけに地域課題や地域事業
週４日に増やし、事業基盤の確立と事業実施に向けての支援を強化し
の見直し、検討、実施がさらに活発化しており、全ての地区の福祉活動
た。
に好影響をもたらし更なる発展が期待できるものと考える。

地域福祉推進事 社会福祉法人相模原
業
市社会福祉協議会

「福祉への理解と意識の向上」と「ネットワークで福祉の力を伸ばす」こ
とを目的に次のとおり地域福祉活動を推進した。
○身近な地域の困りごとに気づき、受けとめる意識づくりを目的に、各
種イベントや講座等でメッセージカードの回収や小学生向けに「おもいや
りチャーム」の配布を行った。
○小・中学校や高等学校の福祉教育活動等の促進を目的に、各種体験
等を行う「みんないいひと体験講座」を実施。学校への情報提供や助
言、講師調整等を行うほか、高等学校への助成活動を行った。
675
○市内在住・在学の中・高校生を対象に、保育園や高齢者・障害者施設
等のボランティア活動の体験である「ボランティアチャレンジスクール」を
開催し、福祉への理解促進を図った。
○災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、「災害ボラン
ティアセンター立ち上げ訓練」や「災害ボランティアコーディネーター養成
講座」を開催した。また、災害時に防災ボランティアセンターの運営に携
わる相模原災害ボランティアネットワークに加入し連携するとともに、団
体への助成を行った。

市社会福祉協議会は、平成１２年の社会福祉法の改正により「地域福
祉の推進を図ることを目的とした団体」として位置づけられている。市か
らの補助金を活用し、第８次地域福祉活動計画の基本理念である「みん
なで支えあい 地域の力が育む 人にやさしいまち さがみはら」の実現
に向け取り組みを進めた。

上記目的の達成をめざし取り組みを進めることができた。
第８次地域福祉活動計画に基づき、若い世代の福祉意識の向上を目
指し、「おもいやりチャーム」の配布、「みんないいひと体験講座」の実
施、ボランティアチャレンジスクールの開催等多様な働きかけを行った。
「みんないいひと体験講座」は受講人数が増加している。
また、大規模災害の発生を背景に、地域での防災に関する関心が高
健康福祉局福祉部
まり、「災害時要援護者支援訓練」や「災害ボランティア受付訓練」等に
地域福祉課
おいて、従来の訓練に加え、実際の災害時を想定した訓練や日ごろか
らの近隣関係の大切さを理解できるような訓練を希望する団体からの
相談が増えている。
様々な活動を通じ、第８次地域福祉活動計画の重点目標である「地域
で顔の見える関係、支えあう関係づくり」の必要性やそれに対しての取り
組みが広がっていると考えられる。

生活資金一時貸 社会福祉法人相模原
付事業
市社会福祉協議会

・一時的に生活に困窮し、かつ他からの借入が困難と認められる世帯に
対し、担当民生委員の助言および援助のもとに生活資金、修学資金の
762 一時貸付を行った。
・滞納者に対しては督促状の発送(２回 延べ408件)、職員による訪問調
査(109件)を実施した。

・一時的な生活支援の貸付により、緊急避難的な支援につながった。
・世帯状況によっては、資金相談のみならず、抱えている生活課題に対
する相談にも応じ、他制度相談窓口の紹介等を行った。
・借受者の償還の負担を軽減し、確実な償還が実施されるよう電話や訪
問等により生活状況を把握する等、民生委員と連携を図りながら借受世
帯への支援を継続して行った。
・生活費だけでなく、出産時に必要な出産予約金や中学校・高等学校へ
の入学準備金等、他制度による対応が困難な費用の貸付も行うことが
できた。

・償還率（償還計画通り、計画の月内に償還があったもの）が３１．４４％
と、借受世帯の生活状況の厳しさが伺われた。
・電話や訪問については、昨年度に引き続き、日中だけでなく夜間（１７
時３０分〜１９時）の時間帯にも行い、より多くの借受者の生活状況の把
健康福祉局福祉部
握や償還指導を図ることができた。
地域福祉課
・貸付の是非に限らず、相談者の生活に対して幅広く相談に応じるよう
努め、生活支援課や自立支援相談窓口等関係機関との連携を図った。
また、コミュニティソーシャルワーカーとの協力により、多子世帯の生活
支援を行ったケースもあった。

042‑769‑9222

042‑769‑9222

042‑769‑9222

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市の地域福祉計画に基づき、福祉コミュニティ形成事業の実施地区
を着実に拡大した結果、現在は市内２２地区で事業を実施できており、
地域の課題を地域住民が自ら解決する仕組みが進んでいる。
一部の地区では、福祉コミュニティ形成事業として、地区ボランティア
センターの運営に取り組んでいる。これは市地域福祉計画で重点的な
取組の１つに掲げる「地域の相談支援機能の充実」に結びつくもので、
地域福祉の推進に寄与している。
また、平成２８年度には市地区社協、市社協、市で協議して事業の見
直しを実施した。
今後も、各地区の意見を踏まえ、必要に応じて制度の見直しを行うな
ど、事業の継続性を確保に取り組むことを期待する。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小学生から高校生までを対象に福祉教育を通じた地域福祉の新たな
担い手の育成を推進するとともに、災害時の地域での支援体制整備な
どに取り組んでおり、「地域で顔の見える関係、支えあう関係づくり」の推
進に寄与している。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

生活にお困りの方への支援について、窓口での受付、資金貸付を行う
だけではなく、電話や訪問を行うなどきめ細かい支援を行うことができて
おり、評価できる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

相模原市保護司 相模原市保護司会協
会運営事業
議会

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

・さがみはら市民桜まつりに参加し、ひまわりの種子を配布
・地区内で街頭啓発活動を実施（7月1日）
953 ・神奈川医療少年院を訪問し、院生と交流
・各地区ふるさとまつりに参加し、啓発活動を実施
・その他、研修等を実施し、保護司としての識見の向上

社会を明るくする運動を中心とした啓発活動を行ない、地区内
の多数の方に、犯罪の予防と罪を犯した人たちの更生について理
解を呼びかけた。地区内多数の場所で行なっており、効果を得ら
れた。また、保護司として自らの研鑚をし、今後の活動に活かせ
るよう、定期的に研修を行なった

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保護司の職務は、犯罪を犯した者の改善及び更生を助けるととも
に、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もって地域社会の浄化
をはかり、個人及び公共の福祉に寄与することである。
相模原市保護司会協議会では、相模原市社会を明るくする運動
実施委員会の事業への協力等、犯罪予防活動を積極的に行なって
おり、また、保護司の本来業務と言える、犯罪を犯した者への処
遇についても研修を定期的に行ない、研鑚をしている。
地区内で保護司の果たす役割は大きく、その事業、活動につい
ても高く評価されるものであると考える。

平成28年度は、桜まつりをはじめ、ふるさとまつり等の地域のイ
ベント会場にて啓発活動を行い、地区内の多数の方に、犯罪予
防、更生保護活動を実施することができた。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会が行う、生活福祉資金(要保
「生活福祉資金の貸付について」（平成21年7月28日付け、厚生
護世帯向け不動産担保型生活資金)貸付事業の貸付のための原資(対
将来にわたりその住居に住み続けることを希望する、要保護状態
労働事務次官通知、社援0728第9号）に基づいて行われる要保護世
象世帯に対する貸付元金総額から 元金償還額総額を除いた額)
となる高齢者世帯に対して、生活資金の貸付により自立を支援す
帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資であり、公益性及び社会
○平成28年度貸付総額：990,000円
ることができた。
貢献度は極めて高い。
○平成28年度償還額 ：0円
○差額：990,000円

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑7021

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、厚生労働事務次官通知に基づき、都道府県社会福祉協
議会が行う要保護世帯向け不動産担保型生活資金の貸付原資を補
助するものであり、本市が所管する要保護者が所有する資産（居
住用不動産）に住み続けながら、生活維持のために適切に活用さ
せる一助となった。

身体又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難
な被保護者を入所させて生活扶助を行う施設であり、公益性及び社会 補助事業により、借受人に対する適切な貸付けを行うことができた。
貢献度は極めて高い。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑7021

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、社会福祉法人が行う社会福祉事業に対する運営補助であ
り、本市が委託している被保護者の適切な処遇を確保するための一助
となった。

115

相模原市保護司会補助金

116

生活福祉資金(要
要保護世帯向け生活資金貸付事業 保護世帯向け不 神奈川県社会福祉協
動産担保型生活 議会
補助金
資金)貸付事業

117

施設人件費、施
救護施設：平塚ふじみ
相模原市救護施設及び更生施設運
設管理費及び事
園
営費補助金
業費

118

施設人件費、施
相模原市救護施設及び更生施設運
設管理費及び事 救護施設：浦舟園
営費補助金
業費

121

４月分
単価６，９６３円／月× １人 ＝６，９６３円
５月分
単価６，９１０円／月× １人 ＝６，９１０円
６〜７月分 単価６，６７３円／月× ２人 ＝１３，３４６円
８〜３月分 単価６，７９２円／× ８人× ＝５４，３３６円
合計 ８１，５５５円
※施設を所管する県・市が算出した補助単価とする。

身体又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難
な被保護者を入所させて生活扶助を行う施設であり、公益性及び社会 補助事業により、借受人に対する適切な貸付けを行うことができた。
貢献度は極めて高い。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑7021

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、社会福祉法人が行う社会福祉事業に対する運営補助であ
り、本市が委託している被保護者の適切な処遇を確保するための一助
となった。

119

施設人件費、施
相模原市救護施設及び更生施設運
設管理費及び事 更生施設：甲突寮
営費補助金
業費

335

単価３，６００円／月×１人× ＝４３，２００円
※施設を所管する県・市が算出した補助単価とする。

身体又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難
な被保護者を入所させて生活扶助を行う施設であり、公益性及び社会 補助事業により、借受人に対する適切な貸付けを行うことができた。
貢献度は極めて高い。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑707‑7021

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、社会福祉法人が行う社会福祉事業に対する運営補助であ
り、本市が委託している被保護者の適切な処遇を確保するための一助
となった。

120

相模原原爆被災者の会補助金

相模原原爆被災 相模原原爆被災者の
者の会運営事業 会

○市役所本庁舎ほか市内各所で「原爆展」を実施
276 ○被爆者による証言活動の実施（小・中学校等）
○市民平和のつどいに参加 など

被爆証言活動によって被爆当事者の声を次世代へ直接語り継ぐこと
により、核兵器廃絶などの平和思想の普及を図った。

健康福祉局福祉部
地域福祉課

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会員の高齢化が進行しつつも、被爆証言活動などが積極的に継続さ
れており、市民への平和思想の普及に貢献している。
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相模原市更生保護女性連盟補助
金

相模原市更生保
相模原市更生保護女
護女性連盟運営
性連盟
事業

135

女性の立場からさまざまな事業を展開し、更生保護の心を広め、次代を
担う青少年の健全な育成に努めるとともに、関係団体と提携しつつ、過
健康福祉局福祉部
ちに陥った人たちの更生のための支えとなるよう活動を行っている。毎
地域福祉課
月行なっている神奈川医療少年院慰問など、地域における更生保護活
動の啓発に努めるとともに、研修会を開催し、自己研鑽に励んでいる。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

更生保護女性会は、長年にわたり、保護司会と同様、地区内の犯罪の
予防、更生保護への理解を深めるための活動を行なっている。神奈川
医療少年院慰問では、女性ならではの立場から、少年たちに母親のよう
に接し、誕生会、縫製作業を行なうなかで、立ち直りの手助けとなってい
る。相模原市社会を明るくする運動実施委員会の事業にも積極的に協
力、取り組みを行なっており、地区内で果たしている役割は大きく、その
事業、活動についても高く評価されるものであると考える。
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相模原市社会を明るくする運動補
助金

相模原市社会を
相模原市社会を明るく
明るくする運動運
する運動推進委員会
営事業

・さがみはら市民桜まつり会場にて啓発物品の配布
・社会を明るくする運動啓発ポスターの掲示（市内小中高校）
569 ・作文コンテストへの参加（41校840名）
・街頭啓発キャンペーンの実施（7月1日実施のべ222名が参加）
・社会を明るくする運動の集いを開催（7月29日アリオ橋本にて）

相模原市保護司会協議会、相模原市更生保護女性連盟などの更生
保護団体や福祉関係団体、青少年健全育成団体を中心に事業を展
市内全域で社会を明るくする運動を展開することができ、一定の効果を
開。
健康福祉局福祉部
各事業への多数の方の参加を得た。また横断幕や懸垂幕、ポスターの 上げられた。今後も引き続き、相模原市において、より積極的に事業を
地域福祉課
掲出、啓発物品の配布など市内一円で運動のPRを実施。メイン事業で 展開を図りたい。
ある「社会を明るくする運動の集い」は、市内の大型商業店舗のステー
ジにてイベント形式で開催。

042‑769‑9222

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会を明るくする運動 は、すべての国民が犯罪の防止と罪を犯した
人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうという法務省主唱の全国的な
運動であり、本市においても内閣総理大臣のメッセージを受け、推進委
員会を組織し、上記のとおり運動のPRを行っている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

一般の歯科診療所では、治療困難な障害者の歯科診療及び寝たき
り高齢者等の訪問歯科診療を延べ369日実施し、延べ約5,200人に
対し歯科診療事業を実施した。
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障害者歯科診療所運営費補助金

健康福祉局福祉
公益社団法人
部
相模原市歯科医師会
地域医療課
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休日急病医科診療所運営費補助
金

健康福祉局福祉
一般社団法人
部
相模原市医師会
地域医療課

990

単価３，５１３円／月 × ２１６人 ＝ ７３４，２１７円
単価５６２，２３１円／年 × １人 ＝ ５６２，２３１円（処遇困難者１）
1,433 単価５６，２２３円／年 × ２人 ＝ １１２，４４６円（処遇困難者２）
合計 １，４０８，８９４円
※施設を所管する県・市が算出した補助単価とする。

・設立総会、役員会、新年会を開催した
・桜まつり、街頭啓発キャンペーン等の社会を明るくする運動に参加した
社会を明るくする運動への協力など、犯罪予防活動を積極的に行なっ
・神奈川医療少年院慰問を行なった
た。また、母親的立場から少年たちの更生へのいしずえとなるよう、
（誕生会（毎月）、あすなろ寮生社会訓練（毎月２回程度）、
医療少年院訪問活動を継続して行なっている。
縫製作業6/3、11/9、盆踊り7/26、運動会10/8）
・11/3麻薬覚せい剤乱用防止運動キャンペーンに参加
・県央ブロック研修会等、関係団体が開催する研修会への参加

（1）障害者歯科診療事業
一般の歯科診療所で治療が困難な障害者の方に対しての歯科診療
（予防管理指導）を確保するため、相模原口腔保健センター内で
障害者歯科診療所を開所し、年間約2,500人（延患者数）の患者が
診療（予防管理指導）を求め受診している。また、静脈内鎮静法
治療の導入により、かつては遠方の大学病院等に通院する必要が
あった患者も、当診療所で対応することが可能になった。(延患者
数135人。)
（2）ＨＩＶ歯科診療事業
ＨＩＶ感染症の方に対しての地域の診療を確保するため、障害者
歯科診療事業の一環として実施している。
（3）訪問歯科事業
在宅ねたきり、通院困難な方に対しての歯科診療を確保するため
訪問歯科診療を実施、また、訪問の対象となる患者に対し、主に
歯科衛生士による口腔ケア（歯科衛生指導）を実施している。

一次医療機関での治療が困難な障害者の方への歯科診療実施機関
として困難な治療を伴う歯科医療の現場を確保し、また、県域障
害者歯科医療の二次医療機関としても、重要な役割を果たしてい
る。また、23年度より全身管理下での治療の一環として静脈内鎮
静法を導入、さらに26年度には全身麻酔下での治療を開始し、大
きな効果を上げた。
ＨＩＶ歯科診療においても、地域での診療を望む方が多く、当診
療所を受診しているが、歯科医療の提供をする診療所が未だ地域
では少ないため、継続的に役割を果たしていかなければならな
い。
訪問歯科診療事業においては、高齢化社会の現状を踏まえた中、
在宅寝たきり、通院が困難な方への歯科医療の提供が未だに不十
分である実態を認識しており今後も継続の必要性が大いにある。
また、訪問歯科診療対象患者への口腔ケア（歯科衛生指導）を行
うことで、患者の健康保持・増進に大いに貢献することができ
た。

健康福祉局福祉部
地域医療課

通常の医療機関が開設していない休日、祝日及び年末年始の昼
間に発生した初期治療を要する急病患者に対して、必要な医療を
確保するため、相模原中央メディカルセンターと相模原南メディ
カルセンター及び相模原北メディカルセンターに急病診療所を開
設し、年間15,234人の急病患者の初期診療に貢献した。

休日、祝日及び年末年始の昼間に発生した初期の治療を要する
急病患者に対して診療を施し、急病診療所として市民の健康保持
と健康増進に貢献できた。事業の目的でもある「休日等における
市民の急病に対する医療の確保」を今後も継続していきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

休日における市民の急病に対する医療の確保を図るため、相模
原中央メディカルセンター及び相模原南メディカルセンター及び
相模原北メディカルセンターで急病診療を実施した。市民にとっ
ても、必要不可欠かつ重要な役割を持つ事業であり、今後も継続
の必要がある。

休日・祝日及び年末年始の昼間に発生した初期治療を有する急
通常の医療機関が開設していない休日・祝日及び年末年始の昼間
に発生した初期治療を要する急患患者に対し、必要な医療を確保 患患者に対し治療を施し、急患歯科診療所として市民の安心・安
するため相模原口腔保健センター内で休日急患歯科診療所を開設 全な暮らしの支援、また健康保持・増進を図ることが出来てい
る。
し、年間約500〜700人の急患患者（主に相模原市民）が治療
事業の目的である「休日における歯科急患に対する医療の確
を求め受診している。
保」は今後も必要である。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

休日における歯科診療を73日間実施し、約550人の休日急患歯科患
者が受診した。

通常の調剤薬局が開局していない休日、夜間、祝日及び年末年
開局時間 休日：午前9時から午後5時 夜間：午後8時から午後11
始に発生した初期治療を要する急病患者に対して必要な投薬をす
時
るため、相模原中央メディカル調剤薬局、相模原南メディカル調
開設日数 休日73日 夜間365日
剤薬局及び相模原北メディカル調剤薬局を開局し、年間37,941名
患者数 休日19,119人、夜間18,813人、1月4日歯科9人
の急病患者（市民等）に提供することができた。

休日、夜間、祝日及び年末年始に発生した初期治療を要する急病
患者に対して投薬を行い、休日夜間急患調剤薬局として市民の健
健康福祉局福祉部
康保持と健康増進を図ることができた。
地域医療課
今後も同様に市民等の急病に対する医療の確保を継続していく必
要がある。

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

急病診療所に併設されている急患調剤薬局で、休日夜間帯の急患
の需要に対応している。急病診療体制の確保に欠かせない事業で
あり、今後も継続の必要性がある。

実施日、診療時間、実施日数
平日夜間
午後5時から翌朝午前9時
土曜日
午後1時から翌朝午前9時
休日・連休・年末年始
午前9時から翌朝午前9時
患者数：6,042人

救急車搬送の手術・入院等を必要とする外科系二次患者の受け入
れ体制を円滑に行い、救急告示体制を補完することにより、二次
患者の三次医療機関への集中を排除し、現状の救急医療体制の機
能分担を推進させ、市民へ迅速で安全な救急医療体制を充実させ
た。

患者受け入れ体制の整備により円滑な外科系救急医療体制の運営
ができ、協会事業の目的である「救急患者に対して必要な医療を
迅速に提供する」を今後も継続し、地域住民の健康と福祉の増進
に寄与することとしたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

夜間、土曜日及び休日における外科系二次救急患者に対する医療
の確保を図るために実施しているじぎょうである。市民にとって
不可欠な事業であるため、今後も継続する必要がある。

柔道整復師による休日施療によって、市民の健康維持に協力でき
た。

年間72日間の休日施療事業は、市民の皆様のいざという時の安心
提供にもつながっており、必要な事業であると自己評価する。
実績も年間で246人と一定の成果をみせている。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

休日における捻挫、打撲、脱臼等の患者の需要は一定数あるた
め、今後も事業を継続する必要がある。

（1）障害者歯科診療事業
診療日
火・木曜日（年末年始、8月13〜15日除く）
診療時間
午前8時30分〜午前11時30分（全身麻酔）
午後1時〜午後5時
開設日数
96日
延患者数
2,579人（予防管理指導患者・静脈内鎮静法及び全身
麻酔下治療患者含）
60,674 （2）ＨＩＶ歯科診療事業
診療日
木曜日（月2回：原則第1、第3木曜日）
診療時間
午前9時30分〜午前11時30分
開設日数
24日
延患者数
49人
（3）訪問歯科事業
診療（事前調査等含む）患者件数
13.件
口腔ケア実施延患者数
2,555人

診療科目
開設日数
210,698
時
患者数
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休日急患歯科診療所運営費補助
金

健康福祉局福祉
公益社団法人相模原
部
市歯科医師会
地域医療課

事業名
診療科目
22,335 診療時間
開設日数
延患者数

126

休日夜間急患調剤薬局運営費補
助金

健康福祉局福祉
公益社団法人
部
相模原市薬剤師会
地域医療課

94,504
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外科系救急医療体制支援事業補
助金

健康福祉局福祉
公益社団法人相模原
部
市病院協会
地域医療課

128

休日柔道整復施療所運営費補助
金

健康福祉局福祉
公益社団法人 神奈
部
川県柔道整復師会
地域医療課

235,615

発足から４０年を経過し、被爆者は平均７９歳と高齢化が進んでいる
中、核廃絶運動や平和への推進活動等に積極的取り組んだ。

内科・外科・眼科・耳鼻咽喉科
中央メディカルセンター 73日
南メディカルセンター
72日
北メディカルセンター
72日

他
午前9時〜午後5

15,234人

休日急患歯科診療事業
歯科
午前9時〜午後5時
73日
545人

実施日数 72日
1,319 電話案内件数 589件
受診者数 202人（当番内）、44人（当番外）

243日
50日
72日

042‑769‑9230

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

診療科目
開設日時
129

津久井地域急病診療所事業費補
助金

健康福祉局福祉
一般社団法人
部
相模原市医師会
地域医療課

27,907
開設日数
患者数

内科・小児科
西メディカルセンター 72日
昼間 午前8時45分〜正午
及び午後0時45分〜午後4時
夜間 午後7時〜午後10時
西メディカルセンター 72日
1,270人

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

通常の医療機関が開設していない休日、祝日及び年末年始の昼間
に発生した初期治療を要する急病患者に対して必要な医療を確保
するため、相模原西メディカルセンターに急病診療所を開設し、
年間1,149人の急病患者（市民等）の初期診療に貢献した。

休日、祝日及び年末年始の昼間に発生した初期の治療を要する急
病患者に対して診療を施し、急病診療所として市民の健康保持と
健康増進に貢献できた。事業の目的でもある「休日等における市
民の急病に対する医療の確保」を今後も継続していきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

休日における市民の急病に対する医療の確保を図るため、相模
原西メディカルセンターにおいて急病診療を実施した。市民に
とっても必要不可欠な事業であり、今後も継続すべき事業であ
る。

昭和49年3月に第1号を発行以来、40年以上継続して発行してい
る。市民の医療に対する関心が高まっているなか、正しい医療知
識を普及し、疾病の予防に対する意識の向上を図っている。
市民にとっては、手軽に専門知識を得ることができる媒体として
好評を博している。

紙面の内容（医療情報）については、市民モニターからも高評価
をいただいている。また、新聞折込の他、視覚障害者で希望する
方には録音版を作成し配布している。
また、配架先としては、これまでの会員医療機関や市関連施設に
加え、新たに歯科医療機関や調剤薬局、市内所在の全駅へと増や
してきた。今後も、紙面の充実と配架先の拡充を行い、市民の生
活に役立つ情報を発信していきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民の健康増進のためわかりやすい医療情報を提供している。
医療や介護への関心が高まるなか、市民が手軽に入手できる広
報紙となっている。
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「健康さがみはら」発行事業補
助金

健康福祉局福祉
一般社団法人
部
相模原市医師会
地域医療課

相模原市民に対し、保健衛生思想を普及啓発し、市民の医療知識
の向上を図っている。
年6回発行
延べ発行部数1,386，000部
11,359 折込にて新聞とともに配布のほか、新聞未購読者世帯にも直接郵
送。（視覚障がい者世帯に対しては、録音版テープ、CDを郵送）
また、市内医療機関ならびに公民館等公共施設にも配布してい
る。
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高度医療機器共同利用事業補助
金

健康福祉局福祉
一般社団法人
部
相模原市医師会
地域医療課

16,594

共同利用機器及び利用実績
ＭＲＩ：撮影日数210日／撮影件数1,904件
ＣＲ：稼働日数238日／処理件数12,248件
その他機器：診断用Ｘ線撮影装置12件

相模原南メディカルセンターに高度医療機器を設置し、地域の医
療機関が共同で有効利用している。地域住民に対し、質の高い保
健・医療サービスを提供し、住民の生命・健康を保持し、また地
域の医療機関相互の連携を図っている。

平成元年度の事業開始以来、26年の長期にわたって一貫して最新
の医療機器を導入し、高度な医療サービスを提供してきた。利用
医療機関は市内各地に及び、地域の医療サービスに不可欠な存在
となっている。高度化・専門化する市民からの医療ニーズに対
し、今後も整備・発展を図り、事業を継続していきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

高度医療機器は、高額かつ特殊な機器であるため、地域の医療機
関が共同で利用している。
現在の体制は地域医療の充実にとって不可欠であり、地域医療
の充実を推進していくためにも事業を継続する必要がある。
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地域医療協力事業補助金

健康福祉局福祉
学校法人
部
所
地域医療課

77,326

救命救急センター患者数
一・二次救急 市内：4,863人 市外：3,337人
救命救急 市内：905人 市外：518人
三次救急 市内：640人 市外：372人
熱傷 市内：6人 市外：2人

救命救急センターは、一次・二次医療機関及び搬送機関との連携
のもとに重症患者の医療の確保を図り、地域医療に貢献すること
ができた。

相模原市の地域医療協力事業の主旨を十分に理解し、促進する
ものであったと考える。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

北里大学病院の運営する救命救急センターは本市の救急医療体制
において、三次救急医療機関としての役割を担っている。重篤患
者の受け入れ体制を維持するため、補助金交付は適切である。
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健康福祉局福祉 社会福祉法人ワゲン
産科医師等分娩手当補助金（総合
部
福祉会 総合相模更
相模更生病院）
地域医療課
生病院

1,460

分娩総取扱件数：４３８件
補助対象件数：４３８件

産科医療の確保を図るため、産科医師及び助産師が取り扱う分娩
件数に応じて支給する手当に要する経費に充てた。

分娩を取り扱う産婦人科医及び助産師の処遇改善を通じ医師確保
に努め、今後も継続する必要がある。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される
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健康福祉局福祉
医療法人社団相和会
産科医師等分娩手当補助金（渕野
部
渕野辺総合病院
辺総合病院）
地域医療課

1,053

分娩総取扱件数：３７８件
補助対象件数：３５１件

産科医療の確保を図るため、産科医師及び助産師が取り扱う分娩
件数に応じて支給する手当に要する経費に充てた。

分娩を取り扱う産婦人科医及び助産師の処遇改善を通じ医師確保
に努め、今後も継続する必要がある。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される
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産科医師等分娩手当補助金（つく
い助産院）

健康福祉局福祉 一般社団法人ＺＩＫ
部
ＯＭＯ
地域医療課
つくい助産院

46

分娩総取扱件数：１６件
補助対象件数：１４件

産科医療の確保を図るため、産科医師及び助産師が取り扱う分娩
件数に応じて支給する手当に要する経費に充てた。

分娩を取り扱う産婦人科医及び助産師の処遇改善を通じ医師確保
に努め、今後も継続する必要がある。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される
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健康福祉局福祉 社会福祉法人ワゲン
産科医師等分娩手当補助金（にしさ
部
福祉会 総合相模更
こレディースクリニック）
地域医療課
生病院

946

分娩総取扱件数：２８４件
補助対象件数：２８４件

産科医療の確保を図るため、産科医師及び助産師が取り扱う分娩
件数に応じて支給する手当に要する経費に充てた。

分娩を取り扱う産婦人科医及び助産師の処遇改善を通じ医師確保
に努め、今後も継続する必要がある。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

脳神経系地域医療協力事業に対し、主旨を十分理解し、促進する
ものであった。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ｔ−ＰＡ療法を必要とする脳卒中患者に対する医療及び救急搬
送業務の円滑化を推進するために実施している事業である。市民
にとって不可欠な事業であるため、今後も継続する必要がある。

全日において脳卒中患者の受入を積極的に行い、ｔ‑PA療法の実施 健康福祉局福祉部
可能な患者に対して迅速な対応を取ることが出来た。
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ｔ−ＰＡ療法を必要とする脳卒中患者に対する医療及び救急搬
送業務の円滑化を推進するために実施している事業である。市民
にとって不可欠な事業であるため、今後も継続する必要がある。

北里研究

ｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診断が24時間可能・
脳神経系、特にｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする
集中治療のための十分な人員と設備がある・脳科学的処置が迅速
脳卒中患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関す
に行なえる・十分な治療実績がある等の基準を満たす施設で治療
8,088 る情報をあらかじめ医療機関と救急隊が共有した。
することが望ましく、対応可能な医療機関の診療情報が共有化さ
実績として、休日0回、夜間49回の診療情報を救急隊に提供し、5
れたことにより、脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
人の対象患者を受け入れた。
円滑化が図られた。
ｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診断が24時間可能・
脳神経系、特にｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする
集中治療のための十分な人員と設備がある・脳科学的処置が迅速
脳卒中患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関す
に行なえる・十分な治療実績がある等の基準を満たす施設で治療
16,177 る情報をあらかじめ医療機関と救急隊が共有した。
することが望ましく、対応可能な医療機関の診療情報が共有化さ
実績として、休日71回、夜間365回の診療情報を救急隊に提供し、
れたことにより、脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
32人（うち12件ｔ‑PA実施）の対象患者を受け入れた。
円滑化が図られた。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

分娩を取り扱う助産師の処遇改善を通じた医師確保に必要なた
め、今後も継続して行っていく。
分娩を取り扱う助産師の処遇改善を通じた医師確保に必要なた
め、今後も継続して行っていく。
分娩を取り扱う助産師の処遇改善を通じた助産師確保に必要なた
め、今後も継続して行っていく。
分娩を取り扱う助産師の処遇改善を通じた医師確保に必要なた
め、今後も継続して行っていく。
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脳神経系地域医療協力事業補助
金

健康福祉局福祉 神奈川県厚生農業協
部
同組合連合会
地域医療課
相模原協同病院
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脳神経系地域医療協力事業補助
金

健康福祉局福祉 医療法人社団 晃友
部
会 晃友脳神経外科
地域医療課
眼科病院
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脳神経系地域医療協力事業補助
金

健康福祉局福祉
医療法人社団徳寿会
部
相模原中央病院
地域医療課

脳神経系、特にｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする
脳卒中患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関す
12,132 る情報をあらかじめ医療機関と救急隊が共有した。
実績として、休日12回、夜間67回の診療情報を救急隊に提供し、6
人の対象患者を受け入れた。

ｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診断が24時間可能・
集中治療のための十分な人員と設備がある・脳科学的処置が迅速
に行なえる・十分な治療実績がある等の基準を満たす施設で治療
することが望ましく、対応可能な医療機関の診療情報が共有化さ
れたことにより、脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
円滑化が図られた。

t‑PAでの治療は、発症から搬送、治療開始まで迅速に行う必要が
あり、セーフティーネットとしての目的は達成できた。夜間の場
合、発症時間が明確でなくｔ‑PA療法開始に至らない患者、脳出血
健康福祉局福祉部
により神経症状が出現した患者も多く搬送された。また、脳神経
地域医療課
外科の医師が休日、夜間の診療を担当していることから、頭部外
傷や意識障害の患者についても多く搬送され治療にむすびつい
た。

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ｔ−ＰＡ療法を必要とする脳卒中患者に対する医療及び救急搬
送業務の円滑化を推進するために実施している事業である。市民
にとって不可欠な事業であるため、今後も継続する必要がある。
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脳神経系地域医療協力事業補助
金

健康福祉局福祉
学校法人 北里研究
部
所 北里大学病院
地域医療課

脳神経系、特にｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする
脳卒中患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関す
16,177 る情報をあらかじめ医療機関と救急隊が共有した。
実績として、休日71回、夜間338回の診療情報を救急隊に提供し、
24人の対象患者を受け入れた。

ｔ−ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診断が24時間可能・
集中治療のための十分な人員と設備がある・脳科学的処置が迅速
に行える・十分な治療実績がある等の基準を満たす施設で治療す
ることが望ましく、対応可能な医療機関の診療情報が共有化され
たことにより、脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円
滑化が図られた。

相模原市の脳神経系地域医療協力事業の主旨を十分に理解し、促
進するものであったと考える。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ｔ−ＰＡ療法を必要とする脳卒中患者に対する医療及び救急搬
送業務の円滑化を推進するために実施している事業である。市民
にとって不可欠な事業であるため、今後も継続する必要がある。
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相模原赤十字病院建設費借入償
還金補助金（債務負担行為）

健康福祉局福祉
日本赤十字社 神奈川
部
県支部
地域医療課

252,265

津久井地域における唯一の公的病院として、当該地域における地域医 救急医療を充実し、急性期病院としての体制の強化や在宅医療、地域
健康福祉局福祉部
療の充実を図ることができた。
医療連携の充実が図られた。
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中山間地における地域医療を確保し、地域に住む市民に対し、必要な
医療を提供している。

・一日まちの保健室は、さがみはら市民桜まつりの際に実施し、
多くの方が参加している。看護の心の普及啓発としては大変よい
機会である。
・一日看護体験は、各機関がそれぞれ内容を工夫して実施してい
る。看護職が減少している中、潜在看護師の発掘、将来看護師を
目指す学生に対し、看護業務について理解を深める場として効果
的である。
・学生と接することにより現場の看護職にとっても気持ちを新た
にする機会となっている。

・一日待ちの保健室：多くの方に参加してもらい、看護について
様々な形で触れてもらい啓発することができた。特に健康チェッ
ク機器の測定は好評であった。次年度も内容を吟味し、市民にア
ピールできる内容を企画していきたい。
・一日看護体験：前年度より参加者が増加した。特に高校生の参
加が増えている。今後もより多くの学生等に体験してもらえるよ
う参加施設に働きかけ、支援を行っていきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、看護業務についての理解を深め、看護の心を一般市民
に普及啓発する方法として効果的である。また、中高生及び一般
市民が看護に興味を持つきっかけとして看護職員の確保対策につ
ながることも期待できるため。

種別 B型
24時間保育実施日数46日

開所時間や開所日数など、職員のニーズに対応している。尚、看
護職員の定着や確保、潜在看護職員の就業促進にも貢献してい
る。

保育事業の安定供給につながっている。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

保育士等、人件費、保育費 施設管理費等にあて、円滑な保育事
業を実施した。今後も看護職員のため、保育施設は必要不可欠で
ある。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

・許可病床：一般病床132床
・入院患者延数： 35,212人
・外来患者延数： 101,567人
・訪問看護ステーション（延2,901回 673人）

さがみはら看護フェスティバル2016
１）一日まちの保健室
日時：平成28年4月3日（日）10：00〜15：00
・指先の血流チェック 145名 ・骨の健康度チェック 442名
・「白衣の思い出」記念撮影 256名
２）一日看護体験
500
日時：平成28年5月から8月
受入施設：市内協力機関17施設
（医療機関15、介護老人保健施設1、看護学校1）
参加者合計472名（中学生4名、高校生430名、一般28名）
３）広報、宣伝活動
看護の日普及啓発ポスター250部、リーフレット250部
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「看護の心」啓発普及事業補助
金

健康福祉局福祉 さがみはら看護フェ
部
スティバル実行委員
地域医療課
会
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院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉 神奈川県厚生農業協
部
同組合連合会
地域医療課
相模原協同病院

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人財団明理会
部
相原病院
地域医療課

723

種別 A型
24時間保育実施日数0日

看護職員の離職防止及び、潜在看護師の再就職を促進することを
目的に看護職員の委託を受けて託児又は幼児に対し、必要な保護
を行う保育施設を運営する事業を実施した。

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉 医療法人社団哺育会
部
さがみリハビリテー
地域医療課
ション病院

1,446

種別 B型
24時間保育実施日数0日

院内保育施設を運営することにより、看護職員等の離職防止、潜
在看護師等の再就職の促進に寄与した。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉 独立行政法人地域医
部
療機能推進機構
地域医療課
相模野病院

855

種別 A型
24時間保育実施日数34日

医師、看護師等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進に寄与
した。

中途採用者の大半が保育所を利用して人事確保に成果があった。
現在、保育所の定数見直しを検討している。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

種別 B型
24時間保育実施日数0日

・当院に従事する看護職員等の離職防止
・保育所運営による医師・看護師・医療従事者の新規採用者の確
保
・保育所運営による医療従事者の再就職の促進

看護職員等の安定的確保により病院運営に大きな効果があった。
そのため、今後とも保育所事業を継続していきたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される
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145

146

147

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉 独立行政法人国立病
部
院機構
地域医療課
相模原病院

1,625

2,169

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由
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院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
学校法人北里研究所
部
北里大学病院
地域医療課

1,446

種別 B型
24時間保育実施日数0日

低月齢乳児の受入体制を整えたため、保護者の復帰に貢献できて
いる。
また、市の待機児童が増えてきているのか、当園への入園が増え
てきているので、更に保護者が働きやすい環境づくりを目指して
いく。
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院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人社団仁恵会
部
黒河内病院
地域医療課

361

種別 C型
24時間保育実施日数0日

看護職員等の離散防止、潜在看護師等の再就職の促進に寄与し
た。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

150

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人社団蒼紫会
部
森下記念病院
地域医療課

1,914

種別 B型
24時間保育実施日数120日

院内保育施設を運営することにより、看護職員等の離職防止、潜
在看護師等の再就職の促進に寄与した。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

151

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人直源会
部
相模原南病院
地域医療課

361

種別 C型
24時間保育実施日数0日

２４時間保育を設けていることにより子供を養育している母親に
ついても安心して夜勤が出来る環境にある。

業務委託先の保育士および子供が安心できる保育環境を整備し、
安定した院内保育を行っていくことを目標とする。今後とも院内
保育事業においては、補助金を頂いていることにより今以上に職
員が安心して業務が遂行できるよう一層の充実を図る。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

152

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人社団清伸会
部
ふじの温泉病院
地域医療課

361

種別 C型
24時間保育実施日数0日

院内保育施設を運営することにより、看護師、職員等の離職防
止、看護師等の再就職の促進に寄与した。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

153

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人社団昌栄会
部
相模大野病院
地域医療課

種別 C型
166 24時間保育実施日数4日
補助対象月数：5ヶ月

院内保育施設を運営することにより、看護師、職員等の離職防
止、看護師等の再就職の促進に寄与した。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

院内保育を行うことにより、有子看護師の雇用促進に寄与してい
る。

復職したい時期に待機することなく預けることができるので安心
して育児休業を取得することができる。ただコメディカルなど病
院運営には必要不可欠な人材に対しても間口を広げて預けること
ができればいいのだけれど、保育士の確保、敷地の条件などを考
えるとなかなか難しい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

154

155

院内保育施設運営費補助金

院内保育施設運営費補助金

健康福祉局福祉
医療法人社団徳寿会
部
相模原中央病院
地域医療課
健康福祉局福祉
医療法人社団相和会
部
渕野辺総合病院
地域医療課

1,797

898

種別 B型
24時間保育実施日数95日（申請時90日）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。
病院に勤務する看護師等が安心して働けるように、また、看護師
等の確保を図るために保育施設の運営を助成する必要がある。

看護職員の安定的確保により、病院運営に大きな効果があった。
今後も継続して保育所事業を行いたい。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

相模原支所の立地上、関係機関との連携を密にすることで、就業
支援につなげた。
求人、休職相談には、本所（神奈川県ナースセンター）とも情報
交換を共有し行った。

・登録方法が2段階登録となるためプロフィール登録のみの施設も
見られ、ナースセンタから直接連絡し説明することで解決でき
た。
・求人施設（福祉・有料老ホーム等）の中には、有料職業相談所
と 同じ思っている施設もあり、紹介を勧める際、ナー スセンタ
についての説明に時間を要することがあった。
・相模原市中学校体育連盟の救護（充足率は過去３年間で約 85
健康福祉局福祉部
％を維持している）
地域医療課
昨年度より採用担当者が交代となったが求人登録は問題なく行わ
れた。
・求職者からの紹介問合せはあるがそのままの状態で、マッチン
グに至らないケースがあった。これに対しては、一定期間をもっ
てメールなど確認するなど事後処理を的確におこった。
・来所者には現状の課題を把握し、就業後も定着できるような視
点で面接を行った。

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

看護職員を求人している医療機関、看護職への就職を希望してい
る潜在看護師双方を仲介する役割を担っており、本市の看護職確
保対策事業で大きな役割を果たしている。

事業名 相模原看護専門学校運営事業
学科及び課程 看護学科 医療専門課程
学生数 161人
国家試験受験状況 合格者35名（合格率94.6%）

相模原看護専門学校の運営事業を行い、看護師を養成することで
相模原市の医療供給体制の充実を図り、市民の健康の保持増進に
寄与するもの。

本校卒業生の平成28年度看護師国家試験合格者は35名、合格率は
94.6%（全国受験者合格率：88.5%）であった。また、相模原市内 健康福祉局福祉部
の医療機関への就職者数は28名、割合は75.7%となり、相模原市の 地域医療課
医療供給体制の充実に貢献することができた。

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

医療及び看護の高度化に伴い看護職の専門化・細分化が進み、看
護職に、より高度な技術・知識が求められている。また、看護業
務密度の増加や高齢化に伴い看護職の人材不足が表面化してきて
おり、看護職等医療スタッフの確保がますます重要となる。今後
も事業の充実と継続が必要である。

①本学院では、生徒の意欲の向上を図るために看護技術の基礎・
基本の徹底を図る。
②各病院施設で臨床実習の徹底を図る。
③教師と生徒との人間関係の円滑化に努める。

①各施設（社会保険相模野病院・相模原協同病院・相模台病院・
相模更生病院・慈誠会病院、老健介護いずみ等）での臨床実習（5
月〜12月）により看護技術の向上が図られた。
②看護技術の（知識・技術）修得と意欲の向上が図られた。
③生徒一人ひとりの個別指導の徹底が図られた。
④器具、その他備品を活用して個別指導の徹底を図る。
⑤その結果、資格試験においては全員が合格する。

①看護実習へ向けての事前学習にあたり、標本、模型等を活用し
て技術の向上が図られた。
②看護に関する教育機器の活用により意欲的な授業が展開され
た。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

永年に渡り准看護師の育成に努め、本市の医療体制に多大な貢献
があったため。

本年度、就職相談会2回及び技術研修会1回の開催で44名の参加が
あり、現在4名が市内病院に復職することとなった。平成29年2月5
日開催の就職相談会参加者については、現在、希望に応じて復職
市内医療機関が慢性的な看護職不足となっている状況から、当
に向け市内病院の見学や面接を行っているところである。
看護職確保対策事業による成果は、市内医療機関にとって人材確
看護職の確保については、病院協会内に対策委員会を設置し、 保の一助となると共に、本市の地域医療における医療サービスの
平成26年度以降3か年で就職相談会を6回、技術研修会を3回開催
向上に貢献できたと評価している。
し、合計で延べ153名の参加を得て、現在まで37名の看護職復職の
成果が得られている。

健康福祉局福祉部
地域医療課

042‑769‑9230

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

技術研修会及び復職相談会は、潜在看護師が復職する機会を得る
きっかけとなっている。今後も継続して行うべき事業である。

市の手話通訳者等派遣事業に携わるにあたり、頸肩腕症候群を予
防し、聴覚障害者等への的確なコミュニケーション支援を行うた
め、定期的な健康診査の受診は効果的である。

健康福祉局福祉部
障害福祉サービス課

042‑769‑8355

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

手話通訳者等の頸肩腕症候群予防に効果があり、手話通訳者等が
継続して通訳活動を行うことができたため。

健康福祉局福祉部
障害福祉サービス課

042‑769‑8355

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅障害者一時ケア事業補助金を有効活用し、事業実績のとおり、身
近な地域において多数の障害児者の日中の預かりを行っており、緊急
時や保護者のレスパイト等の社会的な一時預かりに対するニーズに応
えることができている。

求人数
求職者
就職者
相談件数

1,042件
190人
63人
3,522件

健康福祉局福祉
公益社団法人
部
川県看護協会
地域医療課
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相模原看護専門学校運営費補助
金

健康福祉局福祉
公益財団法人 相模
部
原市健康福祉財団
地域医療課

120,029
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相模原准看護学院運営費補助金

健康福祉局福祉 医療法人社団 明和
部
会 相模原准看護学
地域医療課
院

500
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看護職確保対策事業補助金

健康福祉局福祉
公益社団法人
部
原市病院協会
地域医療課

看護職確保対策委員会
11回開催（2月を除き 各月1回）
700 就職相談会 2回開催（6月26日、2月5日）
技術研修会 1回開催（10月30日）
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手話通訳者等健康診査助成金

相模原市手話通
訳者等健康診査 市登録手話通訳者等
助成金交付事業

相模

042‑769‑9230

院内保育施設を運営することにより、看護職員等の離職防止、潜
在看護師等の再就職の促進及び、女性医師が出産後も働ける環境
を提供することに寄与した。

種別 A型
24時間保育実施日数68日（申請時45日）

ナースセンター運営費補助金

1,036

健康福祉局福祉部
地域医療課

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
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神奈

市の院内保育施設運営費補助事業の趣旨を十分に促進するもので
あったと考える。低月齢児が増えてきているので、保育士の確保
等受入体制を十分に整えていきたい。

頸肩腕症候群を予防するため、医療機関にて健康診査を受診し
94 た。
助成件数 11件

頸肩腕症候群予防のため、健診の受診は有効だった。
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相模原市在宅障害者一時ケア事
業補助金（デイケア）

一般社団法人相模原
相模原市在宅障
市手をつなぐ育成会
害者一時ケア事
（障害者一時ケアも
業
みの木ホーム）

開設日数 360日 実稼働日数 355日
7,895 延べ利用者数 1,068人 延べ利用時間 2,701時間
実利用者数 264人

○平成28年度は、ショートステイやその他の一時ケアを利用できない未
就学児の利用や相談が増加。
○津久井やまゆり園の事件以降は、ショートステイを利用できない方か
らの相談や利用依頼が増加。
○学齢期の利用者には、緊急時やレスパイトを実施。
○放課後等デイサービス利用者の日程及び時間調整での対応。
適正かつ有効に補助金を活用させていただきました。
○長期休暇のもみの木Sのガイヘルと組み合わせ、利用者にとって快適
な時間を過ごせるよう、配慮の実施。
○成人以降の利用者には緊急時やレスパイトを実施。
○通所後の時間調整による利用や在宅者になっている方の一時的な利
用が目立ちました。
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相模原市在宅障害者一時ケア事
業補助金（ナイトケア）

一般社団法人相模原
相模原市在宅障
市手をつなぐ育成会
害者一時ケア事
（障害者一時ケアも
業
みの木ホーム）

開設日数 355日
実稼働日数 280日
延べ利用者数472人
2,505 （宿泊：54人、早朝のみ：23人、デイケア等からの延長：395人）
実利用者数 130人
総利用時間 1,549時間 介護時間 2,753時間

○レスパイトを目的とした宿泊の実施。
○急な冠婚葬祭、家族の入院などによる宿泊、デイケアからの延長利
用の実施。
○長期休暇時の早朝からの利用の実施。
○通所後の時間調整によるデイケアからの延長利用の実施。
以上の様な様々な利用にもみの木ホームならでは臨機応変な対応と、
きめの細かいサービスを提供する事が出来ました。

適正かつ有効に補助金を活用させていただきました。

健康福祉局福祉部
障害福祉サービス課

042‑769‑8355

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅障害者一時ケア事業補助金を有効活用し、身近な地域において障
害児者の夜間等の預かりを行っており、緊急時や保護者のレスパイト等
の社会的な一時預かりに対するニーズに応えることができている。
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相模原市在宅障害者一時ケア事
業補助金（デイケア）

社会福祉法人相模原
相模原市在宅障
市社会福祉協議会
害者一時ケア事
（ふれあいデイホー
業
ム）

開所日数 294日
利用実人数 64人（幼児：19人、小学生：20人、中学生：7人、高校生：4
6,093 人、18歳以上：14人）
利用延べ人数 908人
医療ケア 実施実人数 13人、実施回数 54回

在宅の障がい児者の家族介護者が疾病等にて介護することが困難な
場合、昼間一時的に介護し、世帯の援助を行っている。利用者数は減
少傾向にあるが、療育相談の職員から紹介された幼児の利用者が少し
ずつだが増えている傾向にあり、家族のレスパイト効果も図られている。
看護師が常勤しているため、医療ケアの必要な障がい児者の受け入れ
にも対応した。

平成28年度は、放課後支援サービスの事業所が充足され、平成27年度
より利用人数は減ったが、急な家族介護者の疾病等にて介護すること
健康福祉局福祉部
が困難な場合、利用日当日でも適宜に受け入れができるよう対応した。
障害福祉サービス課
また、月に１回はスタッフの打合せ会を実施し、利用者への関わり方な
ど共通理解し、サービスの向上に努めた。

042‑769‑8355

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助金を有効活用し、事業実績のとおり、多数の障害児者の日中
の預かりを行うことにより、緊急時や保護者のレスパイト等の社会的な
一時預かりに対するニーズに応えることができている。
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相模原市精神科救急身体合併症
転院事業補助金

1,442 空床確保延数３，６５０床

神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施している精神
科救急身体合併症転院事業の運営に貢献した。
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相模原市精神科救急身体合併症
転院事業補助金
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相模原市精神科救急身体合併症
転院事業補助金

相模原市精神科
救急身体合併症
転院事業
相模原市精神科
救急身体合併症
転院事業
相模原市精神科
救急身体合併症
転院事業

横浜市立みなと赤十
字病院
公立大学法人横浜市
立大学
社会福祉法人恩賜財
団 済生会横浜市東
部病院

152 空床確保延数３８４床
288 空床確保延数７３０床

神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施している精神
科救急身体合併症転院事業の運営に貢献した。
神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施している精神
科救急身体合併症転院事業の運営に貢献した。

行政と連携を図り、身体合併症を有する精神科救急患者の受入を
円滑に行った。
行政と連携を図り、身体合併症を有する精神科救急患者の受入を
円滑に行った。
行政と連携を図り、身体合併症を有する精神科救急患者の受入を
円滑に行った。

042‑769‑9813

充分な実績が確
認される

健康福祉局福祉部
精神保健福祉課

042‑769‑9813

充分な実績が確
認される

健康福祉局福祉部
精神保健福祉課

042‑769‑9813

充分な実績が確
認される

健康福祉局福祉部
精神保健福祉課

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

精神科救急患者の円滑な医療及び保護のために、基幹病院として
充分に責務を担っている。
精神科救急患者の円滑な医療及び保護のために、基幹病院として
充分に責務を担っている。
精神科救急患者の円滑な医療及び保護のために、基幹病院として
充分に責務を担っている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

社会福祉従事者としての自覚・使命感を育てるとともに、専門性
新任研修、現任研修、施設長・管理者研修、相模原市介護従事者
や処遇技術などの実務能力の向上、福祉業務に意欲的に取り組
1,500 認知症研修及び公開講座を計374人が受講。また、初任者研修は13
み、かつ問題解決能力を養うための自己啓発の促進、研修参加に
名が受講し修了した。
よる相互理解の助長と学習意欲の高揚が図られました。

研修を行ったことにより、介護人材の定着・確保及び技術の向上
を図れたと考えている。また、引き続き、市内の介護サービス事
業所の新規採用職員や経営者等に対する意識啓発や技術習得のた
めの研修を行っていく。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

介護人材の定着・確保のため、市内介護サービス事業所の新採用
職員や経営者等に対する意識啓発や技術修得のための研修に要す
る経費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金
の活用が図られている。

介護の日が市民に少しずつではあるが着実に周知されてきてい
る。市民が関心のある内容を提供し、足を運んで頂くことによ
り、関心のある事（今年度は市民向けの講演会）以外の様々な企
画を通して介護現場の様子を感じたり、介護について認識し理解
を深めて頂ける内容になっている。何より市長からの表彰があっ
たことで表彰された職員の心の支えとなりさらにそれを見た他の
介護職員の目標にもなった。多くの職員が表彰される姿をみた市
民の感動した様子が伺え介護職員の立場を向上させる内容になっ
たと感じる。

１日開催にすることで、研究発表が職員のスキルアップに講演他
が市民の介護に関する意識づけになり半日開催よりもより充実し
た内容になったと感じる。
昨年に引き続き共和中・アルファ福祉からの参加があり双方の学
校で相模原介護の日が定着しつつある。
さらにその父兄の参加が見込まれるとともに参加した中学生が確
実に介護についての認識を深めていると感じる。福祉機器展・介
護食紹介を継続しさらに内容を検討していくことでさらに市民が
参加できる内容に発展させていけると感じる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

研究発表、福祉機器・介護食展示、講演会等を行い、市民が介護
について理解と認識を深める機会となっているとともに、介護の
イメージアップに寄与しているため、補助対象事業としてふさわ
しい内容であると評価を行った。

受講日：H28/4/1
研修名：移動・移乗介助
実施場所：特別養護老人ホーム清菊園 1F会議室
実施団体：社会福祉法人清菊会 特別養護老人ホーム清菊園

施設職員全体でボディメカニクスの理論を理解し、安心・安全・安楽な介
助方法を身につけることができ、学んだことを研修参加した職員を中心
に実践で活かされている。力を使用した持ち上げる介助から、介助者、
利用者双方が負担のかからない介護技術の習得により、職員の腰痛予
防にもつながっている。

3月25日にボディメカニクスの基礎研修を学び、今回は応用編として、移
動・移乗介助の実践編を学んだ。実際に入居している入居者様にモデ
ルになっていただいたことで、人の動きの仕組みを理解し、介護者が入 健康福祉局保険高齢部
居者様の立とうとする動きの邪魔をしていた介助であったことを見直す 高齢政策課
ことができた。入居者様にとっての安心・安楽な移動・移乗介助とは職員
にとっても安心・安楽な介助であった事に気付けた研修だった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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受講日：H28/4/10‑10/30
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：ほのぼのサービスセンター
実施団体：津久井福祉会

約半年に及ぶ研修でしたが受講者は全ての講座に出席し、資格を取得
する事ができました。今日訪問介護サービス事業所としてのニーズが拡
大しつつありますが、介護保険利用者へのサービス提供が滞りなく、か
つ安全に行われることにつながりました。

資格を持ったヘルパーが増えたことで、利用を希望される新規利用者様
のご依頼をお引き受けできる環境を整える事に繋がりました。また仕事 健康福祉局保険高齢部
を分担する上で、一部のヘルパーに過度に負担がかからないように分 高齢政策課
担することに繋がりました。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護職員等キャ
株式会社 エナメディカ
リアアップ支援
ル
事業

28

受講日：H28/4/4‑5/23
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：メディカルライフケア さがみはら校
実施団体：株式会社 メディカルライフケア

日頃の業務を行う上で、専門職としての知識の向上が出来、組織の一
研修を受講し介護職員としての知識の向上と認定資格を取得する事
健康福祉局保険高齢部
で、組織の業務の質の向上を期待。又スタッフの育成と共に職場での業 人としての自覚を持てるようになった。今後の介護の現場での活躍を期
高齢政策課
待できる。
務が円滑に回るように自己研鑽し地域に貢献したいと思います。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ 特定非営利活動法人
リアアップ支援 ワーカーズ・コレクティ
ブはっぴー
事業

7

受講日：H28/4/3
研修名：全身性障害者ガイドヘルパー養成研修
実施場所：町田市中町1‑17‑11太陽ビル第9の4階
実施団体：湘南ケアカレッジ

今日、ワーカーズはっぴーでは様々なケア依頼があり、中にはガイドヘ
ルパーの依頼もきております。事業所としては、今回初めて全身性ガイ
ドヘルパーの研修に参加しました。今後は内部研修を通じて従事者全
員で情報やスキルを共有し、事業所全体のレベルアップにつなげて、利
用者様に安心して依頼していただけたらと考えております。

受講した職員にとって、研修中に自分で実際に車椅子に乗って飲食店
で食事したり、電車に乗って移動したことが利用者様の心理を理解する 健康福祉局保険高齢部
上で非常に貴重な経験となったようです。今後はより利用者様の気持ち 高齢政策課
に寄り添い、安心して外出できるようにサポートしてくれたらと思います。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

173

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 たちば
リアアップ支援
な福祉会
事業

32

受講日：H28/4/18‑5/27
研修名：介護ヘルパー初任者研修
実施場所：相模大野教室
実施団体：株式会社日本教育クリエイト三幸福祉カレッジ

介護に関わる技術的な動作やからだの仕組みなどが理解できた。介護
職員として利用者の介護を安心して任せることができる。
利用者への介助等自信をもって行える。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

174

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 スマイル介
リアアップ支援
護サービス
事業

71

受講日：H28/5/8‑6/27
研修名：介護福祉士受験資格 実務者研修
実施場所：相模大野教室
実施団体：三幸福祉カレッジ

介護知識が身についたことで、地域の人達とのコミュニケーションが図
れるようになった。又、利用者・ご家族からの評価も高まった。

1 デイサービス職員として質の高いサービスが出来るようになった。
2 サービス提供責任者として勤務することが可能になった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

175

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社 オフィス京島
事業

受講日：H28/5/8‑9/30
59 研修名：実務者研修
実施団体・場所：アルファ医療福祉専門学校

・資格取得の支援による介護人材の確保
・専門的な技術と知識の習得による介護サービスの質の向上

・資格取得の支援による介護人材の確保
・職員の技術と知識の向上により、より質の良いサービスの提供

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

176

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 喜楽会
事業

50

受講日：H28/6/15‑17,7/4‑8 うち8日間
研修名：2016年度第9回ユニットリーダー研修
実施場所：多摩永山情報教育センター はだの松寿苑
実施団体：一般社団法人 日本ユニットケア推進センター

ユニットリーダー研修に参加して、ユニット内におけるリーダーシップとマ
ネジメントの在り方を学び、また実習により実践することにより今後の施
設での業務に活かせる。また学んだことを施設の現場職員と勉強して他
の職員のキャリア形成につなげていく。

法人としては、職員のキャリアアップに積極的に取り組んでいますが、職
員全員に機会を与えるのは予算や時間的に支障が生じます。今年参加 健康福祉局保険高齢部
職員が他の職員と勉強会を開催し、研修の成果を披露することにより 高齢政策課
キャリアアップの一助になると評価しています。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

177

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 仁正会
事業

13

受講日：H28/5/9,10,16,17
研修名：介護福祉士実習指導者講習会
実施場所：豊島区西池袋3‑27‑2池袋ウエストパークビル9階
実施団体：学校法人藤仁館学園 専門学校高崎福祉医療カレッジ

実習指導の理論、方法、展開、課題、実際を学ぶことができた。

今迄実習指導の受入ができなかった人達に対して、講習会を修了した
健康福祉局保険高齢部
事により、幅広い対象者の実習指導が可能となり、介護職員のキャリア
高齢政策課
アップを諮ることが出来た。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

178

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 エナメディカ
リアアップ支援
ル
事業

受講日：H28/5/18‑27
研修名：平成28年度第1回サービス提供責任者初任者研修
6 実施場所：神奈川県社会福祉会館
実施団体：神奈川県社会福祉協議会
内容：サービス提供責任者の役割と責務

研修を受講しサービス提供責任者としての、業務の質の向上、スタッフ
日頃の業務を行う上で、理論的な知識が身につきよりいっそう成長でき 健康福祉局保険高齢部
の育成と共職場での業務が円滑に回るように自己研鑽をし地域に貢献
る事を心がけたいと思っています。
高齢政策課
したいと思います。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

179

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 寿栄会
事業

120

受講日：H28/5/14‑11/12
研修名：初任者研修
実施場所：さがみこデイサービス
実施団体：医療法人社団東華会 介護アカデミーたかつ

専門職として介護を提供するため、介護サービスに関する専門的知識
や技術を習得するだけでなく、介護を倫理や制度、法律などの側面から
個人の尊厳を守りその人らしさを支える専門職として対人援助の基本的
理解することも再認識できました。介護の基本的な考え方として、介護 健康福祉局保険高齢部
視点や理念など介護の知識や専門的な技術を習得しこれからの福祉社
の理念や法的根拠、介護を行ううえでの視点について学習をして頂き、 高齢政策課
会に貢献できる介護員を目指す。
利用者を主体とする介護の意味を理解し、今後の介護業務にいかせる
よう、施設としても取組んでまいります。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

180

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 エクシオジャ
リアアップ支援
パン
事業

32

受講日：H28/5/16‑7/7
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：湘南国際アカデミー相模大野校
実施団体：湘南国際アカデミー

介護職員初任者研修を通して、介護職員のさらなる技術向上を図れ
た。

介護に必要な知識・技術を基礎から体系的に学べたことで、職員の身
健康福祉局保険高齢部
体的負担を軽減し、ご利用者様によりよい介護サービスを提供できると
高齢政策課
考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

181

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 幸山会
事業

受講日：H28/5/18‑7/8
研修名：平成28年度第1回相模原市認知症介護実践者研修
5 実施場所：相模原市立環境情報センター 学習室等
実施団体：相模原市
内容：認知症介護実践者研修

今回の研修参加で、認知症高齢者に対しての介護技術の向上を図る事
が出来、認知症高齢者へのサービス向上に繋がった。又、職場実習を
通して職員同士で専門的な意見交換が出来、他の職員においてもキャ
リアアップとなった。今回学んだ知識を事業所内だけでなく地域に貢献
できる場があれば積極的に活用したい。

介護現場で働く上で認知症高齢者に対して必要なスキルが身につき、
認知症高齢者への対応が以前とは違ってきた。又、職場実習を通して
健康福祉局保険高齢部
日々、スタッフが抱えている認知症高齢者に対する問題点等が聞け、と
高齢政策課
ても参考になったとの意見があり今回、学んだ知識をスタッフ間で共有
していきたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

182

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 竹沢積
リアアップ支援
慈会
事業

受講日：H28/8/2‑9/20 うち7日、H28/8/18‑10/19 うち7日
研修名：実務者研修
120
実施場所：相模原市南区相模大野7‑23‑5 ラ・フォンテーヌ2F
実施団体：三幸福祉カレッジ

これまで、受講者はご利用者様の介護を上司や先輩から指導されなが
ら事故や問題が起これないように実施してきました。今回、受講したこと
によりそれぞれADLの状況が異なるご利用者様に対し常に問題意識を
もち、自ら考え、よりよい介護、適切な支援を実施する意識づけが出来
たと思われます。今後、実務者研修を経て介護福祉士を目指し勉強を
続けていく中で、我が国における超高齢化社会が到来することで起こ
る、多くの課題について考えたり、介護職に携わることへの重要性を認
識してもらいたい。

昨年度も2名に実務者研修を受講させており、2名ともに介護福祉士の
資格を取得することができました。受講を支援することによりプロ意識を
健康福祉局保険高齢部
もち利用者様の多様な課題を自分達で解決できる介護職員を多く配置
高齢政策課
していきたい。また、補助金を利用し多くの職員に受講を援助すること
で、介護職員の長期在籍者が増え、定着の効果が出ている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

183

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
医療法人社団 友愛病
リアアップ支援
院会
事業

受講日：H28/5/18‑7/8
研修の目的と目標を理解し、それに沿った研修カリキュラムがどのよう
研修名：平成28年度第1会相模原市認知症介護実践者研修
相模原市認知症介護実践者研修を受講しまして、介護職員の認知症介
に組み立てられているかを理解した。方向性を明確にし、加えて研修の 健康福祉局保険高齢部
5 実施場所：相模原市立けやき会館、シルバータウン相模原特別養護老 護技術の向上、認知症高齢者に対する介護サービスの充実を図る内容
機会を研修生のストレス緩和の場、情報交換ネットワーク作りの場に活 高齢政策課
人ホーム
にて、研修によって与えられた自信など再確認した。
用したい。
実施団体：神奈川県社会福祉事業団研修センター

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護職員等研修費補助金

一般社団法人 相模
介護職員等研修
原市高齢者福祉施設
事業
協議会

168

介護イメージアップ事業補助金

介護イメージ
アップ事業

169

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 清菊会
事業

20

170

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ 特定非営利活動法人
リアアップ支援 ワーカーズ・コレクティ
ブはっぴー
事業

171

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

172

167

一般社団法人 相模
原市高齢者福祉施設
協議会

大会前に各区ごとに笑顔の写真を写真を展示する。
当日は午前研究発表、午後笑いは健康長寿のもとと題して（山田
たかおさん講演・鈴々舎馬るこさん落語）講演会、笑顔の写真Ｄ
ＶＤ上映と合唱コラボ、３階では高齢者支援センターの紹介・相
500
談コーナー、６階では最新福祉機器展・介護食展示とスタンプラ
リー（景品付き）を実施。参加者３７４名（前年比＋５０名）
施設職員１９３名、育成校・共和中４９名
一般１３２名（前年比＋６５名）

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

受講日：H28/5/18,27
研修名：サービス提供責任者初任者研修
実施場所：神奈川県社会福祉会館
実施団体：神奈川県社会福祉協議会

研修を受講したことにより、サービス提供責任者の役割、訪問介護の運 サービス提供責任者として業務を行うにあたり、役割や責務、運営基
営基準、コンプライアンスについて学ぶことができた。
準、コンプライアンス等重要な事項を受講者が学ぶことができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

34

受講日：H28/7/1‑8/15
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：東京都町田市中町1‑17‑11太陽ビル第9の4Ｆ
実施団体：湘南ケアカレッジ

介護の初任者研修を修了したことにより、介護業務にも積極的に出られ
研修を修了したことにより、介護職員としての業務が行えるようになり、
健康福祉局保険高齢部
るようになり、会社にも利用者にも大変重要視されている。今後は、利用
本人もこれからは積極的に利用者様の介護ができると、気持ちを新たに
高齢政策課
者様に対し、親切丁寧なお世話をすることにより介護職員として社会貢
している。
献できるよう育てていきます。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護職員等キャ
有限会社 サポート・
リアアップ支援
ユー・トゥエンティワン
事業

35

受講日：H28/9/8‑12/31
研修名：介護福祉士実務者研修
実施場所：東京都町田市旭町1‑8‑4タイムスビル3階
実施団体：株式会社ワークシフト 湘南ケアカレッジ

社会福祉士及び介護福祉法に基づく実務者研修を修了したことにより、 介護福祉士試験に合格させ、責任ある介護職として社会貢献できるよう
健康福祉局保険高齢部
介護福祉士の受験が可能となり試験に向けてさらに積極的に励まし、福 努力させるとともに、利用者様に喜んで信頼される職員になるよう貢献
高齢政策課
させます。
祉士試験合格をめざして努力させます。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
有限会社 ケアサービ
リアアップ支援
ス東和
事業

49

受講日：H28/6/21‑10/20
研修名：実務者研修
実施場所：三幸福祉カレッジ 相模大野校
実施団体：株式会社 日本教育クリエイト

介護福祉士試験を実地試験免除で受験できた。とともに、情報交換等も
事業所内全体に介護技術の向上が図られた。
行い、事業所内全体に介護技術の向上が図られた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

188

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 悠朋会
事業

33

受講日：H28/6/11‑10/31
研修名：実務者研修
実施場所：東京都町田市湘南ケアカレッジ
実施団体：株式会社ワークシフト

今年度より介護福祉士国家資格を受験するには受講が必須となった。
受講した事により受験資格が得られた。介護福祉士試験合格を目指し、 今回の受講で得た知識・技術を業務でも実践できている。介護福祉士
介護職員としてのスキルアップ・スーパーバイザーとしての責務が果た 資格取得に向け更なる努力を期待している。
せると考えられる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

189

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 大地の
リアアップ支援
会
事業

受講日：H28/6/15‑7/1
研修名：ユニットリーダー研修
54 実施場所：多摩永山情報教育センター・シルバータウン相模原特別養護
老人ホーム
実施団体：一般社団法人 日本ユニットケア推進センター

研修参加者自身がユニットケアの理念について学び、理解したことを
フィードバックしたことにより、職員個人個人の意識が高まり、利用者本 より一層個別ケアを充実するものとなり、職員個人の意識の向上、ユ
位の個別ケアを実践することにより、これまで以上により質の高いサー ニットケアの質の向上へとつながった。
ビスを提供することにつながった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

190

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 清伸会
事業

21

受講日：H28/7/4‑8/16
介護支援専門員としての業務に就くための更新研修を受講することによ
健康福祉局保険高齢部
研修名：介護支援専門員更新研修専門研修課程Ⅰ（更新研修56時間） 介護支援専門員としての業務に就くための更新研修を受講することによ
り、引き続き業務の遂行ができる。また、専門性を高め介護支援専門員
高齢政策課
り、必要に応じた専門知識、技能の習得を図ることができた。
実施場所：神奈川県総合薬事保健センター
の資質向上を図ることができる。
実施団体：公益財団法人 総合健康推進財団

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

191

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 清伸会
事業

14

受講日：H28/6/16
研修名：平成28年度ストレスマネジメント研修
実施場所：神奈川県社会福祉会館
実施団体：社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会

援助職が自分の性格傾向を分析し、自分に見合ったストレスコントロー
ルスキルを会得する。また、それを継続して取り組むことにより、心の健
康を保つことができる。職場のメンタルヘルスケアについて考え、学んだ
コントロールスキルを研修報告で職員に伝えることにより、今後のメンタ
ルヘルスケア対策に活かすことができる。

セルフケア（ストレスケア）スキルの「身体ケア」「精神的（心理的）ケア」
を学ぶことにより、職員のストレスコントロールに活かすことができる。実 健康福祉局保険高齢部
践的な対策を知り伝えることで、日常的なこころの元気を保っていけるこ 高齢政策課
とが期待できる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

192

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ 特定非営利活動法人
リアアップ支援 ワーカーズ・コレクティ
事業
ブはっぴー

40

受講日：H28/6/11‑9/24
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：三幸福祉カレッジ八王子教室
実施団体：三幸福祉カレッジ

当事業所では地域で介護を必要としてお困りの方からのご依頼はでき
当事業所にとって介護保険事業は需要が高く、新規利用者の受け入れ
るだけお断りしないことをモットーとしております。従業者には日頃から
態勢を整える必要がありました。今回新たに職員が介護職員初任者研
健康福祉局保険高齢部
資格取得を推奨しており、今回介護職員等のキャリアアップ支援事業費
修の資格を取得することができ、地域のニーズにより幅広く応えることが
高齢政策課
補助金を利用させていただいて職員が資格を取得することができ、より
できるようになりました。
円滑な事業運営につなげることができました。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

193

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ 特定非営利活動法人
リアアップ支援 ワーカーズ・コレクティ
事業
ブはっぴー

35

受講日：H28/6/13‑16
研修名：同行援護従業者養成研修
実施場所：銀河ホールほか
実施団体：銀河ガイドヘルプサービス事業所

当事業所は7月から同行援護事業を開始しました。これに合わせてヘル
パーが同行援護資格を取得できた事はサービス提供事業所として責任
受講した職員が同行援護の資格を取得することができました。同行援護
と安全性のあるサービスの提供につながったと思います。同行援護と
健康福祉局保険高齢部
サービスの提供事業所として利用者様に安心してご利用いただける環
いっても利用者さまによってケア内容がいろいろですので、従事するヘ 高齢政策課
境を整えることができました。
ルパーには様々なノウハウを見に付けて貰い、地域で困っている人の
助けになる事ができたらと思います。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

194

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 東の会
事業

120

受講日：H28/7/28‑12/22
研修名：実務者研修
実施場所：相模原市南区相模大野7‑23‑5
実施団体：三幸福祉カレッジ 相模大野教室
内容：①科目課題集を使用した自宅学習
②介護過程Ⅲ（全37.5時間）・医療的ケア（全12時間）の通学学習

当社会福祉法人は公共性の高い第１種及び第２種社会福祉事業の実
施により、地域福祉を支えるとともに福祉の拡充発展に貢献している。
本事業を活用する事で介護事業の優秀な人材を育成し、介護の質の向
上に成果を上げている。

介護職員等のキャリアアップとして介護福祉士の資格取得の為の実務
者研修に3名の介護職員を参加させた。研修費用の補助及び勤務等の
配慮にて介護福祉士取得の支援を実施した。
健康福祉局保険高齢部
介護人材の確保育成は介護事業の根幹を成す重要な課題である。本 高齢政策課
事業を活用する事により介護人材のスキルアップを図る事が出来て介
護事業のサービス向上に大きな効果があった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

195

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
東電パートナーズ株式
リアアップ支援
会社
事業

5

受講日：H28/6/26‑7/2
研修名：第３号（特定の者対象）研修 第二回全課程
実施場所：神奈川県社会福祉会館・昭和大学 横浜キャンパス
実施団体：フュージョンコムかながわ・県肢体不自由協会

喀痰吸引の理解と業務方法を学ぶことで、重度の介護が必要な利用者 医療依存度の高いご利用者様が、自宅で生活する為の支援を強化する 健康福祉局保険高齢部
様の介助をし、ご家族の負担を軽減することが出来る。
ことが出来た。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

196

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 蓬莱会
事業

受講日：H28/6/15‑7/22
研修名：2016年度前期ユニットリーダー研修
実施場所：千代田区神田駿河台1‑8‑11
ユニットケアの基本を踏まえ、自施設のケアを入居者、家族、地域など キャリアアップ支援事業を活用して研修に参加することで、より良いユ
健康福祉局保険高齢部
111 実施団体：一般社団法人 日本ユニットケア推進センター
の視点から客観視し、課題を把握するとともに解決に導くことのできる指 ニットケアを推進する指導的役割を担う職員の養成と確保を図ることが
高齢政策課
できた。
内容：ユニットケア施設において指導的役割を担う職員に対し、ユニット 導的な役割を担う職員の養成と確保につながった。
ケア導入の意義や入居者の生活を支える環境配備の仕方や職員のサ
ポート方法等を講義と実地で学ぶ。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

197

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ 特定非営利活動法人
リアアップ支援 ワーカーズ・コレクティ
事業
ブ・ベル

56

受講日：H28/6/28‑12/27
研修名：介護職員実務者研修
実施場所：湘南国際アカデミー相模大野校・大和校
実施団体：湘南国際アカデミー

198

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社栄喜
事業

43

受講日：H28/6/19,26,28,7/3,10
研修名：第11回介護予防運動指導員研修
実施場所：セントラルウェルネスクラブ成瀬店
介護予防に関する知識及び技術、高齢者筋力トレーニングに関する専
実施団体：東京都健康長寿医療センター
門的知識を学ぶことで、良質なケアにつながった。
内容：介護予防に関する知識及び技術、高齢者筋力トレーニングに関す
る専門的知識を学んだ

199

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
有限会社 ライフサ
リアアップ支援
ポート相模原
事業

35

受講日：H28/6/29‑8/5
研修名：介護ヘルパー初任者研修
実施場所：三幸福祉カレッジ相模大野校舎
実施団体：三幸福祉カレッジ

184

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 サガミケア
リアアップ支援
サポート
事業

6

185

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
有限会社 サポート・
リアアップ支援
ユー・トゥエンティワン
事業

186

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

187

介護計画が立てられるようになったり、医療的行為が習得でき、レベル
アップできた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

寝たきりにならない為の日々の活動が必要だと感じるとともに、根拠に
基づいた安全な運動を提供していく必要性があることを実感している。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

研修の受講は介護知識、介護技術を習得する早道でもあり、成果ありと
介護に関する技術および知識を習得し、介護ヘルパー初任者研修修了
健康福祉局保険高齢部
考える。今後さらに上を目指した研修を勧めたい。又、他の従業員にも
証を得た。今後の介護事業に貢献できると期待される。
高齢政策課
研修を勧めていきたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

実務者研修を受講し修了したことでサービス提供責任者になるヘル
パーが増員できた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

所管課

左のように評価した理由

200

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社 介護城山
事業

52

受講日：H28/9/11‑10/30
研修名：実務者研修（介護過程Ⅲ・医療的ケア）
実施場所：相模原市南区相模大野7‑23‑5ラ・フォンテーヌ2F
実施団体：三幸福祉カレッジ 相模大野校

実務者研修を修了したことにより、本年度の介護福祉士受験資格を得
実務者研修を受講したことにより、より多くの技術・知識を得ることがで
ることができた。医療的ケアの受講により、現場でのサービスの質の向
き、現場でのサービスの質の向上に繋がった。
上に繋がった。

201

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
有限会社 サポート・
リアアップ支援
ユー・トゥエンティワン
事業

34

受講日：H28/7/29‑8/31（うち15日間）
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：町田市中町1‑17‑11太陽ビル第9の4F
実施団体：湘南ケアカレッジ

介護職員の初任者研修を修了したことにより、介護業務にも積極的に
出られるようになり。会社にも利用者にも大変重要視されている。今後
は、利用者様に対し、親切丁寧なお世話をすることにより介護職員とし
て社会貢献ができるよう育てていきます。

研修を修了したことにより、介護職員としての業務が行えるようになり、
健康福祉局保険高齢部
本人もこれからは積極的に利用者様の介護ができると、気持ちを新たに
高齢政策課
している。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

202

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 泰政会
事業

26

受講日：H28/7/4‑8/16
研修名：平成28年度介護支援専門員更新研修専門Ⅰ研修
実施場所：総合薬事保健センター
実施団体：公益財団法人 総合健康推進財団

介護支援専門員として専門性を高め、資質の向上を図ることができた。
ケアマネジメントにおける実践について学び、ケアプランの作成や利用
者に対しての対話力も身につけることができた。研修に参加させていた
だいた法人や部署内にも研修の勉強会を行うことで、広く研修で得た学
びを伝えることができ、今後の業務に生かすことで、より良い高齢者の
支援につながると思う。

グループワークを多く行い、事例検討などで他のケアマネの意見を多く
聞け、自分で気づかないことなどあり、必要な知識をたくさん得ることが
健康福祉局保険高齢部
できた。
高齢政策課
この得た沢山の知識を無駄のない様今後の地域高齢者等に対し、大い
に活用していく。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

203

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 幸山会
事業

4

受講日：H28/7/25,27
研修名：平成28年度第一回神奈川県認知症対応型サービス事業管理
者研修
実施場所：神奈川県中小企業共済会館6階会議室
実施団体：神奈川県
内容：認知症介護サービス管理者研修

法人内においても管理者を育てる事が急務である。
研修に参加した事で専門的知識を学ぶ事が出来、又、他の施設の方と 日々の管理をしっかり行う事が、いかに大事であるかという事の認識
の交流もあり良い経験をする事が出来た。今後は、この研修で学んだ知 又、しっかりと法令を遵守し、日々の業務を行い、地域貢献に努めてい
識、経験を施設内においても共有し、よりよい施設運営を行って行きた きたい。
い。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

204

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 清伸会
事業

4

受講日：H28/7/28
研修名：平成28年度アサーション研修
実施場所：神奈川県社会福祉会館
実施団体：社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会

福祉・介護の現場では、コミュニケーションが対人援助技術の基本とな
る。相手の立場も尊重しながら自分の考えや意見を誠実に伝える技術
を学ぶことが、長年身につけた言い方や態度を見直し改善していくこと
にも繋がる。アサーティブ・トレーニングを研修報告で職員に伝えること
で、自分も他人も責めないスキルを知ることができる。

自分のコミュニケーションパターンを気付き改善していくことで、相手と向
き合う時の心の姿勢をアサーティブなものに変えていくことができる。ア 健康福祉局保険高齢部
サーティブ・トレーニングを学ぶことによりストレスの耐性をアップさせ、メ 高齢政策課
ンタルヘルスの予防、ハラスメント防止にも繋がる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

205

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 たちば
リアアップ支援
な福祉会
事業

3

受講日：H28/7/25,27
研修名：認知症対応型サービス事業管理者研修
実施場所：神奈川県中小企業共済会館 6階会議室
実施団体：（社福）神奈川県社会福祉事業団

認知症の利用者、家族に対して適切なサービスの提供ができる。

管理者として安心して利用者の対応を任せる事が出来るようになった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

206

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 たちば
リアアップ支援
な福祉会
事業

13

受講日：H28/8/24‑10/13
研修名：認知症介護実践者研修
実施場所：神奈川県中小企業共済会館
実施団体：神奈川県

認知症利用者、家族に対して適切なサービスの提供が出来る。

研修を受講したことにより、安心して利用者の対応を任せることが出来
るようになった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

207

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 草加福
リアアップ支援
祉会
事業

50

受講日：H28/7/27‑8/26
研修名：ユニットリーダー研修
実施場所：秋葉原DUX、シルバータウン相模原特別養護老人ホーム
実施団体：日本ユニットケア推進センター

特別養護老人ホームの適正な運営の維持及び入居者のQOLの向上

有意義に終了いたしました。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

208

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 敬寿会
事業

100

受講日：H28/7/27‑29,8/8‑12,15‑19
研修名：ユニットリーダー研修
実施場所：秋葉原DUX、シルバータウン相模原、大和みなみ風
実施団体：日本ユニットケア推進センター

特別養護老人ホーム、ショートステイ合わせて160名の高齢者の暮らし
を支える中で、個別ケアやユニットケアを進めるためには、個々の介護
職員レベルでの理解が必要不可欠である。当施設では、80名を超える
介護職員が在籍しているが、この度は2名の介護職員を参加させること
ができ、ユニットケアについての知識を広げることができた。

社会福祉法人としての社会的責任や重要性が増す中で、職員一人ひと
りの資質のマナー向上を図ることで地域福祉向上へ大いに貢献が果た
健康福祉局保険高齢部
せるものと考えている。また、住み慣れた街や環境で生活を続けること
高齢政策課
は、入居者のストレスを緩和させるものであり、ユニットケアによるきめ
細やかな介護サービスを提供していけるものと考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

209

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 悠朋会
事業

87

受講日：H28/7/28‑9/29
研修名：実務者研修教員講習会
実施場所：けやき会館
実施団体：しかくの学校ホットライン

研修を受講した事により、「実務者研修教員資格」が取得できた。今後
介護職を目指す方への資格取得に向けて貢献できると考えられます。

受講はケアマネージャー、デイサービス、訪問介護から１名ずつ行った
事により、介護職を志す方に幅広い視点で講習を行えると考えられま
す。研修の成果が発揮できます。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

210

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 蓬莱の
リアアップ支援
会
事業

7

受講日：H28/8/26‑9/2
研修名：中堅職員キャリアパス対応生涯研修
実施場所：県社会福祉会館
実施団体：神奈川県社会福祉協議会

キャリアアップ支援事業を活用し研修に参加する事で、中堅職員として
の役割について学ぶことができ、資質向上につながった。

この度の研修で得た知識を活用し、また今後も引き続き能力の向上を
図る研修に参加する事で介護サービスの向上が期待される。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

211

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
特定非営利活動法人
リアアップ支援
シンフォニー
事業

26

受講日：H28/9/1‑11/21
研修名：平成28年度第3回認知症介護実践者研修
実施場所：ウィリング横浜 横浜市港南区上大岡西1‑6‑1
実施団体：公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会

高齢者介護実務者に対し、認知症介護に関する実践的研修を実施する
ことにより、認知症介護技術の向上をすることができた。
また、今後施設において研修修了者によるフィードバック研修を実施し、
他の介護職員に技術の周知を図ることで認知症介護に対する介護サー
ビスの充実が期待できる。

計画作成担当者の就任予定者を客観的視点に立たせ、施設で提供して
いる介護サービスについて再評価をすることができた。過去のサービス 健康福祉局保険高齢部
提供について見直しを図り、代替案や問題点を探ることで今後のサービ 高齢政策課
ス提供について、選択肢を増やし、質の向上を図ることができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

212

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 愛光会
事業

48

受講日：H28/8/2‑9/20
研修名：実務者研修
実施場所：相模大野教室（ラ・フォンテーヌ2階）
実施団体：三幸福祉カレッジ

キャリアアップ支援事業を活用し、実務者研修を受講することで、介護 今回の研修で得た知識を活用し、日々の介護の質を向上させ、よりよい
健康福祉局保険高齢部
の基本や応用方法を学ぶ事ができ、日々のサービスの質の向上につな サービスを提供してくれています。また、今回の研修で、学んだ事を職
高齢政策課
がっている。
員全体で共有し、各職員の意識の向上にもつながっています。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

213

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 スマイル介
リアアップ支援
護サービス
事業

35

受講日：H28/8/22‑12/24
研修名：介護ヘルパー初任者研修講座
実施場所：相模大野教室
実施団体：三幸福祉カレッジ

年齢が若く、経験も乏しいと思われるが、これからヘルパーとしての、第
昨今のヘルパー人材難のおり、資格取得者を確保できたことで、業界全
健康福祉局保険高齢部
一歩を踏み出し、教育、経験を積み重ねることで、「社訓」である「人を育
体としても喜ばしいことである。
高齢政策課
てる」を実践できる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

214

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 城山楽
リアアップ支援
寿会
事業

21

受講日：H28/11/22,24,25,12/3,5,10
研修名：介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
実施場所：神奈川県社会福祉会館
実施団体：神奈川県社会福祉協議会

当該研修は、介護支援専門員証の更新を行うに当たって義務付けられ
健康福祉局保険高齢部
講義、演習主体の研修であることから、業務運営に大変参考になった。
た研修であり、受講者は施設ケアマネであるので受講させるもの
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

215

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 エクシオジャ
リアアップ支援
パン
事業

25

受講日：H28/8/26
研修名：管理者が目指すサービス・ケアーの統一と質の追求
実施場所：株式会社エクシオジャパン本社本館会議室
実施団体：株式会社エクシオジャパン

当研修を通して、各施設の管理者が自分の責務を再度認識し、各々の 当研修を通して各施設の管理者が自分の責務を再度認識し、各々の課
健康福祉局保険高齢部
課題を明確にした上で現場での課題解決に向けての取り組みを学べ
題を明確にした上で現場での課題解決に向けての取り組みを学べたこ
高齢政策課
た。
とで、今後の施設運営をより良くしていけるものと考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、外部から講師を招いて行う事業所内研修に要する
経費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の
活用が図られている。

216

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社 うろこ屋
事業

11

受講日：H28/8/26‑27
研修名：３学会合同呼吸療法認定士認定講習会
実施場所：品川プリンスホテル アネックスタワー5階 プリンスホール
実施団体：３学会合同呼吸療法認定士認定委員会

①受講者については、「３学会合同呼吸療法認定士」の受講要件を満た
すことができた。
②呼吸療法の知識を得ることができ、職員の職業能力の向上を図るこ
とができた。
③利用者サービスの充実を図ることができた。

本補助事業の利用により上記①から③の成果を得ることができ、また社
内でも学んだことの水平展開を図ってまいります。今後積極的に職員の 健康福祉局保険高齢部
レベルアップのに努め、利用者へのサービスの充実を図ることに努める 高齢政策課
所存です。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

217

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 ウェルフュー
リアアップ支援
チャー関東
事業

受講日：H28/7/30,8/1
研修名：喀痰吸引等研修（第３号研修）
吸引器を使用した喀痰吸引の方法や胃ろう腸ろうによる経管栄養の方
19 実施場所：介護キャリアアカデミー東京校、JA訪問看護ステーションつく
法を知り、施設の貢献につながった。
い
実施団体：株式会社 介護福祉総合研究所

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

218

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 有限会社 スクレープ
事業

今後、地域の喀痰吸引等を必要とされる重度障害者等に対し、「安全で
健康福祉局保険高齢部
的確なサービス提供」を実施することができる介護職者を養成すること
高齢政策課
ができたので、とても有意義な研修となりました。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

4

受講日：H28/9/10,11
研修名：喀痰吸引等研修（特定の者対象）
実施場所：北里大学病院
実施団体：北里大学病院

喀痰吸引等の医療行為に伴う技術や知識を、習得することができた。

本人は、十分修得しており、早速実践的に活用している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

219

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 湘北福
リアアップ支援
祉郷
事業

受講日：H28/9/4,18,10/2,16,30,11/13,27（介護過程）H28/10/11,18（医
療的ケア）
57 研修名：実務者研修
実施場所：湘南国際アカデミー海老名校、大和校
実施団体：湘南国際アカデミー

220

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 湘北福
リアアップ支援
祉郷
事業

受講日：H28/8/31,9/7,16,10/1,8,①9,②10,15,22,11/3,12,12/3,10
研修名：平成28年度神奈川県主任介護支援専門員研修
63 実施場所：関内ホール、神奈川県立保健福祉大学 他
実施団体：神奈川県（特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員
協会）

221

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 城山楽
リアアップ支援
寿会
事業

5

222

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
東電パートナーズ株式
リアアップ支援
会社
事業

受講日：H28/8/29‑10/29
研修名：介護職員の喀痰吸引研修（特定の対象者）第3号研修実地の
1み
実施場所：研修協力者宅
実施団体：フュージョンコムかながわ・県肢体不自由協会

223

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 寿幸会
事業

224

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
医療法人社団友愛病
リアアップ支援
院会
事業

8

受講日：H28/9/5‑12/2
研修名：平成28年度相模原市認知症介護実践リーダー研修
実施場所：相模原市立けやき会館、グループホーム相模原
実施団体：神奈川県社会福祉事業団研修センター

相模原市認知症介護実践リーダー研修を受講しまして、介護現場の実
践リーダーとして、介護理念を介護現場で具体的にしていくために、実
践リーダーがそのために身につけるべき考え方としての視点を明らかに
することを研修によって再確認した。

研修の目的と目標を理解し、それに沿った研修カリキュラムがどのよう
に組み立てられているかを理解した。方向性を明確にし、加えて研修の 健康福祉局保険高齢部
機会を研修生のストレス緩和の場、情報交換ネットワーク作りの場に活 高齢政策課
用したい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

225

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 たちば
リアアップ支援
な福祉会
事業

3

受講日：H28/9/30
研修名：高齢者虐待防止の正しい理解と部下への指導
実施場所：帆船日本丸訓練センター
実施団体：（社）神奈川県高齢者福祉施設協議会

高齢者虐待に関する知識を得る事が出来た。
施設を利用している高齢者を見守る事もできる。

施設内の他職員たちに徹底するとともに指導する事に活かしたい。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

226

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 エナメディカ
リアアップ支援
ル
事業

34

受講日：H28/8/31‑12/10
後輩の育成と地域貢献の役わりがあるという事を再認識しました。事例
研修名：平成28年度神奈川県主任介護支援専門員研修
検討を繰り返す中で対人援助の関わりの中で自分自身の気づきを見つ
健康福祉局保険高齢部
研修を受講し介護支援専門員として、業務の質の向上、スタッフの育成
実施場所：関内ホール、神奈川県立保健福祉大学 明治学院大学
けられるようになりました。
高齢政策課
と共に地域に貢献したいと思います。
実施団体：神奈川県介護支援専門員協会
日々自分自身も学び続け成長をし後輩の育成につなげたいと思いま
内容：人事管理、地域援助技術、リスクマネジメント、ターミナルケア、対
す。
人援助、事例検討

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 相模福
リアアップ支援
祉村
事業

受講日：H28/9/12‑30
研修名：平成28年度ユニットリーダー研修
57 実施場所：多摩永山情報教育センター、シルバータウン相模原特別養
護老人ホーム
実施団体：（一社）日本ユニットケア推進センター

他のユニットケア施設を見ることで、自施設でどんなケアが足りていない
健康福祉局保険高齢部
のか考える契機となった。
もっと良いケア、個人の希望に寄り添ったケアを行うために何が必要な 高齢政策課
のか、それを実現するためにこれから自施設で頑張っていきたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

228

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 清伸会
事業

受講日：H28/8/31‑12/10
研修名：平成28年神奈川県主任介護支援専門員研修
介護支援専門員のキャリアアップするとともに、専門性を高め、資質向
25 実施場所：関内ホール・神奈川県立保健福祉大学・明治学院大学横浜
上を図ることができた。
キャンパス
実施団体：神奈川県介護支援専門員協会

介護支援専門員としてこれからの業務が、専門性を高め、資質向上を
図る事ができる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 相和会
事業

5

拘縮や褥瘡を防ぐためには予防が大事であり、その予防の知識を得て
年齢も若い職員であり、とても熱心に業務に取り組んでいるが、今回の 健康福祉局保険高齢部
きたので、本人が所属している褥瘡防止班の中で内容を共有し、職員
研修を受けたことにより、さらにやる気を出し、業務を行っている。
高齢政策課
全体の勉強会につなげ、施設職員の質を向上させたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

230

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 希望
事業

受講日：H28/9/5‑12/2
研修名：相模原市認知症介護実践リーダー研修
8 実施場所：相模原市けやき会館セミナールーム他
実施団体：相模原市（社会福祉法人神奈川県社会福祉事業団研修セン
ター）

ユニットリーダーとして、ユニットをまとめていくにあたり、具体的な項目
に則して、その手段を学び、また、それを実際活用し、日常業務の中で
活用できており、そのことが利用者の処遇改善に役立っている（というよ
うな研修が行われている）

研修で学んだことを、研修受講者本人がユニット内に持ち帰り、それを
具体的な内容として、作業を行い、そのとりまとめの中での学びも生かし 健康福祉局保険高齢部
ながら研修結果として、その発表を行うという一連の過程の中での気づ 高齢政策課
きが見られ、とても良いと感じられた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

231

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 たちば
リアアップ支援
な福祉会
事業

3

受講日：H28/9/10,11
研修名：介護職員等喀痰吸引等研修
実施場所：北里大学病院
実施団体：学校法人北里研究所 北里大学病院

技術的な動作や仕組みなどが理解できた。
介護利用者に対し、業務として、安全に的確に対応することができる。

介護職員として安心して利用者の対応を任せる事が出来るようになっ
た。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

232

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 喜楽会
事業

50

受講日：H28/9/7‑9,10/10‑14 8日間
研修名：平成28年度ユニットケア研修（第2期ユニットリーダー研修）
実施場所：羽田タートル ニューバード
実施団体：一般社団法人 全国個室ユニット型施設推進協議会

ユニットリーダー研修に参加して、ユニット内におけるリーダーシップとマ
ネジメントの在り方を学び、また実習により実践することにより今後の施
設での業務に活かせる。また学んだことを施設の現場職員と勉強して他
の職員のキャリア形成につなげていく。

法人としては、職員のキャリアアップに積極的に取り組んでいますが、職
員全員に機会を与えるのは予算や時間的に支障が生じます。今年参加 健康福祉局保険高齢部
職員が他の職員と勉強会を開催し、研修の成果を披露することにより 高齢政策課
キャリアアップの一助になると評価しています。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社 イマジニクス
事業

26

受講日：H28/9/21‑11/15
研修名：平成28年度神奈川県介護支援専門員専門研修課程Ⅰ
実施場所：神奈川県川崎市中原区上小田中6‑22‑5川崎市総合福祉セ
ンター
神奈川県横浜市磯子区西町14‑11神奈川県総合薬事保健センター
神奈川県横浜市神奈川区沢渡4‑2神奈川県社会福祉会館

補助金を活用して、介護支援専門員専門研修Ⅰを受講して介護支援専
門員の更新資格を修得出来た。この研修を通して介護支援専門員が業
務を行う上で必要な心構え、知識、技能の習得。介護支援専門員として
のキャリアアップになった。今後さらに介護支援専門員としての役割を認
識し、介護保険サービスや各種関係機関との協働・連携を担えるように
努めます。

本研修は介護支援専門員としてのキャリアアップとなる更新研修であ
る。介護支援専門員の更新資格の修得により、事業所内外の介護支援
健康福祉局保険高齢部
専門員に対する技術向上を目指した助言、指導によりケアマネジメント
高齢政策課
力の向上、利用者の自立支援とQORの向上に繋がるものと評価しま
す。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
特定非営利活動法人
リアアップ支援
シンフォニー
事業

受講日：H28/10/14‑11/16
研修名：介護職員初任者研修
29 実施場所：株式会社ワークアンビシャス 湘南ケアカレッジ
東京都町田市中町1丁目17‑11太陽ビル第9の4F
実施団体：株式会社ワークアンビシャス

介護職員初任者研修を修了したことで、介護に係る最低限の知識・技
術とそれらを適用する際の考え方のプロセスを身に付けることができ
た。

介護業界未経験の職員でも、介護資格取得の研修制度を整備すること
で安心して就業できるようになった。また、介護知識や技術に対して向 健康福祉局保険高齢部
学心を煽り、介護福祉士等の上位資格取得に向けての動機付けとする 高齢政策課
ことができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。
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介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 相模福
リアアップ支援
祉村
事業

63

受講日：H28/10/4‑H29/1/5
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：和泉短期大学
実施団体：一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会

今まで介護職として働いてきたが、この研修で、正しい介助方法や知識
初任者研修を受講することで、介護職員として業務に必要な知識や方
を得たことで、今までの自分の介護方法を見直す良いきっかけとなりま 健康福祉局保険高齢部
法として、社会福祉制度や高齢者への接し方、移動や食事、入浴などの
した。今後は、学んだことをいかし、専門性を持って仕事に取り組んでい 高齢政策課
基本的な介護技術を学び、修得することができた。
きたいと思います。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

236

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 相和会
事業

6

受講日：H28/10/3‑25
研修名：平成28年実務従事者フォローアップ研修
実施場所：かながわ労働プラザ
実施団体：神奈川県介護支援専門員協会

キャリアアップ支援事業を活用し研修に参加することで、介護支援専門
員として基礎知識を学ぶことが出来、ICFを活用したアセスメントをし計 新しい視点での考え方を学ぶことで、利用者様との関わり方、接し方を
画書を作成するまでの一連の考え方の理解を学ぶことが出来、利用者 見直すことが出来た。
へのよりよい支援に繋がった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

237

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 相和会
事業

事例研究のためグループワークを通じて様々な視点からの支援方法を
キャリアアップ支援事業を活用し研修に参加することで介護支援専門知
学ぶことができ、より幅の広い支援に繋がると自覚した。
健康福祉局保険高齢部
識、様々なシチュエーションでの事例を計5日間にわたって研究すること
アセスメントの重要性を再確認し、利用者本位のプラン作りをしていきた 高齢政策課
で利用者支援についての理解が深まり、業務に活用することができた。
い。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

39

介護現場で5年の実務経験を積み、本人自らの意思により介護福祉士
の国家試験受験に必要な研修を受けることにより、今後のスキルアップ
に向け、又、仕事に対する新たな意欲の向上に繋がったものと考えられ
る。

昨今介護事業所においては、職員の保持資格により加算を取得出来る
等資格偏重の様相を呈しており、その良し悪しはともかく、職員の資格 健康福祉局保険高齢部
取得の意欲を持ち、資格取得に必要な研修を受ける事は、法人並びに 高齢政策課
事業所の運営に大いに寄与するものである。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

介護保険サービスや他の保健・福祉サービスを提供する機関との連絡
調整や他の介護支援専門員に対する助言・指導など、ケアマネジメント
が適切かつ円滑に提供されるために必要な業務に関する知識及び技
術の習得並びに地域包括ケアシステムの構築に向けた地域づくりの実
践に資するとともに、現況業務の振り返りと新たな視点や考え方及び今
後取組むべき課題が見える研修であった。

現在、当該居宅介護支援事業所は特定事業所（Ⅱ）として事業運営をし
ているが、その中で介護支援専門員個々のスキルアップとこれに伴う実
践が大きな意義を持つものと理解している。残念ながら現在介護支援専
門員の資格さえあれば、その適性や内容が問われることは稀で、多くの 健康福祉局保険高齢部
ケアプランナーが蔓延する様相を呈しており、非常に懸念される状況に 高齢政策課
ある。このような点から、当該居宅介護支援事業所として、介護支援専
門員個々のスキルアップや研鑽は不可欠な要因であり、本研修は大い
に有意義であったと考えられる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

居宅ケアマネ業務だけでなく、多職種との連携の在り方について勉強で 多職種協働の研修に参加したことにより、連携の在り方について勉強で 健康福祉局保険高齢部
き、大変参考となった。
きた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

喀痰吸引の理解と業務方法を学ぶことで、重度の介護が必要な利用者 医療依存度の高いご利用者様が、自宅で生活する為の支援を強化する 健康福祉局保険高齢部
様の介助をし、ご家族の負担を軽減することが出来る。
ことが出来た。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

受講日：H28/8/31,9/7,16,24,10/1,10,15,22,11/3,12,12/3,10
研修名：平成28年度神奈川県主任介護支援専門員研修
実施場所：関内ホール、神奈川県立保健福祉大学、JA横浜みなみ総合
センター、明治学院大学横浜キャンパス
実施機関：特定非営利活動法人神奈川県介護支援専門員協会
内容：主任介護支援専門員研修

研修を受講したことにより、現在地域包括支援センターで行っている指
今回の研修にて、今までの実務で得た知識の復習をし、さらに踏みこん
健康福祉局保険高齢部
定介護予防支援業務等、よりよいサービスを提供することが可能とな
だ専門知識を習得することができた。修得した知識を活用し、よりよい介
高齢政策課
る。地域の要支援認定者への支援を行うのみでなく、地域包括支援セン
護サービスの提供を行っていく。
ターとして総合相談から切れ目のない支援等を実施する事ができる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

受講日：H28/9/13
研修名：多職種協働・連携によるケアマネジメント
実施場所：神奈川福祉サービス振興会セミナールーム
実施団体：神奈川福祉サービス振興会

受講日：H28/9/16
研修名：拘縮・褥瘡を防ぐポジショニング・シーティング講座
実施場所：ウィリング横浜
実施団体：公益社団法人かながわ福祉サービス振興会

受講日：H29/1/20‑2/14
16 研修名：介護支援専門員専門研修過程Ⅱ
実施団体：アルファ医療福祉専門学校

ユニットリーダー研修を受講することで、資格取得と同時にユニットケア
の理念、意義の理解をより深めることが出来た。
また施設内で報告研修会を行うことで、他職員にもユニットケアの理解
を深めることができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

238

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 まちづくり公
リアアップ支援
社
事業

16

受講日：H28/11/21‑12/20
研修名：平成28年度神奈川介護支援専門員専門研修過程Ⅱ
実施場所：学校法人西田学園アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人西田学園

専門知識が習得でき、利用者及び介護者の信頼も高まった。
また社内の評価もよくなり、今後より一層社会貢献に努めることができ
る。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

239

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 ケアサービ
リアアップ支援
ス大輪
事業

27

受講日：H28/9/25
研修名：メンタルヘルス・介護職のストレス解消講座
実施場所：湘南国際アカデミー相模大野校
実施団体：株式会社ケアサービス大輪

介護職員が長く介護の仕事を続けられるよう、会社のサポート以外に
介護職員がメンタルヘルス（心の健康づくり）について学ぶことができた も、自ら介護負担を軽減する術を身に付けてもらいたいと考えていた。
健康福祉局保険高齢部
ことで、介護におけるストレスを軽減し、今後更に良いサービスが提供で 当研修を通じて、介護職員がメンタルヘルス（心の健康づくり）について
高齢政策課
学ぶことができたことで、介護におけるストレスを軽減し、今後更に良い
きるようになると考えている。
サービスが提供できるようになると考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、外部から講師を招いて行う事業所内研修に要する
経費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の
活用が図られている。

240

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 エナメディカ
リアアップ支援
ル
事業

36

受講日：平成28年5月7日〜平成29年3月18日
研修名：対人援助技術の熟成を目指してⅠ
実施場所：国際医療福祉大学 東京青山キャンパス
実施団体：国際医療福祉大学大学院
内容：事例検討を通し相談援助職としての面接力、アセスメント力を高
め自己検証、言語化を行う。

事例検討を行う中でクライアントの内面世界に触れ肩越しの視点から状
研修を受講し介護支援専門員として、業務の質の向上、スタッフの育成 況の理解を行う訓練を重ねました。今後も相談援助職としての後輩の育 健康福祉局保険高齢部
成、スーパーバイザーとしてのスキルを磨き、職場全体の質の向上に繋 高齢政策課
と共に地域に貢献したいと思います。
がることを目指します。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

241

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 彩陽会
事業

27

受講日：平成28年11月23日〜平成28年12月23日
研修名：ユニットリーダー研修
実施場所：多摩永山情報教育センター、特養 みなみ風
実施団体：日本ユニットケア推進センター

ユニットケアを推進していくためのユニットリーダー育成を目的とした研
修を受講した。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

242

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人財団 清伸会
事業

7

受講日：平成29年1月28日〜平成29年1月29日
研修名：神奈川県介護予防従事者研修会
実施場所：新都市ホール
実施団体：公益社団法人 神奈川県理学療法士会

「かながわ介護予防・健康づくり運動指導員」養成講座を受け「かながわ
運動器の機能向上、認知症機能低下予防・支援、うつ予防・支援/閉じ 介護予防・健康づくり運動指導員」の認定を受けることで、指導員名簿
健康福祉局保険高齢部
こもり予防・支援、栄養改善、口腔機能向上等を学ぶことにより、日常業 へ登録され、県のホームページに掲載されることで介護予防・健康づくり
高齢政策課
運動指導員の認定者がいる事業所ということを認識してもらえる。地域
務や地域の介護予防に活用できる。
の円滑な介護予防活動に繋がる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

243

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社 フミール
事業

17

受講日：平成28年11月21日〜平成28年12月20日
研修名：介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
実施場所：学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人 西田学園

介護保険制度に対する知識の向上及び包括的なケアシステムを学ぶこ
とにより、利用者様等への最新の情報を提供することができ、また介護
支援専門員としてのサービスの向上につながった。事業所内の専門員
との知識の共有もできた。

事業所での研修の成果を発表してもらい、介護支援専門員としての知
識の向上、スキルアップが見られた。包括的な支援をどうやったらできる 健康福祉局保険高齢部
か等、事業所内ケアカンファレンスでは専門的な発言もあり、成果が見 高齢政策課
られた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

244

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人社団 明理会
事業

18

受講日：平成28年11月21日〜平成28年12月20日
研修名：介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
実施場所：学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人 西田学園

新しい介護保険制度の知識の理解、伝達報告を行えた。アセスメント能 他介護支援専門員への伝達報告が行え、利用者・介護保険制度に公
力の向上を行えた。介護支援専門員としてのスキルアップ
正中立に利用者の立場になって考えることができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

245

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 ヤングハー
リアアップ支援
ト
事業

23

受講日：平成28年9月27日〜平成28年11月15日
研修名：介護支援専門員研修過程Ⅰ
実施場所：アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人西田学園

さまざまな講義や事例検討を通して、自己の業務の振り返りが出来た
事、また、新たな気付きが出来た事は、自己の資質の向上につながると ケアマネを取り巻く環境の厳しさを痛感した研修であった。気を引き締め 健康福祉局保険高齢部
高齢政策課
感じている。また、それが社内全体の質の向上に結びつけていけるよう て、自己業務を振り返り取り込んでいくよいきっかけになったと思う。
貢献する。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

246

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 久寿会
事業

117

受講日：平成28年12月5日〜平成29年2月１０日
研修名：第3回認知症介護指導者養成研修
実施場所：認知症介護研究・研修 東京センター
実施団体：認知症介護研究・研修 東京センター

本研修を修了することで、認知所介護の指導・教育の企画立案を事業 認知症ケアにかかわる職員、特にグループホーム中の郷で勤務する職
健康福祉局保険高齢部
所等で実施していくことを学び、現任・新任職員へその学びの機会を増 員等への研修の機会や指導・教育の場で、その技術を広め、多くの職
高齢政策課
員がより専門的な知識の習得につながると考えます。
やし、認知症ケアの基本・応用を深めていくことが可能となった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

247

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療社団法人 相和会
事業

6

受講日：平成28年10月3日〜平成28年10月25日
研修名：平成28年実務従事者フォローアップ研修
実施場所：かながわ労働プラザ
実施団体：神奈川県介護支援専門員協会

キャリアアップ支援事業を活用し研修に参加することで、介護支援専門
員として基礎知識を学ぶことが出来、ＩＣＦを活用したアセスメントをし計 新しい視点での考え方を学ぶことで、利用者様との関わり方、接し方を
画書を作成するまでの一連の考え方の理解を学ぶことができ、利用者 見直すことが出来た。
へのよりよい支援に繋がった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

248

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 大地の
リアアップ支援
会
事業

12

受講日：平成28年10月4日〜平成28年12月22日
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：和泉短期大学
実施団体：一般社団法人 相模原市高齢者福祉施設協議会

研修参加者が研修を修了したことにより、介護職員としての自覚・自信
を持ち、実務を行っている。また。さらなる資格取得への向上心となっ
た。

介護をする上で、必要な知識やノウハウを研修を通じて習得し、ご利用 健康福祉局保険高齢部
者へのより質の高いサービスを提供することへとつながった。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

249

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 愛翁会
事業

29

受講日：平成28年10月30日〜平成29年2月26日
研修名：介護職員初任者研修
実施場所：未来ケアカレッジ町田校 サンエールさがみはら
実施団体：未来ケアカレッジ

キャリアアップを活用した研修で、介護の知識やコミュニケーションの大 この研修で学んだ介護の基本や、介護を受ける肩の体験を通じて、そ
健康福祉局保険高齢部
切さ、安心して行える介助方法を学ぶことができ、業務の中で利用者本 の方の残存機能を活用しながら、お互いに安心できる介助を実践してい
高齢政策課
位のケアを実践していくことが出来る。
くことが期待できる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

250

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
株式会社 まちづくり公
リアアップ支援
社
事業

受講日：平成28年11月15日
研修名：平成28年度神奈川県介護支援専門員専門研修専門研修過程 専門知識が習得でき、利用者及び介護者の信頼も高まった。
本人の意識、知識も深まりスキルアップになった。また、費用負担の軽
健康福祉局保険高齢部
21 Ⅰ
また、社内の評価もよくなり、今後より一層社会貢献に努めることができ 減により、研修に参加しやすい環境が整ったので今後も活用していきた
高齢政策課
実施場所：学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校
る。
い。
実施団体：学校法人 西田学園

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

251

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 泰政会
事業

19

受講日：平成28年11月22日〜平成28年12月22日
研修名：平成28年度介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
実施場所：神奈川県社会福祉会館他
実施団体：社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会

介護支援専門員としての知識を得ることができ、今後の仕事に生かすこ
仕事に必要な知識を得ることができ、今後もこのような学習を重ねてい
とができ、施設ケアマネジャーに従事することにより、資質向上がで
きたい。
き、、張りのあるものになった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

252

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
有限会社 メイプルハン
リアアップ支援
ド
事業

24

受講日：平成28年10月4日〜平成28年11月22日
研修名：平成28年度認知症介護実践研修
実施場所：ウィリング横浜
実施団体：特定非営利活動法人 かながわ福祉保険学院

キャリアアップ支援事業を活用し、認知症介護実践者研修を受講し、認
認知症ケアについて学んだことにより新たな気づき、関わり方を実践で
知症ケアについて体系的に学んだことを、今後他の職員に研修等で発
健康福祉局保険高齢部
き、より向上心を持ってケアに取組んでいける。また、アセスメントにより
表する等し、事業所全体で共通理解を深め、より良いケアを提供できる
高齢政策課
スキルアップにつなげていきたい。
職場につなげる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

253

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 城山楽
リアアップ支援
寿会
事業

2

受講日：平成28年11月4日
研修名：認知症介護基礎研修
実施場所：神奈川県中小企業共済会館
実施団体：神奈川県社会福祉事業団

当ホームに入所して間もないが、介護業務を実践する上で認知症の研
無資格でもあり、この研修は大変勉強となった。
修は受講させたいと思いました。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

254

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
特定非営利活動法人
リアアップ支援
自遊の広場
事業

5

受講日：平成28年10月3日〜平成28年10月4日
研修名：神奈川県認知症対応型サービス事業管理者研修
実施場所：神奈川県高相合同庁舎
実施団体：神奈川県社会福祉事業団研修センター

地域密着サービスの基準及び適切なサービス提供のあり方、介護従事 研修で習得した知識を実践に生かすことで、職員のケアの技術やチー
健康福祉局保険高齢部
者に対する労務管理を習得した。地域ケアの実践に即応する可能性が ムワークが高まり、介護サービス事業所のレベルアップにつながりつつ
高齢政策課
ひろがると思われる。
ある。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

255

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 寿幸会
事業

受講日：平成28年9月27日〜平成28年11月15日（８日間）
研修名：平成28年度介護支援専門員研修過程Ⅰ
26 実施場所：アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人西田学園
内容：介護支援専門員更新研修

更新研修を受講したことで引き続き居宅介護支援事業所で介護支援専 今回の研修にて、今までの実務で得ｔあ知識の復習をし、さらに踏み込
門員として業務することができる。専門員の知識や技術を駆使し利用者 んだ専門知識を習得することができた。専門員の知識を活用し、よりよ
が必要な在宅サービスを適切に利用できるよう支援する。
い介護サービスの提供を行っていくことができる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

256

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 清菊会
事業

受講日：平成28年10月5日〜平成29年1月15日（8日間）
研修名：神奈川県介護支援専門員 専門研修過程Ⅰ・実務者向け更新
23 研修
実施場所：藤沢市民会館 第一展示集会ホール
実施団体：介護の未来 研修研究センター

現任の介護支援専門員に対して、一定の実務経験をもとに、必要に応
じた専門知識、技能の習得を図ることにより、その専門性を高め、介護
支援専門員の資質向上を図ることを目的とした介護支援専門員更新研
修に参加。資格更新時に課せられた更新研修で学んだことで、現状の
実務を見直すことができ、より利用者に対しての個別支援の充実化が
図られた。

事例検討によるウループディスカッション、プレゼンテーションを限られ
た時間でまとめ発表するというプロセスを何度も行い、時間の使い方な
ど参考になったようで、施設での担当者会議等に活かせるようになった 健康福祉局保険高齢部
と思われる。今年度よりプログラムが大幅に見直され、日数・科目も増え 高齢政策課
大変だったと思うが、その分他施設や居宅介護の職員との交流を持つ
ことができ、励みやまた頑張ろうと思える研修になった様子。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

257

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
社会福祉法人 大地の
リアアップ支援
会
事業

受講日：平成28年11月23日〜平成28年12月2日
研修名：ユニットリーダー研修
54 実施場所：多摩永山情報教育センター シルバータウン相模原特別養
護老人ホーム
実施団体：日本ユニットケア推進センター

研修参加者自身がユニットケアの理念について学び、理解したことを施
設でフィードバックしたことにより、職員個人個人の意識が高まり、利用 より一層個別ケアを充実するものとなり、職員個人の意識の向上、ユ
者本位の個別ケアを実践することにより、これまで以上により質の高い ニットケアの質の向上につながった。
サービスを提供することにつながった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

本人の意識、知識も深まりスキルアップになった。また、費用負担の軽
減により、研修に参加しやすい環境が整ったので、今後も活用していき
たい。

より質の高いユニットケアを行うため、リーダーを配置することに加え、
ユニットケアの原則を学び、他のスタッフの指導を充実させていく。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

受講者については、循環器に関する基礎知識・臨床知識を得ることがで 本補助事業の利用により、上記の成果を得ることができ、また社内でも
健康福祉局保険高齢部
学んだことの水平展開を図ってまいります。今後積極的に職員のレベル
き、職員の実技能力の向上を図ることができた。
高齢政策課
アップに努め、利用者へのより質の高いサービスの提供に努めます。
また、利用者サービスの充実を図ることができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

この研修で得た知識等を日常業務に活用していきます。また今後、能力
の向上を図る研修に参加することで、介護サービス向上が期待される。 健康福祉局保険高齢部
ケアマネジメントの重要性について認識でき、更なる自己能力開発に努 高齢政策課
めたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

本研修でケアプラン作成にあたって、ＩＣＦかあの問題抽出やサービス在
プランをたてる際の基礎的な考え方を学ぶことができ有意義な時間を過
健康福祉局保険高齢部
りきでなく利用者、家族が不安を感じていることに視点を持つ等改めて
ごすことができた。今後のケアマネジメント、アセスメントの適正化に繋
高齢政策課
基本的な考え方を学んだ。また、共通事例を用いてグループワークを
がるものと評価している。
行ったが、同じケースでもそれぞれ異なったプランができ興味深かった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「介護人材の育成・定着」を目的に、介護職員等のキャリアアッ
プ支援のため、介護職員等を外部研修へ派遣する事業に要する経
費に対して交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活
用が図られている。

HAL®介護支援用は、装着型ロボットである為、職員は以前と変わらず
直接入居者の方を支援できるため、暖かみのあるロボットであると感じ
ている。
現場職員には、HAL®の特性を良く理解してもらい、より有効的な使用 健康福祉局保険高齢部
に努めるとともに、入居者の方へのサービスの質の向上にも繋げて参り 高齢政策課
たい。
介護ロボットを導入したことにより、介護職員の腰の負担軽減や定着
率の向上に繋がると期待している。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護ロボットを導入したことで、随時見守りが必要であった利用者に対
し、対応変化によるスタッフの負担軽減、利用者の転倒リスク軽減に繋
がっている。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

258

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 医療法人財団 清伸会
事業

16

受講日：平成28年11月21日〜平成28年12月20日
研修名：介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
実施場所：アルファ医療福祉専門学校
実施団体：公益財団法人 総合健康推進財団

259

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 社会福祉法人 仁正会
事業

65

受講日：平成28年7月27日〜平成28年8月12日
研修名：平成２８年度ユニットリーダー研修
キャリアアップ支援事業を活用し、ユニットリーダー研修に参加する事で 今迄実習指導の受入ができなかった人達に対して、講習会を修了した
実施場所：秋葉原ＵＤＸ、シルバータウン相模原特別養護老人ホーム
ユニットケアについて学ぶことができ、日頃の業務に活かすことができ ことにより、幅広い対象者の実習指導が可能となり、介護職員のキャリ
実施団体：一般社団法人日本ユニットケア推進センター
アアップを図ることができた。
た。
内容：ユニットケアの意義、ユニットケアを効果的に提供するための環境
整備及び管理の方法について

260

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社うろこ屋
事業

261

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
パナ・マネジメント株式
リアアップ支援
会社
事業

262

介護職員等キャリアアップ支援
事業費補助金

介護職員等キャ
リアアップ支援 株式会社イマジニクス
事業

263

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導 社会福祉法人 相模福
入支援特別事業 祉村

超高齢社会の問題を解決していく為には、介護ロボットに頼らざるを得
ない現状があり、今回の導入によりロボットの社会実装に向けたモデル
事業の一つになると考える。
補助金を活用し、施設に介護ロボットを設置できた。
927 職場処遇の改善が見込まれており、又、今後法人内で介護ロボットの導 神奈川県の「神奈川らくらく介護宣言」に則り、「人の力のみで抱え上
げない介護・看護」の推進ができた。
入を促進させる足がかりとなった。
介護職員の安定雇用となれば地域・社会への大きな貢献になる為、取
り組みを継続したい。

264

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
有限会社 あかね
入支援特別事業

927

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

265

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導 社会福祉法人 ワゲン
入支援特別事業 福祉会

補助金を活用し、施設・事業者に利用者の移乗支援としての介護ロボッ 介護ロボット（マッスルスーツ）の導入により、介護職員の腰痛予防に 今回の介護ロボット（マッスルスーツ）の導入により、今後、重度化する
健康福祉局保険高齢部
648 ト（マッスルスーツ）を設置できた。
努めることが出来る様になった。また、地域の学生等の介護実習を受け 利用者を積極的に受入れると共に、介護職員の腰痛者の減少に繋げて
高齢政策課
いきたい。
入れた際の介護体験のツールとしても活用できるようになった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

266

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導 セントケア神奈川株式
入支援特別事業 会社

926 補助金を活用し、施設に介護ロボットを設置できた。

入居者の離設による徘徊防止及び介護職員の離設防止の負担軽減に 介護ロボットを導入したことで、介護職員の負担軽減に期待している。今 健康福祉局保険高齢部
より入居者へのケアに、より集中できるようになった。
後の職員の定着を目指しサービスの向上に努める。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

267

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 山久会
入支援特別事業

529

上記システムを導入することにより介護職員の見守り時間短縮が期待
デイサービスフロアにおいて認知症等により見守りが必要な方に「見守
でき、このことによって発生した余裕時間を他のサービスに向けられる
りTANO」システムを導入した。
ため介護の質・量の改善につながる。

本システムは設置場所の制限を受けにくく利用者の近くに設置できるた 健康福祉局保険高齢部
め所期の効果を期待できる。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

268

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 山久会
入支援特別事業

529

上記システムを導入することにより介護職員の見守り時間短縮が期待
特養フロアにおいて認知症等により見守りが必要な方に「見守りTANO」
でき、このことによって発生した余裕時間を他のサービスに向けられる
システムを導入した。
ため介護の質・量の改善につながる。

本システムは設置場所の制限を受けにくく利用者の近くに設置できるた 健康福祉局保険高齢部
め所期の効果を期待できる。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

269

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
有限会社 あかね
入支援特別事業

927

補助金を活用し、デイサービスに見守り機能付きのロボットを設置でき
た。他店舗のデイサービスでも導入を検討。

介護ロボットを導入したことで、随時見守りが必要であった利用者に対
し、対応変化によるスタッフの負担軽減、利用者の転等リスク軽減に繋
がっている。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

270

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導 セントケア神奈川株式
入支援特別事業 会社

926 補助金を活用し、施設に介護ロボットを設置できた。

入居者の離設による徘徊防止及び介護職員の離設防止の負担軽減に 介護ロボットを導入したことで、介護職員の負担軽減に期待している。今 健康福祉局保険高齢部
より入居者へのケアに、より集中できるようになった。
後の職員の定着を目指しサービスの向上に努める。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

271

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
医療法人社団哺育会
入支援特別事業

460

リハビリテーション専門病院としての最新の物理的環境を整えることで、 アシスト付歩行器を導入したことで、要介護者の歩行自立度を高めるき
補助金を活用することで、訪問リハビリ事業所にアシスト付歩行器の設
健康福祉局保険高齢部
高齢者の生活が自律・活動的となるような相談支援、情報提供が可能と かっけを提供することができ、また介護者の負担軽減につなげられる助
置導入を行なった。
高齢政策課
なった。
言をしていければと考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

272

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
医療法人社団 敬祥会
入支援特別事業

810

補助金を活用させて頂き、施設に腰補助用マッスルスーツ導入設置を
行なった。

273

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 仁正会
入支援特別事業

274

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

275

5

受講日：平成28年9月24日
研修名：今さら聞けない！循環アセスメントのポイント 50
実施場所：横浜市社会福祉センター
実施団体：一般社団法人 日本離床研究会

受講日：平成28年11月21日〜平成28年12月20日
研修名：介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
17 実施場所：学校法人 西田学園 アルファ医療福祉専門学校
実施団体：学校法人 西田学園
内容：介護支援専門員更新研修３２時間

6

受講日：平成28年10月4日〜平成28年10月31日
研修名：介護支援専門員実務従事者フォローアップ研修
実施場所：かながわ労働プラザ3階
実施団体：特定非営利活動法人 神奈川介護支援専門員協会

補助金を活用し、デイサービスに見守り機能付きのロボットを設置でき
た。他店舗のデイサービスでも導入を検討。

他の介護支援専門員とケースを意見交換することにより、職場内以外
の事例についての様々な考え方や問題解決方法等を知ることができ
た。今後の業務に活かしていくことができる。

支援事業の活用で研修に参加することで、介護支援専門員の知識の向
上や対人援助策について学ぶことができ、さらにキャリアアップに結びつ
きました。今後、自立支援に向けた有益な介護保険サービスの運用が
期待できます。

見守り機能付きのロボットを利用しているデイサービスが少ないため、
地域の方々が興味を示されている。

見守り機能付きのロボットを利用しているデイサービスが少ないため、
地域の方々が興味を示されている。

更新研修を受けることにより、介護支援専門員としての業務に就くことが
健康福祉局保険高齢部
出来る。また、専門知識、技能の習得を図ることにより、介護支援専門
高齢政策課
員の資質向上を図ることが出来る。

介護ロボットを導入することにより、介護職員の腰痛軽減・腰痛予防が
移乗介助に職員二人を要するような介助負担が大きい重度の要介護者
実現され、腰痛の不安なく介護業務に携わることができ、腰痛を理由と
でも、積極的に受け入れることが可能になる。
する休職や離職防止に期待できる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

927 補助金を活用し、施設に介護ロボットを設置することが出来ました。

入職した職員が腰痛にて離職せず、長期間働くことで地域経済の雇用
を維持増進する。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護ロボット等導 社会福祉法人 城山楽
入支援特別事業 寿会

926 補助金を活用することで介護ロボットを施設に導入することが出来た。

介護ロボットを導入設置している施設であると、近隣地域の方や、新しく 介護ロボットの導入により介護職員の負担軽減、職員の確保及び離職
健康福祉局保険高齢部
入所する方又はその御家族に対して説明し安心感を与えられると考え 防止が出来る。又、入所者の生活するに当たり利便性が向上すると考
高齢政策課
ている。
えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

社会福祉法人 恩賜財
介護ロボット等導
団神奈川県同胞援護
入支援特別事業
会

926 補助金を活用し、施設に介護ロボットを設置出来た。

介護ロボットを導入したことで職員の見回り（特に夜間）の負担軽減に繋
当施設で行っているサロンで介護ロボットを地域住民へ説明し、地域住
健康福祉局保険高齢部
がった。また、入居者にとっても転倒のリスクが減り安眠を確保できるよ
民の介護負担の軽減にも繋がると考えられる。
高齢政策課
うになった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

276

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 東の会
入支援特別事業

補助金活用にて見守り支援ベッドシステム（①カリストエール電動ベッド3 見守り支援ベッドシステムを活用する事で地域住民や近隣等の認知症
補助金活用にて介護ロボットを購入した事で利用者の安心安全と介護
926 台、②離床CATCH連結照明ユニット3台、③ナースコール中継ユニット3 に対する理解を得る事が出来た。また、施設介護における利用者の安
職員の負担軽減に期待している。
台、ベッドサイドレール3組）を設置する事が出来た。
心感を説明する事で協力体制を得る事が出来た。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

277

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導 SOMPOケアネクスト株
入支援特別事業 式会社

926 補助金の交付を受け、施設に眠りスキャン4台の導入を行なった。

介護ロボットの導入による介護職員の負担軽減に、施設で努めていくこ
ご入居者さまの睡眠状況の見える化により、睡眠の質の向上に繋げ、
とを外部にPRすることで、介護職員の安定的な定着を図り、また、入所
日中の活動、自律支援に繋げられるものと期待している。
希望者が施設に入所する際に、安心感を与えられると考えている。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

278

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
株式会社 ツクイ
入支援特別事業

893 本補助金を活用し、当施設に介護ロボットを設置した。

介護ロボットを使うことで、昼夜逆転をされている方の生活リズムを直
し、外部ボランティアとの交流の機会を増やしている。

介護ロボットを導入したことで、介護職員の負担軽減を図るとともに、今 健康福祉局保険高齢部
後の職員の定着を目指してまいります。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護職員が抱える腰痛問題について、負担軽減につながり安心・安全
な移乗介助が利用者に提供でき離職率の軽減に貢献できる。

左のように評価した理由

介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。

介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。
介護従事者の負担軽減を目的に、当該支援事業を実施する法人に対し
て交付する補助金であり、補助目的に沿った補助金の活用が図られて
いる。
今後、当該事業で導入した介護ロボットを活用し、更なる介護従事者の
確保・定着に繋がるよう期待している。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

入居者の転倒、転落の事故防止が可能となり、穏やかな生活が送れる
見守りが効率よくできることで、職員の負担軽減に効果があります。
成果があります。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

926 相模原市補助金を活用して、介護ロボットが導入できました。

入居者の転倒、転落の事故防止が可能となり、穏やかな生活が送れる
見守りが効率よくできることで、職員の負担軽減に効果があります。
成果があります。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護ロボット等導 社会福祉法人 草加福
入支援特別事業 祉会

926 本補助金を活用し、施設にOWLSIGHTを設置した。

要介護者の危険な状態や前兆を検知して、介護職員が携行する端末 要介護者の状況が端末機に視覚化され、安定状態や危険な動きの前
健康福祉局保険高齢部
に表示・通報することにより、不要な駆けつけが減少し、介護職員の精 兆段階が表示・通報されるため、要介護者の状況を的確に捉えることが
高齢政策課
でき、介護職員の負担の軽減と迅速な対応を図ることができた。
神的・肉体的負担が軽減した。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

介護ロボット等導
医療法人社団 昌栄会
入支援特別事業

926 補助金を活用し、施設・事業所に介護ロボットを設置できた。

介護ロボットを購入（導入）したことで、より幅の広い介護度の入所希望 介護ロボットを導入したことで、介護職員の見守り強化と、それに伴い負 健康福祉局保険高齢部
者の受け入れを周知できることになる。
担軽減に期待している。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

831 別紙とおり

参加者総数557名（招待者334名＜内21名は出演も兼ねる）、付添者23
名、出演者124名、協力者64名、来賓7名、事務局5名） 「地域貢献活
動促進支援事業」として、小山地区内で地域貢献活動に顕著な功績の
ある4つの団体へ表彰と副賞を授与した。演芸の部では、向陽小学校の 実行委員会の組織から当事業企画運営実施に至るまで、地域の関係
協力を得て向陽小児童による合唱と、向陽鼓笛隊の演奏を行った。又、 者の惜しみない協力を得て、成功したものと思われる。
自治会経由で演芸会への出演者を募集し、地域の芸達者な方たちが演
目を披露した。最後はプロ歌手による歌謡ショーで締め、長寿のお祝い
をすることができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した内容
であるため

①配布率 95.5％ 配布人数 1,924人（対象者数 2,014人） ②事業
成果 ・昨年同様、実行委員会で敬老祝品の配布に決まったため、民生
委員により敬老祝品として泉州タオルを配布した。 また今年は同時
に、地域のサロンやボランティア紹介、防災等のチラシを配ることで、自
治会加入未加入に関係なく、多くの方に地域の情報をお伝えすることが
出来た。 不明者や転居者を除き、95.5％と高い比率の方々に配布した
ので、民生委員からは、新たな地域の対象者把握に役立っているとの
声がきかれた。

・配布および訪問事業は、この敬老事業の対象者全員に、平等に恩恵
がいきわたるメリットがあり、民生委員の状況把握にも大変役立ったと思
健康福祉局保険高齢部
う。 次年度は今年度の実績を踏まえ、実行委員会で内容を決定する
高齢政策課
が、対象者が増える中、会を実施するにも、配布するにも大きな負担が
かかるので、メリットデメリットを検証し、慎重に議論していきたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

今年度より敬老会への招待者は７７、８０、８８歳の３つの年代の方に限
定した。対象となる287名中、60名の出席があり、想定の100名には及ば
なかったが、内容がとても好評で、来られた方は満足して帰られた。 ボ
ランティアの数を例年より減らし、開催時間を短くし、負担感の少ない会
が開催できた。 また、非招待者と欠席者全員(約1,060名）には後日記
念品を渡したので公益性は保たれた。

当初95名の方から出席との返事をもらっていたが、その後キャンセルが
相次ぎ、当日には60名まで減少してしまったのは残念だった。 参加さ 健康福祉局保険高齢部
れた方にとってはとても楽しい敬老会となったと思う。舞台演芸鑑賞の 高齢政策課
後、皆で食事会という、シンプルながらも温かみのある会だった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致する内容
であるため

中央地区はここ数年、幅広い高齢者事業になることを目的として敬老事
業を実施している。今年度は５つの事業を展開した。見守り活動のひと ５つの事業実施は各団体の協力による地域活動だと思う。今回、対象
健康福祉局保険高齢部
つとして８０歳以上の方全員に記念品配布を実施したが、多種の課題発 者の拡大、自治会、民児協等の情報提供、周知活動を積極的に行った
高齢政策課
見になり支援につながった。他団体との連携になり、本来の敬老事業の ことは高齢者の見守り支え合いになった。
意義になった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

①民生委員の協力による祝品配布は、星が丘地区７７歳以上全員を対
象としている。多数の方々の協力を必要とする事業ではあるが、配布後
にはお礼の電話等をいただくなど好評を得ている。ただ、予算上の対象
者人数と実際の対象者人数に大きな差があり、祝品の全員配布は経費
的負担が大きい。が、公平性や高評価の事業として今後も継続していき
たい。 ②鑑賞事業では、理事や地域の方の協力のもと自治会館・高齢
者施設での開催もスムーズに行えた。地域へ出向いての開催は、普段
公民館へ足を運ぶことのない（地域参加が少ない）方々の参加が多くな
健康福祉局保険高齢部
るという点で有意義であると考えている。 公民館での開催では、本年
高齢政策課
度も会場のテーブルや椅子の配置を茶話会形式とした。お茶を飲みな
がらの観覧となり、隣の席の人とも話しやすく、楽しかったとの感想をい
ただいた。今後もこの形式は良いのではないかと考える。 ③高齢者顕
彰事業は、対象者選定にあたり例年どおり、団体役員経験年数によって
点数を加算するなど、公平性を期すようにした。また、顕彰事業でもあ
り、表彰式は地域の大きなイベントステージで行い、地域の皆様にも貢
献者の存在を知っていただける機会となっている。受賞者からは喜びの
声を多数いただいた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

地区開催という状況において、すべての自治会で敬老事業を実施でき
たことは、評価に値することと考えている。 また、この事業を単なる親 健康福祉局保険高齢部
睦事業と捉えることなく、防犯や防災など幅広い視点で活用していくこと 高齢政策課
が、地域開催の意義をより高めることになると考えている。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致するため

279

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 明恵会
入支援特別事業

926 本補助金を活用し施設に介護ロボットを設置できた。

介護ロボットの導入によって、より安全・安心に施設利用が可能となっ
た。

280

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 久寿会
入支援特別事業

926 相模原市補助金を活用して、介護ロボットが導入できました。

281

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

介護ロボット等導
社会福祉法人 久寿会
入支援特別事業

282

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

283

介護ロボット等導入支援特別事業
費補助金

284

相模原市敬老事業補助金

小山地区敬老事 小山地区敬老事業実
業
行委員会

285

相模原市敬老事業補助金

清新地区敬老事 清新地区敬老事業実
業
行委員会

286

相模原市敬老事業補助金

横山地区敬老事 横山地区敬老事業実
業
行委員会

635 別紙のとおり

287

相模原市敬老事業補助金

中央地区敬老事 中央地区敬老事業実
業
行委員会

1,342 別紙のとおり

1,024

●清新地区内敬老者への訪問事業 ①日時 平成28年9月 ②対象者
７７歳以上の高齢者 ③対象者数 2,014人 ④配布人数 1,924人 ⑤
内容 敬老者へ祝品（今治タオル）配布を行うことで訪問・相談を実施
●高齢者地域貢献活動促進支援事業（顕彰等事業） ・地域貢献活動
（登下校の見守りや美化活動など）に功績のある５名の受賞者を招き、
表彰式を開催。
決算 1,023,829円

事業①：ほうじ茶（330円/箱）を挨拶状、敬老鑑賞事業案内と合わせ、民
生委員児童委員の協力のもと星が丘地区における対象者全員の1,769
名に配布 事業②：星が丘公民館まで出向くのは遠くて行きにくいとい
う声を受け、公民館を含めた地区内三会場にて開催。 落語、歌、手
対象者：７７歳以上の高齢者（地区内1,769人） 事業①：敬老祝品（ほ 品、茶話会など、高齢者が楽しめるものを内容での開催。 9月17日
942 うじ茶）の配布（対象者全員） 事業②：敬老鑑賞事業の開催（落語、手 （土）午前 星が丘公民館 10月2日（日）午前 千代田7丁目自治会館
品、歌、他） 事業③：高齢者顕彰事業（１１名を表彰）
10月2日（日）午後 デイサービスやよい 事業③：「高齢者顕彰規定」
の実施要領に従い、星が丘地区老人クラブ、いきいきサロン、また地域
住民の協力による推薦者から、今年度の表彰者11名を決定。表彰式は
「星が丘地区ふれあいフェスティバル」のステージ上で行い、出席した11
名の方に表彰状と記念品（商品券、図書券、菓子折り、額）を授与した。

介護ロボットを導入したことで、介護職員の負担軽減に繋がった。
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相模原市敬老事業補助金

星が丘地区敬老 星が丘地区社会福祉
事業
協議会
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相模原市敬老事業補助金

光が丘地区敬老 光が丘地区敬老事業
事業
実行委員会

1,355

当地区の敬老事業は、自治会が中心となって実施したことにより、地域
光が丘地区内の３０自治会へ補助金を交付し、各自治会において会食・
密着型の敬老事業となり、住民間の交流が図られたため、今後のまち
演芸などを中心とした敬老事業が実施された。 複数の自治会が合同
づくりを進める上でも有益な事業となった。 また、自治会に入っていな
で開催したケースもあったため、地区内全体で２２回、合計1,542人の参
い方も対象としたため、自治会員でない方にも自治会の事業や役割を
加があった。
認識していただく、よい機会となった。
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相模原市敬老事業補助金

橋本地区敬老事 橋本地区敬老事業実
業
行委員会

1,338

①内容：対象者へ祝品を配布する ②期間：10月〜11月 ③対象者
数：1,807人 ④決算：952,913円

昨年まで杜のホールを使用した観劇を実施していたが参加率が16％前
後で推移していたため昨年度の反省会において対象者に喜んでもらえ
る内容の見直し検討が行われ、今年度は対象者全員へ 祝品 をお届
けすることとなった。配布は見守りを兼ねて民生委員へお願いし予定よ
りも早く配り終えることができた。民生委員へ配布時の相手の印象につ
いてアンケートを取ったところ97％の方が 喜ばれていた ことが判った。
祝品の内容（今回はお茶）、時期等検討案件はあるが好感触となった。

平成28年度の目標は対象者全員へ 長寿のお祝い をお届けするという
ことで祝品の配布となった。折角配られる補助金を対象者へ平等に配
れる今回の事業はアンケート結果、口頭での報告により好感触であった
健康福祉局保険高齢部
と思われるが今後の改善点として、・配布方法（民生委員だけの配布で
高齢政策課
よいのか）・配布時期（敬老の日に合わせる）・マンション住人に対する
配布（玄関にいけない、入口に入れない）・配布内容（お茶以外）などの
検討が必要。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

相原地区敬老事 相原地区敬老事業実
業
行委員会

953

①内容：対象者へ祝品を配布する ②期間：10月〜11月 ③対象者
数：2,643人 ④決算：1,338,325円

昨年まで杜のホールを使用した観劇を実施していたが参加率が16％前
後で推移していたため昨年度の反省会において対象者に喜んでもらえ
る内容の見直し検討が行われ、今年度は対象者全員へ 祝品 をお届
けすることとなった。配布は見守りを兼ねて民生委員へお願いし予定よ
りも早く配り終えることができた。民生委員へ配布時の相手の印象につ
いてアンケートを取ったところ97％の方が 喜ばれていた ことが判った。
祝品の内容（今回はお茶）、時期等検討案件はあるが好感触となった。

平成28年度の目標は対象者全員へ 長寿のお祝い をお届けするという
ことで祝品の配布となった。折角配られる補助金を対象者へ平等に配
れる今回の事業はアンケート結果、口頭での報告により好感触であった
健康福祉局保険高齢部
と思われるが今後の改善点として、・配布方法（民生委員だけの配布で
高齢政策課
よいのか）・配布時期（敬老の日に合わせる）・マンション住人に対する
配布（玄関にいけない、入口に入れない）・配布内容（お茶以外）などの
検討が必要。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

大野北第一地区 大野北第一地区敬老
敬老事業
事業実行委員会

地区民生委員により、７７歳及び８０歳以上の高齢者（約2,000人）にお
祝いメッセージ、祝いの品をお届けし、悩み事の相談などを受け、必要
1,236 なサービスを照会するなどの活動を実施した。 思い愛ネット員が対象
者を茶話会にお誘いし、高齢者相互の親睦を図っていただいた。（８箇
所 計370名）

元気な方もお体の具合が悪く外出できない等敬老事業対象者全員にお 地区内の敬老事業対象者に「長寿をお祝い感謝し、その労をねぎらう」
祝いの気持ちを届けることができ、多くの方に感謝の言葉を頂いた。
という事業の目的を達成することができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

大野北第二地区 大野北第二地区敬老
敬老事業
事業実行委員会

地区民生委員により、７７歳及び８０歳以上の高齢者（約1,400人）にお
祝いメッセージ、祝いの品をお届けし、悩み事の相談などを受け、必要
978 なサービスを照会するなどの活動を実施した。 思い愛ネット員が対象
者を茶話会にお誘いし、高齢者相互の親睦を図っていただいた。（８箇
所 計212名）

元気な方もお体の具合が悪く外出できない等敬老事業対象者全員にお 地区内の敬老事業対象者に「長寿をお祝い感謝し、その労をねぎらう」
祝いの気持ちを届けることができ、多くの方に感謝の言葉を頂いた。
という事業の目的を達成することができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。
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相模原市敬老事業補助金

大野中地区敬老 大野中地区社会福祉
事業
協議会

2,574 別紙のとおり

地域の小学生にメッセージを作成してもらい、それらをハート型に折る作
業を地域の各団体の方々に担当してもらったことで、敬老活動を通じた
地域での協力体制を構築できた。挨拶状の封入作業を地域活動支援セ
ンターに委託したことで、障害者福祉施設との協力体制も築くことができ
た。

昨年に続き、すべての方にお祝い品を配布し敬愛の意を表すことができ
たと考える。小学生が書いたメッセージに対して、受け取った敬老対象
健康福祉局保険高齢部
者から御礼の手紙が届いており、小学生が地域の高齢者について考え
高齢政策課
る時間が持てたのではないか。また、障害者福祉施設に作業を委託し
たことで、施設として地域事業に参画した実績につながったと考える。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

大野南地区敬老 大野南地区敬老事業
事業
実行委員会

1,115 別紙のとおり

大野南地区在住の満７７歳以上の高齢者2,746名を対象とし、上鶴間地
区と合同で相模女子大学グリーンホールにて開催した「長寿を祝う会」
に招待した。 地元の方々とプロの芸人それぞれが、高齢者向けの漫才
ネタ、懐メロ、日本舞踊などを披露。また誰もが知る童謡を観客と合唱
し、会場が一体となって参加者を巻き込み、楽しめる演目もあった。

今回は特に、東海大学付属相模高等学校の吹奏楽部が大好評で「大
迫力の演奏にとても感動した」「次回も是非観に来たい」と、喜びとお礼
健康福祉局保険高齢部
の言葉を多数頂戴した。 一方、天候や開催場所にそれほど問題はなく
高齢政策課
とも、参加率は16％程度にとどまり、やむなく来場出来ない方への配慮
という観点では、公平性に欠けるとも言えなくない。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致しているため
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相模原市敬老事業補助金

上鶴間地区敬老 上鶴間地区敬老事業
事業
実行委員会

1,140 別紙のとおり

大野南地区在住の満７７歳以上の高齢者2,746名を対象とし、上鶴間地
区と合同で相模女子大学グリーンホールにて開催した「長寿を祝う会」
に招待した。 地元の方々とプロの芸人それぞれが、高齢者向けの漫才
ネタ、懐メロ、日本舞踊などを披露。また誰もが知る童謡を観客と合唱
し、会場が一体となって参加者を巻き込み、楽しめる演目もあった。

今回は特に、東海大学付属相模高等学校の吹奏楽部が大好評で「大
迫力の演奏にとても感動した」「次回も是非観に来たい」と、喜びとお礼
健康福祉局保険高齢部
の言葉を多数頂戴した。 一方、天候や開催場所にそれほど問題はなく
高齢政策課
とも、参加率は16％程度にとどまり、やむなく来場出来ない方への配慮
という観点では、公平性に欠けるとも言えなくない。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致しているため
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相模原市敬老事業補助金

大沢地区敬老事 大沢地区社会福祉協
業
議会

1,074

①民生委員及び各自治会の協力により、対象者宅を訪問し祝い品を贈
呈することで、より多くの高齢者を一律に祝うことができた。また、訪問
することにより見守りや地域との繋がりの一助となった。 ②自治会単位
で開催する敬老会については、身近な場所での開催ということから、高
齢者が参加しやすく、内容も地域の実情jに合わせたものとなっているた
め、参加者から喜ばれた。

全対象者に祝い品を配布するという点で、平等性という部分では評価で
きる内容と思われる。また、自治会主催の敬老会については、自治会の 健康福祉局保険高齢部
協力により災害時における見守りや自治会への加入促進にも繋がるも 高齢政策課
のと考える。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業のため
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相模原市敬老事業補助金

田名地区敬老事 田名地区敬老事業実
業
行委員会

①参加率 51.9％ 参加対象者数 2231人、参加者数 1157人 ②事業
①日時 28年7月1日〜29年3月31日 ②場所 各単位自治会及び福祉 効果 各自治会及び施設の創意工夫により、昨年度より参加率が向上
1,072 施設 ③参加者数 1157人（敬老会902人、祝品配布のみ255人） ④敬 した。特に敬老会などの集いでは、地域の方や子ども会による催し物を
行ったり、自治会のお祭りに招待したりすることで高齢者を敬うとともに
老会開催や祝品配布等 ⑤決算 1,072,000円
地域の交流を図ることができた。

各自治会及び地区内福祉施設に補助金を配分し、実施してもらうことで
細やかな対応ができ、参加した対象者に喜んでもらうことができている。
一方、自治会によって、参加者が固定化している、少ない、参加者増に 健康福祉局保険高齢部
より運営が難しくなっているなどの課題が出てきているが、それぞれの 高齢政策課
状況に応じて工夫できており、其々での実施が効果的あると考えられ
る。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

上溝地区敬老事 上溝地区敬老事業実
業
行委員会

1,280 別紙のとおり

事前に確認した参加希望者数は550名であったが、当日は参加者の体
調等の関係で別紙報告書のとおりとなった。 今回、100歳になられた方
は8名の内、2名が出席（申し込みは3名で、当日1名欠席）、式典で賞状
と記念品の贈呈が行われた。また、地域貢献活動促進者8名には感謝
状と副賞を贈り、感謝の意を表した。 今年も77歳以上の対象者の皆さ
んには、著名で、とても親しみやすい歌手の歌を楽しみながらお過ごし
いただくことができた。

たくさんの方々が楽しみにされている事業が盛大に開催でき、ご長寿を
お祝いするとともに、地域に貢献された方をお招きして、大勢の参加者 健康福祉局保険高齢部
の前で感謝の気持ちを伝えられたことは、意義のあることであり、さらな 高齢政策課
る貢献も期待できる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿をお祝いし、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致して
いるため
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相模原市敬老事業補助金

麻溝地区敬老事 麻溝地区社会福祉協
業
議会

657 別紙のとおり

・長寿フェスティバルは地域に定着し、幅広い世代が参加・交流できる企
画により、家族での参加も増えた。恒例となっている「手紙ふれ愛交流
事業」は、高齢者も楽しみにしており、児童も高齢者を敬い親しみを込め 対象者人口の増加により、同様の事業内容での継続については、経費
健康福祉局保険高齢部
て協力するなど、相互効果が見られる。 ・地域の福祉施設への理解と を考慮した検討が必要と考えている。より対象者の方に喜んで頂ける事
高齢政策課
交流が深められた。 ・高齢者サロン等、地区社協事業の周知にもなり、 業となるよう、企画内容を検討したい。
地域の理解が深まると共にサロンへの参加を促すきっかけともなってい
る。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致する内容
であるため
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相模原市敬老事業補助金

新磯地区敬老事 新磯地区社会福祉協
業
議会

来場者420名（スタッフ含む）うち、77歳以上招待者327名 ※敬老招待
580 者参加率概算（施設入所者除く） 327/950[名] ※4/1時点住民基本台
帳情報→34％

①演芸鑑賞を通じて高齢者相互の親睦、及び地域住民との交流が図
れ、楽しいひと時をすごしていただくことができた。 ②地域住民の福祉 目的を十分に達成することができた。地域福祉推進の一助となる有意
への理解と意識の向上を図ると共に、お互いにささえ合い福祉コミュニ 義な事業になったと感じる。
ティづくりを推進するための機会とすることができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

・付添いと連絡役を担った民生委員と参加者とのコミュニケーションがよ
り深まった。実行委員会の自主性と協力精神が促進された。 ・参加者
は音楽や踊りを鑑賞することによって、日常から離れた楽しい充実した
ひと時を過ごせたようで、事業の貢献度は高い。

実行委員会を5回開催し、準備万端で開催したが、当日の午後から急な
雨が降り、バスが遅れ開催時間を遅らせるなど、この形態で開催して以
来初めて不測の事態が起きた。そのため、反省会では昨年までとは違
い、準備や当日の負担の大きさへの疑問の意見が多く出た。今後も対
象者は増え続けることもあり、来年度に向けて開催方法や内容につい 健康福祉局保険高齢部
て、今一度考えることになった。 ただ、今年も準備や会計を実行委員 高齢政策課
会が自主的に行い、自分たちの地域の事業を成功させたいという前向
きな意欲が伺えた。きめ細かいサービスが供給でき、民生委員以外の
方も参加者の喜ぶ顔を直接見ることができる集会型への地区のこだわ
りもあり、来年度の検討は慎重に行いたい。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

①参加率 29％（対象者2,816人 参加（対象）者数817人） ② 事業効
果 1.多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿を祝うこと。 高齢
者相互の親睦を図り楽しいひと時を過ごしていただくことを事業の趣旨
として行ったので、目的は概ね達せられました。 また、本事業を推進す
るためには関係団体の相互協力が不可欠で、地区自治会連合会・地区
社協・地区民児協・サロン等が協働で行うことができたので、団体間の
連携が図れました。 2.安否確認をかねたお菓子を配布する事業は、民
生委員に協力を頂き民生委員活動の一環として行うことができ、団体間
の連携を取ることができました。 高齢者の方には大変好評でした。

1. 4つの地域で敬老会を開催することが、慣例化してきたと思われま
す。今年度は4会場の敬老会配分金を参加率で算出、参加率の良い地
区が今までは予算のやりくりに苦慮していたが、予算増額により参加者
へのサービスにも多少余裕が出たためか、大変喜ばれたとの事。 自
治会で企画・実施して、地区社協が支援・協力し、民生委員の協力も得
られて、団体間の連携が図れ、地域福祉の大切な事業として行うことが
できたが、いつまで地域で開催できるか不安もある。 対象者は増加す
る一方、開催側である地域の方々も高齢化している事と、その他の地域
事業の運営に多忙な為大変負担感が増している。かろうじて、参加者の
喜ぶ姿で開催者が救われているという現状を考えると、いつまでこの形
態を維持していけるかは甚だ疑問である。敬老会終了後の反省会で
健康福祉局保険高齢部
は、①開催場所の収容人数に限りがある入場制限を設けざるを得ない 高齢政策課
こと。②今回は親子で敬老会に参加される方がいた、このことは大変喜
ばしく長寿をお祝いする気持ちであったが、一方で開催者が亜池沼者に
該当するなど、高齢化の進み具合ははやく、補助金だけ渡されて地区
に任されることにも限界がある。との意見が出された。
2.相武台地区の地域福祉の主要事業であるひとり暮らし等高齢者への
配食サービスを敬老事業の一つとして行った。この事業は地区社協と地
区民児協共催により、高齢者の安否確認を目的にお菓子を配付。今年
度は民生委員の改選があった為、定員数に空きが出たため調整中の担
当区を他の民生委員で補ったが、配付件数も多くなり民生委員の負担
も大きくなったが、前年度と同等数を配付することができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した内容
であるため
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相模原市敬老事業補助金

相模台地区敬老 相模台地区敬老事業
事業
実行委員会

1,640

①開催日時：平成28年5月19日〜平成29年1月25日（準備から助成金交
付まで） ②場所：各自治会館等（敬老会等の実施） ③参加者数：ア）
敬老訪問事業2,256人 ｲ）敬老会等422人 ④内容：ｱ）対象者へ祝い品
の配布 ｲ）各自治会主催の敬老会等に助成

①日時 平成28年9月24日（土） ②場所 相模原南市民ホール ③参
加者数 658人 ④内容 演芸鑑賞

①日時 平成28年9月1日〜平成29年3月10日 ②相武台公民館 相武
台団地自治会館 相武台ｻﾝﾊｲﾑ集会所 相武台グリーンパーク管理セ
ンター 等 ③参加（対象）者数 817名 1.地区敬老会217名、2.ひとり暮
1,054
らし等高齢者への配食サービス600名 ④内容 地区開催の敬老会、ひ
とり暮らし等高齢者への配食サービス ⑤決算 1,054,000円 収支残高
0円
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相模原市敬老事業補助金

相武台地区敬老 相武台地区社会福祉
事業
協議会

304

相模原市敬老事業補助金

東林第１地区敬
老事業

東林第１地区敬老事業
実行委員会

979

民生委員が対象者を訪問して敬老祝品を贈呈するとともに、安否や状
況の確認、情報提供、地域事業への参加促進などをおこなった。

事業としての効果は高く、継続していきたいという声が多い一方で、対象
高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、民生委員と高齢者と
健康福祉局保険高齢部
者の数が増加傾向にあり民生委員の負担も増えてきている。次年度は
の顔が見える関係をつくる一助となった。
高齢政策課
民生委員の負担軽減が課題となる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致する内容
であるため
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相模原市敬老事業補助金

東林第２地区敬
老事業

東林第２地区敬老事業
実行委員会

1,063

民生委員が対象者を訪問して敬老祝品を贈呈するとともに、安否や状
況の確認、情報提供、地域事業への参加促進などをおこなった。

事業としての効果は高く、継続していきたいという声が多い一方で、対象
高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるため、民生委員と高齢者と
健康福祉局保険高齢部
者の数が増加傾向にあり民生委員の負担も増えてきている。次年度は
の顔が見える関係をつくる一助となった。
高齢政策課
民生委員の負担軽減が課題となる。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致する内容
であるため
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相模原市敬老事業補助金

城山地区敬老事 城山地区敬老事業実
業
行委員会

○77歳以上の高齢者へのお祝品配布については、民生委員が対象者
多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢者に敬愛の意を表すとと を個別に訪ね、お祝品と演芸大会案内状を渡すことで近況確認を行う
1,084 もに、地域敬老事業を通じて高齢者相互の親睦を図り、楽しい一日を過 良い機会となった。 ○シニアクラブ主催の演芸大会開催については、
ごしていただいた。
高齢者の活動発表の機会となる行事を支援するとともに、対象の高齢
者を招き、楽しんでいただくことで敬老の意を表す機会となった。

敬老事業とシニアクラブの演芸大会を共催することの相乗効果のみなら
健康福祉局保険高齢部
ず、地域の関連団体が協力し取り組んだことは、地域団体間の交流や
高齢政策課
まちづくり推進の一助となった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため
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相模原市敬老事業補助金

津久井地区敬老 津久井地区敬老事業
事業
実行委員会

①津久井地区の9地区にそれぞれ実行委員会を組織し、趣向をこらした
②開催日・会場 別紙事業報告書のとおり ②参加者 951名（対象の基
①各地区で敬老事業を実施することにより、高齢者の親睦が図られ、長
健康福祉局保険高齢部
敬老事業を実施した。その中で、高齢者相互の親睦が図られ、長寿を
1,399 本は65歳以上、地区により決定） ③内容 演芸、舞踊等の演芸、昼食
寿をお祝いすることができた。 ②地域活動の参画を奨励し、生きがい
お祝いすることができた。 ②高齢者主体の地域貢献活動に取り組む団
高齢政策課
交流会、日帰りバス旅行
づくりの促進が図られた。
体に対し、感謝の意を表すことができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

・参加型芸能発表の敬老会を開催し、高齢者に感謝の意を表した。 ・
「長寿を祝い、その労をねぎらう」ことを目的に参加型の敬老会を開催す
健康福祉局保険高齢部
地域貢献活動を行っている高齢者に感謝状を贈呈し、そうの功績を称
ることで、高齢者相互の交流と親睦を深めることができた。また、生きが
高齢政策課
えた。 ・実行委員会を構成する各団体が協力して当日の運営を行い、
いの充実に寄与することができた。
地域を挙げての敬老会を開催することができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した事業
であるため

藤野地域では、会場を一箇所として一括開催する場合、会場までの交
通手段が課題となることや、参加者の健康面で大きな負担増となること
①日時：平成28年9月11日（日）〜11月9日（水） ②場所：吉野自治会館
藤野地区内の各地域で開催した敬老会事業を通じて、多年にわたり社
から、従来から行われてきた分散開催とした。 各自治会や地域の老人 健康福祉局保険高齢部
ほか22箇所（事業報告書参照） ③参加者数：734人（ただし役員等を含
会の進展に寄与してきた高齢者に対し敬愛の意を表すとともに、高齢者
クラブが、高齢者の身近な場所で敬老会事業を開催することによって、 高齢政策課
む） ④内容：敬老会、敬老者訪問、祝金品の贈呈 ⑤決算額：
相互の親睦が図られ、楽しい一日を過ごしていただくことができた。
より多くの方が参加し、近隣の親しい高齢者間の交流を一層深めるとと
2,189,994円（うち市補助金 717,000円）
もに、地域で高齢者を見守る良い機会となった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長寿を祝い、感謝し、その労をねぎらう敬老事業の趣旨に合致した内容
になっているため

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課
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相模原市敬老事業補助金

相模湖地区敬老 相模湖地区敬老事業
事業
実行委員会

745 別紙事業報告書のとおり

309

相模原市敬老事業補助金

藤野地区敬老事 藤野地区敬老事業実
業
行委員会

717

310

特別養護老人
特別養護老人ホーム等建設費補助 ホーム等高齢者 社会福祉法人 草加福
福祉施設整備費 祉会
金
補助事業

311

特別養護老人
特別養護老人ホーム改修費等補助 ホーム等高齢者 社会福祉法人 清水地
福祉施設改修費 域福祉奉仕会
金
補助金

1,521 一般浴室、浴槽修繕

タイルの割れ、剥がれ、水漏の症状が無くなり、また、タイルの配色の工
自己資金のみでの改修は難しかったが、相模原市補助金を交付してい
健康福祉局保険高齢部
夫により階段の段差が明確になるなど、利用者様の安全・安心がより一
ただいたため、自慢のお風呂を甦らせること・利用者様職員ともに安全・
高齢政策課
層強く感じられるようになり、そのことで職員のリスクを軽減することがで
安心・快適を感じることができるようになった。
きた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設は、通所施設として入浴サービスを実施しているが、浴
室及び浴槽が老朽化しており、水漏れやタイルの割れによる利用者の
安全面での危惧があったが、設備の改修を行ったことで、利用者の安全
の確保、安定的なサービス提供を図ることができたと考えている。

312

特別養護老人
特別養護老人ホーム改修費等補助 ホーム等高齢者
社会福祉法人 仁正会
福祉施設改修費
金
補助金

施設全体の冷暖房装置100台の内、本修繕の対象機は52台の温度セン 本修繕工事の結果、入所高齢者の生命維持に直結する生活環境が改 創設以来10年を経過した施設内は、各設備機器において、経年劣化の
健康福祉局保険高齢部
1,656 サー交換の他、ファンモーター交換17台、制御パネル交換1台等を実施 善され、日々快適な温度環境を保持できる状態となったことは、入所高 よう様相を呈している中で、優先順位を基に本修繕工事が実施できたこ
高齢政策課
とは、将来に向けて少なからず入所御家族の皆様への朗報である。
齢者にとっての安心と安全確保の成果である。
し、各機器の性能検査が正常値である事を確認した。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設は、入所施設であり、業務用エアコンの温度センサー
及びファンモーターが故障していることで、温度管理に非常に苦慮して
いたが、改修工事により適正に温度管理が実施できることとなり、生活
環境が改善されたことで利用者の安全の確保、安定的なサービス提供
を図ることができたと考えている。

313

特別養護老人
特別養護老人ホーム改修費等補助 ホーム等高齢者 社会福祉法人 相模福
福祉施設改修費 祉村
金
補助金

水漏れや排水詰まりが改善され利用者が快適に使用できるようになっ
健康福祉局保険高齢部
た。転倒防止背もたれや手摺が設置され、重度化している利用者に対し
高齢政策課
ても安全で快適なサービスを提供でき、介護サービスの質が向上した。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設は、トイレ設備が老朽化により故障していることで、水
漏れ等による衛生面での課題や重度者の安全面での課題があったが、
改修工事により水漏れや排水詰まりがなくなり、設備の更新を行ったこ
とで、利用者の安全の確保、安定的なサービス提供を図ることができた
と考えている。

314

特別養護老人
特別養護老人ホーム改修費等補助 ホーム等高齢者
社会福祉法人 幸会
福祉施設改修費
金
補助金

社会福祉法人幸会が行う高齢者福祉施設のボイラーの改修・補修に要 老朽化による設備の修理保全を行った。ボイラーの入替えを行うことに 当該補助金を修理保全に係る財源として活用し、施設の設備を行った。 健康福祉局保険高齢部
する費用の一部に対し、補助金の交付を受けた。
より、施設の浴室関係等の給湯サービスが整った。
入所者様、利用者様の満足度をみたすように努めた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設は、入所施設であり、入浴サービスを実施することが必
須であるが、ボイラーが老朽化しており、そのサービス提供に影響が出
ていた。設備の更新を行ったことで、円滑な給湯が確保され、利用者の
安全の確保、安定的なサービス提供を図ることができたと考える。

315

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 希望
借入償還金補助
還金補助金
事業

316

448,000

相模原市の補助金の支援により、特別養護老人ホーム及び老人短期
入所施設を建設し、開設した。
平成28年4月1日事業着手
平成29年2月28日をもって工事完了（出来高100％）

トイレ器具更新修繕
828 工期：平成29年3月6日(月）〜平成29年3月7日（火）
費用：1,242,000円

1,995

相模原市の補助金の支援により、特別養護老人ホーム及び老人短期
入所施設を建設し、開設した。
特別養護老人ホームを開設をしたことで、相模原市の特別養護老人
ホーム待機者の解消及び地域のご家族の介護負担の軽減を図れたと
考えている。

水漏れや排水詰まりが改善された。転倒防止背もたれや左右・前方の
手摺がされた。

予定通りの完成となり、順調に進捗したと認識しております。

平成２９年４月に開設したことで、要介護３、４及び５の中重度の待機者
が概ね解消できたと考えている。
また、当該施設の近隣にある複数の医療施設と協力し、医療依存度の
高い方の積極的な受入れを期待している。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

特別養護老人
社会福祉法人 恩賜財
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
団神奈川県同胞援護
借入償還金補助
還金補助金
会
事業

相模原養護老人ホームを建設する際に社会福祉法人神奈川県社会福
625 祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を 老人福祉施設の整備促進につながった。
受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

317

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 東の会
借入償還金補助
還金補助金
事業

経費老人ホームケアハウスみたけを建設する際に社会福祉法人神奈
450 川県社会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助
金の交付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

318

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 幸会
還金補助金
借入償還金補助
事業

デイサービスセンター第二幸園を建設する際に独立行政法人福祉医療
167 機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け 老人福祉施設の整備促進につながった。
た。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

319

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 上溝緑
還金補助金
借入償還金補助 寿会
事業

ケアハウスコスモスセンターを建設する際に社会福祉法人神奈川県社
750 会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交
付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

320

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 虎千会
還金補助金
借入償還金補助
事業

ケアハウス実の里を建設する際に社会福祉法人神奈川県社会福祉協
625 議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け
た。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

321

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 東の会
還金補助金
借入償還金補助
事業

3,223

特別養護老人ホームみたけを建設する際に独立行政法人福祉医療機
老人福祉施設の整備促進につながった。
構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

322

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 虎千会
還金補助金
借入償還金補助
事業

老人デイサービスセンター実の里を建設する際に独立行政法人福祉医
3,167 療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受 老人福祉施設の整備促進につながった。
けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

323

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 希望
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホームこもれびを建設する際に社会福祉法人神奈川県
2,539 社会福祉協議会から借り入れた額の償還金（元金及び利子）の一部に 老人福祉施設の整備促進につながった。
ついて補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

324

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 明恵会
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホームグレープの里を建設する際に独立行政法人福祉
6,852 医療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を
受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

325

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 相模福
還金補助金
借入償還金補助 祉村
事業

3,685

特別養護老人ホーム柴胡苑を建設する際に独立行政法人福祉医療機
老人福祉施設の整備促進につながった。
構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

326

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 たけの
還金補助金
借入償還金補助 うち福祉会
事業

東淵野辺デイサービスセンターを建設する際に独立行政法人福祉医療
957 機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け 老人福祉施設の整備促進につながった。
た。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

特別養護老人ホームこもれびを建設する際に独立行政法人福祉医療
19,258 機構から借り入れた額の償還金（元金及び利子）の一部について補助
金の交付を受けた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

327

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 久寿会
還金補助金
借入償還金補助
事業

10,825

特別養護老人ホーム中の郷を建設する際に独立行政法人福祉医療機
老人福祉施設の整備促進につながった。
構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

328

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 蒼生会
借入償還金補助
還金補助金
事業

10,680

特別養護老人ホームモモを建設する際に独立行政法人福祉医療機構
から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

329

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 幸会
借入償還金補助
還金補助金
事業

8,122

特別養護老人ホーム幸園を建設する際に独立行政法人福祉医療機構
老人福祉施設の整備促進につながった。
から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

330

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 泰政会
借入償還金補助
還金補助金
事業

8,515

泰政園を建設する際に独立行政法人福祉医療機構から借り入れた額
の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

331

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 たちば
借入償還金補助 な福祉会
還金補助金
事業

デイサービスセンター芙蓉の園を建設する際に独立行政法人福祉医療
822 機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け 老人福祉施設の整備促進につながった。
た。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

332

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 ワゲン
借入償還金補助 福祉会
還金補助金
事業

特別養護老人ホーム相陽台ホームを建設する際に独立行政法人福祉
4,152 医療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を 老人福祉施設の整備促進につながった。
受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

333

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 清水地
借入償還金補助 域福祉奉仕会
還金補助金
事業

老人デイサービスセンターおやどりを建設する際に独立行政法人福祉
1,300 医療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を
受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

334

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 山久会
借入償還金補助
還金補助金
事業

特別養護老人ホーム東林間シニアクラブを建設する際に独立行政法人
5,800 福祉医療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交 老人福祉施設の整備促進につながった。
付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

335

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 蓬莱の
借入償還金補助 会
還金補助金
事業

4,445

東橋本ひまわりホームを建設する際に独立行政法人福祉医療機構から
老人福祉施設の整備促進につながった。
借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

336

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費 社会福祉法人 湘北福
借入償還金補助 祉郷
還金補助金
事業

1,075

新戸デイサービスセンターを建設する際に独立行政法人福祉医療機構
老人福祉施設の整備促進につながった。
から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

337

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 喜楽会
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホームあさみぞホームを建設する際に独立行政法人福
2,455 祉医療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付
を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

338

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 明恵会
還金補助金
借入償還金補助
事業

ケアハウスグレープの里を建設する際に社会福祉法人神奈川県社会福
737 祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を 老人福祉施設の整備促進につながった。
受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

339

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 山久会
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホーム東林間シニアクラブを建設する際に社会福祉法人
500 神奈川県社会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について 老人福祉施設の整備促進につながった。
補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

340

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 智泉会
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホームはあとぴあを建設する際に独立行政法人福祉医
7,525 療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受
けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

341

特別養護老人
社会福祉法人 恩賜財
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
団神奈川県同胞援護
還金補助金
借入償還金補助
会
事業

老人デイサービスセンターチャオデイサービスセンターを建設する際に
1,081 独立行政法人福祉医療機構から借り入れた額の償還金の一部につい
て補助金の交付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

342

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 愛翁会
還金補助金
借入償還金補助
事業

3,860

相模原養護老人ホームを建設する際に独立行政法人福祉医療機構か
老人福祉施設の整備促進につながった。
ら借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

343

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 久寿会
還金補助金
借入償還金補助
事業

デイサービスセンター第二中の郷を建設する際に独立行政法人福祉医
13 療機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受 老人福祉施設の整備促進につながった。
けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

344

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 久寿会
還金補助金
借入償還金補助
事業

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

345

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 悠朋会
還金補助金
借入償還金補助
事業

千代田デイサービスセンターを建設する際に独立行政法人福祉医療機
老人福祉施設の整備促進につながった。
構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

346

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 蒼生会
還金補助金
借入償還金補助
事業

特別養護老人ホームモモを建設する際に社会福祉法人神奈川県社会
750 福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付
を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

347

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 愛泉会
還金補助金
借入償還金補助
事業

リバーサイド田名ホームケアセンター（老人デイサービスセンター）を建
187 設する際に社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から借り入れた額
の償還金の一部について補助金の交付を受けた。

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

ケアハウス中の郷を建設する際に社会福祉法人神奈川県社会福祉協
750 議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け
た。

1,417

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

348

特別養護老人
特別養護老人ホーム建設費借入償 ホーム等建設費
社会福祉法人 智泉会
還金補助金
借入償還金補助
事業

349

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ 社会福祉法人 上溝緑
ス提供費補助事 寿会
提供費補助金
業

14,119

350

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 久寿会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

15,945 入所者からの徴収額を減免できた。

351

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 智泉会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

16,658

352

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 蒼生会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

353

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

老人福祉施設の整備促進につながった。

当該補助金を施設整備に係る財源として活用し、施設の整備を行った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特別養護老人ホーム等の整備促進が図るために制度化されたものであ
り、補助目的に沿った補助金の活用が図られている。
※平成17年度着工分から制度を廃止している。

ケアハウス入居者の利用料負担金の軽減を図ることができた。

補助金の交付を受けたことにより、利用者の負担も軽減されて、安心し 健康福祉局保険高齢部
た生活を送ることが出来ていると考えます。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

減免したことにより、利用者の経済的負担を軽減することが出来た。

減免を行ったことにより、低所得者の方も負担が軽減され、安心して生
活していただくことが出来た。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

入所者の経済的負担を軽減することで自立した生活ができた。

入所者の経済的負担を軽減されたことにより、居宅生活において安心で
きる日常生活が営まれるよう支援することできた。また、介護が必要な 健康福祉局保険高齢部
方については、適切な外部サービスが受けられるよう便宜を図ることが 高齢政策課
できた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

13,057 施設の年間計画に対し、その全てにわたって減免することができた。

補助金に対する減免を行なうことにより、入居者の負担を大きく軽減で
きた。

補助金の活用がいかに入居者の生活に余裕を与え、役に立っているか 健康福祉局保険高齢部
評価できた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 山久会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

14,825 軽費老人ホーム入所者から徴収すべき事務費の一部を減免した。

軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減することができた。

社会福祉法人が入所者から徴収すべき事務費の一部を減免し、補助目 健康福祉局保険高齢部
的である入所者の生活の費用負担を軽減し、生活の安定を図れた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

354

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 明恵会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

17,276 入所者から徴収するサービスの提供に要する費用の一部を減免した。 社会福祉法人として、入居者の経済的負担を軽減することができた。

殆どの入居者が年金生活なので、経済定負担を軽減することは喜ばれ 健康福祉局保険高齢部
るので継続していきたい。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

355

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 虎千会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

25,997 入居者様の費用軽減したことにより、経済的負担が少なくなりました。

入所者様は経済的負担が軽減し、ケアハウスで安定した生活を送るこ
とができました。

補助金の交付により、低所得者の方も入居する環境ができ、今後も補
助金の交付を続けて頂きたいと思います。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

356

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 東の会
ス提供費補助事
提供費補助金
業

当ケアハウスは平成１５年４月に相模原市高齢者福祉施策に沿っ
て相模原市のご指導により建設し設置を認められたものである。
当ケアハウスは住民ニーズの高い施設として多くの相模原市民に
5,681
利用される様になっております。本補助金は、開所当初から継続
して交付を受けており、入居者全員がこの補助金の支援を受けて
いる。

ケアハウスは、低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で
介護が必要な方や居宅で生活する事が困難な高齢者を入居して頂
き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者が健康で
明るい生活を送られる様に支援することを目的に運営しておりま
す。当法人では、設置に趣旨に沿って低所得者の方に特に配慮し
て入居を決定している為、低所得の方が多数入居されておりま
す。安定した生活の継続を支援する為、入居者の経済状況に応じ
て入居者から徴収すべき事務費の一部を減免し、経済的負担を
図っております。当ケアハウスでは低所得者や介護度が低い方も
入居され収入状況は厳しい状況であります。本補助金交付を相模
原市より受けている事で施設運営の健全性が確保され、入居者は
当ケアハウスで安心して健康で明るい生活を過ごす事が出来てお

ケアハウスは、高齢により身体機能の低下等が認められ、独立し
て生活する事に不安があり、家族による支援を受ける事が困難な
者に入居の場所を提供している。この様な方は低所得であり経済
的にも厳しい方が多く、有料老人ホームやサービス付き高齢者住
宅では利用料の面で負担が大きい。家族も同居生活に不安も抱え
られている事もあって、この様な方にケアハウスの入居ニーズは
高く、施設で十分な支援体制を必要とするが、入居者からの費用
徴収に限界もある為、収支面では厳しい状況が慢性化している。
この様な状況でも運営が出来ているのは相模原市の補助金交付に
よるところが大きく、本補助金が無い場合は、現在の入居者の９
０％は経済的な理由で退去が必要となり、ケアハウスの設置目的
を達成することは困難と思われる。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

357

相模原市軽費老
相模原市軽費老人ホームサービス 人ホームサービ
社会福祉法人 希望
ス提供費補助事
提供費補助金
業

こもれびに入居されている方の年金額を調べたところ、個人個人の年金
ケアハウスに入居された高齢者が安心して生活が送れるための要因と
額の差もあることで、入居者個人収入に応じて利用料を負担（定額負担 市からの補助金を頂くことで、入居者本人の負担の軽減と施設への利
3,196 して一番に料金についての心配があり、市から施設への補助金を頂くこ
ではない）して頂くことで、受益者負担がなされていることから、収入の 用負担金の未払いもなくスムーズな費用徴収ができました。
とで入居者の負担を軽減できた。
少ない高齢者も入居しやすくなった。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会福祉法人等が施設入所者から徴収すべき事務費経費の一部を減
免した額について、市要綱に基づき補助金を支出し、補助目的である入
所者の経済的負担の軽減を円滑に行うことができた。

入居者様は、処遇の維持・向上により、健康面などでより安心して生活
を送ることができました。

施設入居者に、看護師、栄養管理士の助言等の支援を行うことにより、 健康福祉局保険高齢部
処遇の維持・向上ができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることができた。

補助金の活用により、利用者の生活の向上に役立てた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

施設入所者に、看護師、栄養管理士の助言等の支援を行うことにより、 健康福祉局保険高齢部
処遇の維持・向上ができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

358
359
360

361

362
363
364

365

366
367

相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス 福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
事業
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス 福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
事業
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助
相模原市高齢者
相模原市高齢者福祉施設サービス
福祉施設サービ
水準向上補助金
ス水準向上補助

特別養護老人ホームはあとぴあを建設する際に社会福祉法人神奈川
750 県社会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金
の交付を受けた。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

ケアハウスの入居者の利用料負担金の軽減を図るため補助金の交付
を受けることが出来た。

軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図る為、入所者から徴
収すべき一部を減免した。

看護職員、栄養士を配置することにより、入居者様に対する処遇の維
持・向上が図られました。

社会福祉法人 虎千会

2,194

社会福祉法人 蒼生会

1,866 介護職員・栄養士を雇用し、施設入所者の生活の向上が図れた。

社会福祉法人 山久会

1,810

社会福祉法人 智泉会

入所者の高齢化に伴い身体機能低下が見られている。自立生活におい
多くの声かけにより予防体操や外出活動の参加をいただき実施ができ
こもりがちな生活を予防体操や外出活動を充実することにより、機能低
健康福祉局保険高齢部
2,117 ては大きく影響を及ぼすことから、配置基準以上の介護職員によるクラ
た。より一層、必要性・重要性を伝えて一人でも多くの参加がいただける
下防止、入居者相互の確立がとれ心身の安定化につながる。
高齢政策課
ブ活動や外出行事等をより多く計画し自立生活の支援とした。
よう声かけしていきたい。

社会福祉法人 久寿会

1,793 介護職員・栄養士を雇用し、施設入所者の生活の向上が図れた。

社会福祉法人 上溝緑
寿会

施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることに対し、サービス水準
2,210
施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることができた。
向上補助金を助成された。

施設入所者に、栄養管理士の助言等の支援を行うことにより、処遇の維 健康福祉局保険高齢部
持・向上ができた。
高齢政策課

充分な実績が確
042‑769‑8354
認される

社会福祉法人 中心会

配置基準人員以上の職員雇用および入所者の生活環境を整えることに
158
施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることができた。
より、処遇の維持・向上を図った。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

充分な実績が確
042‑769‑8354
認される

社会福祉法人 敬愛会

パート介護職員を継続して雇用する事ができた。そのことにより、ご利用
者に対して、質の高い日常生活支援と介護サービスを提供することがで
656
きた。また、夜間専用パート職員を配置し、夜間の介護ニーズに適切に
対応することができた。

社会福祉法人 明恵会
社会福祉法人恩賜財
団神奈川県同胞援護
会

施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることに対し、サービス水準
施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることができた。
向上補助金を助成された。

施設入所者に対する処遇の維持・向上を図ることができた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。

充分な実績が確
042‑769‑8354
認される

夜間介護の充実。入所者に対する安心、安全の確保。要介護者に対す 入所者に対して安心安全を確保することができた。施設サービスの充実 健康福祉局保険高齢部
るサービスの充実。
に努めることができた。安定した運営を行うことができた。
高齢政策課

充分な実績が確
042‑769‑8354
認される

平成２９年４月１日の開設前準備として、補助金を活用して職員の雇用
補助金を活用したことで、開設するための体制を整えることができた。相 健康福祉局保険高齢部
に係る経費及び什器備品の購入に充てることができ、介護サービスの
模原市を中心に積極的に入所受入を進め、待機者解消に努めていく。 高齢政策課
質の向上にも繋がった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

地域に開かれた介護施設として、より良いサービスが提供できるよう職 健康福祉局保険高齢部
員の質の向上、設備の充実を図ってまいります。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

各居室へ介護ベッドや共用部備品の整備により、入居時の入居者負担
備品選定においては、当社の開設準備経験を最大限に活かし、良質な
補助金を活用できたことにより、安定的な開設前準備及び介護サービス を可能な限り軽減し、利用しやすい施設といたしました。
健康福祉局保険高齢部
ものを可能な限り安く購入いたしました。
を提供する体制を整えることができました。
またスタッフも、開設時には基準人員は大幅に上回る人員確保をし、安
高齢政策課
またスタッフも人数・質ともに良い人材確保をいたしました。
定的なサービス提供ができる環境といたしました。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

368

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
社会福祉法人 草加福
費支援事業補助
祉会
金

369

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
パナソニックエイジフ
費支援事業補助
リー株式会社
金

370

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
株式会社エクシオジャ
費支援事業補助
パン
金

補助金を活用したことによって、重度者にも対応できる機械浴槽を購入
することができた。
機械浴槽を導入したことによって、入居できる身体状況の幅が広がり、
11,178 介護職員募集時に機械浴槽を導入する施設であるとの告知をすること 入居の成約がしやすくなっている。
により、身体的負担が軽いとの印象を持たれやすく、採用しやすい状況 介護職員の身体的負担が軽減されると考えている。
となった。

371

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
株式会社リビングプラッ
費支援事業補助
トフォーム
金

16,767

平成２９年４月１日の特別養護老人ホームの開設までに、職員の給与
の支払や必要な備品を整えることができた。

補助金の交付により、入所者様の処遇を維持・向上出来ますので、今
後も交付を継続して頂きたいと思います。

042‑769‑8354

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

6,636 夜間職員の２名体制。基準を上回る職員配置。

1,321

介護が必要な入所者への処遇に対応することができた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

市からの措置により、虐待や精神疾患を抱えている方、虚弱な方、経済
補助金をいただき、介護職員を増員して雇用する事ができた。そのこと
的な問題を抱えている方に入所していただき、適切な日常生活支援と介
健康福祉局保険高齢部
により、重度化する介護ニーズ、精神疾患、認知症の周辺症状等に対
護サービスを提供することにより、セーフティーネットとしての機能を果た
高齢政策課
応し、適切な支援を提供することができた。
すことができた。

栄養士を配置することにより、入居者様に対する処遇の維持・向上が図 入居者様は、処遇の維持・向上により、健康面などでより安心して生活
2,165
られました。
を送ることができました。

86,940

補助金の活用により、利用者の生活の向上に役立てた。

充分な実績が確
042‑769‑8354
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今後は良質な介護サービスを提供できる体制や、お客様、ご家族様へ
補助金を活用したことによって、重度者にも対応できる介護福祉用具を 介護福祉用具を導入したことによって、積極的に重度者の受入れを行う
のニーズに対応できるよう一層の人員・設備を整えたいと考えておりま
購入することが出来ました。
ことができるようになると考えております。
す。

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。
「高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設運営を促進し、施設サービス
水準の維持・向上を図る」という目的に沿った活用が図られた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

372

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
株式会社日本アメニ
費支援事業補助
ティライフ
金

5,589

今後は良質な介護サービスを提供できる体制や、ご利用者様、ご家族
健康福祉局保険高齢部
補助金を活用したことによって、ご利用者様が安心・安全に日常生活を 必要な備品を開設前に揃えることができたので、安心してご利用者様を
様へのニーズに対応できるよう一層の人員・設備を整えたいと考えてお
高齢政策課
送れるよう備品を準備することができました。
迎えることができました。
ります。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

373

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
株式会社日本アメニ
費支援事業補助
ティライフ
金

11,178

今後は良質な介護サービスを提供できる体制や、ご利用者様、ご家族
健康福祉局保険高齢部
補助金を活用したことによって、ご利用者様が安心・安全に日常生活を 必要な備品を開設前に揃えることができたので、安心してご利用者様を
様へのニーズに対応できるよう一層の人員・設備を整えたいと考えてお
高齢政策課
送れるよう備品を準備することができました。
迎えることができました。
ります。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

374

施設開設準備経費支援事業補助
金

施設開設準備経
株式会社日本アメニ
費支援事業補助
ティライフ
金

5,589

今後は良質な介護サービスを提供できる体制や、ご利用者様、ご家族
健康福祉局保険高齢部
補助金を活用したことによって、ご利用者様が安心・安全に日常生活を 必要な備品を開設前に揃えることができたので、安心してご利用者様を
様へのニーズに対応できるよう一層の人員・設備を整えたいと考えてお
高齢政策課
送れるよう備品を準備することができました。
迎えることができました。
ります。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該補助制度は、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅
介護事業所等の開設前に、その体制設備を支援することにより運営法
人の負担を軽減することを目的としたものでる。補助金を交付し、運営
法人の負担を軽減したことで、開設時から質の高い介護サービスが提
供できたと考えている。

375

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 医療法人社団 仁恵会
強化事業

340 屋外防犯用監視カメラ３台設置

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで、利用者及び職の 当補助事業により、防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化すること 健康福祉局保険高齢部
安全性の向上を図ことができた。
で、利用者及び職員の安全性の向上を図ことができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

376

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 寿幸会
強化事業

581 人感センサー外灯１３台設置

当補助事業により、防犯カメラ及び人感センサー外灯を設置し施設の防
健康福祉局保険高齢部
防犯カメラ及び人感センサー外灯を設置し施設の防犯対策を強化する
犯対策を強化することで、利用者及び職員の安全性の向上を図ことが
高齢政策課
ことで利用者、職員の安全性の向上を図ことができた。
できた。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

377

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人虎千会
強化事業

265 防犯カメラ２台設置

防犯カメラによって外部者の出入り状況を把握し、犯罪に対する防犯対
当補助事業により、防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化すること 健康福祉局保険高齢部
策強化が出来る。また、施設周辺の地域防犯対策も講じられ、不審者
で、利用者及び職員の安全性の向上を図ことができた。
高齢政策課
情報等を地域や関係機関へ提供することが出来る。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

378

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者 社会福祉法人 恩賜財
施設等防犯対策 団 神奈川県同胞援護
会
強化事業

572 防犯カメラ４台設置

防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪防止、犯罪動機の
抑止を図ることができた。

当補助事業により、防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪 健康福祉局保険高齢部
防止、犯罪動機の抑止を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

379

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者 社会福祉法人 恩賜財
施設等防犯対策 団 神奈川県同胞援護
会
強化事業

286 防犯カメラ２台設置

防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪防止、犯罪動機の
抑止を図ることができた。

当補助事業により、防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪 健康福祉局保険高齢部
防止、犯罪動機の抑止を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

380

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者 社会福祉法人 恩賜財
施設等防犯対策 団 神奈川県同胞援護
会
強化事業

572 防犯カメラ４台設置

防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪防止、犯罪動機の
抑止を図ることができた。

当補助事業により、防犯カメラを設置し入居者、職員の安全確保や犯罪 健康福祉局保険高齢部
防止、犯罪動機の抑止を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

381

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 株式会社 アリビオ
強化事業

900 監視カメラ５台設置

入居者及び職員の安全性の向上を図ることができた。

今回の補助事業により、入居者並びに従業員の安心感を向上すること 健康福祉局保険高齢部
ができました。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

382

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 清菊会
強化事業

648 サー４台）の設置を完了した。

ＡＬＳＯＫガードシステム（画像センサー５台及びコンビネーションセン
サー４台）導入により、施設の防犯対策を強化することで、利用者及び
職員の安全性の向上を図ることができました。

当補助事業によりＡＬＳＯＫガードシステムを導入でき、施設の防犯対策
健康福祉局保険高齢部
を強化することで利用者及び職員の安全性の向上をはかることができ
高齢政策課
た。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に画像センサー及びコンビネーションセンサー等を設
置することで、十分な防犯対策を講じることができ、利用者及び職員の
安全性の向上を図ることができたと考えている。

383

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
有限会社 健康医学開
施設等防犯対策
発センター
強化事業

210 防犯カメラ、モニターの設置

主な用途は防犯目的だが、改善業務や事故検討などにも用途があり、
利用者様・利用者家族にとっても有益なものとなっている。

見られているという意識が職員の意識改善につながっている。防犯はも 健康福祉局保険高齢部
ちろんのこと、これからの業務改善・事故防止にも役立てたい。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

384

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
有限会社 健康医学開
施設等防犯対策
発センター
強化事業

609 防犯カメラ、モニターの設置

主な用途は防犯目的だが、改善業務や事故検討などにも用途があり、
利用者様・利用者家族にとっても有益なものとなっている。

見られているという意識が職員の意識改善につながっている。防犯はも 健康福祉局保険高齢部
ちろんのこと、これからの業務改善・事故防止にも役立てたい。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

385

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人三光会
強化事業

496 できた。職員の防犯意識も高まった。

今回、防犯カメラを設置することで、施設周辺がすべて監視することが

防犯カメラの整備をしたことを、相模原警察署に届出も行った。地域防
犯の協力もできる。

施設防衛の視点では、出入口周辺を監視できるように行うことができ
た。また、地域防犯に協力することで、抑止力も強化できたと思う。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

386

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人 ラファエ
施設等防犯対策
ル会
強化事業

374 防犯フィルムの施工

防犯カメラの設置

高齢者施設に対する外部者の侵入などの犯罪行為等から、利用者およ
計画通りに実施することができ、施設の安全度を大きく向上できた。
び職員等を守るための対策が強化された。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

387

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人 ラファエ
施設等防犯対策
ル会
強化事業

174 防犯フィルムの施工

防犯カメラの設置

高齢者施設に対する外部者の侵入などの犯罪行為等から、利用者およ
計画通りに実施することができ、施設の安全度を大きく向上できた。
び職員等を守るための対策が強化された。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

388

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
株式会社ユニマットリタ
施設等防犯対策
イアメント・コミュニティ
強化事業

900 防犯カメラ１６台

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで利用者及び職員 防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで利用者及び職員 健康福祉局保険高齢部
の安全性の向上と施設内の管理・観察・状況把握が可能になりました。 の安全性の向上と施設内の管理・観察・状況把握が可能になりました。 高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

389

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 青芳会
強化事業

900 施設建物外周及び内部の８ヵ所に防犯カメラ設置

防犯カメラの設置により、不審者侵入の早期発見と防犯予防強化及び
職員の防犯意識向上

防犯カメラの設置により、不審者侵入の早期発見と防犯予防強化及び
健康福祉局保険高齢部
職員の防犯意識向上が図られ、入居者及びご家族、従業員の安心に繋
高齢政策課
がった。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

390

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 喜楽会
強化事業

352 ライト設置、２階職員カウンターへの非常通報ボタンの設置

391

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 喜楽会
強化事業

407 報ボタンの設置

防犯カメラ３台設置

ＡＬＳＯＫガードシステム（画像センサー５台及びコンビネーションセン

宿直室への防犯カメラモニター、非常通報ボタンの設置、外壁への人感 外部からの侵入対策、内部からの非常通報対策の強化が図られること 備品設置後の訓練において、システムが順調に作動していることを確
となり、利用者、職員の安全性がより高まることとなる。
認。今後、防犯訓練の実施と合わせて効果的に運用して参りたい。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

外壁への防犯カメラ、人感ライトの設置、事務所・職員控室への非常通 外部からの侵入対策、内部からの非常通報体制の強化が図られること 備品設置後の訓練において、システムが順調に作動していることを確
となり、利用者、職員の安全性がより高まることとなる。
認。今後、防犯訓練の実施と合わせて効果的に運用して参りたい。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

当補助事業により、防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化すること 健康福祉局保険高齢部
で、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

特養ホームこもれびの正面入口の自動ドアに防犯対策強化のため、カ 外部から悪意を持って、侵入してこようとする者に対して、施設内で生活
防犯対策として非常に有益である。
されている利用者の安全を確保する。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設にカメラ付きインターフォン等を設置することで、十分な
防犯対策を講じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図るこ
とができたと考えている。

ケアハウスこもれびの正面入口の自動ドアに防犯対策強化のため、カメ 外部から悪意を持って、侵入してこようとする者に対して、施設内で生活
防犯対策として非常に有益である。
されている利用者の安全を確保する。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設にカメラ付きインターフォン等を設置することで、十分な
防犯対策を講じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図るこ
とができたと考えている。

当該防犯対策強化事業は、防犯対策の予防と防止につながることはも
ちろん、前述のような事態が生じた場合は昼夜を問わずカメラの鮮明さ
健康福祉局保険高齢部
と３週間の録画の保存期間から、画面を拡張してより細やかな状況の把
高齢政策課
握と分析から近隣住民の安心と安全はもとより地域自治会と協力して防
犯強化に努めたいと考えます。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

たむろする生徒達に、防犯カメラを設置して通行人の様子等について２
４時間監視していることを伝えてから約２週間を経過しますが、前述した 当該防犯対策強化事業が、「ふれあい広場」利用者の状況、ゴミ収拾場
健康福祉局保険高齢部
所への不法投棄、路上等での迷惑行為の予防と防止につながり、近隣
高齢政策課
た、警察から保護している等々の連絡はありませんが、緊急時の捜索 住民・市道利用者への安心と安全に役立っていると考えます。
に大きな役割を果たしてくれるものと信じます。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

当該補助事業により防犯カメラを設置し、防犯設備を強化することがで
きました。玄関先に防犯カメラを増設したことで、不審者の侵入を未然に
防ぐことが可能となりました。又、各ユニット内の既存のカメラをリニュー 健康福祉局保険高齢部
アルし、画質が向上したことにより、万が一の際の後追いも可能となりま 高齢政策課
した。利用者が安心して暮らすための環境整備の一つになったと考えま
す。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。
補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。
補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。
補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

392

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 東の会
強化事業

243 防犯カメラ４台

393

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 希望
強化事業

200 メラ付きインターフォンを設置。

394

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 希望
強化事業

200 ラ付きインターフォンを設置。

395

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 智泉会
強化事業

340

396

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 智泉会
強化事業

265 関係者の入館・退館の管理、市道を挟んで位置する「ふれあい広場」で 状況は見られなくなっています。カメラ設置後、施設入居者で道に迷っ

397

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人 相模福
施設等防犯対策
祉村
強化事業

877 ターの画質も大幅に向上することができました。

防犯カメラを設置したことにより、利用者及び職員の安全性の向上が図
れました。当施設は、利用者のご家族様や地域のボランティアの方も多
数出入りするため、防犯設備の強化ができたことは、社会的にも大きな
貢献になると思料します。

398

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

社会福祉法人 久寿会

768 建物外壁等に３台防犯カメラを設置

昼夜問わず、外部からの侵入者等の映像が鮮明に録画される機能があ 不審者等の早期発見や、カメラが肉眼でもわかるように設置してありま
り、今後の防犯対策として成果がありました。
すので、犯罪抑止力に効果があります。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

399

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

社会福祉法人 久寿会

458 建物外壁等に３台防犯カメラを設置

昼夜問わず、外部からの侵入者等の映像が鮮明に録画される機能があ 不審者等の早期発見や、カメラが肉眼でもわかるように設置してありま
り、今後の防犯対策として成果がありました。
すので、犯罪抑止力に効果があります。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

400

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

社会福祉法人 久寿会

566 建物外壁等に３台防犯カメラを設置

昼夜問わず、外部からの侵入者等の映像が鮮明に録画される機能があ 不審者等の早期発見や、カメラが肉眼でもわかるように設置してありま
り、今後の防犯対策として成果がありました。
すので、犯罪抑止力に効果があります。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

401

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

社会福祉法人 蓬莱の
会

324 防犯カメラ３台 電気錠１台

防犯カメラ、電気錠を設置し施設の防犯対策を強化することで、利用者 当補助事業により、防犯カメラ及び電気錠を設置し、施設の防犯対策を 健康福祉局保険高齢部
及び職員の安全性の向上を図ることができた。
強化することで利用者及び職員の安全性の向上を図ることができた。 高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

防犯カメラを設置することにより、非常階段周辺の監視体制の強化と不
防犯カメラ及びテンキーロックの設置により、侵入者や出入り者に対す
法侵入の防止対策を強化できた。
テンキーロックにより、部外者の侵入防止対策を図るとともに、開閉番号 る対策が強化され、施設の防犯機能の向上を図ることができた。
の定期的な変更により、退職者等の出入りの防止対策を強化できた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

外部侵入（上階ベランダ含む）の感知が可能となったことに加え、ガラス 当補助事業により、外部侵入への強化が図られたことにより、防犯機能 健康福祉局保険高齢部
を強化したことにより、防犯機能が向上した。
が向上した。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

相模原市高齢者
施設等防犯対策
強化事業
相模原市高齢者
施設等防犯対策
強化事業
相模原市高齢者
施設等防犯対策
強化事業
相模原市高齢者
施設等防犯対策
強化事業

防犯カメラ３台を申請しましたが、1台を施設負担として4台を設置。目的
は、入所者家族等の入館・退館（面会状況）、居宅介護事業者・工事関
係者の入館・退館の管理と施設離棟に備え、３方を道路で囲まれた道
路周辺の安全確保を目的にすることでした。

防犯カメラ２台設置
目的は、入居者の外出と帰宅、ご家族や知人、居宅介護事業者・工事
遊興する近隣中学校生徒の遊興や路上に座り込んでの飲食と喫煙等
の節度ない行為を予防することでした。

防犯カメラ２１台の入替、１台の増設、計２２台を設置できました。モニ

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで利用者及び職員
の安全性の向上を図ることができた。

施設駐車場での車場荒らしや車両の窃盗のほか、遊興による迷惑行
為、路上での窃盗行為の発生に、予防策にダミーの監視カメラを取り付
けた経過でした。警察署からは当時の状況を確認したいとの申し出があ
りましたが、お役に立つことはできませんでした。当該防犯強化事業に
より施設入所者及び利用者等の入館・退館、隣接する市道歩行者への
安全管理に資するものと信じます。

402

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人草加福
施設等防犯対策
祉会
強化事業

499 通用口扉の開閉時テンキーロックの設置

403

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人彩陽会
強化事業

900

404

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人ワゲン福
施設等防犯対策
祉会
強化事業

621 防犯カメラ４台設置

防犯カメラを設置したことにより、防犯意識の高揚に繋がり、安全性の
向上が図ることができました。

当補助事業により、防犯カメラを設置したことにより、防犯意識の高揚に 健康福祉局保険高齢部
繋がり、安全性の向上が図ることができました。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

405

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
株式会社日本ライフデ
施設等防犯対策
ザイン
強化事業

276 正面玄関及び駐車場を対象とした防犯カメラ２台設置

設置後防犯意識及び予防策の向上が図れた。

設置後防犯意識及び予防策の向上が図れた。

健康福祉局保険高齢部
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

406

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 蒼生会
強化事業

306 防犯カメラ２台設置及びテンキー錠２個取り付け

防犯カメラの設置及びテンキー錠を取り付けたことにより、施設の防犯 当補助事業により防犯カメラの設置及びテンキー錠を設置し施設の防
健康福祉局保険高齢部
を強化することができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることがで 犯を強化することで、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができ
高齢政策課
きた。
た。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

407

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人 上溝緑
施設等防犯対策
寿会
強化事業

218 防犯カメラ２台設置

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで、利用者及び職員 当補助事業により防犯カメラを設置し施設の防犯対を強化することで、 健康福祉局保険高齢部
の安全性の向上を図ることができた。
利用者及び職員の安全性の向上を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

408

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
施設等防犯対策 社会福祉法人 幸会
強化事業

900 防犯カメラ５台

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで、利用者及び職員 当補助事業により防犯カメラを設置し施設の防犯対を強化することで、 健康福祉局保険高齢部
の安全性の向上を図ることができた。
利用者及び職員の安全性の向上を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

409

相模原市高齢者施設等防犯対策
強化事業費補助金

相模原市高齢者
社会福祉法人城山楽
施設等防犯対策
寿会
強化事業

694 録画レコーダー１台

防犯カメラを設置し施設の防犯対策を強化することで、入居者、利用者 当補助事業により防犯カメラを設置し施設の防犯対を強化することで、 健康福祉局保険高齢部
及び職員の安全性の向上を図ることができた。
入居者、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができた。
高齢政策課

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象の施設に防犯カメラ等を設置することで、十分な防犯対策を講
じることができ、利用者及び職員の安全性の向上を図ることができたと
考えている。

相模原市施設入所高齢者福祉給
付金支給事業補助金

相模原市施設入 社会福祉法人 恩賜財
所高齢者福祉給 団神奈川県同胞援護
付金支給事業
会

入所者の処遇水準の維持向上を図る為、施設が補助するものに対して
対象者にとって、生活の質の向上に繋がると共に精神的な安定の効果
健康福祉局保険高齢部
助成して頂き、対象者も有効活用し日々安定した日常生活が送れてい
が多大であると考えられる。
高齢政策課
ます。

042‑769‑8354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

低所得者等の入所者に福祉給付金を支給する事業に対し補助金を交
付し、市として入所者の処遇の維持・向上に努めるための支援を行うこ
とができた。

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会員数は減少傾向にあるものの、事務費の改定や、日々の新規事業
所開拓に努めたことにより、全体の契約額は前年度と比べ増加してい
る。家庭における生活支援「相模シルバーそよ風サービス（ワンコイン
サービス）」の受託件数も増加しており、当該事業が地域に浸透している
ことが伺える。
高齢社会、人口減少社会において、高齢者が活躍できる機会を確保
し、就労を通じた高齢者の生きがいづくりや社会参加を通じての地域社
会づくりに貢献し、その役割を果たしているといえる。

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

老人クラブは、文化、スポーツ、親睦活動のほか、地域清掃や緑化推
進、ひとり暮らしの虚弱老齢者等の訪問など友愛活動や青少年との交
流活動など地域貢献活動を実施しており、高齢者の介護予防、地域貢
献に効果をもたらしている。

410

非常階段２ヶ所の１階入口に防犯カメラを各１台設置

防犯センサー付カメラ２台設置
防犯強化ガラスフィルム施工（１Ｆ居室・リビング及びロビーガラス）

防犯カメラ８台
モニター１台

1,988 月額7,000円を26名に支給した。
【平成28年度実績】
会員数…3,442名、受託件数…26,415件、契約金額…1,170,905,711円、
就業率…86．3％、就業延べ人員…302,893名
平成28年度から事務費を7％から8％に改定し、自主財源の確保を
図った。その効果により契約額については前年度比2.2％増の2,465万
円の増額となった。事務費改定による収入増だけではなく、事業実績は
伸びており、公共からの受託は減少しているものの、民間企業からの契
約額は2.4％増加、家庭からの契約額については4.6％増加している。ま
た、家庭における生活支援「相模シルバーそよ風サービス（ワンコイン
サービス）」は、受託件数535件と増加し、地域に浸透していることが伺え
る。
会員数については、60歳定年以降の再雇用による影響が響き、会員
数は減少してしまった。会員自身による「ひとり一会員の入会促進」や、
一般高齢者を対象とした講習会を開催し入会促進を図ったが、会員数
の減少に歯止めがかけられなかった。

411

公益社団法人相
公益社団法人相模原
公益社団法人相模原市シルバー人 模原市シルバー
市シルバー人材セン
材センター運営費補助金
人材センター運
ター
営事業

73,857

412

相模原市老人ク
相模原市老人クラブ連合会補助金 ラブ連合会運営
支援事業

老人クラブ事業については、地域内の道路や公園等の清掃活動や、
小学校児童等への昔の遊び教室などの地域貢献活動や寝たきりや虚
弱、一人暮らし会員を対象とした友愛チーム活動を行った。
市連合会では、会員の生きがい、仲間づくりや健康の保持増進を目的
26,883 に、スポーツ大会（運動会）、ペタンク、ゲートボール、グラウンドゴルフ
大会、文化事業の芸能大会、作品展、囲碁大会や各種研修等を実施し
た。
会員数等については、クラブ数２６９クラブ、会員数１５，９０４名(平成２
８年４月１日現在）となっている。

相模原市老人クラブ連
合会

新しい制度である、介護予防・日常生活支援総合事業において、住民
主体サービスの訪問型サービスを、ヘルパー経験のある会員を管理者 平成28年度は固有職員1名を採用、定年退職した固有職員2名を継続
として活用し、新規事業として開始した。事業実績はまだないが、今後も 雇用し、新たな職員体制で事業運営を推進した。
事業展開をしていく。家庭のちょっとした困りごとの生活支援サービス事 また従来、市が運営していた「あじさい大学」（相模原市高齢者大学）を 健康福祉局保険高齢部
業「相模シルバーそよ風サービス（ワンコインサービス）」を継続して実 センターが受託し、会員を事務補助員として登用し運営をした。
地域包括ケア推進課
施、事業実績は増えている。地域社会への貢献ボランティア活動の推
平成29年度末に5か年中期計画が終了するため、新たな中期計画策
進を目的として、前年度に組織された「シルバーそよ風演芸クラブ」が、 定の委員会を平成28年度に立ち上げ検討を始めた。
介護施設でボランティア活動を実施した。

老人クラブでは、定期的に地域の清掃活動等を行っているが、９月２０
日が全国一斉社会奉仕の日の基準日となっており、市内老人クラブも９
高齢者が生活する地域社会において、クラブ活動を通じて老後の生活
月に一斉活動を行っており、２４１クラブ延べ４，９９５人の会員が活動を
健康福祉局保険高齢部
を健全で豊かなものとし、その生きがいを高め、自らの努力で高齢者福
行った。また、友愛訪問活動は、前期６４７名・後期６７９名の対象者に
地域包括ケア推進課
祉の増進に役立てることを目的に事業に取り組んだ。
対し訪問活動等を行った。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

413

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

脳活性化活動を
行ない、介護不
脳活クラブ
要・認知症予防を
期する会

・当クラブ会員全員が会の主旨に則した活動を行い、介護予防に役立っ
・当クラブ全員参加型の共通意識のもと、脳の活性化と身体健康維持を
たと思います。
・実施回数：18回、参加人数：実人数19名、延べ人数283名
健康福祉局保険高齢部
50 ・脳活性化のため、お達者・健康体操を中心として、転倒防止・県民体操 ・楽しみながらやることで、脳活性化のための活動が継続できています。 目指し、生き活き生活を実感できていると思います。
地域包括ケア推進課
・会の活動を通じて、会員相互の交流が図れ、とじこもり予防やうつ予防 ・来年度以降も継続していく予定です。
やハイキング、料理講習等を行いました。
にもつながったと思います。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

414

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

はつらつ教室

実施回数：月2回×12ヶ月＝24回
参加人数 ： 311人（延人数） （実人数23人） 平均約13人
50 指導員（悠遊シニアスタッフ）の指導回数 ：24回
体力維持運動として、ウォームアップ〜トレーニング〜クールダウンと3
段階に分けて1回90分を毎回実施しました。

・運動教室の実施に高齢者支援センターからの協力が得られたことで、
参加者へ広く周知ができました。
・体操を中心とした教室内容でこれからも継続しますが、来年度からは 健康福祉局保険高齢部
さらに、ウォーキングなどの時間も取り入れるようにしたいと思います。 地域包括ケア推進課
・指導員の適切な指導で安全に運営できたことはよかったです。
・地域のみなさんの介護予防のために、来年度も継続予定です。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

415

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

仲よく元気に健康
会 県営大島団 仲よく元気に健康会
地

○参加者の反応・・・笑顔で、楽しく参加しており、閉じこもりがちの高齢
○実施回数24回・・・参加者の実人数23人・述べ人数354人。
者が進んで会場づくり等を手伝うようになった。足が痛い・腰が痛い等々 参加者に感謝されていること、参加者が元気になっていることを嬉しく思 健康福祉局保険高齢部
50 ○悠遊シニアスタッフが高齢者に無理のない軽体操・認知症予防体操・
地域包括ケア推進課
閉じこもりがちであった人が、教室に参加する事で明るくなり元気になっ う。仲間とともに、来年度も継続して活動していきたいと思う。
認知症予防ゲーム等実施。
て、積極的に活動している。地域の方の介護予防に貢献できたと思う。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

416

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

手芸クラブ ひま
手芸クラブ ひまわり
わり 塩田団地

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

417

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

体操の会（運動
機能向上、認知
症予防）

・良かった点：毎回、笑いや笑顔が見え、参加者の交流の機会にもなっ
た。
・改善点：体調不良等により会員が減少するため、参加者増に向けて、 健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課
地域にアピールしていきたい。
・総合的な評価：地域における介護予防の場として、活動を長く継続でき
るようにしていきたい。来年度も活動を継続予定。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

418

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

419

はつらつ教室

・月2回、合計24回行いました。
・参加者は実15名、延べ255名でした。
50 ・会の初めは必ず筋力アップの体操を組み入れて行ないました。また、
認知症予防のために、手芸を行いました。

・運動することで、体力維持が出来ていることを実感できたという声が参
加者から聞かれました。また、参加者にやる気があって活気が感じられ
ました。
・参加者相互の交流が図れました。
・徒歩圏の身近な場所で開催したことで、介護予防の通いの場所づくり
になったと感じています。

みんなで、認知症予防の手芸をやることは、仲間づくり、交流の場にも
細かい手芸をやることで、認知症予防になったと思います。また、みなさ
なりました。地域にこのような場できたことは、大変うれしく思います。
ん、楽しみに参加され、交流の場にもなりました。
来年度も活動を継続していきます。

50

・実施回数：20回
・参加者人数：実19人、延べ230人名 平均11.5人
・毎回、介護予防予防のための専門知識を持つ講師による指導を受け
ながら、運動機能向上と認知症予防のための活動を行った。

・参加者の反応：楽しく体操ができた。体操で身体がすっきりする。もっと
体操がしたい。
・地域に対する成果：地域が高齢化する中で、身近な場所で身体を動か
す機会となり、介護予防に貢献できた。

介護予防のため
木曜会
の健康体操

50

・実施回数：18回、参加人数：実人数32名、延べ人数201名
・健康体操の実施回数：5回
・インストラクターによる体操：6回
・認知症予防のためのパソコン教室：5回
・消防署によるＡＥＤ講習会：1回
・認知症予防のための講話：1回

・体操を中心として活動を継続したことで、参加者からは「体力がつい
た。元気が出てきた。」などの声が聞かれた。
・情報交換の場や交流の場になっている。
認知症予防のためのパソコン教室は自治会から要望をいただき、実施
した。好評であった。

・少しずつではあるが参加人数が増えており、情報交換の場にもなって
健康福祉局保険高齢部
いることから、地域の役に立っていると感じている。
・補助金をいただきながら活動したことで、自治会からも評価されたと思 地域包括ケア推進課
う。来年度も活動を継続予定である。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

アーバンリビング アーバンリビング相模
相模原
原

○参加者の反応・・・笑顔で、楽しく参加しており、閉じこもりがちの高齢
○実施回数24回・・・参加者の実人数30人・延べ人数431人。
者が進んで会場づくり等を手伝うようになった。足が痛い・腰が痛い等々 参加者に感謝されていること、参加者が元気になっていることを嬉しく思 健康福祉局保険高齢部
50 ○悠遊シニアスタッフが高齢者に無理のない軽体操・認知症予防体操・
地域包括ケア推進課
閉じこもりがちであった人が、教室に参加する事で明るくなり元気になっ う。仲間とともに、来年度も継続して活動していきたいと思う。
認知症予防ゲーム等実施。
て、積極的に活動している。地域の方の介護予防に貢献できたと思う。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

420

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

介護予防教室

本町「笑み求」（えみ
きゅう）

・活動内容は参加者から好評であり、継続を望む声も多い。
健康福祉局保険高齢部
・楽しみながら介護予防ができるように、来年度もプログラムを工夫しな
地域包括ケア推進課
がら継続していきたい。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

421

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

介護予防の会

音楽せらぴぃ・櫻の会

・良かった点：参加者が元気に仲よく、明るく過ごされたこと。
・改善点：宣伝効果が思わしくなく、人数が減ってしまったこと。
健康福祉局保険高齢部
・会の活動が地域の方の介護予防につながっていることをとても嬉しく
地域包括ケア推進課
思います。補助金交付を受けるのは今年度のみですが、活動は今後も
継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

422

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

藤野地区 認知
症予防のための 3木会
ウォーキングの会

100

・実施回数：12回
・参加人数：実人数40名、延べ人数279名
・ウォーキングのための筋力アップ、体力づくり、認知症予防のコグニサ
イズ（ウォーキング6回、有資格者による講義6回）

・アンケートをして、参加者の希望を聞きながら活動をしました。
・けがや事故もなく、楽しみながらウォーキングができました。
・来年度は、楽しみながらウォーキングができるようにしていきたいと思
います。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

423

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

男性限定 健康
体操教室

100

・実施回数：12回
・参加者からは人との交流ができた、仲間が増えたとの声が聞かれた。 ・男性限定としたため、参加者を集めることが難しかったが、参加者同士
・参加人数：実人数10名、延べ人数81名
健康福祉局保険高齢部
・自宅で一人でも体操の練習を積極的に行っている方もいた。
では交流が図られ、常に笑いが出るようになった。
・介護予防運動指導員の指導の下、運動機能の向上と男性の一人暮ら
地域包括ケア推進課
・地域の方の介護予防に貢献できた。
・来年度はさらにＰＲに力を入れ、参加者を増やしていきたい。
しの方の閉じこもり解消のための活動を行った。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

424

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

橋本地区介護予
橋本ほほえみ広場
防教室事業

100

・毎月第2火曜日（13：30〜15：00） 計12回実施。
・参加延べ人数：252名、参加実人数：37名
会場となった自治会館の町会の協力もあり、地域の新たなコミュニ
積極的な参加者が多く、参加者の満足度は高かったと思う。講師の
・日本体育協会公認スポーツ指導士による運動指導と歌3回、作業療法 ティーの形成に役立ったと思う。特定の地域だけでなく、東橋本、西橋 方々も好評であった。
健康福祉局保険高齢部
士による運動指導2回、歯科医師による口腔衛生指導1回、管理栄養士 本、元橋本など、広範囲からの参加があり、遠方からも毎月のテーマを
来年度も事業を継続し、地域の方々の介護予防に貢献していきたいと 地域包括ケア推進課
の栄養指導1回、鍼灸マッサージ師による運動指導1回、運動指導有資 楽しみに参加されていた。閉じこもり予防にもつながったと思う。
思う。
格スタッフによる認知症予防等4回

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

425

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

城山、小倉地区
介護予防教室

・実施回数：12回
・参加者数：実18人、延べ130人
100 ・作業療法士、理学療法士による運動機能の向上を目的とした全身体
操を6回実施。有資格者が従事しないときは、介護予防サポーターが中
心となって、体操やコグニサイズ、コミュニケーション等を実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
健康福祉局保険高齢部
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
地域包括ケア推進課
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

426

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

相模湖地区介護
わくわくクラブ相模湖
予防教室

・実施回数：12回
・参加者数：実11人、延べ75人（施設利用者を含めると176人）
・作業療法士等による運動機能の向上を目的とした全身体操、歯科医
100 師による口腔機能向上を目的とした講話、管理栄養士による栄養改善
を目的とした講話等を実施。有資格者が従事しないときは、介護予防サ
ポーターが中心となって、体操やコグニサイズ、コミュニケーション等を
実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・地域の高齢者施設を利用したことで、地域の方と施設利用者とが、交
流できる機会となりました。
健康福祉局保険高齢部
・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
地域包括ケア推進課
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。
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相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

藤野地区介護予
わくわくクラブ藤野
防教室

・実施回数：12回
・参加者数：実29人、延べ203人
100 ・作業療法士による運動機能の向上を目的とした全身体操を6回実施。
有資格者が従事しないときは、介護予防サポーターが中心となって、体
操やコグニサイズ、コミュニケーション等を実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
健康福祉局保険高齢部
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
地域包括ケア推進課
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

428

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

横山・西地区 介
わくわくクラブ 横山・西
護予防教室

100

・毎回、体操を取り入れたため、参加者からは「楽しく身体を動かせてと
・毎回、参加者に好評です。
てもよい」、「家でもやっている。」との声が聞かれました。
健康福祉局保険高齢部
・身近な場所で、楽しみながら介護予防ができることは、とても大切なこ
・毎回楽しみに多くの方が参加され、運動機能の向上だけでなく、閉じこ
地域包括ケア推進課
とだと思います。来年度も活動を継続します。
もり予防にもつながりました。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

若葉サークル

男性限定 健康体操教
室

わくわくクラブ城山、小
倉

・チラシや地域情報紙、掲示板、口コミ等で自治会内でも広く知られ、多
・実施回数：18回
くの方が参加した。
・参加者数：実23人、延べ259人
・楽しみながら介護予防ができるように内容を工夫し、参加者の中には
50 ・介護予防サポーターが中心となって、転倒予防体操、コグニサイズ、脳
運動の習慣化がみられた人もいた。
トレゲーム、合唱を行なった。
・参加者は毎回楽しみに参加している。地域の中で通いの場づくりに貢
献できたと思う。
・参加者の反応：「とくかく楽しい」、「身体が軽くなった」と毎回喜んでい
・実施回数：12回
ただけました。また、周りから「明るくなったね。」と言われる参加者もい
・参加人数：実15人、延べ156人
ました。
100
・介護予防運動指導員を講師として、毎回、介護予防に役立つ講義を行
・地域に対する成果：公民館から依頼を受け、高齢者学級とコラボしまし
い、他にゲームや歌唱、運動を行った。
た。会の活動が広がっていくのを感じました。

・実施回数：12回
・参加者数：実25人、延べ164人
・作業療法士の講座を6回実施し、体操を中心として、運動機能向上の
活動実施。
・介護予防サポーターが毎回、コミュニケーションとして、認知症予防の
ゲームを実施。また、講師を呼ばないときは、体操やストレッチを実施。

・第1回4月スタートのときのメンバーが30人でしたが、口コミで友人や近
所の方が参加してくれて、3月には40人になりました。
・ウォーキングだけでなく、講師の先生による体力づくりの運動は好評
で、参加者から身体の変化があると喜ばれました。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由
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相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

メリハリ！イート
倶楽部

さがみはら在宅リハケ
ア連絡会

口腔機能と栄養に特化した介護予防事業として毎月1回日曜日に教室
を開催した。口腔機能に関しては言語聴覚士、栄養は管理栄養士によ
100 る講座や実習を全12回実施し、参加者実人数14名、延べ人数119名と
なった。参加は女性が多いものの、男性も参加しやすい雰囲気で役割
分担やコミュニケーションも生まれていた。

介護予防・健康の基本ともなる口腔機能や栄養管理に焦点をあて介護
予防教室を企画し、参加者からは「普段の生活で慣れてしまいがちなこ
とだけど一番大切なことで見直すきっかけになった」というような声を聞く
ことができた。会場が高齢者住宅という限られた中ではあったが、口コミ
で広がり近隣に住む女性の独居高齢者も参加するようになり住居内外
での交流にもつながった。本事業の企画・開催をしたことで、人間の健
康にとって「食事」がもたらす生きる力を感じることができた。

「食事」というテーマであったことで特に女性の興味・関心は高かったよ
うに感じられる。しかしながら、参加者のイメージは調理をするサークル
というものが強く、企画側の栄養や口腔ケアに関する講座に対するモチ
健康福祉局保険高齢部
ベーションは回を重ねるごとに段々と浸透していったように感じられる。
地域包括ケア推進課
また、今年度は大きな事故等はなかったが、調理が伴うということもあっ
て衛生面や怪我、資金面に関して計画的かつ綿密に企画する必要があ
り、この課題を解決しながら次年度も継続していく。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

430

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

メリハリ！アップ
倶楽部

さがみはら在宅リハケ
ア連絡会

100

高齢化の進む介護予防事業ニーズの高い集合住宅での運動を主とした
介護予防教室を全12回実施した。参加者数は実人数24名、延べ人数
105名となった。開始4月は資金面の準備が整わず開催することができ
なかったため年度末3月に2回実施することになった。すべての教室に理
学療法士を1〜2名配置し、体力測定から個々人の身体的特徴を捉え、
運動器の機能低下を起こさないための講義や運動指導を行った。

高齢者の多い団地集会所で行う運動を主とした介護予防教室というこ
ともあって徐々に参加者が増え、事業開始時は9名であったが12回目に
は登録者が24名に増加した。参加者からは身体の仕組みや筋力低下・
痛みについての個別的な質問も挙がり、専門職の知見で指導・アドバイ
スを行ったことで参加者の満足度につながったものと考えられる。途中
からは管轄の高齢者支援センター職員も出席していただき、地域住民
の介護予防に向けた取り組みを協働して展開していくことができた。

世帯数1000戸近くの集合住宅で行う介護予防教室として徐々に参加登
録数が増えていることも踏まえると事業の必要性と継続性が感じられ
る。参加者は運動をすることが目的となりやすい中、リハビリ専門職が
健康福祉局保険高齢部
個別的に評価をして適切な運動指導をすることで、それぞれの身体に
地域包括ケア推進課
合った運動習慣を身につけることにつながったと考えられる。リハビリ専
門性が地域住民にとって介護予防の身近な相談役となれるよう多くの
人材を輩出しながら次年度も活動を継続していく。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

431

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

鵜森地区介護予
みどりの風
防教室

100

・レクダンスは認知症予防になった。
・実施回数：13回
・ウォーキング（国分寺の史跡）に多数参加され、昼食時のゲーム等で
・参加者数：実31人、延べ180人
楽しい一日を過ごした。
・介護予防運動指導員を中心として、体力測定や筋トレ運動、認知症予
・うたごえサロン（認知症予防）には多数参加された。
防、栄養改善のための料理教室、レクダンス、ウォーキング等を実施。
・運動負荷をかける重りを使用した運動で、筋力が向上した。

・ウォーキング（三島大社）は遠くまで行ったが、参加者には好評であっ
健康福祉局保険高齢部
た。また、うたごえサロンも好評であった。
・今後も楽しみながら介護予防ができる活動を続けていきたい。来年度 地域包括ケア推進課
も継続予定。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

432

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

「オラの健康一
番」の会

「オラの健康一番」の会

100

・実施回数：12回
・参加人数：実人数63人、延べ人数168人 1回平均14人
・事故もなく、無事に今期の講座が終了できたことを嬉しく思います。来
健康福祉局保険高齢部
・介護予防運動指導員や健康運動指導士などを講師に招き、講座の内 ・講座の内容は毎回、参加者の方々に喜んでいただだけました。運動機
期も引き続き、地域の方の介護予防に貢献できるように活動をしていき
地域包括ケア推進課
容は介護予防の6領域に注意し、身体を動かすものを多くしました。その 能の向上だけでなく、閉じこもり予防にもつながったと思います。
ます。
ほかに脳トレ、口腔機能向上、栄養改善の点にも注意して、講座を企
画・開催しました。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

433

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

二本松ふれあい 二本松ふれあい健康体
健康体操教室
操教室

100

体操教室に毎回参加して、教室に参加する前より体調も良くなり、日々
1 参加人数：実28名、延べ190名、1回あたり平均約16名
の行動が元気に維持できているという感想が聞かれました。
2 有資格者講座6回（作業療法士）
3 体力測定2回、運動機能向上の実技、閉じこもり予防講話、認知症予 参加者のみなさんから、介護予防になるので、今後も教室を継続して
ほしいとの要望がありました。
防についての講話、転倒予防・筋力低下防止体操、脳トレ体操

みなさんが毎回、元気に体操に取り組む姿をみて、このような教室がで
きてよかったと思います。今後も参加者の健康の維持向上を目指し、補 健康福祉局保険高齢部
助金終了後も公民館との共催で月1回継続して取り組んでいきたいと思 地域包括ケア推進課
います。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

434

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

介護予防教室

じょいふるカフェ会

(実施回数) 12回
(実人数) 24人 （延人数）125人 (平均)10.4人
講師による講義 8回実施
◎認知症予防講座・予防やリスク管理・最新の研究成果
◎運動機能向上講座・要介護者にならないため定期的に体を動かす大
切さ、効果的な継続しての運動・疲れを取るツボ体操
100
◎認知症予防講座・脳の活性化・エピソード記憶・シナプソロジーエクサ
サイズ
◎栄養改善講座
◎口腔機能向上講座・噛む、飲み込むなどの機能や栄養学視点から・
音楽療法

435

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

相原地区介護予
わくわくクラブ相原
防教室

・実施回数：12回
・参加者数：実17人、延べ108人（施設利用者を含めると255人）
100 ・理学療法士や作業療法士等による運動機能の向上を目的とした全身
体操を6回実施。残りは、介護予防サポーターが中心となって、体操やコ
グニサイズ、コミュニケーション等を実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・地域の高齢者施設を利用したことで、地域の方と施設利用者とが、交
流できる機会となりました。
健康福祉局保険高齢部
・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
地域包括ケア推進課
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

436

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

市営上九沢団地
元気はつらつ健 元気はつらつ健康会
康会

○実施回数12回・・・参加者の実人数22人・延べ人数177人。
○作業療法士による講座を6回、「だるま体操」「さがみハッスル体操」を
100 実施。
○介護予防サポーターによる講座を6回。筋力体操やコグニサイズ、脳
トレを実施。

○参加者の反応・・・笑顔で、楽しく参加しており、閉じこもりがちの高齢
者が進んで会場づくり等を手伝うようになった。足が痛い・腰が痛い等々 参加者に感謝されていること、参加者が元気になっていることを嬉しく思 健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課
閉じこもりがちであった人が、教室に参加する事で明るくなり元気になっ う。仲間とともに、来年度も継続して活動していきたいと思う。
て、積極的に活動している。地域の方の介護予防に貢献できたと思う。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

437

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

城山地区 介護
予防教室

・実施回数：12回
・参加人数：実29名、延べ226名
100 ・作業療法士による講座：6回
・有資格者が入らないときは、介護予防サポーターが主となって、ウォー
ミングアップの体操をして、身体を動かす運動を行った。

・参加者は回を重ねるごとに体操を覚えて、動けるようになった。
・参加者は楽しんで活動をしており、参加者同士の交流の場にもなっ
た。
・介護予防に貢献できた。

・参加者のつながりができてよかったと思う。
・参加者が多いので、運営の工夫をしていきたいと思う。
・来年度は参加者から参加費をいただきながら、活動をしていきたいで
す。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

438

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

鳥屋地区介護予
わくわくクラブ津久井
防教室

・実施回数：12回
・参加者数：実26人、延べ223人
100 ・作業療法士による運動機能の向上を目的とした全身体操を6回実施。
残りは、介護予防サポーターが中心となって、体操やコグニサイズ、
ウォーキングなどを実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
健康福祉局保険高齢部
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
地域包括ケア推進課
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

439

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

青根地区介護予 わくわくクラブ津久井・
防教室
青根

・実施回数：12回
・参加者数：実19人、延べ139人
100 ・作業療法士による運動機能の向上を目的とした全身体操を6回実施。
有資格者が従事しないときは、介護予防サポーターが中心となって、体
操やコグニサイズ、コミュニケーション等を実施。

・運動機能の向上のための様々な体操をすることで、体調がよくなると
参加者から好評でした。
・地域住民同士の交流の場となり、閉じこもり予防にもつながっていま
す。

・参加者のみなさんは、楽しんで参加しています。地域の中に、このよう
健康福祉局保険高齢部
な介護予防の場を作れたことに貢献でき、スタッフとしても大変嬉しく思
地域包括ケア推進課
います。来年度も活動を継続していきます。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

440

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

実の里健康教室 実の里健康教室

実施回数 12回 参加人数 実35名、延べ179名 平均15名
100 介護予防指導員による運動機能の向上、閉じこもり認知、うつ予防、コ
グニサイズ（ラダ―）を行いました。

・毎月楽しみに参加している方も多く、地域の方の介護予防に貢献でき
健康福祉局保険高齢部
たと思います。
地域包括ケア推進課
・来年度以降は同じ会場にて、自主事業として継続します。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

・3年間実施したことで、参加者の健康づくりや介護予防、地域の親睦に
・平成27年度の事業で好評であった項目の継続と簡単な健康維持を目
貢献できた。また、参加者は該当体操等を日常生活に取り入れ、健康 健康福祉局保険高齢部
的とした座学（10〜15分）を取り入れ、介護予防に対する意識の高揚を
管理に役立てている様子なので、本事業の目的が達せられたと考える 地域包括ケア推進課
図ることにより、各家庭に持ち帰り、継続実施しているとの声があった。
ため、活動は今年度を以って終了とする。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

わくわくクラブ 城山

・実施回数：12回
・参加者数：実16人、延べ123人
100 ・介護予防運動指導員による、転倒骨折予防、歩行改善、姿勢改善等
の運動を中心に活動を行った。

認知症予防を中心として、認知症予防講座・知的活動・エピソード記憶
力・脳トレゲーム・人との交流運動機能向上講座・軽い体操・参加者全
員での合唱を行いました。閉じこもりの方々や１人暮らしの高齢者の
方々を誘い合い地域の方々達同士で交流ができる場所となりました。今
年度で補助金交付は修了しますが、来年度も自主事業として、継続予
定しております。

講座は認知症予防講座中心に専門性を重視し、これらが参加者から評
価を受けましたので、このような内容の講義を今年度も続けました。認
知症予防として、いますぐできる予防の知恵・脳の活性化・エピソード記
憶・思い出しゲーム・シナプソロジーエクササイズ・指チェンジ・後だし
健康福祉局保険高齢部
ジャンケン・物忘れを減らす指体操等に受け入れられ喜んでいただき評
地域包括ケア推進課
価を受けました。運動機能向上講座では、体を動かす大切さ効果的な
継続しての運動・疲れを取るツボ体操・要介護者にならないための体操
に人気ありました。

・会場が近く参加しやすかったという声が聞かれました。
・運動の効能などを聞き、家でやってみた人もいました。
・認知予防のコグニサイズは、毎回笑いながら、楽しくやれました。

441

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

氷川健康教室

氷川健康教室

442

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

元氣村 さくら会

元氣村 さくら会

・実施回数 12回、実参加者数 42名、延べ参加者数 203名
・音楽6回：声楽家指導による合唱、輪唱、フラダンス口腔体操
100 ・運動4回：運動器の機能低下予防運動
・認知症予防1回：脳トレ、リズム運動、アロマの効果
・身体1回：鍼灸マッサージ師による身体の話

・チラシの配布や参加への声かけなど、自治会の協力もあって、回を重
ねるにつれ、参加人数が多くなり、会に活気が出てきた。
・参加者相互の交流も深まり、閉じこもり予防にもつながった。
・介護予防の活動を通じて、地域のみなさんの健康維持に貢献できた。

・会費によってささやかなプレゼントなど、心温まる企画運営ができた。
・毎月個別に案内することで、参加者が増加し、会として活気も出て、た
くさんの笑顔に会えた。
健康福祉局保険高齢部
・プログラムにより参加者に開きが出た。参加者の特性や要望、期待度 地域包括ケア推進課
を見極めて計画していきたい。
・来年度も継続予定。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

443

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

さんさんくらぶ

さんさんくらぶ

・年12回、参加者数 実23名、延 156名
・介護予防運動指導員7回、音楽療法士2回、相模原レクレーション協会
100 会員1回
・健康体操を中心として、口腔ケアや認知症予防の取り組みを行いまし
た。

・活動2年目を迎え、参加者の中には、家で体操を行なうことが定着して
きた方もいらっしゃいました。
・毎回、「楽しかったよ」と喜んでいただき、高齢者の交流の場にもなりま
した。

・昨年度と会場を変えての開催となりましたが、混乱もなく、無事に終わ
りました。スタッフ一同楽しく携わることができました。
・サービス付き高齢者向け住宅を会場に行いましたが、入居者の方の 健康福祉局保険高齢部
参加が少なかったため、周知等工夫をしていきたいと思います。
地域包括ケア推進課
・来年度で補助金事業としては修了となりますが、それ以降も自主活動
（他の補助金も検討）としての継続を考えています。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

444

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

介護予防教室

健康クラブ「笑み求」横
山

100

・実施回数：12回
・参加人数：実17人、延べ101人
・介護予防運動指導員、鍼灸マッサージ師を主な講師として、転倒予防
体操やコグニサイズ、介護予防全般の活動を行なった。

・参加者は毎回の活動を楽しみにしていた。楽しみながら介護予防を続
けることに貢献できたと思う。
・活動内容は参加者に好評であったが、参加者数が少ないことが残念
・休憩時間には参加者同士で話が弾んでいた。参加者同士の交流も図 だった。周知方法を検討しながら、来年度も活動を続けていきたい。
れた。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

445

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

横山地区 介護
予防教室

わくわくクラブ 横山

100

・実施回数：12回
・参加者数：実39人、延べ245人
・作業療法士の講座を6回実施し、体操を中心として、運動機能向上の
活動実施。
・介護予防サポーターが毎回、コミュニケーションとして、認知症予防の
ゲームを実施。また、講師を呼ばないときは、体操やストレッチを実施。

・毎回、体操を取り入れたため、参加者からは「楽しく身体を動かせてと
てもよい」との声が聞かれました。また、参加者の口コミで多くの方が参 ・毎回、参加者に好評です。
健康福祉局保険高齢部
加されました。
・身近な場所で、楽しみながら介護予防ができることは、とても大切なこ
地域包括ケア推進課
・毎回楽しみに多くの方が参加され、運動機能の向上だけでなく、閉じこ とだと思います。来年度も活動を継続します。
もり予防にもつながりました。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

○実施回数12回・・・参加者の実人数20人・延べ人数171人。
○作業療法士による講座を６回、「だるま体操」「さがみハッスル体操」を
実施。
○介護予防サポーターによる講座を6回。筋力体操やコグニサイズ、脳
トレを実施。

○参加者の反応・・・笑顔で、楽しく参加しており、閉じこもりがちの高齢
者が進んで会場づくり等を手伝うようになった。足が痛い・腰が痛い等々 参加者に感謝されていること、参加者が元気になっていることを嬉しく思 健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課
閉じこもりがちであった人が、教室に参加する事で明るくなり元気になっ う。仲間とともに、来年度も継続して活動していきたいと思う。
て、積極的に活動している。地域の方の介護予防に貢献できたと思う。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

○実施回数12回・・・参加者の実人数24人・延べ人数165人。
○作業療法士による講座を6回、「だるま体操」「さがみハッスル体操」を
実施。
○介護予防サポーターによる講座を6回。筋力体操やコグニサイズ、脳
トレを実施。

○参加者の反応・・・笑顔で、楽しく参加しており、閉じこもりがちの高齢
者が進んで会場づくり等を手伝うようになった。足が痛い・腰が痛い等々 参加者に感謝されていること、参加者が元気になっていることを嬉しく思 健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課
閉じこもりがちであった人が、教室に参加する事で明るくなり元気になっ う。仲間とともに、来年度も継続して活動していきたいと思う。
て、積極的に活動している。地域の方の介護予防に貢献できたと思う。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

・実施回数 １２回
・参加人数 実人数45人、延人数208人
100 ・専門知識を有する者による教室の回数6回
・運動器の機能向上・栄養改善・認知症予防・うつ予防といった介護予
防全般の活動を行った。

・良かった点 話の長い時は軽体操・ハーモニカ演奏と合唱を組み合わ
・参加者の反応：生き活きと楽しそうに参加している。教室を心待ちにし
せるといった工夫を行い、楽しんで介護予防ができるようにした。
健康福祉局保険高齢部
ている。
・総合評価：大勢の参加者に喜んでもらいスタッフも意気軒昂だった。
地域包括ケア推進課
・参加者の声：教室にいると楽しくて時間があっという間に過ぎてしまう。
・地域の方にも参加していただけ、身近な場所での介護予防の場づくり
・人脈を通じて地域の方にも参加して戴き社会貢献も出来たと思う。
に貢献できた。来年度も継続していきたい。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

・実施回数：12回
・参加者数：実62人、延べ366人
100 ・音楽療法士による認知症予防の活動を主として活動した。他にも歯科
医師と歯科衛生士による口腔機能向上の講話や介護予防サポーター
による転倒予防体操等の活動を行なった。

・当初は参加者が集まるか不安であったが、たくさんの方に参加してもら
・音楽療法を中心としたことで、楽しみながら介護予防ができたと思う。
えてよかった。
健康福祉局保険高齢部
・コグニサイズや転倒予防体操を取り入れたが、運動が苦手な人も楽し
・地域の中で、このような介護予防の集いの場は大変喜ばれる。来年度
地域包括ケア推進課
みながら参加していた。
もまた、新しいアイデアで楽しみながら介護予防ができるように活動をし
・休憩時間には参加者同士で話が弾み、交流が図れたようだった。
ていきたい。

042‑769‑9249

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

対象者の身近な地域で、介護予防の増進を図る機会となっている。

●活動の目的：地域で活動できる機会を提供し、介護予防をしながら、
地域で必要とされている、地域の一員であることを感じられることを目的
とする。
介護保険制度の総合事業における、介護予防・生活支援サービス事
●活動の内容：軽い体操やおしゃべりなどを通して交流を行う
業の住民主体サービスとして、介護認定要支援相当者に対して介護予 ・補助金を活用することによって、地域の高齢者の通いの場を運営する 健康福祉局保険高齢部
2 ●主な活動場所：さがみ湖リフレッシュセンタ−
防や生活支援の活動を実施し、地域で住民が主体となって助け合い活 ことができた。
地域包括ケア推進課
●活動実績
動を展開する地域づくりの推進に寄与した。
・利用者実人数（３月）３ 名（収支決算書●活動実績の実人数を記入）
・利用者延人数（３月）６名（収支決算書●活動実績の延人数を記入）
・利用実績（３月）２回（【収入内訳書】利用実績の合計回数を記入）

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の地域における高齢者にとっての新たな通いの場として、実際に受
入れすることができ、地域住民の助け合い活動を実施することができ
た。

●活動の目的：高齢者が外に出る機会をつくり介護予防活動を行うとと
もに、地域のつながりを大切にした交流を図るための場の提供。
●活動の内容：軽い体操やおしゃべりなどを通して交流を行う
介護保険制度の総合事業における、介護予防・生活支援サービス事
●主な活動場所：東尾垂の湯
業の住民主体サービスとして、介護認定要支援相当者に対して介護予 ・補助金を活用することによって、地域の高齢者の通いの場を運営する 健康福祉局保険高齢部
12
●活動実績
防や生活支援の活動を実施し、地域で住民が主体となって助け合い活 ことができた。
地域包括ケア推進課
・利用者実人数（２〜３月）4名 （収支決算書●活動実績の実人数）
動を展開する地域づくりの推進に寄与した。
・利用者延人数（２〜３月）16名 （収支決算書●活動実績の延人数）
・利用実績（２〜３月）4回 （【収入内訳書】利用実績の合計回数）

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の地域における高齢者にとっての新たな通いの場として、実際に受
入れすることができ、地域住民の助け合い活動を実施することができ
た。

健康福祉局保険高齢部
地域包括ケア推進課

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の地域における高齢者にとっての新たな通いの場として、実際に受
入れすることができ、地域住民の助け合い活動を実施することができ
た。

介護保険制度の総合事業における、介護予防・生活支援サービス事業
の住民主体サービスとして、介護認定要支援相当者に対して介護予防
受け入れた対象者３名の介護予防に寄与し、ドーミー相模原に住んでい 健康福祉局保険高齢部
や生活支援の活動を実施し、地域で住民が主体となって助け合い活動
る住人と地域住民の交流としての役割を担った。
地域包括ケア推進課
を展開。施設内の住人と地域住人の交流を図り、地域づくりの推進に寄
与した。

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域の高齢者にとって新たな通いの場として、実際に受入する事がで
き、地域住民の助け合い活動を実施する事ができた。

対象者２名にて平成２８年１１月２８日にスタートすることができた。いき
●活動の目的：地域で活動できる機会を提供し、介護予防をしながら、
いき百歳体操と健康マージャン教室を大きな柱とした。最初に心肺機能
地域で必要とされている、地域の一員であることを感じられることを目的
介護保険制度の総合事業における、介護予防・生活支援サービス事 を高める方策として童謡と歌謡曲を合わせて４曲（内新曲が２曲）歌うよ
とする。 ●活動内容：いきいき百歳体操により、身体的な介護予防に
業の住民主体サービスとして、介護認定要支援相当者に対して介護予 うにした。その他に更に身体の改善を深めるために健康器具メーカーと 健康福祉局保険高齢部
36 取り組む。 健康マージャン教室を通して、楽しい会話・指先を動かす・
防や生活支援の活動を実施し、地域で住民が主体となって助け合い活 タイアップして特に足の裏と血流機能回復に努めた。最初杖をつき通っ 地域包括ケア推進課
点数の計算等の活動により、認知症予防に取り組む。 ●主な活動場
動を展開する地域づくりの推進に寄与した。
てきた方が今年の２月頃から杖を使用しないで通うようになった。もう一
所：高根２丁目自治会館 ●活動実績：利用者人数２名・利用者延人数
人の参加者は、階段を手すりを使わないで階段の昇降ができるように改
３４名・利用実績３３回
善された。

042‑769‑9231

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の地域における高齢者にとっての新たな通いの場として、実際に受
入れすることができ、地域住民の助け合い活動を実施することができ
た。

事業実績

毎月1回日曜日に介護予防教室を開催し、すべての教室に作業療法士
や介護支援専門員を講師として配置した。参加者数は実人数13名、延
べ人数111名で、専門職が個別的に介入しやすい適当数であった。基本
100 的にはすべての教室で30分程度の運動を取り入れたが、個人で行う運
動ではなく参加者同士が交流を図りながら行える運動を実施した。ま
た、屋外での活動を行うことで参加者の閉じこもりやうつ気分からの脱
却につなげられるよう専門的な知見を含めて講義・活動を実施した。

446

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

メリハリ！ハッ
ピー倶楽部

447

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

杉の子介護予防
杉の子夢クラブ
教室

448

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

生き活きつもろう
つもろう会
会

449

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

笑楽健康教室
堀之内団地

笑楽健康教室

100

450

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

みんな笑顔で健
康会

みんな笑顔で健康会

100

451

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

生き活きしおたん 田名塩田団地自治会

452

相模原市生き活きシニアのための
地域活動補助金事業

介護予防教室

453

相模原市住民主体サービス運営事
のばらの会
業費補助金

454

相模原市住民主体サービス運営事
業費補助金

せせらぎの会

さがみはら在宅リハケ
ア連絡会

事業実績に
対する評価

補助金額
（千円）

唄って溝（うたっていい
ぞ）

のばらの会

ふじのせせらぎの会

455

千代田四丁目い
相模原市住民主体サービス運営事
千代田四丁目いきいき
きいき百歳体操
業費補助金
百歳体操
通所型サービス

456

ドーミー相模原
相模原市住民主体サービス運営事
ドーミー相模原 青春の
青春の会通所型
会
業費補助金
サービス

457

ふれあいサロン
相模原市住民主体サービス運営事
「高根」通所型
業費補助金
サービス

ふれあいサロン「高根」

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

本補助金を活用して2年目を迎え、前年度の振り返りから屋内での活動
ではなく屋外で行う介護予防教室を中心とし、月1回日曜日に全12回実
施した。天候等の影響により屋外での活動は7回であったが、屋内外で
は気持ちの変化からか会話数や表情変化が多く見受けられた。これら
により参加者同士の交流も自然と生まれ、お互いに別の機会に会う頻
度が増えたり、困っていることがあれば手助けをし合ったりといった互恵
性の結果にもつながった。

自己評価

今年度は2年目ということもあり、参加者同士のネットワーク形成を視野
に入れ、運営スタッフや専門職が前面に出るのではなく、参加者の自発
性を第一として介護予防教室を企画・開催した。専門職からの一方的な
健康福祉局保険高齢部
指導的内容であると参加者は受け身となり、生活への般化は得られにく
地域包括ケア推進課
く、基本的には参加者が主体となって必要な時に的確に専門職が介入
できる形が望ましいと考えられる。次年度が3年目でそれ以降は自主化
で活動ができるよう、参加者主体型の企画で次年度も継続していく。

杉の子自治会の高齢者は平成28年4月で、77歳以上が173名いるとお
自治会にもご協力いただき、自治会員、老人クラブ会員が参加され、参
聞きしました。これまでも高齢者の介護予防に努めてきましたが、今後
加者や仲間づくりに貢献しました。参加者からは「身体の動きもよくなり、
はより一層の介護予防の活動を進めていくため、いきいき百歳体操に力
外出の回数が増え、友達も増えた。」との声が聞かれました。
を入れていきます。
・良かった点、改善したほうがよい点他
実施日を土曜日と日曜日で計画したので平日よりは参加しやすかたよう
で参加人数も大きなバラツキがなく一定していた。活動日が楽しみと喜
ばれていた。今年度は基礎代謝を良くするために、筋力の維持向上を
・実施回数：13回
めざし。体操教室をメインに実施した。運動の必要性については意識の
・参加人数延べ：192名、実人数：21名
向上につながったと思う。又、家でも指導を受けた体操を実施している
・参加者には今回の活動内容の講義や実技の実践が非常に分りやす 人も多く、介護予防になっていると思う。
・専門知識を有する者による教室の回数：9回
かったようであった。日常生活の中で継続的に取り入れて実践していく ・事業についての総合的な評価
・内容
100
認知症予防・うつ閉じこもり予防・高齢者の体の変化と栄養改善のポイ ことが大事であることを理解してもらえた。
日常的に実施していけば健康年齢はもっと高くなることが期待できる。
ント・運動機能改善・筋力維持向上の必要性ついて等専門知識と資格を ・一人ではなくみんなで楽しんでやることで、活動が継続できた。
閉じこもりの予防と生きがいにも通じ、地域の介護予防に貢献できてい
有する講師による講義と実技の実践によりシニアの地域活動の活発化
ると思う。
を図った。
・次年度以降の予定地
認知症予防に特に効果がある運動療法の講義や脳活のゲームやクイ
ズ等の内容を増やしていきたい。継続できる方法を探っていきたい。
100

実施回数：12回、参加者数：実29名、延べ197名
主に運動を中心として、栄養改善や口腔機能向上、認知症予防の活
動を行いました。

●活動の目的：軽体操と茶話会を行い、高齢者の介護予防と交流の出
来る
機会を作り、要支援者が参加することにより地域での繋
がり
を構築する場を提供する
●活動の内容：軽体操（百歳体操）を30分行い、身体的な介護予防に取
り
40
組む。百歳体操の資材は市より支給済み。
茶話会では、住民同士の交流または、つながりの構築
が
行われている。
●主な活動場所：相模原市中央区千代田四丁目と近隣区域
●活動実績
・利用者実人数（年間）
1名
・利用者延人数（年間） ２０名
●活動の目的：地域の高齢者の介護予防と地域内交流の促進
●活動の内容
①運動を中心とした身体的な介護予防に取り組む。毎回３０分程度の予
定
②高齢者同士の交流のためにお茶・お菓子等を提供する。
③施設利用者と地域住民の憩いの場としての役割を持つ
4
※その他希望によって生涯学習に関する講座、イベントなどを不定期に
行う。
●主な活動場所：小山地区とその周辺地域
●活動実績
・利用者実人数（年間） ３名
・利用者延人数（年間）１２名

所管課

介護保険制度の総合事業において、住民主体での通所型サービスを
・対象者の体力アップに効果があった。
実施して、高齢者の介護予防と交流をする機会を作り、地域での支え合
・地域の人のつながりが広がり、対話が多くなった。
い
お互いの人間関係が強くなった。
繋がりを構築することが出来た。

電話番号

左のように評価した理由

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

相模原市在住の被保険者等を対象として国民健康保険事業を行い、次
のとおり効果があった。
・相模原市在住の被保険者で構成される６支部が、国民健康保険組合
事業において資格の得喪、被保険者の管理、保険料の収納業務を行
い、効率的な事業運営が図られた。
・各支部主催で定期的に集団健診を開催するとともに、常勤保健師を中
心に健診結果説明会を実施し、健診受診率の向上と、有所見者の早期
受診が図られた。
・市内６支部を拠点とし、特定保健指導を実施し、実施率の向上が図ら
れた。

自己評価

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各支部を拠点として生活習慣病予防を重点課題とする生活習慣改善指
導や、各種健診事業を行い、相模原市に住所を有する被保険者の健康
への意識向上に寄与したと認められるため。

健康福祉局保険高齢部
国民健康保険課

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市在住の被保険者に対する特定健診、保健指導や、健康増進
事業等に補助を行うことにより、相模原市に住所を有する被保険者の健
康的な生活を維持するための一助となったと認められるため。

所管課

・生活習慣病予防が重要な課題となっている中で、血圧、体重、腹囲測
定、尿検査等の他、自宅で行えるボール体操や、低カロリー減塩料理
の実習などを行うことで、組合員及び家族の日常的な生活習慣の改
善、健康への意識向上が図られた。特定健診及び特定保健指導の受
健康福祉局保険高齢部
診率・実施率引き上げを目指し、生活習慣改善への動機付けの取組を
国民健康保険課
行っていくよう努めた。
・また、健康診断時の胸部レントゲンフィルムを借用し、専門医による再
読影により詳細な検査と治療勧奨を行い、アスベストや建設資材に起因
する呼吸器疾患の発見と予防に努めた。

電話番号

458

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県建設連
神奈川県建設連合国
合国民健康保険
民健康保険組合
組合事業

神奈川県建設連合国民健康保険組合において、相模原市在住の被保
険者等を対象として、次のとおり国民健康保険事業を行った。
・保険料の収納、被保険者の管理、保険給付、保健事業を中心とした国
2,556
民健康保険組合事業の健全運営に努めた。
・国民健康保険法に基づき、国民健康保険事業の運営を通じて、組合
員及び家族の健康保持増進を図った。

459

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県医師国
神奈川県医師国民健
民健康保険組合
康保険組合
事業

神奈川県医師国民健康保険組合において、相模原市在住の被保険者
等を対象として、次のとおり国民健康保険事業を行った。
316 （１）特定健康診査
（２）Ｂ型肝炎医療機関内感染予防対策
（３）Ｃ型肝炎検査助成補助並びに、インフルエンザ予防接種一部補助

相模原市在住の被保険者等を対象として国民健康保険事業を行い、次
・特定健康診査 受診率３０．７％
のとおり効果があった。
更なる向上を目指す。
（１）特定健康診査：医療費の抑制効果があった。
・Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、インフルエンザ
（２）Ｂ型肝炎：針刺し事故による免疫グロブリンの投与が減少した。
発症の罹患が少数になった。
（３）インフルエンザ：罹患者が減少した。

460

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県歯科医
神奈川県歯科医師国
師国民健康保険
民健康保険組合
組合事業

神奈川県歯科医師国民健康保険組合において、相模原市在住の被保
険者等を対象として、次のとおり保健事業を行った。
242 ・特定健康診査
・特定保健指導
・人間ドック

相模原市在住の被保険者等を対象として保健事業を行い、次のとおり
効果があった。
・健診受診率の向上
・疾病の早期発見・早期治療

今後は更なる健診受診率の向上を目指し、疾病の早期発見、早期治療 健康福祉局保険高齢部
により医療費削減を図りたい。
国民健康保険課

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保健事業を通して疾病の早期発見、早期治療を促すことで、相模原市
に住所を有する被保険者の健康意識の向上に努めたと考えられるた
め。

461

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県建設業
神奈川県建設業国民
国民健康保険組
健康保険組合
合事業

当国民健康保険組合の相模原市に住所を有する被保険者に対し、生
活習慣病等の発症予防や重症化予防を図るため、次の事業を実施し
た。
487 なお、事業の実施は事務手続きを行っている支部組合ごとに行った。
・集団健康診断
・健康教室、健康相談
・ウォーキング事業

生活習慣病等に対処するため、健康診断による二次予防（疾病の早期
発見、早期治療）はもとより、健康教室やウォーキングを実施することで
保健事業を行うことにより、被保険者の健康保持増進、予防促進に寄与 健康福祉局保険高齢部
食事や運動などによる一次予防（生活習慣病の見直しや改善すること
することができた。
国民健康保険課
で健康増進し、疾病の発症を予防）が図られ、医療費適正化に貢献し
た。

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康教室等の一次予防や健康診断等の二次予防による生活習慣病予
防への意識付けを行うことにより、相模原市に住所を有する被保険者
で、同組合に加入している者の健康の保持増進が図られたため。

462

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県薬剤師
神奈川県薬剤師国民
国民健康保険組
健康保険組合
合事業

特定健診単体での受診ではなく、人間ドックや一般健康診断のように項
健康福祉局保険高齢部
目を拡充することで、受診率向上に寄与している。
婦人科系のがん検診や脳ドック等を付加価値として同時受診するなど、 国民健康保険課
毎年度継続受診につなぐことができた。

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

特定健康診査及び特定保健指導等の実施やリーフレットを用いた周知
の工夫により、相模原市に住所を有する被保険者の受診機会等の増加
に努め、包括的な健康増進に寄与したと考えられるため。

463

相模原市国民健康保険組合補助
金

神奈川県食品衛
神奈川県食品衛生国
生国民健康保険
民健康保険組合
組合事業

特定健診・特定保健指導事業との兼ね合いなどを考慮しながら、今後も
健康福祉局保険高齢部
保健事業としての疾病予防事業・健康づくり事業を積極的に実施した
国民健康保険課
い。

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断、人間ドックをはじめとする各種保健事業や、広報事業など相
模原市に住所を有する被保険者の包括的な健康保持、増進を図ってい
ると考えられるため。

464

相模原市国民健康保険組合補助
金

建設連合国民健
建設連合国民健康保
康保険組合神奈
険組合神奈川県支部
川県支部事業

042‑704‑8909

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

医療機関と密な連絡による受診率の向上や、各種保健事業を通して、
制度の維持・充実を図り、相模原市在住の被保険者の生活の安定に努
めたと認められるため。

465

児童養護関係団体補助金（母と
子のつどい賛助金）

児童養護関係団 社会福祉法人神奈川
体補助金
県社会福祉協議会

66

（１）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定
保健指導の実施
（２）その他として、国民健康保険法第８２条並びに組合規約に基づく保 被保険者の生活習慣病の早期発見、重症化予防、疾病予防や健康保
健事業（人間ドック、一般健康診断、脳ドック、婦人科系検診）、各種健 持増進の一助となった。
康増進関係リーフレットの配布、被保険者の健康保持増進及び保険給
付事業に必要な事業の実施

（１） 疾病予防事業として、節目健診補助、総合健診補助、簡易大腸検
査等、被保険者の健康診断・人間ドック事業等の保健事業の支払いに
（１）疾病予防事業として、重症化防止に効果があった。
323 充当した。
（２）健康づくり事業として、健康保持増進に繋がった。
（２）健康づくり事業として、広報事業など被保険者の健康保持増進を図
る目的に充用した。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、入所世帯の自立が促され、母子福祉の向上
に十分寄与したため。

10 平成28年度母と子のつどいの開催（11月）

母子生活支援施設に入所する母子世帯を対象として開催し、参
加者間のふれあいや交流を図った。

日帰り旅行を通じて、参加者同士の交流を深め、計画性と協調
性を学び、各世帯の自立を促すことができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

50 第56回関東ブロック母子生活支援施設研究協議会の開催（7月）

関東ブロック内の母子生活支援施設の施設長、職員等が基調講
演、研究部会、シンポジウム等を通して研究協議を行い、母子生
活支援施設のソーシャルワークの実践やサービスの質の向上を
図った。

当該補助事業により、施設職員の資質向上が図られ、入所母子
世帯の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

自立促進のため生活支援が必要な入所母子世帯に対し、適切な支
援を提供することができた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全
化・安定化が図られ、入所母子世帯の処遇を向上することができ
た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

○総会の開催：年1回（4月）
○理事会の開催：年7回（4月、6月、7月、9月、11月、1月、3月）
研修会、親睦会等を開催することにより、社会的養護が必要な
○研修会の開催：年3回（7月、11月、2月）
子どもを養育する役割を担う里親家庭に対し、効果的な支援を行
○機関紙「さがみの愛児」の発行：年6回
うことができた。
○支部会の開催：年2回（5月、2月）
○親睦会の開催：年3回（5月、11月、1月）

当該補助事業により、さがみの里親会の円滑な運営が図られ、
里親家庭における委託児童の処遇を向上に資する研修会、親睦会
等様々な取り組みを行うことができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、さがみの里親会の円滑な運営を確保し、里
親家庭に対する支援の充実が図られ、児童福祉の向上に十分寄与
したため。

事業の実施により、資金の返済が滞りなく出来ているため、対象
者の経済的負担を軽減することが出来た。

事業の実施により、対象者の経済的負担の軽減を図り、ひとり
親福祉の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、対象者の経済的負担の軽減を図り、ひとり
親福祉の向上に十分に寄与しているため。

本事業をおこなう体勢および環境を整えることが出来た。なお、本補助
金のうち、国庫分については3年間分を一括で受け、市単分については
3年間に渡り分割して受けるため、初年度分のみ受けた。
【内訳】
①入学準備金 500,000円×42人＝21,000,000円
②就職準備金 200,000円×54人＝10,800,000円
事業実施体制が整ったことで、今後、対象者の経済的負担の軽
ひとり親家庭の母又は父の自立を促進するため、事業をおこなう体制及
36,060 ③事務費
7,200,000円
減による自立促進が期待出来るため、当該年度の目標は達成出来
び環境を整えた。
小計 39,000,000円
た。
⇒国庫分39,000,000円×9/10＝35,100,000円
市単分39,000,000円×1/10＝ 3,900,000円
（市単分は28年度に960,000円、29及び30年度にそれぞれ1,470,000
円が
支払われる）

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

その他

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与しているため。

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与しているため。

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与しているため。

児童養護関係団体補助金（第56
回関東ブロック母子生活支援施
設研究協議会賛助金）

児童養護関係団 社会福祉法人神奈川
体補助金
県社会福祉協議会

467

民間母子施設支援施設運営費補
助金

社会福祉法人恩賜財
民間母子施設支
団神奈川県同胞援護
援施設運営費補
会
助金
グリーンヒル相模原

468

児童養護関係団体補助金（里親
会運営費補助金）

児童養護関係団
体補助金（里親
さがみの里親会
会運営費補助
金）

100

469

母子福祉資金等利子補給

母子福祉資金等
‑
利子補給交付金

121 母子福祉資金

466

・特定健診については、医療機関との密な連絡により受診率向上に繋
・インフルエンザ予防接種の早めの案内により、予防接種者が増加し、 げることが出来た。次年度については、医療機関と再度、受診方法等に 健康福祉局保険高齢部
ついて打ち合わせを行うことでより一層の受診率向上を図りたい。
国民健康保険課
感染拡大を抑制した。

・インフルエンザ予防接種の促進
27 ・集団検診及び特定健診の受診促進

5,397

本市利用世帯数

延べ

83

世帯

23件・父子福祉資金

0件・寡婦福祉資金

1件

平成２９年度
以降実績が 事業費補助なの
確認される で非該当
見込み。

事業の実施により、母子生活支援施設のサービスの質の向上に
繋がり、入所母子世帯に対する処遇の向上が図られ、母子福祉の
向上に十分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、入所母子世帯に
対する処遇の向上が図られ、母子福祉の向上に十分寄与したた
め。

470

高等職業訓練促進資金貸付事業
補助金

高等職業訓練促 社会福祉法人相模原
進資金貸付事業 市社会福祉協議会

471

自立支援教育訓練給付金

自立支援教育訓
‑
練給付金

472

高等職業訓練促進給付金

高等職業訓練促
‑
進給付金

473

高等職業訓練修了支援給付金

高等職業訓練修
‑
了支援給付金

375 9件

474

高卒認定合格支援事業受講修了
時給付金

高卒認定合格支
援事業受講修了 ‑
時給付金

32 1件

ひとり親家庭の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職
につなげるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講
座を受講し、これを修了したときに給付金を支給することで、対
象者の経済的負担を軽減することが出来た。

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与しているため。

475

高卒認定合格支援事業合格時給
付金

高卒認定合格支
援事業合格時給 ‑
付金

64 1件

ひとり親家庭の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職
につなげるため、高等学校卒業程度認定試験に合格するための講
座を受講し、合格したときに給付金を支給することで、対象者の
経済的負担を軽減することが出来た。

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与することが出来た。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与しているため。

476

児童養護関係団体補助金（児童
福祉文化体育協会賛助金）

児童養護関係団 神奈川県児童福祉文
体補助金
化体育協会

○体育行事の開催
卓球大会（6月）、野球・ソフトボール大会（8月）、水泳大会
70 （8月）、駅伝大会（11月）、スキー教室（3月）の開催
○文化行事の開催等
作品展（2月）、あすなろ交歓会（2月）の開催

体育行事及び文化行事を開催することにより、県内児童福祉施
設の入所児童の発達状況に合わせた心身の鍛錬と施設間交流を
図った。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の実施により、神奈川県児童福祉文化体育協会の事業の円
滑な実施を確保し、施設入所児童の心身の鍛錬と施設間交流が図
られ、児童福祉の向上に十分寄与したため。

356 6件（主な給付内容：介護ヘルパー取得）

31,288 31件（主に看護師の資格取得）

ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力の開発を支援す
るため、指定の職業訓練修了後、給付金を支給することで、対象
者の経済的負担を軽減することが出来た。
ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、かつ生活の安定に
資する資格の取得を促進するため、養成機関での受講期間に高等
職業訓練促進給付金を支給することで、対象者の経済的負担を軽
減することが出来た。
ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、かつ生活の安定に
資する資格の取得を促進するため、養成機関での受講修了後に支
援給付金を支給することで、対象者の経済的負担を軽減すること
が出来た。

当該補助事業により、本会の事業を円滑に実施し、県内児童福
祉施設入所児童の発達状況に合わせた心身の鍛錬と施設間交流を
図ることにより、施設入所児童の効果的な支援に資することがで
きた。

事業の実施により、ひとり親家庭の自立を促し、ひとり親福祉
の向上に十分に寄与出来るため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

○総会の開催：年2回（5月、3月）
○運営委員会の開催：年12回（4月、5月、6月、7月、8月、9月、
各種研修会等を開催することにより、社会的養護が必要な子ど
10月、11月、12月、1月、2月、3月）
もを養育する役割を担う県内児童福祉施設職員に対し、専門性の
○各種研修会の開催：年10回（4月、5月、6月、7月、9月、10月、
向上及び施設間連携を図った。
11月、12月、1月、2月）
○施設間交流研修の実施：年18回

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

36人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

延べ

48人

入所児童に対し、小規模化したユニットで、生活スキルを支援した。
当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び入所児童の処遇を向 健康福祉局こども育成部
また、担当児童との個別の時間を作るように心がけ、担当児童と職員
上することができた。
こども青少年課
との信頼関係を築くことができた。

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

本市入所児童定員数

延べ

12人

他の児童と一緒に家庭的養護環境のもとで適切な社会的養護のため 当該補助事業により、施設の健全かつ安定的事業展開を図ることが
の支援を図ることができた。
でき、より適正に運営することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

648

本市入所児童定員数

延べ

323人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化安 健康福祉局こども育成部
定化が図られ、入所児童の処遇を向上することが出来た。
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

562

本市入所児童定員数

延べ

72人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

1,373

本市入所児童定員数

延べ

48人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

２８年度は職員の欠員が多くあり、目的の達成に不十分な面もみられ 健康福祉局こども育成部
たが、この補助金はモチベーションの向上に大いに役立った。
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

478

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人中心会
運営費補助金
中心子どもの家

3,253

本市入所児童定員数

延べ

398

479

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

社会福祉法人中心会
児童養護施設等
（乳児院 相模原南
運営費補助金
児童ホーム）

350

本市入所児童定員数

延べ

21

480

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人聖音会
運営費補助金
鎌倉児童ホーム

160

本市入所児童定員数

延べ

481

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人みその
運営費補助金
聖園子供の家

241

本市入所児童定員数

482

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人ゆりか
運営費補助金
ご園

61

483

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 児童養護施設成光学
運営費補助金
園

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

事業実績に
対する評価

充分な実績が確
認される

40

485

電話番号

042‑769‑8232

児童養護関係団 神奈川県児童福祉施
体補助金
設職員研究会

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

所管課

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

児童養護関係団体補助金（児童
福祉施設職員研究会賛助金）

484

自己評価

当該補助事業により、本会の事業を円滑に実施し、県内児童福
祉施設職員の専門性の向上及び施設間連携を図ることにより、施
設入所児童に対する効果的な支援に資することができた。

477

社会福祉法人唐池学
児童養護施設等 園
児童養護施設唐池学
運営費補助金
園
社会福祉法人唐池学
児童養護施設等 園
地域小規模児童養護
運営費補助金
施設よんの家

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

人

人

486

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

社会福祉法人エリザ
児童養護施設等
ベス・サンダース・
運営費補助金
ホーム

466

本市入所児童定員数

延べ

81

人

措置児童に対しての、行事等の充実を図り、処遇向上の実現ができ
た。
職員の給与及び困難に対しての待遇改善を行うことができた。
上記をもって施設の経営の向上・安定化が図れた。

487

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人心泉学
運営費補助金
園

164

本市入所児童定員数

延べ

24

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

488

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

社会福祉法人唐池学
児童養護施設等 園
児童養護施設強羅暁
運営費補助金
の星園

85

本市入所児童定員数

延べ

36

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

489

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人箱根恵
運営費補助金
明学園

239

本市入所児童定員数

延べ

108

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

490

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人城山学
運営費補助金
園

534

本市入所児童定員数

延べ

48

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

491

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

社会福祉法人 茅ヶ
児童養護施設等 崎学園（サーフサイ
ドセヴン茅ヶ崎
運営費補助金
ファーム）

275

本市入所児童定員数

延べ

30

人

家庭舎１軒１軒の暮らしの中に、地域社会における世帯としての役割
が必然と存在し果たされている。

子ども一人ひとりの情緒に対応すべく家庭舎が実現し、安定した営み 健康福祉局こども育成部
が図られている。
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

492

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人白十字
運営費補助金
会林間学校

266

本市入所児童定員数

延べ

36

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

493

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人輝雲会
運営費補助金
手まり学園

580

本市入所児童定員数

延べ

60

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することが
できた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

494

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

児童養護施設等 社会福祉法人幼年保
運営費補助金
護会横浜家庭学園

596

本市入所児童定員数

延べ

28

人

社会的擁護が必要な入所児童に対し、適切な支援を提供することがで
きた。

当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
安定化が図られ、入所児童の処遇を向上することができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

児童養護施設等運営費補助金
（人件費の補助に係るもの）

特定非営利法人子ど
児童養護施設等 もセンターてんぽ
運営費補助金
自立援助ホームみず
きの家

11

本市入所児童定員数

延べ

5

社会的擁護のうち、特に社会的自立を目指す利用者 に対して、適切な 当該補助事業により、施設職員の待遇改善及び施設運営の健全化・
支援を提供することができた。
安定化が図られ、利用者の支援向上に役立った。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

495

496

児童養護施設建設費借入償還金
補助金

児童養護施設建
社会福祉法人中心会
設費借入償還金
中心子どもの家
補助金

人

人

◆独立行政法人福祉医療機構
・約定返済元金 9,540,000円 ⇒ 3/4 7,155,000円
・約定返済利子
227,640円 ⇒ 4/4 227,640円
11,433

◆神奈川県社会福祉協議会
・約定返済元金 5,400,000円

⇒

3/4

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由

事業の実施により、神奈川県児童福祉施設職員研究会の事業の
円滑な実施を確保し、県内児童福祉施設職員の専門性の向上及び
施設間連携が図られ、児童福祉の向上に十分寄与したため。

事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。
事業の実施により、施設の処遇水準を確保し、社会的養護が必
要な入所児童に対する処遇の向上が図られ、児童福祉の向上に十
分寄与したため。

補助金を受けることで、遅滞なく返済日に返済できた。

施設の建設及び改修の際に借り入れた費用の償還金の一部に充
てることにより、遅滞なく返済することができたため、施設経営
の安定化を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、遅滞なく返済できたことから、施設経営を
安定化させることができたため。

補助金を受けることで、遅滞なく返済日に返済できた。

施設の建設及び改修の際に借り入れた費用の償還金の一部に充
てることにより、遅滞なく返済することができたため、施設経営
の安定化を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑9811

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、遅滞なく返済できたことから、施設経営を
安定化させることができたため。

4,050,000円

⇒計11,432,640

497

児童養護施設等建設費借入償還
金補助金

児童養護施設建
設費借入償還金 社会福祉法人中心会
補助金

20,084

◆独立行政法人福祉医療機構
・約定返済元金 19,500,000円
未満切捨て）
・約定返済利子
3,079,775円
未満切捨て）
◆神奈川県社会福祉協議会
・約定返済元金 4,200,000円

⇒

3/4

14,625,000円（千円

⇒

3/4

2,309,000円（千円

⇒

3/4

3,150,000円

⇒計20,084,000

498

健康診査費助成
（8か月児健康診査）

乳幼児健康診査 健康診査対象者の保
事業
護者

助成限度額
： 7,959円

助成対象者：
2件
助 成 金 額：10,350円

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、乳児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができた。

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、乳児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができた。

健康福祉局保健所
健康企画課

042‑769‑8344

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、乳児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができたため。

499

健康診査費助成
（1歳児健康診査）

乳幼児健康診査 健康診査対象者の保
事業
護者

助成限度額
： 7,959円

助成対象者：
1件
助 成 金 額：3,000円

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、幼児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができた。

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、乳児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができた。

健康福祉局保健所
健康企画課

042‑769‑8344

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

潜在的疾病や身体発達の遅れなどを早期に発見し、適切な治療や
指導を行い、心身障害の進行を未然に防ぐとともに、幼児の栄
養、その他育児に関する指導を行うことができたため。

500

健康診査費助成
（1歳6か月児健康診査）

乳幼児健康診査 健康診査対象者の保
事業
護者

助成限度額
： 7959円

助成対象者：0件
助 成 金 額：0円

運動機能、視聴覚等の障害、精神発達等の障害のある幼児を早期
に発見し、適切な治療や指導を行い、心身障害の進行を未然に防
ぐとともに生活習慣の自立、幼児の栄養、食生活その他育児に関
する指導を行い幼児の健康保持増進を図ることができた。

運動機能、視聴覚等の障害、精神発達等の障害のある幼児を早期
に発見し、適切な治療や指導を行い、心身障害の進行を未然に防
ぐとともに生活習慣の自立、幼児の栄養、食生活その他育児に関
する指導を行い幼児の健康保持増進を図ることができた。

健康福祉局保健所
健康企画課

042‑769‑8344

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運動機能、視聴覚等の障害、精神発達等の障害のある幼児を早期
に発見し、適切な治療や指導を行い、心身障害の進行を未然に防
ぐとともに生活習慣の自立、幼児の栄養、食生活その他育児に関
する指導を行い幼児の健康保持増進を図ることができたため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

上限額及び
回数
＠18,000円
助成対象者:
887人
×1回、
助成延件数:
3,521件
＠8,000円×
助 成 金 額: 18,053,606円
健康診査費の助成を行うことで、里帰り先等の協力医療機関以外
1回、
で健康診査を受診する妊婦に対し、妊婦と胎児の健康管理と定期
＠7,000円×
※助成金の交付額は、保険適用外の健康診査料として要した費用 的な受診を勧奨することができた。
1回、
の額で、1回の健康診査の助成金額の上限額及び助成の対象となる
＠5,000円×
健康診査の回数
5回、
＠4,000円×
8回

501

相模原市妊婦健康診査助成金

妊婦健康診査事
妊婦
業

502

子どもの広場整備等補助金

みどり子どもの広
橋本一丁目自治会
場整備事業

503

子どもの広場整備等補助金

御園二丁目自治
自治会法人 御園二丁
会子どもの広場
目自治会
整備事業

74

504

子どもの広場整備等補助金

西大沼二丁目子
自治会法人 西大沼二
どもの広場整備
丁目自治会
事業

505

子どもの広場整備等補助金

千代田５丁目子
どもの広場整備
事業

506

子どもの広場整備等補助金

谷口第六子ども 谷口自治会 第六町内
の広場整備事業 会

507

子どもの広場整備等補助金

508

自己評価

健康診査費の助成を行うことで、里帰り先等の協力医療機関以外
で健康診査を受診する妊婦に対し、妊婦と胎児の健康管理と定期
的な受診を勧奨することができた。

所管課

健康福祉局保健所
健康企画課

電話番号

042‑769‑8344

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診査費の助成を行うことで、里帰り先等の協力医療機関以外
で健康診査を受診する妊婦に対し、妊婦と胎児の健康管理と定期
的な受診を勧奨することができたため。

左のように評価した理由

【施 設 名 称】 みどり子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場全体
【整 備 内 容】 フェンス再設置

フェンスを再設置したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整える
十分な効果があったと考えられる。
ことができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

【施 設 名 称】 御園二丁目自治会子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場全体
【整 備 内 容】 防球ネット、砂場等

防球ネット、砂場等を修繕することにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境
十分な効果があったと考えられる。
を整えることができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

300

【施 設 名 称】 西大沼二丁目子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場全体
【整 備 内 容】 遊具修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

19

【施 設 名 称】 千代田５丁目子どもの広場
【整 備 箇 所】 水飲み場元栓
【整 備 内 容】 漏水修繕

漏水修繕したことにより、子どもたちが快適に過ごせる環境を整えること
十分な効果があったと考えられる。
ができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

103

【施 設 名 称】 谷口第六子どもの広場
【整 備 箇 所】 すべり台
【整 備 内 容】 すべり台修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

九沢中央子ども
九沢自治会
の広場整備事業

120

【施 設 名 称】 九沢中央子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場西側
【整 備 内 容】 休憩所修繕

休憩所を修繕したことにより、子どもたちが快適に過ごせる環境を整え
ることができた。

十分な効果があったと考えられる。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

子どもの広場整備等補助金

双葉遊園地子ど
自治会法人 双葉自治
もの広場整備事
会
業

300

【施 設 名 称】 双葉遊園地子どもの広場
【整 備 箇 所】 すべり台
【整 備 内 容】 すべり台修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

509

子どもの広場整備等補助金

古清水子どもの
広場整備事業

自治会法人 古清水自
治会

97

【施 設 名 称】 古清水子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場南側
【整 備 内 容】 枯れ木伐採

枯れ木を伐採したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えること
十分な効果があったと考えられる。
ができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

510

子どもの広場整備等補助金

常盤スポーツ子
どもの広場整備
事業

自治会法人 常盤自治
会

52

【施 設 名 称】 常盤スポーツ子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場北側
【整 備 内 容】 看板設置

看板を設置したことにより、使用ルールを周知できるようになったため、
十分な効果があったと考えられる。
より安全な運営ができるようになった。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

511

子どもの広場整備等補助金

常盤子どもの広
場整備事業

自治会法人 常盤自治
会

108

【施 設 名 称】 常盤子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場南側
【整 備 内 容】 ブランコ修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

512

子どもの広場整備等補助金

松園子どもの広
場整備事業

松が丘自治会

45

【施 設 名 称】 松園子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場全体
【整 備 内 容】 すべり台、ジャングルジム修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

513

子どもの広場整備等補助金

御園１丁目子ども
御園１丁目自治会
の広場整備事業

88

【施 設 名 称】 御園１丁目子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場東側
【整 備 内 容】 外柵修繕

外柵を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

514

子どもの広場整備等補助金

並木４丁目第１子
法人 並木四丁目自治
どもの広場整備
会
事業

28

【施 設 名 称】 並木４丁目第１子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場南側
【整 備 内 容】 ブランコ修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

515

子どもの広場整備等補助金

下九沢御嶽神社
子どもの広場整 塚場自治会
備事業

【施 設 名 称】 下九沢御嶽神社子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場西側
【整 備 内 容】 高木剪定

樹木剪定により、日当たりがよくなり、全体的に明るくなった。

十分な効果があったと考えられる。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

516

子どもの広場整備等補助金

四ツ谷子どもの
広場整備事業

【施 設 名 称】 四ツ谷子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場西側
【整 備 内 容】 フェンス修繕

フェンスを修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えるこ
十分な効果があったと考えられる。
とができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

517

子どもの広場整備等補助金

大沼神社子ども
東大沼中央自治会
の広場整備事業

【施 設 名 称】 大沼神社子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場東側
【整 備 内 容】 ブランコ、鉄棒修繕

遊具を修繕したことにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整えることが
十分な効果があったと考えられる。
できた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

518

子どもの広場整備等補助金

緑の森子どもの
広場整備事業

【施 設 名 称】 緑の森子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場西側
【整 備 内 容】 樹木剪定

樹木剪定により、日当たりがよくなり、全体的に明るくなった。

十分な効果があったと考えられる。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

519

子どもの広場整備等補助金

上矢部みたけ子
自治会法人 上矢部自
どもの広場整備
治会
事業

【施 設 名 称】 上矢部みたけ子どもの広場
【整 備 箇 所】 広場東側
【整 備 内 容】 防球ネット修繕

防球ネットを修繕することにより、子どもたちが安全に遊ぶ環境を整える
十分な効果があったと考えられる。
ことができた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもの広場の契約及び設置要綱に基づき、適切な事業が実施されて
いると考えられる。

千代田５丁目自治会

自治会法人 四ツ谷自
治会

高根二丁目自治会

226

300

60

281

15

300

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

左のように評価した理由

520

放課後児童クラブ
（特非）なないろ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
なないろキッズルーム
業

長期休暇中や休校日には、公園や工場見学に出かけたり、お泊まり
麻溝小学校、夢の丘小学校の児童を対象に、保護者が就労等により家 民間児童クラブの特色を生かし、習い事の送迎や、早朝の預かり、急な 会、夕涼み会、クリスマス会等の行事を、併設する認定保育室の乳幼児
に居ない児童の、健全な育成を行った。
残業での夜間預かり等にも対応できた。
と合同で行う事により、思いやりの心を育てることができたのではない
健康福祉局こども育成部
5,320
遊びは生活を通して、健全な心身の発達や生活態度を養うとともに、行 また、就労していない保護者のお子さまの一時的な預かりなどにも対応 か。
こども施設課
事等も行い、日々の生活を楽しく過ごす事ができるよう運営した。
できた。
今後は地域との連携を図り、地域で子ども達を見守っていけたらいいと
思う。

521

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 放課後クラブかわせみ
業

250日を越える開所ができ、放課後、長期休暇時に保護者が不在な児
山あいに囲まれた豊かな自然の中でのびのびと放課後や長期休暇の
3,560 童に安全で快適は生活の場を作れた。延長保育が必要な児童にも家庭
時間を過ごす事が出来た。地域の方とのイベント交流もできた。
に近い環境ができた

重大な事故もなく、共働きや一人親家庭の児童に放課後や長期休暇の 健康福祉局こども育成部
生活の場ができ、親の働く権利と家庭の生活を守ることができた。
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

522

放課後児童クラブ
（有）榎商理財 えぽか
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
る学童くらぶ
業

民間学童クラブとして児童の安全面を考慮した車両でのお迎えを実施。
希望者にはそろばんやお習字などの習い事を提供。夏休みなどの長期
休みには愛川公園・相模原公園・淵野辺公園・鹿沼公園など多くの公園
に出かけたり、お弁当を持参して藤野芸術の家での工房体験、今年は
おぎのパンでのパン作り体験など体験を重視したくらぶ運営を心がけ
る。保護者との関係を重視し、保護者会は春と秋の年2回開催し、くらぶ
運営に意見を取り入れ反映させる。春休みは、ありがとう会と題し、日頃
相模原市内の公立６校（清新・中央・富士見・小山・横山・向陽）、私立１
の感謝の気持ちを伝える保護者との交流会を行いました。子どもたちそ
4,580
校（LCA国際）の放課後児童の健全育成事業を行った。
れぞれの学童で頑張っているところ、みんなの長所を伝える式典だった
ため「過去一番の交流会だった」と保護者からの評判も良かった。夏に
は昨年度好評だった流しそうめんを行い、親睦を深めることができた。
日頃の子どもたちの様子を知ってもらうだけでなく、保護者と準備の段
階から一緒に作り上げる交流会となったので、より保護者との関係が密
になり、今後のくらぶ運営に活かしていきたい。引き続き保護者とのコ
ミュニケーションを大切にし、風通しの良い学童くらぶを運営したい。

昨年度6年生を卒業させたこともあり、今年１年は4年生が最上級性とな
る。６年生がいない事もあり通年最上級生としてみんなを引っ張ってくれ
た。途中退園も少なく、退園した子も遊びに来るなど在籍中の関係も良
好だったことがうかがえる。1年間で延べ3,900名を超える児童をお預か
健康福祉局こども育成部
りし、保護者と子どもの信頼関係の構築し、多くの子ども達と安定したく
こども施設課
らぶ運営が行われた。昨年度に続き、夏のイベントを役員と一緒に作り
上げる過程で多くの話し合いの機会を持ち、様々な話を聞くことが出
来、運営に反映できた。役員さんを始め保護者との良好な関係を今後も
継続したい。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

523

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童クラブぐるんぱ
業

7,400

早朝、延長保育及び学校が行事やインフルエンザ等による学校閉鎖時
育成料を値上げすることなく、保護者が安心して就労し社会貢献できた 子供、子育て支援をしていくには多くの方々に協力支援をいただけたこ
健康福祉局こども育成部
も開室することができた。児童の安全な生活と保護者の就労を援助する
ことは大きな成果だと思う。また他の団体との交流や地域の子供会と公 とに感謝している。地域の皆様の要望に応えられるよう、待機児童を少
こども施設課
ことができました。大きな事故、トラブルもなく活動ができたことは支援
なくする努力をしてゆきたい。
園清掃に参加したり、地域の行事にも多く参加できた。
員、ジュニア、シニアリーダーの力も大きいと思う。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

524

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童クラブぐるんぱⅢ
業

5,920

早朝、延長保育及び学校が行事やインフルエンザ等による学校閉鎖時
育成料を値上げすることなく、保護者が安心して就労し社会貢献できた 子供、子育て支援をしていくには多くの方々に協力支援をいただけたこ
健康福祉局こども育成部
も開室することができた。児童の安全な生活と保護者の就労を援助する
ことは大きな成果だと思う。また他の団体との交流や地域の子供会と公 とに感謝している。地域の皆様の要望に応えられるよう、待機児童を少
こども施設課
ことができた。大きな事故、トラブルもなく活動ができたことは支援員、
なくする努力をしてゆきたい。
園清掃に参加したり、地域の行事にも多く参加できた。
ジュニア、シニアリーダーの力も大きいと思う。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

525

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童クラブぐるんぱⅡ
業

5,284

早朝、延長保育及び学校が行事やインフルエンザ等による学校閉鎖時
育成料を値上げすることなく、保護者が安心して就労し社会貢献できた 子供、子育て支援をしていくには多くの方々に協力支援をいただけたこ
健康福祉局こども育成部
も開室することができた。児童の安全な生活と保護者の就労を援助する
ことは大きな成果だと思う。また他の団体との交流や地域の子供会と公 とに感謝している。地域の皆様の要望に応えられるよう、待機児童を少
こども施設課
ことができた。大きな事故、トラブルもなく活動ができたことは支援員、
なくする努力をしてゆきたい。
園清掃に参加したり、地域の行事にも多く参加できた。
ジュニア、シニアリーダーの力も大きいと思う。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

526

放課後児童クラブ （福）さがみ愛育会 学
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 童保育センターひまわ
り
業

13,860

早朝保育、延長保育などの細やかな対応により、地域における放課後
児童健全育成事業行うことができた。

放課後の児童の健全育成を目的とし、家庭的な雰囲気の中で、一人ひ
健康福祉局こども育成部
とりの子どもが和めるように努める。また、ひまわりアフタースクール（塾
こども施設課
活動）は、科目を増やし、充実を図る。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

527

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 （株）ｂｅａｓｉａｍ
業

放課後保育が困難な保護者に代わり、「おかえり」と迎え入れ、安心して
過ごせる場所を提供できた。また保育を行うだけでなく、英語スクールの
オプションをつけることにより、希望に応じて放課後90分英語で過ごす時
間を設け、楽しく学べる場も提供できた。駅近という立地も生かし、電車
通学をしている児童も安全に通える場所として受け入れを行ってきた。

新一年生が入り、上級生が面倒を見てくれたり、子ども達の良い関係性
が出来上がり、居心地の良い児童クラブとなった。突然のスポット利用、
健康福祉局こども育成部
同施設の保育所に通う園児の兄姉の利用など、保育者のニーズにでき
こども施設課
るだけ応えられる施設として運営ができたと思う。今後の課題として、小
学生が楽しめるアクティビティの種類を増やしていきたいと思う。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

528

放課後児童クラブ
（特非）ワーカーズコー
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
プ
業

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

529

放課後児童クラブ
（特非）ミハタ 学童保
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
育ハートフル南橋本
業

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

通常の保育の中での外遊びや室内での制作活動、又、恒例行事の夏
のディキャンプ（このまさわ渓流園）、冬の雪遊び（フジテンリソート）、春 健康福祉局こども育成部
秋の遠足、季節の行事（ハロウィン、クリスマス）等すべてを含めて、ほ こども施設課
ぼ目的は達成された。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

530

放課後児童クラブ
（学）八木学園 ひば
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
りっ子クラブ
業

地域内の小学校に在籍し、放課後や長期休業中などの期間中に保護
者が就労などのため家庭にいない児童の健全育成を行う。

２８年度は近隣の公立小学校、私立小学校の児童 月極10名、長期休
暇のスポット利用８名の利用があり、２９年度に向けるお問い合わせも
4,090 多かった。夏休みにはバスや電車を利用して市営プールや博物館など
のField Tripを多く取り入れ、楽しんできてもらえる工夫をした。来年度
のお問合せが多く、お断りせざるを得ない状況になった。

・定期利用者が増えたため学生アルバイト４名＋非常勤従業員４名と十
分な人数で児童を見守ることができた。
映画鑑賞、遠足、毎月の誕生会の他お楽しみランチ会、ハロウィンパ
定期利用児童数の増加
・同じフロアにある保育園（きらり）との交流、保育所まあむとの交流等特 レード、お化け屋敷、水鉄砲バトル等々実施する事が出来児童に喜ん
6,420 谷口台小、相模女子大（小）以外の小学校（若松小、鶴の台小、森村学 に保育所まあむからは研修生の受入れを行った。
でもらえた。塾や水泳、ピアノ等習い事での中抜け等の利用が多く、時
園）等からも定期利用者が増加した。
・藤沢市就労準備支援事業共同体（NPO）からの実習生受け入れ１名 間管理も毎月の利用予定表によるデータベース展開でトラブル無く運営
・ロビーファイブの店舗との交流、理事会への参加など地域との交流を することができた。
行った。
本年度２６名でスタートし、学習面でのサポート、生活面では発達に合わ
保護者との細やかな情報交換、子育ての相談・支援などを積極的に行
７校の児童が生活を共にしながら学び、遊びの中で社会性や地域を越
せた育成支援を行えた。スポーツを通じて、集団生活での協調性思い
うことができた。また、車での送迎に対する安全性、オプションによるス
4,620
えた行事に参加したりと、日々の体験を通して健全育成に貢献すること
やりを持った子供の育成に努めた。年度末には新1年生の入会申し込
ポーツ活動、近隣への習い事への送迎など、児童育成の手助けができ
ができた。
みが大幅に増加した。
た。
上記施設設備を利用により児童の安全な保育環境で夜間19時まで実
小学校教諭等の有資格者による教育・保育が行われ、園舎・園庭等施
学校法人の施設整備を利用した民間児童クラブとして、淵野辺小・大野 施し、休み期間は早朝預かり並びに夏期にはプール利用等季節に応じ
5,901
設設備に恵まれ、保護者の信頼・評価は高く健全育成事業を行ってい
北小児童を対象に、保護者が家庭にいない児童の健全育成を行った。 たカリキュラムをたて利用保護者のニーズに応え子育て支援に寄与して
る。
いる。

放課後児童クラブ
（特非）クオレ子ども育
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
成会 ゆめりあキッズ
業

4,980

532

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童ひまわりクラブ
業

・児童の生活指導
・学童保育所仲間づくりの為の諸活動
4,000
・市連絡協議会定例会参加
・父母会開催
・父母の参加を含む行事

・児童は放課後を安全安心に過ごせた
・指導員や父母との交流をはかれた
今年も指導員・児童・父母の間で交流を深めることが出来、大変良かっ 健康福祉局こども育成部
・市連協定例会参加を通じ、他の学童保育所の状況を知り、参考になっ た
こども施設課
た

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

533

放課後児童クラブ
民間学童保育 わんぱ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
くクラブ
業

５月 一斉下校訓練 小中合同引渡し訓練 指導員対応
７月 夏まつり（１〜６年）お泊り会（2〜6年）実施
７〜８月 夏休みお出かけ実施（映画・横浜防災センター・新江ノ島水族
館・電車とバスの博物館・はまぎんこども科学博物館）
4,320
９月 引き渡し訓練 指導員対応
１２月 クリスマス会実施
１月 一斉下校訓練 指導員対応
３月 お別れ会実施
各月 お誕生日のおやつリクエスト（個人対応）
防災訓練実施 随
時

小学校の引き渡し訓練、新1年生の学校への迎え等は指導員が対応す
ることで、保護者が仕事を休むことなく、子どもたちを全員児童クラブに
連れ帰ることができている。また、学級閉鎖時には健康な子どもを朝か
ら開所して預かることで、やはり保護者の負担を減らすことが出来た。
毎月の保護者会に指導員も参加することで、子どもたちの様子を保護
者に伝えるだけでなく、保護者との関係性が深まり、学童運営にあたり
良好な連携ができていて、子どもたちの健全育成に一役かうことができ
た。保護者に対して「通信」 わんぱくクラブの元気玉 を毎月発信し、指
導員の思いや子どもの様子を書面で伝え、こともの保育に対し理解を深
め、学童と家庭の連携で双方で子どもを見守り育む努力をした。

ひとりひとりの子どもの特質にあった保育を心がけた。問題行動が見ら
れたり、気になる言動があったりしたときには、指導員と保護者が１対１
でじっくり話し合い、対応を考えることが出来た。また、場合によっては小
学校の担任教師やカウンセラー、教頭先生と指導員、こども家庭相談課
の担当者が直接話し合うこともあり、「たくさんの目」で、子どもを見守る 健康福祉局こども育成部
ことが出来たと思う。ただ、集団で保育をしているので、グレーゾーンの こども施設課
子どもに対し十分な保育ができたかは判断が難しいところでもある。今
後も学童・家庭・学校で連携しながら子どもを見守っていきたいと思う。
放課後児童支援員の研修は今年度は全員が受講し修了証を得ること
が出来、指導員としてのスキルを高めることができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

534

放課後児童クラブ
（特非）ミハタ 学童保
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
育ハートフル
業

7,620

保護者との細やかな情報交換、子育ての相談・支援などを積極的に行
多くの学校から児童が集まり、生活を共にしながら学び、遊びの中で社
うことができた。また、車での送迎に対する安全性、オプションによるス 健康福祉局こども育成部
会性や地域を越えた行事に参加したりと、日々の体験を通して健全育
ポーツ活動、近隣への習い事への送迎など、児童育成の手助けができ こども施設課
成に貢献することができた。
た。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

535

放課後児童クラブ
（学）わかば学園 城山
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
わかば学童クラブ
業

就労等で、昼間家庭にいない保護者に代わり、児童が安心して生活で
利用されている保護者の方々が安心できる児童の生活環境作り、人間 きる環境を提供し、児童の健全育成に努め、保護者の期待に応えられ
4,650 関係に配慮することで保護者からの信頼を得、家庭的な雰囲気の中
た。
で、児童がのびのびと過ごせることができた。
定期的な会議を通して、児童の様子を把握し職員間の連携を図ると共
に、保護者へも児童の姿を知らせ、協力体制を作ることができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

536

放課後児童クラブ
（福）愛翁会 豆の木児
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
童クラブ
業

年間を通じて児童クラブに多くの利用者がいるが、市からの補助制度に 児童クラブに多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、安定し
市からの補助金を放課後児童健全育成事業の為の資金として有効に
4,545 より放課後児童の健全育成を図ることを目的として、事業を実施でき
て当事業が実施されており、放課後児童の健全育成の観点から大きな
活用している
た。
成果をあげている。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

531

放課後の児童の健全育成にあたり、室内や戸外活動等を通して協調
性、社会性を養いながら、楽しく安全に過ごせるよう力を注いだ。

設立１２年目を迎え、指導員の経験、実績も上がってきました。
学習面でのサポート、生活面では発達に合わせた育成支援を行えた。
スポーツや芸術を通じて、集団生活での協調性が思いやりを持った子
供育成に努めた。

保護者が日中不在の家庭の児童が安全かつ安心して過ごせる場所を
確保することが出来た。

家庭的な雰囲気での運営が、利用されている保護者の方々から広が
り、入会者が少しずつではあるが増えてきている。保護者とも緊密な連
健康福祉局こども育成部
携を図ることで、運営への理解が得られ信頼関係を築くことができた。
こども施設課
今後は、子どもたちの生活をより充実させていくとともに、特色ある学童
クラブを目指したい。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

537

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童クラブ わかば
業

学童クラブわかばにおいて、安全かつ健全な活動を1年間を通して継続
することができた。保護者や学校側との連絡を密に行い、情報交換を
し、安心して子供たちが通い、また保護者が預けられる環境を整えるた
3,280 めに、必要な指導員の配置と環境の整備を行った。他、年間活動を計
画した通りに円滑に行うことが出来た。特筆すべきは、指導員と保護者
が協力し、学校と学童の運営が円滑に行えるよう毎月の父母会や日々
の情報交換など、子どもたちにとって安心に過ごせるよう対応できた。

保護者が留守の間、放課後を安全かつ健康的に過ごせるように、学童
クラブわかばは、保護者と学校、そして子どもたちと指導員が地域の
ルールを守り、また安全のための訓練なども行い規約に基づいて運営し
ている。夏休みには、一日働く保護者に代わってさまざまな活動を見守
り、また急な学級閉鎖などにも対応できるように指導員を配置した。特
に、インフルエンザが花粉症などさまざまな季節でも対応できるように環
境を改善することもできた。

学童クラブわかばでは、保護者と指導員が協力して放課後の過ごし方
など、子ども育成の健全な育成に向けて学校とも話し合い、活動などに
健康福祉局こども育成部
ついても考えることができた。そして実践したことなども、本を読む時間
こども施設課
を作る、あるいは宿題の取り組み、あるいは時間を延長して預かるな
ど、さまざまなニーズに対応することができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

538

放課後児童クラブ
（株）ミューキッズ ぐら
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
んでぃーる学童クラブ
業

3,746 ２８年度補助金額算定対象児童数平均：約２１名

・特に淵野辺東小学校学区における放課後児童の新たな受け入れ先の
確保
・市の児童クラブにない学習面の指導他、小規模施設ならではの一人
一人の子どもの育ちに配慮しながら、保護者の利便性（給食や習い事
の提供）の追求により、地域の働く保護者に対する支援を充実させた。

4年目の保護者たちの支援を受けながら、保育内容を充実したものにす
ることができた。夏休み等長時間の保育に対しても、車を活用してプー
ルや遠足、調理保育など子どもたちに出来る限り多様な体験をしてもら 健康福祉局こども育成部
う試みが保護者の評価を受けている。現在のスペースは手狭で新たな こども施設課
受け入れができなかったが、新年度から保育園移転に伴い施設を拡充
し新たな体制で量・質とともに学童保育の内容を充実していきたい。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。
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放課後児童クラブ
（福）悠朋会 児童クラ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
ブいちばん星
業

3,916

待機児童がいる小学校の受け入れをするため、車でのお迎えを実施。
車を持つことのコスト、運転手の人件費をかけて実施をしている。また、
夏休み等の長期休み時も育成料の設定は従来通りとし、保護者の負担
軽減に寄与している。

ほとんどの指導員が教員経験者でキャリアが長いため、保護者からも
一定の評価をいただいたと感じている。反面車の運転に自信のない指 健康福祉局こども育成部
導員が多いため、運転のしやすい車を用意。事故なく送迎対応や、クラ こども施設課
ブ活動を運営することができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。
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放課後児童クラブ
（学）相模中央学園 ス
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事
マイルキッズ
業

放課後児童健全育成を目的として運営を行った。園の預かり保育など
の経験や学習を基に、中央幼稚園の特性を生かした様々な学びや体験
ができる「教育ができる学童保育（児童クラブ）」の実現を目指し、プログ
4,250 ラムを設定した。幼稚園で身につけた立越教育を継続し、宿題だけでな 近隣公立小学校4校から児童を預かることができた。
くドリルをつかった基礎基本の徹底反復学習を行った。異年齢集団の
中、様々な体験を通して社会性や協調性、自立心を育み、充実した放
課後が過ごせるようサポートすることができた。

設置3年目となり、１から3年生までの学年がそろい、異年齢集団で過ご
すことが出来た。。子どもたち同士の自主性を育てるために、「遊び」を
計画→実行する時間を設けたので、良い形で、それぞれ助け合いの雰 健康福祉局こども育成部
囲気が生まれていた。様々な経験ができるプログラムが実施され充実し こども施設課
た放課後が過ごせたと、利用者からの声もいただき、励みとすることが
できた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

541

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 どんぐりクラブ
業

2,796

学校も年齢も異なる児童が共に集団生活を通して、自主性・社会性・創
留守家庭児童が放課後および長期休暇中に安全かつ有意義に過ごす
造性を培うことができた。また、思いやりの心を養うことが出来た。上級 健康福祉局こども育成部
１〜６年生の留守家庭の児童を対象に、放課後および長期休暇中の保
ことのできる生活の場を提供することが出来た。日々の生活や季節ごと
生が下級生の面倒を自然にみることができ、指導員の手伝いも自主的 こども施設課
育を実施。
の様々なイベントを通して、児童一人ひとりの成長も担っている。
の行うことができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

542

放課後児童クラブ （株）ＡＢＬＥ ＳＫＹ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 ＳＫＹ Ｓｃｈｏｏｌ Ｄａｙｃａ
ｒｅ
業

1．卒園児はそのまま学童へ上がって、英語教育環境をそなえた
２．共働きの家庭を支える事ができた
3,812 ３．定期的に発表会を行った
４．小学校の保育園訪問
５．各季節のイベント

543

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 学童センターみらい
業

4,460

544

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ運営費等補助金 運営費等補助事 ＮＰＯ法人 みらいく
業

545

放課後児童クラブ
（特非）なないろ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推
なないろキッズルーム
進事業費補助金
進事業

289

児童クラブ専用のパソコン、プリンターを整備することにより、放課後児
童クラブ支援員等の業務を円滑に遂行することができた。

546

放課後児童クラブ
（学）八木学園 ひば
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推
りっ子クラブ
進事業費補助金
進事業

315

学童（ひばりっ子クラブ）の受け入れ人数が増加し、支援の単位を２単位 学童受け入れ人数の把握や育成料請求等煩雑な事務処理とっておりま
パソコンの導入により煩雑な事務処理等の業務改善が出来た。
となる等、個人情報管理や経理事務に反映することが出来た。
したが時間の削減等で本来の育成指導の充実が図れた。

H２８年４月１日より「児童クラブいちばん星」を開設。登録児童は１０名
からのスタートであったが、１年生から４年生までの児童が自宅の代わ
りに楽しみに帰ってこられるグラブをキーワードに運営してきた。少人数
の受入れのため、個別具体的な指導をすることができ、長期休みの期
間は子供たちの思い出つくりや社会経験を積ませるために農作業の経
験や、野外活動にも積極的に取り組んでいる。

１．学童保育所運営費の補助を受けた事により、放課後児童を健全に
育成する事ができました
２．保育とともに、２０２０年に向けて、小学生の英語力も育成する事が
できました

１．保育（学童保育）目標は地域特色のある学童になることは達成した
２．教材、用具をそなえること
３．保護者の意見を参考にして、取り入れる事

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため

一年をとおして季節行事や地域活動、日々の体験活動などをおこない、 放課後、保育が困難な保護者にかわり、児童が安心して通えるように安 補助金の交付を受けることで、円滑な運営が可能となり、結果として児
児童にとって楽しい施設であるように運営する。
全に配慮しながら児童クラブの運営をすることができた。
童の健全育成の向上につながるものと考える。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

２０１６年７月の開所。認知度向上、地域に根ざした教室づくりをスタッフ
放課後や長期休暇に保護者が不在の児童の健全育成、安全・安心な
一丸となって実行したことは１つのチームとして評価できる。
桜台小、若草小、相模台小を中心とした地域の新たな受け入れ先確
健康福祉局こども育成部
場所の提供。保護者様の就労状況に合わせ延長保育も実施。イベント
保。学びの場としても習い事の提供、地域清掃への参加、公民館祭りな 関わることのできている児童にとって、「生きる力」を育む場所はイベント
2,055
こども施設課
実施、地域イベントへの参加も図り児童の「生きる力」醸成にも力を注い
の提供はできていると感じる。依存ではなく自立させる指導は今後も継
ど地域イベントへの参加、活性化にも着手。
だ。
続していくことで児童の更なる成長を図る。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後等における児童の健全育成について、実績が確認されるため。

自宅からパソコンを持参してきたり、自宅で書類を作成したりしていた
パソコン、プリンターを購入することにより、放課後児童支援員等の書類 が、購入することにより勤務時間内での作業ができるようになった。
健康福祉局こども育成部
作成等の事務作業が軽減され、放課後児童健全育成事業が円滑に遂 また、手書きで作成していた勉強のプリント等も、ダウンロードしてプリン
こども施設課
トすることにより、スタッフの負担が減り、子ども達との関わりの時間が
行できた。
増えた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

放課後児童支援員の処遇が改善され、労働意欲の高揚が図られたこと
により、事業の充実が実現されたものと認められるため

早朝延長・（春・夏・冬）休業中・及び、学級閉鎖・学校行事の時、７：３０
〜２１：００開設することで、児童の安全な生活と、保護者の就労を助け
1,579
ることができた。28年間、大きな事故もなく、活動できたことは、支援員
数・ジュニア・シニアリーダー数による働きが大きい。

補助金を受けていることで保護者の負担金額を軽減することができた。
上記の活動ができているということは、卒業生、地域の方々、市の
児童の健全育成のために多くの行事を組み、行うことができ、豊かな放
健康福祉局こども育成部
方々、保護者が長く「ぐるんぱ・Ⅱ・Ⅲ」を支え守ってくださっていることを
課後生活・一日の生活を送ることができた。１年生から６年生がお互い
こども施設課
感謝して、運営していくものと確信。順調なクラブの成長につなげたい。
に学び合う場となっている。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金を受けていることで保護者の負担額を軽減することができた。児
童の健全育成のために多くの行事を行うことができ、豊かな放課後・一
日の生活を送ることができた。１年生から６年生の学び合う場となってい
る。

547

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
員等処遇改善等 学童クラブぐるんぱ
事業

548

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
員等処遇改善等 学童クラブぐるんぱⅢ
事業

1,581

上記の活動ができているということは、卒業生、地域の方々、保護者が
七額「ぐるんぱ・Ⅱ・Ⅲ」を支え守ってくださっていることを感謝して、運営 健康福祉局こども育成部
していくことを考えている。もちろん、市のかたがたのご尽力あってのこ こども施設課
と、密に連絡をとり続けたいと思う。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後児童支援員の処遇が改善され、労働意欲の高揚が図られたこと
により、事業の充実が実現されたものと認められるため

549

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
員等処遇改善等 学童クラブぐるんぱⅡ
事業

早朝延長・（春・夏・冬）季休業中・及び、学校行事、インフルエンザ等に
よる学級閉鎖時）７：３０〜２１：００開室することで児童の安全な生活と 補助金を受けていることで、保護者の負担額を軽減することができた
上記の活動ができているということは、卒業生・地域の方々、市の方々
健康福祉局こども育成部
1,572 保護者の就労を守ることができた。この４年間大きな事故もなく活動でき 上、支援員の働きに応えることもできた。１年生から６年生まで、互いに に支え守っていただいていることに他なりません。これからも真心をもっ
こども施設課
たことは、研修熱心に参加した支援員・シニア・ジュニアリーダーによる 学び合うことの多い場となっている。
て運営していくことに努めたい。
働きが大きい。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後児童支援員の処遇が改善され、労働意欲の高揚が図られたこと
により、事業の充実が実現されたものと認められるため

550

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 放課後クラブかわせみ
進事業費補助金
進事業

早朝・延長（春・夏・冬）休業中及び、学校行事、インフルエンザ等による
学級閉鎖時）７：３０〜２１：００開室することで児童の安全な生活と、保
護者の就労を助けることができた。3年間大きな事故もなく活動できたこ
とは、指導員数・ジュニア・シニアリーダー数による働きが大きい。

235 放課後児童支援の作業のためのパソコン及び周辺機器を購入した。
・インターネットによる情報の取得や父兄とのメールでのやり取りをし、
日誌の作成や収支計算、帳簿作成を行う。
・書類のプリントアウト、コピー業務を事業所内で行う。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

今までは他部署を利用して印刷、コピーを行っていたが、そのために労
インターネットで書類のダウンロードを行うことにより、業務の簡素化を
力や時間を費やしていた。今後は自所で賄うことができるため、時間や
図ることができた。書類の作成をパソコンで行うことにより、時間の短
健康福祉局こども育成部
人件費の削減につなげることができた。また、パソコンのメールを使うこ
縮、書類の整理を効率的に行うことができた。コピー、プリントアウトを事
こども施設課
とにより、親との連絡を蜜に取ることができ、コミュニケーションを深める
業所内で行うことができるので、時間や経費の削減をすることができた。
ことができた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

指導員の生活安定により、施設での労働が充実し、児童に向き合う時
間が増えた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

指導員（放課後児童支援員）の施設での労働の充実により児童に向き
合う時間が増えるなど、事業の質の向上が認められるため

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

長時間の開所により、放課後等における児童の健全育成の向上が図ら
れたと認められるため

ICT機器の導入により、所内での作業がスムーズになり、行政とのやりと
環境が整ったことで、作業効率が上がった。
りや保護者との連絡が迅速に行われるようになった。

551

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
（福）悠朋会 児童クラ
環境改善整備推
進事業費補助金
ブいちばん星
進事業

275

552

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
（特非）ミハタ 学童保
員等処遇改善等
育ハートフル
事業

987

553

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
（特非）なないろ
員等処遇改善等
なないろキッズルーム
事業

平日 １８時半以降 １８８日開所
744 土曜 ８時間以上 ４０日開所
長期休暇 ８時間以上 ４３日開所

保護者の多様な働き方により、時間外の利用が増えてきた中、遅くまで 当補助事業により、スタッフの待遇の改善ができ、時間外にもスタッフを
健康福祉局こども育成部
開設することにより、児童の安全な居場所を確保し、保護者の支援がで 配置することができた。基本時間外の対応も受けられるようになり、運営
こども施設課
きた。
の安定が図られた。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

152 導入により、指導員の事務仕事軽減につながった。

事務作業軽減により、指導員が児童と向き合う時間が増えた。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度に対する賃金 放課後児童支援員の賃金上昇分と処遇改善手当分を補助してもらった 放課後児童支援員本人に渡る分を補助していただいた。指導員補助の 健康福祉局こども育成部
改善等に係る経費の補助をしていただいた。
ことにより労働意欲の上昇につながった。
職員にもだしてあげたいところである。
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

554
555

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
（特非）ミハタ 学童保
環境改善整備推
進事業費補助金
育ハートフル南橋本
進事業
放課後児童支援
放課後児童支援員等処遇改善等
（福）愛翁会 豆の木児
員等処遇改善等
事業費補助金
童クラブ
事業

214

指導員４名に基本給のベースアップおよび手当を支給することができ
た。

556

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
（有）榎商理財 えぽか
環境改善整備推
進事業費補助金
る学童くらぶ
進事業

557

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
（特非）ワーカーズコー
員等処遇改善等
プ
事業

252

558

放課後児童支援員等処遇改善等
事業費補助金

放課後児童支援
員等処遇改善等 学童クラブ わかば
事業

学童クラブわかばにおいて、平日１９：００まで開所し円滑に学童を安全
かつ健やかな育成のために保育するための指導員を配置した。休日開
所もいくつかの日についての対応をするために指導員を配置し、休日で
464 も保護者が困らないよう行った。賞与の改善など諸手当など処遇の改善
を図ることにより、夏季開所時にサービスの充実や育成活動の内容にも
新たな試みが生まれた。それらにより、学童の活発な成長が見られるよ
うに配慮した。

十分な成果をあげることができた。

残業などの負担が軽減されたことは指導員にとって良かったと感じる

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため
放課後児童支援員の労働意欲の向上により、事業の向上が図られたも
のと認められるため

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

スタッフの頑張りにより、昨年にまして入会申込みがありました。

放課後児童支援員４名＋学生アルバイト４名で日々の人員配置を資格
者２名〜３名＋補助員2名〜1名の要員で、１日４名のシフトを組むこと 健康福祉局こども育成部
が出来、児童を見守る目を増やせた事で重大な事故も無く運営すること こども施設課
が出来ました。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後児童支援員の処遇が改善され、労働意欲の向上が図られたとと
もに、配置体制が手厚くなったことにより事故の無い運営が行なわれる
など、成果が認められるため

指導員らによる子どもたちへの効果として次のようなものが見られた。
安心して親が子どもを預けて働けている、そのことから子ども達も学童ク
ラブにおいて非常に落ち着いて生活することが可能となった。これまで
以上に保育内容が充実したことによって、保護者からも指導員への信頼
感が強まった。特別に夏季のイベントを開催するなどの、処遇改善によ
る指導員らのやる気が大幅に改善された。特に賞与がある場合には、
効果として長年の取り組みへのさらなる改善が可能となった。

開所日など、他の活動について保護者会やLINEなどのグループで案内
をしたことによって、学童クラブわかばへの積極的な参加が見られるよう
になった。開始した時期がより早期であれば、尚効果が得られたと反省
健康福祉局こども育成部
している、一方、活動報告や父母とのコミュニケーションが活発になった
こども施設課
ことから、今まで以上に安心かつ健全な学童の育成につながったと実感
している。新しい取り組みであったが、初年度という点を考慮すれば効
果は不足なしと自己評価できる。今後の取り組みにつなげたい。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

放課後児童支援員の処遇が改善されたことにより、保育の充実が図ら
れたものと認められるため

今まではそれぞれを行う際に部屋を離れることがありましたが、今回機 長年の課題であったプリンターやコピー機、ネット環境の整備が一度に
プリンターとコピー、スキャナー機能が付いた複合機と無線ランのネット
500
器を導入することによりその場で、スムーズに作業を行えるようになり、 整い、作業効率が劇的に向上した。限られた指導員と時間の中で作業
環境、タブレット機能の付いたノートPCを購入。
劇的に作業効率が向上した。
するにあたり、子どもたちへの安全面も向上する効果も果たす。

学童経営の実績も上向きになり、２９年度に向けて期待が持てるように
なりました。

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

平成２８年度補助事業実績調書一覧
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559

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
（学）相模中央学園 ス
環境改善整備推
進事業費補助金
マイルキッズ
進事業

500

パソコン、プリンター等のICT機器整備のための補助金交付を受けること パソコン、プリンター等のICT機器が整備され、日々の育成支援の目標
ができた。
や計画を作成したり、資料を製作にかかる負担が軽減された。

日々の育成支援の目標や計画を作成したり、資料の製作にかかる負担
健康福祉局こども育成部
が軽減されたことによって、職場内で情報を共有し、育成支援の内容の
こども施設課
充実、改善に努め、保護者との情報共有を推進することができた

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

560

放課後児童クラブ （株）ＡＢＬＥ ＳＫＹ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 ＳＫＹ Ｓｃｈｏｏｌ Ｄａｙｃａ
進事業費補助金
ｒｅ
進事業

452

職員が普段書類作成するための時間を軽減するために、パソコンとプリ 手書きの書類作成より、コンビニのコピーより、職員の書類作成時間を
ンタを購入しました
軽減してもっと子供たちと一緒の時間が増えました。

ICT化にする事によって、子供たちとコミュニケーションする時間も増え
て、会話をよくする事によって、信頼と理解も一層高くなりました。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

561

放課後児童クラブ
（福）愛翁会 豆の木児
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推
童クラブ
進事業費補助金
進事業

177 パソコン・ソフト・複合機の購入をした

パソコンが壊れていたので、有難かった。
・パソコンでの作業（通信・新年度名簿等の作成）がクラブ内でも出来る
プリンターも大分前から壊れていたので、有難かった。
ようになった。
同じ敷地内ではあるが、保育園のパソコン・コピー機を往復しながら印
・印刷・コピーがクラブ内でも出来るようになった。
刷していたので、本当に有難かった。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

562

放課後児童クラブ
（学）わかば学園 城山
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推
わかば学童クラブ
進事業費補助金
進事業

名簿の管理、諸経費の管理や職員の給与管理、保護者や、児童の配
学童クラブの運営をデータ化し、環境を整備したことにより、情報の共有 複数台のICT機器の導入により、業務が円滑に遂行され、職員の業務
304 布文書の管理、クラブ利用児童の出席状況の管理、日誌の管理、職員
ができ、業務を効果的、かつ、効率的に運営できるようになる。
軽減を図る事ができた。
の勤務シフトの管理などをデータ化し管理の効率化を図った。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

563

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 学童クラブ わかば
進事業費補助金
進事業

237

給与計算ソフトの導入、複合プリンターの導入、印刷製本ほか業務の効
率化および費用削減。データバックアップによる、重要データの復元可
能性が高められた。
無線ルーターの導入、パソコンでの資料作成、配信までの全体工程の
スムーズな作業を行えるようになった。
学童保護者との連携向上。

円滑な業務遂行のため、補助金がなければ購入できなかったパソコン、
プリンターおよび周辺機器を学童クラブわかばに設置できた。これによ
り、印刷製本代のコピーを外部に委託していた諸経費が軽減された。給
与計算ソフトを導入することにより、過去の給与記録が残せるようになっ 健康福祉局こども育成部
た。ほか、これまでは手書きでコピーを取り、手配りをしていた学童保護 こども施設課
者向けに活動計画、内容、規約などもデータでの配信をするなど、情報
の共有化が図れた。これが、学童と指導員の信頼関係を向上させてい
る。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

564

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 学童ひまわりクラブ
進事業費補助金
進事業

160 指導員が手書きで作成していた書類等をデータ化できた。

指導員の負担軽減になった。

成果があり、良かった。

健康福祉局こども育成部
こども施設課

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

565

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 学童クラブぐるんぱⅡ
進事業費補助金
進事業

・おたより、名簿、出席簿、保護者へのお知らせなど手書きで行っていた
補助金を受けたことにより、ICT機器を購入でき、事務業務の分担と、書 ICT機器の使用に不安を感じたが、業務の時間短縮など改善が図れ、よ 健康福祉局こども育成部
360 業務がICT機器の購入によりデジタル化された。
類の推敲の負担が軽減された。
り児童とかかわる時間が増えた。
こども施設課
・児童の生活を効率的に記録できるようになった。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

566

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 学童クラブぐるんぱ
進事業費補助金
進事業

・おたより、名簿、出席簿、保護者へのお知らせなど手書きで行っていた
補助金を受けたことにより、ICT機器を購入でき、事務業務の分担と、書 ICT機器の使用に不安を感じたが、業務の時間短縮など改善が図れ、よ 健康福祉局こども育成部
443 業務がICT機器の購入によりデジタル化された。
類の推敲の負担が軽減された。
り児童とかかわる時間が増えた。
こども施設課
・児童の生活を効率的に記録できるようになった。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

567

放課後児童クラブ
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推 学童クラブぐるんぱⅢ
進事業費補助金
進事業

・おたより、名簿、出席簿、保護者へのお知らせなど手書きで行っていた
補助金を受けたことにより、ICT機器を購入でき、事務業務の分担と、書 ICT機器の使用に不安を感じたが、業務の時間短縮など改善が図れ、よ 健康福祉局こども育成部
311 業務がICT機器の購入によりデジタル化された。
類の推敲の負担が軽減された。
り児童とかかわる時間が増えた。
こども施設課
・児童の生活を効率的に記録できるようになった。

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

568

放課後児童クラブ
（株）ミューキッズ ぐら
放課後児童クラブ環境改善整備推
環境改善整備推
んでぃーる学童クラブ
進事業費補助金
進事業

136

042‑769‑9227

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ICT機器を購入することにより、放課後児童支援員等の負担軽減が図ら
れるとともに、効率的かつ効果的な事業運営が実施されるため

569

相模原市青少年健全育成組織補
助金

青少年健全育成 相模原市青少年健全
環境づくり事業
育成組織連絡協議会

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各地区協議会が、地域ぐるみで青少年健全育成のための啓発活動や
諸事業を展開し、健全育成活動を効果的に行うことが、家庭、地域、学
校等の連携強化につながる。本事業は、地域における青少年健全育成
環境づくり推進のためにも必要な事業である。

570

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 横山地区青少年健全
あい事業
育成協議会

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

植物のふれあいや科学体験活動など青少年健全育成の重点目標のひ
とつである「子どもに様々な体験の機会を」にあたり、心と身体の健やか
な成長に寄与していると考えられる。スライムづくりなど、子ども達が興
味を持って取り組める内容である点も評価できる。

571

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 橋本地区青少年健全
あい事業
育成協議会

体験活動の場としては、ほたる鑑賞会が定着し参加者が増加しており、
橋本地区健全育成協議会の活動は、青少年指導員、スポーツ推進委 緑区役所、公民館のロビーや学校、自治会の掲示板等にポスターを掲 参加した子どもたちや同行した父兄たちとのふれあいが見られ、健全育
健康福祉局こども育成部
60 員をはじめ地域の構成団体の協力により、年２回にわたり事業を行い、 載して広く周知を図った事により、特にほたる鑑賞会においては、参加 成の成果が見られた。また、「あいさつ運動」等地域の方たちや、ほかの
こども青少年課
実績を向上させた。
者が増加した。また、親子の触れ合いを図れる貴重な体験となった。
団体と協力し行動することが、大人たちの責務であり、もう少し認知度が
上がればよいと考えている。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ホタル鑑賞は自然の大切さを実感し、学ぶ機会となるため、青少年健全
育成の重点目標のひとつである「子どもに様々な体験の機会を」にあた
り、意義のある事業と評価できる。参加者も増加傾向にあり、ポスターに
よる事業周知など、積極的に事業を広報している点も評価できる。

572

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 小山地区青少年健全
あい事業
育成協議会

60

子どもだけでも、親子でも参加できるイベントを２回実施した。いずれも
作って遊べる内容である。

参加したこどもたちや親子からは、とても楽しんでいる様子が伺えた。イ
ベントの終了後には、青少年健全育成協議会だよりを作成し、報告を行 健康福祉局こども育成部
うことで、事業への関心も高まっている。健全育成協議会の協力体制も こども青少年課
徐々に深まり、健全育成の成果も上がっているものと考えている。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域・子どもふれあい事業は、青少年健全育成の重点目標のひとつで
ある「子どもに様々な体験の機会を」の中であげられている事業であり、
小山地区の取組は、工作活動を通じて子どもの心と身体の健やかな成
長に寄与するものと考えられる。参加者募集の広報も積極的に行ってお
り、多くの参加者が親子や世代を超えたふれあいを楽しんでいる点も評
価できる。

573

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 上溝地区青少年育成
あい事業
委員会

60

公民館ロビーや地域内小学校等に、ポスターを掲示し、毎回事業終了
年間6回にわたり通称「みぞっ子ランド」として文化・創作・スポーツ・料理 時に次回のチラシ配布も行い、「地域・子どもふれあい事業」について広 学校を超えた地域でも、体験、交流の場がある事は、健全育成に役立っ 健康福祉局こども育成部
の４種類の事業を行った。
く周知を図った。毎回楽しみに参加するリピーターも多く、体験活動をと ていると思われる。
こども青少年課
おして、参加者の学校、学年を超えた交流の良き場となった。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

スポーツ、料理、創作、文化事業と様々なジャンルの事業を計画してお
り、このような体験活動を通じて子どもの心と身体の健やかな成長に寄
与するものと考えられ、意義のある事業と評価できる。また、異年齢の
子どもたちとの交流がなされていることも評価に値する。

574

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 上鶴間地区青少年健
あい事業
全育成協議会

60

上鶴間地区健全育成協議会を鶴園中和田こどもセンター、鹿沼台こども
公民館ロビーや各こどもセンター等にチラシやポスターを提示し、「地
センター、南新町児童館にわけ４月より２回から３回にわたり事業を実
域・子どもふれあい事業」について広く周知を図ったことで、各事業とも
施した。谷口中学校は公民館ロビーにて絵画の展示、講演会を実施し
参加者も徐々に増え、定着してきた感じがある。
た。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自然とのふれあいや芸術鑑賞など、事業テーマが様々で、青少年健全
育成の重点目標のひとつである「子どもに様々な体験の機会を」にあた
り、子どもの心と身体の健やかな成長に寄与するものと考えられる。
参加者も多く、地域の子ども達の他学年間交流につながっている点も評
価できる。

575

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 星が丘公民館区青少
あい事業
年健全育成協議会

60

親子で体験できるものを考え、田植と稲刈りを行った。プランターではあ 小学校がよく協力してもらえるので広報がスムーズで定員以上となるこ 地域で定着しているので、定員以上で困ったため、対応策が必要であ
るが初めての子ばかりであった。
とがあった。
る。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自然体験活動や、料理教室など多岐にわたる事業内容である。特に田
植えや稲刈りなど、子ども達が普段あまり体験できない事業もあり、青
少年の健全育成に寄与していると考えられる。

576

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 相武台地区青少年育
あい事業
成協議会

相武台公民館区内３小中学校で地域ボランティアの協力を得て、未就
60 学学童を交えて交流事業を行った。また、陶芸家の先生の指導で親子
で陶芸作品を作る事業を行った。

小学校生徒は、学校の先生以外の地域の大人の指導を受けるのに興
中学校生徒を健全育成の事業に呼び込むのは困難だが、学校の休日
味があるみたいで、また、保護者と一緒に物を作るのが嬉しくて時間
健康福祉局こども育成部
にPTAの協力を得ると全生徒が参加してくれる。生徒も授業にない教材
いっぱい作業を行っていた。中学生生徒は地域の人の指導で物を作る こども青少年課
を扱い先生でなく、地域の指導者の教えに真剣に学んでいた。
喜びと地域との交流が図れたと評価したい。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域・学校・ＰＴＡと連携を図り、地域交流を意識した事業は青少年健全
育成の重点目標のひとつである「子どもに様々な体験の機会を」にあた
り評価できる。多くの子ども達が参加しており、学校を会場に行うことで
学年を超えた児童・生徒のふれあいが行われている点は、子どもの心と
身体の健やかな成長に寄与するものと考えられる。

インターネット環境整備のため、無線ルーターを設置。
パソコン及び複合型プリンターの設備と導入。
給与計算ソフトを導入。
データバックアップ用の外付けハードディスクの設置。
データのやり取りに際し、ウィルス対策のためのソフトを導入、また、個
別のUSBメモリーを使用。

放課後児童支援員の書類作成も円滑に行え、春休み中の放課後児童
達への勉強用プリントなども待たせることなく渡せる。

放課後児童支援員の書類作成、連絡などの業務が円滑に効果的に遂
行できる。

作業が円滑に行えることで、他の業務と並行して行えたり、ストレスも減 健康福祉局こども育成部
り助かる。
こども施設課

相模原市内における青少年健全育成組織相互の連携を強化し、市民ぐ 各地区青少年健全育成協議会の代表者による会議等により、組織相互
各地区組織相互の情報交換等により青少年健全育成活動をより効果
2,470 るみの活動体制を樹立して、青少年の健全育成活動を効果的かつ多角 の情報交換や社会環境実態調査協力、社会環境健全化運動への参加
的に行うことができた。
等、組織全体として青少年の健全育成の啓発に努めた。
的に推進した。

・地域と子どもがふれあう目的を対象とし、地区内小学校の行事に参加
して、教室等の開催.。又小中学校に地域の大人と一緒に花植えもした。 完全学校週５日制を受けて、地域社会が一体となって教育機能を発揮
60 ・地域の公園での自然と大人との交流を実施予定だったが、今年は雨 し、子どもたちに各種の体験活動を行う場や機会を増やし、子どもたち
天の為、小学校体育館で実施した。
の豊な心やたくましさと地域とのふれあいを強めた。

公民館や小学校、こどもセンターなどにチラシの配布や、ポスターの掲
示をし、「地域・こどもふれあい事業」について広く周知を図った。公民館
まつりでは、大型パネルに事業報告などを周知することで、多くの方に
関心を持っていただき、たくさんの方々に参加していただけた。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

・子どもたちの体験活動の場として定着してきており、参加した子どもた
ちがいきいきと取り組んでいる姿から、健全育成の成果が上がっている
ものと考えている。
健康福祉局こども育成部
・事務が公民館から移管され、事務担当の負担が大きい中、事業がも実 こども青少年課
施できたことは良かった。

子どもたちの体験活動として定着してきており、参加した子どもたちがい
健康福祉局こども育成部
きいきと取り組んでいる姿から健全育成の成果が上がってきているかと
こども青少年課
思われる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
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577

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 大沼地区青少年健全
あい事業
育成協議会

50

チラシ配布の対象としている小学校3校のみならず近隣の小学生の参
青少年に関わる地域の団体の協力を得て、子どもたちのための活動や 健康福祉局こども育成部
スポーツ教室、やきいも会、親と子の工作教室、レクリエーション吹き矢
加もみられるなど、ポスタ‑掲示の効果がみられた。広域の子どもたちの
体験学習の場として役立っている。
こども青少年課
教室、バルサでヒコウキをつくってみんなでとばそう！を実施した。
交流があった。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

親子や地域住民とのふれあいを通じて子どもの心と身体の健やかな成
長に寄与している。学区を越えた小学生の交流があり、青少年の健全
育成の役割を担っている事業であると評価できる。

578

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 大沢地区青少年健全
あい事業
育成協議会

60

さわっ子！さわイバルツアー、こどもまつり「昔遊び」、冬のお楽しみ教
室、春のお楽しみ教室を実施した。

多くの子どもたちが参加することにより、異学年交流での学びあい・助け
新しい内容を取り入れた季節に合わせた事業が成功し、参加申込数が
合いの姿が見られ「地域・ふれあい事業」の目的が推進できている。ま 健康福祉局こども育成部
増加している。事業によっては午前中だけではなく午前も開催（２回/日）
た、一緒に参加する保護者間の交流もあり、今後の家庭や地域におけ こども青少年課
するほど盛況となっている。
る健全育成活動が期待できるものと考えている。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

昔遊び体験は、普段あまり経験しない遊びを通して、多くの参加者や保
護者と触れ合う機会となっている。このような体験を通じて子どもの心と
身体の健やかな成長に寄与するものと考えられ、意義のある事業と評
価できる。新たな事業へも積極的に取り組み、参加者数も大幅に増加し
ていることは大変評価できる。

579

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 大野台地区青少年健
あい事業
全育成協議会

60

ジュニアボランティア体験講座は４回実施。
本年は、対象学年を小学１年〜６年として参加呼びかけをしたことが功
を奏し１，２年生の参加が著しく多くあり、また低学年の保護者の参加も
多くあった。「囲碁・将棋のつどい」参加学年が平均的で、一般の参加も
募ったところ、数名参加者がいた。圧倒的に将棋の希望が多かった。
クッキングは定員満数の参加で夏休み中の参加が適当だった。

地域のまちづくり会議でも森の保全、利活用に検討がなされる中、児童
にも大いに関わって貰いたい。ジュニアボランティア体験講座は、は、地
域独自性のある体験活動となっている。森を知り、大切にする心が培わ
れている。本年度は、保護者の参加も多く、実際に活動に参加して森の
大切さを学んでもらえた。ＮＰＯ法人、公民館サークル、地域協力者の協
力を得られ、世代間のコミュニケーションが図られ、公民館を中心とした
青少年の育成に効果を挙げている。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

580

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 大野中地区青少年健
あい事業
全育成協議会

60

公民館であそぼう、大野中地区スポーツレクリエーション、「マイアース
で遊ぼう」を実施した。

子どもたちの体験活動の場として定着してきており、この事業に参加し
本年度の子どもまつりでは好天であったこともあったが、例年よりも多く
たことからお互いに知り合い、交流を深めていくなど、健全育成の効果
の子どもたちが集まりより地域に浸透してきたことが伺える。
が上がっているものと考えている。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

マイアース教室は、環境についてゲームを通して学ぶことができる事業
であり、心と身体の健やかな成長に寄与するものと考えられる。特色あ
る事業であり、大変評価できる。

581

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ
大野南子どもクラブ
あい事業

地域における青少年健全育成について啓発を図り、青少年関係機関、 大野南子どもクラブの活動は、地域の各種団体と連携を図りながら、子
おもしろ科学教室、こども料理教室、七夕お楽しみ会、夏休み工作教
健康福祉局こども育成部
60 室、チャレンジ教室こどもミニオリンピック、ネイチャーゲーム、クリスマス 団体、青少年指導員及び青少年活動育成者が、相互に連携を取り地域 どもの健全育成事業の実施に取り組んでおり、地域での子どもの見守り
こども青少年課
や世代間交流に大きく貢献している。
ぐるみで子どもの健全育成に努めている。
お楽しみ会

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域の各団体との連携による事業は、子どもと地域住民とのふれあい
の場となっている。また、地域の大学との交流は大野南地区の特色を活
かしており評価できる。体験活動など、多くの事業を企画・運営してお
り、子どもの心と身体の健やかな成長に寄与している。

582

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 中央地区青少年健全
あい事業
育成協議会

例年のロールケーキ作りは、食に関することでとても人気があり、継続し
中央地区青少年協議会の事務局を中心として「ふれあい科学教室」２ 各回の事業とも、各学校にチラシを配布し「地域・こどもふれあい事業」
て実施していきたい。また、「科学教室」は、低学年の児童は保護者同 健康福祉局こども育成部
60 回「ロールケーキ作り」１回と２系列、３回の事業を行った。
について広く周知を図ったことで、各事業とも参加者が増え、定着してき
伴としたことで、親子で実験をしながら学び・遊びながら、自然の事象に こども青少年課
た感がある。
「なぜだろう」と迫っていける企画としてとても成果があったと考える。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

科学教室では、化学実験を通して親子の交流が図られ、子どもの心と
身体の健やかな成長に寄与するものと考えられる。ロールケーキ作りは
例年人気事業であり、食について学ぶ意義のある取組であり大変評価
できる。

583

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 田名地区青少年健全
あい事業
育成協議会

60

体験教室への参加希望者は大変多く、毎回定員を超える状況にある。
協議会で企画・立案した体験教室、ボランティア活動、地域社会とのふ
参加者は熱心に取り組み喜んでいる。保護者も協力的である。
れあい活動を小・中・高校生を対象として年間を通じて事業を実施した。
学校・公民館の協力もあり、地域活動として定着している。

毎年参加を希望する青少年が多く、生き生き、熱心に取り組んでいる。
あいさつも自主的に行い、地域の健全育成活動として成果が上がって
いると考える。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

体験活動やふれあい活動の参加者が多く、子どもの心と身体の健やか
な成長に寄与するものと考えられる。学校や公民館も関わり、地域ぐる
みで子どもの育成に取り組んでおり、本事業が地域に影響を与える点も
大きいと考えられる。多岐にわたる事業を実施しており大変評価できる。

585

地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 麻溝地区青少年健全
あい事業
育成協議会

60

麻溝地区の子ども会、青少年指導員、ジュニア・シニアリーダー、北里大
子どもたちの自主性を尊重しつつ、昔の生活を物作りで体験したり、小
学の学生、公民館青少年部、地区老人クラブ連合会及び、地区の相陽
学生・中学生・大学生との交流事業を積極的に取り入れることで、互い
中学校との共催・協力により幅広い事業を実施した結果、多くの子ども
の協調性を養う学ぶ場として有効的であったものと確信している。
たちの参加と共に地域から賞賛の声も聞かれた。

子どもたちの自主性を尊重しつつ、昔の生活を物作りで体験したり、小
学生・中学生・大学生との交流事業を積極的に取り入れることで、互い
の協調性を養う学ぶ場として有効的であったものと確信している。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相陽中学校生徒との事業は教える側・教えられ側双方の健全育成につ
ながり、また地域との交流、異年齢交流の主旨も兼ね備えており、子ど
もの心と身体の健やかな成長に寄与するものと考えられ、意義のある事
業である。 地域にも認知される事業であり、子どもと地域が交流する場
となっていることも評価できる。
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地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 陽光台地区青少年健
あい事業
全育成協議会

60

今年も地域のたくさんの方々に講師になっていただき、子どもたちは、多
前年度と同様の事業を計画し、今年も無事実行することができた。毎年
くの方との交流と体験が出来た。また、健全協役員でも普段子どもたち
楽しみにしてくれる子どもも多く、特に陶芸教室は、学校の授業ではなか
と触れ合うことの少ない方々もいるが、ふれあい事業により、地域の子
健康福祉局こども育成部
絵本の読み聞かせ、野球教室、どんど焼き（２か所）、陶芸教室（２回）を なか体験しがたい事業であるためとても人気がありすばらしい作品が出
ども達との触れ合いの機会を得られ、双方にとって充実した事業を行う
来上がっている。参加した子ども達の感想を見ると、満足度も高いようで
こども青少年課
実施した。
ことが出来たと思う。事業によっては参加者が少ないものがあり、より多
ある。保護者の方々の協力もあり、どの事業も親子で楽しめる内容と
くの子どもたちに参加の機会を与えられるよう、開催内容の検討が次年
なっていて、主催者側も共に楽しく運営している。
度の課題である。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

野球教室は、地域の中学生が指導者となっており、異年齢の子どもたち
の交流に寄与している事業である、地域の伝統行事であるどんど焼きに
も多くの参加者がおり、地域と触れ合いを大切にしている点も評価でき
る。
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地域・子どもふれあい事業補助金

相模原市青少年指導
地域・子どもふれ
員連絡協議会 相模湖
あい事業
地区

60

ジュニアボランティア体験は、木もれびの森を背景にした当地区の独自
性をもった内容であり、「ＮＰＯ相模原こもれび」の全面的協力を戴き、次
健康福祉局こども育成部
年度も協力を快諾戴いている。親子の共同作業をなしえる場づくりとし
こども青少年課
ての効果を重視している。世代間を超えてのコミュニケーションを図る事
業として進めたい。

「木もれびの森」を利用した事業は、地域の独自性があり、地域につい
て学ぶ貴重な機会である。ＮＰＯや地域住民との関わりは、学校教育で
は得にくい体験であり、子どもの心と身体の健やかな成長に寄与するも
のと考えられ、意義のある事業と評価できる。事業の改善にも積極的に
取り組んでおり、参加者の増加につながっている点も評価できる。

健康福祉局こども育成部
こども青少年課

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業数が多く、内容も様々で子どもの心と身体の健やかな成長に寄与
するものと考えられる。また子どもまつりなど、参加人数も多く評価に値
する。

・地域の小・中学校の学校・学年を超えた異学年交流を図れたことは良
かった。
健康福祉局こども育成部
・事業を通して、「新しい発見」「新しい仲間」ができ達成感を味わえたこ
こども青少年課
とは良かった。
・地域の一つの居場所として感じてもらえたことは良かった。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

異年齢の交流を意識した事業を行っており、子どもの心と身体の健やか
な成長に寄与するものと考えられる。 子どもがまた来年も参加したいと
思う事業内容となっている点も評価できる。

定期的な連携、研修の実施、広報紙の発行等により、青少年指導員に
青少年指導員の指導力の充実、連携を図るため、定期的な連絡会議の
必要な知識や技術を共有化することができ、各指導員の資質向上につ 市に関する様々な事業に十分に参画することができた。また、各地区の
実施及び専門機関（研修部・事業企画部・広報部）を設置し、研修の実
健康福祉局こども育成部
ながった。また、日ごろの連絡調整により、各青少年指導員が地域での 青少年指導員活動が多様化する中で、青少年指導員間の連絡調整も
施、情報の提供等を行った。また、日ごろ培った指導力を生かし、市主
こども青少年課
活動に忙しい中でも、市主催の事業へ参画することができ、青少年に対 図ることができた。
催の事業等へ参画し、青少年向けの事業を実施した。
して広く事業を実施することができた。

042‑769‑8289

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市青少年指導員連絡協議会の活動は、各青少年指導員の能力
を高めるとともに、その能力を効果的に活用できるよう、組織的かつ専
門的に進められており評価できる。また、全地区に対する活動計画の共
有を行い、各地区での事業や活動へのさらなる展開が見込まれ、本市
の青少年健全育成活動への期待はより一層重要とされている中、広域
的事業にも期待が持てる。

会議毎月１回定例、その他各行事ごと臨時会議を行い事業を行った。

相模台地区青少年指導員連絡協議会は、青少年ジュニアＣｌＵＢグリー
60 ンステップを発足させ、６月より６回にわたり事業を行った。

公民館や学校等にポスターを掲示し、地域・子どもふれあい事業につい
今後もこのような行事を続けていきたいです。
て広く周知をして定着した。
地域の小・中学校にチラシを配布し、「地域・子どもふれあい事業」で行う
青少年ジュニアＣＬＵＢグリーンステップについて、学校・保護者の理解
を得てスタートできた。
各事業に参加した子ども達は、次年度も参加したいという考えを示して
いた。
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地域・子どもふれあい事業補助金

地域・子どもふれ 相模台地区青少年指
あい事業
導員連絡協議会

589

相模原市青少年指導員連絡協議
会補助金

青少年関係団体 相模原市青少年指導
補助事業
員連絡協議会

590

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
すすきの保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：97人
子育て家庭の交流事業：118人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

591

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
渕野辺保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：333人
子育て家庭の交流事業：1572人

子育て広場｢つくしんぼ｣の事業は、保育士のみならず様々な専門性を
持った職員も担当することで、より深まりのあるものになっている。また、
子育てや保育の専門性の高い著名な生成を講師にお招きできた。大野 市からの補助金を有効に活用し、子育て広場｢つくしんぼ｣の事業が依 健康福祉局こども育成部
北地区を中心に、地域の子育て中の親子が多数参加する。
り活性化している。
保育課
市からの補助制度によって安定した子育て広場事業を実施し、大野北
地区の地域の子育て支援に貢献できている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

592

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
相模保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：46人
子育て家庭の交流事業：170人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

593

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
星ヶ丘二葉園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：556人
子育て家庭の交流事業：987人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

594

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
立正保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：26人
子育て家庭の交流事業：358人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。
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595

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
高見保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：500人
子育て家庭の交流事業：757人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

596

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
相武台新日本保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：12人
子育て家庭の交流事業：475人

専業主婦や育児休業中の母親などの不安に応えるためにも専門性を
活かした事業を展開することが必要であり、社会に対する貢献度も高い
と考えている。参加者も年々増えてきているが、まだまだ育児不安を抱
子育て広場事業の充実に向けて、市からの補助金を有効に活用する 健康福祉局こども育成部
える世帯は存在するのではないかと感じている。
ことが出来ている。
保育課
様々な工夫をし、引きこもり世帯にも出向いてもらえるような会を催す
など、より効果をあげるためにも市の補助制度は地域の子育て支援に
必要である。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

健やか保育園の子育て広場事業の取組は様々な意味を持ち、それぞ
れの要望にあわせて行っている。例えば井戸端保育は保護者の援助で
地域の親子が気軽に保育園に来て、親子で交流を深めている。 それ
だけでなく、なかなか子どもについて話すことのできない母親や他のお
母さんと交流を持つことが難しい母親に対して個別対応の取組みをして 健康福祉局こども育成部
保育課
いる。
その他の事業も同じでその親子に添った事業の場を一緒に考えてお
り、たくさんの方が毎年色々な心の声を聞くことができている。その声を
反映しながら今までのサービスを良く改善し、新しい試みを展開する事
業に取り組んだ。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

597

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
すこやか保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：114人
子育て家庭の交流事業：978人

子育て広場事業は地域に住んでいる多くの子どもを持つ家庭にとって
なくてはならないもの。少子化の現状を少しでも改善できるよう子育ての
大変さを共有するための相談支援は、特に重要なものとして丁寧に取り
組んでいる。相談することで心の内を話す場として、気軽に声がかけら
れる環境づくりのために多種にわたるイベントや事業を行なっている。
特に関東地区代表として、全国大会で子育て広場の内容を話せたこと
は、大きく事業を見直し考えるよい機会となった。

598

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
せんだん保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：32人
子育て家庭の交流事業：95人

地域の中でも園の在り方に於いては事業を展開することにより、園へ
の訪問がしやすくなり、近隣の子どもたちの状況が分かる。
育児に対する親の関心度あるいは悩み等が掌握できる。

日々様々なことが起きる保育現場であるが、その中で色々な形で円を
健康福祉局こども育成部
訪れる方が多い。広場事業もその一つであるが、現場の空気を外側か
保育課
ら見て頂くよい機会でもあると思う。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

599

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ふじ乳児保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：144人
子育て家庭の交流事業：326人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

600

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
上溝保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：51人
子育て家庭の交流事業：158人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

601

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
むくどり保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：121人
子育て家庭の交流事業：60人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

602

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
新磯野保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：12人
子育て家庭の交流事業：292人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

603

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
大野台保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：104人
子育て家庭の交流事業：591人

地域の子育て家庭の中にははじめての子育てだったり、子育てについ
て相談できる者がいなかったり、孤立しがちの方もいる。子育て広場事
業では、保育所が持つ専門性を活かして集まる場を提供し、様々な保
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
育プログラムを提供し情報交換の場や育児相談の場となっており、多く
用している。
保育課
の地域の子育て家庭の参加がある。
市からの補助制度によって安定して子育て広場事業が実施できるた
め、地域の子育て支援に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

604

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
清水保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：116人
子育て家庭の交流事業：493人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした、子育て講
座、子育て家庭交流事業、育児相談等が行われており、多くの地域の
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活
健康福祉局こども育成部
子育て家庭の参加があり、喜ばれている。市からの補助制度によって安 用している。更に試行錯誤して地域の方に喜ばれる活動をしていきた
保育課
定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援に大きな い。
効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

605

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
友愛保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：46人
子育て家庭の交流事業：596人

田名地区において３園（田名、清水、友愛）の合同企画が10年以上継
続しており地域に定着している。6月は親子遊びやリトミック、親子エアロ
3園が子育て広場事業を定期的に企画して保育園独自の企画や3園
ビクスなど、12月は音楽界などファミリーコンサートを中心に内容が多岐
健康福祉局こども育成部
が協議して決めた規格を通じて保育士間の交流や地域の親子とのかか
に渡っており、地域の母子と園児の交流も好評である。
保育課
わり方を直接学ぶ機会が増えており、大変良い評価が得られている。
今回は公民館でコンサートの後に3園合同で避難訓練を行い、地域の
親子の方々や公民館スタッフにも協力して頂いた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

606

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ひよこ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：318人
子育て家庭の交流事業：952人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

607

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ふじ第二保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：238人
子育て家庭の交流事業：97人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

608

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
和泉保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：75人
子育て家庭の交流事業：137人

新園舎になり、近隣の方にも注目されるようになり、それにこたえられ
事業を前年度より増やしていった。参加者人数が伸びないことを反省 健康福祉局こども育成部
るよう努力していった。もっと広範囲に知ってもらえるように、情報誌等を
し、もっと事業の内容を充実させていく事を心がけたい。
保育課
配布するようにしていきたい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

609

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
横山台保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：27人
子育て家庭の交流事業：498人

毎月の子育て支援事業と年3回の子育て講演会を行っているが、参加
人数も安定しており、着実に当園の子育て支援事業が地域に根付いて
いると感じる。
ほとんどの参加者が3歳未満児を持つ保護者であるが、保護者同士の
情報交換の場などにもなっており、子育て支援として多くの効果をあげ
ていると思われる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

610

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
むくどり第２保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：9人
子育て家庭の交流事業：61人

子育て広場事業では、むくどり第２保育園で行われているモンテッソ
リー教育を取り入れた活動を行い、地域の子育て中の家庭に貢献して
いる。

市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
用している。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

市からの補助金で安定して事業を実施することが出来ている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

611

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
松が枝保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：10人
子育て家庭の交流事業：338人

市からの補助制度が安定していることにより計画がしやすく、地域へ
の発信を積極的に行うことが出来た。核家族の子育て世代には安心し
て参加できる場であり喜ばれている。
また、専門性を活かし支援することにより母親の孤立を防ぐなどの地
域貢献ができた。

子育て広場事業実施のための資金として有効に活用している。また、
健康福祉局こども育成部
専任を配置することにより、地域の子育て家庭に情報が広まり、更なる
保育課
やりがいを持って活動ができている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

612

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
たけの子保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：66人
子育て家庭の交流事業：96人

掲示板には昨年の反省も踏まえ、四園合同の他園のポスターも貼り
近所の方及び遠方の方でも、情報やポスターなどを見て来園してもら
健康福祉局こども育成部
えた。たけの子保育園を知っていただくための行事も行うことが出来て 周知したため、いろいろと参加していただけたが、もっと大勢来園しても
保育課
らえるような呼びかけが必要と感じた。
よかったと思う。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

613

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
二本松保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：171人
子育て家庭の交流事業：1513人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

614

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
くぬぎ台保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：321人
子育て家庭の交流事業：99人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

615

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
千代田保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：110人
子育て家庭の交流事業：524人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

616

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
夜間保育所ドリーム
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：104人
子育て家庭の交流事業：214人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

617

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
エンゼル保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：57人
子育て家庭の交流事業：74人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

618

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
たけの子第２保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：66人
子育て家庭の交流事業：52人

独立しがちな地域の子育て中の方々の悩みやストレスが少しでも解消
子育て広場の内容や四園合同企画について、地域の方々にまずは周
健康福祉局こども育成部
できるよう、気軽に来園出来る環境を大切にしてきた中、保育士に相談
知してもらいたいと思い、工夫していくことで、興味を持ってもらい、ス
保育課
したり、同じように子育てしている方々と交流し、意見交換を行うことが
ムーズに参加してもらうことができた。
出来た。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

619

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
東橋本ひまわり保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：77人
子育て家庭の交流事業：445人

地域の方が参加する子育て広場は、育児の悩みや相談する中で、リ
フレッシュされ、またイベント等もとても喜ばれている。
市からの補助金により、地域の方により良い質の支援を行うことが出
来ていると感じる。

市からの補助金を子育て広場事業実施にあたり、イベント等の資金と 健康福祉局こども育成部
して有効に活用している。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

620

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
たけのうち保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：76人
子育て家庭の交流事業：1748人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

621

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
星の子保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：249人
子育て家庭の交流事業：265人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

622

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ひかり保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：86人
子育て家庭の交流事業：486人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

623

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ひよこ第２保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：343人
子育て家庭の交流事業：629人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

624

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
橋本りんご保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：175人
子育て家庭の交流事業：1885人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

625

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
マシュマロ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：45人
子育て家庭の交流事業：498人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

626

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
南大野太陽保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：113人
子育て家庭の交流事業：190人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

627

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
南橋本みたけ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：8人
子育て家庭の交流事業：25人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

628

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
むくどり風の丘保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：105人
子育て家庭の交流事業：319人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

629

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ののはな文京保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：124人
子育て家庭の交流事業：253人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

630

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ひよこ第３保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：73人
子育て家庭の交流事業：1411人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

631

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
古淵保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：102人
子育て家庭の交流事業：732人

来館者たちが自分の気持ちを話せる場を持てるよう、また親同士が一
緒に学んだり、交流する中で息抜きが出来る場になるよう心がけて活動
子育て広場開催時での様々な活動を実施するにあたって、最大限に
した。
また、親自身が地域の中で孤立せず、子育てする力を高められるよう 補助金を活用している。
に応援し、保育の専門的知識を交えながら助言していくことで地域の子
育て支援に貢献している。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

632

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
さいわい保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：40人
子育て家庭の交流事業：182人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

633

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て ナーサリースクール
広場事業
T&Y南台

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：32人
子育て家庭の交流事業：296人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

634

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
西橋本みたけ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：55人
子育て家庭の交流事業：242人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

635

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
レイモンド橋本保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：26人
子育て家庭の交流事業：4人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

636

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て 保育園東林間ジュニア
広場事業
クラブ

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：225人
子育て家庭の交流事業：727人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

637

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ひまわり第２保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：112人
子育て家庭の交流事業：329人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

638

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
大野村いつきの保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：26人
子育て家庭の交流事業：63人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、5年目の事業として地域の方々に浸透してきており、多くの地
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度によって安定して子
用している。
保育課
育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

639

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
保育園アリス
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：109人
子育て家庭の交流事業：190人

子育て広場事業は、準備段階だけでも経済的な負担が大きいが、市
子育て広場事業では、その保育園の専門性や園の特色を活かした事
からの補助金により備品等も整えていくことができ、子育て広場事業の
業を行なうことができ、多くの地域の方に参加していただき楽しみにして
ために有効に使うことができている。
健康福祉局こども育成部
もらえる内容のものがある。
現状として、大きな事業には多くの方が来援してくれるが、日々の事業 保育課
保育園の力だけではできないものであり、市からの補助金により事業
について実績が上げられないことがあり、今後も地道に続けていく必要
について職員の意識を高められ、その成果を挙げることが出来ている。
がある。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

640

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
こどもきらきら園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：34人
子育て家庭の交流事業：213人

子育て広場事業は、地域に住んでいる多くの子どもを持つ家庭にとっ
てなく毛はならないもの。少子化の現状を少しでも改善できるよう、子育
近隣の在宅の親子にとって、子育て広場が少ないこともあり、いろいろ
ての大変さを共有するための相談支援は、特に重要なものとして丁寧に
健康福祉局こども育成部
なイベントに多数の親子が参加している。その中で、子育ての悩みや大
取り組んでいる。
保育課
変さを聞く機会を通して、子育て支援に全力している。
相談することで、心の内を話す場として、気軽に声がかけられる環境
づくりのために、多種にわたるイベントや事業を行なっている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

641

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
RISSHO KID'S きらり
広場事業

参加人数
1,300 子育てに関する講座・研修：57人
子育て家庭の交流事業：512人

当園の子育て広場事業は、近隣地域とのコミュニティーを十分に生か
しながら、園及び保育者の持つ専門性を活かした事業を行なっている。
中でも、園に事由に足を運んでもらう｢ようこそ、きらりへ！｣や、代替園
庭（中央公園）を活用した地域の子育て家庭と園児が気軽に交流できた 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
り、子育ての悩みや相談に対応する｢お外に飛び出せ！ＩＮ中央公園｣に 用している。
は、多くの地域の子育て家庭の参加がある。
市からの補助制度によって安定して子育て広場事業が実施できるた
め、地域の子育て支援に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

642

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ＹＭＣＡオベリン保育園
広場事業

1,300

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性や法人が持つネット
ワークっ等のリソースを活かし事業を実施。市からの補助制度によって
市からの補助金を資金として、積極的に子育て広場事業実施を実施
安定して子育て広場事業が実施できるため、多くの地域の子育て家庭 することが出来た。又、補助金があることで担当職員を置き、継続かつ
の参加がある。又、事業実施の際には、子育てについて気軽に相談を 充実した内容の事業を進めることが出来、補助金の重要さを感じた。
受ける機会も多く、子育て支援において大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

参加人数
子育てに関する講座・研修：40人
子育て家庭の交流事業：242人

健康福祉局こども育成部
保育課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

643

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
若松保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：82人
子育て家庭の交流事業：31人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

644

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
げんきっず保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：65人
子育て家庭の交流事業：380人

子育て広場事業では、多くの地域の子育て家庭の参加があるため、
市からの補助金を講師料や材料費など子育て広場事業実施のための 健康福祉局こども育成部
保育施設の持つ専門性や地域性を生かした事業を行なっている。
保育課
市からの補助制度により、安定して子育て広場事業を行うことが出来 資金として有効に活用している。
るため、地域の子育て支援に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

645

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ふじSunSun保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：30人
子育て家庭の交流事業：201人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

646

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
みんなのとっぽ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：62人
子育て家庭の交流事業：154人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

647

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
第二ふたば園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：71人
子育て家庭の交流事業：403人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

648

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
小さき花保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：40人
子育て家庭の交流事業：115人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

649

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
相生保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：49人
子育て家庭の交流事業：79人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

650

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
あさみどり保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：126人
子育て家庭の交流事業：337人

開園３年目となり、子育て広場事業が地域にかなり浸透してきた。
３年間さまざまなイベントを行った結果、周辺地域の子育て世帯の需
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
要がつかめてきた。
用している。昨年度に比べ、周辺地域の参加人数が増加している。
保育課
子育て広場の補助金制度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

651

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
星の子第３保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：249人
子育て家庭の交流事業：280人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

652

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て ナーサリースクールＴ＆
広場事業
Ｙこもれびの森

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：43人
子育て家庭の交流事業：442人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

653

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
あおいそら保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：108人
子育て家庭の交流事業：46人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

654

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
げんきっず第２保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：31人
子育て家庭の交流事業：161人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

655

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ふちのべ美邦保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：41人
子育て家庭の交流事業：508人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
保育課
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

656

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
アスク橋本保育園
広場事業

参加人数
子育てに関する講座・研修：1人
子育て家庭の交流事業：26人

アスク橋本保育園では、園の資源を最大限に活用し、地域の子育て家
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
庭の支援を行っている。平成28年度は市の補助制度により、様々な取
用している。
保育課
組を行い、地域の子育て支援に貢献した。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。
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平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
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補助事業者
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事業実績
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自己評価

所管課
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事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

657

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
エンゼルハウス保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：72人
子育て家庭の交流事業：71人

子育て広場事業では、入園時だけでなく地域の子育て家庭向けに親
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として大いに有 健康福祉局こども育成部
子で楽しめる催しを開催した。年々参加者も増え地域の子育て家庭が
効活用することが出来ている。
保育課
継続的に利用していろことから子育て支援に大きな成果を挙げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

658

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て コンビプラザ橋本保育
広場事業
園

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：14人
子育て家庭の交流事業：38人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

659

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
マミー保育園相模大野
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：23人
子育て家庭の交流事業：169人

子育て広場は主に乳児の子育てをしている家庭が多く、育休中の母
親や父親の参加も多くみられた。同じ月齢の子どもを持つ保護者同士
市からの補助金を事業実施のための備品購入や資料の印刷代、また 健康福祉局こども育成部
が意見交換や情報交換を行える機会となっている。
遠方からの講師への謝礼として有効に活用させていただいている。
保育課
また、誕生会や園内行事への参加も多く、実際の保育の様子も見てい
ただくことで保育園への理解を深めていただいている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

660

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
ゆめいろ保育園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：46人
子育て家庭の交流事業：40人

市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活
子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
用している。
健康福祉局こども育成部
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に
28年度は子育て支援の一環としてペレンティングセミナーに力を入れ
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援
始めた。参加者アンケートでは好評であったので、広報活動を推し進め
に大きな効果をあげている。
ていきたい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

661

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て まあむキッズ相模大野
広場事業
北口

434

参加人数
子育てに関する講座・研修：27人
子育て家庭の交流事業：156人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

662

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
小町通みたけ保育園
広場事業

542

参加人数
子育てに関する講座・研修：11人
子育て家庭の交流事業：11人

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性を活かした事業が行わ
れており、多くの地域の子育て家庭の参加がある。市からの補助制度に 市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
保育課
よって安定して子育て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援 用している。
に大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

663

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
どんぐり保育園
広場事業

867

参加人数
子育てに関する講座・研修：7人
子育て家庭の交流事業：11人

同じ敷地内に保育園を構えながら、認可移行前は地域の子育て家庭
子育て広場事業1年目としては、宣伝方法やイベント等の内容など、分
との交流がほとんどできていなかった中、園前の掲示板でイベント等を
健康福祉局こども育成部
からないことが多かったが、資金を利用して次年度につながる経験をす
宣伝し参加を促した。人数は少ないながら参加者があった。
保育課
地域の保育園との合同の育児講座イベントでは参加が多く、子育て広 ることができた。
場事業の実施ができていた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

664

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て レイモンド西橋本保育
広場事業
園

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：212人
子育て家庭の交流事業：18人

子育て広場が実施できるため、子育て中の家庭と園をつなぐことで保
育園をよりよく知っていただき、よりよい子育て支援ができている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

665

相模原市子育て広場事業補助金

ぽっかぽっかナーサ
相模原市子育て
リー・インターナショナ
広場事業
ル園

867

参加人数
子育てに関する講座・研修：59人
子育て家庭の交流事業：75人

今年はどの年齢の子どもも楽しめるよう読み聞かせを中心とした子育
て広場事業を展開した。新設園ということで地域の様々な方が興味を
今年は初めての子育て広場事業だったが、絵本や紙芝居を通して、地
持って参加してくださった。
域を通して地域の子どもとの交流が持て有意義に活用できた。
健康福祉局こども育成部
市からの補助金制度によって、書籍も十分に用意でき、安定して子育
今年度参加された子どもの年齢を考慮して来年度はさらにあった子育 保育課
て広場事業が実施できるため、地域の子育て支援に大きな効果をあげ て広場を展開していきたい。
ている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

666

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
認定こども園モモ
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：116人
子育て家庭の交流事業：194人

子育て広場事業では、こども園の施設が持つ、保育と教育の機能を併
せ持つ専門性を生かした事業が行われており、多くの地域の子育て家
庭の参加がある。市方の補助制度によって安定した子育て事業の実践
市からの補助金を子育て広場事業実施のための資金として有効に活 健康福祉局こども育成部
ができるため、継続していることで地域の子育て支援に大きな成果を挙
用している。
保育課
げている。
地域の参加者の情報を聞いて広場を利用する人も増えたり、同じ講座
を開催することで地域の中での事業が定着してきている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

667

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
誠心こども園
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：26人
子育て家庭の交流事業：280人

市からの補助を受けることにより必要な財源を確保し、予定通りに事
業を実施することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

668

相模原市子育て広場事業補助金

相模原市子育て
認定こども園ピノ
広場事業

1,300

参加人数
子育てに関する講座・研修：36人
子育て家庭の交流事業：140人

市からの補助制度により、安定して子育て広場事業を実施でき、地域
の子育て世代が交流する場づくりを充実させることができるとともに、保 市からの補助金を、子育て広場事業実施のための資金として有効に
育施設として子育てに関する専門知識を提供し、地域の子育て支援に 活用し、地域の子育て支援に貢献している。
効果をあげている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市の民間認可保育所及び認定こども園（幼保連携型）では、平
成28年度は84園中79園で子育て広場事業を実施している。保育施設の
有する専門的知識・技術等を地域住民のために活用し実施する事業
は、地域子育て支援に大きく貢献している。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、新たな人材確保の制度が整い、保育人材の
確保が図られ、保育の質の向上につなげることができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を
補充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成
金を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を
図り、待機児童の削減につなげることができた。

669

相模原市保育士修学資金貸付等
事業費補助金

保育士修学資金 社会福祉法人 神奈川
貸付等事業
県社会福祉協議会

○補助額内訳
保育士修学資金貸付事業補助金：24,711,000円
保育補助雇上支援事業費補助金：99,189,000円
未就学児をもつ保育士復帰支援補助金：5,407,000円
潜在保育士の再就職支援事業補助金：6,239,000円
135,546 ○平成28年度実績
保育士修学資金貸付事業補助金（貸付事務費含む）：5,469,000円
修学費：5件 就職準備金：4件

市からの補助金を有効に活用して、子育て支援が実施できた。

地域の子育て家庭との交流を図ることができた。

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、新たな保育士の人材
保育士の人材不足は社会的な問題であり、本事業により保育人材を増
健康福祉局こども育成部
確保について制度が整い、人材不足に悩む保育所等への就職をより一
やすことで、保育の質の向上の一助となっている。
保育課
層促し、保育の質の向上が図られる。

042‑769‑9812

残額130,076,385円については、相模原市保育士修学資金貸付等事業
実施要綱第18条第2項の規定により、翌年度に繰り越すもの。

670

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
桑の実保育園
育室の運営

21,309

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

671

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 保育園ＭＫちゃいるど
育室の運営
本園

16,095

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を
補充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成
金を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を
図り、待機児童の削減につなげることができた。

672

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
すみれ乳児園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
19,045 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

673

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
あじさい保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
9,728 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

674

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
平和保育園
育室の運営

43,970

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

675

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
コスモス保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
13,537 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

676

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
エポック保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
37,523 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

677

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
ぐらんでぃーる
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
21,371 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

678

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
あいあい保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
6,745 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

679

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
アンデルセン東林間園
育室の運営

23,798

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減.。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

680

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
淵野辺わんぱく園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
27,517 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

681

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
保育園ちびっこはうす
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
17,875 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

682

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 未来保育園相模大野
育室の運営
駅前

16,644

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

683

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 ＮＰＯ法人篠原の里 の
育室の運営
びるっ子

14,549

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減.。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

684

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
むつみ保育園
育室の運営

5,734

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減.。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

685

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
わくわく保育室
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
18,250 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

686

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
バンビーニ保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
15,741 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

687

相模原市認定保育室助成金

（株）ぽっかぽっかナー
相模原市認定保 サリー
育室の運営
（ぽっかぽっか保育園
相模原園）

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
13,615 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

688

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
すずらん保育園
育室の運営

18,217

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

689

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 保育園マミーキッズ淵
育室の運営
野辺駅前園

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
16,630 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

690

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
保育所ちゃいるど
育室の運営

15,933

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

691

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
高根保育園
育室の運営

19,644

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

692

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
西橋本保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
18,399 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

693

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
すくすく橋本園
育室の運営

11,809

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、特別な支援が必要な児童の処遇向上。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

694

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 保育園ＭＫちゃいるど
育室の運営
橋本園

14,267

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

695

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 保育所まあむ相模大野
育室の運営
園

10,749

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

696

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 キッズルームすこやか
育室の運営
相模大野駅前園

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
13,058 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を
補充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成
金を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を
図り、待機児童の削減につなげることができた。

697

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
橋本駅前保育園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
20,929 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を
補充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成
金を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を
図り、待機児童の削減につなげることができた。

698

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
ちびっこはうす２
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
9,185 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

699

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 保育園マミーキッズ橋
育室の運営
本園

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
10,330 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

700

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
SKY保育園
育室の運営

8,626

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

701

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 清新館総合学園 めば
育室の運営
え保育室

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
5,210 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

702

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
きっずるーむふぇありー
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
12,285 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

703

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
ぐらんでぃーる若葉園
育室の運営

7,292

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた保育等を実施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

704

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
サンガこども園
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
7,691 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

705

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 ナーサリースクールちゅ
育室の運営
うりっぷ

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
11,052 等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた延長保育等を実
施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

706

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
なないろキッズルーム
育室の運営

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減、その他、保護者の就労形態に応じた保育等を実施。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
な保育を提供することができた。
た。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

8,105

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

707

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 キッズスクール相模大
育室の運営
野

708

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保
たんぽぽ保育園
育室の運営

709

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 市外認定 わかば乳幼
育室の運営
児園

710

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 市外認定 麦っ子畑保
育室の運営
育園

711

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 キッズスクール相模大
育室の設備修繕 野

712

相模原市認定保育室助成金

相模原市認定保 ぽっかぽっか保育園
育室の設備修繕 相模原園

713

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

のびのびクラブ

714

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ひまわりくらぶ

715

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

716

コミュニティ保育促進事業補助金

717

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

19,019

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

2,409

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経済
的負担の軽減。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の軽減等を行うことにより、 助成金を活用して、保育環境の向上を図るとともに、認可保育所に入所
健康福祉局こども育成部
経営の安定化や入所促進を図り、保育を必要とする児童に対し、適切 でいない児童の受入を行い、待機児童の削減にも寄与することができ
保育課
た。
な保育を提供することができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

育所入所申請者が年々増加する中で、認定保育室は、認可保育所を補
充する施設として重要な役割を担っており、認定保育室に対して助成金
を交付することにより、保育環境の改善や経営の安定、入所促進を図
り、待機児童の削減につなげることができた。

513 児童処遇助成費による相模原市の入所促進、保育環境の充実。

相模原市の児童が保育施設に入所した場合においても、児童処遇助成 相模原市の児童に対しても、市内居住者と同様に適切な保育を提供す 健康福祉局こども育成部
費の交付を受けることにより、入所を促進することができた。
ることができた。
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市に居住する児童が、市外の保育施設に入所した場合においても、
児童処遇助成金を交付することにより、入所を促進し、適切な保育を提
供することができた。

2,335 児童処遇助成費による相模原市の入所促進、保育環境の充実。

相模原市の児童が保育施設に入所した場合においても、児童処遇助成 相模原市の児童に対しても、市内居住者と同様に適切な保育を提供す 健康福祉局こども育成部
費の交付を受けることにより、入所を促進することができた。
ることができた。
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市に居住する児童が、市外の保育施設に入所した場合においても、
児童処遇助成金を交付することにより、入所を促進し、適切な保育を提
供することができた。

35

設備修繕費で、壁紙の張り替え修繕工事を行い、園外の保育の安全を 助成金により保育環境の改善ができて、保育士や保護者の危険等の軽
助成金を活用して、保育環境の向上を図ることができた。
確保した。
減を行うこと

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育環境の改善をはかり、入所促進を図り、待機児童の削減につなげ
ることができた。

134

設備修繕費で、壁紙の張り替え修繕工事を行い、園外の保育の安全を 助成金により保育環境の改善ができて、保育士や保護者の危険等の軽
助成金を活用して、保育環境の向上を図ることができた。
確保した。
減を行うこと

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育環境の改善をはかり、入所促進を図り、待機児童の削減につなげ
ることができた。

124 活動日数 ：46日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

114 活動日数 ：42日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

らっこの会

93 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

コミュニティ保育
促進事業

コミュニティ保育 つくし
んぼ

69 活動日数 ：47日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

コアラ会

96 活動日数 ：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

718

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

モンキーズ

81 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

719

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

どろんこの会

112 活動日数 ：58日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

720

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ひよこの会

86 活動日数 ：40日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

721

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

リトルキッズ

64 活動日数 ：43日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

722

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

橋本パンダの会

112 活動日数 ：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

723

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

橋本会

66 活動日数 ：42日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

131 活動日数 ：42日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

タムタム

78 活動日数 ：43日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

コミュニティ保育
促進事業

たんぽぽの会

64 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ポップコーン

107 活動日数 ：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

728

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

なかよしクラブ

69 活動日数 ：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

729

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

育児サークルみるく

88 活動日数 ：43日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

730

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

りとる・ぱわぁ〜

105 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

731

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

かぜっこクラブ

76 活動日数 ：71日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

732

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

おひさまくらぶ

83 活動日数 ：49日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

733

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

すぎのこ会

55 活動日数 ：40日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

734

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

スマイルくらぶ

86 活動日数 ：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

735

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ポップコーン

146 活動日数 ：57日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

736

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

トトロの会

83 活動日数 ：40日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

737

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ぴょんキッズ

74 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

738

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ピーターパンキッズ

86 活動日数 ：45日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

739

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

ちびっこクラブ

74 活動日数 ：93日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
健康福祉局こども育成部
有効に活用している。
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
保育課
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

724

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

コミュニティ保育 わん
ぱくクラブ

725

コミュニティ保育促進事業補助金

コミュニティ保育
促進事業

726

コミュニティ保育促進事業補助金

727

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

740

補助金等の名称

コミュニティ保育促進事業補助金

補助対象事業
の名称

コミュニティ保育
促進事業

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

青空外あそびの会 も
りのこ

補助金額
（千円）

事業実績

184 活動日数 ：56日

○保育技術の向上のための研修会の開催
・H28.6.10 テーマ：脳科学から見た読み聞かせ
・H28.9.9 テーマ：保育施設におけるリスクコミュニケーション
・H28.11.4 テーマ：動物科学から見た子どもの発達
・H29.1.20 テーマ：保育園における児童虐待予防について
741

相模原市保育連絡協議会補助金

相模原市保育連 相模原市保育連絡協
絡協議会
議会

1,000

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

コミュニティ保育グループには多くの地域の親子が参加しており、交流し
市からの補助金をコミュニティ保育グループの活動のための資金として
健康福祉局こども育成部
ながら保育を行うことを通して、育児知識や技術を高めている。また、家
有効に活用している。
保育課
庭で乳幼児の養育をしている保護者の育児不安や孤立感などの解消
手段の一つとして、大きな効果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内には平成２８年度では２８のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子がグループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消に大きく貢献している。

研修については延べ800人を越える参加者を得たほか、研究発表につ
いては全国保育大会へ参加できており、十分な成果があったものと考え
健康福祉局こども育成部
活動により、相模原市における保育の質の向上、保育に従事する職員
る。
保育課
の資質向上及び保育士確保を図ることが出来た。
就職相談会については、より多くの学生の参加が得られるよう、養成
校への案内をはじめとする周知活動を強化する必要がある。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育士不足の解消や保育の質の向上など、保育現場が抱える様々な
課題の解決に向けた活動が実施され、本市保育行政の推進に大きく寄
与していることが認められるためめ。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業実績については、当初の予定どおり円滑な運営を行ったた
め。
事業成果については、昨年度実績を大きく上回っていること
や、多種の研修を実施しており、本市保育士の質の向上に大きく
寄与されている。

年２回の児童の健康診断や、調理・調乳担当職員の毎月の保菌検査の
健康福祉局こども育成部
助成金により、入所児童の健康診断受診料負担軽減を図るとともに、児
実施、賠償責任保険の加入により、児童の健康や安全・衛生面におい
保育課
童の安全・衛生面における適切な保育環境を確保することができた。
て適切な保育が行えた。

0422‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

認可外保育施設に入所している児童に、健康や安全・衛生面での適切
な保育水準を確保するための処遇向上が図れた。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

○保育に関わる調査及び研究発表
・市研究発表大会の開催
・関東ブロック保育研究大会及び全国保育研究大会への参加

自己評価

所管課

左のように評価した理由

○保育士確保のための相談会、説明会の開催
・H28.7.23 場所：小田急ホテルセンチュリー相模大野
・H28.8.27 場所：ソレイユさがみセミナールーム

研修事業費 765,000円 人件費 913,000円
20,000円 維持管理費 134,000円

運営委員会等経費

神奈川県内の現役保育士を対象に1日4時間。83日にわたる研修を
実施した。延申込者数は平成27年度の10,862名に対して、11,058
名で196名の増。実際の出席者数は、平成27年度9,221名に対し
9,497名で276名の増であった。相模原市からは公立60名、私立695
名合計755名の参加。内容としては、担当年齢別、キャリア別、特
別セミナー実技研修など27種類の研修を実施し神奈川県内の保育
士のために貢献している。

定員に対する平均出席率134％となっているが、人気の高い講座
（主任、乳児、子育て支援）などは、申込者が毎年定員を大きく
上回り、お断りすることが多い。これを解消するために平成29年 健康福祉局こども育成部
度からは2倍の受け入れができるようにした。さらに29年度は、当 保育課
保育センターの研修の一部がキャリアアップ研修に指定されるな
ど。さらなる貢献を目指している。

742

保育センター運営費補助金

保育センター事
学校法人白峰学園
業

743

相模原市届出保育施設助成金

相模原市届出保 合同会社 よつば
育施設助成金
保育室 おひさま

744

相模原市保育士
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援 RISSHO KID Sきらり
業補助金
事業

890

本補助金を受けることにより、以下の効果を得ることができた。
①通勤距離に制約されることなく安定的な勤務を行えた。
保育士の新規採用を安定的に確保でき、本補助金は必要不可欠なもの 健康福祉局こども育成部
平成28年度採用の新規採用者２名に対し、宿舎借り上げ支援を実施す
②生活費の支出を抑えることができ、生活が安定し安心して就労するこ
であると考える。
保育課
ることができた。
とができた。
③継続雇用ができている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

745

相模原市保育士
コンビプラザ橋本保育
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援
園
業補助金
事業

新卒採用職員に宿舎借り上げ制度を使用したことで通勤の負担が減
新卒採用職員に宿舎借り上げ制度を使用したことで通勤の負担が減
新卒採用職員の通勤負担が減ることで、通勤時間のかかる職員採用が り、シフトに入りやすくなった。通勤時間が短縮したことで日中の保育業 健康福祉局こども育成部
150 り、シフトに入りやすくなった。通勤時間が短縮したことで日中の保育業
務へ集中でき、仕事効率が上がったと感じる。可能であれば、新卒以外 保育課
スムーズになったと思える。
務へ集中でき、仕事効率が上がったと感じる。
の職員採用にも活用できるようになるとさらに採用枠が広がると感じる。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

746

相模原市保育士
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援 ひまわり第２保育園
業補助金
事業

198 本補助金を活用し、新採用保育士１名を採用することができた。

保育士の確保・離職防止に大いに貢献した。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

747

相模原市保育士
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援 ふちのべ美邦保育園
業補助金
事業

648 市の補助金を活用し、宿舎を借り上げ、保育士を確保した。

宿舎を借上げることにより、保育士の費用負担が軽減され、保育士の確 この制度により、継続的に保育士の費用負担の軽減を図り、保育士の
保につながった。
離職防止につながった。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

748

相模原市保育士
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援 南橋本みたけ保育園
業補助金
事業

576 本補助金を活用し、従業員１名を確保した。

本補助金により、保育従事職員の確保、定着及び離職防止を図り、安
定した保育所等の運営に資することができた。

保育士の確保・離職防止のためには、本補助金は必要不可欠なもので 健康福祉局こども育成部
あると考える。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

749

相模原市保育士
相模原市保育士宿舎借上げ支援事
宿舎借上げ支援 立正保育園
業補助金
事業

216 保育士１名の宿舎借り上げにかかる費用負担の軽減を図った。

保育士の確保や離職防止につながるため、社会貢献度は高い。

新卒のみでなく、対応する旧職員にも補助が支給されるとよいと思いま 健康福祉局こども育成部
す。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の活用により、保育士の確保や離職防止など、喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けて一定の成果が得られたものの判断したた
め。

750

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 すすきの保育園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ25台、録画装置

室内の様子を継続的に撮影・録画・記録するため、事故発生時の原因
究明や事故防止の研究に有効な手段として活用できる。

国庫補助事業であることが、カメラの設置が事故防止につながる有効な 健康福祉局こども育成部
手段であることを示している。このため保護者の理解が得られやすい。 保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

751

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 相模保育園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

屋上及びプール遊び時に目が行き届かないという点から安全面に懸念
カメラ設置により事故を未然に防ぐことができている。また、職員及び事 健康福祉局こども育成部
があったが、設置により事務所でも安全確認ができるようになり事故防
務所内でも周知し、チェックリストにより確認することができている。
保育課
止に活用できている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

752

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 星ヶ丘二葉園
進事業

保育業務の情報の一元化やデータ連携による業務効率化がはかられ
今回、市からの支援やＩＣＴ市場が進み容易にシステム選択が可能とな 大きな成果が期待できる。
操作と機能の高いシステムを選択しており、今後、セキュリティ強化や改 健康福祉局こども育成部
り、システム導入に至った。
園児登降園管理、園児記録、保育支援、保護者連携、掲示板やライブ 良・改善等を行いながら、運用に適したシステム構築を進める。
保育課
ラリー等の業務支援を各クラスで使用が可能。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

1,832

30

1,000

入所児童の健康診断受診料の負担軽減、調理・調乳担当職員等の保
菌検査の実施、賠償責任保険への加入。

条件がぴたりと合う保育士であれば、確保や離職防止に役立つと思う。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

保育における事務負担の軽減と効率を高めることができ、子どもに接す 事務負担の軽減は心身ともに職員の安定につながる。また、より多くの
健康福祉局こども育成部
保育業務の効率化を図るために園児台帳管理、保育計画等のシステム
る時間が増え、園児の生活の安定と職員の質を高めるための時間を確 時間を子どもたちと共有でき、職員の連絡事項が瞬時に共有できるな
保育課
を導入し、職員の事務負担の軽減と、保育の質の向上を推進した。
ど、補助金でシステムが導入できたことは大変有意義であった。
保することができた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

753

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 相武台新日本保育園
進事業

754

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 むくどり保育園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台

カメラでの遠隔監視により担当以外の監視の目を増やし、危険な状況を
本補助金の活用により速やかに事故防止カメラを設置できたため、より 健康福祉局こども育成部
発見する機会を多くすることで、事故防止につなげることができる。ま
保育課
た、録画機能の活用により、過去の状況を繰り返し勝つ詳細に確認でき 安全に配慮した保育環境の整備を進めることが出来た。
るため、その後の事故防止に役立つ。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

755

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 横山台保育園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台

屋上のプールが目が届きづらく死角になりやすいため、カメラを設置し
たことによりなにが行われているか可視化され、安全面においてもプラ
スの効果を与えることが出来ている。

補助金が一部助成されることにより安全意識の芽生えや再認識、また
設置にあたり理事会や職員などに設置の意図を説明する際にも役立っ 健康福祉局こども育成部
た。また、高額になりがちな費用に対して補助金が助成されることにより 保育課
設置の動機につながった。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

756

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 松が枝保育園
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
健康記録業務
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台（録画機能あり）

・保育システムについて
保育士の書類作成に関わる事務作業が軽減される。ネットワークを組 時間、書類ともに軽減され保育の準備が今まで以上に手厚くできるよ
健康福祉局こども育成部
うになる。
むことにより同時進行ができる。
保育士が何かあった時の精神的負担の軽減、また、保護者には、後 保育課
・事故防止カメラについて
保育室が映し出されていることにより、環境設定が見え、録画機能が から振り返ることができるという安心感を与えた。
あることにより何かあったときの振り返りができる。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

757

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 二本松保育園
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳作成、個別記録作成、
成長記録作成
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台増設

保育システムの導入により、個々の子どもの成長をグラフ等で確認で
子どもたちの成長と安全に寄与する投資である。補助金を受けることに 健康福祉局こども育成部
きるので適切な対処が可能になった。
保育課
プール置き場にビデオカメラを増設し、死角がなくなった。安全にプー より導入することができた。
ル指導が行えるようになった。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

758

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 東橋本ひまわり保育園
進事業

1,000

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画、保育日誌、園児台帳、成長記録、身体測定

事務仕事の時間短縮、軽減

759

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 ひかり保育園
進事業

760

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 橋本りんご保育園
進事業

761

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

762

1,000

入力による負担を感じる職員もいるが、長い目で見て、事務軽減にな
る。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

管理運用ガイドラインを遵守し、適正な運用に努める。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

プールの監視員を設けてはいるが、監視カメラを付けることでより事故
防止を図れるようになった。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

相模原市保育所
等業務効率化推 南大野太陽保育園
進事業

保育業務における事務内容に関わる作業の効率化を図るために園児 保育における事務負担の軽減と効率を高めることができ、子どもに接す 事務負担の軽減は心身ともに職員の安定につながる。また、より多くの
健康福祉局こども育成部
1,000 台帳管理、保育計画等のシステムを導入し、職員の事務負担の軽減と る時間が増え、園児の生活の安定と職員の質を高めるための時間を確 時間を子どもたちと共有でき、職員の連絡事項が瞬時に共有できるな
保育課
ど、補助金でシステムが導入できたことは大変有意義であった。
保することができた。
保育の質の向上を推進した。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 南橋本みたけ保育園
進事業

1,100

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

763

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 古淵保育園
進事業

764

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
ナーサリースクールＴ＆
等業務効率化推
Ｙ南台
進事業

765

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 西橋本みたけ保育園
進事業

766

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 レイモンド橋本保育園
進事業

767

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 ひまわり第２保育園
進事業

768

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 ＹＭＣAオベリン保育園
進事業

769

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 げんきっず保育園
進事業

770

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 みんなのとっぽ保育園
進事業

771

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 第二ふたば園
進事業

99 本補助金により保育室に事故防止カメラ及び録画システムを導入した。 事故防止・事故後の検証について活用できる。

100 プール監視用ビデオカメラの設置

補助金によってなかなかできないビデオカメラの増設ができた。

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
延長保育料等管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

保育士の書類作成業務など保育以外の部分での負担軽減が図られ、
勤務環境の改善につなげることができる。
また、ビデオカメラの設置により事前の事故防止策や事故後の検証が
可能となり、子どもの安全・安心な保育を実施することができる。

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

重大事故が発生しやすいプールにビデオカメラを設置したことで重大事 子どもの特性を十分に理解した上で、重大事故が発生しやすいプール
故も未然防止を図ることができる。録画機能があり、万一事故が発生し にビデオカメラを設置したことで、怪我・事故の発生防止の取り組みが
た場合の検証にもなる。
強化できる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
集金業務
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

保育システムの導入により、保育士の業務負担が軽減され、保育に専
念できるため、保育の質があがる。
有効に活用できた。
また、事故防止カメラの導入により、事故防止や事故の検証ができ
る。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
延長保育料等管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台、録画装置

保育士の書類作成業務など保育以外の部分での負担軽減が図られ、
勤務環境の改善につなげることができる。
また、ビデオカメラの設置により事前の事故防止策や事故後の検証が
可能となり、子どもの安全・安心な保育を実施することができる。

保育支援システムの導入により、保育士の業務負担を軽減するとともに
職員間の情報共有や連携を強化することができた。また、ビデオカメラ 健康福祉局こども育成部
の設置により、職員同士で事故予防の意識が高まり保育の質の向上が 保育課
図られた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台、録画装置

死角となりやすい場所での玩具の誤飲や、午睡時の見守りなど事故防 部屋の死角部分を減らす等のコーナー設定をすることで事故防止となっ 健康福祉局こども育成部
止につながっている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画、保育日誌、園児台帳、成長記録等の各種記録管理、登降
1,100 園管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台

保育システムの導入についてはＰＣの苦手な保育士から多少の反発
保育システムの導入により、保育士の事務の負担が減る。
はあったが少しづつ慣れてくることで事務処理の時間が多少軽減され
健康福祉局こども育成部
事故防止カメラの導入により、事務所から乳児の保育を見守ることがで た、
保育課
きる。
事故防止カメラの導入により、乳児穂区の状況を把握することができ、
人数配置にもとても役立っている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

保育システムの導入（搭載機能）
保育年間・月指導計画、保育記録、成長記録、園児台帳管理、
登降園管理

保育に必要な園児情報や指導計画など保育者同士が共有しやすく、指 補助金を活用することで環境整備することが可能となった。今後はこのＩ
健康福祉局こども育成部
導計画作成や成長記録作成などデータ管理できることから、業務の効 ＣＴ環境を活用し、より効率的に、かつ効果的に業務が進められるよう、
保育課
率化が図られることが期待できる。
業務見直しも進めていきたい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園管理、
健康管理

指導計画等は、ねらいが反映され、しっかりと流れのある計画を短時間
園児台帳から連動され各書類の作成ができるため、事務作業の削減が
健康福祉局こども育成部
で作ることが可能になった。また、各クラスにＰＣを設置することができ、
図られ、ケース会議や子どもと向き合う時間が増えると思われる。
保育課
保育士の業務と時間の削減に補助金を有効に活用することができた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ３台、録画装置

事故が起きたときの全体の様子が分かるようになり、確実に成果は上
がっている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

保育業務の情報の一元化やデータ連携による業務効率化がはかられ
今回、市からの支援やＩＣＴ市場が進み容易にシステム選択が可能とな 大きな成果が期待できる。
操作と機能の高いシステムを選択しており、今後、セキュリティ強化や改 健康福祉局こども育成部
り、システム導入に至った。
園児登降園管理、園児記録、保育支援、保護者連携、掲示板やライブ 良・改善等を行いながら、運用に適したシステム構築を進める。
保育課
ラリー等の業務支援を各クラスで使用が可能。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

100

100

990

1,000

100

1,000

保育支援システムの導入により、保育士の業務負担を軽減するとともに
職員間の情報共有や連携を強化することができた。また、ビデオカメラ 健康福祉局こども育成部
の設置により、職員同士で事故予防の意識が高まり保育の質の向上が 保育課
図られた。

補助金を有効に使わせていただいたが、機器が高価で園としても負担
は大きかった。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

屋上に事故防止カメラを設置できたことで、屋上に設置してある遊戯や 補助金により負担が半分近くに減ったことで購入に踏み切れた。今まで 健康福祉局こども育成部
プールで遊ぶときに、監視の目が増えるようになり、安全性が増した。 より高い安全性の中で保育できている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

772

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 あさみどり保育園
進事業

773

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
ナーサリースクールT&Y
等業務効率化推
こもれびの森
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
集金業務
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

保育システムの導入により、保育士の業務負担が軽減され、保育に専
念できるため、保育の質があがる。
有効に活用できた。
また、事故防止カメラの導入により、事故防止や事故の検証ができ
る。

774

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 あおいそら保育園
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、園児台帳管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台

業務の効率化、保育士の業務負担の軽減。

保育システムおよびビデオカメラを新しく設置することができ、有効に活 健康福祉局こども育成部
用することができた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

775

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
きゃんばす東林間保育
等業務効率化推
園
進事業

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理

保育士が日々行う計画作成や記録等業務の効率化に加えて、多様化
する業務負担の軽減を図ることにつながる。

ＰＣになれていない保育士でも分かりやすい操作画面で、ストレスなく活 健康福祉局こども育成部
用することが可能で、業務負担の軽減につながった。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

776

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 げんきっず第２保育園
進事業

1,000

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園管理、
健康管理

指導計画等は、ねらいが反映され、しっかりと流れのある計画を短時間
健康福祉局こども育成部
園児台帳から連動され各書類の作成ができるため、事務作業の削減が
で作ることが可能になった。また、各クラスにＰＣを設置することができ、
保育課
図られ、ケース会議や子どもと向き合う時間が増えると思われる。
保育士の業務と時間の削減に補助金を有効に活用することができた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

777

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 アスク橋本保育園
進事業

1,000

保育システムの導入
児童名簿を軸とした指導計画、保育日誌の作成、登降園管理

事務作業の効率化および一元化

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

778

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 エンゼルハウス保育園
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、シフト作成、園児台帳管理、園児登降園管理、
職員出退勤管理、メール機能 等

職員の業務軽減・効率化、指導計画のデータ管理、緊急時連絡機能の
補助金を活用することにより、実効性のあるシステム化をはかれた。
強化

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

779

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 ゆめいろ保育園
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理
集金業務
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台

保育システムの導入により、指導計画・保育日誌作成に係る時間を短
今回の補助事業を通じ、保育士の事務労力の削減および事故防止につ
健康福祉局こども育成部
縮できる。また、保育士同士の情報共有がさらにスムーズとなる。
ながると思う。ひいてはよりよい保育の実施に注力できるようになると確
保育課
事故防止カメラを増設することにより、事故が起こった時の状況把握、
信している。
普段の保育の確認等を行うことで、事故防止につなげることができる。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

780

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
まあむキッズ相模大野
等業務効率化推
北口
進事業

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、職員出退勤管理、園児台帳管理、シフト作成、
メール連絡機能、園児登降園管理

職員の業務軽減・効率化、指導計画のデータ管理、緊急時連絡機能の
補助金を活用することにより、実効性のあるシステム化をはかれた。
強化

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

781

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 小町通みたけ保育園
進事業

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
延長保育料等管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台、録画装置

保育士の書類作成業務など保育以外の部分での負担軽減が図られ、
勤務環境の改善につなげることができる。
また、ビデオカメラの設置により事前の事故防止策や事故後の検証が
可能となり、子どもの安全・安心な保育を実施することができる。

保育支援システムの導入により、保育士の業務負担を軽減するとともに
職員間の情報共有や連携を強化することができた。また、ビデオカメラ 健康福祉局こども育成部
の設置により、職員同士で事故予防の意識が高まり保育の質の向上が 保育課
図られた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

782

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 どんぐり保育園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

事故原因の追究の参考、保育士の保育意識の向上。

保育室へのビデオカメラの設置を検討していたので、補助金を活用して 健康福祉局こども育成部
購入することができた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

783

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
レイモンド西橋本保育
等業務効率化推
園
進事業

100

事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

１階園庭にビデオカメラを設置することで、園庭の様子を見ることができ
補助金が出たおかげで延滞の安全確認が取れるようになった。
事故防止につながる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、ビデオカメラを設置することで、保育現場を効率よく
監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取組みを促すことが
出来たと判断したため。

784

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推
進事業

1,100

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理、
食育に関する記録の管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ１台、録画装置

保育システムは操作方法を覚えなければならず時間がかかるスタッフ
保育システムの導入
もいたが、保育指針を目にすることができ保育の質の向上につながって
保育士の事務処理軽減、保育所保育指針に基づいた質の高い保育
いる。操作方法は慣れることで保育士の事務時間の削減につながると 健康福祉局こども育成部
の提供
期待している。
保育課
事故防止カメラの設置
事故防止カメラは現場スタッフ・事務所スタッフの二重で見守ることが
昼寝部屋と事務所の二重で見守ることで事故防止の向上
でき、事故防止に非常に役立っていると思われる。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

785

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
認定こども園相模女子
等業務効率化推
大学幼稚部
進事業

1,000

園児情報等のクラウド管理
園児台帳管理、請求管理、保育計画・保育日誌の作成、請求管理、
登降園管理、保護者へのお知らせ その他

園児台帳をデータベースとして用い、指導案や保育日誌、指導要録、児
園児情報などの個人情報を一元化できるようになり情報管理が徹底し
童票などと連動して作成できるようにしたことや、登降園時間の管理や
健康福祉局こども育成部
ただけでなく、様々な作業の効率化を図ることができ、大幅な業務負担
毎月の保育料請求処理なども連動して行うことが出来るようになり、保
保育課
の軽減が期待できる。
育教諭および事務職員の業務の効率化を図ることができた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

786

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
認定こども園相模林間
等業務効率化推
幼稚園
進事業

1,000

園児情報等のクラウド管理
園児住所録、個人情報管理、請求管理、指導要録管理、
登降園時間管理、指導計画のデータ化と共有、
事故・相談・感染症発生状況等の報告・管理

保育教諭の事務作業等が効率化され、勤務環境を改善することが出
来た。また、園児情報の共有化、データ記録により情報を正確に職員全
員が共有することが出来、保護者から信頼され、より安全な保育環境の
下、保育活動を充実することが出来た。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

787

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
小田急ムック相模大野
等業務効率化推
園
進事業

1,000 指導計画等を各保育室で共有できる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

788

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 相模原さくら保育園
進事業

園児台帳や健康記録等と連動している為、効率よく指導計画を立てや
すくなり、職員の事務作業の軽減を図れた。また、指導計画と連動して
いる為、保育日誌記録等に効率よく評価反省を行う事が出来、保育の 自己負担が大きく導入に踏み切れないでいたが、本補助金を有効に活
健康福祉局こども育成部
質の向上につなげられるようになった。
用することで、保育士の業務負担を軽減させ、同時に事故防止等にもつ
保育課
登降園時間の記録や睡眠チェック記録が手間なく行え、記入漏れ防止 なげる事が出来るようになり、良かった。
等になり、職員の目が園児から離れる事が軽減され、安全な保育につ
なげられるようになった。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

789

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

790

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

ぽっかぽっかナーサリー・イン
ターナショナル園

100 事故防止カメラの設置（事故防止カメラ１台）

972

999

1,095

作成・管理にあてていた時間を保育や研修に充当し、サービス提供の
向上に努める。

本補助金を受けたことで、保育士・事務員の仕事をＩＣＴ化することが出
来、業務改善を図ることが出来た。煩雑な事務作業が減り保育教諭が 健康福祉局こども育成部
保育に集中できる環境となり、保育の質の向上、職場改善・労働改善に 保育課
つながると考えている。

情報をＰＣ上で共有できるため、変更があった場合も作業がスムーズに 将来的には紙保管が減りデータ保管になるため、大量な書類を保管し
できる。
なくて良いのでとても良いと思う。

993

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画の作成、保育日誌の作成、園児台帳の管理、
登降園時間の管理、睡眠チェック機能

相模原市保育所
リージョン淵野辺保育
等業務効率化推
園
進事業

1,000

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画の作成、保育日誌の作成、園児台帳の管理、
登降園時間の管理

導入による職員の事務作業効率ＵＰ

導入から日が浅くしっかりと効果確認が出来ていないが、職員の事務負 健康福祉局こども育成部
担が軽減できると考えている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

相模原市保育所
等業務効率化推 ぶどう大野南保育園
進事業

1,000

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画の作成、保育日誌の作成、園児台帳の管理、
登降園時間の管理

導入による職員の事務作業効率ＵＰ

導入から日が浅くしっかりと効果確認が出来ていないが、職員の事務負 健康福祉局こども育成部
担が軽減できると考えている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

所管課

791

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 けんせい保育園
進事業

1,099

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園機能、
連絡機能、シフト管理機能
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ２台、録画装置、モニター

ＩＣＴ化により、日々の保育業務を大幅に軽減することが可能となり、保
育士の業務負担の軽減とそれに伴う保育の質の向上が期待される。
今回の補助金で業務軽減による保育の質の向上、事故防止対策の強
カメラ及び録画装置の設置においては、正確な記録を残すことが出来
化を図ることが出来ました。大変有効に活用できたと思います。
る為、事故発生時の検証、また、今後より一層の事故防止対策の強化
を図ることが期待できる。

792

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 あっぷるきっず本園
進事業

1,099

保育システムの導入（搭載機能）
保育計画、施設管理、園児管理、保育経過作成、登降園時間管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ４台、録画装置

ＩＣＴ化による職員の業務負担軽減、共有化を図る。
事故防止カメラ設置による事故防止対策強化を図る。

登降園の時間管理、園児情報などのＩＣＴ化による業務の標準化・簡素
健康福祉局こども育成部
化が図られた。又、事故防止カメラ設置による事故防止、および取組み
保育課
に対する保護者へのアピールが出来た。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

793

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
保育ルーム あっぷる
等業務効率化推
きっず
進事業

1,099

保育システムの導入（搭載機能）
保育計画、施設管理、園児管理、保育経過作成、登降園時間管理
事故防止カメラの設置
ビデオカメラ４台、録画装置

ＩＣＴ化による職員の業務負担軽減、共有化を図る。
事故防止カメラ設置による事故防止対策強化を図る。

登降園の時間管理、園児情報などのＩＣＴ化による業務の標準化・簡素
健康福祉局こども育成部
化が図られた。又、事故防止カメラ設置による事故防止、および取組み
保育課
に対する保護者へのアピールが出来た。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

794

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 のぞみ保育園
進事業

999

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、シフト管理、
メール連絡機能

保育士業務の軽減、保護者との密な連絡。

保育業務が効率良くなり、仕事が楽になった。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

795

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
まあむベィビィズ相模大
等業務効率化推
野
進事業

999

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、職員出退勤管理、園児台帳管理、シフト作成、
メール連絡機能、園児登降園管理

職員の業務軽減・効率化、指導計画のデータ管理、緊急時連絡機能の
補助金を活用することにより、実効性のあるシステム化をはかれた。
強化

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

796

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
ベビールームすこやか
等業務効率化推
相模大野
進事業

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、登降園時間管理

保育システムの導入
職員業務の効率化、簡略化 職員配置の明確化
事故防止カメラの設置
事故防止、事故発生時の原因究明、対策実施に貢献

保育システム、事故防止カメラとも、導入業者との協議に基づいたとおり 健康福祉局こども育成部
の内容で設置され、補助金の有効活用につながった。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

797

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
ルンルンちゃいるど保
等業務効率化推
育園
進事業

993

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成、保育日誌作成、園児台帳管理、シフト作成、
メール連絡機能、園児登降園管理

保育所の業務の効率化を推進することで、保育士の業務負担の軽減を 担任の数の分のタブレットを購入することができ、更にシンプルで分かり 健康福祉局こども育成部
図る。
やすい保育システムの導入ができ、補助金を有効に活用できたと思う。 保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

798

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
こころ保育園 橋本駅
等業務効率化推
南口
進事業

999

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画、日誌作成、各種報告書作成、園児台帳管理、
登降園機能、連絡機能

保育業務および事務業務の効率化、保育者間・各職種間の情報共有、
現場職員と今後の保育効率化に向けて取組み、有効に活用中。
情報と連絡の充実。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

799

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 このは保育園
進事業

999

保育システムの導入（搭載機能）
指導計画作成機能、園児台帳作成・管理機能、 シフト管理機能、
登降園管理機能、連絡機能

システムを活用することにより、作成すべき書類に漏れがなくなることが
システム価格が補助金額に合っており、非常に有意義な補助事業となっ 健康福祉局こども育成部
期待できる。保育士の隙間時間を使った書類作成が可能となり、効率化
た。
保育課
が期待できる。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

800

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 保育所みらい相模大野
進事業

999

週案・日案・日誌・月案・個別指導計画および児童の記録
年間計画・保育課程・身体測定

保育士の日常業務の負担が軽減された。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

801

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
等業務効率化推 天使保育室
進事業

999

登降園管理により、手書きで時計を見ながら間違えないよう神経を
保育システムの導入（搭載機能）
自力での導入となる場合、金額が大きいため躊躇するが、補助金をい
使っていたのが格段に簡単となった。
登降園管理、超過時間集計、出退勤管理、勤怠時間集計、
ただけることにより保育士の事務の多さが少しでも緩和され、気持ちの
週案・日案・日誌が一体化しているため把握がしやすく、同じ言葉の繰
園児台帳、週案・日案・月案・年間計画、保育課程、日誌、身体記録、
余裕が生まれ、子どもたちに良い保育ができると思われる。
り返し入力がたやすく労力が半減できると思われる。
シフト管理、メール送信機能 等

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

802

相模原市保育所等業務効率化推
進事業補助金

相模原市保育所
わげん保育園相模原駅
等業務効率化推
前
進事業

999

登降園機能、報告書入力・出力機能（園児台帳・指導計画・保育日誌・
事故報告・給食日誌・シフト管理）、連絡機能

帳票類に要する時間を短縮することで、他の作業等にかける時間を確
健康福祉局こども育成部
保できるようになってきている。
今後システムに慣れるにつれ、より効率的に仕事を進めていけると考え 保育課
る。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。

803

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 ふじ乳児保育園
事業

600 防犯カメラを設置及び画像の録画により防犯体制を強化した。

保育園前の状況が事務室内で確認できるので防犯体制を強化すること 防犯カメラを整備することにより保育所等における防犯体制の強化を図 健康福祉局こども育成部
ができる。
れた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラを設置
し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防犯対策の強化が
図られたと判断したため。

804

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 横山台保育園
事業

324

非常通報装置を導入し、設置することにより職員の防犯意識が高まっ
現在まで施設内における防犯設備等の設置は行われていなかったが、
た。また実際に不審者等が侵入した場合の対策としても有効に機能す
今回の補助事業により設置することができた。
ると思われる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラを設置
し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防犯対策の強化が
図られたと判断したため。

805

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 マシュマロ保育園
事業

526

設備等購入費・工事費及びその消費税702,000円
補助率3/4 526,000円

防犯カメラや非常通報装置を整備することにより保育所における防犯体 防犯カメラ・非常用防犯装置を設置することにより事故・犯罪等から子ど 健康福祉局こども育成部
制の強化を図ることができる。
もを守る安全・安心対策が可能になった。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラと非常
通報装置を設置し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防
犯対策の強化が図られたと判断したため。

806

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 小さき花保育園
事業

311 防犯対策強化事業補助金を活用し防犯カメラ3台を設置する。

防犯カメラを整備することにより保育所等における防犯体制の強化を図 利用者が安心して保育利用できること、保育所の安全体制の強化を図 健康福祉局こども育成部
る。
ることができた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラを設置
し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防犯対策の強化が
図られたと判断したため。

807

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 のぞみ保育園
事業

230 防犯に対する補助となるので、保育により専念できる。

防犯に対する補助として非常に心強く、安心感を得られる。

防犯対策の一環として、犯行の抑止力効果を大いに期待できると思う。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラを設置
し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防犯対策の強化が
図られたと判断したため。

808

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

相模原市保育所
等防犯対策強化 グリンウッド保育園
事業

監視カメラを正面玄関・裏口それぞれ一台ずつと事務所内にモニター一 無人事は勿論、外部の侵入を監視し異常を感知すると即座にセキュリ
243 台を設置し、防犯・火災監視・設備監視・非常通報・夜間休日のセキュリ ティ会社に通報。不審者などの侵入時も園内設置の非常ボタンで緊急
ティ対策を契約
対処員が急行。画像記録によりモニター再生確認できる。

あってはならないが万が一の時に備えてのセキュリティ対策により、園
児・職員・園全体の安全と安心を強化することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、犯罪や犯罪動機の抑止に有効な防犯カメラと非常
通報装置を設置し、より安全な保育環境を整えることができ、施設の防
犯対策の強化が図られたと判断したため。

809

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

591

園への出入及び職員の目が行き届かない場所の監視のため、園入り口 今後、防犯カメラが不審者等の園への侵入に対する抑止力となることが 本補助金の活用により、緊急的かつ効果的に本園の防犯体制を強化す 健康福祉局こども育成部
及びホールに計２台の防犯用カメラを設置した。
期待できるようになった。
ることができた。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

810

相模原市保育所等防犯対策強化
事業補助金

538

園への出入及び普段職員の目が届きにくい場所の監視のため、園入り 今後、防犯カメラが不審者等の園への侵入に対する抑止力となることが 本補助金の活用により、緊急的かつ効果的に本園の防犯体制を強化す 健康福祉局こども育成部
口や園舎裏などに計４台の防犯用カメラを設置した。
期待できるようになった。
ることができた。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

811

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市保育所
等防犯対策強化 認定こども園杜の光
事業
相模原市保育所
認定こども園田名幼稚
等防犯対策強化
園
事業

相模原市乳児保
渕野辺保育園
育促進事業

1,099

1,130

【平成２８年３月１日乳児数】 ５１名
【平成２８年４月１日乳児数】 ３７名
【平成２９年３月３１日乳児数】 ５１名

昨年度に比べ、書類作成等に要する時間を短縮することが出来てお
り、効率よく仕事を進めることができている。

システムが導入されたことにより、業務が合理化された。

施設機能の強化につながった。設置したことに安心することなく職場内
での防犯教育に力を入れていきたい。

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。
補助金助成により、保育システムを導入したことで、保育士がより保育
に専念できる環境を整え、「保育の質の向上」のための取組みを促進す
ることができたと判断したため。また、ビデオカメラを設置することで、保
育現場を効率よく監視し、保育所における事故防止対策の積極的な取
組みを促すことが出来たと判断したため。

防犯カメラの設置により緊急的に防犯体制を強化することができたと認
められるため。
防犯カメラの設置により緊急的に防犯体制を強化することができたと認
められるため。

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

812

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
高見保育園
育促進事業

813

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
すこやか保育園
育促進事業

814

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
たけのうち保育園
育促進事業

815

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
ふちのべ美邦保育園
育促進事業

816

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
夜間保育所ドリーム
育促進事業

補助金額
（千円）

事業実績

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1,130

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1,130

【平成２８年３月１日乳児数】 ３８名
【平成２８年４月１日乳児数】 ２８名
【平成２９年３月３１日乳児数】 ３７名

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1,130

【平成２８年３月１日乳児数】 ２１名
【平成２８年４月１日乳児数】 １４名
【平成２９年３月３１日乳児数】 ２０名

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1,130

【平成２８年３月１日乳児数】 ２４名
【平成２８年４月１日乳児数】 １４名
【平成２９年３月３１日乳児数】 ２４名

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

565

【平成２８年３月１日乳児数】
【平成２８年４月１日乳児数】
【平成２８年７月１日乳児数】
【平成２９年３月３１日乳児数】

７名
１名
１名
６名

565

【平成２８年３月１日乳児数】 １０名
【平成２８年４月１日乳児数】
６名
【平成２８年７月１日乳児数】
６名
【平成２９年３月３１日乳児数】 ９名

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

565

【平成２８年３月１日乳児数】 １２名
【平成２８年４月１日乳児数】
６名
【平成２８年７月１日乳児数】
８名
【平成２９年３月３１日乳児数】 １０名

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

乳児（0歳児）に係る保育士の配置については、児童福祉最低基準（昭
和23年12月29日厚生省令第63号）により乳児おおむね3人につき1人以
上と定められている。
乳児保育促進事業は、年度途中入所の需要へ対応するために確保さ
れた保育士が、新年度となって乳児の数が大きく減少することに伴い、
余剰となる保育士が解雇されないよう、年度当初に乳児保育のための
保育士を確保し、安定的な乳児保育を実施することを目的としているも
のであるが、本補助をすることにより、待機児童の解消及び園の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

相模原市乳児保
ひよこ第２保育園
育促進事業

818

相模原市乳児保育促進事業補助
金

相模原市乳児保
ひよこ第３保育園
育促進事業

819

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

（仮称）げんきっ
ず城山保育園

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

古淵あおば保育 社会福祉法人 たけの
園施設整備
うち福祉会

26,486

821

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

(仮称)まあむキッ
ズ相模大野南口 株式会社 グラシム
内装工事

まあむキッズ相模大野南口
25,632 補助金の交付を受けて、賃貸物件における内装工事等を実施したこと
により、新たな保育所を整備することができた。

822

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

(仮称)すずらん保 株式会社 サポート・ス
育園内装工事
タッフ

22,377

823

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

(仮称)ぐらん
でぃーる内装工
事

保育園ぐらんでぃーる
24,343 補助金の交付を受けて、賃貸物件における内装工事等を実施したこと
により、新たな保育所を整備することができた。

824

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

ふじSunSun保育 社会福祉法人 ふじ福
園 増築工事
祉会

年度当初に乳児保育のための保育士を確保することにより、年度途中 就労形態の多様化等による年度途中入所の需要に対応した保育サー 健康福祉局こども育成部
入所の需要に対応し、安定的な乳児保育を実施することができた。
ビスに貢献したものと考える。
保育課

げんきっず城山保育園
27,501

待機児童、保留児童の減少と多様な保育ニーズに対応した保育環境を 健康福祉局こども育成部
整備することにより、福祉の増進を図ることができた。
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新しい認可保育所の開設により、地域の待機児童、保留児童の解消に
貢献できている。

認可保育所を新設したことで、相模原市の待機児童解消に貢献できた。

待機児童、保留児童の減少と多様な保育ニーズに対応した保育環境を 健康福祉局こども育成部
整備することにより、福祉の増進を図ることができた。
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新しい認可保育所の開設により、地域の待機児童、保留児童の解消に
貢献できている。

相模大野地区の待機児童対策に貢献した。

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、保育所の基準に基
健康福祉局こども育成部
づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
また、大野南地区の保留児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業より、保育運営を行うための保育環境が整った。
また、大野南地区の保留児童の解消に貢献した。

施設整備工事においては、当保育園が安全で、保育環境に適した施
市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、保育所の基準に基
健康福祉局こども育成部
設が創設でき、または設備整備補助事業についても保育園児が健康的 づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
で健全な成長が期待できる設備が完成した。
また、大野北地区の保留児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業より、保育環境が整った。
また、大野北地区の保留児童の解消に貢献した。

当該補助金を活用し、国及び自治体の基準を満たす児童福祉施設と
市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、保育所の基準に基 健康福祉局こども育成部
しての認可を受け、平成29年4月に開所することができ、保育を要する
づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
児童を受入れることができた。
また、大野北地区の保留児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業より、保育運営を行うための保育環境が整った。
また、大野北地区の保留児童の解消に貢献した。

本事業を行い、入所定員が増員できたことにより、地域の待機児童解消 市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、入所定員の増員がで 健康福祉局こども育成部
の一助になった。
き、地域の待機児童の解消に貢献できた。
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、入所定員が拡大でき、地域の待機児童の解
消が図られた。

古淵あおば保育園
補助金の交付を受けて、新たな保育環境の整備ができた。

すずらん保育園
補助金の交付を受けて、賃貸物件における内装工事等を実施したこと
により、新たな保育所を整備することができた。

ふじSunSun保育園
8,781
補助金の交付を受けて、認可保育所の増築を行った。

042‑769‑8340

認可保育所を新設したことで、相模原市の待機児童解消に貢献できた。
補助金の交付を受けて、新たな保育環境の整備ができた。

株式会社 ミューキッズ

所管課

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市乳児保育促進事業補助
金

社会福祉法人 みらい

自己評価

【平成２８年３月１日乳児数】 １７名
【平成２８年４月１日乳児数】
５名
【平成２９年３月３１日乳児数】 １８名

817

820

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

825

826

補助金等の名称

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

（仮称）認定こども
園相模林間幼稚
学校法人 古木学園
園 新築工事（保
育分）

むくどり保育園
外壁・防水修繕
工事

社会福祉法人 ムクドリ
福祉会

補助金額
（千円）

事業実績

（対象）認定こども園相模林間幼稚園
114,531

補助金の交付を受けて現施設と連携した一体的な運営を行う、新たな
施設を整備することができた。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、幼保連携型認定こど
本事業を行い、幼保連携型認定こども園としてより良い教育・保育環境 も園の基準に基づいた良質で安全な教育・保育運営を行うための環境 健康福祉局こども育成部
が整った。また、緑区の待機児童の解消に貢献できた。南区の待機児 保育課
が整備され、地域の待機児童の解消に貢献できた。
童の解消に貢献できた。

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新園舎整備により、より良い教育・保育環境が整うとともに、定員拡大に
より、待機児童の解消に貢献した。

従来、外壁については、大分汚れた外観となっており、近所の評判も良
くなかった。しかし、今回の補助事業により外観が明るく生まれ変わり、
園の雰囲気も大きく変わり非常に満足している。
防水に関しても、施工前は屋上にひびが入り、庇より水が漏れて建物
当法人が行った「むくどり保育園」の外壁・防水修繕工事に要する費用
健康福祉局こども育成部
に対し、当該補助金の交付を受けたことによって、円滑に整備を行うこと 内部に浸透していたが、今回の工事により防水機能が改善され、満足し
保育課
ている。
が可能となった。
外壁工事により、景観も改善され防水工事により安全性も確保された
今回の補助事業に関しては、理事長園長その他職員も非常に満足して
いる。

042‑769‑9812

地域の幼児・乳児たちに幅広く教育・保育を提供することが可能となり、 市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、幼保連携型認定こど
健康福祉局こども育成部
子育て支援を中心に子どもの教育環境の充実が図られた。また、２号児 も園の基準に基づいた良質で安全な教育・保育運営を行うための環境
保育課
が整った。また、緑区の待機児童の解消に貢献できた。
の定員を設けることで、待機児童解消に貢献ができた。

《外壁工事について》
施工前の現況としては、園の北面・東面・南面・西面等壁面・内部等が
雨水や経年劣化等で薄汚れており、建物全体の雰囲気としても薄暗い
感じであった。 そこへ高圧水洗浄等の下準備、塗装工事等を行い、袴
田建築設計室のデザインにより、より明るく落ち着きのある新たな色の
ペンキが塗られ、施工後には｢明るい外観の親しみやすい雰囲気の保
育所｣へ生まれ変わった。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、幼保連携型認定こども園として保育環境が
整い、地域の待機児童の解消の一助となっている。

地域の幼児・乳児たちに幅広く教育・保育を提供することが可能となり、 市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、幼保連携型認定こど
健康福祉局こども育成部
子育て支援を中心に子どもの教育環境の充実が図られた。また、３号児 も園の基準に基づいた良質で安全な教育・保育運営を行うための環境
保育課
が整った。また、緑区の待機児童の解消に貢献できた。
の定員を設けることで、待機児童解消に貢献ができた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、幼保連携型認定こども園として保育環境が
整い、地域の待機児童の解消の一助となっている。

補助金を活用し、認定保育室から小規模保育事業所に移行をしたこと
で保育環境が整備され、相模原市の待機児童解消に貢献できた。

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、基準に基づいた良質
健康福祉局こども育成部
で安全な保育運営を行うための環境が整った。また、市の待機児童の
保育課
解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新しい小規模保育事業所の開設により、地域の待機児童・保留児童の
解消に貢献できている。

小規模保育事業所を新設したことにより、大野北地区の待機児童解消
に貢献できた。

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、基準に基づいた良質
健康福祉局こども育成部
で安全な保育運営を行うための環境が整った。また、市の待機児童の
保育課
解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新しい小規模保育事業所の開設により、地域の待機児童・保留児童の
解消に貢献できている。

小規模保育事業を実施するに伴い内装工事等、保育環境整備費の削
減が図れた。また、中央区淵野辺地域の待機児童の解消に貢献でき
小規模保育事業を行うにあたり、賃貸物件の内装整備及び設備整備を
た。
行い、保育環境を整えた。

本事業を行ったことにより、基準に基づいた良質で安全な保育運営を行
健康福祉局こども育成部
うための保育環境が整った。中央区淵野辺地域の待機児童解消に貢献
保育課
できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小規模保育事業所を整備したことにより、中央区淵野辺地域の待機児
童解消に貢献した。

よつばベビーおはな
小規模保育事業を実施するに伴い内装工事等、保育環境整備費の削
8,054 小規模保育事業を行うにあたり、賃貸物件の内装整備及び設備整備を 減が図れた。また、南区相模大野地域の待機児童の解消に貢献でき
行うことにより、子ども達が少しでも過ごしやすい空間に工事、備品等を た。
揃えることができ、保育環境を整えられた。

本事業を行ったことにより、基準に基づいた良質で安全な保育運営を行
健康福祉局こども育成部
うための保育環境が整った。南区相模大野地域の待機児童解消に貢献
保育課
できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小規模保育事業所を整備したことにより、南区相模大野地域の待機児
童解消に貢献した。

バンビーニ保育園（改修工事）
市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、小規模保育事業の基
健康福祉局こども育成部
保育環境を充実させ、地域の実情に応じた保育基盤の維持を推進し、３
準に基づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
小規模保育事業を行うにあたり、認定保育室として使用していた場所の 歳未満児を中心とする保育の向上を提供することができた。
中央区の待機児童の解消に貢献できた。
改修を行った。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、小規模保育施設として保育環境が整い、中
央区の待機児童の解消の一助となった。

5,000 むくどり保育園 外壁・防水修繕工事

認定こども園相模野幼稚園

《防水工事について》
施工前の現況としては、屋上からの雨漏りにより、部屋へと続く内部空
間にまで水が染み込んで一部鍾乳洞のように固まった物質が垂れ下が
るという光景も見られた。しかし、まずは屋上をウレタン塗膜防水・プライ
マー塗布等の基礎工事をしっかりと行い、その上で更に横から部屋への
防水を図る為にシーリング作業を行った。仕上げにクラック補修を行い、
万全な防水工事が完成した。

827

（仮称）認定こども
相模原市認定こども園施設整備費
園相模野幼稚園 学校法人 義澄学園
及び設備整備費補助金
整備事業

307,904

828

（仮称）認定こども
相模原市認定こども園施設整備費
園相模野幼稚園 学校法人 義澄学園
及び設備整備費補助金
整備事業

33,924

829

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

（仮称）すみれＫＩ 株式会社 Ｌａｎｉ Ｍａｋ
ＤＳ園
ａｎａ

16,500

830

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

クローバー淵野
辺保育園内装工 株式会社 りとせ
事

16,500

831

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

小規模保育事業
A型（仮称）ひば
学校法人 八木学園
りっ子保育園内
装工事

11,976

832

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

よつばベビーお
はな整備工事

合同会社 よつば

833

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

バンビーニ保育
園（改修工事）

久我 日出子

834

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

（仮称）保育園ナ
社会福祉法人 蒼生会
ナ 整備工事

16,500

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、小規模保育事業の基
健康福祉局こども育成部
準に基づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
南区の待機児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小規模保育事業所を整備したことにより、地域の待機児童解消に貢献
した。

835

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

（仮称）ナーサ
リースクールＮＩＪＩ 学校法人 杉並学園
整備事業

（仮称）ナーサリースクールＮＩＪＩ整備事業
市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、小規模保育事業の基
健康福祉局こども育成部
16,500 小規模保育事業を行うにあたり、幼稚園内の空きスペースの内装整備 保育環境を充実させ、３歳未満児の保育の場を提供することができた。 準に基づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
及び設備整備を行うことにより、３歳未満時の受入を行う保育環境を整
中央区の待機児童の解消に貢献できた。
えられた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小規模保育事業所を整備したことにより、地域の待機児童解消に貢献
した。

836

相模原市小規模保育事業設備整
備及び改修整備等補助金

サンライズキッズ 株式会社 国際アシス
保育園整備工事 ト

16,103

市から補助金を受けて本事業を行ったことにより、小規模保育事業の基
健康福祉局こども育成部
準に基づいた良質で安全な保育運営を行うための保育環境が整った。
保育課
南区の待機児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小規模保育事業所を整備したことにより、地域の待機児童解消に貢献
した。

837

相模原市民間保育所施設整備費
及び設備整備費補助金

（仮称）にじいろ保 株式会社 サクセスア
育園上鶴間本町 カデミー

32,254

本事業を行ったことにより、基準に基づいた良質で安全な保育運営を行
健康福祉局こども育成部
うための保育環境が整った。
保育課
南区大野南地区の待機児童の解消に貢献できた。

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業を行ったことにより、認可保育所として保育環境が整い、地域の
待機児童の解消の一助となっている。

補助金の交付を受けて、幼保連携型認定こども園としての保育環境を
整備することができた。

認定こども園相模野幼稚園
補助金の交付を受けて、幼保連携型認定こども園としての保育環境を
整備することができた。

すみれＫＩＤＳ園
補助金の交付を受けて、小規模保育事業所Ａ型としての環境を整備す
ることができた。

クローバー淵野辺保育園
補助金の交付を受けて、小規模保育事業所Ａ型としての環境を整備す
ることができた。

ひばりっ子保育園

12,569

（仮称）保育園ナナ 整備工事
補助金を活用して、内装・備品を整備し、適切な保育環境を整えること
小規模保育事業を行うにあたり、賃貸物件の内装整備及び設備整備を ができた。
行い、保育環境を整えた。

サンライズキッズ保育園整備工事
補助金を活用して、内装・備品を整備し、適切な保育環境を整えること
小規模保育事業を行うにあたり、賃貸物件の内装整備及び設備整備を ができた。
行い、保育環境を整えた。
（仮称）にじいろ保育園上鶴間本町
補助金の交付を受けて、認可保育所を整備した。

補助金を利用して整備を実施し、保育環境を整えることができた。

838

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
橋本りんご保育園
償還金補助事業

5,259 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

839

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
たけの子保育園
償還金補助事業

5,010 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の歳の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

840

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
南大野太陽保育園
償還金補助事業

8,630 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の歳の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
大野台保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の歳の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
せんだん保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の歳の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
松が枝保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の歳の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
むくどり風の丘保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
新磯野保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
南橋本みたけ保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
立正保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
相武台新日本保育園
償還金補助事業

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

841
842
843
844
845
846
847
848

2,362 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
3,455 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
3,339 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
2,262 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
3,337 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
3,144 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
3,037 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
862 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
ふじ乳児保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
上溝保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
エンゼル保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
東橋本ひまわり保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
たけのうち保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
すこやか保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
ひよこ保育園
償還金補助事業

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
たけの子第２保育園
償還金補助事業

857

民間保育所借入償還金補助金

民間保育所借入
むくどり保育園
償還金補助事業

858

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
立正保育園 ベビー
育所等賃借料補
ルーム
助事業

859

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 星の子第２保育園
助事業

860

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 さいわい保育園
助事業

861

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 ﾅｰｻﾘｰｽｸｰﾙＴ＆Ｙ南台
助事業

862

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 西橋本みたけ保育園
助事業

863

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 レイモンド橋本保育園
助事業

864

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

865

849
850
851
852
853
854
855
856

補助金額
（千円）

事業実績

1,462 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
1,290 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
2,366 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
2,775 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
3,367 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
3,187 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
4,275 独立行政法人福祉医療機構からの借入に対する償還
1,969 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還
3,877 独立行政法人福祉医療機構等からの借入に対する償還

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

042‑769‑8340

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所整備の際の借入金を安定的に償還す 健康福祉局こども育成部
ることができ、安定的な保育所運営を図れた。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

保育所の安定的な運営

借入償還金補助金により、保育所増改築の際の借入金を安定的に償
還することができ、安定的な保育所運営を図れた。

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

健康福祉局こども育成部
保育課

充分な実績が確
認される

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

左のように評価した理由

保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。
保育所整備の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の安
定的な運営に貢献できたため。
保育所増改築の際の借入金を安定的に償還することにより、保育所の
安定的な運営に貢献できたため。

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

平成２９年３月初日現在入所数
52人（定員 45人、充足率116％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

9,388

平成２９年３月初日現在入所数
105人（定員 90人、充足率117％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

1,973

平成２９年３月初日現在入所数
61人（定員 60人、充足率102％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

706

平成２９年３月初日現在入所数
70人（定員 60人、充足率117％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

1,980

平成２９年３月初日現在入所数
40人（定員 50人、充足率80％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

相模原市民間保
育所等賃借料補 ひまわり第２保育園
助事業

1,238

平成２９年３月初日現在入所数
103人（定員 90人、充足率114％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 こどもきらきら園
助事業

2,711

平成２９年３月初日現在入所数
65人（定員 60人、充足率108％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

866

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 RISSHO KID'S きらり
助事業

1,433

平成２９年３月初日現在入所数
61人（定員 60人、充足率102％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

867

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 ふじＳｕｎｓｕｎ保育園
助事業

2,098

平成２９年３月初日現在入所数
110人（定員 90人、充足率122％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

868

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 みんなのとっぽ保育園
助事業

2,925

平成２９年３月初日現在入所数
79人（定員 80人、充足率99％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

869

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 第二ふたば園
助事業

8,640

平成２９年３月初日現在入所数
73人（定員 60人、充足率122％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

870

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 あさみどり保育園
助事業

9,720

平成２９年３月初日現在入所数
72人（定員 60人、充足率120％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

871

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 アスク橋本保育園
助事業

3,323

平成２９年３月初日現在入所数
74人（定員 70人、充足率106％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

872

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
きゃんばす東林間保育
育所等賃借料補
園
助事業

9,696

平成２９年３月初日現在入所数
67人（定員 70人、充足率96％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

873

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 げんきっず第２保育園
助事業

9,000

平成２９年３月初日現在入所数
70人（定員 70人、充足率100％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

874

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
まあむキッズ相模大野
育所等賃借料補
北口
助事業

1,541

平成２９年３月初日現在入所数
34人（定員 56人、充足率61％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

875

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 ふちのべ美邦保育園
助事業

平成２９年３月初日現在入所数
135人（定員 90人、充足率150％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

1,841

293

21,480

平成２９年３月初日現在入所数
140人（定員 140人、充足率100％）

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

876

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 認定こども園ピノ
助事業

3,376

平成２９年３月初日現在入所数
78人（定員 80人、充足率97％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

877

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
ココファン・ナーサリー
育所等賃借料補
東林間
助事業

5,054

平成２９年３月初日現在入所数
47人（定員 60人、充足率78％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

878

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
レイモンド西橋本保育
育所等賃借料補
園
助事業

6,600

平成２９年３月初日現在入所数
40人（定員 80人、充足率50％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

879

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保 ぽっかぽっかナーサ
育所等賃借料補 リー・インターナショナ
ル園
助事業

3,400

平成２９年３月初日現在入所数
54人（定員 70人、充足率77％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

880

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 すずらん保育園
助事業

137 賃借物件による定員50人の保育所の整備を行ったもの。

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

881

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
にじいろ保育園上鶴間
育所等賃借料補
本町
助事業

702 賃借物件による定員80人の保育所の整備を行ったもの。

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

882

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
まあむキッズ相模大野
育所等賃借料補
南口
助事業

1,620 賃借物件による定員64人の保育所の整備を行ったもの。

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

883

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 すこやか保育園
助事業

80

平成２９年３月初日現在入所数
261人（定員 212人、充足率 123％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

884

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 ふじ第二保育園
助事業

1,227

平成２９年３月初日現在入所数
169人（定員 160人、充足率 106％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

885

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 千代田保育園
助事業

平成２９年３月初日現在入所数
167人（定 180人、充足率 93％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

886

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 和泉保育園
助事業

平成２９年３月初日現在入所数
130人（定員 120人、充足率 108％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

887

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 ひよこ第２保育園
助事業

190

平成２９年３月初日現在入所数
98人（定員 80人、充足率 122％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

888

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 立正保育園
助事業

180

平成２９年３月初日現在入所数
140人（定員 140人、充足率 100％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

889

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 保育園アリス
助事業

787

平成２９年３月初日現在入所数
81人（定員 70人、充足率 116％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

890

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 むくどり風の丘保育園
助事業

4,116

平成２９年３月初日現在入所数
96人（定員 90人、充足率 107％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

891

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 小さき花保育園
助事業

297

平成２９年３月初日現在入所数
67人（定員 60人、充足率 112％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

892

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 げんきっず保育園
助事業

698

平成２９年３月初日現在入所数
86人（定員 90人、充足率 96％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

893

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
ナーサリースクールＴ＆
育所等賃借料補
Ｙこもれびの森
助事業

180

平成２９年３月初日現在入所数
76人（定員 90人、充足率 84％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

894

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 あおいそら保育園
助事業

503

平成２９年３月初日現在入所数
50人（定員 70人、充足率 71％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

895

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
育所等賃借料補 星の子第３保育園
助事業

971

平成２９年３月初日現在入所数
66人（定員 60人、充足率 110％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

896

相模原市民間保育所等賃借料補
助金

相模原市民間保
認定こども園相模林間
育所等賃借料補
幼稚園
助事業

1,181

平成２９年３月初日現在入所数
58人（定員 36人、充足率 161％）

待機児童の解消は、特に都市部において重要な社会的課題であり、保
保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
育所を運営することは最も直接的な課題の解決策である。補助対象施
不可欠なものであると考える。
保育課
設においても、受入児童数分待機児童の解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

897

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
渕野辺保育園分園まほ
分園施設等賃借
ろば
料補助事業

10,800

平成２９年３月初日現在入所数
111人（定員 75人、充足率 148％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
保育課
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

898

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 くぬぎ台保育園分園
料補助事業

平成２９年３月初日現在入所数
26人（定員 29人、充足率 90％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
保育課
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

715

1,465

8,106

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

899

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 星ヶ丘二葉園分園
料補助事業

5,754

平成２９年３月初日現在入所数
28人（定員 30人、充足率 93％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

900

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
RISSHO KID'S きらり分
分園施設等賃借
園ポピー
料補助事業

5,225

平成２９年３月初日現在入所数
30人（定員 30人、充足率 100％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

901

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 むくどり第２保育園分園
料補助事業

2,466

平成２９年３月初日現在入所数
5人（定員 30人、充足率 16％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

902

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
千代田保育園分園ムー
分園施設等賃借
ミン
料補助事業

6,000

平成２９年３月初日現在入所数
35人（定員 40人、充足率 88％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

903

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
すこやか保育園分園は
分園施設等賃借
ぐくみ
料補助事業

3,736

平成２９年３月初日現在入所数
23人（定員 23人、充足率 100％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

904

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 ひかり保育園分園
料補助事業

7,776

平成２９年３月初日現在入所数
27人（定員 25人、充足率 108％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

905

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
たけのうち保育園分園
分園施設等賃借
バンビーノ
料補助事業

10,368

平成２９年３月初日現在入所数
57人（定員 45人、充足率 127％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

906

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
ふじ乳児保育園分園ふ
分園施設等賃借
じ
料補助事業

6,000

平成２９年３月初日現在入所数
47人（定員 45人、充足率 104％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

907

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 プリスクールＲＩＳＳＨＯ
料補助事業

8,328

平成２９年３月初日現在入所数
31人（定員 30人、充足率 103％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

908

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
分園施設等賃借 ひよこ保育園分園
料補助事業

4,639

平成２９年３月初日現在入所数
18人（定員 18人、充足率 100％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

909

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
レイモンド橋本保育園
分園施設等賃借
分園
料補助事業

6,222

平成２９年３月初日現在入所数
21人（定員 27人、充足率 78％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
保育課
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

910

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
こどもきらきら園分園や
分園施設等賃借
まと
料補助事業

5,364

平成２９年３月初日現在入所数
31人（定員 32人、充足率 97％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
保育課
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

911

相模原市保育所分園施設等賃借
料補助金

相模原市保育所
ふじSunSun保育園分園
分園施設等賃借
ふじベビーホーム
料補助事業

4,313

平成２９年３月初日現在入所数
24人（定員 20人、充足率 120％）

団体の公益性、社会貢献度） 待機児童の解消は、特に都市部において
重要な社会的課題であり、保育所を運営することは最も直接的な課題 保育所を確保し、円滑に保育所を運営するためには、本補助金は必要 健康福祉局こども育成部
の解決策である。補助対象施設においても、受入児童数分待機児童の 不可欠なものであると考える。
保育課
解消に貢献している。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助対象施設において、待機児童の解消に貢献しているため。

912

相模原市小規模保育事業賃借料
補助金補助金

小規模保育事業
すみれＫＩＤＳ園
賃借料補助事業

913

相模原市小規模保育事業賃借料
補助金補助金

小規模保育事業
ひばりっこ保育園
賃借料補助事業

914

相模原市小規模保育事業賃借料
補助金補助金

小規模保育事業 サンライズキッズ保育
賃借料補助事業 園

915

相模原市小規模保育事業賃借料
補助金補助金

916

相模原市小規模保育事業賃借料
補助金補助金

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

494

建物を有料で借り受けて小規模保育事業を実施する場合における当該
待機児童の解消を図るために貢献した。
建物に借受に要するもの。

待機児童の解消を図るため、小規模保育事業の実施に要する賃借料
に対して助成を受け、安定した運営を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

1,284

建物を有料で借り受けて小規模保育事業を実施する場合における当該
待機児童の解消を図るために貢献した。
建物に借受に要するもの。

待機児童の解消を図るため、小規模保育事業の実施に要する賃借料
に対して助成を受け、安定した運営を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

307

建物を有料で借り受けて小規模保育事業を実施する場合における当該
待機児童の解消を図るために貢献した。
建物に借受に要するもの。

待機児童の解消を図るため、小規模保育事業の実施に要する賃借料
に対して助成を受け、安定した運営を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

小規模保育事業 クローバー淵野辺保育
賃借料補助事業 園

486

建物を有料で借り受けて小規模保育事業を実施する場合における当該
待機児童の解消を図るために貢献した。
建物に借受に要するもの。

待機児童の解消を図るため、小規模保育事業の実施に要する賃借料
に対して助成を受け、安定した運営を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

小規模保育事業
よつばベビーおはな
賃借料補助事業

349

建物を有料で借り受けて小規模保育事業を実施する場合における当該
待機児童の解消を図るために貢献した。
建物に借受に要するもの。

待機児童の解消を図るため、小規模保育事業の実施に要する賃借料
に対して助成を受け、安定した運営を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑9812

充分な実績が確
認される

特定保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により安
市からの補助金を特定保育、一時預かり事業実施のための資金として 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果をあ
有効に活用している。
保育課
げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】7件
【一時預かり４時間超】5件

地域の方への周知度が高く、頻繁に問い合わせがあった。園内の保育
補助金を有効活用できるよう、環境整備費（玩具や物品）として用いたこ 健康福祉局こども育成部
行事と重なり断ることも度々あったが、それ以外は積極的に受入れを行
とにより、更に整った環境での保育が行えた。
保育課
い地域の方のニーズに応えるように努めた。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

【特定保育４時間以下】102件
【特定保育４時間超】86件
618
【一時預かり４時間以下】112件
【一時預かり４時間超】116件

小規模保育事業実施場所の賃借料を安定的に支払うことができ、園児
を受け入れる建物を確保し、待機児童解消に貢献できたため。
小規模保育事業実施場所の賃借料を安定的に支払うことができ、園児
を受け入れる建物を確保し、待機児童解消に貢献できたため。
小規模保育事業実施場所の賃借料を安定的に支払うことができ、園児
を受け入れる建物を確保し、待機児童解消に貢献できたため。
小規模保育事業実施場所の賃借料を安定的に支払うことができ、園児
を受け入れる建物を確保し、待機児童解消に貢献できたため。
小規模保育事業実施場所の賃借料を安定的に支払うことができ、園児
を受け入れる建物を確保し、待機児童解消に貢献できたため。

917

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
すすきの保育園
育促進事業

918

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
渕野辺保育園
育促進事業

17

919

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
星ヶ丘二葉園
育促進事業

952

【特定保育４時間以下】8件
【特定保育４時間超】101件
【一時預かり４時間以下】216件
【一時預かり４時間超】263件

特定保育・一時預かり事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制
度で安定した事業が実施されている。利用者から感謝の言葉を聞くこと 市からの補助金を有効に活用している。
も多くその成果は大きい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

920

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
立正保育園
育促進事業

2,962

【特定保育４時間以下】32件
【特定保育４時間超】713件
【一時預かり４時間以下】386件
【一時預かり４時間超】559件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援に成果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

921

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
高見保育園
育促進事業

40

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】20件
【一時預かり４時間超】10件

一時保育事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、安
定して実施されており、子育て支援の観点から大きな成果をあげてい
る。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用さ 健康福祉局こども育成部
れている。
保育課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

【特定保育４時間以下】21件
【特定保育４時間超】41件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】1件

今年度においては、一時的に利用を希望する問い合わせが少なかっ
市からの補助制度により、実施される事業であり、特定保育利用者が年 た。定員・職員の状況を踏まえ受入れ態勢を整えていくことにより、市か 健康福祉局こども育成部
間を通して３世帯あった。子育て支援の観点から成果は上がっている。 らの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用できる 保育課
ものと考えている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

【特定保育４時間以下】38件
【特定保育４時間超】1070件
【一時預かり４時間以下】203件
【一時預かり４時間超】256件

すこやか保育園では、特定保育・一時預かりの理由が年々多岐に渡っ
ている。それは、利用者の様々な状況に対して個別に対応することが出
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
来ているといえる。緊急的な一時預かりや、その他の理由等、子育て
保育課
サービスを利用してもらう事で母親の子育てを少しでも軽減する事に協 ている。
力できたのではないかと思う。保育園の安全管理を充分に配慮したうえ
で、これからも少しでも多くの人が利用できるよう対応したい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

403

【特定保育４時間以下】56件
【特定保育４時間超】168件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】3件

入所できない子ども達にとっての唯一の場であり、緊急を要する場合も 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
あり、補助制度により着実に事業が展開されている。
きている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保
むくどり保育園
育促進事業

692

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】220件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】125件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
新磯野保育園
育促進事業

30

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】4件
【一時預かり４時間超】13件

保護者の体調不良やリフレッシュ（虐待予防）のための一時預かり事業
市からの補助金を一時預かり事業実施のための資金として有効に活用 健康福祉局こども育成部
の利用者の受入れ等、市からの補助制度により安定して当事業が実施
している。
保育課
されており、子育て支援の観点から成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

927

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
大野台保育園
育促進事業

411

【特定保育４時間以下】18件
【特定保育４時間超】142件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】41件

一時保育事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果をあ
ている。
保育課
げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

928

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
清水保育園
育促進事業

1,288

【特定保育４時間以下】19件
【特定保育４時間超】382件
【一時預かり４時間以下】103件
【一時預かり４時間超】201件

特定保育と一時預かり事業は、待機児童の減少に伴い減少傾向にある
市からの補助金を特定保育、一時預かり事業実施のための資金として 健康福祉局こども育成部
ものの、多くの利用者がいる。市からの補助制度により、安定して当事
有効に活用できている。
保育課
業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

929

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
友愛保育園
育促進事業

16

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】8件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

930

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ひよこ保育園
育促進事業

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】30件
【一時預かり４時間以下】224件
【一時預かり４時間超】519件

一時保育事業には多くの利用者がいますが、市からの補助制度によ
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
り、安定して当事業が実施され、子育て支援の観点から大きな成果をあ
ている。
保育課
げています。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

931

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ふじ第二保育園
育促進事業

355

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】63件
【一時預かり４時間超】146件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

932

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
和泉保育園
育促進事業

63

【特定保育４時間以下】2件
【特定保育４時間超】10件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】15件

インターネット・口こみなどで、一時保育を知り、問い合わせも多く、利用 利用者もふえていって、受入れに努力し、多くの人が利用出来るように、 健康福祉局こども育成部
者も増えつつある。事業が定着していくのを感じる。
体制を整えていった。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

933

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
横山台保育園
育促進事業

337

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】86件
【一時預かり４時間以下】56件
【一時預かり４時間超】53件

正規入所の枠からこぼれ落ちるニーズに対して一時保育事業を実施す 今後も子育て支援の一環として、この事業を継続して実施していく必要
ることにより、それらのニーズをすくいあげることができている。
性を感じる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

934

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
松が枝保育園
育促進事業

1,214

【特定保育４時間以下】201件
【特定保育４時間超】500件
【一時預かり４時間以下】7件
【一時預かり４時間超】3件

特定保育と一時預かり事業は、多くの利用者がいる中、市からの保育
補助制度により安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点
から大きな成果を上げている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

935

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
二本松保育園
育促進事業

68

【特定保育４時間以下】10件
【特定保育４時間超】29件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】0件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

936

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
くぬぎ台保育園
育促進事業

46

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】4件
【一時預かり４時間超】21件

一時保育事業には周辺の地域の方の利用が見られる。市からの補助
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
制度により、安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から
ている。
保育課
大きな成果を上げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

937

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
夜間保育所ドリーム
育促進事業

79

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】15件
【一時預かり４時間超】32件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

938

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
エンゼル保育園
育促進事業

90

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】40件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、十分に受入れをすることが
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
できなかった。市からの補助制度により、安定して当事業が実施されて
ている。
保育課
おり、子育て支援の観点から成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

939

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
東橋本ひまわり保育園
育促進事業

235

【特定保育４時間以下】5件
【特定保育４時間超】108件
【一時預かり４時間以下】8件
【一時預かり４時間超】3件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

940

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
たけのうち保育園
育促進事業

719

【特定保育４時間以下】16件
【特定保育４時間超】333件
【一時預かり４時間以下】23件
【一時預かり４時間超】7件

短時間の就労の方や、病気・リフレッシュなどの緊急一時預かりにも対
応することができ、地域の方々に多く利用されている。

緊急保育にも対応できるように常に万全な体制が整えられているので、 健康福祉局こども育成部
地域のニーズにも応えられている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

941

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ひかり保育園
育促進事業

【特定保育４時間以下】7件
【特定保育４時間超】541件
【一時預かり４時間以下】106件
【一時預かり４時間超】291件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

942

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ひよこ第２保育園
育促進事業

【特定保育４時間以下】1件
【特定保育４時間超】142件
【一時預かり４時間以下】52件
【一時預かり４時間超】77件

一時保育の利用者が、前年度実績を確保できなかったが、市からの補
助制度により成果をあげている。今後はさらに利用者の拡大を図ってい 市の補助金によって一時保育事業を進めることができた。
く。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

922

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
相武台新日本保育園
育促進事業

923

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
すこやか保育園
育促進事業

2,893

924

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
せんだん保育園
育促進事業

925

相模原市一時保育促進事業補助
金

926

105

1,322

1,777

491

事業実施のための資金として有効に活用している。

健康福祉局こども育成部
保育課

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

【特定保育４時間以下】11件
【特定保育４時間超】819件
【一時預かり４時間以下】180件
【一時預かり４時間超】513件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

408

【特定保育４時間以下】11件
【特定保育４時間超】133件
【一時預かり４時間以下】49件
【一時預かり４時間超】41件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

325

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】130件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】26件

近隣地域の一時保育には多くのニーズがあり、市からの補助制度によ
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
り、安定して当事業が実施されている。子育て支援の観点から大きな成
ている。
保育課
果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保
南橋本みたけ保育園
育促進事業

43

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】12件
【一時預かり４時間以下】7件
【一時預かり４時間超】6件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
むくどり風の丘保育園
育促進事業

266

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】86件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】47件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

948

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ののはな文京保育園
育促進事業

1,786

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】206件
【一時預かり４時間以下】205件
【一時預かり４時間超】583件

市の補助金制度により、安定した事業が展開され、地域の子育て家庭
への支援活動が行なえた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

949

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ひよこ第３保育園
育促進事業

1,792

【特定保育４時間以下】77件
【特定保育４時間超】496件
【一時預かり４時間以下】315件
【一時預かり４時間超】204件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施されていおり、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

950

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
古淵保育園
育促進事業

418

【特定保育４時間以下】9件
【特定保育４時間超】126件
【一時預かり４時間以下】53件
【一時預かり４時間超】52件

施設の近隣に住む母親の就労等および、保護者の傷病、身内の介護
等の緊急時に施設が預かり保育の対応をすることにより、地域社会へ
の貢献ができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

951

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
さいわい保育園
育促進事業

431

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】143件
【一時預かり４時間以下】13件
【一時預かり４時間超】66件

一時保育事業には多くの利用希望者がいるが、市からの補助制度によ
市からの補助金を一時保育事業実施の為の資金として有効に活用して 健康福祉局こども育成部
り、安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成
いる。
保育課
果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

952

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 ナーサリースクール
育促進事業
T&Y南台

955

【特定保育４時間以下】382件
【特定保育４時間超】250件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】23件

一時保育事業の利用者は多く、地域の保育ニーズ対応に欠かせない事
市からの補助金を一時保育事業に有効活用し、地域の子育て支援他、 健康福祉局こども育成部
業である。市からの補助制度により、安定した一時保育事業を実施で
保育ニーズにも貢献している。
保育課
き、子育て支援の点で多大な成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

953

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ひまわり第２保育園
育促進事業

36

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】18件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

954

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
保育園アリス
育促進事業

3

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】1件

実際の預かりは２件にとどまっているが、補助金制度により、地域の子
育て支援に成果をあげている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

955

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
こどもきらきら園
育促進事業

1,092

【特定保育４時間以下】26件
【特定保育４時間超】375件
【一時預かり４時間以下】30件
【一時預かり４時間超】143件

こどもきらきら園では、特定保育・一時預かりの理由が多岐に渡ってい
る。それは、利用者の様々な状況に対して個別に対応することが出来て
いるといえる。緊急的な一時預かりや、その他の理由等、子育てサービ
スを利用してもらう事で、母親の子育てを少しでも軽減することに協力で 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
きたのではないかと思う。これからも少しでも多くの人が利用できる様対 ている。
保育課
応したい。こどもきらきら園は近隣にだいぶ周知されてきている事を含
め、受入れ可能な場合は、管理に十分配慮しながらできるだけ対応した
いと考えている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

956

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
RISSHO KID'S きらり
育促進事業

1,252

【特定保育４時間以下】31件
【特定保育４時間超】249件
【一時預かり４時間以下】111件
【一時預かり４時間超】306件

一時保育事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果をあ
ている。
保育課
げている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

957

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ＹＭＣＡオベリン保育園
育促進事業

486

【特定保育４時間以下】4件
【特定保育４時間超】109件
【一時預かり４時間以下】50件
【一時預かり４時間超】107件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

958

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
若松保育園
育促進事業

15

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】6件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

959

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
げんきっず保育園
育促進事業

153

【特定保育４時間以下】1件
【特定保育４時間超】37件
【一時預かり４時間以下】16件
【一時預かり４時間超】31件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

960

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ふじSunSun保育園
育促進事業

228

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】105件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】5件

特定保育と一時預かり事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制
市からの補助金を特定保育、一時預かり事業実施の為の資金として有 健康福祉局こども育成部
度により、安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大
効に活用している。
保育課
きな成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

961

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
第二ふたば園
育促進事業

702

【特定保育４時間以下】7件
【特定保育４時間超】226件
【一時預かり４時間以下】63件
【一時預かり４時間超】90件

特定保育・一時預かり事業は多くの利用者がいるが、市からの補助制
特定保育・一時預かり事業実施のため、市からの補助金を有効に活用 健康福祉局こども育成部
度で安定した事業が実施されている。利用者から感謝の言葉を聞くこと
できている。
保育課
も多くその成果は大きい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

962

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
小さき花保育園
育促進事業

10

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】6件
【一時預かり４時間超】2件

一時保育事業は、市からの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から成果をあげている。

市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

963

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
相生保育園
育促進事業

110

【特定保育４時間以下】1件
【特定保育４時間超】34件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】19件

短時間の就労の方や、病気・リフレッシュなどの緊急一時預かりにも対
応することができ、地域の方々に多く利用されている。

緊急保育にも対応できるように常に万全な体制が整えられているので、 健康福祉局こども育成部
地域のニーズにも応えられている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

943

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
橋本りんご保育園
育促進事業

2,855

944

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
マシュマロ保育園
育促進事業

945

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
南大野太陽保育園
育促進事業

946

相模原市一時保育促進事業補助
金

947

市補助金を事業資金に繰り入れることができ、事業に活用できた。

特定保育・一時預かり事業実施の為の資金として、市からの補助金を
有効に活用できている。

申し込みの問い合わせに出来るだけ対応できるよう体制を整える努力
をし、子育て支援貢献のため補助金を有効に活用している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

658

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】36件
【一時預かり４時間超】311件

一時預かり事業は就労により乳児・幼児ともに利用も多く、市からの補
助制度により安定して当事業が実施でき、子育て支援の観点から大き
な成果をあげている。

市からの補助金を一時預かり事業実施のための資金として有効に活用 健康福祉局こども育成部
している。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

1,921

【特定保育４時間以下】108件
【特定保育４時間超】836件
【一時預かり４時間以下】23件
【一時預かり４時間超】59件

一時保育事業の利用者は多く、地域の保育ニーズ対応に欠かせない事
市からの補助金を一時保育事業に有効活用し、地域の子育て支援他、 健康福祉局こども育成部
業である。市からの補助制度により、安定した一時保育事業を実施で
保育ニーズにも貢献している。
保育課
き、子育て支援の点で多大な成果をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

12

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】4件
【一時預かり４時間超】4件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保 きゃんばす東林間保育
育促進事業
園

100

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】50件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
げんきっず第２保育園
育促進事業

121

【特定保育４時間以下】6件
【特定保育４時間超】39件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】5件

子育て支援・保護者支援の観点から大きな成果をあげている。
市からの補助金を一時保育事業の為の資金として有効に活用してい
市からの補助制度により、安定した一時保育事業を行なうことができて
る。
いる。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

969

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
ふちのべ美邦保育園
育促進事業

116

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】30件
【一時預かり４時間超】43件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実子のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

970

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
エンゼルハウス保育園
育促進事業

261

【特定保育４時間以下】21件
【特定保育４時間超】75件
【一時預かり４時間以下】52件
【一時預かり４時間超】19件

一時保育事業は一定の利用者がいるが、市からの補助制度により、安
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
定して当事業が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を
きている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

971

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 まあむキッズ相模大野
育促進事業
北口

33

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】16件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

972

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
小町通みたけ保育園
育促進事業

6

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】6件
【一時預かり４時間超】0件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

973

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
どんぐり保育園
育促進事業

35

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】4件

一時預かりに関しては、市からの補助制度により、利用者のニーズにほ 特定保育のニーズも何件かあり応えられなかったが、一時預かりはほ
ぼ応えられた。
ぼ受けることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

974

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
認定こども園モモ
育促進事業

114

【特定保育４時間以下】20件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】42件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

975

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
誠心こども園
育促進事業

59

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】17件
【一時預かり４時間超】20件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

976

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
大野おひさま保育園
育促進事業

17

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】7件

小規模園の為、定員減時は積極的に受け入れたが、満所になった為、 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
受入れできません。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

977

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
オアシスみくり保育園
育促進事業

88

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】34件
【一時預かり４時間超】27件

仕事や看護等の利用者が多く、市からの補助制度により安定して事業 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
が実施できており、子育て支援の観点からも大きな成果を上げている。 きている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

978

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
相模原さくら保育園
育促進事業

11

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

979

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 リージョン淵野辺保育
育促進事業
園

9

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】2件

定員数に対して在籍児童が同数の為、在籍児童のお休みがあらかじめ
定員に空きがある際には一時保育をさせて頂き、子育て支援をさせてい
健康福祉局こども育成部
把握出来ていないとお受けすることが難しく安定して一時保育をご利用
ただけたかと思います。
保育課
していただけなかったので、来年度は需要を増やしていきたい。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

980

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
すまいるランド
育促進事業

7

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】1件

定員内での余裕活用型として一時保育を行い、実績数は少ないが、子
育て支援の一つとして機能することができた。
また、市の補助金制度により、安定した運営ができている。

市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用で 健康福祉局こども育成部
きている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

981

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
けんせい保育園
育促進事業

23

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】10件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

982

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 保育園キッズランドアリ
育促進事業
ス

11

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】0件

定期的に一時保育を利用する方もあり、また、問い合わせ時にも利用ま 引き続き、保育環境が整っている場合には、受入れをし、補助金を有効 健康福祉局こども育成部
での流れを伝えることで、契約を結び、急な利用に備える方もいる。
に活用している。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

983

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
あっぷるきっず本園
育促進事業

53

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】26件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

984

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
のぞみ保育園
育促進事業

2

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】1件

市からの補助金により、子育て支援の観点で活用できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

964

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
あさみどり保育園
育促進事業

965

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 ナーサリースクールＴ＆
育促進事業
Ｙこもれびの森

966

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
あおいそら保育園
育促進事業

967

相模原市一時保育促進事業補助
金

968

市からの補助金を一時保育事業を行なう上で、有効に活用した。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

985

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 まあむベイビィズ相模
育促進事業
大野

19

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】8件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

986

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 ベビールームすこやか
育促進事業
相模大野

104

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】38件
【一時預かり４時間超】33件

一時預かりの需要が説くに多いと思われる大野地区で、園の存在及び
市からの補助金により安定的実施が可能となり、保育が充実した街づく 健康福祉局こども育成部
一時預かり実施の認知に貢献。また、市の補助制度があることで安定
りの一旦を担うという目標に対して貢献している。
保育課
的に実施が可能となり、地域貢献ができている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

987

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 ルンルンちゃいるど保
育促進事業
育園

45

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】23件
【一時預かり４時間超】11件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

988

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
グリンウッド保育園
育促進事業

82

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】50件
【一時預かり４時間超】16件

当園の一時預かり事業は通院や上の子の行事など、短時間の利用が
市からの補助金を、一時預かり事業の人件費他として有効活用してい
主になっている。利用者への子育て支援としては、余力活用の範囲では
る。
あるが、成果があがっている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

989

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 バンビーニ東大沼保育
育促進事業
園

12

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】6件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市からの補助制度により、
市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
安定して当事業が実施されており、子育て支援の観点から大きな成果を
ている。
保育課
あげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

990

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 こころ保育園橋本駅南
育促進事業
口

33

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】11件

地域型保育事業所として、地域の保育ニーズや需要に合わせて、子育
一時保育事業実施のための資金として、市からの補助金を有効に活用 健康福祉局こども育成部
て支援を目的に、一時保育の受入れをした。
している。
保育課
市からの補助制度により、安定して当事業が実施されている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

991

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保
保育所みらい相模大野
育促進事業

20

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】12件
【一時預かり４時間超】4件

一時保育を利用されたい保護者は多くいらっしゃると思います。
市からの補助制度により安定して実施されています。
子育ての観念から大きな成果をあげていると思います。

２８年度は当園の利用者は少数でありましたが、市からの補助金を一時 健康福祉局こども育成部
保育事業実施のために有効活用できていると思います。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

992

相模原市一時保育促進事業補助
金

相模原市一時保 相模福祉村KIDS＋保
育促進事業
育園

167

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】67件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】16件

一時保育利用希望者に対し、市からの補助制度により当事業が安定し
て実施できている。また、事業所内保育所のため、従業員の就業に際 市からの補助金を一時保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
保育課
し、一時保育利用希望者も多く、子育て家庭への支援の観点から成果 ている。
をあげている。

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

多様な保育ニーズへの対応のためには民間園での一時保育事業実
施が不可欠である。また、補助対象事業者からは当該補助金が安
定的な事業運営に寄与しているとの評価を得ていることから、事
業実績、公益性ともに十分であると評価したもの。

993

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
すすきの保育園
育事業

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
渕野辺保育園
育事業

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
相模保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：2,529人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
星ヶ丘二葉園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：791人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
立正保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：3,043人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
高見保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,357人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
相武台新日本保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,885人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
すこやか保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：3,069人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1001

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
せんだん保育園
育事業

538

【利用延べ人数】 １時間延長：384人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1002

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ふじ乳児保育園
育事業

2,605

【利用延べ人数】 １時間延長：643人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1003

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
上溝保育園
育事業

530

【利用延べ人数】 １時間延長：606人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1004

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
むくどり保育園
育事業

1,860

【利用延べ人数】 １時間延長：1,588人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1005

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
新磯野保育園
育事業

3,817

【利用延べ人数】 １時間延長：3,701人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1006

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
大野台保育園
育事業

1,812

【利用延べ人数】 １時間延長：916人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1007

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
清水保育園
育事業

942

【利用延べ人数】 １時間延長：516人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1008

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
友愛保育園
育事業

628

【利用延べ人数】 １時間延長：427人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1009

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ひよこ保育園
育事業

778

【利用延べ人数】 １時間延長：362人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ふじ第二保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：2,554人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
和泉保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,050人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
横山台保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：942人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
むくどり第２保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：581人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
松が枝保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,150人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
たけの子保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：555人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
二本松保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,743人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
くぬぎ台保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,396人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

994
995
996
997
998
999
1000

1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017

3,161
6,463
2,197
1,904
3,709
2,022
2,458
4,345

3,841
2,148
2,115
718
1,812
1,173
2,314
1,812

【利用延べ人数】 １時間延長：1,418人
【利用延べ人数】 １時間延長：7,786人

２時間延長：72人
2時間延長：2,079人

２時間延長：216人

2時間延長:584人

２時間延長：332人

２時間延長：35人

2時間延長：437人

２時間延長：15人

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
千代田保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
夜間保育所ドリーム
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
エンゼル保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
たけの子第２保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
東橋本ひまわり保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
たけのうち保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
星の子保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ひかり保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ひよこ第２保育園
育事業

1027

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
橋本りんご保育園
育事業

1028

相模原市延長保育事業補助金

1029

相模原市延長保育事業補助金

1030

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：1,586人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：891人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：1,313人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：3,071人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：2,633人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：1,366人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

3,929

【利用延べ人数】 １時間延長：3,388人

２時間延長：279人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保
マシュマロ保育園
育事業

3,283

【利用延べ人数】 １時間延長：851人

2時間延長：177

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保
南大野太陽保育園
育事業

4,844

【利用延べ人数】 １時間延長：4,849人

２時間延長：616人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
南橋本みたけ保育園
育事業

3,556

【利用延べ人数】 １時間延長：1,571人

２時間延長：153人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1031

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
むくどり風の丘保育園
育事業

3,770

【利用延べ人数】 １時間延長：2,583人

２時間延長：235人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1032

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ののはな文京保育園
育事業

3,945

【利用延べ人数】 １時間延長：4,028人

２時間延長：319人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1033

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
星の子第２保育園
育事業

2,060

【利用延べ人数】 １時間延長：1,867人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1034

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ひよこ第３保育園
育事業

3,961

【利用延べ人数】 １時間延長：2,643人

２時間延長：281人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1035

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
古淵保育園
育事業

3,970

【利用延べ人数】 １時間延長：3,222人

２時間延長：208人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
さいわい保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,993人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 ナーサリースクールＴ＆
育事業
Ｙ南台

【利用延べ人数】 １時間延長：429人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
西橋本みたけ保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,357人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
レイモンド橋本保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：319人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 保育園東林間ジュニア
育事業
クラブ

【利用延べ人数】 １時間延長：1,518人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ひまわり第２保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：936人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
大野村いつきの保育園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：844人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
保育園アリス
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,571人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1044

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
こどもきらきら園
育事業

1,693

【利用延べ人数】 １時間延長：1,200人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1045

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
RISSHO KID'S きらり
育事業

2,197

1046

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ＹＭＣAオベリン保育園
育事業

1047

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
若松保育園
育事業

1048

相模原市延長保育事業補助金

1049

1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043

2,197

【利用延べ人数】 １時間延長：1,989人

【利用延べ人数】 前１時間延長：203人 前２時間延長：3,996人
11,017
前3時間延長：2,674人 後1時間延長：453人 後2時間延長：954人
2,082
1,812
3,550
2,264
3,953
2,422
2,033

2,070
638
1,824
730
1,812
1,812
1,864
1,981

【利用延べ人数】 １時間延長：420人

2時間延長：10人

２時間延長：270人
２時間延長：218人

充分な実績が確
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：3,127人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：574人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

2,022

【利用延べ人数】 １時間延長：1,885人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保
げんきっず保育園
育事業

2,012

【利用延べ人数】 １時間延長：1,325人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ふじSunSun保育園
育事業

2,124

【利用延べ人数】 １時間延長：2,811人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1050

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
みんなのとっぽ保育園
育事業

3,585

【利用延べ人数】 １時間延長：1,422人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1051

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
第二ふたば園
育事業

1052

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
小さき花保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
相生保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
あさみどり保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
星の子第３保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 ナーサリースクール
育事業
T&Yこもれびの森

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
あおいそら保育園
育事業

1053
1054
1055
1056
1057

530

２時間延長：371人

598

【利用延べ人数】 １時間延長：452人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1,960

【利用延べ人数】 １時間延長：683人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：1,331人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：819人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：347人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：629人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：184人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1,965
1,323
730
577
700

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

左のように評価した理由

相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 きゃんばす東林間保育
育事業
園

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
げんきっず第２保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ふちのべ美邦保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
アスク橋本保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
エンゼルハウス保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 コンビプラザ橋本保育
育事業
園

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
マミー保育園相模大野
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
ゆめいろ保育園
育事業

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 まあむキッズ相模大野
育事業
北口

1067

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
小町通みたけ保育園
育事業

1068

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
どんぐり保育園
育事業

1069

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保 レイモンド西橋本保育
育事業
園

1070

相模原市延長保育事業補助金

1071

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

【利用延べ人数】 １時間延長：647人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

【利用延べ人数】 １時間延長：1,377人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：2,721人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

2時間延長：107人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

2時間延長：218人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：1,049人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：916人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

500

【利用延べ人数】 １時間延長：165人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1,092

【利用延べ人数】 １時間延長：131人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

723

【利用延べ人数】 １時間延長：384人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保 ココファン・ナーサリー
育事業
東林間

1,417

【利用延べ人数】 １時間延長：892人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

相模原市延長保育事業補助金

ぽっかぽっかナーサ
相模原市延長保
リー・インターナショナ
育事業
ル園

700

【利用延べ人数】 １時間延長：165人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1072

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
認定こども園モモ
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：1,419人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1073

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
誠心こども園
育事業

530

【利用延べ人数】 １時間延長：358人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1074

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
認定こども園ピノ
育事業

3,222

【利用延べ人数】 １時間延長：899人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1075

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
相模女子大学幼稚部
育事業

2,012

【利用延べ人数】 １時間延長：1,327人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1076

相模原市延長保育事業補助金

相模原市延長保
相模林間幼稚園
育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：16人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1077

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
大野おひさま保育園
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：516人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1078

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
オアシスみくり保育園
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：252人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1079

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 小田急ムック相模大野
延長保育事業
園

【利用延べ人数】 １時間延長：315人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1080

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
相模中央保育室八雲
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：3人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1081

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
相模原さくら保育園
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：132人

2時間延長：0人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1082

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 リージョン淵野辺保育
延長保育事業
園

2時間延長：135人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1083

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
ぶどう大野南保育園
延長保育事業

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1084

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
すまいるランド
延長保育事業

400

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1085

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
けんせい保育園
延長保育事業

600 【利用延べ人数】 １時間延長：15人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1086

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 保育園キッズランドアリ
延長保育事業
ス

300

【利用延べ人数】 １時間延長：0人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1087

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
あっぷるきっず本園
延長保育事業

400

【利用延べ人数】 １時間延長：92人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1088

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 保育ルームあっぷる
延長保育事業
きっず

415

【利用延べ人数】 １時間延長：93人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1089

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
のぞみ保育園
延長保育事業

600

【利用延べ人数】 １時間延長：144人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1090

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 まあむベイビィズ相模
延長保育事業
大野

300

【利用延べ人数】 １時間延長：66人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1091

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 ベビールームすこやか
延長保育事業
相模大野

300

【利用延べ人数】 １時間延長：125人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1092

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 ルンルンちゃいるど保
延長保育事業
育園

400

【利用延べ人数】 １時間延長：52人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

1093

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
グリンウッド保育園
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：62人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1094

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 バンビーニ東大沼保育
延長保育事業
園

【利用延べ人数】 １時間延長：89人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1095

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 こころ保育園橋本駅南
延長保育事業
口

【利用延べ人数】 １時間延長：109人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1096

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
このは保育園
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：198人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1097

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
保育所みらい相模大野
延長保育事業

【利用延べ人数】 １時間延長：30人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066

530
2,012
4,211
3,863
2,986
3,384
3,558
1,844
845

1,812

500
300
400
300
300
700
700
700

300
300
300
400
315

【利用延べ人数】 １時間延長：1,994人
【利用延べ人数】 １時間延長：784人

【利用延べ人数】 １時間延長：2,216人

【利用延べ人数】 １時間延長：18人

2時間延長：517人
2時間延長：24人

【利用延べ人数】 １時間延長：1,098人

【利用延べ人数】 １時間延長：115人

2時間延長：413人

2時間延長：4人

2時間延長：85人

2時間延長：176人

2時間延長：0人

【利用延べ人数】 １時間延長：16人
2時間延長：1人

2時間延長：33人

充分な実績が確
認される

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

左のように評価した理由

相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の認可保育所では、当該補助をすることで積極的に延長保
育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の幼保連携型認定こども園では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策と
なっている。
相模原市内の幼保連携型認定こども園では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策と
なっている。
相模原市内の幼保連携型認定こども園では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策と
なっている。
相模原市内の幼保連携型認定こども園では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策と
なっている。
相模原市内の幼保連携型認定こども園では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策と
なっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

1098

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 マミーキッズ橋本西口
延長保育事業
園

1099

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
ゆうゆう保育園
延長保育事業

1100

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
ゆめりあ保育園
延長保育事業

1101

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型
さがみはらおひさま園
延長保育事業

1102

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 わげん保育園相模原駅
延長保育事業
前

1103

相模原市地域型延長保育事業補
助金

相模原市地域型 相模福祉村KIDS+保育
延長保育事業
園

1104

相模原市病児・
社会福祉法人 さがみ
相模原市病児・病後児保育施設賃
病後児保育施設
愛育会
借料補助金
賃借料補助事業

3,888

1105

相模原市病児・
神奈川県厚生農業協
相模原市病児・病後児保育施設賃
病後児保育施設
同組合連合会
借料補助金
賃借料補助事業

3,888

1106

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 星ヶ丘二葉園
職員事業

149

【保育所】
【任用期間】

1107

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 相武台新日本保育園
職員事業

107

1108

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 渕野辺保育園
職員事業

1109

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

1110

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

左のように評価した理由

【利用延べ人数】 １時間延長：0人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

042‑769‑8340

【利用延べ人数】 １時間延長：19人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：2人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：27人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

【利用延べ人数】 １時間延長：238人

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

市からの補助制度によって安定して延長保育事業が実施でき、就労世 市からの補助金を延長保育事業実施のための資金として有効に活用し 健康福祉局こども育成部
帯の負担軽減など大きな効果をあげている。
ている。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8340
認される

病気回復期にあるこどもの保育需要に対応。
【利用延べ人数】 371名

市から病児保育施設賃借料相当額の補助金を受けることで、安定した 保育所を利用する市民ニーズの多様化に対応した保育の拡充に貢献
経営を持続することができた。
できたものと考える。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が助成することにより事業の安定した経営につながり、この結果、保
育所を利用する市民ニーズの多様化に対応できただけでなく、児童及
び職員の処遇の向上が図られたものと考える。

病気回復期にあるこどもの保育需要に対応。
【利用延べ人数】
853 名

市から病児保育施設賃借料相当額の補助金を受けることで、安定した 保育所を利用する市民ニーズの多様化に対応した保育の拡充に貢献
経営を持続することができた。
できたものと考える。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が助成することにより事業の安定した経営につながり、この結果、保
育所を利用する市民ニーズの多様化に対応できただけでなく、児童及
び職員の処遇の向上が図られたものと考える。

星ヶ丘二葉園
平成28年4月1日〜平成28年5月27日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

【保育所】
【任用期間】

相武台新日本保育園
平成28年4月1日〜平成28年5月5日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

168

【保育所】
【任用期間】

渕野辺保育園
平成28年4月18日〜平成28年7月10日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

相模原市民間保
育所産休等代替 渕野辺保育園
職員事業

290

【保育所】
【任用期間】

渕野辺保育園
平成28年5月29日〜平成28年9月3日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 エンゼル保育園
職員事業

279

【保育所】
【任用期間】

エンゼル保育園
平成28年7月1日〜平成28年9月24日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1111

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 橋本りんご保育園
職員事業

378

【保育所】
【任用期間】

橋本りんご保育園
平成28年7月31日〜平成28年11月9日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1112

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 星ヶ丘二葉園
職員事業

416

【保育所】
【任用期間】

星ヶ丘二葉園
平成28年7月14日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1113

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 南大野太陽保育園
職員事業

377

【保育所】
【任用期間】

南大野太陽保育園
平成28年5月24日〜平成28年9月8日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1114

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 あさみどり保育園
職員事業

30

【保育所】
【任用期間】

あさみどり保育園
平成28年8月26日〜平成28年12月15日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1115

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 ののはな文京保育園
職員事業

387

【保育所】
【任用期間】

ののはな文京保育園
平成28年10月1日〜平成29年1月17日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1116

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 渕野辺保育園
職員事業

357

【保育所】
【任用期間】

渕野辺保育園
平成28年9月20日〜平成29年1月15日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1117

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 ののはな文京保育園
職員事業

285

【保育所】
【任用期間】

ののはな文京保育園
平成29年1月18日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1118

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 南大野太陽保育園
職員事業

223

【保育所】
【任用期間】

南大野太陽保育園
平成29年1月21日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

400
434
300
300
836

【利用延べ人数】 前１時間延長：138人
1,200
後2時間延長：91人

2時間延長：4人
後1時間延長：3人

充分な実績が確
認される

相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。
相模原市内の地域型保育事業では、当該補助をすることで積極的に延
長保育を実施してもらっており、子育て支援の重要な施策となっている。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1119

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 橋本りんご保育園
職員事業

362

【保育所】
【任用期間】

橋本りんご保育園
平成28年12月28日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1120

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 星ヶ丘二葉園
職員事業

273

【保育所】
【任用期間】

星ヶ丘二葉園
平成29年1月25日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1121

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 第二ふたば園
職員事業

30

【保育所】
【任用期間】

第二ふたば園
平成29年3月27日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1122

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 ふちのべ美邦保育園
職員事業

6

【保育所】
【任用期間】

ふちのべ美邦保育園
平成29年3月31日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1123

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 むくどり風の丘保育園
職員事業

213

【保育所】
【任用期間】

むくどり風の丘保育園
平成29年1月18日〜平成29年3月31日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1124

相模原市民間保育所産休等代替
職員事業補助金

相模原市民間保
育所産休等代替 夜間保育所ドリーム
職員事業

351

【保育所】
【任用期間】

夜間保育所ドリーム
平成28年8月2日〜平成28年10月30日

出産のため長期間にわたって継続する休暇を必要とする場合におい
て、代替職員を雇用したことで、職員の母体の保護と雇用の安定を確保
できた

安定した保育の運営を継続できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8340

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助を受けることで代替職員の任用が促進でき、安定した保育運営も
継続が可能になり、また、産休職員の母体の保護や、その職員の雇用
継続についても効果があった。本補助をすることにより保育所の運営助
成につながり、職員処遇等の向上が図られたものと考える。

1125

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

1126

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。
事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

1127

1128

1129

1130

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金
相模原市私立幼稚園
教育振興補助金
相模原市私立幼稚園
教育振興補助金
相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1131

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1132

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1133

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1134

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1135

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1136

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1137

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1138

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1139

1140

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金
相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業

教職員研修費 125,670円、修繕補修費 146,855円
教具教材費 1,134,681円等

あかね幼稚園

615

上田名幼稚園

教材教具費 300,000円、職員研修費 67,380円、
733 英語講師 180,000円、ピアノ調律代 77,760円、
桜伐採園庭整備 300,00円

うのもり幼稚園

教具教材費 300,000円、図書費 106,600円
855 備品購入費 1,611,936円、教職員研修費 89,832円
報酬費 1,110,460円、修繕補修費 294,053円

大野文化幼稚園

2,196

備品購入費 458,460円
報酬費 5,375,182円、修繕補修費 10,670,031円等
教職員研修費 125,400円、体育指導謝礼 451,400円
図書費 6,884円、園庭防虫ネット張替 155,276円等

けやきの子幼稚園

739

相模原高等学校付属
光明幼稚園

教具教材費 2,740,216円、図書費 119,542円
800 備品購入費 949,340円、教職員研修費 682,212円
報酬費 2,051,417円、修繕補修費 5,511,327円

若手教諭の宿泊研修を実施できた。
雨天時に使用する遊具教具の充実が出来た。

全国から集まる研修会に参加でき、視野の広がる勉強ができた。
雨天時のホール遊びがダイナミックになった。

枯れてきた桜の木を伐採することにより、安全な教育条件に改善するこ
環境を整えることにより、よりよい幼稚園教育の充実につなげられた。
とが出来た。
教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。
教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。
研修及び園庭等整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を
改善することができた。
教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実に繋げられ 健康福祉局こども育成部
た。
保育課
園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。
園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。
園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課
健康福祉局こども育成部
保育課
健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

042‑769‑8341

042‑769‑8341

042‑769‑8341

相模栄光幼稚園

教職員研修費 768,820円、図書購入費 38,998円、園庭補修工事費
1,232 297,000円
手洗い場修繕費 222,480円 門扉土間修繕費 54,540円

教職員の研修を行うことで、教育の質の向上に繋がった。
園庭や門扉土間を修繕したことで、園児の安全確保ができた。

教育環境の改善や、教職員の教育への意識が高まったと思う。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模すぎのこ幼稚園

教具教材費 1,090,000円、図書費 810,000円
1,052 備品購入費 2,710,000円、教職員研修費 315,000円
報酬費 95,000円、修繕補修費 1,410,000円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

相模つばさ幼稚園

1,005

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

さがみひかり幼稚園

教具教材費 800,000円、図書費 20,000円
1,392 備品購入費 1,500,000円、教職員研修費 30,000円
修繕補修費 200,000円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

教育条件の改善と教員の資質の向上を図ることができ、より良い幼稚
園教育の充実につなげることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

相模ひまわり幼稚園

教具教材費 1,619,089円
1,149 備品購入費 2,946,664円、教職員研修費 4,935,470円
報酬費 1,106,164円、修繕補修費 2,884,923円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

教育条件の改善と教員の資質の向上を図ることができ、より良い幼稚
園教育の充実につなげることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

相模野幼稚園

1,178

体操講師 445,900円、サッカー講師 253,080円、英語講師 680,587円
等に充当した。

教育内容の充実を図ることにより、幼稚園教育の振興と教育条件の整
備ができた。

園児のための教育条件を改善することで、より一層良質な幼稚園教育
を実現することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

園舎外会談及び手すり塗装 1,058,400円等に充当しました。
（内訳 階段腐食検査会談塗装費 583,200円
中央階段塗装費
291,600円
避難用滑り台塗装費
183,600円)

階段に塗装部分のはがれなどが園児の手に傷をつけることもなく、足元 園児の教育環境を整えることにより、安全かつ書いた喜納園生活を過
もすべらないように安全になった。
ごすことが出来るようになった。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

教職員研修費 118,180円、園庭遊具 800,000円、
教具教材等購入 2,389,340円等に充当した。

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。
事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

新町幼稚園

よこやま幼稚園

ばらの花幼稚園

552

1,239

教職員研修費 251,448円、園舎屋根等の補修 2,710,810円
教具教材費等購入 2,642,681円等

図書費 92,840円、総合遊具修理 1,521,652円 備品購入費 475,090
円
499
教職員研修費 33,000円 体操指導料 562,800円 リトミック指導料
600,000円
教具教材費 1,765,653円、備品購入費 4,048,603円、
報酬費 2,110,800円、修繕補修費 37,800円

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

教諭の教育研究の場を広げ、講師による教育指導の充実を図り、又教
園児の教育条件改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげられ
育環境を整えることにより、幼稚園教育の振興及び教育条件の改善に
ました。
つなげることが出来ました。

健康福祉局こども育成部
保育課

常に園児の安全に配慮して点検整備をし、より良い保育のために教材
安心安全な環境で、充実した良い教材教具備品により、安心して充実し 健康福祉局こども育成部
教具を整備することができた。幼稚園教育とともに未就園親子への子育
た保育を行くことが出来、園児の成長の更なる助けになった。
保育課
て支援にも役だった。

042‑769‑8341

清心幼稚園

1,363

誠心第一幼稚園

教具教材費 6,670,876円、図書費 18,036円
1,419 備品購入費 703,506円、教職員研修費 195,900円
報酬費 2,162,636円、修繕補修費 774,221円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

バーコード式のコンピュータ用英語教材サイバードリームを全クラス設
知育・徳育・体育それぞれの領域に関わる教育導入・環境設定を充実さ
置による英語教育の充実、また昨年に続く安田式体育遊具の追加設置
健康福祉局こども育成部
せることで、本園の教育目標である「清い心 良い頭 強い体」の全人教
による体育・運動能力の向上、ピアノの調律によるしっかりとした音楽・
保育課
育のより一層高度な実現に大きく寄与した。
身体表現能力の進展により、園児成長発達に大きく寄与した。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

バーコード式のコンピュータ用英語教材サイバードリームのソフトウェア
知育・体育それぞれの領域に関わる教材のレベルアップ、環境設定の
アップデートによる英語教育の充実、また、昨年に続く安田式体育遊具
充実により、本園の教育目標である「清い心 良い頭 強い体」の全人
の追加設置による体育・運動能力の向上により、園児成長発達に大きく
教育のより一層高度な実現に大きく寄与した。
寄与した。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

1141

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1142

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業

誠心第二幼稚園

英語教材サイバードリーム購入費 1,613,520円の一部
1,384 安田式体育遊具一式 1,944,000円の一部
ピアノ調律代 180,000円等に充当しました。

1143

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業

誠心相陽幼稚園

1,398

英語教材サイバードリームアップデート費 403,920円
安田式体育遊具一式 1,533,600円の一部等に充当しました。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

1144

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1145

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1146

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1147

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1148

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1149

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1150

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1151

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1152

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1153

1154

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金
相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1155

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1156

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1157

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

1158

相模原市私立幼稚園
教育振興補助金

補助対象事業
の名称
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業
相模原市
私立幼稚園
教育振興補助
事業

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

教職員の知識向上及び教育環境の整備を図り、充実した教育をするこ
教育環境の改善により、より良い幼稚園教育の充実につながった。
とが出来た。

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

所管課

左のように評価した理由

相武台中央幼稚園

1,687 教職員研修費 972,069円、修繕補修費3,731,220円等に充当した。

たけのうち幼稚園

教職員研修費 394,195円、図書購入 260,000円
教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
1,592 教具教材等購入 5,977,137円 園舎等補修 761,654円等に充当しまし
善することができた。
た。

中央幼稚園

研修費 1,284,600円 就学用教材費 200,000円 ピアノ調律費
173,880円
1,495
図書購入費 100,000円 修繕費 947,953円 音楽講師報酬費
8004,000円

教材教具の整備、充実を図り、また、修繕をすることで園環境の維持・
整備をすることができた。
教職員の研修や外部講師を招くことにより、幼稚園教育の振興及び教
育条件を改善することができた。

園児の教育条件及び園環境の改善・整備、教職員の資質向上を積極 健康福祉局こども育成部
的にを行うことができ、幼稚園教育の充実につなげられることができた。 保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

つくしの幼稚園

教職員研修費 905,502円
1,181 教具教材費 2,511,460円
修繕補修費 6,987,854円等に充当した。

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

てるて幼稚園

1,102

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

幼稚園教育の充実につなげられた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341 充分な実績が確認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

教具教材 4,912,764円、図書購入 52,164円、教職員研修 18,570円、
報酬 1,558,396円、備品購入 6,158,765円、修繕費 3,046,400円

教具教材のほか備品購入・修繕費などで整備の充実を図り、幼稚園教 園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
育の振興及び教育条件を改善することができた。
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

教具教材費 2,086,006円、報酬費 2,242,870円、
教職員研修費 9,000円、修繕補修費 95,450円

教具教材のほか備品購入・修繕費などで整備の充実を図り、幼稚園教 園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
育の振興及び教育条件を改善することができた。
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

教具教材費 3,579,213円、備品購入費 1,391,696円、
報酬費 929,230円、修繕補修費 95,450円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。
事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

受水槽給水ポンプユニット交換 1,080,864円
ＡＥＤ購入 380,106円等に充当した。

虹ケ丘幼稚園

図書費 425,605円
1,901 研修費 972,697円
修繕補修費 1,930,248円等に充当した。

橋本幼稚園

1,428

鳩川幼稚園

405

豊泉幼稚園

1,194

星が丘幼稚園

みずほ幼稚園

教具教材費 205,210円、図書購入費 60,972円、ピアノ調律 100,000
円、
園内整備の充実により、教育条件の改善が出来た。
944
防犯設備費 100,000円、遊具設備費 450,000円、園庭整備費 26,818
円
1,118

研修費 39,800円、図書購入 77,172円、ピアノ調律 160,380円、
園舎整備、修理代費 271,296円 教材費 1,336,935円等に充当した。

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件の改
善により、より良い幼稚園教育の充実につなげられました。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

教育条件の改善により、幼稚園教育の充実につなげられた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課
健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

042‑769‑8341

南大野幼稚園

963

研修費 649,122円、ピアノ調律 143,640円、園舎塗装 481,680円等に充 教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
当しました。
善することができた。

より良い幼稚園教育につなげられた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

谷口幼稚園

612

門扉戸車交換 432,000円 入口扉灰汁洗い 270,000円
教材教具等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
外溝、花壇補修 216,000円 ピアノ調律 130,032円
スロープ交換 135,000円 草刈 97,200円 砂場の砂 41,040円等の修 善することができた。
繕補修費に充当しました。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

弥生幼稚園

731 教材教具費（文具） 3,414,496円等に充当した。

教材教具の充実により、保育の質が向上した。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。
事業実績及び事業成果から教育条件の維持改善ができ、教育活動の
更なる充実につなげることが図られている。

林間のぞみ幼稚園

教材教具等の充実を図ることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

・教職員を対象として慣習を実施し、幼児教育の資質向上に努めること
補助金の活用により、幼少連携や家庭環境のあり方など、幼児教育に
ができた。
健康福祉局こども育成部
おける今日的な課題に関する調査・研究及び情報発信を効果的に進め
・教職員と保護者を対象にした子育てに関する研修会の実施により、子
保育課
ることが出来た。
育て支援の充実を図ることが出来た。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の用途については、幼児教育に関する調査・研究・研修に充てら
れており、本市幼児教育の振興・充実という観点から補助金の支出は適
当と考えられる。

教職員や設置者を対象にした研修等を実施し、幼児教育の資質向上に
市補助事業により調査研究や研修を効果的に進めることができた。
努めることができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の用途については、幼児教育に関する調査・研究・研修に充てら
れており、本市幼児教育の振興・充実という観点から補助金の支出は適
当と考えられる。

1,520

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：178日、夏季休業期間：22日、冬・春季休業期間：14日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

教具教材費 1,003,407円、備品購入費 3,759,485円、
1,194 教職員研修費 267,673円、報酬費 353,618円、
修繕補修費 6,460,590円

教具教材等の整備充実を図り、幼稚園教育の振興及び教育条件を改
善することができた。

園児の教育条件等改善により、より良い幼稚園教育の充実につなげら
れた。

1159

相模原市私立幼稚園
幼児教育調査研究事業補助金

相模原市
私立幼稚園
幼児教育調査
研究事業

1160

相模原市私立幼稚園
幼児教育調査研究事業補助金

相模原市
私立幼稚園
幼児教育調査
研究事業

1161

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

1162

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

上田名幼稚園

1,100

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：166日、夏季休業期間：22日、冬・春季休業期間：0日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1163

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

うのもり幼稚園

1,460

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：180日、夏季休業期間：25日、冬・春季休業期間：18日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1164

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

けやきの子幼稚園

1,440

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：187日、夏季休業期間：21日、冬・春季休業期間：19日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1165

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模原高等学校付属
光明幼稚園

1,700

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：184日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：19日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

（一社）相模原市幼稚
園協会

相模原幼児教育協議
会

相模原市
私立幼稚園
あかね幼稚園
預かり保育事業

・幼児教育に関する調査・研究
1,290 ・幼児教育に関する研究
・幼稚園の運営に関する研究協議

100

・幼児教育に関する調査・研究
・幼児教育に関する研究

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1166

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模栄光幼稚園

1,430

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：176日、夏季休業期間：22日、冬・春季休業期間：10日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1167

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模すぎのこ幼稚園

1,660

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：199日、夏季休業期間：25日、冬・春季休業期間：11日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1168

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模つばさ幼稚園

1,220

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：186日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：9日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1169

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

さがみひかり幼稚園

1,660

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：195日、夏季休業期間：25日、冬・春季休業期間：7日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1170

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模ひまわり幼稚園

1,400

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：187日、夏季休業期間：26日、冬・春季休業期間：20日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1171

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模翠ヶ丘幼稚園

1,000

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：165日、夏季休業期間：15日、冬・春季休業期間：0日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1172

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

津久井ヶ丘幼稚園

1,100

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：194日、夏季休業期間：18日、冬・春季休業期間：21日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1173

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模野幼稚園

1,460

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：189日、夏季休業期間：24日、冬・春季休業期間：14日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1174

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

新町幼稚園

1,440

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：195日、夏季休業期間：25日、冬・春季休業期間：19日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1175

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相模原みどり幼稚園

1,580

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：187日、夏季休業期間：19日、冬・春季休業期間：19日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1176

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

よこやま幼稚園

1,600

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：192日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：15日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1177

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

ばらの花幼稚園

1,400

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：162日、夏季休業期間：24日、冬・春季休業期間：18日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1178

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

清心幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：180日、夏季休業期間：28日、冬・春季休業期間：22日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1179

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

誠心第一幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：193日、夏季休業期間：25日、冬・春季休業期間：14日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
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補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
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（千円）

事業実績
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「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1180

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

誠心第二幼稚園

1,670

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：196日、夏季休業期間：26日、冬・春季休業期間：13日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1181

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

誠心相陽幼稚園

1,660

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：196日、夏季休業期間：26日、冬・春季休業期間：13日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1182

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

相武台中央幼稚園

1,660

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：211日、夏季休業期間：21日、冬・春季休業期間：12日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1183

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

たけのうち幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：195日、夏季休業期間：24日、冬・春季休業期間：18日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1184

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

中央幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：206日、夏季休業期間：27日、冬・春季休業期間：16日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1185

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

つくしの幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：210日、夏季休業期間：23日、冬・春季休業期間：16日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1186

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

てるて幼稚園

1,170

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：183日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：10日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1187

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

中和田幼稚園

1,420

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：164日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：11日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1188

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

虹ケ丘幼稚園

1,720

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：193日、夏季休業期間：21日、冬・春季休業期間：21日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1189

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

橋本幼稚園

1,300

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：196日、夏季休業期間：17日、冬・春季休業期間：10日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1190

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

鳩川幼稚園

900

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：184日、夏季休業期間：0日、冬・春季休業期間：0日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1191

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

豊泉幼稚園

900

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
預かり保育事業を実施した。
保育課
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：163日、夏季休業期間：5日、冬・春季休業期間：0日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1192

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

星が丘幼稚園

1,420

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：181日、夏季休業期間：22日、冬・春季休業期間：12日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1193

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

みずほ幼稚園

1,620

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
健康福祉局こども育成部
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
考えている。
（課業期間：186日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：10日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課
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事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
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1194

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

南大野幼稚園

1,620

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：186日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：13日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1195

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

谷口幼稚園

1,230

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：182日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：9日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1196

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

弥生幼稚園

1,170

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：185日、夏季休業期間：20日、冬・春季休業期間：13日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1197

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

林間のぞみ幼稚園

900

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：167日、夏季休業期間：0日、冬・春季休業期間：0日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1198

相模原市私立幼稚園
預かり保育事業補助金

相模原市
私立幼稚園
預かり保育事業

内郷幼稚園

1,200

本園に在籍している子どものうち、幼稚園本来の機能である1日4時間を
預かり保育事業を実施することにより、園児保護者の保育ニーズに応え 多様化・増大化しつつある園児保護者からの保育ニーズに概ね応える
健康福祉局こども育成部
標準とした教育時間の前後等において、保護者の希望により保育を行う
るとともに、幼稚園という教育機関の立場から地域における子育て支援 ことができた。そのことが地域における子育て支援の充実に繋がったと
保育課
預かり保育事業を実施した。
考えている。
の充実を図ることを目標に事業を行った。
（課業期間：191日、夏季休業期間：22日、冬・春季休業期間：17日）

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

幼稚園の正規の保育時間を越えた部分で預かり保育を実施すること
で、園児保護者の保育ニーズに応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かした保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進することで、牽いては保育所の待機児童
の減少に一躍を担っていると考えられる。

1199

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

子育てにおいて孤立しがちな就学前の幼児を持つ保護者等に対し、親 幼稚園や保育所に在園しない就学前の子どもを自宅で養育する保護者
健康福祉局こども育成部
子登園や相談事業等を通じ、家庭教育への支援を含め、効果的な子育 への子育て支援に向け、幼稚園の持つ専門機能を積極的に活用すべ
保育課
き。
て支援を図ることができた。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

1200

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

地域子育て支援推進事業を実施することにより、地域における侍史建て 教育機関としての幼稚園の機能を最大限発揮して、地域の子育てに対 健康福祉局こども育成部
環境の充実、子育てに係る悩みの改善等に寄与出来た。
する支援に努めた。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

1201

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

子育て支援への職員配置を行い、地域社会への支援体制が構築され
健康福祉局こども育成部
子育て支援への職員を配置し、各種支援事業を実施し子育て家庭への
た。今後は、子育て世代や地域社会のニーズを受け子育て支援の内容
保育課
支援が十分に行われた。
を地域社会とともに充実させていきたい。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

様々な年齢層や立場の職員がいる中で、子育てに悩みを抱える保護者
がどんなアドバイスを求めているかを考え、それに合った職員が悩み相 健康福祉局こども育成部
談などに応じることが出来た。そこから、保護者との距離感も縮まり、か 保育課
つ職員のスキルアップにもつながっていた。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。
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推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業

あかね幼稚園

181

うのもり幼稚園

181

認定こども園杜の光

181

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、子育てセミナー等開催事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業
を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て相談事業、子育てセミナー等開催
事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育てセミナー
等開催事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。

1202

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1203

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1204

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1205

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1206

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1207

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1208

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1209

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1210

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1211

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1212

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

相模原市
私立幼稚園
相模つばさ幼稚園
地域子育て支援
推進事業

181

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、子育てセミナー等開催事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事
業、電子メールによる子育て相談事業を実施。

1213

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

相模原市
私立幼稚園
相模ひまわり幼稚園
地域子育て支援
推進事業

1214

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1215

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1216

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1217

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

地域に開けた幼稚園を目指し、様々な取り組みをすることのより、地域
の方々との距離が縮まり、園内だけでは得られない情報や知恵などを
学ぶことが出来た。また、子育てで悩む保護者の方々からとよられる場
となることができた。

認定こども園げんきっこ

181

大島幼稚園

181

大野文化幼稚園

181

認定こども園小山白ゆ
り幼稚園

181

城山わかば幼稚園

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業 幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
181 を実施。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
○情報提供事業として、電子メールによる子育て相談事業を実施。
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
た。

けやきの子幼稚園

181

相模原高等学校付属
光明幼稚園

181

相模白ゆり幼稚園

181

相模女子大学幼稚部

181

相模すぎのこ幼稚園

181

○地域開放推進事業として子育て親子の交流事業、、子育てセミナー
等開催事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育てセミナー等開催事業、地域との交流
事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、子育てセミナー等開催事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
た。
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
た。
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

地域交流の中で園児や職員、近隣地域の関係がつくれた事により防犯 健康福祉局こども育成部
という側面にもつながることができた。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

未就園児親子を含む地域の方々との交流を深め、また情報提供を行う 子育て支援事業を行うことにより、地域の方々に園を知っていただき、ま
健康福祉局こども育成部
ことにより、幼稚園という教育機関として、地域の子育て支援を充実させ た未就園児親子の要望に応えることができ、地域における子育て支援
保育課
るために事業を行った。
の充実につながったといえる。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

地域の方々に喜んでいただくために、園での行事等を細目にご案内し、
毎回来園された方から、喜んでいただいてリピーターの方も多く当園の 健康福祉局こども育成部
お誘いをして特に高齢者の方、未就園児親子の方々には有効に園児を
園児たちも楽しみにお迎えをしていて笑顔があふれている。
保育課
過ごす時間を楽しんでいただいた。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

園庭を活用して７階の園庭開放をした。たくさんの親子が参加をして交
流を持てた。地域の子育て中の親を対象に３回の白ゆり講演会を開き
有意義な公演を聞くことができた。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

子育て相談、地域交流の中で地域交流の場として貢献できた。

園庭開放では赤ちゃんから未就園児までたくさんの家族と交流すること
健康福祉局こども育成部
が出来た。講演会では講演を聞き、悩みを抱えている家族と話し合うこ
保育課
とができた。情報をホームページに伝えることができた。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

181

○地域開放推進事業として、子育てセミナー等開催事業、地域との交流
５０年間にわたり地域の幼稚園教育を担い、親子の交流事業など、幼稚 幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用しながら、家庭教育及び地域に
事業を実施。
健康福祉局こども育成部
園の専門的な機能を活用した子育て支援事業を実施した。
おける子育て支援が行えた。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事
保育課
地域における、子育て支援の充実と、幼児教育の振興を図った。
就園前の親子サロンを設置し、子育てに寄り添えた。
業、電子メールによる子育て相談事業を実施。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

相模原市
私立幼稚園
相模林間幼稚園
地域子育て支援
推進事業

181

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育てセミナー
等開催事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

相模原市
私立幼稚園
津久井ヶ丘幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
新町幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
ばらの花幼稚園
地域子育て支援
推進事業

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
94
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業
を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
181

園の活動を地域に公開し開かれた状況を作ることで、就園前の子ども、
父母が触れ合い幼児教育の大切さを学習する機会が持てた。講演会も
園の父母のみでなく、地域の参加者もあり、地域貢献の一助になった。
ホームページも日々更新し、保育の大切さを発進できた。

予定していた子育て支援もほぼ問題なく行うことができた。今年は、就
学前の子どもの参加希望が例年よりも少なかった。保護者の声やアン 健康福祉局こども育成部
ケートから、ホームページ等を通じての情報発信の重要性が高まってい 保育課
ることが再確認できたので、改善を進めていく。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
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子育て親子の交流事業や子育て相談などの事業を行うことにより、幼稚
とても多くの方に楽しんで参加していただけたことは、地域における子育 健康福祉局こども育成部
園という専門機関の立場から地域における子育て支援の充実を図るこ
て支援の充実につながったと考えています。
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とを目標に事業を行った。
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平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

1218

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1219

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1220

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1221

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1222

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1223

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

相模原市
私立幼稚園
誠心第一幼稚園
地域子育て支援
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私立幼稚園
誠心第二幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
誠心相陽幼稚園
地域子育て支援
推進事業

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
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○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
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を実施。

相模原市
私立幼稚園
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地域子育て支援
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○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
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たけのうち幼稚園
地域子育て支援
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○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
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電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
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努力したい。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

様々な事業を通して、親子の交流や親同士、子ども同士のかかわりの
場を提供することが出来た。

ポスター掲示やＨＰでの情報公開を行い地域の子育て中の親子に対し 健康福祉局こども育成部
え開放や支援を行うことが出来た。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅の親子に対する子育て支援は、幼稚園や保育所等の関連施設が
多くを担っている。このうち、私立幼稚園は入園する子どもの数とともに
施設数も最も多いことから、事業効果も大きいものであると考える。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

未就園児親子教室の保育内容、イベントについては例年好評である
が、地域参加型の園の行事内容を変更し、より一層楽しい交流ができる 健康福祉局こども育成部
ように配慮を行いたい。また、多様化する子育ての悩みに対応ができる 保育課
ように引き続き、子育て支援の貢献に努めていきたい。

幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が 地域交流の場で本園の特色を生かした教育活動ができた。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること 園のホームページにより、親子教室の開催や実施内容の報告ができ
た。
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。

子育て中の親子向けに一緒に出来る運動、ダンス、製作、遊びを中心と
して活動を提供することができた。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
また、地域の高齢者の皆様に子供達の園での生活や成長を見ていただ
181 業を実施。
くことができ、ふれあいを持つことが出来た。
○情報提供事業として、電子メールによる子育て相談事業を実施。
ホームページに子育て情報を掲載し、地域の子育て拠点になることが出
来た。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育てセミナー
幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が
等開催事業を実施。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業
幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が
を実施。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
幼稚園の持つ専門的な教育機能を活用し、地域の未就学園児親子が
業を実施。
参加できる教室の開催や、地域の行事に積極的に参加し、交流すること
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
で、地域の子育て支援の推進に役立つことが出来た。
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育てセミナー
公益法人としての責任の下、市内の乳幼児から児童に至るまで、子ども
等開催事業を実施。
とその保護者が大勢園に足を運び、学んだり楽しんだりしたことは、この
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
事業は子育て支援に貢献できたと思います。
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育てセミナー 地域の親子が参加するふれあいの活動を通し、親子で交流を持つこと
ができた。また、子育て相談の場を設け、保護者の話を聞き、保護者の
等開催事業を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業 不安の解消に努めた。また、ホームページを活用することにより、効率
的な事業に関する内容を周知することができた。
を実施。

所管課
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1225

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1228

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1229

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1230

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1231

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1232

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1234

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金

1236

相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
地域子育て支援推進事業補助金
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相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

あかね幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
97 ○内科検診 ＠500円 ×97人 ＝48,500円
○歯科検診 ＠500円 ×97人 ＝48,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。
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相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

上田名幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
117 ○内科検診 ＠500円 ×117人 ＝58,500円
○歯科検診 ＠500円 ×117人 ＝58,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1240

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

うのもり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
165 ○内科検診 ＠500円 ×165人 ＝82,500円
○歯科検診 ＠500円 ×165人 ＝82,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1241

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

認定こども園杜の光

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
276 ○内科検診 ＠500円 ×276人 ＝138,000円
○歯科検診 ＠500円 ×276人 ＝138,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。
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相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

認定こども園げんきっこ

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
322 ○内科検診 ＠500円 ×322人 ＝161,000円
○歯科検診 ＠500円 ×322人 ＝161,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。
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相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

大島幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
114 ○内科検診 ＠500円 ×114人 ＝57,000円
○歯科検診 ＠500円 ×114人 ＝57,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1244

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

大島幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
115 ○内科検診 ＠500円 ×115人 ＝57,500円
○歯科検診 ＠500円 ×115人 ＝57,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業

つくしの幼稚園

てるて幼稚園

中和田幼稚園

虹ケ丘幼稚園

橋本幼稚園

鳩川幼稚園

認定こども園ひばりっ子
クラブ

みずほ幼稚園

子育て親子の交流事業
181 地域との交流事業
ホームページによる地域子育て情報提供事業
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、子育てセミナー等開催事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、地域との交流事
業を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
181

相模原市
私立幼稚園
南大野幼稚園
地域子育て支援
推進事業

181

相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業
相模原市
私立幼稚園
地域子育て支援
推進事業

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業
を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事業
を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。
○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、地域との交流事業を実施。
181
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事業
を実施。

谷口幼稚園

弥生幼稚園

林間のぞみ幼稚園

認定こども園たいようの
こ

○地域開放推進事業として、子育て親子の交流事業、子育て相談事
業、子育てセミナー等開催事業、地域との交流事業を実施。
○情報提供事業として、ホームページによる地域子育て情報提供事
業、電子メールによる子育て相談事業を実施。

181

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1245

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

大野文化幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
423 ○内科検診 ＠500円 ×427人 ＝213,500円
○歯科検診 ＠500円 ×420人 ＝210,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。
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相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

認定こども園小山白ゆ
り幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
233 ○内科検診 ＠500円 ×235人 ＝117,500円
○歯科検診 ＠500円 ×232人 ＝116,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1247

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

城山わかば幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
141 ○内科検診 ＠500円 ×141人 ＝70,500円
○歯科検診 ＠500円 ×141人 ＝70,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1248

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

けやきの子幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
117 ○内科検診 ＠500円 ×116人 ＝58,000円
○歯科検診 ＠500円 ×118人 ＝59,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1249

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模原高等学校付属
光明幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
142 ○内科検診 ＠500円 ×142人 ＝71,000円
○歯科検診 ＠500円 ×142人 ＝71,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1250

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模栄光幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
225 ○内科検診 ＠500円 ×225人 ＝112,500円
○歯科検診 ＠500円 ×225人 ＝112,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1251

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模白ゆり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
160 ○内科検診 ＠500円 ×164人 ＝82,000円
○歯科検診 ＠500円 ×156人 ＝78,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1252

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模女子大学幼稚部

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
316 ○内科検診 ＠500円 ×323人 ＝161,500円
○歯科検診 ＠500円 ×310人 ＝155,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1253

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模女子大学幼稚部

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
312 ○内科検診 ＠500円 ×320人 ＝160,000円
○歯科検診 ＠500円 ×305人 ＝152,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1254

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模すぎのこ幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
181 ○内科検診 ＠500円 ×184人 ＝92,000円
○歯科検診 ＠500円 ×179人 ＝89,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1255

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模つばさ幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
165 ○内科検診 ＠500円 ×165人 ＝82,500円
○歯科検診 ＠500円 ×165人 ＝82,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1256

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

さがみひかり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
260 ○内科検診 ＠500円 ×260人 ＝130,000円
○歯科検診 ＠500円 ×260人 ＝130,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1257

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模ひまわり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
190 ○内科検診 ＠500円 ×191人 ＝95,500円
○歯科検診 ＠500円 ×190人 ＝95,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1258

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模翠ヶ丘幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
65 ○内科検診 ＠500円 ×65人 ＝32,500円
○歯科検診 ＠500円 ×65人 ＝32,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1259

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模林間幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
300 ○内科検診 ＠500円 ×300人 ＝150,000円
○歯科検診 ＠500円 ×300人 ＝150,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1260

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模林間幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
306 ○内科検診 ＠500円 ×306人 ＝153,000円
○歯科検診 ＠500円 ×306人 ＝153,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1261

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

津久井ヶ丘幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
64 ○内科検診 ＠500円 ×64人 ＝32,000円
○歯科検診 ＠500円 ×64人 ＝32,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1262

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模野幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
178 ○内科検診 ＠500円 ×178人 ＝89,000円
○歯科検診 ＠500円 ×178人 ＝89,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1263

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

新町幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
101 ○内科検診 ＠500円 ×102人 ＝51,000円
○歯科検診 ＠500円 ×100人 ＝50,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1264

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相模原みどり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
603 ○内科検診 ＠500円 ×603人 ＝301,500円
○歯科検診 ＠500円 ×603人 ＝301,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1265

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

よこやま幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
215 ○内科検診 ＠500円 ×212人 ＝106,000円
○歯科検診 ＠500円 ×218人 ＝109,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1266

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

ばらの花幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
82 ○内科検診 ＠500円 ×82人 ＝41,000円
○歯科検診 ＠500円 ×82人 ＝41,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1267

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1268

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

1269

1270

清心幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
246 ○内科検診 ＠500円 ×246人 ＝123,000円
○歯科検診 ＠500円 ×246人 ＝123,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

私立幼稚園
園児健康診断
事業

誠心第一幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
264 ○内科検診 ＠500円 ×266人 ＝133,000円
○歯科検診 ＠500円 ×263人 ＝131,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

誠心第二幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
245 ○内科検診 ＠500円 ×248人 ＝124,000円
○歯科検診 ＠500円 ×243人 ＝121,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

誠心相陽幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
252 ○内科検診 ＠500円 ×250人 ＝125,000円
○歯科検診 ＠500円 ×254人 ＝127,000円

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1271

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

相武台中央幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
319 ○内科検診 ＠500円 ×319人 ＝159,500円
○歯科検診 ＠500円 ×319人 ＝159,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1272

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

たけのうち幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
281 ○内科検診 ＠500円 ×281人 ＝140,500円
○歯科検診 ＠500円 ×281人 ＝140,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1273

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

田名幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
170 ○内科検診 ＠500円 ×170人 ＝85,000円
○歯科検診 ＠500円 ×170人 ＝85,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1274

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

中央幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
264 ○内科検診 ＠500円 ×266人 ＝133,000円
○歯科検診 ＠500円 ×263人 ＝131,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1275

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

つくしの幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
206 ○内科検診 ＠500円 ×206人 ＝103,000円
○歯科検診 ＠500円 ×206人 ＝103,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1276

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

てるて幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
176 ○内科検診 ＠500円 ×206人 ＝103,000円
○歯科検診 ＠500円 ×206人 ＝103,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1277

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

中和田幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
70 ○内科検診 ＠500円 ×70人 ＝35,000円
○歯科検診 ＠500円 ×70人 ＝35,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1278

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

虹ケ丘幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
373 ○内科検診 ＠500円 ×373人 ＝186,500円
○歯科検診 ＠500円 ×373人 ＝186,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1279

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

橋本幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
246 ○内科検診 ＠500円 ×246人 ＝123,000円
○歯科検診 ＠500円 ×246人 ＝123,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1280

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

鳩川幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
71 ○内科検診 ＠500円 ×71人 ＝35,500円
○歯科検診 ＠500円 ×71人 ＝35,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1281

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

渕野辺ひばり幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
298 ○内科検診 ＠500円 ×300人 ＝150,000円
○歯科検診 ＠500円 ×297人 ＝148,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1282

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

豊泉幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
210 ○内科検診 ＠500円 ×210人 ＝105,000円
○歯科検診 ＠500円 ×210人 ＝105,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1283

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

星が丘幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
163 ○内科検診 ＠500円 ×167人 ＝83,500円
○歯科検診 ＠500円 ×159人 ＝79,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1284

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

みずほ幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
171 ○内科検診 ＠500円 ×170人 ＝85,000円
○歯科検診 ＠500円 ×172人 ＝86,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1285

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

南大野幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
177 ○内科検診 ＠500円 ×177人 ＝88,500円
○歯科検診 ＠500円 ×177人 ＝88,500円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1286

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1287

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

1288

谷口幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
98 ○内科検診 ＠500円 ×98人 ＝49,000円
○歯科検診 ＠500円 ×98人 ＝49,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

私立幼稚園
園児健康診断
事業

弥生幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
112 ○内科検診 ＠500円 ×112人 ＝56,000円
○歯科検診 ＠500円 ×112人 ＝56,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

林間のぞみ幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
184 ○内科検診 ＠500円 ×184人 ＝92,000円
○歯科検診 ＠500円 ×184人 ＝92,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1289

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

太陽の子幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
212 ○内科検診 ＠500円 ×212人 ＝106,000円
○歯科検診 ＠500円 ×212人 ＝106,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1290

相模原市私立幼稚園
園児健康診断事業補助金

私立幼稚園
園児健康診断
事業

内郷幼稚園

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
34 ○内科検診 ＠500円 ×34人 ＝17,000円
○歯科検診 ＠500円 ×34人 ＝17,000円

健康診断料の一部補助により、園児の健康管理が図られている。

健康診断を実施することにより、園児の健康管理の増進に寄与できた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

健康診断が実施されることにより、園児の健康管理の促進が図られた。

1291

相模原市私立幼稚園
長時間預かり保育事業補助金

私立幼稚園
長時間預かり保
育事業

中央幼稚園

1292

4,428

長時間預かり保育日数 244日
のべ長時間預かり保育園児数 389人

現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考 幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、保育が必要
慮し、一元的に保育を提供することができた。
な就学前の園児に教育・保育を提供することができた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
認定こども園杜の光
補助金
かり事業

1,288

平日利用件数：3,102件（内長時間利用 478件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1293

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
認定こども園げんきっこ
補助金
かり事業

1,521

平日利用件数：3,486件（内長時間利用1,268件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1294

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
大島幼稚園
補助金
かり事業

886

平日利用件数：2,199件（内長時間利用 69件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1295

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園小山白ゆ
補助金
かり事業
り幼稚園

1,497

平日利用件数：3,564件（内長時間利用 432件）
休日利用件数： 36件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1296

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園城山わか
補助金
かり事業
ば幼稚園

1,672

平日利用件数：3,468件（内長時間利用2,508件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1297

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
相模白ゆり幼稚園
補助金
かり事業

1,585

平日利用件数：3,468件（内長時間利用2,508件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1298

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園相模女子
補助金
かり事業
大学幼稚部

2,390

平日利用件数：5,151件（内長時間利用2,146件）
休日利用件数： 4件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1299

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
相模翠ヶ丘幼稚園
補助金
かり事業

888

平日利用件数：1,271件（内長時間利用 244件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1300

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
相模林間幼稚園
補助金
かり事業

2,267

平日利用件数：4,287件（内長時間利用 920件）
休日利用件数： 578件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1301

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
津久井ヶ丘幼稚園
補助金
かり事業

1,040

平日利用件数：1,127件（内長時間利用 32件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1302

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
相模原みどり幼稚園
補助金
かり事業

5,269

平日利用件数：11,900件（内長時間利用4,839件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1303

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園田名幼稚
補助金
かり事業
園

1,596

平日利用件数：3,327件（内長時間利用 439件）
休日利用件数： 268件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1304

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園ひばりっ子
補助金
かり事業
クラブ

2,759

平日利用件数：5,920件（内長時間利用3,196件）
休日利用件数： 24件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1305

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園たいようの
補助金
かり事業
こ

861

平日利用件数：1,914件（内長時間利用 771件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1306

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預 認定こども園伊勢原幼
補助金
かり事業
稚園

12

平日利用件数： 10件（内長時間利用 2件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1307

相模原市幼稚園型一時預かり事業 幼稚園型一時預
子どもの森幼稚園
補助金
かり事業

70

平日利用件数： 180件（内長時間利用 0件）
休日利用件数： 0件

一時預かり事業を実施することにより、地域における子育て支援の充実 補助により事業費の軽減が図られることで、地域における子育て支援の 健康福祉局こども育成部
に寄与している。
充実に繋がっている。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1308

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
認定こども園杜の光
助金
費等補助事業

3,000

○年間開園日数230日（課業期間195日、学年始休業期間3日、
夏季休業期間23日、冬季休業期間2日、学年末休業期間7日）
○開園時間9時間30分
○平均対象園児数12人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1309

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
認定こども園げんきっこ
助金
費等補助事業

3,000

○年間開園日数230日（課業期間196日、学年始休業期間2日、
夏季休業期間17日、冬季休業期間8日、学年末休業期間7日）
○開園時間9時間30分
○平均対象園児数13人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1310

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
大島幼稚園
助金
費等補助事業

2,700

○年間開園日数243日（課業期間200日、学年始休業期間3日、
夏季休業期間25日、冬季休業期間8日、学年末休業期間7日）
○開園時間11時間30分
○平均対象園児数10人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1311

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
大野文化幼稚園
助金
費等補助事業

3,300

○年間開園日数236日（課業期間192日、学年始休業期間5日、
夏季休業期間24日、冬季休業期間8日、学年末休業期間7日）
○開園時間11時間00分
○平均対象園児数68人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1312

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営 認定こども園小山白ゆ
助金
費等補助事業
り幼稚園

3,000

○年間開園日数263日（課業期間220日、学年始休業期間5日、
夏季休業期間23日、冬季休業期間6日、学年末休業期間9日）
○開園時間10時間00分
○平均対象園児数15人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1313

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営 認定こども園城山わか
助金
費等補助事業
ば幼稚園

3,000

○年間開園日数241日（課業期間193日、学年始休業期間5日、
夏季休業期間29日、冬季休業期間6日、学年末休業期間8日）
○開園時間10時間00分
○平均対象園児数13人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1314

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
相模白ゆり幼稚園
助金
費等補助事業

3,300

○年間開園日数235日（課業期間188日、学年始休業期間4日、
夏季休業期間25日、冬季休業期間9日、学年末休業期間9日）
○開園時間11時間00分
○平均対象園児数37人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1315

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営 認定こども園相模女子
助金
費等補助事業
大学幼稚部

3,300

○年間開園日数245日（課業期間199日、学年始休業期間4日、
夏季休業期間26日、冬季休業期間8日、学年末休業期間8日）
○開園時間12時間00分
○平均対象園児数24人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1316

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
相模林間幼稚園
助金
費等補助事業

3,000

○年間開園日数232日（課業期間195日、学年始休業期間3日、
夏季休業期間21日、冬季休業期間8日、学年末休業期間5日）
○開園時間10時間00分
○平均対象園児数16人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1317

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営
田名幼稚園
助金
費等補助事業

3,000

○年間開園日数239日（課業期間193日、学年始休業期間5日、
夏季休業期間24日、冬季休業期間7日、学年末休業期間10日）
○開園時間10時間00分
○平均対象園児数14人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

1318

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営 認定こども園ひばりっ子
助金
費等補助事業
クラブ

3,300

○年間開園日数241日（課業期間197日、学年始休業期間5日、
夏季休業期間28日、冬季休業期間5日、学年末休業期間6日）
○開園時間11時間20分
○平均対象園児数25人

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1319

1320
1321
1322

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

相模原市認定こども園運営費等補 認定こども園運営 認定こども園たいようの
助金
費等補助事業
こ
認定こども園長時
相模原市認定こども園長時間利用
間利用料負担軽 大野文化幼稚園
料負担軽減補助金
減補助事業
認定こども園長時
相模原市認定こども園長時間利用
間利用料負担軽 大野文化幼稚園
料負担軽減補助金
減補助事業
認定こども園長時
相模原市認定こども園長時間利用
間利用料負担軽 大野文化幼稚園
料負担軽減補助金
減補助事業

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の交付によって保護者負担の軽減が図られ、就学前の子どもに 長時間利用料の減免を行い、保護者負担の軽減を図ることにより、幼稚 健康福祉局こども育成部
関する教育、保育等の総合的な提供が促進された。
園型認定こども園で「保育に欠ける子」の受け入れを推進した。
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

5 対象園児数： １人 （平成２８年４月１日〜平成２８年９月３０日）

補助金の交付によって保護者負担の軽減が図られ、就学前の子どもに 長時間利用料の減免を行い、保護者負担の軽減を図ることにより、幼稚 健康福祉局こども育成部
関する教育、保育等の総合的な提供が促進された。
園型認定こども園で「保育に欠ける子」の受け入れを推進した。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8341
認される

1,883 対象園児数： ７４人 （平成２８年１０月１日〜平成２９年３月３１日）

補助金の交付によって保護者負担の軽減が図られ、就学前の子どもに 長時間利用料の減免を行い、保護者負担の軽減を図ることにより、幼稚 健康福祉局こども育成部
関する教育、保育等の総合的な提供が促進された。
園型認定こども園で「保育に欠ける子」の受け入れを推進した。
保育課

充分な実績が確
042‑769‑8341
認される

補助金額
（千円）

事業実績

2,700

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

○年間開園日数230日（課業期間197日、学年始休業期間3日、
夏季休業期間16日、冬季休業期間6日、学年末休業期間8日）
○開園時間9時間30分
○平均対象園児数7人

自己評価

幼稚園教育を受けさせたいという保護者の気持ちに応え、就学前の教
現状の子どもの様子や成長過程に合わせ、進級・就学前ということを考
育・保育を提供することができた。園児ものびのびと過ごす姿が見られ
慮し、一元的に提供することができた。
た。

1,811 対象園児数： ７６人 （平成２８年４月１日〜平成２８年９月３０日）

所管課

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由

報告された事業実績及び事業成果、自己評価より、就学前の子どもに
関する教育・保育の総合的な提供ができていると確認ができる。また、
多様な保育ニーズに対応できていると認められる。
就学前の子どもに関する教育・保育の総合的な提供ができていると確
認ができる。また、多様な保育ニーズに対応できていると認められる。
就学前の子どもに関する教育・保育の総合的な提供ができていると確
認ができる。また、多様な保育ニーズに対応できていると認められる。
就学前の子どもに関する教育・保育の総合的な提供ができていると確
認ができる。また、多様な保育ニーズに対応できていると認められる。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1323

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 あかね幼稚園
業

544

人件費 6,281,200円 環境整備費 300,000円 図書費 10,000円
備品 30,000 研修費 150,000円 教材費 50,000円

コーディネーターの増加と非常勤職員の勤務年数の重なりもあわ
せて全円的にチームティーチングが高まり支援保育絵の質を上げ
ている

支援を必要とする子どもへの援助はもちろんのことながら、周囲
のこども達の心の成長にも貢献していると感じる

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1324

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 上田名幼稚園
業

支援保育に係る人件費 50,000円 支援保育に係る図書購入費
100 10,000円 支援保育に係る園内研修費 20,000円 支援保育に係
る出張旅費 30,000円

保育コーディネーターを中心に、幼稚園全体で支援保育を考える
体制が整い、研修を通して、全職員による幼児理解と支援保育の
スキル向上を図ることができた。

今後は更に支援会議の内容を充実させたいと考える

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

コーディネーターを中心とする支援保育体制が確立した。今後も
支援会議の一層の充実を図り、共通理解を深めるようにして行き
たい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

コーディネーターを中心とした園の体制と保護者が一体となった
支援保育体制が構築された。さらに、支援保育研修や子ども理解
を深め、支援保育児の保護者のみならず、多くの保護者を巻き込
んでの支援体制を作っていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

支援保育保育対象児への対応のため非常勤職員を配置することに
より、チームティーチングによる保育が実施され、支援保育が円
支援保育に係る人件費 4,200,000円 職員研修費 10,000円 出
滑に行われた。コーディネーターを中心に園全体での支援保育体
張旅費 6,000円 支援保育に係る備品費 10,000円 支援保育に
制が確立され、研修等を通じて全職員による幼児理解と支援保育
322
係る教材・教具費 10,000円 支援保育に係る図書購入費
のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画による個別の
10,000円
指導計画の作成により、支援の方向性が明確になるとともに、保
護者との信頼関係が深まった。
コーディネーターを中心に教職員全体で支援保育園を進めること
が出来た。日々の子供理解や研修を通して支援保育技術の向上を
支援保育に係る人件費 1,053,000円 支援保育に係る図書購入費
図ることができた。保護者の参画を促すことで園と家族との情報
878
29,300円 支援保育に係る備品費 200,000円
の共有ができ、支援の方向性が明らかになるとともに、保護者と
の信頼関係が深まった。

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1325

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 うのもり幼稚園
業

1326

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 大沢幼稚園
業

1327

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 大沢第二幼稚園
業

433

支援保育に係る人件費 910,980円 支援保育に係る図書購入費
33,264円 支援保育に係る備品費 194,193円

支援コーディネーター研修会の内容を展開することで個人毎に必
要なきめ細かな支援を行うことが出来た。また保護者との情報共
有により信頼関係が深まった。

職員・保護者との間で構築した信頼関係をもとに更なるステップ
アップを図り支援向上を図りたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1328

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 大島幼稚園
業

544

支援保育対象児への非常勤職員を配置し、主事、コーディネー
支援保育に係る人件費 643,820円 職員研修費 10,000円 支援
ター中心に支援保育体制づくりを行った。研修で得られた内容の
保育の参考となる図書購入費 24,960円 出張旅費 11,050円
伝達や園内で研修により、幼児理解の向上につながっている。

支援対象児への対応を園全体で協力しあい、進めていった。チー
ムティーチングによる保育の在り方を支援保育の立場から見直す
ことも出来た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1329

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 大野文化幼稚園
業

支援保育に係る人件費
100 30,000円 教育研修費
入費 3,000円

園全体でコーディネーターを中心に支援保育について共通理解と
体制作りが出来た。支援回議を通して全職員による園児の共通理
解と支援保育のスキル向上につながった。

園全体で支援保育についての共通理解ができたことで支援会議も
定期的に行われるようになり、全職員が個々の園児の理解ができ
るようになった。今後も続けていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1330

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 小山白ゆり幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1331

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 城山わかば幼稚園
業

コーディネーターを中心として、園全体で支援保育を支える体制
が構築できた。支援会議の開催により、全教職員で共通理解を得
ることが出来た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1332

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 けやきの子幼稚園
業

支援保育の必要性についてコーディネーターを中心に園内で会議
等を実施することができた。これからもより充実した支援保育を
行えるように図りたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1333

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
相模原高等学校付属
稚園支援保育事
光明幼稚園
業

支援保育に係る人件費 3,768,372円 園内研修・園内支援
25,000円 講師謝礼 30,000円 教育研究費 40,000円 出張旅
211 費 21,800円 支援保育に必要な備品費 50,000円 支援保育に
必要な教材教具費 35,000円 支援保育に関する図書購入費
20,000円

園児がのびのびと教材を使用し充実した遊び発展を見せてくれて
園生活の充実さにつながった。

園児の遊び活動の範囲で充実した教材を選ぶことができ安心し
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1334

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模栄光幼稚園
業

100

職員間で支援保育に対する理解が深まり。会議を通して園全体で
共有することで、円滑な支援保育の体制を築くことができた。

コーディネーターを中心として、研修会議を開くことで、支援保
育園への理解が深まった。環境的配慮も含めより充実した体制を
築いていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1335

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模白ゆり幼稚園
業

100

主幹教諭・教頭が3年間のコーディネーター研修を受け、支援教育
に対して多くの知識を付けることが出来た。教頭。主幹教諭を中
心に園全体での支援保育体制が構築された。今後は、さらに常勤 健康福祉局こども育成部
職員非常勤職員を問わず支援教育の研修会に参加し、園内の支援 保育課
会議に持ち帰り、具体的な園児の保育内容を改善させたり、より
共有理解が図れるようにしたい。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1336

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模女子大学幼稚部
業

職員間で支援保育に対する理解が深まり。会議を通して園全体で
共有することで、円滑な支援保育の体制を築くことができた。

コーディネーターを中心に、園全体での支援保育体制が構築され
た。今後はさらに支援会議の内容を充実させ、具体的な園児の保
育内容を改善させたり、より共通理解が図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1337

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模すぎのこ幼稚園
業

チームティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行
われた。全職員による幼児理解が進み、支援保育のスキルの向上
を図ることができた。

コーディネーターを中心に、園全体での支援保育体制が構築され
た。今後はさらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が図
れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

コーディネーターを中心に各クラスにいる配慮が必要な園児につ
いてアセスメントシートにチェックしたものをもとにケース会議
を行った。こまめな、情報共有、職員全体で園児の様子を把握
し、関わりを統一するようにした。専門機関に問い合わせ、助言
を受け、保育に活かした。
支援保育対象児への非常勤教員の配置をすることによりチーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制が
でき、研修や支援会議を通して全教員による幼児理解と支援保育
のスキルアップを図ることができた。
保護者の参画による
個別の指導計画書を作成することにより、支援の方向性が明らか
になると共に、保護者との信頼関係が深まった。
チームティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行
われた。毎月、講師をよび研修と対象児の成長を観察していただ
いた。コーディネータを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図ることができた。 保護者と協調し
てその子にあった指導計画を作成することにより、支援の方向性
が明らかとなると共に、保護者との信頼関係が一層深まった。
支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りが出来、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図ることが出来た。保育者の参画によ
る個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らか
になると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育児へ非常勤職員を配置することにより、その子の成長や
発達をしっかりと捉えることができたまた、チーム保育は実施す
ることができたことで、支援保育が円滑に行われた。 コーディ
ネーターを設置することで、他園の実践など積極的に取り入れる
ことができ、コーディネーターを中心に園全体で支援保育が理解
された。また、積極的に研修や支援会議が行われた。全体的に支
援保育のスキルが向上した。さらには、個別の指導計画を作成す
ることにより保護者との信頼関係が出来た。

フリーの立場から各クラスを客観的に見て、その時その時の子ど
も達の困り感や課題を担任と共有。対応策を考えるにあたり専門
機関との連携を密にするようにした。面談する約束をとるにあた
り「子どものために」という気持ちを常に伝えるように心がけ、
多くの方に受け入れていただいた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が確立しつつ
ある。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解
が図れるようにしたい。
支援シートの内容について一層の理
解を深めた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

今年度もコーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構
築された。これからも、支援会議の内容を充実させ、より共通理
解が図れる様にして行きたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

コーディネーターを中心に園全体的で支援児の体制が出来た。全
職員に支援児を理解する図書を購入し、又、講師を招き内容が充
実した。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

40,000円
20,000円

園内研修・園内支援会議費
出張旅費 20,000円 図書購

支援対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
支援保育に係る人件費 1,816,430円 職員研修費 87,808円 出 ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
656 張旅費 13,964円 支援保育に係る施設整備費 33,115円 支援 た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
保育に係る有効な教材教具 64,060円
支援保育のスキルの向上を図ることが出来た。
支援保育対象児への教員の加配により、チームティーチングによ
支援保育に係る人件費 5,554,817円 支援保育に係る図書購入費 る保育が実施され、支援保育が円滑に行われた。コーディネー
544
ターを中心として園全体で支援保育を考える体制が出来て幼児理
107,520円 支援保育に有効な教材・教具 1,865,943円
解と支援保育のスキルを向上することが出来た。
支援保育対象児へ職員を配置することによりティーム保育が実施
され、支援保育が円滑に行われた。支援を必要とする園児に対し
支援保育に係る人件費 4,886,786円 職員研修・会議費 20,000 て充実した支援を行うため、コーディネーターを中心に研修や会
433
議を行い全職員で共通理解を図ることができた。保護者との面談
円 消耗品費 47,507円
により個別に必要とされる支援内容を把握し、対象児の保育の方
向性を見出すことができた。

職員人件費

80,000円

支援保育に係る人件費
に係る備品 25,340円

1,093 支援保育に係る人件費

989

支援保育に必要な教材教具費

20,000

円

923,825円 職員研修費
教材費 33,420円

1,500,000円

職員研修費

23,200円

主幹教諭（コーディネーター）の配置により担任が連携期間に出
張したり、研修に出席することが出来た。また、支援保育対象児
への非常勤職員の配置をすることにより、支援保育が円滑に行わ
支援 れた。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体
制作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による園児理解
の向上を図ることができた。保護者の参画による個別の指導計画
を作成することにより、支援の方向性が明らかになるとともに、
保護者との信頼関係が深まった。

100,000円

支援保育に係る教具 285,000円 支援保育に係る教材
円 支援保育に係る図書費 282,000円

486,400

1338

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模つばさ幼稚園
業

支援保育に係る人件費 960,000円 職員研修費 60,000円 支援
878 保育に係る施設整備費 50,000円 支援保育に係る図書購入費
30,000円 支援保育に有効な教材教具 200,000円

1339

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 さがみひかり幼稚園
業

支援保育に係る人件費 7,315,000円 園内研修費、園内支援会議
1,093 費 20,000円 支援保育に必要な教材教具費 20,000円 支援保
育に関する図書購入費 10,000円

1340

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模ひまわり幼稚園
業

1,093

1341

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模翠ヶ丘幼稚園
業

支援保育に係る人件費 7,705,506円 園内研修・園内支援会議
30,000円 講師謝礼 15,000円 教育研究費 15,000円 支援保
878 育に係る保育環境整備費25,000円 支援保育に必要な備品費
20,000円 支援保育に必要な教材教具費 80,000円 支援保育に
関する図書購入費 15,000円

1342

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模林間幼稚園
業

支援保育に係る人件費 3,810,000円 職員研修費 38,000円 研
656 修講師料 80,000円 支援保育に係る備品費 144,000円 支援保
育に係る教材教具 52,650円

支援保育に係る人件費 500,000円 講師謝礼 200,000円 支援
保育に係る環境整備費 815,000円 支援保育に必要な備品費
212,000円 支援保育に必要な教材教具費 220,500円 支援保育
に関する図書購入費 55,000円

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由

1343

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 津久井ヶ丘幼稚園
業

322

支援保育対象児への非常勤職員を配置し、主事、コーディネー
支援保育に係る人件費 798,062円 職員研修費 10,000円 支援
ター中心に支援保育体制づくりを行った。研修で得られた内容の
保育の参考となる図書購入費 24,960円 出張旅費 5,305円
伝達や園内で研修により、幼児理解の向上につながっている。

支援対象児への対応を園全体で協力しあい、進めていった。チー
ムティーチングによる保育の在り方を支援保育の立場から見直す
ことも出来た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1344

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 新町幼稚園
業

878

支援保育に係る人件費 5,096,000円 支援保育に係る教育研究費 支援児に対する補助職員を充実させることにより、クラスでの行
25,000円 支援保育に係る教材・備品費 44,000円
動活動がスムーズに行われ色々な体験を通して成長が見られた

コーディネーターを中心に、支援保育に対し積極的に取り組み保
育内容への充実へとつながった。保護者とのコミュニケーション
をスムーズにとれるようになった。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1345

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相模原みどり幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1346

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 よこやま幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1347

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 ばらの花幼稚園
業

コーディネーターを中心に、園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしていこうと思います。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1348

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 清心幼稚園
業

コーディネーターを中心に、園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしていこうと思います。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1349

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 誠心第二幼稚園
業

程度の重い対象児がいるが、コーディネーターを中心に加配の教
員を含め園全体での保育支援体制をさらに充実させることが出来
た。今後は保護者との情報交換をさらに緊密化し、対象児に対す
る適切な保育支援を実施していきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1350

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 誠心相陽幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体での保育支援体制をさらに充実
させることが出来た。今後は保護者との情報交換をさらに緊密化
し、対象児に対するより適切な保育支援を実施していきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1351

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 相武台中央幼稚園
業

療育センターとの打合せ、見学会をすることにより支援保育を行
うための体制づくりができた。保護シャットの子育て相談の機会
を増やし、より保護者との信頼を築いていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1352

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 たけのうち幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制作りが
構築された。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共
通理解が図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1353

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 田名幼稚園
業

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制を維持するこ
とができている。今後は、引き続き支援会議の内容を教員間で共
有し、より共通理解が図れるよう、制度の充実向上を図りたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1354

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 中央幼稚園
業

今年度も支援保育に関する園体制の整備をさらに進めることがで
きた。今後も教職員の資質向上と内容の充実、研修、研究環境の
充実を図っていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1355

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 つくしの幼稚園
業

支援保育に関わる人件費 9,550,000円 支援保育に関わる備品費 コーディネーターを中心に外部研修で得た内容や各職員の思いや
211 60,000円 支援保育に関わる教材費 110,000円 支援保育に関わ 考え等を話し合うことが出来るよう園内研修を活発に行うことが
る図書費 41,000円
できた。

コーディネーターとして5年目となり、園内での伝達研修が充実し
健康福祉局こども育成部
てきた。支援を必要とする園児とその保護者への対応能力が高
保育課
まってきたようである。

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1356

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 てるて幼稚園
業

878

支援保育に係る人件費
53,502円

コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制作りが
でき、全職員による幼児理解ができた。個別の指導計画を作成す
ることにより、方向性が明らかになり、保護者との信頼関係が深
まった。

アセスメント表を書き話をする事により支援保育を理解し支援保
育を希望する親も増えてきた。支援保育体制が整えられてきた。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1357

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 中和田幼稚園
業

100

支援保育に係る人件費 30,000円 支援保育に係る職員研修費
10,000円 支援保育に係る図書購入費 20,000円 支援保育に有
効な教材教具 20,000円 支援保育に係る施設整備費 20,000円
支援保育に係る備品費 20,000円

コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制作りが
でき、研修や支援会議を通して、全職員による支援保育対象児へ
の理解を図ることが出来ました。また、南こども家庭相談課・バ
ンビ・陽光園、の先生方が何度も園に足を運んで頂き、その協力
もあって保護者との連携を取ることが出来、支援の方向性が明ら
かになると共に保護者との信頼関係が深まりました。

コーディネーターを中心に園全体で支援保育体制が構築された。
今後はさらに会議の内容を充実させ、より理解が図れるようにし
て行きたいと思います。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1358

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 虹ヶ丘幼稚園
業

支援保育に係る人件費 5,693,000円 職員研修費 376,525円
989 支援保育に係る図書購入費 10,800円 支援保育に係る施設整備
費 35,000円

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解が
図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1359

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 橋本幼稚園
業

544

支援保育に係る人件費 905,400円 支援保育に係る図書購入費
29,700円 支援保育に係る備品費 188,199円

コーディネーター研修で学んだことを園職員へ展開する機会はこ
こ数年大幅に増えたが新入職員との知識の差が広がっている今後
は経験年数別の勉強会も開催しこの差を無くしていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

1360

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 鳩川幼稚園
業

433

支援保育に係る人件費 505,000円 支援研修会議に係る費用
80,000円 支援研修会議に係る費用 10,800円

全職員が対象児への共通理解を得ることで、一貫した支援が行え
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

園全体で支援保育を考える体制が構築された。今後更に、コー
ディネーターを中心に園内研修を充実させ、職員個々の共通課題
として取組み充実を図る。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

園全体の支援保育体制が構築されたことにより、今後も支援力の
スキルアップに努める。個別の支援計画作成は保護者との連携も
取りやすくより深い支援に繋がった。今後も保護者への細やかな
働きかけとともに協力体制も依頼し、園と保護者との連携、共通
理解から、対象児への支援保育の充実に繋げたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

1361

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 渕野辺ひばり幼稚園
業

1362

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 豊泉幼稚園
業

支援保育対象児への非常勤職員を配置することにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
支援保育に係る人件費 3,966,740円 支援保育に係る教育研究費 た。コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制作
1,093 35,000円 支援保育に係る環境整備費 51,000円 園内研修・支 りができ、研修や支援会議を通して全職員による園児理解と支援
保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画による個
援教育委員費 15,000円
別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らかにな
るとともに、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
支援保育に係る人件費 628,000円 支援保育に係る施設整備費
322 50,000円 支援保育に有効な教材教具 30,000円 支援保育に係 作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画によ
る図書購入費 30,000円 等
る個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らか
になると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児へ非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
支援保育に係る人件費 8,659,291円 園内支援会議費 16,636円
づくりができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解
767
出張旅費 2,496円
と支援保育のスキルの向上を図ることが出来た。保護者の参画に
よる個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明ら
かになると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児へ非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
づくりができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解
1,093 支援保育に係る人件費 1,350,000円 会議費 2,500,000円
と支援保育のスキルの向上を図ることが出来た。保護者の参画に
よる個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明ら
かになると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児に対する非常勤職員の配置により、各対象児の特
性に応じた支援保育を細かく、丁寧に行うことが出来た。また、
支援保育に係る人件費 3,645,500円 園内研修費 10,000円 支 コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制作り
322 援保育に係る環境整備費 20,000円 支援保育に係る教材教具費 ができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と支援
保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画による個
15,000円 支援保育に係る図書購入費 10,000円
別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らかにな
ると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児に対する非常勤職員の配置により、各対象児の特
性に応じた支援保育を細かく、丁寧に行うことが出来た。また、
支援保育に係る人件費 3,8235,000円 園内研修費 10,000円
コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制作り
教育研究費 15,000円 支援保育に係る環境整備費 10,000円
ができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と支援
1,093
支援保育に係る教材教具費 10,000円 支援保育に係る図書購入
保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画による個
費 5,000円
別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らかにな
ると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
支援保育に係る人件費 5,482,251円 講師謝礼 60,000円 出張 た。コーディネーターを中心に園全体で支援保育を考える体制づ
878 旅費 2,880円 支援保育に必要な備品費 255,000円 支援保育 くりができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
に係る図書費 45,792円 支援保育に係る教材教具費 45,792円 支援保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画によ
る個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らか
になると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児への職員の配置を行うことにより、ティーチング
による保育が実施され、支援保育が円滑に行われた。コーディ
ネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制作りができ、
支援保育に係る人件費 2,000,000円 園内研修・園内支援会議
1,093 30,000円 教育研究費 20,000円 環境整備費 50,000円 備品 研修や支援会議を通して全職員による幼児理解と支援保育のスキ
ルの向上を図ることができた。保護者の参画による個別の指導計
費 15,000円 教材教具費 50,000円
画を作成することにより、支援の方向性が明らかになるとともに
保護者との信頼関係が深まった。
支援保育対象児への職員の配置をすることにより、教育相互の情
報伝達が確実に実施され、支援保育が円滑に行われた。また、
コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制作り
ができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と支援
322 支援保育に係る人件費 職員研修費 支援保育に係る研究教材費
保育の研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と支援保
育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画による個別
の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らかになる
と共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育に係る人件費（研修等代替職員分） 120,000円 支援保 コーディネーターを中心に、園内研修・支援会議・連絡報告会に
育に係る職員研修費 20,000円 支援保育に係る研究費 20,000 おいて支援保育が必要な子に対する共通理解と支援体制を構築す
100
円 支援保育に係る教材費 20,000円 支援保育に係る図書等購 ることができた。また、研修や研究会に出席したり、教材や図書
入費 20,000円
を購入することで支援保育のスキルの向上を図ることができた。

1,661,380円

支援保育に係る教材費

支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の参画によ
る個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らか
になると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援保育のあり方、必要性を理解することで、より細かい指導計
画のもと保育を実行出来た。また他機関とも連携し他の目線での
指導も受けられ、職員間のスキルアップへとつなげることが出来
た。
巡回相談や保護者との連携において、支援保育対象児の理解につ
ながり、支援会議を通し共通理解を得た。

各学年にフリーの教諭を配置による保育を実施し、支援保育の充
実を図った。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考
人件費 2,975,640円 園内研修資料印刷 90,226円 支援保育図 える体制作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼
322
書代 16,891円
児理解と支援保育のスキルの向上を図ることができた。保護者の
参画による個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性
が明らかになると共に、保護者との信頼関係が深まった。
支援を要する園児が増え、園全体で支援していく必要性がある
為、非常勤職員を配置し、支援体制を整えた。アセスメント表作
支援保育に係る人件費 5,989,500円 図書購入費 114,147円
成により個々の理解が深められ、個別の支援の体制も向上した。
433
講師謝礼 11,520円 教材費 117,281円
保護者への連絡も小まめに取り個人指導、支援の体制も向上し
た。個人研修や職員会議、また南子ども家庭相談課の巡回指導等
により全職員が幼児理解の向上に努めた。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

1363

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 みずほ幼稚園
業

211

1364

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 南大野幼稚園
業

322 支援保育に係る人件費

1365

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 林間のぞみ幼稚園
業

1366

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 弥生幼稚園
業

211 人件費

1367

相模原市私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原市私立幼
稚園支援保育事 太陽の子幼稚園
業

322

相模原市幼稚園
相模原市幼稚園等新
等新任教員研修
任教員研修協議会
事業

平成28年度 相模原市幼稚園等新任教員研修会の開催
第1回 平成28年6月8日（参加人数69名）
・平山 許江氏による「新任保育者の心得」の講演
第2回 平成28年8月2日（参加人数70名）
・野外体験教室職員による野外炊飯「パワーアップコミュニケー
ション力」
・聞かせ屋けいたろう氏による「絵本を保育の味方にしよう」の
372 研修
・野外体験教室職員による「自然を保育の味方にしよう」の研修
第3回 平成28年8月3日（参加人数71名）
・若月 芳浩氏による「かかわりの難しい子どもの理解と対応」
の講義
・グループ協議「1学期の保育を振り返って」
・学校教育課指導主事、こども家庭相談課職員による「人権・児
童虐待防止研修」

1368

相模原市幼稚園等新任教員研修
事業補助金

1369

相模原市医師会
一般社団法人 相模原
相模原市医師会在宅ケア対策事業
在宅ケア対策事
市医師会
補助金
業

1370

相模原市結核健康診断補助金

労働安全衛生法（昭和
四十七年法律第五十
七号）第二条第三号に
規定する事業者、学校
相模原市結核健
又は矯正施設（専修学
康診断補助金
校及び各種学校を含
み、修業年限が一年未
満のものを除く。）の
長。

1371

相模原市感染症サーベイランス事
業補助金

感染症サーベイ
ランス事業

1372

相模原市予防接種助成金

個別予防接種事
接種対象者の保護者
業

1373

食品衛生指導員活動補助金

食品衛生指導員 相模原食品衛生協会
活動
会長 橋本 巌

1374

食中毒予防キャンペーン事業補助 食中毒予防キャ
金
ンペーン事業

1375

相模原市猫の不妊去勢手術助成
事業補助金

相模原市猫の不
市民（飼養する猫の不
妊去勢手術助成
妊去勢手術をした者）
事業

歯科保健推進事業補助金

歯科保健推進事 （公社）相模原市歯科
業
医師会

1,093

支援保育に係る人件費 334,699円
3,980円 交通費 3,980円

図書費

7,717円

2,321,680円

人件費 2,650,000円 環境整備費 30,600円
70,500円 講師謝礼 126,000円 図書購入費

職員研修費
40,000円

1,000,000円

支援保育に係る人件費 721,800円 支援保育に係る図書購入費
31,494円 支援保育に係る備品費 187,358円

高齢社会を迎え、増大している在宅療養者に対し、適切な医療体制の
充実を図っている。市民に対しては在宅医療情報等を提供し、医療機関
の紹介・案内・相談業務を行っている。医療機関に対しては病診連携室
等と連携し、寝たきり患者や難病患者の紹介・逆紹介に関する支援を
行っている。
また、保健福祉関係機関との連携・調整及び医療連携活動の支援(相
談・アドバイス等）を行っている。

1,705

医療機関に支
払った額。但
助成件数：237件
し要綱に規定
助成金額：2,163,802円
する助成限度
額以内。

相模原食品衛生協会
会長 橋本 巌

相模原市自主防災組織活動事業
費補助金

自主防災組織育 単位自主防災隊
成支援事業
地区連合自主防災隊

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

左のように評価した理由

コーディネーターを中心に園全体での支援体制構築をすることが
できました。全職員による共通理解と支援保育向上を図ることが
できました。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りができ、個別支援計画を十分に制作できる体制をとれた。

非常勤講師を配置することにより、支援コーディネーターが多く
の支援対象児へかかわることができるようになった。そのことで
個別支援計画をスムーズにたてることができた。今後は、その個
別支援計画課を多くの職員で共有し会議の仕方を模索していきた
い。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

支援保育対象児への非常勤職員の配置をすることにより、チーム
ティーチングによる保育が実施され、支援保育が円滑に行われ
た。コーディネーターを中心に、園全体で支援保育を考える体制
作りができ、研修や支援会議を通して、全職員による幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図る事ができた。保護者の参画による
個別の指導計画を作成することにより、支援の方向性が明らかに
なると共に、保護者との信頼関係が深まった。

コーディネーターを中心に園全体での支援保育体制が構築され
た。今後は、さらに支援会議の内容を充実させ、より共通理解と
協力体制が図れるようにしたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

研修や会議を通じて支援児の理解を成長の手助けがある程度でき
た。

研修や会議を通じて支援保育について意識を変えることができ
た。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

コーディネーターを中心に職員間で支援会議を行い、幼児理解と
支援保育のスキルの向上を図ることができた。
支援保育対象児への非常勤職員またはフリーの職員を配置するな
ど、円滑に支援保育を行われた。

今後も会議を定期的に行い、支援対象児の発達・成長についての
内容を充実させ、職員間の情報共有化及び支援保育の果然に努め
ていきたい。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

第1回の研修では、幼稚園教諭・保育教諭としての役割を理解し、
さらに成長していきたいという気持ちを高めることができた。第2
回の研修では、野外体験をとおして、教諭として必要なコミュニ
ケーション力を高め、日々の保育に活かせる絵本の読み聞かせの
技術や自然の染物についての知識・技術を身につけることが出来
た。第3回目の研修では、支援保育や人権について学ぶとともに、
今までの保育を振り返り、今後に活かせる研修となった。

各回の研修後にアンケートや振り返りを行っており、「これから
の保育に活かしていきたい」「これからも頑張ろうと気持ちに
なった」などの感想がよせられ、意識を向上させることができて
いる。幼稚園教諭としての資質向上の育成に役立った。

健康福祉局こども育成部
保育課

042‑769‑8341

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

参加者の研修後アンケートを見ると、大変充実した研修内容であ
ることがわかる。研修後、2学期の保育に活かしたいという意欲の
向上が見られた。

042‑769‑9241

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

在宅ケア対策事業として運営されている在宅ケア連携室において、医療
機関や保健福祉関連機関と連携・調整を図りながら在宅医療に関する
情報提供や相談に応じることは、在宅療養生活を送る市民とその家族
に必要な支援である。高齢化率の増加に伴い、在宅療養者の増加も想
定される中、本事業は医療資源の有効活用と在宅ケアシステムの構築
に貢献している。

042‑769‑8260

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、
学校又は施設の長がおこなうべき結核健康診断にかかる対象経費の実
支出済額と別に定める交付基準額とを比較し、いずれか少ない額を助
成することで、結核健康診断の実施を促し、結核の発生、まん延の予防
を図ることに有効である。

当医師会の在宅ケア病診連携事業では、約３６０会員施設のネットワー
自ら主治医を見つけることが困難な市民に対しては往診医の紹介や療
クにより在宅療養に関する情報を集約し、病院・診療所及び保健福祉機
養のアドバイス等を行い、最適な在宅療養に結び付けてきた。
関に適切な在宅療養の情報提供を行っており、病診連携の中心的な役 保健所
また、医療機関や保健福祉機関には患者のスムーズな受け入れ等を
地域保健課
割を担っている。
調整し連携を強化をしてきた。一方で、市民や居宅介護支援事業者に
また、こうした連携で得た情報をもとに、市民に対しスムースな在宅支
在宅医療情報を積極的に提供し、医療資源を有効に活用してきた。
援を行うことが可能となり、重要な情報提供の場であると考える。

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、
学校又は施設の長がおこなうべき結核健康診断にかかる対象経費の実
保健所
支出済額と別に定める交付基準額とを比較し、いずれか少ない額を助
疾病対策課
成することで、結核健康診断の実施を促し、結核の発生、まん延の予防
を図ることに有効である。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。
園全体で幼児ひとりひとりを理解することにより、保育者の悩み
や職員の知識等も共有することが可能となり、支援の在り方を多
面的に考えることができているため。

保健所
疾病対策課

042‑769‑8260

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

・相模原市医師会の協力を得ることで市内医療機関の協力体制が
柔軟化する。
・本市事業における法定定点以外に定点数を増大できることで、
当該地域における感染症の発生動向を安定的に捉えることができ
る。
・医師会から医療機関へ情報還元することで、医療現場における
感染症発生動向の把握を迅速に行えることから、的確な医療を提

協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者に対し、その費用 協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者に対し、その費用
保健所
の全部又は一部を予算の範囲内において助成することで、感染症の発 の全部又は一部を予算の範囲内において助成することで、感染症の発
疾病対策課
生、まん延の予防を図ることができた。
生、まん延の予防を図ることができた。

042‑769‑8346

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

協力医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者に対し、その費用
の全部又は一部を予算の範囲内において助成することで、感染症の発
生、まん延の予防を図ることができたため。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

指導員による各店舗への巡回指導、会員への情報提供等により、食品
営業関係者への知識向上及び店舗の衛生管理の推進に寄与してい
る。

補助金交付を受けることにより事業が円滑に推進できた。

各組合ごとに指導員活動を展開し、市内から食中毒をはじめとす
200 る食品による事故防止をすることを目的に、食品衛生指導員の研
修会、情報誌の発行、指導員による巡回指導を実施致しました。

指導員の巡回指導により店舗内の衛生管理が徹底して行われ、ま
たその際新しい情報の提供やお互いの情報交換が交わされ、さら
に食品衛生責任者講習会の受講の確認も行い、食品による事故防
止に効果を上げました。
加えて、指導員研修会により指導員の資質向上に努め、成果を上
げました。

指導員活動においては、各店舗を巡回し衛生管理台帳にて店舗状況の
記録保管を行い、また、衛生管理台帳の得点を協会独自の「秀マーク」 保健所
交付制度の審査基準にも反映し、食の安全・安心を目指し、効果的な衛 生活衛生課
生管理を実施することができました。

＊食中毒予防キャンペーン実施日 平成28年8月3日〜4日
①「家庭でできる食中毒予防」のパンフレットや食中毒警報チラシ及び
ボールペン・ウエットティッシュ・クリアファイル等配布
266 ②「食中毒5問クイズ」・アンケート実施
③クイズ回答者への抽選会実施
④一日食品衛生指導員巡回指導の実施
⑤食品衛生相談コーナーの実施

拠点26ケ所にてパンフレット2,684枚配布、597名にクイズを実施
し、拠点会場以外にも会員店舗に「のぼり旗」を掲示したり特別
会員の協力によりスーパー内で食中毒予防に関する店内放送の実
施などをして、食中毒予防の啓発を図りました。

協会役員144名の協力を得て、市内全域にわたり食中毒予防を効果的 保健所
に呼びかけることが出来ました。
生活衛生課

042‑769‑9234

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市内各地域における事業の実施により、広く市民に食品衛生思想を普
及啓発し、もって食中毒予防の意識向上に寄与したため。

保健所
生活衛生課

042‑769‑9251

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市民が飼養する猫に実施する不妊・去勢手術に対してその費用の一部
助成することにより、猫がみだりに繁殖して適正な飼養が困難になるこ
とを防止し、もって人と動物の共生する社会の実現に貢献している。

保健所
健康企画課

042‑769‑8322

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当団体が実施する補助事業については、市が進める「歯と口腔の
健康づくりの推進」を補完する事業として、その実績・成果につ
いては一定の評価ができるものである。
平成27年度から協議を重ねて、実施した事業の有効性を検討しつ
つ、市民の健康を「歯と口腔の健康」から支えるために、「歯と
口腔の健康づくり推進計画」に基づいた事業計画を協議していき
たい。

緑区役所
地域振興課

042‑775‑8801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

防災訓練の実施により、地域住民の行動力の強化が図られている。
計画的な資機材整備により地域の防災力が向上している。

5,690

猫 メス ＠4，000円×931匹
猫 オス ＠2，800円×702匹

2,652

2、｢地域歯科保健に係る歯科衛生士支援事業｣
開催回数1回（3日間コース） 参加人数14人
3、第25回高齢者よい歯コンクール
開催回数1回 参加人数88人

1377

電話番号

支援保育者に対し、職員を配置して支援保育が円滑日おこなわれ
ました。全職員による理解と支援保育向上を図ることができまし
た。

相模原市医師会員の中から13医療機関（市が実施している感染症
発生動向調査の対象となる医療機関を合わせると48医療機関（定
点数49）となる）を定点として選定し、各感染症の週間発生数の 市内の感染症の発生動向を正確かつ迅速に把握し医療機関へ周知
325 報告を受け、市内7地区別の集計表を作成し、集計結果を医師会に することで、市内の感染症予防及び感染症拡大防止を図ることが
加盟している全医療機関にファックスにて報告した。また、月別 でき、市民の健康を守るという点から非常に公益性が高い。
の集計表を相模原市医師会報及び相模原市医師会の会員用ホーム
ページに掲載することで全医療機関へ周知した。

一般社団法人
相模原市医師会

所管課

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

対象経費の
支出済額と別
に定める交付
基準額とを比
較し、いずれ
か少ない額を
補助基本額と
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、
し、この補助
基本額から補 助成件数：全33事業所（うち、高校及び大学等の学校が11校、特別養護 学校又は施設の長がおこなうべき結核健康診断にかかる対象経費の実
支出済額と別に定める交付基準額とを比較し、いずれか少ない額を助
助事業に係る 老人ホーム等の施設が22施設）
成することで、結核健康診断の実施を促し、結核の発生、まん延の予防
その他の収入 助成金額：4,581,023円
を図ることに有効である。
額を控除した
額に補助率３
分の２を乗じ
て得た額とす
る。ただし、１
円未満の端
数は切り捨
て。

1、セミナー｢お口の健康教室｣
開催回数9回 参加人数340人
1376

研修費

自己評価

単位自主防
災組織
3,264
地区連合自
主防災組織
249

〔抜粋〕
・防災訓練の実施（情報伝達、初期消火、救出・救護）
・防災資機材購入（防災ヘルメット、発電機・救助工具等）
・車椅子による救出救助取扱い訓練を実施

市民（特に高齢者）を対象に地域歯科保健を通した介護予防に視
点をおいた口腔機能、口腔衛生等に関する講習会やコンクールを
開催し、これらに参加していただくことにより、自身の｢健康｣に
大いに関心を持たれ、口腔機能、口腔衛生等がいかに重要性のあ
ることで、全身疾患等の予防や自身の健康保持・増進にも結びつ
いていることを実感されている。また、予防啓発事業の指導者的
立場となる人材不足に対応するため潜在歯科衛生士の発掘から地
域歯科保健実務講習会の受講を経て、必須となる人材育成に努め
た。
〔抜粋〕
〔抜粋〕
・防災訓練用の消耗品等を購入したことにより、充実した防災訓練を実
・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を身体で覚えることができ 施することができた。
た。
・計画的な防災機材の整備により、地域の防災力が向上した。
・防災資機材の整備により、地域の防災体制が大きく充実した。
・被災地の体験談を聴講し、また防災訓練に参加し、防災意識が向上し
・車椅子の取扱いと誘導の訓練の実施をうけ、参加者が十分な成果を た。
得ることができた。
・防災訓練への参加により災害時の防災活動を身体で覚えることができ
た。

8020運動の一環として市民（特に高齢者）を対象に、地域歯科保
健に係る介護予防に視点をおいた口腔機能、口腔衛生等の普及・
啓発を図ることにより、講習会を受講した方々が｢歯の健康の大切
さ｣を実感し、全身疾患等の予防にも繋がる。更に、自分の歯で食
事をし、健康な生活を営んでいる高齢者市民を対象に、｢高齢者よ
い歯のコンクール｣を実施し、生涯においての口腔衛生の重要性の
啓発、歯科保健の向上率を上げていく、また、滞在している歯科
衛生士が講習会に積極的に参加することにより、不足する指導的
立場の人材の対応ができる。

042‑769‑9234

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1378

1379

補助金等の名称

相模原市避難所運営協議会活動
事業費補助金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

自主防災組織育
避難所運営協議会
成支援事業

相模原市地域市民まつり等助成金 第40回橋本・宮 橋本・宮上ふるさとまつ
（第４０回橋本・宮上ふるさとまつり） 上ふるさとまつり り委員会

1380

相模原市地域市民まつり等助成金 第39回相原地区 相原地区ふるさとまつ
（第３９回相原地区ふるさとまつり） ふるさとまつり
り実行委員会

1381

防犯灯維持管理費補助金

1382

商店街共同駐車場維持補助金

1383

商店街自動車駐車場利用券共同
購入補助金

1384
1385
1386
1387

商店街街路灯電気料補助金

〔抜粋〕
・避難所運営訓練の実施（避難所開錠・本部設営・管理・情報・救出救
1,697 護・救援物資・給水・炊き出しの各班活動訓練）
・防災研修会等の実施

橋本・宮上地区において心の通い合う明るいまちづくりをテーマに、地域
住民の交流の
場として、喜びをともに相互の親睦を図り、手作りのふるさとまつりを開
催した。第４０回橋本ふるさとまつりは、約３，０００人の参加者があっ
た。郷土芸能｢橋本はやし」の演奏及び子どもはやし演奏・神輿の展示・
小学生による唱歌、演奏、模擬店の各部門、防犯コーナー、リサイクル
250 意識啓発のフリーマーケットなど、地域住民の交流・親睦を図った。最後
は多数参加のビンゴゲームを行った。熊本地震への義援金コーナーを
設けた。また、第４０回宮上ふるさとまつりは、約２，８００人の参加者が
あった。第１部子どもまつり（ゲーム・クイズラリー）・合気道の演舞・第２
部では太鼓演奏や盆踊りが行われ、第３部はお楽しみ抽選会が行われ
た。熊本地震義援金コーナーを設け、 模擬店・福祉バザー・防犯コー
ナー・町づくりコーナーを行った。

相原地区において心のかよいあう明るいまちづくりをテーマに、地域住
民の交流の場として、喜びをともにし相互の親睦を図り、手づくりによる
ふるさとまつりを開催した。今年は第３９回相原地区ふるさとまつりとし
て１１月３日に開催し、約２５，０００人の参加者があった。ふるさとまつり
250 は、二本松通り商店街を歩行者天国として、鼓笛隊、有志による民謡、
山車、神輿等のパレードを行った。又、熊本地震義援金コーナーを設け
た。各種コーナーを設け、交通安全・防犯・防炎・防火・各種福祉活動な
どの啓蒙を行った。起震車体験コーナーも設けた。

1,495

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために、防犯灯
の維持管理を行った。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

平常時から避難所運営協議会による防災訓練を実施することにより、地
域住民の行動力の強化が図られている。
避難所協議会の開催により避難所でのルールづくりが確立され、災害
時における円滑な避難所運営が期待できる。

〔抜粋〕
・避難所運営訓練実施により、災害時の防災活動・避難所運営を体験し
た。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動できる自信がついた。
・避難所運営訓練マニュアルの改訂等により、防災スキルの向上に努め

〔抜粋〕
・防災訓練用の消耗品等を購入したことにより、充実した防災訓練を実
緑区役所
施することができた。
地域振興課
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動が出来る自信がついた。

今年で橋本ふるさとまつり・宮上ふるさとまつりともに４０回を迎えて、
それぞれの地区
においてのふるさとまつりは、地域に根差した大きなイベントとなってお
り、心の通い合う明るいまちづくりをテーマにし、地域住民の交流の場と
して、相互の親睦が図られている。また、地域住民による手づくりのふる
さとまつりを行っている。毎年５，０００人〜６，０００人の参加者があり、
鼓笛隊の演奏や地域小学校・中学校の踊り・お囃子・太鼓演奏を行った
り、子どもみこしや盆踊りなど地域児童生徒との交流もあり、大人と子ど
もが一体となって交流親睦を図ることができた。また、地区防犯協会や
交通安全協会等地域の各種団体の協力も得て、各種イベントを行って
おり、地域相互親睦が積極的に図られている。

心の通い合う明るいまちづくりをテーマに実施しているふるさとまつり
は、地域に定着して
おり、地域住民の交流の場として大いに地域に貢献しているイベントで
緑区役所
ある。地域の各種団体及び各種機関との協力体制も図られて、子ども
地域振興課
からお年寄りまで参加していて、その連携を密にして実施することができ
た。地域活性化の一つの施策として、大いに期待できる事業であり今後
も継続して実施していきたい事業である。

042‑703‑0354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の親睦や交流、地域活性化を図るための効果的な取り組みと
評価できる。

今年で３９回を迎えて、相原地区においては、地域住民の手作りによ
る、ふるさとまつりは地域に根差した大きなイベントとなっており、心の通
いあう明るいまちづくりをテーマにし、地域住民の交流の場として、相互
の親睦が図られている。毎年２０，０００〜２５，０００人の参加者があり、
鼓笛隊や有志による民謡、山車、神輿関係者、地区防犯協会、交通安
全協会等地域の各種団体及び市消防署、北警察署等各機関との協力
体制のもとパレードを始め各種イベントを行っており、地域相互親睦が
積極的に図られている。

心のかよいあう明るいまちづくりをテーマに実施しているふるさとまつり
は、地域に定着しており地域住民の交流の場として大いに地域に貢献し
ているイベントである。地域の各種団体及び各種機関との協力関係も連 緑区役所
地域振興課
携を密にして実施することができた。
地域活性化の一つの施策として大いに期待できる事業であり、今後も
継続して実施していきたい事業である。

042‑703‑0354

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の親睦や交流、地域活性化を図るための効果的な取り組みと
評価できる。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防 緑区役所
犯灯の維持管理ができた。
地域振興課

042‑775‑8801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防
犯灯の維持管理ができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、お客様の利便性向上に寄与するものであり、公益性、社会
貢献性が高い。

042‑775‑8801

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割 お客様の利便性向上に寄与でき、会員店舗の来店者数及び販売促進
を担っている。
につながった。

緑区役所
地域振興課

042‑775‑8801

1商店会で市営駐車場等の駐車場利用券を共同購入し、消費者の利便 身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割 お客様の利便向上に寄与でき、会員店舗の来店者数及び販売促進に
500
性の向上に寄与した。
を担っている。
つながった。

緑区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

緑区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
老朽化した街路灯を撤去することで、市民の通行の安全を図った。
を担っている。

緑区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
老朽化した街路灯を修繕することで、市民の通行の安全を図った。
を担っている。

1,862 ２商店会で７０台のお客様駐車場を管理運営した。

1,919 ５商店会で合計４７８基の街路灯に対し補助した。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核とし
ての役割を担っている。

お客様の買物環境の向上に寄与した。

商店街街路灯撤去費補助金
商店街街路灯修繕費補助金

商店街街路灯修 東橋本商店会ほか
繕
合計２商店会

422 老朽化した街路灯の修繕を行った。

緑区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

商店街情報発信事業補助金

商店街情報発信
橋本商店街協同組合
事業

商店街活動や会員店舗情報を掲載した商店街フリーペーパーを発行す
緑区役所
1商店会で情報発信事業を実施し、消費者の利便向上と店舗の販売促 身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
ることで、商店街を地域にPRすることができ、会員店舗の販売促進に寄
265
地域振興課
進に寄与した。
を担っている。
与した。

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

商店街ステップアップ事業補助金

1389

商店街イベント事業補助金

1391

協同組合フォレスト
商店街共同駐車 ショッピングセンターは
しもとほか
場維持事業
合計２商店会
商店街自動車駐
車場利用券共同 橋本商店街協同組合
購入事業
相原二本松商店街ほ
商店街街路灯電
か
気料補助
合計５商店会

事業実績

商店街街路灯撤
東橋本商店会
去

1388

1390

防犯灯維持管理 緑区内各自治会連合
費事業
会

補助金額
（千円）

観光事業等補助金

相模原市地域市民まつり等助成
金

橋本駅周辺商店街連
商店街ステップ
合会ほか
アップ事業
合計２商店会
相原二本松商店街ほ
商店街イベント
か
事業
合計４商店会

20 老朽化した街路灯を撤去した。

イベント（まちゼミ及びハロウィン）を実施し、地域のにぎわいづくりに寄
437
与した。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
街のにぎわいづくりに寄与した。
を担っている。

緑区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑775‑8801
認される

300 4商店会でイベント事業を実施し、地域のにぎわいづくりに寄与した。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
街のにぎわいづくりに寄与した。
を担っている。

緑区役所
地域振興課

042‑775‑8801

第18回おおさわ おおさわ桜まつり実行
桜まつり
委員会

600

イベントや模擬店の展開、桜のライトアップの実施等、地域振興
に寄与した。

会場である上大島キャンプ場及び相模川自然の村公園などの桜や
古民家を活用した文化芸能等の発表などを通じて誘客を図るとと
もに、地域住民や関係団体が構成する実行委員会によるイベント
準備を通じて、地域振興に寄与している。

大沢地区秋まつ 大沢地区秋まつり実
り演芸大会
行委員会

１ 開催日 平成２８年１０月２日（日）
２ 時 間
午後０時３０分〜２時４０分
３ 会 場
大沢中学校校庭
４ 内 容
（１）演芸大会 大沢中学校ステージ
ア 出演者 ５組 １５０人
250
イ 演目等 吹奏楽、鼓笛演奏、獅子舞、和太鼓演奏
ウ 観覧者 ８００人
（２）模擬店
ア 団体 大沢地区交通安全母の会、大島観光協会他
イ 内容 おでん、フランクフルト、豚汁、えびせん、飲み物
等

自治会連合会役員をはじめとした単位自治会及び地区内の学校や
諸団体の協力により、演芸大会を企画・実施し、多くの観覧者・
参加者が集い合い、大沢地区におけるコミュニティ意識が醸成す
る機会となった。

〇芸能の部
内容 団体による舞台発表
開催日 平成28年10月30日（日）
開催場所 もみじホール城山
参加者数 11団体・135人
来場者数 463人
200
〇展示の部
内容 芸術作品・菊花等の展示、茶道等
開催日 平成28年10月25日（火）〜30日（日）、11月5日（土）・6日（日）
開催場所 もみじホール城山、城山公民館（総合事務所第1別館）
出展者数 1,382人（15団体・8校）
来場者数 1,183人

1392

城山地区市民文化祭補助金

城山地区市民文 城山地区市民文化祭
化祭
実行委員会

1393

相模原市観光事業等補助金

城山もみじまつり

1394

相模原市観光事業等補助金

津久井湖さくらまつり
津久井湖さくらま
（水の苑地）実行委員
つり（水の苑地）
会

1395

相模原市観光事業等補助金

小倉橋灯ろう流し

城山もみじまつり実行
委員会

小倉橋灯ろう流し実行
委員会

城山もみじまつり
日時 平成28年10月16日（日）午前9時30分から午後3時30分まで
1,471 場所 原宿公園
人手 33,000人
内容 各種団体の活動ＰＲ、物品販売、模擬店など

大沢地区の桜の名所である上大島キャンプ場及び相模川自然の村
公園を会場に、文化芸能等の発表や模擬店、地域の諸団体の協力
によるイベントや桜のライトアップを実施したことで、地域住民
の桜を楽しむ機会の創出や文化向上が図ることができた、また、
地域の観光資源の有効活用を図り、地域の振興を図ることができ

緑区役所
地域振興課

住民相互の親睦及び自治会との連携を図る機会として本年で第４
０回を数え、コミュニティ意識の醸成に寄与している。また、大
沢中学校吹奏楽部や大沢少年少女鼓笛隊及び諏訪明神獅子舞保存
会の出演は、地域における世代間交流のよい機会となっている。

緑区役所
大沢まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、お客様の利便性向上に寄与するものであり、公益性、社会
貢献性が高い。
商店街は地域コミュニティの核となっており、公益性、社会貢献
度が非常に高い。
本事業は、商店街の環境整備を促進することで、市民の安全安心に寄
与するものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、商店街の環境整備を促進することで、市民の安全安心に寄
与するものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
桜の名所である上大島キャンプ場及び相模川自然の村公園を会場
に地域の諸団体の協力によりイベントや桜のライトアップを実施
したことで、地域住民の桜を楽しむ機会の創出や文化向上に寄与
し、地域の振興を図ることができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

042‑761‑2610

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

芸能の部においては、入場者数は昨年度の451人から463人となり、昨
城山地区を中心に文化活動を営む市民・文化団体や学童、生徒に展
年度比2％増となった。
示・発表の場を提供し、展示・発表を通じて活動意欲が増すことにより、
展示の部においては、入場者数は昨年度の1025人から1183人となり、 緑区役所
城山地区の文化振興・芸術意識の向上に深く寄与できた。
昨年度比13％増となった。
城山まちづくりセンター
また、団体・市民相互の交流の場として、地域活性化の一助となること
全体で、昨年度の1476人から1646人となり、昨年度比10％増となってお
ができた。
り、地域活性化に貢献できた。

042‑783‑8117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実績については、当所の予定どおり円滑な事業運営を行ったた
め。
事業成果については、入場者数において昨年度実績を上回っており、
地域活性化に貢献しているため。

市民相互の協力により、地域の郷土意識を通し、産業、文化、コミュニ
実行委員会参画団体の協力により、地域の特色を活かしたイベントを 緑区役所
ティ等の活動が一体となって、ふれあいの場を創りあげ、郷土意識の高
開催することができた。
城山まちづくりセンター
揚を図ることができた。

042‑783‑8117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回で40回を数える伝統と歴史のあるイベントであり、城山地区の市
民まつりとして、地域の特色を活かし、地域の活性化が図られ、市民相
互の協力により開催することができた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

042‑783‑8117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今年で19回を数える伝統と歴史あるイベントであり、城山地区の地域
の特色を活かした地域活性化事業として、市民相互の協力により開催
することができた。

当日は中止となったが、かながわの景勝５０選、相模川八景である小
実行委員会参画団体を中心とした各種団体の協力により、地域の特 緑区役所
倉橋周辺の景観を観光資源として有効活用し、地域活性化及び観光振
色を活かしたイベントを開催することができた。
城山まちづくりセンター
興に寄与することができた。

042‑783‑8117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

台風の影響により当日は中止となったが、小倉橋周辺の景観を観光
資源として有効活用し、地域活性化及び観光振興に寄与することを目
的とした、相模原市を代表する夏の風物詩として市内外に認知されてい
るため。

580

津久井湖さくらまつり（水の苑地）
日時 平成28年4月2日（土） 午前10時から午後4時まで
桜の名所である津久井湖で観光事業を実施することによって、水源地
4月3日（日） 午前10時から午後3時まで
実行委員会参画団体を中心とし、各種団体と協力し、取り組むことが
の環境保全・地域経済及び文化・レクリエーションの振興に寄与し、地
場所 県立津久井湖城山公園水の苑地
できた。
域活性化及び観光振興に貢献できた。
人手 28,000人
内容 ステージイベント、フリーマーケット、地域特産品・軽食の販売など

660

台風の影響により事業中止
（計画した事業の概要）
日時 平成28年8月16日（火） 午後6時30分から午後8時30分まで
内容 灯ろう流し、花火打上げ、地域特産品・軽食等の販売

042‑775‑8801

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するとい
う、助成金の目的を十分達成することが出来た。
地域住民の親睦・交流や地域活性化を図るための効果的な助成
となった。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

○観光推奨品の活用及びＰＲ
○観光キャンペーンの展開（年間15回）
1,000 ○モニターツアーの実施（年間2回）
○ハイキング&アクセスマップの作成・配布

1396

相模原市地域別観光振興計画推
進事業補助金

城山湖周辺地域
城山湖里地里山観光
観光振興計画推
振興協議会
進事業

1397

水源林整備協定交付金

水源林整備協定
中沢造林組合
交付金交付事業

1398

津久井文化協会助成金

平成28年度津久
井文化協会助成 津久井文化協会
事業

1399

地区文化祭開催運営費補助金

平成28年度中
中野・三井地区文化
野・三井地区文
祭実行委員会
化祭

100

1400

地区文化祭開催運営費補助金

平成28年度津久
津久井中央地区文化
井中央地区文化
祭実行委員会
祭

100

平成28年度串川 串川地区文化祭実行
地区文化祭
委員会

1401

地区文化祭開催運営費補助金

事業実績

176 協定書の規定に基づき交付金の交付を受けた。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

城山湖周辺地域の観光振興と地域活性化を図り 、実践活動等、市の 城山湖周辺地域の観光振興、地域活性化事業の運営等に中心的な
観光振興に寄与した。
役割を果たしている。

━

━

所管課

緑区役所
城山まちづくりセンター

緑区役所
城山まちづくりセンター

電話番号

042‑783‑8117

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市観光振興計画に沿った事業展開を実施しており、今後も市と
連携を取りながら、城山湖周辺地域における重要な役割を果たすべく更
なる活動を期待する。

042‑783‑8115 その他

なし

その他

なし

協定契約書及び協定書に基づいた賃貸料の定額配分事業であるた
め。

各事業とも会員の積極的な参加と地域住民の協力を得て実施でき
た。
研修においては、分野の異なる文化を研修することによって、各
会員の技能の向上に大変役立つものとして相互の交流とともに効
果があった。

芸能発表においては、副市長の小星敏行様にご臨席を賜り、激励
のご挨拶をいただき、又、今年度も藤野文化協会の参加もあり、
会員一同、文化活動を発展させることに更なる精進することを確
認した。尚、２８年土の研修も有意義に実行することができた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

定期的な芸能発表会の開催や、小中学校での体験教室の開催な
ど、地域文化の向上に寄与している。また、高齢者施設への慰問
演奏など社会福祉への協力も評価できる。

住民及び公民館利用者の文化芸術作品の制作、文化芸能活動の日
頃の成果を発表する場としての役割を担っている。また、文化祭
を開催することで、発表者並びに来場者に、相乗効果をもたら
し、今後の更なる文化芸術活動の発展につながると共に、地区内
住民の交流を図ることができた。

文化芸術作品の展示、文化芸能の発表は、多種多様な作品の展示
や発表があり、来場者からも好評を得ることができ、今後も継続
して文化祭が実施されることを望む声もあるが、開催時期や運営
体制には課題がある。また、来場者が参加することができる体
験・模擬店は、年楽しみにされており、大変好評である。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化祭の開催により、地域住民の文化芸術作品の出展並びに芸能
発表の場、また地域住民の交流を深める場が提供され、地域文化
振興に大いに寄与している。

津久井中央地域センター及び津久井生涯学習センターの利用団体
で構成する「津久井中央地区文化祭実行委員会」を設置し、主催
する中で、参加団体が日ごろの活動の成果を発表する場として活
発に開催された。また、地域の保育園、小学校、中学校、高校か
らの作品展示なども含め、多様な世代の方々の参加を得ることが
できた。来場者については、地域の方はもとより、他の地域から
も多く来場され、広域的な地域交流ができた。

津久井中央地区文化祭では、多種多様な作品が展示され、来場者
を魅了する一方で、中央祭（ステージ発表）では、舞踊、歌、演
奏等、利用団体や地域の方の発表の場となった。また、地域・利
用団体が模擬店を出店するなど、地域の祭りとして根付いてきて
おり、文化芸術の鑑賞や文化芸能発表と合わせた地域祭りと交流
が融合した祭典となっている。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民の文化活動の成果を発表する機会を提供するとともに、
地域住民が相互に交流を深める場として、地域文化振興に大いに
寄与している。

来場者数
・串川地域センター
11月5日（土）〜11月6日（日）635名（前年638名、前年比Δ3
名）
100 ・串川ひがし地域センター
11月5日（土）〜11月6日（日）397名（前年503名、前年比△106
名）
行楽シーズンにもかかわらず、来場者数は両センターを合わせて
1,032名と多数の集客を達成できた。

地域住民の日頃の文化活動の成果を発表する機会を設け、住民相
互の交流を深めるとともに、文化的な生活の向上を図り、地域文
化の振興に寄与できた。
また、大船渡から直送したサンマを焼き、売り上げの一部を大船
渡市に義捐金として送金した。

前年度より来場者は減少したものの、行楽シーズンの土・日曜日
にも関わらず多数の集客ができ、地域住民の交流を深めることが
でき成功である。また、住民有志による模擬店など出店があり、
賑やかな文化祭であった。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化祭の開催により、地域住民の文化芸術作品の出展並びに芸能
活動等の成果を発表する機会が設けられ、地域の文化向上・発展
また市民間の交流が図られたものと評価できる。

平成28年度鳥屋ふれあい文化祭
１ 実施日
10月29日（土）〜10月30日（日）
100 ２ 参加人数 約590人
３ 会場
鳥屋地域センター
４ 事業内容 文化作品展、文化芸能発表会、模擬店

文化作品の展示では、地域内の個人からの出展に加え、保育園、
小・中学校、各種スポーツ団体や書道教室、地域の医療機関、婦
人団体、子ども育成会等が出品、力作の展示や活動紹介を行っ
た。
文化芸能発表会には、地域のお囃子、空手や合気道による演武、
若者のヒップポップダンス・日本舞踊・弾語り・紙芝居などの発
表もあり、大いに会場全体が盛り上がった。
小･中学校の児童・生徒、先生やＰＴＡが作品展、芸能発表に加
え、模擬店にも参加した。
地域センターの実施事業「連鶴教室」「陶芸教室」で作成した作
品も展示場で紹介した。また、「大人の社会見学」のＪＡＸＡで
の様子など、写真展示した。

作品展への各種団体の参加は、地域を守り育てるために各種団体
の果たしている役割についての理解が進む。この地域に今何が必
要なのかに、気づきを持てるとともに、考えるきっかけにもな
る。
幅広く深みのある作品展や芸能発表によって、楽しみながら、文
化を守り育てる大切さについての理解が進んだ。
保育園、小･中学校との交流は、子どもの情操教育であるととも
に、「地域が育てる教育」の一端となるものである。
センター実施事業を紹介することにより、センターから地域への
発信力も増すものとなる。
４０余名の実行委員・協力者が、企画・準備・実施に向けて積極
的に取り組んでいただき、滞りなく開催することができた。
補助金により文化祭を継続実施できるものである。さらに開催の

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化祭の開催により、地域住民の文化芸術の出展並びに芸能活動
等の成果を発表する機会が設けられ、地域の文化の向上、発展、
また市民間の交流が図られたものと評価できる。

会員相互の連携を図り、地域文化の向上と振興に寄与することを
65 目的として、平成28年6月5日（日）の芸能発表会を中心に後援、
協力事業（慰問、体験教室等）を実施した。
実施日時：平成29年3月4日（土）、5日（日）の２日間
会
場：津久井中央公民館
実施内容：文化展
3月4日（土）、5日（日）
芸能発表会
3月4日（土）
体験コーナー 3月4日（土）、5日（日）
来場者数：3月4日（土） 668人
3月5日（日） 367人
平成28年度津久井中央地区文化祭を10月29日（土）・30日（日）
に津久井中央地域センター及び津久井生涯学習センターを会場と
して実施した。
・来場者数：約1,500人
・主な内容：作品の展示、模擬店、ステージ発表及び道志川流域
展の開催

地区文化祭開催運営費補助金

平成28年度鳥屋 鳥屋地区文化祭実行
ふれあい文化祭 委員会

地区文化祭開催運営費補助金

平成28年度青野 青野原地区文化祭実
原地区文化祭
行委員会

平成28年10月29日（土）午前９時〜午後９時３０分
平成28年10月30日（日）午前９時〜正午
作品出品点数
957点（1007点）
100
作品出品者数
338人（ 348人）
入場者数
939人（ 760人）
※（）内は前年度実績値

例年、自治会や関連団体を単位とした出展や地元のサークルから
の出展が行われ、芸術的な文化に対し高い意識を持つ住民が多
い。
近年、小中学校文化祭と同時に開催しているため、作品展示場に
は児童、小中学生から年配者までの作品が一堂に会し、また幅広
い年齢層の来場者によって、同世代の交流にとどまることなく、
世代を越えた地域住民間の交流の場を設けていると共に文化や芸
術に対する意識向上・発展に貢献しているものと考える。

前年と比較し、作品展への出展が減少したものの、入場者数は増
加した。 文化祭を盛り上げるため、地元地域の方が主体とな
り、農産物の販売（収益金はＰＴＡへ寄付）も実施され、地域を
盛り上げようとする意識が感じられた。反省会では、「良い作
品・質の高い作品がたくさんあった」「文化祭を通じて世代間の
交流が図られた」などの意見が出され、本事業を開催すること
で、地域交流の高揚が図られたと感じており、良い事業が実施で
きたと考えている。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民の文化活動を発表する場として地域の文化振興に大きく
寄与している。また、小中学校と同時開催することで、世代を超
えた文化交流が図られている。

1404

地区文化祭開催運営費補助金

平成28年度青根 青根地区文化祭実行
地区文化祭
委員会

平成２８年度青根地区文化祭
開催日時 平成28年10月29日（土）午前9時から午後4時30分まで
平成28年10月30日（日）午前9時から午後4時まで
100 出品点数 一般の部 326点（出品者99名）、
小・中学生の部 324点（出品者31名）
特別展示等 特別講演会、模擬店、お茶会、餅つき
入場者数
合計404人

青根地区住民を対象に文化活動の発表の場を設け、世代間の交流
の場を提供し、ふるさとを見つめ直すことにより地区の活性化を
図ることができた。
また、一つの行事を地域全体で成功させようという一体感を持つ
ことができた。

文化芸術作品の展示、文化芸能の発表、また小学校の青根っ子祭
りや中学校文化祭、特別講演会と多種多様の催しがあり、大人か
らこどもまで楽しめたと、来場者からも好評であり、地域住民の
交流、親睦を深めることができ大変良かった。また、成人教養講
座での作品の出品、公民館利用団体の出演等、日頃の成果の発表
の場となった。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

小中学校と連携し、世代を超えた地域全体の文化交流が図られて
いる。また、地域住民の文化活動を発表する場として、文化振興
および地域の活性に大きくに寄与している。

1405

磯部俶記念『遙かな友に』道志
川合唱祭実行委員会運営費補助
金

磯部俶記念『遙 磯部俶記念『遙かな
かな友に』道志 友に』道志川合唱祭
川合唱祭
実行委員会

3,133

実施日時 平成28年9月25日（日）
会
場 青根緑の休暇村センター・いやしの湯周辺 特設ス
テージ
実施内容 合唱団発表、全員合唱、昼食・交流会、ボニージャッ
クスオンステージ
来場者数 約1,000人

合唱曲『遙かな友に』作詞作曲者の磯部俶先生の功績を顕彰し、
歌碑建立をきっかけとして始まった道志川合唱祭を開催し、合唱
文化の普及と心豊かなまちづくりを推進することができた。あわ
せて、「相模原市緑区青根」の名を全国に発信し、「潤水都市さ
がみはら」のシティセールスを推進することができた。

東京都や和歌山県からの参加もあり、広く合唱愛好者同士の交流
を図ることができた。この合唱祭は、緑に囲まれた屋外ステージ
での合唱発表であることが他とは違う。優劣を競うコンクールで
はないため、気軽に参加できることや地域の物産品を販売するこ
とで来場者からも好評であり、合唱祭を盛り上げている。今後も
継続して実施していきたい。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

屋外に設営されたステージで、青根の緑に囲まれた中での合唱の
発表は大変魅力的である。市内外から多くの参加者が集まり、団
体間での交流や地元の出店団体による特産物の販売やＰＲにより
地元地域との交流も図られており、充分な実績・成果が確認でき
る。

1406

相模原市観光事業等補助金
（津久井やまびこ祭り補助金）

津久井やまびこ 津久井やまびこ祭り
祭り
実行委員会

名称：第31回津久井やまびこまつり
主催：津久井やまびこ祭り実行委員会
日時：平成28年10月23日（日）
1,800 場所：市立中野中学校校庭及び津久井総合事務所周辺
来場：15,000人
内容：ステージイベント、各種個店、フリーマーケット、消防
フェア、お囃子演奏ほか

津久井地域のイベントとして定着したやまびこ祭りは、地域住民
との交流の場として各団体の皆様及び企業の皆様とともに地域振
興、産業振興を図ることを旨に、本年度も充実した内容で開催さ
れた。

青年部が主管するやまびこ祭りは第31回を迎えた。親子の皆様方
に多数ご来場いただけるような企画運営を行い、実行委員一同会
議を重ね準備を進めてきた。参加者においては、事業所や団体が
活動できる場として、今年も各催し物や出店・展示など賑わいを
みせていた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地区の最大のイベントとして子どもから大人までが楽しめ
るようイベント内容は工夫されていた。多くの団体や企業が参加
し、来場者も多く、会場が大いに賑わっていた。地域振興及び産
業振興が図られたものと評価できる。

1407

相模原市観光事業等補助金
（津久井湖さくら祭り補助金）

津久井湖さくら祭り
津久井湖さくら
（花の苑地）実行委
祭り
員会

大勢の方の来場で、チャリティー募金、観光センター、テント販
売では地域経済に大きく貢献した。ステージ部門ではバラエ
ティーに富んだ団体の出演で大いに賑わい地域活力創出の一助と
なった。

実行委員会設立から実施まで各団体や自治会の協力があり、円滑
に執行することが出来た。観光シーズン幕開けの事業としてマス
コミ等に概要紹介され地域ＰＲに貢献した。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

２日間で10,000名の来場者があり、マスコミにも取り上げられた
ことにより地域ＰＲにも貢献したものと評価できる。

1408

相模原市魚族放流事業補助金
（相模原市魚族放流事業補助
金）

平成28年度相模
原市魚族放流事 津久井湖遊船協会
業

魚族の保護育成とわかさぎ卵を中心とした、人工孵化、放流によ
り津久井湖の観光資源の減少を防ぐことができた。

津久井湖の観光資源としての魚族の保護、増殖により、釣り客を
含む観光客の増加を図ることが出来た。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井湖における魚族の保護育成、わかさぎ卵等の孵化や放流に
より観光資源の増殖が図られたものと評価できる。

1409

地域別観光振興計画推進事業補
助金（青根地域計画推進事業）

青根地域計画推 青根地域観光活性化
進事業
委員会

青根の地域ＰＲに貢献している。
訪れた人への地域の説明がしやすく散策に大変役立った。

散策案内看板の設置により観光拠点が点から面へと拡大され観光
案内に大いに寄与できた。青根の情報を発信することで多くの人
に青根の良さをＰＲできた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

散策路に案内看板を設置し、観光客の利便性を図るとともに地区
が一望せきる箇所への展望案内看板設置及びドローンによるで撮
影を行い青根紹介ビデオを作成してＰＲを行うなど、観光振興に
つながる今後の事業展開が期待できる。

1410

地域別観光振興計画推進事業補
助金（津久井湖周辺地域計画推
進事業）

津久井湖周辺地 津久井湖周辺地域観
域計画推進事業 光振興推進部会

津久井湖周辺地域観光振興計画に基づき、ハイカーを呼び込むた
めの観光案内看板の設置、観光マップの作成、また津久井湖周辺
で開催されるイベントの周知のため横断幕を作製するなど、津久
井湖周辺の観光ＰＲにつなげることができた。

部会員の活発な議論により、津久井湖周辺地域観光振興計画に基
づいた具体的な取り組みを検討し、毎年着実な津久井湖周辺の観
光振興事業の推進が図られている。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井湖周辺の散策やイベントＰＲのため、マップや看板の設置
などの取り組みを行ったほか、新たな取り組みを検討推進するた
めの視察研修会を開催するなど今後も更なる観光振興につながる
事業の展開に期待が持てる。

1402

開催日時

1403

500

名称：第19回津久井湖さくらまつり（花の苑地）
主催：津久井湖さくらまつり（花の苑地）実行委員会
日時：平成28年4月9日（土）、10日（日）
場所：県立津久井湖城山公園（花の苑地）
来場：10,000人
内容：ステージイベント、各種個店、ミニＳＬ走行等

津久井湖に生息する、わかさぎ、鮎、鯉、ふな等数多くの魚族の
保護育成に努めた。又魚族の減少を防ぐ為、魚卵の放流・人工孵
化等を実施した。
180 放流実績（わかさぎ）：当初の計画通り、網走産わかさぎ卵を３
千万粒購入し放流、また自己採卵による放流実績１億２百万粒
（前年比８百万粒増）とあわせ合計１億３千２百万粒の放流実績
をあげることができた。
青根地域観光活性化計画の具体化に向け次の事業を行った。
・青根地域の観光案内と青根を訪れた人々の散策用として案内看
板を作成し設置作業を行った。（管内23か所）
750
・青根監視哨跡地へ展望案内板を設置した。
・青根紹介ビデオ等により地域情報を発信した。（あおねチャン
ネル）
津久井の野菜レシピ本作成
冬物野菜2000部、夏物野菜2000部
作成
「津久井湖城山イルミネーション」、「つくい湖湖上祭花火大
1,000 会」横断幕作製（各2枚）
三沢峠に観光看板設置 １基
津久井湖周辺散策マップ 10000部増刷
視察研修事業実施（伊勢原市大山、小田原市小田原城）

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1411

地域別観光振興計画推進事業補
助金（津久井中央地域計画推進
事業）

津久井中央地域 津久井中央地域観光
計画推進事業
振興推進部会

750

津久井中央地域観光振興計画に基づき、道志川親水公園の植栽の
維持管理等及び事業ＰＲ部会により各事業を実施し、既存設備の
補修や地域振興事業のＰＲを行うと共に、観光振興計画推進に向
けた視察事業を行った。

津久井中央地域観光振興計画に基づき、道志川親水公園の植栽の
維持管理等及び道志川流域で発祥した三太物語「三太と千代の
山」及び「三太物語」の映画上映を行ったことにより地域観光の
拠点としての知名度を上げることが出来た。

地域観光振興における既存設備の管理や植栽の維持管理により来
訪者の継続した利用につながった。また、道志川流域で発祥した
三太物語「三太と千代の山」及び「三太物語」の映画上映を行う
ことにより、地域観光の拠点としての知名度も上がっている。
さらに新たな取り組みに向けた先進地の視察研修を実施したこと
により、更なる地域観光振興の推進に期待ができる。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

道志川流域の玄関口としてのＰＲにつながるみつばつつじや大も
みじの植栽や知名度を上げるための「三太物語」映画上映の実
施、さらには新たな取り組みを推進するための視察研修会を開催
するなど、今後も地域資源を発掘しながら観光振興につながる事
業の展開が期待できる。

1412

地域別観光振興計画推進事業補
助金（青野原地域計画推進事
業）

青野原地域計画 青野原観光活性化推
推進事業
進委員会

青野原地域観光振興計画に基づき、青野原地域の各種施設の所在
場所を記載した案内看板の設置を行う。また、青野原地区の伝統
750 行事となっているちびっこ相撲の活性化を図るため、地域内外へ
の周知の強化及び施設・備品等が老朽化しているため、修繕や新
調を実施した。

平成２３年３月に作成した青野原観光振興計画の具体的な事業と
して青野原地域の施設場所等の案内看板の設置やちびっこ相撲の
地域内外への周知及び施設・備品等の修繕などを通して青野原地
域の観光資源の発掘や活用、ＰＲの調査や研究がされ、地域活性
化に向けた目的を達成することができた。

地域振興協議会のメンバーを主体とする各団体の代表による委員
会の活発な論議により、青野原地域観光振興計画の具体的な取り
組みが進められ青野原地域の観光活性化が図られた。

充分な実績が確
緑区役所
042‑780‑140３
認される
津久井まちづくりセンター

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

観光施設をＰＲするため案内掲示板を設置し、利用者の増員を
図ったことや、伝統行事である「ちびっこ相撲」のアピール強化
と事業内容の工夫を行い、さらなる活性化の取り組みを行ったほ
か、メンバーにおいては地域資源の発見やＰＲ研究を行うなど、
今後の事業展開に期待が持てる。

1413

相模原市自治会等集会所建設補
助金

土沢自治会集会
所建設等助成事 土沢自治会
業

自治会館の建設により、継続的な自治会活動の拠点として地域コ
ミュニティの醸成が図られる。また、こども会、敬老会や自治会
親睦事業の実施により、地域福祉の向上が図られる。

自治会活動の拠点となる自治会集会所が整備されたことにより、
自治会活動を推進する環境が整った。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

1414

相模原市自治会等集会所建設補
助金

青山自治会館修 自治会法人青山自治
繕事業
会

自治会活動の拠点となる自治会集会所が整備されたことにより、
自治会活動を推進する環境が整った。

自治会集会所の改修の取り組みを通じ、自治会館への愛着や自治
会内での協力体制がより強まったと感じた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

1415

相模原市自治会等集会所賃借料
補助金

宮前自治会集会
自治会法人宮前自治
所賃借料補助事
会
業

43

地域内の多様なコミュニティ活動を活発に行うため、活動の拠点
となる自治会集会所の用地を賃借し、確保することができた。

自治会集会所用地を確保することにより、地域活動の場を提供す
ることができ、自治会活動の活性化や地域コミュニティの醸成が
図られた。

地域住民の活動拠点として、自治会集会所の用地を確保すること
により、地域活動が活発に行われ、地域住民の親睦を図ることが
できた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

1416

相模原市自治会等集会所賃借料
補助金

宮下自治会集会
所賃借料補助事 宮下自治会
業

24

地域内の多様なコミュニティ活動を活発に行うため、活動の拠点
となる自治会集会所の用地を賃借し、確保することができた。

自治会集会所用地を確保することにより、地域活動の場を提供す
ることができ、自治会活動の活性化や地域コミュニティの醸成が
図られた。

地域住民の活動拠点として、自治会集会所の用地を確保すること
により、地域活動が活発に行われ、地域住民の親睦を図ることが
できた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

1417

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年津久
井湖周辺まちづ 津久井湖周辺まちづ
くり協議会運営 くり協議会
事業

460

津久井湖周辺地域の発展と振興を図るため、次の事業を行っ
た。
・津久井湖周遊道路の整備に向けて、道路の状況等の調査を行っ
た。
・津久井湖周辺のまちづくり団体等の活動に対して財政支援を
行った。

本協議会が中心となり、津久井湖周辺地域の各まちづくり団体間
の連携の強化や、地域コミュニティの活性化に貢献することがで
きた。

津久井湖周辺地域の発展･振興のため、課題解決に向けた会議の開 緑区役所
042‑780‑1403
催や視察研修会を実施し、活発な活動が出来た。
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の発展や振興を図るため地域団体への助成支援や先進地視
察、調査を実施し、地域コミュニティの活性化に向けた取り組み
が進められた。

・中野山 春のふれあいウォーキング
4月17日（日）中野コミュニティ広場集合
目的：身近な里山である中野山を歩き、親しむことによって、
健康づくり、コミュニティの醸成、環境保護の意識向上に資す
る。
参加者：６６名
・中野盆踊り大会
2,280 8月6日（土）開催
・中野山 秋のふれあいウォーキング
11月13日（日）中野コミュニティ広場集合
参加者：７２名
・会議の開催
総会：4月20日（水）
役員会：4月20日（水）、10月6日（木）、3月3日（金）
・その他地域振興活動を支援した。

地域振興協議会委員が中心となり、自治会や社協、まちづくり委
員会等と連携し、中野地域のコミュニティの活性化に貢献するこ
とができた。

円滑な事業実施ができ、地域の里山を住民に周知し親しんでもら
うことができた。併せて住民相互の交流も図ることができた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ウォーキング事業の実施や各種団体への助成を通して、地域コ
ミュニティの活性化が図られた。

・串川地域の住民へ広報紙などにより活動内容が広く伝えられ、
住民の地域活動への理解や協力体制が整ってきている。

各種事業を実施した結果、地域振興及び地域の活性化に十分な貢
献ができた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

串川地域の課題検討、情報発信及び地域団体への助成を行うなど
地域の活性化を推進した。

地域内の各種行事や団体活動の支援をすることにより、地域活
動事業の円滑な運営に寄与することができた。また、全世帯対象
の自治会活動保険に加入することにより、地域住民の活動中にお
ける事故の救済が確保され、参加者や指導者が安心して活動する
ことができた。
丸山散策路については地域住民の憩いの場ともなり、地域の活
性化に繋がった。
通学路の安全確保のため改善の要望を上げるとともに、ＰＴＡ
や学校と協力し整備も行った。

地域振興協議会として地域内の各種事業への協力、支援を行い、
各種団体とも連絡調整を図り、地域住民の福祉向上や地域振興に
寄与したと考える。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各種団体や地域活動への支援を行い、地域の活性化が図られた。

青野原地域の振興等に向けた事業展開をすることにより、地域活
動が活発に行われた。

地域内の各種行事や団体活動に協力や支援を図り、地域の振興及
び発展に寄与することができた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各種団体への助成等や地域行事への支援により地域振興や発展を
推進した。

1418

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年度中
野地域振興協議 中野地域振興協議会
会運営事業

1419

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年度串
川地域振興協議 串川地域振興協議会
会運営事業

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年度鳥
屋地域振興協議 鳥屋地域振興協議会
会運営事業

1420

13,800 自治会集会所の新築工事を行った。

3,750 自治会集会所の修繕工事（屋根及び外壁修繕工事）を行った。

・リニア中央新幹線計画、金原まちづくり計画、津久井広域道路
の延伸、新たな火葬場の候補地検討など串川地域の課題について
検討した。
・地域コミュニティの醸成を図るため、地域振興協議会だより
5,000 「くっしんぼー」を年３回発行した。
・串川地区防災総合訓練の一環として災害対策委員会を設置し、
非常時に対する訓練等を実施した。
・その他地域振興活動を支援するため地域団体への助成及び後援
を行った。
鳥屋地区における課題等の調整や、各種団体との連絡調整並びに
支援を行った。
・鳥屋地域各種団体への補助事業
・獅子舞伝承館の管理運営
・馬石桜山等の維持管理事業
9,900 ・広報｢やまぼうし｣の発行
・鳥屋地区全世帯対象の自治会活動保険への加入
・福寿草散策路の整備
・通学路の安全確保についての支援
・リニア中央新幹線鳥屋地区車両基地建設事業に伴う地域振興策
の検討

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民が組織する自治会が活動の場を確保することにより、地
域コミュニティの醸成や地域福祉の向上が図られた。
自治会活動の拠点である集会所を整備することにより、地域活動
を推進する環境が整った。自治会活動の活性化を図る上で効果的
な事業である。
地域住民で組織する自治会の活動の場を確保することにより、地
域コミュニティの活性化に向けた取り組みを進める環境が整っ
た。活動の活性化を図る上で効果的な事業である。
地域住民で組織する自治会の活動の場を確保することにより、地
域コミュニティの活性化に向けた取り組みを進める環境が整っ
た。活動の活性化を図る上で効果的な事業である。

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年度青
青野原地域振興協議
野原地域振興協
会
議会運営事業

１．各種団体への支援を行った。
①青野原環境美化委員会への助成
②第21回中道志川あゆまつり実行委員会への助成
③消防団第7分団備品整備に対する助成
④青野原地区文化祭実行委員会への助成
5,150
⑤青野原地区連合自主防災隊への助成
⑥青野原社会体育振興会への支援
⑦地域（自治会）活動事業に対する奨励助成
２．地域協働事業の実施
文化祭舞台発表施設整備を行った。

1422

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成２８年度青
根地域振興協議 青根地域振興協議会
会運営事業

・水源地域として、清流道志川の蘇りを目的にアユ、ヤマメ約
5,000匹を放流した。
・道志川合唱祭に参加、協力し、地域特産物の販売や前夜祭を実
施した。
7,700 ・地域の各種団体へ助成金の交付を行い、地域活性化に寄与し
た。
・その他、地域が抱える宮ケ瀬ダム道志導水路問題の窓口とし
て、年間を通して市・県・国等関係機関と課題解決に向けて取り
組んだ。また、青根地域内の振興策について話し合い、山岳レー

各種事業を主催、また協力実施することで、地域福祉の増進と地
域の一体感、連携が図られた。
いやしの湯周辺が事業会場等になることにより、いやしの湯を核
とした青根地域の観光拠点が形成されつつある。

各種団体で構成される青根地域振興協議会が積極的に活動に取り
組むことで、地域振興策の推進や地域が抱える課題の解決が図ら
れている。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各種事業の実施、事業協力、各種団体への助成などにより、地域
振興が図られた。

1423

相模原市地域振興協議会等補助
金

平成2８年度津
久井中央地区ま 津久井中央地区まち
ちづくり協議会 づくり協議会
運営事業

・総会、役員会の開催。
・津久井中央地区の事業PRを行う中で、地域振興事業の推進に取
り組んだ。
・地区敬老事業への助成。

津久井中央地区の地域振興拠点である道志川流域で発祥した「三
太物語」のPR等を行うことにより、地域振興に貢献した。
また、津久井中央地区敬老会へ助成金を交付することにより、
多年にわたり地域貢献されてきた高齢者の労をねぎらうことへの
一助となった。

津久井中央地区の振興と発展を図るため、津久井中央地域観光振
興計画推進事業の実施や地区敬老事業への助成を行うなど、地域
振興計画への成果が得られた。

緑区役所
042‑780‑1403
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

敬老事業への助成や三太物語のＰＲ等を実施し、地域の振興が図
られた。

紅葉、ミツバツヅジ、アジサイ、モミジ、サクラ、ろう梅等植樹場所の下
草刈りや、散策路の整備、倒木処理等を行い、地域住民だけでなく様々
な方に親しまれるような里山になれるよう努めた。また、春秋に行われ
た地域イベント「ふれあいウォーキング」実施に際し、事前に散策路の安
全確認、整備、倒木処理等を行い、ハイカーが安全な山歩きができるよ
う努めた。さらに、台風や降雪後には、その都度倒木を確認し、速やか
に処理を行うなど、山林の安全管理に努めた。

地域の代表者で組織する団体であり、古い歴史を持つ財産区を守るた
めに責任感を持ちながら作業を行った。作業実施にあたっては、作業場
所や内容を事前に調査把握し、年に7回程度の作業を計画し、自然災害
などにより臨時的に2〜3回は作業を行うことを予定し、スムーズかつ安
緑区役所
全に作業を行うことが出来た。また、作業場所には作業中の看板を設置
042‑780‑1402
津久井まちづくりセンター
し、付近を通行する方々にも作業をしていることが分かるよう努め、作業
を行った。今年度で、刈払機を使っている委員全員が講習会を受講済
みとなり、委員の安全性も確保できている。今後も、多くの方々に親しま
れる里山になるよう山林管理を行っていきたい。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

適正な山林管理を図るため、年間を通じて下草刈りや散策コース、林道
の管理作業を計画的に実施している。さらに地域イベントである「ふれあ
いウォーキング」実施に当たり、事前に散策路の安全確認、整備、倒木
処理を行う等、地域振興に貢献する活動を行っておりその活動は十分
評価できる。

下草刈りや除伐等を行い、良好な山林管理を行った。

事業計画書に沿い、良好な山林整備ができた。

緑区役所
042‑780‑1402
津久井まちづくりセンター

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

年間を通して計画的に下草刈りや除伐を行い、良好な山林管理が行わ
れていることが確認できており、その活動は十分評価できる。

雨乞山、天王山、西志田山、南山の管理用道路沿いの下草刈りや
管理用道路の整備を行うことにより、ハイカー等への利便性の向
上が図られた。さらに、南山山頂の景観伐採により山頂からの景
観が良くなっただけでなく、ハイカーの休憩場所等の確保ができ
た。

今年度は、管理用道路沿いの下草刈りだけでなく、山頂での景観
伐採をすることによって総合的な財産区有林や管理用道路の整備
ができた。また、全体を通して、今後の更なる財産区有林におけ
る山林整備のビジョンができた。津久井郡農協主催の刈払機講習
会に委員が参加することによって、より安全な作業ができるよう
になった。

緑区役所
串川出張所

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

串川財産区の貴重な財産である区有林の維持やハイカー等への利
便性の向上が図られ、その活動は十分評価できる。

1421

1424

中野山林管理委員会運営費補助
金

山林管理事業

中野山林管理委員会

1425

三ヶ木地区財務委員会運営費補
助金

山林管理事業

三ヶ木地区財務委員
会

1426

串川山林整備委員会運営費補助
金

山林管理事業

串川山林整備委員会

200

○山林の公益的機能を高めるため、次の作業を行った。
・下草刈り：7回
1,700 ・ウォーキングコース草刈り：1回
・会議（定期委員会、役員会等）：7回
・倒木処理：1回
○山林管理保全事業のため、次の事業を行った。
300 ・下草刈り等：6回
・会議（役員会,委員会等）：8回
○串川財産区有林や管理用道路を整備し、その機能を高めるた
め、串川財産区有林や管理用道路沿いの下草刈を行うとともに南
山山頂の景観伐採等を行った。
・下刈り、景観伐採等 ３回
1,000
・役員による作業現場の事前調査 ３回
・役員会及び及び委員会並びに監査の開催 ５回
・刈払機講習会（津久井郡農協主催）への参加 １回

042‑784‑2604

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

1427

生活環境保全造林奨励交付金

山林管理事業

鳥屋造林組合

1428

鳥屋財産区造林奨励交付金

山林管理事業

鳥屋造林組合

1429

相模原市相模湖文化協会助成金

1430

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

・松茸山(大水利駐車場含む)整備作業に組合員に参加を促し100人
以上の参加を得て公園、遊歩道、バイオトイレ等の整備及び補修
を行った。
・管理地の境界などの確認と視察に多数の参加者を得て、森林保
8,482 全意識の高揚に努めた。
・多目的広場の整備作業、中学生の炭焼体験、枝打ち体験教室を
行った。
・炭焼小屋の補修、広場のミツバツツジの手入れ、看板補修を
行った。

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各自治会から選出された役員は松茸山周辺(大水利駐車場含む）の
各施設等の整備や管理に相当日数を費やしている。また、大規模
な修復等が伴う作業時には多くの組合員を動員し管理運営に当た
り、常に美観を保ち愛護意識と美化意識が高まっている。また、
地域作業へのボランティア参加や中学生を対象とした炭焼き体験
や枝打ち体験事業の実施により地域貢献も図られており、その活
動は十分評価できる。

松茸山(大水利駐車場含む)整備作業に組合員が多数参加協力した
ことにより、愛護意識と美化意識が高まった。また、管理地の境
界確認と視察を実施し森林保全意識の高揚が図れた。さらに、中
学生の炭焼き体験、枝打ち体験教室を行い、若い世代と共に森林
保全意識の高揚が図れた。

森林所有者である造林組合員の森林の保全、活用に対する認識が
深まった。大水利の駐車場、バイオトイレは一部の利用者のマ
ナーが悪く維持管理に苦慮している。また利用者の利便性を高め
るため仮設トイレの設置をした。
案内看板への落書きが多いため、対応策の検討を行っており早急
に取り組みたいと考えている。

緑区役所
鳥屋出張所

042‑780‑1402

充分な実績が確
認される

042‑780‑1402

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実施により財産区有林の水源涵養と森林保全が図られてい
る。また、除間伐、枝打ち事業の導入などにより、鳥獣被害の減
少に繋がり、事業成果は上がっており、その活動は十分に評価で
きる。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模湖地区内にある文化団体の育成及び会員団体相互の連携を図る
ことにより、文化活動の振興に寄与することができた。

288

鳥屋字奥野地内の財産区所有の貸付地の除間伐及び枝打ち及び里
山の山林管理や造林活動を行い水源涵養と森林の育成を行った。

101人以上の造林組合員が団結して除間伐や下刈等山林の整備を
行ったことにより、森林保全の認識が高まった。また、同時に山
ヒルの減少にもつながった。

伊勢沢植林地や里山の丸山が整備され、水源涵養等様々な景観が
良くなり山林に対する意識啓発が図れた。

緑区役所
鳥屋出張所

相模原市相模湖
相模原市相模湖文化
文化協会助成事
協会
業

100

本部役員会４回開催、理事会６回開催
文化協会祭、機関紙「さざなみ」の発行等

相模湖地区内の文化団体相互の緊密な連絡と協調のもと文化活動を
実施し、地域文化の発展向上及び社会福祉に貢献した。

総会において決定した事業計画に基づき、年間を通じて活動し、市民
（相模湖地区）への文化の普及に寄与することができた。また、事業を
実施するにあたり、各種団体相互が密に連携し、地域文化の向上に尽
力した。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

地域市民まつり等助成金

第１０回相模湖ふ 相模湖ふるさとまつり
るさとまつり
実行委員会

第10回相模湖ふるさとまつりの実施
250 平成２８年１１月５・６日(土・日） 午前９時〜午後５時
県立相模湖交流センター

相模湖に暮らす人々の文化の継承と個人またはサークル等の発表の
機会の提供を主眼に、相模湖ふるさとまつりを開催している。
各部会において、その趣旨に沿ったテーマを定め、事業の組み立てを
行い、事業を実施した。心の通い合う明るいまちづくりを目指すことによ
り、相模湖地区の発展に寄与することができた。

地域で活動する団体や個人のステージでの出演や市民が作製した作
品の出展等、多くの市民の参加により、ふるさと意識の高揚、住民相互
緑区役所
の親睦に役立った。実行委員、自治会員が協力して運営することによ
相模湖まちづくりセンター
り、自治会相互の連帯意識が高まり、心の通い合う明るいまちづくりを
推進していく気運が高まった。

042‑684‑3212

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという助成金
の目的を十分達成することが出来た。
地域住民の親睦、交流や地域活性化を図るための効果的な助成となっ
た。

1431

相模原市観光事業等補助金

第２９回相模湖ふ
相模湖ふれあい広場実
れあい広場２０１
行委員会
６

700

今回予定した体験イベント（積み木・ミニＳＬ・消防フェア）、特に相模湖地
日時：平成２８年１０月１６日（日）午前９時３０分〜午後３時００分
毎年、多数の市民の方々にご来場頂き、また、地域の各団体や企業の
区で働く車とスーパーカーの車両の展示については、子供から大人まで 緑区役所
場所：相模原市立相模湖林間公園
ご協力により、テーマである子供から大人まで幅広く「世代間交流」をし
多数の参加を頂き大好評であった。また、準備期間も含め、地域の各団 相模湖まちづくりセンター
人出：約３０００人
ながら楽しめるイベントとなった。
体や企業・行政のご協力により開催できたことにお礼申し上げます。
内容：〇音楽・芸能イベントステージ 〇各種出店・ＰＲ体験イベントなど

042‑684‑3240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当日は晴天にも恵まれ多くの人出により計画通り事業が実施されてい
た。また、今年度は、相模湖地区で働く車とスーパーカーの車両の展示
が行われるなど、地域の各団体や企業等の協力もと盛大に実施され
た。

1432

相模原市魚族放流事業補助金

相模原市魚族放
相模湖魚族委員会
流事業

360

ニゴイ、ブラックバス等を除き、年々魚影が薄くなっているが、魚族育成 事業成果は上記のとおりであったが、会員の廃業等もあり、今後受益者 緑区役所
事業によりワカサギを放流することで、釣り客の増加に効果があった。 負担金額について検討が必要となると思われる。
相模湖まちづくりセンター

042‑684‑3240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ワカサギの放流や人工ふ化等魚族の保護育成により、釣り客など相模
湖への観光客誘致に寄与している。また、それらが地域の活性化に寄
与していることから継続して補助していくことが重要である。

1433

相模原市観光事業等補助金

甲州街道小原宿 甲州街道小原宿本陣
本陣祭
祭実行委員会

１日時 平成２８年１１月３日（日） 10：00〜16:00
２内容 午前の部
（本陣境内）能楽、野点（大名茶会）
（小原の郷）相模湖音楽隊演奏、ヒップホップダンス
午後の部
950
（本陣屋敷内）茶の献上（大名茶会）
（小原の郷）大名行列、鉄砲隊演武、本陣太鼓、物産等販売、
野外ミニライブ
人出 約15,000人

ホームページでのＰＲや各まちづくりセンター、相模湖駅、公民館等への
ポスター及びパンフレットの配布を行うことにより多くの来客があった。ま
た、JR相模湖駅前ロータリーにのぼり旗を設置し、観光客への周知を行
い、国道２０号の案内掲示板に交通規制表示を行うなど、多数の告知方
法を取り入れた。例年ご協力いただいている甲冑隊による大名行列へ
の参加、鉄砲隊の演技や、地域物産、飲食ブースの拡大、タレントによ
る野外ミニライブ等も集客増員の要因になっている。

集客する告知方法を多く取り入れ、地域内外へイベントの告知を行うこ
とができた。飲食販売ブースでは、旧津久井４町の商工会へ参加を促 緑区役所
し、去年の倍近くの店舗が出店した。大名行列も甲冑隊と鉄砲隊の参加 相模湖まちづくりセンター
により、物凄く見ごたえのあるものになった。

042‑684‑3212

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

実行委員会をはじめ地域団体の方々の協力により、多くの来客者を招く
ことができた。地域のイベントとして地域の活性化に多く寄与している。

1434

相模原市観光事業等補助金

相模湖ダム祭実行委員
会

日 時 平成２８年７月１８日
相模湖の重要性を認識し、自然環境の保全学習に努めるため、学習
場 所 相模湖、相模ダム、相模発電所ほか
相模川水系にいる魚類の説明に子供たちは興味を示した。また、発電 緑区役所
会を開催し、参加者にはその認識を深めるとともに、環境保全について
50 参加人数 70人
所内部を見ることにより大きな関心を持っていただいた。
相模湖まちづくりセンター
内容 魚類の生態系の学習、遊覧船による湖見学、エアレーションの説 の理解を深めることができた。
明、相模ダムの見学、相模発電所の見学。

042‑684‑3240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模湖交流センターで事前に学習し、その後、相模ダムや相模発電所、
相模湖の見学を行ったことで、水源地域の自然環境保全への理解をよ
り深められるイベントとなった。

1435

相模原市観光事業等補助金

第１９回相模湖や 相模湖やまなみ祭実行
まなみ祭
委員会

開催当日の準備において、必要準備品の取り扱いに手間取っていたこ
日時 平成２８年４月２９日（金・昭和の日） ９時４５分〜
このイベントを開催することにより、相模湖、湖畔地域、その他周辺地域 とから、準備参加者への事前の呼びかけについての検討が必要であ
場所 県立相模湖公園
緑区役所
等のＰＲとなり、観光振興及び、地域の活性化等に寄与することができ る。
160 参加 １３，０００人
相模湖まちづくりセンター
事故もなく無事にイベントを開催することが出来たことは、実行委員会を
内容 催事、ステージ、フリーマーケット、やまなみグッズの紹介、企業・ た。
はじめイベントに携わった者の努力の結果である。
商店等の紹介、体験教室の実施

042‑684‑3240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の団体を中心としたステージイベントで会場を大いに盛り上げ、フ
リーマーケットや飲食ブースにも多くの人出があり、ハイカーなど多くの
方に観光地相模湖を知ってもらうPRに貢献できている。

1436

地域別観光振興計画推進事業補
助金

相模湖湖畔地域 相模湖湖畔地域活性
活性化推進事業 化推進会議

500

042‑684‑3240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業実施のなかで遊覧船乗船無料券や遊技場利用無料券の配布も
行っており、その結果より多くの観光客を招くことができ、地域の活性化
および観光振興に寄与することができた。

相模湖ダム祭

１． ワカサギ活卵購入（諏訪湖） 4.0億粒
２． ワカサギ活卵購入（芦ノ湖） 1.5億粒
３． へら鮒購入
1.0トン

日時 平成２８年８月１３日（土）、２０日（土）、２７（土）
時
場所 神奈川県立相模湖公園
人出 500人
内容 湖畔納涼ビアガーデンおよび音楽祭の開催

042‑684‑3212

午後５時〜９
相模湖湖畔の新たな魅力づくり及び湖畔地域の活性化を図るため、相
地域の協力を得ながら事業を実施したことで、より多くの観光客を招くこ 緑区役所
模湖遊覧、音楽祭、ビアガーデンを開催することにより、多数の地域の
とができ、湖畔の活性化を図ることができた。
相模湖まちづくりセンター
人や観光客を呼ぶことができた。

300

１ 会員研修を５月末に、文化財めぐり（一般公募）を１０月中旬に各々１
日の見学会を実施。文化財めぐりは地域情報紙８・９月にて参加を呼び
かけました。
２ 文化祭はまちづくりセンターの準備や協力のもと、会場設営から、文
化祭当日の進行、後片付けまで円滑に実施された。更に、作品展示と
会員研修は加盟各団体のつながりを更に強めました。
舞台芸能及び体験コーナーで多くの参加者に喜ばれました。
文化財めぐりは、地域情報紙を活用、一般からの参加者を集めて実
３ 文化福祉事業は、銀の館、くりのみ学園、すずかけの家、ゆずカ
地区の文化祭など地元に密着した組織であり、会員それぞれ横のつ
施。文化協会への関心を与える共に、興味を引き出すうえでも有効であ
緑区役所
フェ、なごみの里を慰問、フラダンス・舞踊・民舞・邦楽など昨年度より７
ながりを持って親睦が図られ、技術の向上に寄与できる機会をもち、地
ります。
藤野まちづくりセンター
回多く実施しました。
域の活性化、交流や生きがいに有効です。
文化祭は地域への文化意識高揚の場を与え一般参加者への動機づ
４ 他機関事業への参加として他町芸能発表会への参加。
けの場を提供できました。
５ 一昨年６月に文化協会会報を発行。４０年の歩みや加入団体の紹介
を記載、新聞の折り込みにて配布しました。昨年９月に第２号を発行し
ました。
６ １１月下旬〜１２月上旬、総合事務所４階にて昭和レトロ映画看板展
を開催、多数の観客が参観されました。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当会は藤野地区において長年、文化団体として根付いており、会員・
市民の生涯学習活動の意欲増進につながる事業展開になっていること
が伺える。今後も伝統文化の継承に尽力いただき、生きがい対策による
健康増進の面なども踏まえ、引き続き活発な事業展開が図られることに
期待している。

ふじの里山くらぶ主催事業であるツアー客への囃子披露。
藤野文化祭への参加、施設慰問、地域祭り相互援助、他市町との交
流、一般体験指導（連合会秋祭り)、地域ごとの伝承指導など。

各囃子団体の地元の祭りは参加できるが、他のイベントには人数不足
で参加できないといった問題は年々深刻となり、地域によって差が生じ
地域伝統芸能の伝承と共に一般への祭り囃子の関心、理解を深めた
緑区役所
ている。祭り囃子の継承には、教育機関との連携も必要と考えていた中
こと。
藤野まちづくりセンター
で、小学校からの要望で体験指導の時間を設けて頂いたことは一助と
なる。更に伝承・普及の努力が必要。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における伝統芸能の継承はもとより、各保存会の横の連携を強
化する組織として積極的に活動していることを評価する。また、学生など
の若年層の人材育成にも積極的に努め、世代を越えた交流を促進して
いることは、地域力を高めるための大きな要因であり、さらなる取り組み
に期待しているところである。

文化芸術作品の展示、文化芸能の発表、また藤野小学校児童による
地域住民の日頃の文化活動の成果を発表する機会を設け、住民相互
合唱発表、藤野中学校吹奏楽部による演奏など、こどもから大人まで楽
の交流を深めると共に、文化的な生活の向上を図り、地域文化の振興
緑区役所
しめたと、来場者からも好評であり、地域住民の交流、親睦を深めること
に寄与でき
藤野まちづくりセンター
ができ大変良
た。
かった。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域に密着した文化祭を毎年開催しており、出店者数や来場者数も
年々増えている。補助事業としてふさわしい内容であった。

多種多様な展開により、有意義で魅力ある事業へと成長を遂げてお
り、藤野地区の独創的な取り組みとして進化し続けている。

各イベントなどもそれぞれ思考を凝らした企画を立案し、 藤野らしさ
のさらなる追求と啓発に努めることができた。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

文化・芸術分野の枠にとどまらず、シティセールスや観光振興などの
他分野にも積極的に参画し、藤野らしい個性ある取り組みとして、さらな
る事業の発展に期待している。

平成２８年９月２５日（日）に藤野小学校体育館において、約３００名の
参加を得て、藤野地域住民の親睦と交流を図るため、第８回健康フェス
タふじのを実施した。
藤野地域の住民の親睦と交流が図られ、地域の連帯感を深めること
また、実施に当たっては、藤野地区自治会連合会を中心に、市スポー
ができた。地域力の向上が図られた。
ツ推進委員連絡協議会（藤野地区）、市青少年指導員連絡協議会（藤
野地区協議会）、の協力のもと、実行委員会を組織し企画、運営を行っ
た。

準備や当日の運営もスムーズになり、実行委員も自主的な運営を認
識している。また競技をとおして協力したり助け合ったりすることで、地
域住民の親睦を深めることができたことを評価している。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

住民相互の親睦と交流や地域の連帯感を深め、地域力の向上を図る
ことができた。

1437

藤野地区文化団体活動費補助金

文化団体活動費 藤野文化協会

1438

藤野地区文化団体活動費補助金

文化団体活動費

藤野町祭り囃子連合
会

50

1439

藤野地区文化団体活動費補助金

第４７回藤野文 藤野文化祭実行委員
化祭
会

300

1440

相模原市藤野ふるさと芸術村
メッセージ事業開催事業補助金

第１０回相模原
相模原市藤野ふるさ
市藤野ふるさと
と芸術村メッセージ
芸術村メッセー
事業推進委員会
ジ事業

3,200

1441

相模原市地域市民まつり等助成
金

第８回健康フェ 健康フェスタふじの
スタふじの事業 実行委員会

250

１
２
３
４

第４７回藤野文化祭
実施日 １０月２９日（土）、１０月３０日（日）
入場者数 約７００人
会場
相模原市立藤野小学校体育館
事業内容 作品展示、ステージ発表、体験コーナー

助成イベント：「藤野ぐるっと陶器市2016」ほか９イベント
推進委員会自主事業：藤野ふるさと芸術村創成30周年記念事業、「藤
野芸術の道マップ」増刷など

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

1442

相模原市自治会等集会所建設補
助金

葛原自治会館修 自治会法人
繕事業
治会

葛原自

1443

相模原市藤野地区地域振興補助
金

自治会法人
吉野自治会館管
治会連合会
理運営事業
治会館

吉野自
吉野自

1444

相模原市藤野地区地域振興補助
金

吉野地区地域活 自治会法人
性化事業
治会連合会

吉野自

1445

相模原市藤野地区地域振興補助
金

1446

補助金額
（千円）

1,512

事業実績

自治会集会所の修繕工事（トイレ改修工事）を行った。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自治会活動の拠点となる自治会集会所が整備されたことにより、自
治会活動を推進する環境が整った。

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

自治会集会所の改修の取り組みを通じ、自治会館への愛着や自治会 緑区役所
内での協力体制がより強まったと感じた。
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自治会活動の拠点である集会所を整備することにより、地域活動を推
進する環境が整った。自治会活動の活性化を図る上で効果的な事業で
ある。

自治会活動、吉野地区の各種団体活動の拠点として、地域コミュニ
緑区役所
ケーションの向上に役割を果たすことができた。また、これからも現在の
藤野まちづくりセンター
事業を維持し、更なる地域活動の充実に向け充実を図っていきたい。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

一般的に、地域におけるコミュニティが希薄となっているといわれてい
る中において、活発な地域活動の拠点施設として、地域コミュニティの醸
成を図ることに効果的な事業であった。

自己評価

所管課

450

吉野地区自治会連合会総会・役員会、吉野地区単位自治会総会・役員
会
福祉活動の向上、地域力・地域振興、吉野地区の安心安全等に
各種団体総会・役員会、みのり会（ひまわり）活動、
関わる事業の活動拠点として、成果があった。
どんぐり文庫開設（毎週日曜）
【貸出】よさこいソーラン活動、森の幼稚園など

200

吉野地区体育祭の実施
みのり会（高齢者）研修事業

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

吉野地区内の若者から高齢者まで幅広い層の人々が集い、地域にお
ける結びつきを深め、以って地域コミュニケーションを醸成したことは、
今後の地域活動を展開していくうえで効果的な事業であった。

高齢者の生きが
いづくりに関す 篠原やまびこ会
る事業

170

総会・役員会の実施
美化・清掃活動（地域内道路の清掃、フラワーロードの植栽・除草）
友愛活動（マレットゴルフ大会、ゲートボール大会、福祉スポーツ大会参 会員相互・地域住民と交流を深め、会員の孤立化をふせぎ、生きがい 高齢者も地域社会の一員として、様々な活動から地域に貢献した。こ
緑区役所
づくりに成果があった。また、美化清掃活動を通じて、地域貢献をすると のことにより、会員相互のきずなを深め、より生きがいづくり、健康増進
加）
藤野まちづくりセンター
に効果がありました。
ともに、地域内での世代間交流にも役割を果たした。
視察研修
健康活動（健康体操、歩こう会の実施）
交流会（敬老会、新年会等）

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

さまざまな事業を通じ、ともすれば孤立しがちな高齢者を地域の一員
として、事業参加させることは、高齢者の生きがいと健康増進に一定の
役割をはたしていることに成果を認める。

相模原市藤野地区地域振興補助
金

ゆめクラブ交楽
会会員相互の生 ゆめクラブ交楽会
きがい活動事業

340

定期総会、福祉スポーツ大会、敬老会、美化活動、歩こう会、
親睦の集いなどを実施した。

総会後の懇親会、親睦旅行、スポーツ大会等、各々の事業に参
加することにより、会員相互の親睦と交友を深め、安全で安心な
まちづくりとやまなみ温泉を利用したことにより、地域の活性化
に貢献することができた。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

活発な事業展開がなされていることが確認でき、それにより会員の親
睦、交流が図られており、会員相互の生きがい活動を醸成していること
を評価する。また、美化活動など地域貢献にも役割を果たしており、今
後の活動に更に期待するものである。

1447

相模原市藤野地区地域振興補助
金

高齢者のいきが ゆめくらぶ牧郷みさ
いづくり事業
と会

238

定期総会・役員会
スポーツ事業（ゲートボール大会・福祉スポーツ大会・歩こう会）
学習事業（まちかど講座、各研修会：福祉施設、座学）
親睦事業（敬老会、芸能のつどい）

会員が、家の中に引きこもることなく、各事業に参加することにより、健 家の中に引きこもることなく、各事業に参加し楽しむ中で、健康で笑い 緑区役所
康的で生きがいのある生活を送りことができるよう、事業展開をした。
のある生活が送れるように活動した。
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

さまざまな事業を通じ、ともすれば孤立しがちな高齢者を事業参加さ
せることは、高齢者の生きがいと健康増進に一定の役割をはたしている
ことに成果を認める。

1448

相模原市藤野地区地域振興補助
金

地域防災活動支
牧野を守る会
援事業

500

防災活動用具（皮手袋）、装備品収納バッグを購入し、牧野分団1〜4
部に常備した。

自然災害時における孤立対応や災害現場で、より迅速に安全な防災
活動を行うことができる。

非常時における防災活動には危険が伴うが、活動用具を使用すること 緑区役所
により安全な活動を行うことが期待できる。
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

従前から、無線機や防災活動用品の整備に努めており、更に訓練を
定期的に実施し、災害発生時の準備や知識を常日頃から深めているこ
とは高く評価できる。これからも、非常の事態に備え、普段からの準備を
怠ることなく、活動されることを期待する。

児童から高齢者まで幅広い年齢層が集い、地域住民同士の親睦交流
が図られた。
公民館事業だけでなく、地域住民や小学校児童に日頃の学習文化活
動の発表の場で参加者・出展者が増え、参加者相互の交流・情報交換
が図れた。
また、来場者に関してはアンケートより地域の学習活動に対する関心が
高まったことが伺える。

文化祭当日、トラブルや事故の発生も無く盛大に開催できたことは、実
行委員全員が前日準備から一丸となって、少しでも良い文化祭にしよう
という、同じ目的をもって動いた成果なのだと感じました。
展示部門では、すばらしい作品や事業報告が展示され、多くの方の目を
楽しませてくれました。
緑区役所
舞台発表部門では、最後に「藤野音頭、新相模原音頭」を参加者全員
藤野まちづくりセンター
で会場いっぱいに広がり輪になって踊る姿は笑顔がこぼれ、文化祭の
意義である地域交流を感じました。
次年度は、発表の場として文化祭があることを知らない方々に周知の
方法を考え、作品展示や舞台発表者、団体を増やしていきたい。文化祭
を日頃の成果発表の場を提供したい。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民が交流・親睦する地域イベントとして定着しており、幅広い年
齢層で住民の交流が図られていることは高く評価できる。
今後も、牧野地区の特色ある地域資源や人材資源を最大限活かした
内外交流型の地域イベントとしての発展に期待している。

事業の実施により、吉野地区７自治会が連携し、各自治会会員相互
吉野地区内の人々が一堂に会し、地域内での人とひとの結びつきが
の信頼関係や親睦を深めることができた。また高齢者の生きがいづくり
深まり、地域活性化に貢献できた。
に効果があった。

高齢化が進み、活動できる人が減少した。今後は若年会員の加入
が急務であるが、60歳過ぎても働いている人が大半で加入が大変
厳しい状況です。

1449

相模原市藤野地区地域振興補助
金

牧野地区文化祭

牧野地区文化祭実行
委員会

150

参加者：２３５人
・舞台発表…２２演目
・作品展示
絵画…２４作品、水墨画…１４作品、書道…１９作品
句集…パネル２枚、生け花…３作品、盆栽…２１作品
団体の活動発表…７団体(パネル１２枚)
公民館活動報告…パネル２枚
藤野南小学校作品…パネル５枚、机…４台
・模擬店…５団体

1450

相模原市藤野地区地域振興補助
金

やまなみたんぽ やまなみたんぽぽ
ぽフェスタ事業 フェスタ実行委員会

200

・事業目的：学校・保護者・地域住民が一体化して児童を育むこと。
・児童と大人たちの「交流屋台」と「協力ステージ」は主客が入れ替り、地
元手作り商品を売り、舞台での熱演を通して信頼感、親近感が育ち、地
域パワーは確実に向上してきている。

・児童たちの自主運営、ステージ企画、出演準備と実践は、社会への参
地域パワーの向上と絆強化は、今後の地域社会にとって重要なことと
緑区役所
加、表現力となり成長につながった。
認識している。
藤野まちづくりセンター
・大人との共同事業は児童と地域ＯＢとの絆となる貴重な場となってきて
その意味で今回の「事業目的」は充分達成できた。
いる。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

牧野地区内の小学生から大人までが一堂に集い、参加型の事業展開
を行い、親近感や信頼感が構築でき、将来を担う子供たちにとって社会
参加、表現力の発揮の場として有意義であった。また、世代間交流を通
じ、地域の一体性を醸成することに効果が認められた。

1451

相模原市藤野地区地域振興補助
金

伏馬田集会所補
伏馬田自治会
修事業

623

伏馬田集会所の老朽化に伴い、軒天井部分等が腐食していたため、
軒天井を張替えた。

過疎化や地域住民数が減少している。また、高齢化が進んでおり、自
雨漏りの心配がなくなり、地域の集会及び集会所に置いてある非常用 治会運営が大変になってきている。こうした中で、振興補助金により地 緑区役所
食料品をはじめとした地域で使用する物品の保管等が安心して行える。 域の中心となる集会所の補修工事ができ、安心して自治会住民が集え 藤野まちづくりセンター
る場所が確保できたことは、非常に有意義である。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民が組織する自治会が快適に活動できる場を確保することで、
地域住民の福祉の向上、地域コミュニティの醸成を図るために効果的な
事業であった。

1452

相模原市藤野地区地域振興補助
金

舟久保水道組合
滅菌装置取替工 舟久保水道組合
事

102

舟久保水道組合の滅菌装置取替工事を実施した。

古くなって機能が順応しなくなった滅菌機を交換したことにより、給水
栓での残留塩素濃度が0.3〜0.2㎎/Ｌと安定し、滅菌された安全な飲料
水を安定供給できるようになった。

滅菌装置の交換を迅速に行うことができ、より安全な飲料水の供給が
図られた。
緑区役所
また、相模原市営簡易水道に移管までの間は、水道組合で施設や機
藤野まちづくりセンター
器を適正に管理し、給水区域内に安全な飲料水を安定的に供給してい
きたい。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回の事業により、一層安定した「水」の供給が実現され、地域住民
の安全・安心につながる事業成果が得られたことを評価する。
今後は、相模原市簡易水道（市営水道）に移管するまでの間、地域に
おける「水」の利用について、当組合で充分な検討を重ね、設備の保守
点検等、適正な施設管理に努めていただきたい。

1453

相模原市藤野地区地域振興補助
金

竹ノ久保水道管
竹ノ久保水道管理組
理組合 滅菌装
合
置取替工事

40

竹ノ久保水道組合の滅菌装置取替工事を実施した。

落雷により機能が順応しなくなった滅菌装置を交換したことにより、給
相模原市営簡易水道に移管までの間は、水道組合で施設や機器を適 緑区役所
水栓での残留塩素濃度が安定し、より滅菌された安全な飲料水を安定
正に管理し、給水区域内に安全な飲料水を安定的に供給していきたい。 藤野まちづくりセンター
供給できるようになった。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回の事業により、一層安定した「水」の供給が実現され、地域住民
の安全・安心につながる事業成果が得られたことを評価する。
今後は、相模原市簡易水道（市営水道）に移管するまでの間、地域に
おける「水」の利用について、当組合で充分な検討を重ね、設備の保守
点検等、適正な施設管理に努めていただきたい。

1454

相模原市藤野地区地域振興補助
金

新和田簡易水道
新和田簡易水道組合
組合 漏水工事

18

新和田簡易水道組合の漏水工事を実施した。

経年劣化による破損した配水管の漏水工事を実施したことにより、取
相模原市営簡易水道に移管までの間は、水道組合で施設や機器を適 緑区役所
水が安定し、飲料水を安定供給できるようになった。
正に管理し、給水区域内に安全な飲料水を安定的に供給していきたい。 藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回の事業により、一層安定した「水」の供給が実現され、地域住民
の安全・安心につながる事業成果が得られたことを評価する。
今後は、相模原市簡易水道（市営水道）に移管するまでの間、地域に
おける「水」の利用について、当組合で充分な検討を重ね、設備の保守
点検等、適正な施設管理に努めていただきたい。

1455

相模原市藤野地区地域振興補助
金

小津久中央水道
組合 井戸ポン 小津久中央水道組合
プ取替工事

207

小津久中央水道組合の井戸ポンプ取替工事を実施した。

老朽化により機能が順応しなくなった井戸ポンプを交換したことによ
り、安全な飲料水を安定供給できるようになった。

老朽化した井戸ポンプの取替工事を実施したことにより、飲料水を安
定供給できるようになった。また、相模原市営簡易水道に移管までの間 緑区役所
は、水道組合で施設や機器を適正に管理し、給水区域内に安全な飲料 藤野まちづくりセンター
水を安定的に供給していきたい。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回の事業により、一層安定した「水」の供給が実現され、地域住民
の安全・安心につながる事業成果が得られたことを評価する。
今後は、相模原市簡易水道（市営水道）に移管するまでの間、地域に
おける「水」の利用について、当組合で充分な検討を重ね、設備の保守
点検等、適正な施設管理に努めていただきたい。

1456

相模原市藤野地区地域振興補助
金

明るい長寿社会
日連長寿会
実現の為の事業

300

○会議 総会、役員会、事業会議
○友愛・奉仕活動 集会所、保育園・診療所駐車場.、神社等の除草、
福祉施設慰問など
多くの会員が事業参加することにより、会員相互の親睦を図り、友愛
○文化活動 芸術のつどい、敬老事業
の機運が高まった。
○スポーツ活動 福祉スポーツ大会、ＧＢ・マレットＧ大会、歩こう会
○部会活動 おんち会活動、総務部事業

明るい長治寿社会の実現に向け、日連地区内の高齢者が地域貢献を
緑区役所
含む活動を実施したことにより、高齢者が一人ひとりがひきこもることや
藤野まちづくりセンター
孤立することない、楽しみをもった生活の実現に役立った。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

著しい高齢化社会を迎え、高齢者が在宅で健康な生活を送るため、地
域高齢者自らが、社会参加する事業を企画し、参加することにより、健
康で生きがいのある生活を送るための事業に成果を認める。

1457

相模原市藤野地区地域振興補助
金

親子ふれあいス 日連地区親子スケー
ケート教室
ト教室実行委員会

100

日時：平成２９年１月２１日（土）開催
場所：小瀬スポーツ公園アイスアリーナ
参加者：７５名

毎回、参加者が大変楽しみにしているイベントでもあり、今年度も沢山
の参加人数だった。スケートを通して、参加者全員が楽しい時間を共有
非常に満足している。事業成果に挙げたとおり、事業目的を果たせて
緑区役所
し、スケートを楽しむことで親子間の交流を深め、地域の異年齢の子ど いると感じた。
藤野まちづくりセンター
も同士が教え合い、助け合いの心を養い、公共のスケート場という場で
今後も継続させてほしい。
の活動を活かし、社会での集団ルールを学んだ。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

スケート教室を通じて、親子、子供同士の交流が深められ、一定の
ルールの団体行動による事業が遂行されたことは評価できる。
これからも地域コミュニティの向上のため、さらなる事業展開に期待し
ている。

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民が活動する自治会館備品を整備することにより、快適な活動
の場を確保することで、地域住民の福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るため、効果的な事業であった。

400

・日連・杉自治会館照明をＬＥＤ照明に交換の実施
・日連集会所の畳交換実施

照明をＬＥＤに交換し、省エネと消耗品の延命をもって経費の削減につ
地域自治の拠点である集会所の備品整備を行ったことにより、安全な 緑区役所
ながった。また、杉集会所の畳を交換したことにより、利用者の衛生面、
会館利用が可能となった。
藤野まちづくりセンター
安全性の向上につながった。

高齢者生きがい
ゆめクラブ桂寿
事業

300

美化奉仕活動、親睦研修旅行、ゲートボール、カラオケ、囲碁
将棋などを行った。

名倉地区自治会、スポーツ振興会と連携し、成果（敬老会、名
倉スポーツ大会、ＧＢ大会等）をあげた。
市、藤野地区老連主催、スポーツ大会、歩こう会、ＧＢ大会等
の事業活動推進に協力できた。

平成２８年度、事業クラブ活動の実績は９５％超ほど達成でき
たと自己評価しています。
各事業に対する若手会員の参加意識を上げることが急務となっ
ておりますが、早急には困難で、今後に期待します。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

活発な事業展開がなされていることが確認でき、同時に会員の親睦、
交流が図られていることを高く評価する。また、美化奉仕活動として、芸
術の道等の除草作業も率先して取り組むなど、地域貢献にも一定の役
割を果たしており、今後、益々の発展に期待している。

相模原市藤野地区地域振興補助
金

名倉スポーツ振
興会各種活動事 名倉スポーツ振興会
業

380

・定期総会、理事会
・スポーツ活動
藤野ｽﾎﾟ振ゴルフ大会（5/5）、マレットゴルフ大会（6/5）、
ゲートボール大会（9/11）、名倉地区体育祭（10/9）、
合同マレットゴルフ大会（11/27）、バトミントン大会（3/19）

多くの地区住民が事業参加することにより、スポーツの楽しさを体感
し、会員相互の親睦を図ることができた。

スポーツ活動を通じ、自治会対抗競技を通じ地域内住民の信頼関係
を築き、また住民相互の親睦に役立った。また、体を動かすことにより、 緑区役所
藤野まちづくりセンター
健康の増進にも役立つことができ、引き続きこの活動を続けていきた
い。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティの希薄さがいわれている今日、スポーツ活動を通じ、
地域市民の交流の場を構築し、以って市民間の信頼関係を高め、ス
ポーツの楽しさを経験できたことが、社会貢献に成果を認める。

1461

相模原市藤野地区地域振興補助
金

スキー教室開催 名倉地区こども委員
事業
会

300

名倉地区在住の小中学生、その家族、住民、総勢９３名の参加
を得て平成２９年３月１２日（日）にスキー教室を開催した。
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳までバス２台で移動した。ス
キー技術に優れた大人たちが小学生らに懇切丁寧に教え、参加者
全体のスキー技術の向上が図られた。
また、小学生と大人が様々な形で交流するよい機会となった。

子ども達がスキーに親しみを持ち、技術の向上を図ることがで
きた。大人と子どもが共に参加することで、家族はもとより、家
族以外の地域の大人と子どもが交流することができ、お互いを知
るよい機会となった。
また、大人の子育て意識を高める機会ともなった。参加した大
人同士も親睦を深めることができた。

地域内の交流を深めることができ大変有意義な行事であった。
地域にどんな子どもがいるのかが分かることにより、地域全体で
子どもを健全に育てることができると考える。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

スキーを通じて、親子、子供同士また地域住民との交流が深め
られ、コミュニティの醸成につながっていることを評価する。ま
た、スポーツ振興の面においても、藤野地区ではあまり経験でき
ない スキー を子供たちに体験させることで、意欲向上につな
がったものと思う。

1462

相模原市藤野地区地域振興補助
金

葛原自治会館修 自治会法人
繕事業
治会

756

自治会活動の拠点となる、自治会館のトイレが改修されたことにより、
昭和６０年に自治会館が建てられ、当時から使用していた和式トイレ
衛生面の改善、利用者の利便性が図られ、より一層の自治会活動が期
が経年劣化し、また、衛生面、管理面に支障があったため、浄化槽を備
待できる。
えた洋式トイレに改修を行った。
また、災害時における一時避難場所としての機能の充実が図られた。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自治会の活動拠点を整備することにより、地域住民の福祉の向
上や地域コミュニティの醸成を図る取り組みを進める環境が整っ
た。自治会活動の活性化を図るうえで効果的な事業であった。

1463

相模原市藤野地区簡易水道統合
整備事業補助金

藤野簡易水道
（中尾林地区） 中尾林簡易水道組合
統合整備事業

1,256

配水管、増圧給水ユニットの布設工事

維持管理の面で抱えていた、地域住民（簡易水道組合員）の高齢化と
給水開始以来、大規模な改修が行われていなかったため、施設の老
緑区役所
朽化が進んでおり、維持管理性の悪化を招いていたが、この事業によ いう大きな不安を解消する観点からも、施設機能が強化されことは、今
藤野まちづくりセンター
り、市営簡易水道となり、飲料水の安全・安定供給の確保が図られた。 後の維持管理の一助となったものと評価している。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

中尾林簡易水道組合が抱える施設の老朽化の課題が解消され、
飲料水の一層の安定供給に効果があった。また施設管理において
も、住民（組合員）の負担軽減が図られ、本事業の実施により、
地域住民の負担軽減及び安全・安心意識の醸成につながったこと
は効果的な事業であった。

1464

相模原市藤野地区簡易水道統合
整備事業補助金

藤野簡易水道
（田賀岡地区） 田賀岡水道組合
統合整備事業

1,000

配水管の布設、給水口付通気弁・仕切弁・減圧弁の設置工事

水道を供給してから、小規模修繕を繰り返し行い水道施設を維持して
水道施設の管理を市が行うことにより、維持管理の面で抱えていた、
きたが、老朽化が進み維持管理性の悪化を招いていた。また、組合員
老朽化した施設の使用や地域住民（簡易水道組合員）の高齢化という 緑区役所
の高齢化により維持管理が年々困難になっている状況であった。今回、
大きな不安を解消する観点からも、施設機能が強化されことは、今後の 藤野まちづくりセンター
この事業の実施により、市営簡易水道となり、安定した施設管理や飲料
維持管理の一助となったものと評価している。
水の安全・安定供給の確保が図られた。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

田賀岡水道組合が抱える施設の老朽化の課題が解消され、飲料
水の一層の安定供給に効果があった。また施設管理においても、
住民（組合員）の負担軽減が図られ、本事業の実施により、地域
住民の負担軽減及び安全・安心意識の醸成につながったことは効
果的な事業であった。

1465

相模原市藤野地区簡易水道統合
整備事業補助金

藤野簡易水道
新．新和田簡易水道
（新和田地区）
組合
統合整備事業

600

配水管・導水管の布設、配水池設置工事

水道を供給してから、小規模修繕を繰り返し行い水道施設を維持して
水道施設の管理を市が行うことにより、維持管理の面で抱えていた、
きたが、老朽化が進み維持管理性の悪化を招いていた。また、組合員
老朽化した施設の使用や地域住民（簡易水道組合員）の高齢化という 緑区役所
の高齢化により維持管理が年々困難になっている状況であった。今回、
大きな不安を解消する観点からも、施設機能が強化されことは、今後の 藤野まちづくりセンター
この事業の実施により、市営簡易水道となり、安定した施設管理や飲料
維持管理の一助となったものと評価している。
水の安全・安定供給の確保が図られた。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新.新和田簡易水道組合が抱える施設の老朽化の課題が解消さ
れ、飲料水の一層の安定供給に効果があった。また施設管理にお
いても、住民（組合員）の負担軽減が図られ、本事業の実施によ
り、地域住民の負担軽減及び安全・安心意識の醸成につながった
ことは効果的な事業であった。

1466

相模原市藤野地区簡易水道統合
整備事業補助金

藤野簡易水道
（新和田地区） 新和田簡易水道組合
統合整備事業

3,600

配水管・導水管の布設、配水池設置工事

水道を供給してから、小規模修繕を繰り返し行い水道施設を維持して
水道施設の管理を市が行うことにより、維持管理の面で抱えていた、
きたが、老朽化が進み維持管理性の悪化を招いていた。また、組合員
老朽化した施設の使用や地域住民（簡易水道組合員）の高齢化という 緑区役所
の高齢化により維持管理が年々困難になっている状況であった。今回、
大きな不安を解消する観点からも、施設機能が強化されことは、今後の 藤野まちづくりセンター
この事業の実施により、市営簡易水道となり、安定した施設管理や飲料
維持管理の一助となったものと評価している。
水の安全・安定供給の確保が図られた。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新和田簡易水道組合が抱える施設の老朽化の課題が解消され、
飲料水の一層の安定供給に効果があった。また施設管理において
も、住民（組合員）の負担軽減が図られ、本事業の実施により、
地域住民の負担軽減及び安全・安心意識の醸成につながったこと
は効果的な事業であった。

1467

相模原市藤野地区簡易水道統合
整備事業補助金

藤野簡易水道
（竹久保地区） 京王住宅水道組合
統合整備事業

給水管付替え工事

維持管理の面で抱えていた、地域住民（水道組合員）の高齢化という
給水開始以来、大規模な改修が行われていなかったため、施設の老
緑区役所
朽化が進んでおり、維持管理性の悪化を招いていたが、この事業によ 大きな不安を解消する観点からも、施設機能が強化されことは、今後の
藤野まちづくりセンター
り、市営簡易水道となり、飲料水の安全・安定供給の確保が図られた。 維持管理の一助となったものと評価している。

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

京王住宅水道組合が抱える施設の老朽化の課題が解消され、飲
料水の一層の安定供給に効果があった。また施設管理において
も、住民（組合員）の負担軽減が図られ、本事業の実施により、
地域住民の負担軽減及び安全・安心意識の醸成につながったこと
は効果的な事業であった。

当日は、快晴で絶好のイベント日和で、人出もまずまずであった。また
例年どおり出店テント等はレンタルとしてグラウンドにしっかり固定するこ
とで安全性を確保し開催した。更にステージや体験コーナーでは子供達
のプログラムを充実し準備したことにより、好天に恵まれ当初の目標を
達成することができた。さらに今年は、緑区区制施工５周年を記念し誕
生したミウル音頭をもっと身近に感じていただけるように、ステージで部
門で参加市民と北村緑区長、野﨑商工会長、山﨑観光協会代表理事、
森川自治会連合会長等も一緒になり、音頭振付け隊ンジャー２名の指
導によりミウル音頭を踊り、和気藹々とした雰囲気で訪れた方の記憶に
残ったイベントとなり、事業のテーマである ふれあいと感動の体験 の
輪がさらに広がり本事業の目的を達成した。また、交通対策について
は、絶好のイベント日よりで人出は順調に伸び、会場入口及び周辺道路
は混雑したが車両の進入経路等に配慮し、事故防止等踏まえて慎重に
対応した結果、事故もなく終了することができた。

今回は昨年に引き続き好天に恵まれ、出店団体及び出演団体も熱気
が感じられる中、出店コーナーにおいては閉会１時間前には完売続出
で経済効果も上がり、出店者及び来場者にとっても充実した１日となっ 緑区役所
たと感じられ、このまつりの目的は達成したものと考える。快晴の好天に 藤野まちづくりセンター
恵まれたことで一時的には想定を超える混雑が散見されたが、交通関
係機関の努力で無事故で終了することができたことに感謝している。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

好天に恵まれ多くの人で賑わい、実行委員や出店団体等関係者
の熱意と努力で事故なく事業ができた。準備段階から事業終了ま
で多くの方が参画し、地域活性化という大きな目標を達成でき
た。

1458

相模原市藤野地区地域振興補助
金

日連・杉地区自
自治会法人
治会館備品整備
治会
事業

1459

相模原市藤野地区地域振興補助
金

1460

日連自

葛原自

424

自治会活動及び防災拠点として地域に大きく貢献できる。

1468

相模原市観光事業等補助金

第９回 藤野ふ 藤野ふる里まつり実
る里まつり
行委員会

1,050

１日時 平成２８年１０月２３日（日） １０時〜１５時
２場所 相模原市立名倉グラウンド
３人出 １０，０００人
４内容 バザール部門 出店団体 ３９団体
ステージ部門 出演団体 １０団体
体験コーナー ２カ所
５警備員等の配備の状況
津久井警察署員 ８名 警備員 ６名 交通安全協会 １６名

1469

相模原市地域別観光振興計画推
進事業補助金

藤野北部地域観
藤野北部地域観光振
光振興計画推進
興推進協議会
事業

1,000

観光振興推進事業最終年度に当たる本年度は、陣馬のふもと第2駐
車場の整備、鷹取山ハイキングコースの道標設置（一部負担）、陣馬登
山口の案内板設置、一字一石塔の移設などの事業を行い、佐野川、沢
井地区について観光案内フリーペーパーを作成、発行することができま
した。あわせて、藤野地区全体の観光振興のために駅前観光案内板の
リニュアル等の事業費用を応分負担しました。

「陣馬・高尾山エリア」は「高尾山からのハイカーの誘致」をテーマとし
ていますが、今回の事業もこのテーマに沿って推進することができまし
た。加えて、鷹取山ハイキングコースの整備ができたことは、同コースの
安全かつ快適なハイキングを保障するものであり、貢献度は高いもので
した。陣馬のふもと第2駐車場が整備できたことは、車で来る観光客の
ニーズに応えるもので、その意義は高いものでした。

観光振興計画策定、そして観光振興推進事業と4年間にわたって事業
を進めてきましたが、これらの事業は北部地域の観光振興について、多
大な貢献をしてきたものと評価しています。また、事業推進にあたって、 緑区役所
協議会委員をはじめ、地元の諸団体が積極的に協力して下さったこと 藤野まちづくりセンター
は、地域活性化にも資するところが大であり、この面でも評価できる4年
間でした。引き続き観光振興に尽力していきたいと思っています。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

陣馬山麓の駐車場や案内看板の設置、駅前観光案内板のリニューア
ル、鷹取山のハイキングコースの整備等により、ハイカーが安心して登
山を楽しむことができるようになった。また、フリーペーパーについては、
都市部での反響も大きく、地域の情報発信の手法の１つとして期待が持
てる。

1470

相模原市地域別観光振興計画推
進事業補助金

藤野南部地域観
藤野南部地域観光振
光振興計画推進
興推進協議会
事業

1,000

藤野南部地域観光振興計画に基づき、具体的な観光振興策を検討
し、やまなみ公園休憩所の設置、案内板設置のための現地調査、デー
タ収集、イベント開催時のシャトルバス運行、南部地域紹介フリーペー
パーの発行などを実施することができました。あわせて、藤野地区全体
の観光振興のために駅前観光案内板のリニュアル等の事業費用を応
分負担しました。

「牧野里山エリア」は「温泉や里山を生かしたおもてなしの地域づくり」
をテーマとしています。今回の事業はこのテーマに適切に応えるもので
あり、観光振興への貢献度は高いものです。特に、やまなみ公園休憩
所が設置できたことは、ここを拠点として学生ボランティアの受け入れ等
様々な事業を展開することができたことは意義のあるものでした。また、
フリーペーパーの発行は南部地域を広く知ってもらう上で貢献度の高い
ものでした。

継続事業であるフリーペーパーの発行、シャトルバスの運行はスムー
ズに実施されました。新規事業のやまなみ公園休憩所の設置は新たな
観光振興の可能性を示すことができました。また、地元で活動するボラ
緑区役所
ンティア団体がいくつかあり、それらが観光振興にも積極的に協力してく
藤野まちづくりセンター
れたことは、地域力の向上につながるものでした。さらに、北部、中部地
域と協力して、藤野地区全体の観光振興事業を手掛けることができまし
た。

充分な実績が確
042‑687‑2119
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

やまなみ公園休憩所の設置や、駅前観光案内板のリニューアルにより
観光客への利便性が向上した。また、フリーペーパーについては、都市
部での反響も大きく、地域の情報発信の手法の１つとして期待が持て
る。
イベント用備品類の購入や、イベントでのシャトルバスの運行につい
は、利便性の悪い地域へ配慮した取り組みであり、今後の継続を期待
する。
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相模原市地域別観光振興計画推
進事業補助金

藤野中部地域観
藤野中部地域観光振
光振興計画推進
興推進協議会
事業

1,000

中部地域観光振興計画に基づき、具体的な観光振興策を検討し、日
連アルプスハイキンコースの整備、鷹取山ハイキングコースの整備（一
部負担）、野外彫刻「山の目」の案内看板設置、駅から陣馬山登山口へ
の誘導看板の設置、フリーペーパーの発行等を行うことができました。
あわせて、藤野地区全体の観光振興のために駅前観光案内板のリニュ
アル等の事業費用を応分負担しました。

「相模湖エリア」は「歴史・自然・芸術を生かした観光の再生」をテーマ
としています。今回の事業はこのテーマに適切に応えるものであり、観
光振興への貢献度は高いものと評価できます。特に、ハイキングコース
の整備はこの地域の自然資源を十分生かす試みであり、また野外彫刻
の案内板設置は芸術といった独自の観光資源を生かすものでした。ま
た、フリーペーパーの発行は中部地域を広く知ってもらう上で貢献度の
高いものでした。

中部地域はJR藤野駅、中央自動車道相模湖ICを擁し、相模湖エリア
の玄関口といえるところです。この地域での観光振興推進事業は藤野
地区全体に大きな影響を及ぼすという意味で高く評価できるものといえ
緑区役所
ます。また、中部地域は小渕、吉野、名倉、日連４地区からなり、これら
藤野まちづくりセンター
４地区が共同して取組んだことは地域活性化推進上も評価されることで
した。さらに、北部、南部地域と協力して、藤野地区全体の観光振興事
業を手掛けることができました。

042‑687‑2119

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

駅から陣馬山への誘導看板の設置、駅前観光案内板のリニューア
ル、日連アルプス及び鷹取山ハイキングコースの整備等により、ハイ
カーが安心して登山を楽しむことができるようになった。また、フリーペー
パーについては、都市部での反響も大きく、地域の情報発信の手法の１
つとして期待が持てる。

1472

相模原市日連財産区造林奨励交
付金

日連大洞山分収 日連大洞山分収林管
林整備事業
理委員会

12

管理委員会の脱退、高齢化等に伴い、下刈り・枝打ち作業の実施課題 緑区役所
が有り、今後の分収林管理対応の難しさを確認できた。
藤野まちづくりセンター

042‑687‑2117

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

管理委員の脱退、高齢化等に伴い、ここ数年、下刈り等の実施は行っ
ていなかったが、今年度は現地調査を行ったことにより、育成林等の把
握ができたことは今後の山林育成事業に役立つと期待される。

1473

相模原市観光事業等補助金
（地域活性化イベント補助金）

さがみのまつり
第３回ペインティ
ングパフォーマン
スグランプリ2016

さがみのまつり 第３回
ペインティングパフォー
マンスグランプリ2016実
行委員会

役員等で倒木の確認、下刈り等の必要性についての現地調査の確認 ここ数年、下刈りの実施は行っていなかったため、現地調査によって
を行った。
分収林育成事業規模の把握ができた。

1,144

日 時 平成28年10月9日（日） 午前10時〜午後4時
場 所 リバティ大通り（消防署前信号〜清新三丁目信号）
人 出 ０人（雨天中止）
内 容 ●ペインティングパフォーマンス ●書道パフォーマンス
●プロパフォーマーによる特設ステージ ●体験コーナー ●グルメ市
他

地域の方々がより来場しやすいよう、開催会場を移動し、地元中央地区
相模原市の地域活性化イベントとして位置づけられ、広く市内外の観 の自治会、商店会の有志で結成した実行委員の尽力により、昨年度を
光客から親しまれ、昨年度は25,500人という多数の来場者により、地域 上回る参加者数を得て、昨年以上の盛り上がり期待していただけに「開
中央区役所
の発展と本市観光の振興に寄与し、今年度においても前日まで準備作 催中止」は残念であった。
地域振興課
業を進めてきたが、当日が悪天候だったことにより「開催中止」の判断を しかし、前日までの準備作業を行う中、関わり合った方々との絆や連
実行委員会で決定した。
携体制は、次年度の開催に向けて大きな力になり、更に盛大なイベント
として地域を活性化することができるものと期待している。

042‑769‑9801 その他

雨天により
開催中止と
その他
なったため、
評価不可

３回目の開催ということで、徐々に地域に根付き始めた「活性化イベン
雨天により
ト」が天候により開催できなかったことは、非常に残念である。
開催中止と
しかし、前日までの準備作業をともに関わり合った者同志の絆や連携
なったため、
体制は、地域振興に十分寄与できたと考えることから、次年度に向けて
評価不可
更なる事業展開を検討していただきたいものである。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

1474

相模原市観光事業等補助金
（地域活性化イベント補助金）

第28回大野北銀 大野北銀河まつり実
河まつり
行委員会

1475

商店街施設整備事業補助金

商店街施設整備
淵野辺駅南口商栄会
事業

1476

商店街共同駐車場整備維持補助
金

商店街共同駐車
上溝商店街振興組合
場維持事業

1477

自動車駐車場利用券共同購入事
業補助金

自動車駐車場利
相模原西商店街協同
用券共同購入事
組合ほか 計2商店会
業

1478

商店街街路灯電気料補助金

商店街街路灯電 南橋本商栄会
気料補助
ほか 計20商店会

1479

商店街街路灯修繕補助金

相模原西商店街協同
商店街街路灯修
組合 ほか 計2商店
繕
会

1480

商店街街路灯再点灯補助金

商店街街路灯再
ひばり商栄会
点灯

1481

商店街ステップアップ事業補助
金

1482

商店街情報発信事業補助金

1483
1484

補助金額
（千円）

1,027

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

「地域をつなぐ」をキャッチフレーズに、地元商店街や地域団体、出演者
等で構成する実行委員会が一丸となってイベント成功に力を注げた、
また、まつり本来の目的である「来場して楽しむ」という部分においても、 中央区役所
イベント出演・出店について愛出会いを凝らし、来場者に満億いただけ 地域振興課
たと感じている。
このようなことから、観光振興にも寄与できたと感じている。

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

「地域をつなぐ」というキャッチフレーズを準備・事業展開共に意識した内
容と認められる。
同まつりへの来場者からは、各イベントブースやじゃぶじゃぶ池などの
新しい試みと運営に対する高い評判を受けている。このことから来場者
相互または来場者と実行委員とのつながりというものが生まれたのでは
ないかと想像できる。以上のことから、地域振興や観光振興に十分寄与
できたと考える。

お客様の安全安心を確保することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

身近な買い物場所としての利便提供をすることができた。

お客様駐車場を維持管理することにより利便性が高まり、会員店舗の
顧客獲得に役立った。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

来街者に駐車場の利便を図ることができた。

駐車場を用意することで違法駐車防止に繋がった。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

街の明かりを確保することができた。

お客様の安全安心を確保することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

商店街の防犯、事故防止を図ることができた。

お客様の安全安心を確保することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

商店街の防犯、事故防止を図ることができた。

お客様の安全安心を確保することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

商店街の活動を広く周知することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

商店街を地域内外の方々に宣伝することができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

各種団体の利用やイベントの実施により、商店会の活動を周知し、情報 中央区役所
発信を行うことができた。
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

日 時 平成28年8月6日（土）、7日（日）
場 所 鹿沼公園
人 出 19万人
内 容 ●地域団体・プロによる音楽演奏・ダンスのステージ披露、ムー
ンウォーク世界大会、等 ●模擬店、フリーマーケット ●幼児絵画展示
他

地区のシンボルパークともいえる鹿沼公園でダンスや歌などの発表を
通じて誘客を図るとともに、地域住民や関係団体で構成した実行委員会
によるイベントの企画や準備の過程を通じて、人と人との繋がりを強め、
「まち」を形成する中央区のキャッチフレーズを体現する一助となったと
考える。

商店街の防犯、事故防止を図ることができた。

720 街路灯4基を新設した。
1,512 51台のお客様駐車場を管理運営した。
824

電話番号

事業実績

商店会で市営駐車場等の駐車場利用券を共同購入し、消費者の利便
性の向上に寄与した。

7,642 20商店会で合計1,312基の街路灯に対し補助した。
174 10基の支柱修繕、1基の部品交換修繕を行った。
30 街路灯20基の再点灯を行った。

相模原西商店街協同
商店街ステップ
組合 ほか 計2商店
アップ事業
会
相模原中央商店街協
商店街情報発信
同組合 ほか計3商店
事業
会

2つのイベント事業を実施し、地域のにぎわいづくりに寄与した。
714 商店会で活用しているポイントカードの利用方法を工夫し、来客増を
商店街のＰＲと地域の賑わいづくりができた。
図った。
商店会でキャラクター活用、外国語版商店会マップ作成、HPのリニュー
368 アル等の情報発信を実施し、消費者の利便向上と店舗の販売促進に寄 商店街のＰＲと地域の賑わいづくりができた。
与した。

空き店舗活用事業・賃借料補助
金

商店街空き店舗 相模原中央商店街協
活用事業
同組合

540 商店会で空き店舗を活用し、地域のにぎわいづくりに寄与した。

商店街イベント事業補助金

商店街イベント 相模原東商店会
事業
ほか 計7商店会

680 商店会でイベント事業を実施し、地域のにぎわいづくりに寄与した。

地域の賑わいづくりと地域住民等への知名度向上を図ることができた。
商店街のＰＲと地域の賑わいづくりができた。

自己評価

商店街の活動を広く周知することができた。

所管課

中央区役所
地域振興課

充分な実績が確
042‑769‑9801
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、街の明かりの確保につながり、市民の安全安心に寄与する
ものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、お役様の利便性向上に寄与するものであり、公益性、社会
貢献性が高い。
本事業は、商店街の環境整備を促進することで、市民の安全安心に寄
与するものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、街の明かりの確保につながり、市民の安全安心に寄与する
ものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、街の明かりの確保につながり、市民の安全安心に寄与する
ものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、街の明かりの確保につながり、市民の安全安心に寄与する
ものであり、公益性、社会貢献性が高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
本事業は、街のにぎわいづくりに寄与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

（抜粋）
単位自主防
災組織
4,618
地区連合自
主防災組織
860

（抜粋）
・防災訓練の実施（情報伝達、初期消火、救出・救護等）
・防災用資機材購入（防災ヘルメット、発電機、救助工具等）
・車椅子による救出救助取扱い訓練を実施

1485

自主防災組織活動事業費補助金

相模原市自主防
単位自主防災隊
災組織活動事業
地区連合自主防災隊
費補助事業

1486

避難所運営協議会活動事業費補
助金

相模原市避難所
運営協議会活動 避難所運営協議会
事業費補助事業

1,824

1487

防犯灯維持管理費補助金

防犯灯維持管理
各地区自治会連合会
事業

4,963

防犯灯維持管理灯数 770灯

1488

防犯灯設置費補助金

防犯灯設置事業

92

防犯灯設置灯数 LED再設3灯

各地区自治会連合会・
各単位自治会

〔抜粋〕
・避難所運営訓練の実施（避難所開錠・本部設営・管理・情報・救出救
護・救援物資・給水・炊き出しの各班活動訓練）
・防災研修会等の実施

（抜粋）
・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を身体で覚えること
ができた。
・防災資機材の整備により、地域の防災体制が充実した。
・車椅子の取扱いと誘導の訓練の実施をうけ、参加者が十分な成
果を得ることができた。
〔抜粋〕
・避難所運営訓練実施により、災害時の防災活動・避難所運営を体験し
た。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動できる自信がついた。
・避難所運営訓練マニュアルの改訂等により、防災スキルの向上に努め
夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために、防犯
灯の維持管理を行った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図ることができた。

・防災訓練実施時に消耗品等を購入することにより充実した訓練
を実施することができた。
・計画的に防災資機材を整備することにより地域の防災力が向上
した。
・防災訓練への参加により災害時の防災活動を身体で覚えること
ができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

・防災訓練の実施により、地域住民の行動力の強化が図られてい
る。
・計画的な資機材整備により地域の防災力が向上している。

〔抜粋〕
・防災訓練用の消耗品等を購入したことにより、充実した防災訓練を実
中央区役所
施することができた。
地域振興課
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動が出来る自信がついた。

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

平常時から避難所運営協議会による防災訓練を実施することにより、地
域住民の行動力の強化が図られている。
避難所協議会の開催により避難所でのルールづくりが確立され、災害
時における円滑な避難所運営が期待できる。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自治会が管理している防犯灯の電気料及び管理経費を補助すること
により、通年において夜間における犯罪の防止と市民の通行の安全を
図ることができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、自治会
が管理する防犯灯の設置に要する経費について有効な補助が図れた。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図った。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な
防犯灯の設置をすることができた。

中央区役所
地域振興課

地域住民の活動拠点である自治会館を修繕することにより、地域
活動が活発に行われ、地域の親睦を図ることができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティが崩壊していると言われている中で、地域住民
が組織する自治会の活動の拠点を修繕することにより、地域住民
の福祉の向上、地域コミュニティーの醸成を図るために効果的な
事業となっている。

042‑769‑9801

1489

相模原市自治会等集会所建設補
助金

法人並木四丁目
法人並木四丁目自治
自治会集会所建
会
設等助成事業

504

地域内の多様なコミュニティ活動を活発にするため、活動拠点で
ある自治会館の修繕を行った。

自治会館を修繕することにより、より良好な地域活動の場の提供
をすることができ、地域コミュニティの醸成が図られる。また、
地域住民の福祉の向上を目的とした、敬老事業、子ども育成事業
などを行うことにより、地域福祉の向上が図られる。

1490

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人朝日
が丘自治会集会 自治会法人朝日が丘
所建設等助成事 自治会
業

468

地域内の多様なコミュニティ活動を活発にするため、活動拠点で
ある自治会館の修繕を行った。

自治会館を修繕することにより、より良好な地域活動の場の提供
をすることができ、地域コミュニティの醸成が図られる。また、
地域住民の福祉の向上を目的とした、敬老事業者、子ども育成事
業などを行うことにより、地域福祉の向上が図られる。

地域住民の活動拠点である自治会館を修繕することにより、地域
活動が活発に行われ、地域の親睦を図ることができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティが崩壊していると言われている中で、地域住民
が組織する自治会の活動の拠点を修繕することにより、地域住民
の福祉の向上、地域コミュニティーの醸成を図るために効果的な
事業となっている。

1491

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人
ニュー相模自治 自治会法人ニュー相模
会集会所建設等 自治会
助成事業

6,115

ニュー相模自治会区域のコミュニティ活動の拠点である自治会
集会所を、新築した。

活動の現状にふさわしい規模の自治会集会所が新築されたこと
で、自治会をはじめとする地域活動団体の各種事業実施が容易に
なった。
また、新耐震基準の適用により、活動時の安全性が向上した。

事業実施が容易になることで、一層の地域コミュニティの活性
化、地域の親睦が図られると期待できる。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自治会集会所の新築により、多様な地域コミュニティ活動の場
が確保されたことで、地域活動の安定化、活性化が図られると評
価する。

1492

相模原市自治会集会所賃借料補
助金

中渕自治会自治
会集会所賃借料 中渕自治会
補助事業

907

地域内の多様なコミュニティ活動を活発にするため活動拠点を確
保するために自治会館の賃借を行った。

自治会館を確保することにより、地域活動の場の提供をすること
ができ、地域コミュニティの醸成が図られる。また、地域住民の
福祉の向上を目的とした、敬老事業者、子ども育成事業などを行
うことにより、地域福祉の向上が図られる。

地域住民の活動拠点として、自治会館を確保することにより、地
域活動が活発に行われ、地域の親睦を図ることができた。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティが崩壊していると言われている中で、地域住民
が組織する自治会が活動の場を確保することで、地域住民の福祉
の向上、地域コミュニティーの醸成を図るために効果的な事業と
なっている。

1493

地域市民まつり助成金

第４０回中央地区 中央地区ふるさとまつ
ふるさとまつり
り実行委員会

0

1494

地域市民まつり助成金

平成28年度 第
小山地区ふるさとまつ
39回小山地区ふ
り実行委員会
るさとまつり

250

1495

地域市民まつり助成金

平成28年度 第
清新ふるさとまつり
39回清新地区ふ
実行委員会
るさとまつり

日時 平成２８年７月２３日（土）午後４時〜午後８時５０分
平成２８年７月２４日（日）午前９時３０分〜午後１時１５分
250 場所 清新小学校校庭、清新公民館大会議室
内容 模擬店、盆踊り、花火大会、オープニング・ふれあいステージ、こ
どもコーナー（ゲーム等）、お化け屋敷、抽選会など

第４０回 中央地区ふるさとまつり の実施
平成２８年８月２０日（土）午後２時３０分〜午後８時００分
富士見小学校校庭（雨天により、開催中止）

小山地区ふるさとまつりは、地域住民が参加する最大の事業として定
着している。小山地区自治会連合会、小山地区社会福祉協議会、小山
公民館を中心に、地区内の各種団体（単位自治会、子ども会、老人クラ
ブ連合会等）の協力により、ふるさと創生に寄与している。
・盆踊り大会・・・盆踊り、模擬店、米軍軍楽隊演奏等
参加者延べ約1,500人
・地区運動会・・・運動会（自治会対抗）、模擬店等
参加者延べ約1,300人

まつり開催
中止に伴
い、助成額 その他
全額返納済
み

まつり当日の雨天による開催中止に伴い、多額の執行残が発生した
まつり開催
ため、交付決定条件に則り、助成額全額の返納を受けている。
中止に伴
開催中止となったものの、準備をとおして、住民のふるさと意識の高揚
い、助成額
と相互の連帯感の醸成に一定の役割を果たしていると見受けられる。
全額返納済
次年度実施の検討に当たっては、雨天対応を再考し、無事の開催と一
み
層の効果向上を期待する。

当日の雨天により、ふるさとまつり自体は開催中止となったものの、中 開催中止により、住民の広い参加はなかったものの、開催準備をとお
中央区役所
央地区の住民が協力してまつり準備に取り組んだことで、地域団体の連 して、出店団体や運営協力者といった参加者間の連携・親睦について
地域振興課
携、住民相互の親睦を図ることが出来た。
は、一定の役割を果たしたと考える。

042‑769‑9801 その他

地区の住民が一堂に会し、盆踊りやスポーツを通して、笑顔や会話を交
わすことは、同じ地区に住む者同士の連帯感を強め、ふるさと意識を高
めるための絶好の機会である。
このような「顔の見える催し」を続けることは、災害発生時の共助にも大
いに役立つ活動であると確信している。
多くの住民が非常に楽しみにしているイベントでもあり、今後も末永く続
けていくべき事業であると考える。

本年度は、各自治会からの盆踊り代表者の意見を大きく取り入れて運
営に反映することとしたが、その一つとして子どもにやぐらの上で踊って
もらう「こどもタイム」を新設した。子どもとその家族の参加が増え、大い
中央区役所
に賑わった。
地域振興課
また、運動会では例年行う前日準備が雨天で中止となり、運動会当日
の早朝に準備を実施した。限られた時間の中で体育部や自治会役員の
方々の協力で、見事に実施でき、地域の結束と信頼を醸成できた。

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小山地区では盆踊り大会と地区運動会という２大行事をふるさとまつり
として実施しているが、両事業において、各種団体が協力し、幅広い年
代の住民の参加があることから、当該助成金の目的を達成することが
できたとともに、地域住民の交流や地域の活性化を図ることができたた
め評価できる。

地域住民がまつりを媒体として、連帯感や高揚感を持ち、お互いに助け
実行委員会として、地域を取り巻く自治会、公民館、学校、地区社協、民
合う、地域ならではのまちづくりを推進することができた。また、こども
中央区役所
児協等各種団体と連携しまつりを運営することにより、多くの住民に地
コーナーやお化け屋敷では、こどもたちに地域行事の楽しさを体験して
地域振興課
域活動の楽しさを再認識してもらえた。
もらえた。

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

ふるさと意識の高揚と相互の連帯感を持ち、心のかよいあう明るいまち
づくりを推進するという助成金の目的を十分に達成することができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1496

地域市民まつり助成金

第40回 光が丘
光が丘地区ふるさとま
地区ふるさとまつ
つり実行委員会
り

400

第４０回 光が丘地区ふるさとまつり（光が丘小学校 校庭・体育館）
天候不良により、一部事業のみ２０日に実施し、翌日に順延することとな
・平成２８年８月２０日（土） 午前１１時〜午後６時
地区自治会連合会と地区社会福祉協議会、光が丘公民館・陽光台公民
り、役員を始め、実行委員等の負担は大きなものとなったが、ふるさとま 中央区役所
※天候不良により、ウキウキサマーフェスティバル（体育館ライブ）と模
館と地域が一体となり、実施されている事業で、住民相互の親睦と交流
つりに携わる地域住民が協力し合い、40周年の記念すべきふるさとまつ 地域振興課
擬店のみ実施
が図られる重要な事業となった。
りを盛大に開催することができた。
・平成２８年８月２１日(日） 午前１１時〜午後８時２０分
※体育館事業以外の全ての事業を実施

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという助成金
の目的を十分達成することが出来た。地域住民の親睦・交流や地域活
性化を図るための効果的な助成となった。

1497

地域市民まつり助成金

第39回横山地区 横山地区ふるさとまつ
ふるさとまつり
り実行委員会

250

第３９回 横山地区ふるさとまつり
日時：２８年８月２０日（土）午後５時〜午後９時
場所：横山小学校校庭
※雨天により、開催中止

開催中止により、住民の広い参加はなかったものの、実行委員会の開
当日の雨天により、ふるさとまつり自体は開催中止となったものの、準
催から開催準備をとおして、自治会、出店団体及び運営協力者などの 中央区役所
備作業と中止後の後片付けを含めた多くの時間を地域の住民が共有し
参加者間の連携強化・親睦については、一定成果を上げることができた 地域振興課
たことで、地域団体の連携と住民相互の親睦を図ることが出来た。
と考えている。

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

開催中止となったものの、実行委員会の開催を始めとし、準備作業
と中止後の後片付けも含めた多くの時間を共有したことで、住民のふる
さと意識の高揚と相互の連帯感の醸成に一定の役割を果たしていると
考えられる。

1498

地域市民まつり助成金

平成２８年度星が
星が丘公民館区ふるさ
丘公民館区第３９
とまつり実行委員会
回ふるさとまつり

星が丘公民館区第３９回ふるさとまつり・第６４回町民運動会
心のかよいあう明るいまちづくりを図るために実行委員会を中
心に地域の各団体の協力により、円滑に進めることができ、親
250 日時 平成２８年９月２５日（日）午前８時２０分から午後３時まで
内容 ふるさとまつりと運動会を同時開催とし、２，０００名の参加者が 睦・交流が十分深まった。
あった。

中央区役所
地域振興課

042‑769‑9801

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという、助成金
の目的を十分に達成することができた。地域住民の親睦・交流や地域
活性化を図るための効果的な助成となった。

1499

地域市民まつり助成金

第３９回大野北市 大野北市民まつり実行
民まつり
委員会

250

第３９回大野北市民まつり
日 時 平成２８年１０月１６日（日）午前９時から午後３時ま
で
会 場 相模原市立大野北中学校校庭
内 容 市民コーナー（地域団体等）及び親善大運動会（自治会
対抗）

役員、実行委員、自治会、協力団体等の協力のもと、開催することがで
好天に恵まれ、昨年度を上回る参加人数となった。自治会関係者以外
きた。
自治会内の親睦を図るとともに、地域諸団体との連携をとり、事業をす にも、近隣の新しいマンションや高齢者施設等からの来場者もあり、広
すめることができた。新たに発足した自治会が競技に参加するなど、今 がりがみられる行事となった。
後の事業運営にも期待がもてる展開となった。

中央区役所
大野北まちづくりセンター

042‑861‑4512

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

自治会加入者以外（近隣のマンション等）の方々の参加もあり、昨年度
の参加人数を超える住民の参加が確認できることや、企画・運営面で
は、昨年度の課題を克服するよう、協力体制がしっかりとできたことなど
が確認され、実績・成果共に十分と判断した。

1500

地域市民まつり等助成金

田名ふるさとまつ 田名ふるさとまつり実
り
行委員会

250

第３６回田名ふるさとまつり
日時 平成２８年８月６日（土）午後２時から午後８時３０分
会場 相模原市立田名中学校校庭
内容 地域住民によるステージイベント、模擬店、盆踊りなど

イベントの多い田名地区ではあるが、鯉のぼりや花火といった市を代表
ふるさとまつりの準備から開催、片付けについて多くの地域団体協力の
するようなイベントと違い、地域による地域住民のためのふるさとまつり 中央区役所
もと進められた。このことにより地域団体間の交流が図られ、また、参加
であることから、地域住民の想いもかなり強い。今後もより発展させてい 田名まちづくりセンター
した住民には地域事業に対する関心が深まった。
くべき事業と捉えている。

761‑0056

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

マンネリ化の防止や後世への継続を考慮し、田名中学生にも本部運営
や広報活動などに参加してもらっており、地域を挙げて今後も継続して
実施していく姿勢を評価した。

1501

地域市民まつり助成金

上溝レクリエー
上溝レクリエーション大
ション大会・上溝
会・上溝地区ふるさとま
地区ふるさとまつ
つり実行委員会
り

250

各実行委員が、作業を全うしてくださり、スムーズに大会を運営するこ
本年も盛況の中、事業を開催でき、各自治会会員及び地区に居住す
午前に自治会対抗のレクリエーション大会の部を実施し、午後よりふ
とができた。好天に恵まれ、大勢の参加があり、各種演技の鑑賞や体験
るさとまつりの部として、バンド演奏やキッズダンス等、５団体が演技披 る人たちの親睦と交流を深める機会となった。
中央区役所
自治会関係者、公民館関係団体、各協力団体が連携して行う事業で を楽しむことが出来た。
露を行った。
上溝まちづくりセンター
また、１日をとおしてバザーや体力測定コーナーなど、各種団体による あり、事業運営をとおして、地域の仲間づくりの推進及び健康づくりの一 今年度の反省点を踏まえ、競技種目の見直し等をし、さらに地域住民
の親睦と交流を推進できる大会として開催したい。
助となることができた。
模擬店などの出店を行った。

042‑762‑0079

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという、助成金
の目的を十分達成することができた。
地域住民の親睦・交流や地域活性化を図るための効果的な助成となっ
た。

1502

自主防災組織避難所運営訓練事
業費補助金

相模原市自主防
災組織活動事業 避難所運営協議会
費補助事業

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

平常時から避難所運営協議会による防災訓練を実施することにより、地
域住民の行動力の強化が図られている。
避難所協議会の開催により避難所でのルールづくりが確立され、災害
時における円滑な避難所運営が期待できる。

自主防災組織活動事業費補助金

相模原市自主防
単位自主防災隊
災組織活動事業
地区連合自主防災隊
費補助事業

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

防災訓練の実施により、地域住民の行動力の強化が図られている。
計画的な資機材整備により地域の防災力が向上している。

1503

1504

地域市民まつり助成金

〔抜粋〕
・避難所運営訓練の実施（避難所開錠・本部設営・管理・情報・救出救
2,597 護・救援物資・給水・炊き出しの各班活動訓練）
・防災研修会等の実施

○単位自主
防
災組
織
5,570
○地区連合
自
主防災組

〔抜粋〕
・避難所運営訓練実施により、災害時の防災活動・避難所運営を体験し
た。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動できる自信がついた。
・避難所運営訓練マニュアルの改訂等により、防災スキルの向上に努め
た。

実行委員会を中心に自治会、公民館、星が丘小学校、地域の各
団体の協力で地域のみなさんが繋がりをもち、ふれあうことので
きる場をつくることができた。

〔抜粋〕
・防災訓練用の消耗品等を購入したことにより、充実した防災訓練を実
南区役所
施することができた。
地域振興課
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識等を知り、災害時に落ち
着いて行動が出来る自信がついた。
〔抜粋〕
・防災訓練用の消耗品等を購入したことにより、充実した防災訓練を実
施することができた。
南区役所
・計画的な防災機材の整備により、地域の防災力が向上した。
・被災地の体験談を聴講し、また防災訓練に参加し、防災意識が向上し 地域振興課
た。
・防災訓練への参加により災害時の防災活動を身体で覚えることができ
た。

〔抜粋〕
・防災訓練の実施（情報伝達、初期消火、救出・救護）
・防災資機材購入（防災ヘルメット、発電機・救助工具等）
・車椅子による救出救助取扱い訓練を実施

〔抜粋〕
・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を身体で覚えることができ
た。
・防災資機材の整備により、地域の防災体制が大きく充実した。
・車椅子の取扱いと誘導の訓練の実施をうけ、参加者が十分な成果を
得ることができた。

天候にも恵まれ、予定どおり午後3時30分より開催しました。日程の関係
で、ステージ出演者や模擬店の出店が少なくなりましたが、上鶴間地区
内で活動する様々な団体の参加で大変盛り上がり、心のかよいあう明る
いふるさとまつりとなりました。

上鶴間地区ふるさとまつりは、実行委員の任期が１年であるため経験が
４月の準備会から、地域住民が実行委員となって４か月に亘ってふるさ
少ない状況ですが、実行委員会では活発な意見交換があり、さらに前
とまつりに取り組む中で、相互のコミュニケーションが深まりました。また
南区役所地域振興課
年（第２７回）の自治会長が相談役として各部長を支える協力体制が機
地域への関心の高まりや単位自治会を超えた連携と協調が醸成された
大野南まちづくりセンター
能し、お盆の時期の開催にもかかわらず多くの参加者があり、地域の
と思われます。
方々に喜んでいただける事業とすることができました。

042‑749‑2217

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという助成金
の目的を十分達成することができた。
地域住民の親睦・交流や地域活性化を図るための効果的な助成となっ
た。

「地域住民のふるさと意識の高揚と住民相互の親睦を図ること」を目
的として子供から大人の方まで幅広く参加でき、楽しめる内容でのふる
さとまつりを実施することができた。谷口台小学校と大野南中学生の合
同吹奏楽をはじめ、鶴の台小学校のよさこい踊り、相模女子大学中学
部のダンスは大勢の方が足を止め見入る姿が目に留まった。また、運
営には大野南中学校よりボランティアの生徒さんが参加、実行委員と共
におまつりを盛上げてくれ、併せて交流の場ともなった。今年は大船渡
復興支援に加え熊本復興支援も実施し、こちらも盛況に終わり、売上金
は幼児の遊具ふわふわの売上と共に寄附した。黒河内病院による健康
相談ブースも日ごろ病院に足を運ばない方々も気軽に相談することがで
き、大勢の方が訪れていた。

042‑749‑2217

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという助成金
の目的を十分達成することができた。
地域住民の親睦・交流や地域活性化を図るための効果的な助成となっ
た。

第２８回 上鶴間
上鶴間地区ふるさとま
地区ふるさとまつ
つり実行委員会
り

250

第４０回 大野南 大野南ふるさとまつり
ふるさとまつり
実行委員会

昨年同様、今回もボーノ広場、ボーノウォークでの開催となり地元のご
協力の元での開催となった。今年度は大船渡復興支援に加え熊本復興
支援も併せて特産品販売を行ったが無事盛況に終わり、設置した募金
箱にもたくさんの方から募金をいただいた。これらは、幼児用遊具のふ
250 わふわの売上とあわせ、それぞれ大船渡復興支援、熊本県・熊本市へ
寄附した。昨年同様黒河内病院による骨密度測定や体脂肪測定、健康
相談も好評で約７００人の方が訪れ、また当日は途中から雨という悪天
候となったが、約３７，０００人（１，０００人増）の方が訪れ賑わいをみ
せ、無事に終わらせることができた。

ふるさとまつり開催にあたり、実行委員が主体となり昨年度よりもより良
い内容になるようにと会議を重ね、協力いただいた各学校、諸団体とも
南区役所地域振興課
念入りな打合せを行い、おまつりを無事終わらせることができた。日頃な
大野南まちづくりセンター
かなか接することのない方達が話し合い協力しあうことにより事業の目
的でもある「住民相互の親睦を図ること」ができた。

1505

地域市民まつり助成金

1506

駐留軍等の再編の円滑な実施に関
自治会法人上磯
する特別措置法第６条の規定によ
部自治会連合会 自治会法人上磯部自
る再編交付金に係る自治会等集会
集会所改修事業 治会連合会
所整備事業補助金
その１

1,814

実施設計に基づいた自治会集会所の改修を行うことで、継続的な自治
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が利用できる自治会 南区役所
会活動の拠点として、地域コミュニティの醸成が図られる。また、敬老・
治会集会所改修に係る実施設計を行った。
館の改修するための実施設計を行うことができた。
地域振興課
子ども育成などの事業の実施により地域福祉の向上が図られる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティが希薄になっていると言われている中で、地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点となる自治会館の建設を行い、継続
的な利用を可能にすることは、地域住民の福祉の向上、地域コミュニ
ティの醸成を図るために効果的な事業となっている。

1507

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人御園
西自治会集会所 自治会法人御園西自
建設等助成事業 治会
その１

13,000

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュニティの醸成が図られ
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が恒久的に利用でき 南区役所
る。また、敬老・子ども育成などの様々な事業の実施による地域福祉の
治会集会所用地並びに建物を取得した。
る自治会館を習得することができた。
地域振興課
向上が期待できる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の活動拠点である自治会集会所用地並びに建物を取得する
ことで、地域のコミュニティの場が継続的に確保され、活動の充実などに
よる地域福祉の向上が期待できる。

1508

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人相模
自治会法人相模野自
野自治会集会所
治会
建設等助成事業

2,500

集会所の修繕を行い、継続的な自治会活動の拠点を整備することで、
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が利用できる自治会 南区役所
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域コミュニティの醸成や敬老・子ども育成などの様々な事業の実施に
館を整備することができた。
地域振興課
治会集会所の修繕を行った。
よる地域福祉の向上が期待できる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の活動拠点である自治会集会所の用地を取得することで、地
域のコミュニティの場が継続的に確保され、活動の充実などによる地域
福祉の向上が期待できる。

1509

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人第一
住宅自治会集会 自治会法人第一住宅
所建設等助成事 自治会
業

560

集会所の修繕を行い、継続的な自治会活動の拠点を整備することで、
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が利用できる自治会 南区役所
地域コミュニティの醸成や敬老・子ども育成などの様々な事業の実施に
治会集会所の修繕を行った。
館を整備することができた。
地域振興課
よる地域福祉の向上が期待できる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の活動拠点である自治会集会所の整備を行うことで、地域の
コミュニティの場が継続的に確保され、活動の充実などによる地域福祉
の向上が期待できる。

1510

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人中和
自治会法人中和田自
田自治会集会所
治会
建設等助成事業

1,474

集会所の修繕を行い、継続的な自治会活動の拠点を整備することで、
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が利用できる自治会 南区役所
地域コミュニティの醸成や敬老・子ども育成などの様々な事業の実施に
治会集会所の修繕を行った。
館を整備することができた。
地域振興課
よる地域福祉の向上が期待できる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の活動拠点である自治会集会所の整備を行うことで、地域の
コミュニティの場が継続的に確保され、活動の充実などによる地域福祉
の向上が期待できる。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

1511

駐留軍等の再編の円滑な実施に関
自治会法人上磯
する特別措置法第６条の規定によ
部自治会連合会 自治会法人上磯部自
る再編交付金に係る自治会等集会
集会所建設事業 治会連合会
所整備事業補助金
その２

17,280

1512

相模原市自治会等集会所建設補
助金

自治会法人御園
西自治会集会所 自治会法人御園西自
建設等助成事業 治会
その２

1513

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

自治会集会所の改修を行うことで、継続的な自治会活動の拠点として、
地域住民の活動拠点として、自治会区域内の住民が幅広く快適に利用 南区役所
地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
地域コミュニティの醸成が図られる。また、敬老・子ども育成などの事業
できる自治会館の改修を行うことができた。
地域振興課
治会集会所改修を行った。
の実施により地域福祉の向上が図られる。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域コミュニティが希薄になっていると言われている中で、地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点となる自治会館の改修を行い、継続
的な利用を可能にすることは、地域住民の福祉の向上、地域コミュニ
ティの醸成を図るために効果的な事業となっている。

2,500

自治会活動の拠点となる集会所の修繕をすることで、地域コミュニティ
継続的に地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行
の醸成が図られる他、敬老・子ども育成などの様々な事業の実施を集
うため、既存の自治会集会所について修繕を行った。
会所で行うことが可能となり地域福祉の向上が期待できる。

自治会区域内の住民が利用できる、地域住民の活動拠点となる自治会 南区役所
館を修繕し、より利便性が高い集会所を整備することができた。
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域住民の活動拠点である自治会集会所の整備を行うことで、地域の
コミュニティの場が継続的に確保され、活動の充実などによる地域福祉
の向上が期待できる。

防犯灯設置費及び維持管理費等補 防犯灯維持管理
南区内自治会連合会
助金
費補助金

7,492

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために、防犯灯
の維持管理を行った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防 南区役所
犯灯の維持管理ができた。
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

1514

防犯灯設置費及び維持管理費等補 防犯灯設置費補
南区内自治会連合会
助金
助金

0

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために、防犯灯
を再設及び移設した。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防 南区役所
犯灯の再設及び移設をすることができた。
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

1515

防犯灯設置費及び維持管理費等補 防犯灯撤去費補
南区内自治会連合会
助金
助金

179

周辺環境等の変化等により、自治会管理防犯灯が不要となったため
に、防犯灯を撤去した。

環境に配慮した節電を行うとともに、管理代金が安くなった。

環境に配慮した節電を行うとともに、管理代金が安くなったため、有効な 南区役所
防犯灯の撤去ができた。
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

1516

自動車駐車場利用券共同購入事
業補助金

自動車駐車場利 相模大野銀座商店街
用券共同購入事 振興組合ほか 合計3
商店会
業

821

3商店会で市営駐車場等の駐車場利用券を共同購入し、消費者の利便 身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
お客様の買物環境の向上に寄与した。
性の向上に寄与した。
を担っている。

南区役所
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

1517

商店街街路灯電気料補助金

商店街街路灯電 あいロード若松商店会
気料補助事業
ほか 合計17商店会

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
お客様の買物環境の向上に寄与した。
を担っている。

南区役所
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

1518

商店街街路灯修繕事業補助金

街路灯修繕事業

老朽化した街路灯を修繕することで事故等を未然に防ぐことができた。 申請から速やかに街路灯を修繕することができて、よかった。

南区役所
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

商店街街路灯撤去補助金

あいロード若松商店会
街路灯撤去事業
ほか 合計3商店会

老朽化した街路灯を撤去することで事故等を未然に防ぐことができた。 申請から速やかに街路灯を撤去することができて、よかった。

南区役所
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、お客様の利便性向上に寄与するものであり、公益性、社会
貢献性が高い。

1519

3,765 17商店会で合計686基の街路灯に対し補助した。

北里通り東栄商店会
ほか 合計3商店会

351 申請どおりに、街路灯の修繕が完了した。
410 申請どおりに、街路灯の撤去が完了した。

○商店街マップ制作事業
折り畳むことで携帯しやすいサイズになっているほか、掲載されている
店舗も業種ごとに色分けされ、相模大野駅周辺にどのようなお店がある
○商店街マップ制作事業
か一目瞭然であり、消費者に相模大野のまちに興味をもってもらうこと
・掲載店舗件数：約２５０店舗
に貢献した。
・発行部数：１０，０００部
○ホームページ更新事業
○ホームページ更新事業
ホームページを見やすく更新したことで、イベント来場者の増加に繋げる
・ホームページを全体的に見やすく更新した。
身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割 ことが出来たほか、イベント会場周辺の飲食・食品・物販の購買力向上 南区役所
・各メニューへのリンクを分かりやすく配置し、利便性を向上させた。
1,000
地域振興課
にも結び付いた。
を担っている。
○情報紙発行事業
○情報紙発行事業
・まるごとオーノ第５号（平成２８年１１月発行・B３，８ページ・５万部＊）
訴求対象を主に３０歳からミセス層とし、発行のタイミングを催事直前（ク
・まるごとオーノ第６号（平成２９年１月発行・B３，８ページ・５万部＊）
リスマスやバレンタインデー）に設定することで、飲食・食品・物販の購買
＊商圏（相模原市南区・大和市の一部・座間市の一部）に新聞折込で配
力向上に直接結び付けることができた。また、茶道や音楽教室といった
布し、それ以外については公共施設や大型商業施設、各商店会加盟店
習い事教室の紹介記事も好評で、すべてが揃う相模大野というプラスイ
などでも配布した。
メージを消費者に印象づけることに貢献した。

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防
犯灯の維持管理ができた。
夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るために有効な防
犯灯の設置ができた。
環境に配慮した節電を行うとともに、管理代金が安くなったため、有効な
防犯灯の撤去ができた。
商店街は地域コミュニティの核となっており、公益性、社会貢献度が非
常に高い。
商店街は地域コミュニティの核となっており、公益性、社会貢献度が非
常に高い。
本事業は、お客様の利便性向上に寄与するものであり、公益性、社会
貢献性が高い。
本事業は、商店街の環境整備を促進することで、市民の安全安心に寄
与するものであり、公益性、社会貢献性が高い。

1520

商店街情報発信事業補助金

相模大野駅周辺商店
商店街情報発信
会連合会 ほか
事業
合計2商店会

1521

商店街イベント事業補助金

東林間商店街振興組
商店街イベント事
合 ほか 合計10商店
業
会

1,860 10商店会でイベント事業を実施し、地域のにぎわいづくりに寄与した。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割
街のにぎわいづくりに寄与した。
を担っている。

南区役所
地域振興課

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

商店街は地域コミュニティの核となっており、公益性、社会貢献度が非
常に高い。

まつり期間は１５日しかないが、その期間に綺麗な花を咲かせるため
まつり期間中、運営上の大きな問題もなく、事業を遂行することで、
に、一年を通して芝ざくら周辺に生える雑草の除去や芝ざくらの苗の植
南区役所
え替え等をしてきた。そのため、以前は絶えなかった不法投棄がなくな 100,000人もの来場者に憩いの時間を提供することができた。このこと
り、地域の環境美化に多大なる貢献をしている。 また、日本一の長さを は、新磯地区の活性化のみならず、相模原市の観光振興にも十分寄与 地域振興課
誇ることから、市外からの来場者も多く、相模原市のイメージアップにも するものである。
寄与している。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は地域の活性化に貢献しており、公益性・社会貢献性が高い。

1522

地域活性化イベント事業補助金

第12回相模川芝 相模川芝ざくらまつり実
ざくらまつり
行委員会

1 名称 第12回相模川芝ざくらまつり
2 主催 相模川芝ざくらまつり実行委員会
3 日時 平成28年4月3日（日）〜17日（日）
4 場所 相模川新磯河川敷
1,060
5 人出 延べ100,000人
6 内容
（1）まつり開催期間：芝ざくら花苗・野菜等の販売
（2）イベント：式典（主催者あいさつ、来賓あいさつ等）、地元中学校吹奏
楽部の演奏、鼓笛隊、よさこいの披露

1523

地域活性化イベント事業補助金

第25回 東林間
サマーわぁ！ニ
バル

東林間サマーわぁ！ニ
バル実行委員会

1
2
1,370 3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

第25回東林間サマーわぁ！ニバル
東林間サマーわぁ！ニバル実行委員会
平成28年8月6日（土）・7日（日）
東林間駅前大通り（シャンテ大通り）他
延べ150,000人（1日70,000人・2日80,000人）
2日間で45連（延べ3,000人）の阿波踊り、商店街による模擬店

東林間サマーわぁ！ニバルは東林間地区の地域の振興と交流を願
い、自治会・商店街などの団体、学生、ボランティアなど地域全体で運営
するとともに、商店街等による模擬店などにより、地域の活性化を図って 大会全般を通じて、運営上の大きな問題もなく、事業の目的を十分に 南区役所
いる。
達成できた。
地域振興課
また、東林間地区のみならず相模原市の夏の風物詩として、観光振興
の発展に寄与している。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は地域の活性化に貢献しており、公益性・社会貢献性が高い。

1524

地域活性化イベント事業補助金

第14回相模原よ 相模原よさこいＲＡＮＢ
さこいＲＡＮＢＵ！ Ｕ！実行委員会

1
2
1,370 3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

第14回相模原よさこいＲＡＮＢＵ！
相模原よさこいＲＡＮＢＵ！実行委員会
平成28年9月18日（日） 午前10時30分〜午後4時
古淵駅前通り線、古淵西公園 他
70,000人
46チーム（約1,400人）のよさこい踊り、模擬店

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！は大野中地区の活性化や、地域コミュニ
第１４回となる今回は、晴天の中で、地域・市内のチームに加え、市
ティの醸成並びに地域の誰もが思う「ふるさとづくり」のため、地域が一 外・県外チームも多く参加し、４６チームで約１，４００人の踊り手が、力 南区役所
丸となって事業を実施しており、相模原市を代表するイベントの一つとし 強く、華やかに乱舞して会場全体が盛り上がり、観客を大いに魅了する 地域振興課
て定着し、観光振興への発展に寄与している。
素晴らしいイベントとなりました。

042‑749‑2135

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今回も地元幼稚園や小学校などのチームの他、県内外からも参加
があり、昨年よりも２００人多い約１，４００人の踊り手が参加した。地元
小学校については４校から約３５０人の児童が参加し、例年と同じくにぎ
わいを見せ、地域の活性化に貢献しており、本事業の目的を十分に達
成できたと言える。

1525

地域市民まつり助成金

第２７回麻溝ふる 麻溝ふるさとまつり実
さとまつり
行委員会

250

天候に恵まれ、会場縮小の中で、校庭では模擬店２２団体と露天商が
多数出店し、福引大会や駄菓子のつかみ取り、子供の遊び場を予定通
り行うことができた。
また、体育館内では、オープニング演奏として光明幼稚園園児が個的演
奏を披露し、式典では、加山市長、服部南区長、矢澤副区長をはじめ、
県議、市議、地域施設等の代表者の方々が出席して下さった。
演芸大会では、８組４５名が参加し、ＫＩＤダンス、マジック、歌謡漫談、相
陽中学校による吹奏楽演奏が行われた

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという助成金
の目的を充分達成することが出来たものと感じる。
地域住民の親睦、交流や地域活性化を図るために更なる充実を期待す
る。

1526

地域市民まつり助成金

平成２８年度第６
５回新磯ふるさと 新磯ふるさとまつり・レ
まつり・レクリエー クリエーション大会
ション大会

65

前日からの降雨状況及び大会当日の天気予報や会場コンディション等 ４か月余りの準備期間において、各自治会、公民館関係団体、各協力 当日は雨天のため開催中止となったが、自治会、公民館などを中心にし
南区役所
を総合的に判断し、協議の結果、事業を中止した。
団体の協力、連携が図れたことは大きな意味を持つものであり、地域へ て、幅広い世代による地域活動への参加意識や住民相互の親睦・交流
新磯まちづくりセンター
（協議日：平成２８年１０月８日（土曜日））
の関心・意識向上へ大きくつながったと思われる。
を図れた。

250

・平成28年9月に移転した新しい地域の拠点「そあら」を会場として開催
した。
・体育館をステージとして開催した。
・相武台中学校の中学生、相模原青陵高等学校の高校生によるボラン
ティアの協力により、世代間交流が図られた。
・資源循環推進課による、ごみ分別啓発活動としてシゲンジャーの登場
と、ごみ分別ゲームを開催した。
・福島復興支援として、福島復興市民グループ〜歩（あゆみ）〜による模
擬店の出店を行った。

相武台ふるさとまつりは、今年で40回を数え、地域の風物詩として定
着しており、住民の親睦や交流を図る絶好の機会である。
地域を代表する主要4団体が主催となり、地域の様々な団体・個人に
呼びかけを行い、ステージ、啓発、お楽しみ、模擬店等が数多く展開さ
れるなど、主催者側の横のつながりが図られた。
中学生・高校生のボランティア活動により、地域住民との世代間交流
が図られた。

今年は移転を終えたばかりの施設で開催をしたことで、準備に多少手
間取ったが天候に恵まれ、プログラムの大幅な変更もなく予定通り開催
された。
今年はステージを体育館で開催したため、演奏の音を外に流すなど工
夫をしたものの、スタッフはステージを観覧することが出来ず残念であっ 南区役所
たとの声が多かった。
相武台まちづくりセンター
一方、お楽しみコーナーは新たな遊具を取り入れるなど、まつりのマン
ネリ感をなくすことが出来た。
年々模擬店出店数も増え、野外の会場は賑やかさを増してきている
が、一方で来場者のペット同伴禁止や喫煙所等について周知が不十分

046‑254‑3755

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心のかよいあう明るいまちづくりを推進するという、助成
金の目的を十分に達成することができた。
地域住民の親睦や交流が地域活性化を図るための効果的な助成と
なった。

前日に大雨が降ったことで、小学校校庭の準備を行うことができ
なかったが、当日の早朝より全員で準備を行ったことで、準備を
滞りなくできた。また、東林公民館と東林小学校校庭での催しの
開催も順調に進行することができた。

地区社協によるバザー、自治会・ボランティア団体などの協力に
よる模擬店、また、子ども達の遊びコーナーは大変な人気を集
め、地域で活躍されている参加者出演等も含め、地域のおまつり
の一つとして成果があった。

昨年から東林公民館ホールと小学校校庭の２か所でのプログラム
構成となり、パンフレットも新しくなったことで、昨年より来場
者数も増え、次回への課題は残したものの、まずまずの出来栄え
であった。

042‑744‑5187

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

プログラムを見直して２年目となり、子どもからお年寄りまで、
多くの人が参加し、訪れるふるさとまつりになった。
また、今年は初めて起震車コーナーを設けるなどの工夫も見ら
れ、実行委員の努力が伺えた。

1527

地域市民まつり助成金

第40回相武台ふ 相武台ふるさとまつり
るさとまつり
実行委員会

1528

地域市民まつり助成金

東林ふるさとま 東林ふるさとまつり
つり
実行委員会

250

模擬店に出店する団体・個人が増え、親睦を深める良い機会となった。
また、交通・防犯啓発活動として、相模原南警察署、少年指導員、安全・
安心まちづくり推進協議会麻溝支部が協力し、ミニ白バイの撮影会やパ
トカーの展示とあわせ、啓発活動を行うことにより、小さなお子さんも楽
しめ、幅広い層への交通・防犯の呼びかけを実施できた。

年々来場者が増えており、５０４名の方より来場者アンケートをいただけ
た。
特に小さなお子さんを持つ３０〜４０代世代が一番多く、様々な意見を得
南区役所
られ、今後のふるさとまつりの参考になった。
麻溝まちづくりセンター
また、実行委員会からのアンケートでも、主催者側からの課題もわかり、
来場者だけではなく、主催者側も満足できるふるさとまつりになるよう今
後も努めていきたい。

南区役所
東林まちづくりセンター

042‑778‑1006

046‑251‑0014 その他

自治会、公
民館等の関
その他
係団体間の
連携が図れ

自治会、公
民館等の関 ○当事業実施のため、自治会、公民館などを中心にして、地区内の各
係団体間の 種団体間の連携と地域住民の交流を図ることができた。
連携が図れ

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1529

1530

補助金等の名称

地域市民まつり助成金

相模原商工会議所補助金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

第１２回大野中ふ 大野中地区ふるさとま
るさとまつり
つり実行委員会

商工会・商工会
議所地域産業振 相模原商工会議所
興事業

補助金額
（千円）

事業実績

・オープニング、開会式
・芸能大会、郷土芸能、チアリーディング、歌謡ショー
・模擬店、各団体コーナー
・抽選会

550

以下の事業を実施した。
１ 経営支援事業
（１）経営支援事業
（２）人材確保・育成支援事業
（３）経営指導員等設置費
（４）経営発達支援事業
25,500 ２ 地域活性化事業費
（１）地域活性化事業
（２）広報活動事業
（３）特定地域活性化事業

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑741‑6695

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域における心の通い合う明るいまちづくりを推進するという、助成金の
目的を十分達成することができた。地域住民の親睦・交流や地域活性
化を図るための効果的な助成となった。

大野中地区では開催会場を３地域輪番としていて、今回は大野中
地区（古淵・鵜野森）で開催した。
古淵地区内にある「すぎのこ幼稚園」の園児によるよさこいから
スタートし、郷土芸能は鵜野森地区内にある鵜野森囃子連など、
大野中地区の特色を意識したプログラムとなった。
また、各団体では事業のPR、啓発活動等を行い、積極的に地域
住民に向けて情報発信をすることができ、地域住民の連帯感の醸成と
住民意識の高揚を図ることができた。

今回は前日準備からの役割分担等が上手く行き、会場準備等が
スムーズに行うことが出来た。
また、会場レイアウトも従来の長方形型から正方形型に変更し、
中心に人を集中させることで、一体感を出すことが出来きた。

南区役所
大野中まちづくりセンター

市内小規模事業者・中小事業者の持続的な経営発達を支援する
事業及び地域産業を活性化する事業に取り組み、市内商工業を中
心とした産業振興の支援に努めた。

地域経済の動向等を鑑みながら、小規模事業者・中小事業者
個々の思いを考慮した経営支援等により地域経済の安定に寄与
し、併せて域内商工業の更なる振興に資する地域活性化支援を、
それぞれ遂行することができた。

環境経済局経済部
産業政策課

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般に関する指導相談業務や伴走
型小規模事業者支援推進事業を通年で行うなど、経営の改善発達
に取り組み、専門的できめ細かい継続的な支援を実施している。
また、ニューズレターを作成し各イベントで配布することで各
店舗のＰＲ事業を行うなど、地域の産業振興を活性化するための
大きな役割を担っている。

総事業費 177,286,959円
補助対象事業費 71,852,088円

1531

城山商工会補助金

商工会・商工会
議所地域産業振 城山商工会
興事業

小規模事業者を中心に職員が事業所へ訪問、及び窓口相談により、融
資等の金融相談や税務相談・労働相談など経営全般について様々な指
導業務を行った。実績として職員１人当たりの巡回・窓口相談とも昨年
に比べアップした。平成２８年度は重点事業として、店舗紹介冊子であ
5,661
る「ニューズレター作成事業」を実施し、冊子は各イベントにて配布、各
店舗の認知度向上に繋がった。また、今年からは、国から認定された伴
走型小規模事業者支援推進事業（経営発達支援計画）を通年で実施し
た。

商工会は、地域商工業の総合的な改善発達を図る「経済団体」として、
行政の小規模施策（経営改善普及事業）の事業実施機関であり、地域
の小規模事業者の相談窓口としての役割を果たしている。
平成28年度は、経営改善普及事業において、巡回・窓口相談とも強化を
図り、経営・税務・金融を中心に地域商工業者の抱える課題解決に貢献
した。特に確定申告時には、マイナンバー制導入に伴うe‑taxの普及活
動を行い、99％の納税者にe‑taxの導入が図れ、地域事業者の利便性
に繋がった。

商工会の主な事業である経営改善普及事業を中心に経営指導員・経営
支援員が一丸となり取り組んだ。
平成28年度は国から認定された伴走型小規模事業者支援推進事業を
環境経済局経済部
通年で実施し、需要動向・地域経済動向調査を始め様々な支援策を活
産業政策課
用し、地域商工業者のニーズに寄り添った伴走型支援を行うことができ
た。その他、地域活性化として各種イベントの実施と城山各地域で実施
されているイベントの協力・後援を行うなど地域活性化に繋がった。

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域の商工業者を対象に経営全般に関する指導相談業務を行うなど
経営の改善発達に取り組み、専門的できめ細かい継続的な支援を実施
している。
また、独自の特産品の商品化や他商工会と連携して事業を実施する
など、地域の産業振興を活性化するための大きな役割を担っている。

①地域経済団体の中核としての自覚を持ち、住民・行政・関係諸団体と
の連携を強化、「地域経済の活性化」「地域課題の解決」に向けての事
業を企画・立案・実行し、地域内において、相当の評価を得ていると考え
る。
②諸事業は、低位ながらも地域経済の底上げに貢献していると評価す
る。
経済団体として、商工業発展、地域活性化の為に巡回指導・窓口指導 環境経済局経済部
産業政策課
を中心に経営指導・支援等職員一丸となり活動した。
今年度は、農業や医療、各関係団体をメンバーにした健康のまち・未
病を治すまち津久井委員会において、地域資源を活用して試作品開発
を行うことができた。
また、地域活性化に向けた各種事業やイベントの実施、地域資源活用
に向けた取り組みなど、地域活性化・地域課題解決のリーダーとして活
動し、地域の中の商工会として支持されている。

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域の商工業者を対象に経営、税務、金融を中心とした指導相談業
務を行うなど経営の改善発達に取り組み、専門的できめ細かい継続的
な支援を実施している。
また、つくい逸店昼市や農業体験ツアーなど各種イベントの開催や特
産品の出展、ＰＲを通じて産業の発展や地域活性化に努め、地域の課
題解決に取り組むなど大きな役割を担っている。

1532

津久井商工会補助金

商工会・商工会
議所地域産業振 津久井商工会
興事業

①地域の中心的経済団体として、巡回・窓口相談、講習会の開催によ
り、商工業者に対し継続して総合的な指導を実施し改善発達を図り、地
域経済活性化に努めた。延べ２２回の税務指導会開催により、246名が
税務相談を受けた。他金融斡旋による福利厚生等多岐に渡り成果をあ
①経営支援事業：巡回・窓口指導（３，７３３件）・講習会開催（３０回/３４ げた。
②健康のまち・未病を治すまち津久井委員会に於いて、本体事業１年
０人）〜税務申告指導件数２４６件・金融斡旋９件/４，５５０万円
②地域活性化事業：「つくい逸店昼市２回開催」集客１，２７１名、「農業 目として、農業・医療を始め関係諸団体と連携し、試作品開発を行った。
4,578
地域と一体となって地域課題解決と地域活性化に努めた。住民、観光
体験ツアー２回/参加６４名」「特産品・津久井城ブランド品２４品目」
等々、中小零細企業を支援する事により地域経済を支え、地域発展に 協会等と連携した各種イベントの開催・特産品開発販売により、地域内
への誘客を促進する事ができた。
貢献できた事業となった。
津久井地域資源を活用したまちづくり推進の為、 地域社会の中の商
工会として地域活性化に向けた地域の顔となるべく特産品開発の取り
組みや各種事業やイベントの実施など、地域活性化・地域課題解決の
リーダー核として活動し高い支持・支援を得る事ができた。

1533

相模湖商工会補助金

商工会・商工会
議所地域産業振 相模湖商工会
興事業

経営指導員2名、経営支援担当職員1名、事務局長１名を配置し、地区
内小規模事業者の経営の改善発達のため金融、税務等の個別相談会
の開催や持続化補助金申請の事業計画策定支援等を実施した。地域
2,790 振興や地域活性化に関する取り組みについても県の地域連携事業に積
極的に取り組んだ。経営指導員を中心とした指導件数については巡回
によるものが855件、窓口によるものが513件、合計1368件の指導実績
があった。講習会等による指導は集団個別併せ17回、87名だった。

地域小規模事業者に対する経営支援については経営指導員を中心に
実施したが、より専門的な相談案件に関しては県連の専門家派遣事業
や県のよろず支援拠点を積極的に活用し、指導体制の質の向上に努め
た。地域活性化の取り組みに関しては地域課題研究として新たな観光
ルート開発を目的とした調査研究事業を実施し、相模湖観光振興計画
をまとめた。2020年東京オリンピックの事前キャンプ地の誘致活動に関
しても、前年からの継続案件として取り組んだ。

経営指導員を中心に、経営発達支援計画に基づいて行う小規模事業者
への伴走型支援を重点に実施し、小規模事業者持続化補助金の申請
については事業計画の策定支援を伴い、5社の申請を行い3社の採択を
得た。国民生活金融公庫のマル経貸付、普通貸付についても積極的に 環境経済局経済部
斡旋を行い小規模事業者に対する経営支援に努めた。2020年オリン
産業政策課
ピック関連では誘致活動の成果が現れ、29年度神奈川県による相模湖
漕艇場を中心にした整備事業がスタートする。これを契機に湖畔エリア
を中心とした受け皿整備に取り組んでいく。

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域の商工業者を対象に経営全般に関する指導相談業務を行うなど
経営の改善発達に取り組み、専門的できめ細かい継続的な支援を実施
しており、平成２９年３月には経営発達支援計画の認定を受けている。
また、今年度は新たな観光ルートの開発に向けた調査研究に取り組
み、その他にも多くのイベントで特産品をＰＲし、販路開拓を図るなど、
地域の産業振興を活性化するための大きな役割を担っている。

1534

藤野商工会補助金

商工会・商工会
議所地域産業振 藤野商工会
興事業

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一
般の福祉の増進に資することができた。
経営指導員の巡回指導７７１件、窓口指導１，２５７件、ものづくり補助
5,431 金確認書１１企業、持続化補助金事業支援計画書発行２０企業。
地域活性化事業として、新たな商品開発・研究を実施するとともに、小
学生の課外授業受入や高校生の職業体験等の社会貢献事業等を実施
した。

経営支援事業
金融・税務・経理・労務・経営全般について、小規模事業者の経営また
経営支援事業と地域活性化事業を実施する事により、地区内における
は技術の改善発達を図れた。
環境経済局経済部
商工業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進を十分に図ること
地域活性化事業
産業政策課
ができた。
特産品商品の開発と販売、相互扶助・各業種の地域交流・社会福祉
活動・地域課題に対する調査研究が図れた。

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

経営支援事業と地域活性化事業を実施する事により、地区内におけ
る商工業の総合的な改善発達と社会一般の福祉の増進を十分に図る
ことができた。

1535

中小企業等施設整備特別融資制
度利子補給金

相模原市中小企
業等施設整備特 中小企業等施設整備
別融資制度利子 特別融資制度利用者
補給金補助事業

17,695

相模原市中小企業等施設整備特別融資制度利用者の利子負担の軽 環境経済局経済部
減が図られた。
産業政策課

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市内中小企業の設備投資に係る円滑な資金調達を支援したことで、中
小企業の積極的な事業活動の推進や市内産業の活性化が図られたた
め。

1536

第１期：施設整備等奨励金
第２、３期：立地等奨励金

相模原市産業集積促
企業誘致等推進
進条例に基づく立地計
事業
画の認定を受けた者

316,495

第１期分
・施設整備奨励金：1件 166,668,000円（新規立地1件）
第２期分
相模原市産業集積促進条例に基づく立地計画の認定を受けた者に対 ・土地取得・建物建設奨励金：10件、112,730,000円（内訳：新設3件、増
企業の新規立地や工場の新・増設等に伴う経費負担の軽減が図られ 環境経済局経済部
して奨励金を年1回支払った。
設3件、既存事業所活用4件）
た。
産業政策課
第３期分
・土地取得・建物取得奨励金・市内企業活用奨励金：6件、37,097,000円
（内訳：新設3件、増設2件、既存事業所活用1件）

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市外からの先端企業等の立地や、市内企業による再投資を促進し、税
収の増加、雇用の拡大などの効果をもたらし、本市産業集積基盤の強
化につながったため。

1537

中小企業事業資金利子補給金

相模原市中小企業融
中小企業経営安 資制度取扱金融機関
定対策事業
相模原市創業支援融
資制度取扱金融機関

24,263

相模原市中小企業融資制度取扱金融機関及び相模原市創業支援融
資制度取扱金融機関へ市負担利息を3ヵ月ごと年4回支払った。

補給実績 62件

市内中小企業融資制度及び創業支援融資制度利用者の利子負担の
軽減が図られた。

環境経済局経済部
産業政策課

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の拡充など市内中小企業の経営安定化を支えた。

1538

創業支援融資利子補給金

中小企業経営安 神奈川県創業支援融
定対策事業
資利用者

1,565

神奈川県の創業支援融資の利用者に対し、利子の一部を助成し
た。

補助件数

神奈川県の創業支援融資の利用者の利子負担の軽減が図られた。

環境経済局経済部
産業政策課

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

起業する市内中小企業者の支援につながった。

1539

中小企業事業資金信用保証料補
助金

相模原市中小企業融
中小企業経営安 資制度利用者
定対策事業
相模原市創業支援融
資制度利用者

相模原市中小企業融資制度利用者及び相模原市創業支援融資制度利
13,427
補助件数 169件
用者への信用保証料の一部助成を行った。

事業の拡充など市内中小企業の経営の安定化を支えた。

環境経済局経済部
産業政策課

充分な実績が確
042‑769‑8237
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業の拡充など市内中小企業の経営の安定化を支えた。

1540

中小企業景気対策特別融資利子
補給金

中小企業景気対 相模原市中小企業融
策事業
資制度取扱金融機関

80件

景気対策特別融資利用者の利子負担の軽減が図られた。

環境経済局経済部
産業政策課

充分な実績が確
042‑769‑8237
認される

1541

小規模事業者経営改善資金利子
補給金

中小企業景気対 小規模事業者経営改
策事業
善資金の利用者

265件

小規模事業者経営改善資金利用者の利子負担の軽減が図られ
た。

環境経済局経済部
産業政策課

相模原市中小企業等施設整備特別融資制度利用者に対し、利子補
給金を年1回支払った。

補給件数 11社11件

相模原市中小企業融資制度取扱金融機関へ市負担利息を3ヵ月ごと
483,097
補給実績
年4回支払った。

11,808

市内の小規模事業者を支援するため、小規模事業者経営改善資金
の利用者に対し、利子の一部を助成した。

補助件数

33件

042‑769‑8237

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

景気の低迷により経営状況の悪化している市内中小企業の経営の
安定化を支えた。
景気の低迷により経営状況の悪化している市内中小企業の経営の
安定化を支えた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

景気の低迷により経営状況の悪化している市内中小企業の経営の安
定化を支えた。

左のように評価した理由

1542

中小企業景気対策特別融資信用
保証料補助金

中小企業景気対 相模原市中小企業融
策事業
資制度利用者

97,679

1543

中小企業研究開発補助金

相模原市中小企
株式会社クライムエヌ
業研究開発支援
シーデー
事業

2,000

本事業の成果により、今後の課題を明確にできた。
「プレス金型の成形不良を監視できる動的検知システムの開発」を実施 実験において、微小な圧力分布の検出に成功した。今回の研究が板金 また、大勢の聴講者の前で本事業の取組みを発表していたところ、メー 環境経済局経済部
カーでも優先度の高い課題であるようで興味を示されることが多いと感 産業政策課
した。
加工業界で生じている問題を解消し、生産性向上につながる。
じる。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本市は産業用ロボットの導入による生産性向上（生産現場のプロセスの
高度化や品質の安定化等）を目指しているところ、今回の研究が板金加
工業界で生じている問題を解消し、生産性向上につながる点は、本市
の産業振興施策の方向性とも合致しており、非常に有意義である。
また、本事業において確立した機構について特許出願に至ったことは、
誰も実施してこなかった新規性のある研究開発がなされた結果であり、
これよる新たなビジネス展開が想定され、社会的にも経済的にも波及効
果が高いものであると認識した。

1544

中小企業研究開発補助金

相模原市中小企
株式会社エナメディカ
業研究開発支援
ル
事業

2,000

「化学療法（リウマチ・がん罹患者）中の方のＡＤＬ向上に資する肌着の
開発」を実施した。

当該事業を通して、研究開発のノウハウ蓄積ができた。
今回出来上がった試作品が販売につながれば、肌トラブルの多い「化学
環境経済局経済部
療法を受けている方」や衣類の着脱に手間が掛かる「麻痺のある方」に
産業政策課
とっての悩みの一つを解消することとなり、医療・介護業界に対して貢献
できる。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

研究開発期間が短い中で、様々なステークホルダーを巻き込み、モニタ
リングを実施、ほぼ市販可能な試作品の開発にまで事業を進めることが
できたことは、高く評価できる。
また、当該肌着が製品化され、リウマチやがん罹患者の課題解決につ
ながれば、その家族や係わる介護医療従事者に対する貢献度も大きい
と考えられるため、社会的な意義が十二分に感じられる。

1545

中小企業研究開発補助金

相模原市中小企
オーセンテック株式会
業研究開発支援
社
事業

3,000

バリ取り機の後工程であるワーク回収作業工程において、流れてくる
ワークをカメラとロボットによって回収ボックスに蓄積するシステムを実
「汎用ロボットを活用したバリ取り工程の自動化システムの開発」を実施
現した。
した。
今すぐにでも導入したいというユーザーサイドの意見もあり、当該製品
開発が、業界にとって非常に有意義なものとなっていると確信した。

本研究開発の対象である回収機ロボットについて、大きな可能性を秘め 環境経済局経済部
ていることを実感し、今後の事業化という点で、十分な手応えを得た。
産業政策課

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

期間が短い中で、展示会に参考出展するなどユーザーニーズを獲得し
ながら事業を実施した点は、プロダクトアウト的思考に陥りがちな研究開
発において、モデル的な手法であり高く評価できる。
また、当該システムが販売、生産現場に導入されることによって、板金
業界における省人化、生産性向上が確実に見込まれるものと考える。
生産年齢人口が減少する日本において、今回の研究開発は、社会的に
も、経済的にも貢献度は計り知れないものである。

1546

中小企業研究開発補助金

相模原市中小企
業研究開発支援 ユーエスディ株式会社
事業

1,000 「「μWins傷検査装置」用汎用ライン監視操作盤の開発」を実施した。

ユーザー企業のニーズに応じて高速処理を可能にするために最新の
「μWins傷検査装置」用汎用ライン監視操作盤の機構構築が完了した。 ARMプロセッサー、及びOSを採用したことにより、動作検証に時間が掛
環境経済局経済部
今回、汎用ライン操作監視盤を構築できたことで、省人化設備としてハ かることが判明した点は、ノウハウとなった。
産業政策課
今回の開発案件であるライン操作監視盤により、人手不足に悩む企業
イブリッド及び電気自動車市場に提案できる。
の課題解決に貢献できるものと考える。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

製造業における検査工程は目視によるものが多い。労働生産年齢人口
の減少が予定されている日本では、同工程における自動化も必須となっ
てくることが予測されている。今回構築した「μＷｉｎｓ傷検査装置」用汎
用ライン監視操作盤は、ハイブリッド・電気自動車業界における検査工
程において、省人化や生産性向上を達成できる設備であり、社会的に
意義のあるものができたと高く評価できる。

1547

産業用ロボット導入補助金

相模原市中小企
業研究開発支援 株式会社パパス
事業

本事業で生産コスト削減、品質の安定化、生産性向上を図れたことは大
人からロボットに業務を転換できたことにより、従来は2名体制で行って
きな成果となった。対象ワークの種類は数十種類に及ぶため、難易性も 環境経済局経済部
いた作業を１名で行うことが可能となった。削減した１名は他の生産・開
高い案件であったが、システムを実現させたことにより、作業者の負担 産業政策課
発作業に転用した。溶接品質の安定化が図れ、生産性も向上した。
を減少させ、従業員の多能化にも寄与できた。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業で生産コスト削減、品質の安定化、生産性向上を図ることができ
た。特に溶接工程では、一人の作業者による繰り返し作業は、品質のバ
ラツキも多いため、ロボットの導入効果は大きい。加工対象部品の形状
や溶接点数が多く、難易度が高いシステムを実現させたことで作業者の
負担軽減とともに、対象工程で余剰となった人員が生産・開発作業に従
事していることで、同社の新たな価値の創造に寄与していることは高く
評価できる。

1548

産業用ロボット導入補助金

相模原市中小企
アイダエンジニアリング
業研究開発支援
株式会社
事業

4,000 サーボモータ製造工程用自動巻線ロボットの導入

従来、人手で巻き取っていた時は、1回の作業で材料の無駄が多く、材
料歩留りが発生していたが、本事業により削減可能となった。作業者は
1.5名から1名に、作業工程も減少でき、コスト、作業工程とも大きく減少
させることができた。エナメル線を巻き取る作業は常に一定の力をか
け、エナメル線がよじれないようにしなければならず、作業者にとっては
重労働であったため、男性で経験豊富な従業員でしか対応は出来な
かったが、本事業により女性でも扱えることが可能となった。

エナメル線の巻き取り作業は、従前より自動化を考えていたが適度な力
をかけ続け、エナメル線のねじれや絡まりを防止しなければならないた
め、難易性は高かった。今回、自動巻取機を導入できたことにより、従
環境経済局経済部
業員の重労働行程を削減でき、別の生産性の高い業務につかせること
産業政策課
ができたのは当社として大きかった。材料の歩留りも年間でで大きなコ
ストとなってしまっていたが、改善に成功。作業工程も削減でき、生産性
向上、品質安定にも寄与できた。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

産業用ロボットを導入した工程は、男性の熟練作業員しか作業できない
ほど重労働であったが、現在は女性のパート従業員が一人で担当して
いる。巻取作業を行っていた男性作業者は現在、他の複数の生産工程
で作業しており、従業員の多能化を図ることができている。材料歩留りも
大きく改善した。上記のほか、本事業により、同社における長年の課題
であった作業工程の自動化による生産性向上とともに、熟練度や性別
を問わない作業が実現されたことは高く評価できる。

1549

産業用ロボット導入補助金

相模原市中小企
株式会社第五電子工
業研究開発支援
業
事業

8,000

現状当社で稼動しているロボットシステムは、別の熱交換器の溶接作業
に入る際、ティーチングをし直す必要があり、ティーチングに大幅な時間
ロスがある。本事業にて導入したシステムではティーチング作業が不要
となり、作業時間が短縮可能となった。1台の加工時間が短縮されるた
め、1台あたりの溶接工賃が低下し、競争力が向上した。

作業工程の減少や溶接工賃の減少により、生産性の向上、競争力の強
化に寄与したのはもちろんであるが、産業用ロボットを導入したことによ
環境経済局経済部
り、品質が安定し、新たな受注を得ることができた。ロボットを導入する
産業政策課
ことにより、品質安定、供給安定がなされることを取引先に認識されてき
ており、今回の受注は大きな副産物となった。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業により作業工程の減少、人件費の削減、製品単価の低下という
効果があったが、産業用ロボットの導入により取引先の信用度が高まり
新たな受注へ繋がるという成果につながった。産業用ロボット導入に
よって複雑な部品形状を正確に溶接することで、生産性のみならず品質
の向上につながった。。

1550

産業用ロボット導入補助金

相模原市中小企
業研究開発支援 株式会社河坂製作所
事業

8,000 産業用ロボットによる ねじ転造加工の自動化システム 導入

単純作業の自動化のため、削減した従業員は生産性の高い業務に移
従来は1台につき2名で行っていた作業が1名で可能となり、人件費削減
行することが出来たため、本工程だけでなく、総体的に生産性向上に寄 環境経済局経済部
に寄与。また作業時間についても減少し生産性も向上した。削減した人
与した。また、若手人材の教育や現場環境改善への取組も行えるように 産業政策課
員は他の生産工程や開発業務に移行。多能化が図れている。
なってきている。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は2名で行っていた単純作業を1名に置き換えることができる自
動化システムである。削減した作業員は他の生産性の高い業務に移行
している。また、単純作業のため、しばしば発生していた緊張感の低下
に伴う作業ミスがあったが、プラグﾗﾑ動作するロボットにより正確な作業
が実現した。加工時間も削減されており生産性・品質も向上。人材不足
にある同社にとって大きなメリットとなっており、人口減少社会におけるロ
ボット活用事例として、高く評価できる。

1551

産業用ロボット導入補助金

相模原市中小企
業研究開発支援 扶桑精工株式会社
事業

8,759 ロボットによるプラスチックブロー成形時の自動バリ取りユニット

プラスチックのバリ取り作業は重労働かつ危険な作業である。この工程
当初、2台のロボットにてバリ取りシステムを構築する予定であったが、
を自動化することは、生産コストの低下はもちろんのこと、作業環境の改
システム構築を進めていく中で、2台のロボットでは難しく、把持する方を
環境経済局経済部
善にも大きく繋がった。国内外の多数の企業、工場にプラスチックのブ
ロボットから固定治具へ変更することで、要求性能をクリアすることがで
産業政策課
ロー成形が導入されており、ニーズは多く需要の高いシステムである。
きた。
自社内で使用した後には外販にも力を入れていく。

042‑769‑9253

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本システムの難易度は非常に高いため、ロボットの選定からシステムの
検討を行い、事業を完遂させたことは高く評価できる。プラスチック素材
のバリ取り作業は重労働かつ危険な作業であり、人材の確保が難しい
ため、自動化のニーズが高い工程の一つであることから、同社は本シス
テムの外販も視野に入れている。本システムが普及することにより、同
社のみならず、バリ取り作業のある企業の重労働・人材不足解消、生産
性向上といった大きなメリットが期待できる。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

○販路開拓支援
人口減少により市場が縮小する中では、アジアなどの成長市場に販路を広げていくことや、新たに
成長分野に事業拡大していくことが不可欠である。財団では、総合見本市に、中小企業を募って共
同出展したほか、独自に国内外の展示会に出展する企業向けに出展費用の一部助成を行うこと
で、販路開拓を支援した（国内展示会55件、海外展示会8件）。また、特に海外でのビジネス展開に
必要な知財戦略に関するセミナーを開催し、国際化を支援した。こうした販路開拓支援を継続して
実施することで、企業が新市場や新分野に展開する際に必要な支援ノウハウを蓄積するとともに、
ＪＥＴＲＯなど関係機関とのネットワークを構築し、より質の高い支援を実現している。
○技術開発支援
グローバル競争が激化する中、大学の専門研究の知見を企業の研究開発に生かし、付加価値の
高い生産につなげるため、独自の技術を持つ市内中小企業を訪問し、その技術や製品の特色を把
握することで、新たな支援ニーズや事業プランの発掘につなげる「大学キャラバン隊」事業を実施し
ている。また、産学連携の取組に対する費用助成として、28年度は徳島大学やサレジオ高専等と
の研究開発3件を支援した。地域における産業の発展には、エコシステムと呼ばれる企業・大学・
金融機関・行政を含めた地域経済の生態系の形成が重要である。財団の実施する産学金官連携
事業は、プレイヤー同士を結びつけ、協働を促進する内容であり、エコシステムの構築に貢献して
いる。
○新たな産業の創出支援
国が欧米並みの開業率をめざす方針を掲げる中、本市でも認定創業支援事業計画に基づき、創業
支援を展開している。財団はその中核的な存在として、年間を通じ創業相談会や創業セミナーを実
施している。また、女性の起業支援においては、セミナー受講者を対象に、市民まつりの会場にお
いてテスト出展を行う「さがみはら女性起業家マーケット」を開催し、２８年度は出展２９組、４，０００
人の来場があり、有効な実践の場となった。今後、リニア中央新幹線など、交通インフラの向上が
見込まれる中、広域交流拠点都市として、持続的に都市経営を行っていくためには、企業誘致の
みならず、新規創業の支援にも力を注ぎ、まちの機能や魅力の向上、雇用の創出などにより、にぎ
わいを生み出し、ローカル経済の生産性向上を図っていく必要があることから、財団による充実し
た創業支援の取組を高く評価している。
○情報の発信
財団では、企業や創業希望者にとって有用な情報をウェブサイト、フェイスブックに加え、月２回の
メールマガジンにより発信し、さまざまな事業の活用を促している。また、「産業あるある情報」とし
て、市内企業の情報を集約したポータルサイトを構築しており、登録事業所数は平成28年度実績で
1,872件にのぼる。企業や店舗を調べる際にインターネット検索を行うことが当然になっている現
在、自社のウェブサイトを持たない企業にとって、情報発信の場が得られることはもとより、自社サ
イトを持つ企業にとっても、公的団体とつながることで検索結果が上位表示され、企業情報への接
触率が上がるメリットがある。「産業あるある情報」はスマートフォン対応になっているほか、この他
にもフェイスブックページを運営するなど、若い世代への情報伝達にも取り組んでおり、評価でき
る。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

383件の利子補給を行い、勤労者の持ち家促進が図られたため。

相模原市中小企業融資制度利用者への信用保証料の一部助成を行っ
補助件数 1,159件
た。

10,000 産業用ロボットによる スポット溶接自動化システム 導入

複合的な専門ロボット溶接システム導入による、少量多品種の熱交換
器の大幅な生産性向上

入念な生地選定とデザイン・パターンの探索をした結果、60人弱を対象
にモニタリングを試みたところ、肌トラブルの報告はほとんど見らず、ま
た、一般的な肌着と同様のデザイン性を持ちながら、上から被って着る
ことも、下から穿くように着ることもできる着脱しやすい肌着の試作品が
出来上がった。

1552

相模原市産業振興財団運営費補
助金

相模原市産業振 （公財）相模原市産
興財団運営事業 業振興財団

別添「事業報告書」のとおり
相模原市内の地域経済の発展を目的として、市内企業の経営の安定と
74,100 発展、産業人材の確保と育成、国際化や情報化の促進等に取り組ん
参考
だ。
http://www.ssz.or.jp/about

1553

相模原市勤労者住宅資金利子補
給金

勤労者住宅資金
利子補給事業

7,082

勤労者が自己の住宅を新築、購入、増改築をするため、労働関係
金融機関から住宅資金を借入した場合に、返済金に係る利子の一
部を市から補給し、負担を軽減することにより、勤労者の持ち家
促進を図った。

補給件数
補給額

383件
7,081,600円

信用保証料の一部助成を受けることにより、負担の軽減が図られた。

環境経済局経済部
産業政策課

事業の実施により、地域経済の活性化を支援した。

環境経済局経済部
産業政策課

勤労者に対して、返済金に係る利子の一部を補給し、負担を軽減
することによって、勤労者の持ち家促進が図られた。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8237

042‑769‑9253

042‑769‑8238

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

無料職業紹介事業等離職対策事業を実施
主な事業
○職業相談・紹介
504
新規求職50名、再来求職4,225名、求人163名 紹介52名、就職
27名
○生活安定相談 生活相談件数51件
○生徒数 1年11名
2年10名 3年6名
○訓練時間数（時限数） 1年920時限 2年936時限 3年生1,052
500
時限

1554

一般財団法人神奈川県駐労福祉
センター補助金

一般（財）神奈
川県駐労福祉セ
一般財団法人神奈川
ンター離職対
県駐労福祉センター
策・生活安定相
談事業

1555

湘北建築高等職業訓練校運営補
助金

湘北建築高等職 湘北建築高等職業訓
業訓練校の運営 練校

1556

公益財団法人相模原市勤労者福
祉サービスセンター補助金

公益財団法人相
模原市勤労者福 公益財団法人相模原
祉サービスセン 市勤労者福祉サービ
ターの運営に伴 スセンター
う管理費

1557

中小企業退職金等共済掛金補助
金

中小企業退職金
共済掛金補助金
交付事業

中小企業事業主が従業員のために加入する中退共掛金の一部を補
4,831 助することにより、共済制度への加入を促進し、従業員の福祉の
向上を図った。

1558

商工会議所特定退職金等共済掛
金補助金

中小企業退職金
共済掛金補助金
交付事業

中小企業事業主が従業員のために加入する特退共掛金の一部を補
308 助することにより、共済制度への加入を促進し、従業員の福祉の
向上を図った。

1559

相模原市子ども・青年アントレ
プレナー体験事業補助金

子ども・青年ア さがみはら子どもア
ントレプレナー ントレプレナー体験
事業実行委員会
体験事業

2,450

1560

相模原市労働祭補助金(相模原
メーデー)

第87回相模原地 相模原地域メーデー
域メーデー
実行委員会

480

1561

相模原市労働祭補助金（相模
メーデー）

第87回相模地域 相模地域メーデー実
メーデー
行委員会

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

駐労福祉センター内の無料職業紹介所、各支所等における巡回相
談を通じ、職業相談、紹介を新規、再来求職あわせて４，２７５
名に実施する等、県内駐留軍関係従業員及び離職者対策事業を行
い、福祉の向上等に寄与することができたと考えられるため。

毎週の訓練（土曜日 午前9時〜午後5時）や競技大会等を通じ、建 環境経済局経済部
設産業に従事する技能後継者を養成することができた。
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県技能フェスティバルにおいて、優秀な成績を収めるとと
もに、後期技能検定では多くの合格者を輩出するなど、高度な技
能と知識を備えた人材の育成を行うことができたと考えられるた
め。

働く人一人ひとりがいきいきと、明るく豊かに充実した生活を送
れるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、働く人の
ニーズとライフスタイルにあった総合的な勤労者福祉事業を実施
した。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「第３次勤労者福祉推進計画(あじさいメイツ・プラン２０２
０)」に基づき、勤労者等の生活の安定に資する事業をはじめとし
た各種勤労者福祉事業を総合的に実施したことにより、事業者の
活性化と勤労者の生活の充実が図られたため。

中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定が図られた。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

○特定退職金共済掛金補助
件数：7件
補助金額：307,500円

中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定が図られた。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

本事業は、次世代を支える人材の育成を目指して、行政、教育
界、産業界が一体となって実施しております。今年度の子どもア
ントレでは、これまで以上に顧客の立場に立った思考の重要性を
参加者に伝えることができたと考えております。また、インター
ンでは、仕事をすることの難しさや大変さだけでなく、やりがい
や楽しさを身をもって伝えることができたと考えております。そ
れぞれに参加していただいた方にとって、将来に向かって有意義
な体験をしていただくことができました。

アントレはこれまで同様に質の高いサービスを提供することがで
きました。しかし、インターンは受講生（大学生等）の質が変
わってきており、新たな指導スキームの検討が必要な段階になっ
たと考えております。そのため、次年度においては、従来の指導
スキームを見直すことといたします。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

子ども達が会社の設立から商品の製造、販売決算等経営の疑似
体験をするプロセスの中で、チームワークやお金の大切さを学ぶ
こと、また、自ら考え出したアイデアで失敗を恐れずに挑戦する
ことは、将来の産業界を支える人材育成の上で大変有意義であ
る。

相模原市で勤労者の結束を深め、明るく住み良い地域社会づく
りの一助とするために実施した。

相模原市内の組合員とその家族が参加し、式典や抽選会など産業
及び業種を越えた交流が図られ、厳しい事業環境の下、社会を乗
り切るための、労働者及び組合間の結束がより深まった。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

勤労者の団結と連帯の輪を広げ、明るく住み良い地域社会づくり
に向けた活動として、メーデーの実施は必要であり支援は有効で
ある。

26団体280名の参加があり、オープニングの太鼓で意気高くスター
トすることができた。集会では、「貧困も戦争もいやだ！命と暮
らし、『憲法』を守ろう！」というメインスローガンに沿って10
名が発言した。デモは手作りのプラカードや横断幕を手にアイ
ワールド方面へ行進した。

大会は実行委員長のあいさつ、来賓のあいさつのほかに、参加団
体から報告と決意表明が行われた。デモ行進は、日曜日というこ
ともあり、例年のコースから変更し、人通りの多いアイワールド
方面に向かった。交流会では活発な発言・意見交換がされ、事業
は大成功であった。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

現在、我が国は、先行き不透明な経済情勢であり、様々な課題
を抱えている。その中で、労働者の社会的地位の確立と福祉向
上、地域労働者の団結と連携の強化を目的としたメーデーの実施
は必要であり、支援は有効である。

①「平成28年度全国安全週間相模原地区推進大会」の参加者は、
災害防止5団体の各事業主、安全管理者、安全担当者及び関係者
350名の参加を頂き、労働災害防止活動の推進と安全意識の高揚を
①第1回目は、平成28年6月3日（金）相模原市民会館にて「平成28 図った。
②「平成28年度全国労働衛生週間相模原地区推進大会」の参加者
年度全国安全週間相模原地区推進大会」を開催した。
80
②第2回目は、平成28年9月2日（金）相模原市民会館にて「平成28 は、災害防止5団体の各事業主、衛生管理者、衛生担当者及び関係
者368名の参加を頂き、労働衛生に関する意識の高揚、労働者の健
年度全国労働衛生週間相模原地区推進大会」を開催した。
康保持・増進と快適職場環境の形成への役割を果たした。尚、市
地域保健課の協力を得て健康維持増進のためのブースを設置し健
康測定やＰＲを行った。

①相模原労働基準監督署管内の労働災害件数（含む死亡災害）は
今年度は前年度比で増加した。大会を通じて、更に労働災害を減
少させることが重要であることを再確認して頂くことができた。
特別講演は、職場が元気になる「場創り力」プロデューサー三宅
哲之先生に風通しの良い組織づくりをテーマに講演して頂いた。
職場のコミュニケーション強化で環境改善。
②衛生大会では、全国に広がる自然災害に焦点をあて防災をテー
マに会員事業場から講師を招き特別講演を行った。本市で想定さ
れる被害、そして避難の方法、救出・救護の方法。ＢＣＰ（事業
継続計画）も日頃の訓練が重要であること。地域職域連携の重要
性をＰＲすることができた。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職場における勤労者の安全と労働衛生の確保を図り、地域産業の
健全な発展に貢献する全国労働災害防止大会の開催は、労働管
理、労働災害防止及び労働衛生活動を推進する上で有効であり、
支援は必要である。

①全事業を計画通りに実施した。規模・参加人数も例年通りの開
催ができ、組合員、家族の福祉向上を図ることができた。
②政策・制度の要求と提言などを通じて、地域における勤労者と
住民の経済的、文化的向上に資することができた。

環境経済局経済部
雇用政策課

042‑769‑8238

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域における勤労者等の福祉活動を推進し、組合員と家族の福祉
向上を図るとともに、地域住民の経済的、文化的向上を目指した
活動に取り組んでおり、本団体の事業は充分な公益性を確認され
るため。

40,744

管理費
法人の管理運営に係る経費
人事管理費（常務理事、嘱託職員5名、法人採用職員2名）
一般管理費

○子どもアントレプレナー体験事業
日程：平成28年8月12日（金）〜14日（日）
対象：小学5〜6年生
参加者：48名（応募者228名）
○アントレ・インターンシップ
日程：平成28年6月4日（土）〜平成28年10月14日（金）
対象：大学生、短大生、専門学校生等
参加者6名

4月29日（金祝）に小山公園で、約2,200名の参加のもと、開催。
労働団体の連合が実施する県下9箇所のメーデー会場の一つとして
実施。補助金は会議費、プログラム代、通信費、イベント代、会
場使用料に充当した。
神奈川土建相模原支部、県職労県央支部、北央医療生協労組、年
金者組合相模原支部協議会、相模原地域合同労組、全医労、神厚
労、JMIUウェルディングロッド労組、相模労連、相模原民商、新
44
日本婦人の会相模原支部、北央医療生協、国民救援会、まちだ・
さがみ総合法律事務所、相模原市平和委員会、相模原市９条の会
などが参加した。

職業相談・紹介について、52名を紹介し27名が就職することがで
きた。また、51件の生活安定相談を受けた。
建築技術（木造建築技能）の継承と後継者の育成のため、職業訓
練を実施した。木造住宅の技術など必要な能力を開発し、職業の
安定、労働者の地位向上を図り、経済及び社会発展の基礎造りに
役立てることができた。
勤労者等の生活の安定に資する事業、健康の維持増進に資する事
業、自己啓発に資する事業、財産形成に資する事業、余暇活動に
資する事業、生涯生活の安定に資する事業、その他センターの目
的を達成するための事業を総合的に実施することにより、市内在
住・在勤の勤労者及び市民の福利厚生の向上に貢献するなどの事
業効果を上げた。
○中小企業退職金共済掛金補助
件数：78件
補助金額：4,830,600円

県内の駐留軍関係従業員・離職者に対し、職業相談・紹介や生活
安定相談を実施する等、離職対策事業を行い、福祉の向上、生活
の安定を図ることができた。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中小企業主に対して、退職金共済制度への加入を促進し、従業員
の福祉の向上が図られたため。
中小企業主に対して、退職金共済制度への加入を促進し、従業員
の福祉の向上が図られたため。

1562

全国労働災害防止大会補助金

全国労働災害防 相模原労働災害防止
止大会
団体連絡協議会

1563

相模原地域労働者福祉協議会補
助金

相模原地域労働
相模原地域労働者福
者福祉協議会の
祉協議会
運営

1564

相模原市観光協会HP多言語化事
業補助金

2020東京五輪・ 一般社団法人相模原
相模原プロジェク 市観光協会
ト推進事業

750

本市の観光情報を発信する、相模原市観光協会ホームページ「いい〜
本市の観光情報を多言語で発信することで、外国人観光客の来訪の
さがみはら」の多言語化を実施。
きっかけづくりに寄与した。
対応言語： 英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語

前年度に比べアクセス数が26,831件増加したことなどから、外国人の訪 環境経済局経済部
問者数も一定程度増加したものと考えている。
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

外国人観光客を本市に誘客することは、市内での観光消費額を増加さ
せることに繋がり、域内経済波及効果を高めることから、公益性、社会
貢献度が高い。

1565

銀河連邦サガミハラ共和国補助金

銀河連邦経済交 銀河連邦サガミハラ共
流事業
和国

500

銀河連邦サガミハラ共和国経済協議会に依頼し、次の事業を実施し
た。
・市内で開催されたイベントや銀河連邦各共和国で開催されたイベント
での物産展の実施
・市内商店会等を対象とした各共和国の特産品の斡旋販売

銀河連邦サガミハラ共和国経済協議会に依頼して行ったイベント時の
物産展等の成果として、民間主導による経済交流が促進され、市民の
銀河連邦に対する認知も徐々に向上してきていると思われる。

銀河連邦経済交流の取組を通じ、市内商店会等を対象とした各共和国
の特産品の斡旋販売により各共和国間での民間交流が拡大してきてい 環境経済局経済部
る。今後、このような都市間経済交流を商店街の活性化にもつなげてい 商業観光課
く必要がある。

042‑769‑9255

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、各銀河連邦共和国と連帯して経済交流事業を促進させるこ
とで、各共和国間の経済交流、民間交流の強化を図るとともに、市民の
銀河連邦に対する認識の向上にも寄与するものであり、社会貢献性が
高い。

1566

相模原市商店街環境整備事業補
助金

まちなみ整備事
東林間商店街（振）
業

1,123

壁面後退部分のカラー舗装整備をした。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュニティの核としての役割 安全で安心な身近な買い物場所及び地域コミュニティの核としての役割 環境経済局経済部
を担っている。
が向上した。
商業観光課

042‑769‑9255

充分な実績が確
認される

1567

相模原市公衆浴場設備整備費補
助金

1,195

洗濯乾燥機、流し場内塗装、屋上屋根の工事を行った。

事業を実施することで、公衆衛生の向上に貢献する施設として、安全に
事業を実施したことにより、安全に浴場営業を行うことができた。
営業を継続することが可能となった。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑9255

充分な実績が確
認される

観光親善大使の認知度が上がってきたためか、例年の派遣イベン
相模原市観光親善大使を派遣することで、相模原市の観光PRを トに加えて新規の出演依頼も何件かあり、多くのイベントに観光
行った。また、TwitterやFacebookを活用し、積極的に情報発信を 親善大使を派遣することができた。
することで、本市のシティセールスに寄与することができた。
また、片山右京氏には市体育協会主催のスポーツイベントにご出
演いただき、市内外に広くＰＲすることができた。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該運営委員会は、名誉観光親善大使及び観光親善大使の選出及
び委嘱を実施し、マスメディアやイベント等において本市の観光
PR活動を実施するなど、本市の観光振興に大きく寄与する事業を
実施したため。

近年、地球温暖化等の環境変化により、天然アユの遡上が減少
し、相模川に生息するアユの数が減少している状況の中、稚アユ
の放流活動や釣り人の誘客、一般市民が魚と親しむ環境の整備な
ど、相模川を代表する観光資源であるアユを活用した観光振興に
取り組んだ。

従来より継続的に実施している稚アユの放流や漁場の管理などに
加え、神奈川県等との連携により、更なるアユの増養殖策の研
究・検討にも協力しており、公共的かつ広域的な環境保護に貢献
するとともに、相模川流域における観光振興に寄与するものと考
える。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模川のアユなど、魚族を取り巻く環境が変化する中、相模川第
一漁業協同組合は、市内漁業協同組合において中心的かつ継続的
に稚アユの放流等の諸活動を行っており、本市の中心的な観光資
源である相模川の活性化に寄与するものである。

本事業は、相模原市を代表する観光行事の一つで、６０年を越
える伝統があり、夏の風物詩として市内外の人々から親しまれ定
着している。橋本七夕まつり実行委員会が中心となり開催される
この祭りには、毎年多くの方が訪れ、まつり会場となる橋本七夕
通り周辺はたいへんな賑わいを見せ、地域の活性化に繋がってい
る。

今回は、好天に恵まれ親子連れなど数多くの来場者が訪れ、盛
大な夏まつりとなった。恒例行事である「竹飾りコンクール」や
「願い事竹飾りコーナー」、「スタンプラリー」のほか各ステー
ジのパフォーマンスなども好評で、幅広い世代が楽しめる行事と
なり、事業の目的を十分達成できたと考えている。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

華やかに飾られた大小さまざまな竹飾りや、パレード、ステージ
でのパフォーマンス等を３９万人もの来場者が楽しみ、活況を呈
したことは、地域の活性化とシティセールスの推進に大いに寄与
するものであった。

1568

相模原市観光親善大使事業運営
委員会補助金

公衆浴場設備整 旭湯 ほか
備事業
合計3団体

観光親善大使事 相模原市観光親善大
業
使事業運営委員会

勤労者・市民の福祉活動を推進し、勤労者と市民の経済的、文
化的向上を目指して、諸活動に取り組んだ。
①健康増進と文化スポーツ活動等やボランティアなど諸行事の開
1,332 催、クリーンキャンペーン、教養講演会など
②勤労者福祉の啓発、教育宣伝、調査研究活動

1 名誉観光親善大使の実績
相模原市に所縁のある著名人として前年度に引き続き、元Ｆ1
レーサーの片山右京氏、女子サッカー選手の岩清水梓氏を選出
し、その任務を委嘱した。
◆委嘱期間平成28年4月1日から平成29年3月31日
257 2 観光親善大使の実績
相模原市の魅力を市内外に積極的にＰＲするためのメッセン
ジャーとして「第10代観光親善大使」を選出し、その任務を委嘱
した。
◆委嘱期間 平成28年4月1日から平成29年3月31日
◆派遣数（市民桜まつりほか）33件（述べ56名）

①調査・研修・学習活動の実施による、総合的な福祉の推進の啓
発効果
②労働相談等実施による、地域の中小零細企業・未組織企業で働
く労働者の福祉の充実効果

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本事業は、快適な歩行者空間の確保に貢献するものであり、公益性、
社会貢献度が高い。
本事業により、公衆浴場の設備整備を行うことは、市民の利便性を高め
るとともに公衆衛生の向上に寄与するものであり、公益性、社会貢献度
が高い。

次の事業を実施し、相模川を代表する観光資源であるアユの活
用した観光振興に向けた取組みを推進した。

1569

1570

相模川第一漁業協同
組合

相模原市魚族放流事業補助金

観光宣伝事業

観光事業補助金

第65回橋本七 橋本七夕まつり実行
夕まつり
委員会

1 快適な遊漁環境の維持と釣り場の改良。
2 管理池釣り場の環境整備と改善。
3 鮎漁期延期に向けた調査の継続と早期実現への取組み。
4 遊漁券取扱店との連携強化による販売拡大と新規取扱店の開
拓。
5 釣具メーカー主催釣り大会の協賛や放流体験などによる遊漁者
1,000
の拡大対策。
6 役員による漁場パトロールの実施。
7 経営収支に左右されない安定した鮎稚魚の放流に向けた財源確
保の仕組み検討。
8 連合会において改正された漁業規則の組合員をはじめ遊漁者へ
の遵守指導。
9 遊漁券の改定・見直し等の連合会への提言と要望。
10 各種組織・団体と連携した後継者対策。

6,517
（うち、交
通対策補助
277）

1 名称
2 主催
3 日時
時
4
5
6

場所
人出
内容

第65回橋本七夕まつり
橋本七夕まつり実行委員会
平成28年8月5日（金）〜8月7日（日）

午後2時〜午後9

＊7日（日）は午後2時〜午後8時30分
橋本七夕通りほか
340,000人
大小さまざまな竹飾り等の掲出（約250本）
パレードやステージでのパフォーマンス

ほか

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1571

補助金等の名称

観光事業補助金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

平成28年相模 相模の大凧まつり実
の大凧まつり
行委員会

補助金額
（千円）

3,684
（うち、交
通対策補助
63）

事業実績
1
2
3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

平成28年相模の大凧まつり
相模の大凧まつり実行委員会
平成28年5月4日・5日
相模川新磯地区河川敷
160,000人
相模川河川敷の4会場で大凧揚げを実施したもの。
今年の題字は「福風」。
新戸地区の8間凧が32分以上滞空するなど記録が出まし

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

本事業は相模原市の六大観光行事に位置づけられるように、相模
原市を代表するイベントの一つ。日本一と言われる大凧は、広く
市内外の観光客に親しまれており、伝統文化の継承と相模原市の
シティセールスの推進に大いに貢献することができた。

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

今年度の来場者は、二日間で約17万人で、昨年と同等数であっ
た。
環境経済局経済部
最も大きな新戸地区の8間凧が約2分、上磯部地区の6間凧が80分以
商業観光課
上滞空するなど、多くの方に日本一の大凧を堪能していただけた
ものと評価する。

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

来場者へ憩いの場を提供することができていることや、相模川を
会場とすることで、本市の自然環境に親しむ契機づくりとなって
いるため。

た。
1 名称
平成28年上溝夏祭り
2 主催 上溝夏祭り実行委員会
3 日時 平成28年7月23日(土)午後6時〜午後9時、7月24日(日)午
本事業の実施により、多くの市民に憩いの時間を提供するととも
後2時30分〜午後9時30分
に、地域の活性化を図り、相模原市の観光振興に寄与することが
4 場所 上溝商店街通り 他
できた。
5 人出 400,000人
6 内容 御輿・山車の披露(神輿20基の渡御、山車8基の運行）、
郷土芸能の披露、鼓笛隊等の行進 等

両日とも天候に恵まれ、市内外から４３万人もの来場者で会場は
大いに賑わい、その活気は県北一の祭りにふさわしい盛り上がり
となった。
祭り全般を通じて、運営上の大きな問題は発生せず、事業の目的
を十分に達成できたと考える。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

郷土に古くから保存、継承されている御輿・山車を公開し、さら
に各地域に伝承されている「まつりばやし」等の郷土芸能を披露
するなど地域振興と本市の観光ＰＲに寄与し、43万人という多く
人出で賑わった。

1572

観光事業補助金

平成28年上溝 上溝夏祭り実行委員
夏祭り
会

3,389
（うち、交
通対策補助
260）

1573

観光事業補助金

第29回泳げ鯉 泳げ鯉のぼり相模川
のぼり相模川
実行委員会

3,156
（うち、交
通対策補助
400）

1
2
3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

第29回泳げ鯉のぼり相模川
泳げ鯉のぼり相模川実行委員会
平成28年4月29日〜5月5日
水郷田名 相模川高田橋上流
550,000人
1,200匹の鯉のぼり群泳ほか

本事業の実施により、相模川の自然、子供たちの成長、人と人と
のコミュニケーション、さらには相模川を共有する全ての人々に
よる新たな文化の創造に寄与することができた。

運営上の大きな問題等も発生せず、事業の目的を充分に達成でき
たと考える。また、期間中晴天に恵まれ、昨年より多くの来場者
に楽しんでいただけた。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

来場者へ憩いの場を提供することができていることや、相模川を
会場とすることで、本市の自然環境に親しむ契機づくりとなって
いるため。

1574

観光事業補助金

第45回相模原 相模原納涼花火大会
納涼花火大会
実行委員会

8,245
（うち、交
通対策補助
760）

1
2
3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

第45回相模原納涼花火大会
相模原納涼花火大会実行委員会
平成28年8月27日
相模原市中央区水郷田名 相模川高田橋上流
170,000人
花火打上

本事業の実施により、多くの市民に憩いの時間を提供するととも
に、地域の活性化を図り、相模原市の観光振興に寄与することが
できた。

大会当日、打上げ花火には絶好の天候に恵まれた。また、圏央
道の市内区間の前線開通、市内２箇所のインターチェンジ開設に
より市内外から多くの人出があり、盛況うちに実施された。一
方、運営側としては、多くの来場者及び車両による混乱も懸念さ
れていたが、運営上の大きな問題等も発生せず事業を実施でき
た。これらのことから事業の目的は十分に達成できたと考える。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

観客席により近い河川敷で打ち上げられる壮大なスケールのス
ターマインや空中ナイアガラなどにより、大盛況のうちに花火大
会を終了することができ、地域の発展にも大きく寄与する事業で
あった。また、来場者の多い事業であり警察とも協議している
が、安全対策、交通渋滞に係わる自主警備対策について、警察か
らも警備員配置の増員の要望があり、来年度からは、自主警備体
制の見直し、警備員増員を行なっていく必要がある。

1575

観光事業補助金

さがみ湖湖上祭
第67回さがみ湖湖
花火大会
上祭花火大会

1
2
3
4
5
6

名称
主催
日時
場所
人出
内容

第67回さがみ湖湖上祭花火大会
さがみ湖湖上祭花火大会実行委員会
平成28年8月1日
相模湖湖湖上（県立相模湖公園）
65,000人
花火打上

歴史ある花火大会なので、市内外に広く周知されている。相模原
市をＰＲするとともに、観光、地域振興に寄与することができ
た。

開会式前に雨がやみ、行程表とおり開催することができた。ＪＲ
の協力により臨時便が運行され多くの来場者を得ることができ
た。例年と同様に大きな事故もなく無事に開催することができ
た。次回に向けても来場者の安全を図れるよう関係各機関等との
打合わせを十分していきたい。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

伝統のある花火大会は、多くの来場者があり地域の観光、活性化
に寄与されたものと思われる。

観光行事や市内外の各種イベント・キャンペーンにおいて本市観
法人化３年目にあたり、協会運営の安定化に向けた取り組みを
光のPRを行うほか、PRポスターの作成、観光インフォメーション
コーナーの運営、ホームページの運営を通じて積極的に情報発信 進めることができた。
を行い、本市の観光振興に貢献した。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各イベントでの観光PR、ホームページでの積極的な情報発信の
ほか、鮎友釣り大会の開催、アクアリウムさがみはらイルミネー
ションの実施といった地域の観光資源を生かした事業を行うな
ど、本市観光振興に貢献しているため。

売上げ金額約7,300万円、来店者数累計約10万人という昨年の実績
環境経済局経済部
を上回る結果となり、大いにシティセールスに貢献することがで
商業観光課
きたと考える。

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

売上げ、来店者数とも年度当初の目標を大きく上回っており、充
分な成果が確認できる。今後は、各商品の販売実績の分析をすす
める等、効果的な販売方法を検討してもらいたい。

城山地区の観光振興、地域活性化事業の運営等について、中心
的な役割を果たすことができた。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域資源を生かした里山体験学習の実施等、本市観光振興計画
のエリア別計画（津久井湖城山エリア）に沿った事業展開を実施
しており、本市観光振興に貢献しているため。

津久井の豊かな水と緑、歴史ある地域の特性を踏まえた観光事業
にとり組み、関係諸団体と連携し地域の活性化に寄与した。

津久井地域の魅力を積極的に発信することにより、津久井のイ
メージアップを図ることができた。津久井地域の玄関口にある津
久井観光センターは市観光のリーダー的な役割を期待されてお
り、それに応えるよう観光案内の充実、接客マナーの向上に取り
組み農産物・特産品の販売促進に努めた。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の観光資源を活かした観光ＰＲに積極的に取り組み地
域の活性化に大いに貢献した。

各イベントにおいて多くの参加者があり、地域の活性化と相模原
市の観光振興に寄与することができた。

行政や関係団体との連携を図り、地域振興、観光振興に務め、観
光案内所を拠点として、地域の観光ＰＲや特産品の紹介を積極的
行った。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自然環境とダム湖、歴史的資源など地域資源を活用した様々な事
業を通じて、地域振興、観光振興に寄与しており、本市観光振興
計画の推進に大いに貢献するものである。

3,927

1

1576

一般社団法人相模原市観光協会
補助金（観光協会管理運営費補
助金）

一般社団法人相 一般社団法人相模原
模原市観光協会 市観光協会
事業

広報宣伝事業
市内外の催事等で観光・物産ＰＲ事業を実施したほか、相模
原市観光協会公式ホームページの管理運営などを行った。
2 観光振興事業
相模川鮎友釣り大会、アクアリウムさがみはらイルミネー
ション、さがみはら菓子まつり、観光写真コンテストなどの事業
39,080 を実施した。
3 受託事業
上大島キャンプ場・望地弁天キャンプ場の管理運営を市から
受託した。相模原フィルム・コミッション事業を市より受託し実
施した。
4 その他
相模原市観光親善大使事業運営委員会の事務局を担った。

1577

一般社団法人相模原市観光協会
補助金（アンテナショップ運営
事業補助金）

一般社団法人相 一般社団法人相模原
模原市観光協会 市観光協会
事業

27,203

1

アンテナショップ運営事業
本市の特産品等の販売を行うとともに、観光情報のＰＲを行う
アンテナショップ「ｓａｇａｍｉｘ」の運営を行った。

1

1578

相模原市城山観光協会補助金

城山観光協会事
城山観光協会
業

1579

津久井観光協会補助金

津久井観光協会
津久井観光協会
事業

1580

相模湖観光協会補助金

相模湖観光協会
相模湖観光協会
事業

地区イベント等支援事業
・観光振興・地域活性化イベントへの支援
・津久井湖さくらまつり（水の苑地）、小倉橋灯ろう流しの
事業運営
2 関係団体等運営支援事業
・城山観光協会として参画する観光振興団体等に対する支援
の実施
・城山湖里地里山観光振興協議会の事務局運営
600
3 入込観光客数調査
・県観光振興対策協議会からの依頼による
4 観光情報宣伝事業
・ホームページ運営
・観光宣伝カレンダー作成（しろやまの四季）
・観光案内、観光情報の発信
（ルピナス祭りほか各イベント時にパンフレットの配布等
を行った）
1 関係機関との連携事業
・津久井商工会との連携による津久井観音霊場ツアーの実施
2 津久井湖観光センターの運営事業
・旬の野菜や地元特産品の販売
3 情報発信事業
1,600 ・ホームページ運営
・観光マイスターによるＰＲ
・他地域のイベントでの津久井地域観光ＰＲ
・津久井百景フォトコンテストの開催
4 イベント事業
・津久井湖さくらまつり、観光センターまつりなどの企画運営
1 地区イベント支援
・小原宿本陣祭をはじめとする地区イベントへの支援
（相模湖ダム祭、つくいリング、やまなみイルミネーション
など）
2 観光イベントの実施
270
・さがみ湖湖上祭花火大会、相模湖やまなみ祭など
3 観光情報発信事業
・ホームページ運営
・夏の祭典合同ポスター作成
・観光案内所運営

アンテナショップの運営を通じて、地元特産品に対する認知度を
高めてもらうほか、市内イベントの告知チラシや観光ガイドマッ
プの配架等による観光PRを実施した。
また、今年度はボーノ相模大野のショッピングフロアの改修に
ともなう店舗のリニューアルに取組み、利用者の利便向上を図っ
た。

城山地区の観光振興のための総合的な調査研究、小倉橋灯ろう
流しをはじめとする各イベントの開催のほか、城山湖周辺エリア
地域別計画に伴う実践活動等を行うことで、本市の観光振興に寄
与することができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

協議会
地域における観光振興事業を円滑に実施するため、４回協議
会を開催した。
・ 視察研修会
活動の一助となるよう、近隣の先進事例等の視察を行った。
・ 秋の相模川ガイドツアー
十兵衛山から望む圏央道相模原ＩＣ、横浜水道跡など地域の
1,000 名所を巡るハイキングツアーを予定していたが荒天によりやむな
く中止した。
・ 葉山島お米作り体験
５月から１０月にわたる全５回のプログラムで実施。市内外
より32組112名の参加があった。
・ 散策・ハイキング・ガイドマップの配布
地域の観光資源をテーマとした事業を総合的に紹介するマップ
等を配布し、情報発信の一助とした。

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本市観光振興計画に定める相模川エリア別計画を踏まえ策定した
地域別計画を実現すべく、観光に係る各種体験事業や課題解決に
向けた協議等を実施したことは、観光振興の所管課として評価で
きるものである。

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

営農指導員は、農業経営の合理化を図り、その経済的効率を高める
ために設置する専門的技術指導員である。農家にとって非常に重要か
つ必要な指導員であることから、事業の実施は有効である。
営農指導員は防疫経営改善等多岐に渡る指導を行っており、畜産農
家振興において重要な役割を担っていることから、市としても設置につ
いて支援をしていく必要がある。
担い手不足農家等に対するオペレーター事業及び荒廃農地整備作
業を実施することにより、農地として有効に活用されるようになっている
ことから，荒廃地対策、担い手不足対策として有効であると評価する。
担い手不足農家等に対するオペレーター事業及び荒廃農地整備作業
を実施することにより、農地として有効に活用されるようになっていること
から、荒廃地対策、担い手不足対策として有効であると評価する。

左のように評価した理由

・

1581

地域別観光振興計画推進事業補
助金

大島・向原・小
大島・向原・小倉・
倉・葉山島地域
葉山島地域観光振興
観光振興計画推
計画推進協議会
進事業

1582

営農指導員設置事業補助金

営農指導員設置 相模原市農業協同組
事業
合

1583

営農指導員設置事業補助金

営農指導員設置 津久井郡農業協同組
事業
合

1名体制で市内畜産農家に対し乳質改善指導、家畜防疫業務を実施
918
した。

1584

農作業受託事業補助金

農作業受託事業 相模原市みどり組合連
補助金
絡協議会

500

1585

農作業受託事業補助金

農作業受託事業 津久井郡農業協同組
補助金
合

4月〜3月
540
128人

1586

実験圃場整備事業補助金

実験圃場整備事 相模原市農業協同組
業
合

生産費用の軽減及び種芋の系統選抜のため、大和芋種芋の新たな生
産技術を導入し実施し、それにより系統選抜と生産費用削減図った。
200 栽培技術及び労働力省力化等のため、新たな台木品種のトマト接木苗
の導入をパイロット的に実施し、それによる品質及び秀品率の向上を
図った

1587

農業経営改善支援センター事業補 農業経営改善支 相模原市農業協同組
助金
援センター事業 合

1588

農地流動化助成金

1589

1590

大島・向原・小倉・葉山島地域観光振興計画の推進に向け、自治
会、観光協会、商工会、用水組合など、広く関係者が集い、地域
資源を紹介するガイドツアーの企画・実施、お米作り体験事業、
ガイドマップの作成・配付等を行うことにより、地域の観光振興
を図った。

ガイドツアーの企画やガイドブックの作成など、地域の自然や歴
史・文化を発掘し、結び付けた事業を実施することにより、新た
な観光資源の創出や着地型観光の推進に向けた環境づくりを図る
ことができ、大きな成果となった。

環境経済局経済部
商業観光課

042‑769‑8236

充分な実績が確
認される

農家への営農指導により農作物増収と機械化による合理化が図られ 環境経済局経済部
た。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

営農指導により、畜産農家の乳質改善、家畜防疫等が図られた。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

遊休農地の解消、農地の保全に貢献した

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

遊休農地の解消、農地の保全に貢献した。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

今回の実験により、大和芋種芋の生産技術を確立し系統選抜、普及を
環境経済局経済部
行うことができる。
また、新たな台木品種を導入することにより低農薬栽培や周年栽培が 農政課
可能となり労働力の省力化につながった。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新たな生産技術や品種の導入を行うことで、農産物の安定配給や、農
業者の労働力省略化を図ることができているため。

189

認定農業者等に対し農業の経営改善に関する相談や、農業経営改善 農業の中核を担う認定農業者等に対する日常的な相談支援活動を行 認定志向農業者への推進活動や経営改善等に関する相談をすること 環境経済局経済部
計画書の作成支援、認定農業者連絡会の活動支援等を行った。
い、認定農業者等の経営改善につながった。
で、農業経営安定の効果が得られた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

認定農業者が経営改善等に関する相談を受けることで、農業経営の
改善や安定化が図られた。

認定農業者育成 相模原市認定農業者
事業
連絡会

516

対象者人数 ：20名
対象農地面積：86，050㎡
助成額合計 ：516,300円

利用権設定の更新を行い、農地を集積していくことで、認定農業者の農 認定農業者の経営改善と農地の有効利用が図られた。今後も引き続き 環境経済局経済部
業経営において、作業の効率化や農地の有効利用が図られた。
事業を実施していきたい。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農地の利用集積が認定農業者の経営改善につながっていることに加
え、農地の有効利用を促進していることから実績・成果ともに充分である
と判断した。

農業経営基盤強化資金利子補給
金

農業経営基盤強
神奈川県信用農業協
化資金利子助成
同組合連合会
事業

1

農業経営基盤強化資金の借り入れ者に対し、利子の一部を助成した。
418,425(助成対象額）×0.21%（市利子助成率）=878円
127,716(助成対象額）×0.21%（市利子助成率）=268円
利子助成額計 1,146円

農業経営基盤強化資金の利子を５年間無利子化することにより、経営
基盤が脆弱な農業者の負担軽減を図ることで、農業振興に資すること
ができた。

毎年の金利負担を軽減し、助成対象者の経営の安定に寄与することが 環境経済局経済部
できたことから、事業成果を十分に達成している。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

国の要綱により制度化された助成制度であり、農業者は借入時より利
子助成金の給付を前提に事業計画を立てていることから、予定どおり給
付が行われたことで、事業の目的を達成していると考えられる。

認定農業者育成事業補助金

認定農業者育成 相模原市認定農業者
事業
連絡会

認定農業者を対象に施設・機械等の資本装備費用を助成
14,533 ・田植え機、トラクター、管理機等の農業用機械 22件（補助率1/3）
・ビニールハウス、野菜販売小屋等の農業用施設 2件（補助率4/10）

景気後退による経営環境悪化の中、資本整備にかかる負担を軽減す 環境経済局経済部
ることができ、農業経営安定の効果が得られた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農業経営において、資本整備に係る経費は、負担が大きく、経営の
安定に大きく影響する可能性がある。
そのような中、資本整備に係る負担を軽減することで、認定農業者の
経営安定化を支援し、さらなる経営改善につなげるためにも、この事業
は大変効果的である。

土壌消毒による品質向上と、「さがみはらのめぐみ」を取り入れた出荷
3,600 及び直売資材等の導入により市民へ安全で新鮮な野菜の供給を図っ
た。

・土壌病害虫防除薬剤の導入により、市の特産品である大和芋を中心
とした根菜類が土壌線虫等の被害にあうことなく生産できた。
・野菜出荷資材の導入により流通が円滑に進み、また「さがみはらのめ
ぐみ」の表示により市民に対し相模原産農産物のＰＲをすることができ 「さがみはらのめぐみ」のマークを出荷資材及び直売資材に取り入れた
環境経済局経済部
た。
ことにより、市民に対して今まで以上に「相模原産」をＰＲすることができ
農政課
・出荷資材及び直売資材の導入により、出荷の効率化と販売の促進を た。
図ることができた。
・農業用廃ビニール・廃農薬処理の事業により、出荷の効率化と販売の
促進を図ることができた。

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

共通の出荷・直売資材を導入したり、土壌病害中防除の取組を協同で
実施することにより、市民に対して安全安心な野菜の提供を行うととも
に、生産振興及び地産地消による消費拡大を図ることができた。

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

共通の農業資材を導入することにより、安全・安心な市内産農作物の流
通を促進することができた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助事業者が農業経営をしていく上で必要な出荷箱などの資材や防除
用薬剤の購入資金を補助することで、統一的な資材の活用による市内
産農産物のPRを図るとともに、市内産果実の供給促進につながってい
る。

1,800

3名体制で市内農家に対し農作物栽培相談や家畜防疫業務を実施し
た。

4月〜3月
人

作業面積1039ａ 作業日数延べ49日 作業人員延べ49
作業面積1977.5ａ 作業日数延べ128日 作業人員延べ

農作物の栽培相談と家畜防疫に努め、効果が得られた。
乳質改善指導、家畜防疫業務等に努め、効果が得られた。
農地の有効利用と担い手不足農家に対して、オペレーター事業と荒廃
農地整備作業をすることにより、農地として活用されるようになった。
農地の有効利用と担い手不足農家に対して、農作業受託事業を実施
することにより、農地として活用されるようになった。
１．生産者の費用削減が見込まれる。
２．安定的な農作物生産が見込まれる。
３．減農薬栽培が可能となり、一層の食の安全・安心が担保される。
４．連作障害が回避でき施設の周年栽培が可能となる。

認定農業者の経営改善につながった。

1591

野菜振興対策事業補助金

野菜振興対策事 相模原市園芸連絡協
業
議会

1592

野菜振興対策事業補助金

野菜振興対策事 津久井郡農産物直売
業
事業連絡協議会

227

共通の農業資材等の購入により、市民に対し地場野菜のＰＲを図るとと
市民へ新鮮で安全・安心な野菜の供給ができた。
もに市民へ新鮮で安全な野菜の安定供給を図った。

安全・安心な野菜栽培のために、今後もこの事業を継続していく。

1593

相模原市果樹振興対策事業補助
金

果樹直売推進事
業
相模原市果実組合
果樹園病害虫防
除対策事業

933

・出荷箱や出荷用袋などの出荷用資材及び農薬等への補助により、生
防除用薬剤、資材等の導入により市内果実生産の振興を図り、市民へ 産の効率化が図られ、市民への果実直売を推進することができた。
の高品質かつ新鮮な果実提供に資した。
・「さがみはらのめぐみ」マーク入りの出荷箱を使用し販売することによっ
て、市内産果実のPRをすることができた。

・出荷用資材への補助により、市民へ安定的に市内産果実を供給する
ことができた。
環境経済局経済部農政課
・農薬等の導入により、病害虫による果実への被害を軽減することがで
き、生産の効率化を図った。

1594

花卉植木振興対策事業補助金

花卉植木振興対 相模原市花卉植木連
策事業
絡協議会

277 市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定を図った。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

1595

花卉植木振興対策事業補助金

花卉植木振興対 津久井郡農協花木運
策事業
営委員会

都市化の中で花卉植木を安定的に市民に供給するとともに、都市農業 市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定化を図ることが出 市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定化を図ることが出 環境経済局経済部
129
の振興を図った。
来た。
来た。
農政課

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

1596

耕作放棄地対策協議会事業費補
助金

耕作放棄地対策 相模原市耕作放棄地
協議会事業
対策協議会

地域農業の担い手の育成・確保を図るため、青年新規就農者へ機械
61 リース支援を行い、経営安定のための支援をした。
１ 農業者への農業用機械の借り上げの支援 １件

耕作放棄地の解消のための再生事業を実践することによって、青年就
本事業を実施したことにより、再生作業により拡大した、就農者の経営
農者をはじめとした農業者の営農意欲向上への動機付けが図られた。
環境経済局経済部
安定支援に寄与することができ、地域特産農産物の生産拡大に繋がっ
（本年度の事業は、再生作業実施後に、農地を借り受けた農業者への
農政課
た。
機械リース支援を対象としている。）

042‑769‑9232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

耕作放棄地の解消対策は、農業者の規模拡大に寄与するものであり、
規模拡大に伴い経営安定を支援することは必要不可欠な事業である。
今後においても積極的に継続すべき事業である。

1597

景観草花栽培事業補助金

景観草花栽培事 相模原市農業協同組
業
合

63

優良な農地の保全、町並みと調和の取れた農地の整備をはかるため地
域ぐるみで耕作放棄地等に対する、花卉及び良好な農地景観の推進活
動を行った。
事業規模 ５箇所 １０，５００㎡

・優良な農地の保全を図り、地域ぐるみで耕作放棄地等に花卉等を植
栽したことにより、農地景観の推進活動を行った。
・緑肥による花卉等を植栽したことにより、環境保全型農業を実践でき 公共施設近辺や遊歩道及び一般道に沿って植栽され、市民も楽しむこ 環境経済局経済部
た。
とができ、しかも農地保全にも有効だった。
農政課
・栽培期間中に近隣住民を交えた交流会等を開催し、市民に農地の保
全を理解してもらった。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

耕作放棄地等に花卉等を植栽したことにより、農地の保全を図ることが
できているため。

1598

あぐりレディース事業費補助金

相模原市あぐりレ 相模原市あぐりレディー
ディース事業
ス

100

市内産農産物を使用した、料理講習会や農業まつりへの出展等によ
り、地場産農産物のPRをするとともに、地産地消を推進した。

・活動を通じて、地産地消の推進に貢献した。
市内産農産物を使用した、料理講習会や農業まつりへの出展等によ
・市の諸事業に協力し、地場農産物をPRできた。
環境経済局経済部
り、地場産農産物のＰＲをするとともに、地産地消を推進することができ
農政課
・他市の農産物直売所への視察により、加工品製造の工夫や販売方法
た。
など、効率的な加工品の製造技術を習得できた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地場農産物の生産から加工、販売と広く活動を行い、地場農産物普及
やＰＲに努めている。。
農業まつりなどでは消費者との交流を通じて、地産地消の推進に貢献し
ている。

1599

有害鳥獣駆除対策事業補助金

有害鳥獣駆除対 相模原市みどり組合連
策事業
絡協議会

農作物を鳥獣から守るため、銃器による駆除を実施し作物の安定生産
銃器により有害鳥獣の駆除を実施し、農作物の安定生産を図ることが
600 を図った。
できた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

有害鳥獣による農作物被害が急増している中、本事業を実施すること
により農作物被害が減少し、農作物の安定生産に寄与した。

援農システム整
備事業

平成28年度農業研修講座ビギナーコース受講者9名、サポートコース
農業研修講座を通じて多様な農業の担い手の育成・拡充を実現する
平成28年度農業研修講座ビギナーコース受講者9名、サポートコース
受講者27名が修了した。また、農家援農件数は、199件 延べ人数2,595
683
受講者27名が講座を修了し、援農者としての知識・技術を習得した。
とともに、農家の人手不足の解消につながった。
人であった。

農家の高齢化等による労働力不足に「援農」は効果的であり、必要な
人材を育成することは農業振興に十分寄与するものであるため。

1600

援農システム整備事業補助金

相模原市農業協同組
合

1601

相模原市青年就農給付金

相模原市青年就
農給付金給付事 市内新規就農者
業

1602

農業経営法人化等支援補助金

相模原市農業経
営法人化等支援 農事組合法人つ組
事業

環境経済局経済部
農政課

市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定化を図ることが出 市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定化を図ることが出 環境経済局経済部
来た。
来た。
農政課

有害鳥獣の駆除を実施したことにより、鳥獣被害が減少し農作物の安
定生産が図られた。

市内で新規に就農した農業者11組14人に対して、経営が不安定な就農
相模原市青年就農給付金を活用し、11組14名の地域農業の担い手を
直後の所得支援を図るため、「青年就農給付金」を給付した。
市内に定着しながら営農継続する新規農業者（継続支給分：11組14名）
確保することができた。今後、継続的な営農により経営規模の拡大やさ
17,625
H25年度からの継続 4組5名、H26年度からの継続 4組5名
の所得支援を行い、また、地域農業の担い手を確保できた。
らなる農地の有効活用が期待できる。
H27年度からの新規 3組4名
法人の設立に伴い、農業生産についての共同作業により生産性を向上
農事組合法人として、複数の経営体で法人を設立し、農業生産につい 法人の活動として、新規就農者など地域の農業者も含めて栽培技術や
させ、共同で農作物の運搬又は貯蔵を行うことにより効率化を高めるな
400 ての共同作業や農作物の運搬又は貯蔵などを行い、農業経営の向上 土づくりなどのテーマで勉強会を開催し、各農業者の農業技術の向上に
ど、農業経営の安定及び向上につなげることができた。また、法人の活
を図った。
つなげる機会を設けるなど、地域の農業者との連携を図った。
動として、地域の農業者との連携を図ることができた。

環境経済局経済部
農政課

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

緑化木の生産に必要な農薬や農業用資材等の導入を行ったことによ
り、生産者の経営安定化を図ることができた。
緑化木の生産に必要な農薬や農業用資材等の導入を行ったことによ
り、生産者の経営安定化を図ることができた。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

新たな担い手として若い新規就農者を育成・確保することにより、農業
従事者の高齢化に伴う担い手不足を解消し、新規就農者への農地の
あっせんにより遊休農地等の有効活用を図ることができたため。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農業経営の法人化により、農業者の更なる経営力の向上を図ることが
でき、また、地域の農業者に対する支援も行うなど、この事業の成果とし
てあげられるため。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
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1603

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
新磯園芸部
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
18 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1604

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
ＪＡ麻溝園芸組合
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
25 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1605

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
上溝蔬菜組合
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
34 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1606

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
大沢地区園芸組合
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
63 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1607

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
旭野菜出荷組合
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
97 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1608

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
相模大野園芸組合
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
233 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1609

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨
励事業

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
2 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1610

野菜生産出荷奨励金

野菜生産出荷奨 相模原市農業協同組
励事業
合

市内の園芸組合のうち、卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を
27 受ける市内の卸売市場、もしくは市内の農業協同組合を通じて市場に
出荷した野菜の出荷額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の市内市場へ
の出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することができた。

野菜出荷農家の市場への出荷を促進することにより、新鮮な地場農産 環境経済局経済部
物を安定的に市民に対し供給することができた。
農政課

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の市場への出荷を促進する
とともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供することにより
「地産・地消」の推進が図られた。

1611

相模原市大型農産物直売所出荷
奨励金

大型農産物直売 相模原市農業協同組
所出荷奨励事業 合

1,415

農協の開設した直売所に農産物を出荷した市内在住農業者の年間売
上金額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の大型農産物
野菜出荷農家の大型直売所への出荷を促進することにより、新鮮な地
環境経済局経済部農政課
直売所への出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することがで
場農産物を安定的に市民に対し供給することができた。
きた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の大型直売所への出荷を
促進するとともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供するこ
とにより「地産・地消」の推進が図られた。

1612

相模原市大型農産物直売所出荷
奨励金

大型農産物直売 津久井郡農業協同組
所出荷奨励事業 合

557

農協の開設した直売所に農産物を出荷した市内在住農業者の年間売
上金額の1.8％を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとともに野菜の大型農産物
野菜出荷農家の大型直売所への出荷を促進することにより、新鮮な地
環境経済局経済部農政課
直売所への出荷を促進し、生産野菜の安定的供給を確保することがで
場農産物を安定的に市民に対し供給することができた。
きた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

出荷奨励金の交付により、市内野菜生産者の大型直売所への出荷を
促進するとともに、市民に新鮮で安全・安心な地場農産物が提供するこ
とにより「地産・地消」の推進が図られた。

1613

野菜生産出荷奨励事務取扱交付
金

野菜生産出荷奨
㈱相模中央青果地方
励事業事務取扱
卸売市場
事業

100

園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、あわせて出
荷団体の円滑な運営を指導した。

各農家から地場野菜を出荷してもらうことにより、生鮮野菜の安定供給 各団体及び生産者とのコミュニケーションを図り、地場野菜の消費拡大 環境経済局経済部
及び地産地消の推進をすることができた。。
の一助に貢献している。
農政課

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各卸売市場に出荷する園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務
を実施してもらうことにより、野菜生産出荷奨励金交付事務が円滑に行
われた。また、出荷団体において、その運営を指導してもらことにより、
円滑の運営による市内生産野菜の安定的供給も確保された。

1614

野菜生産出荷奨励事務取扱交付
金

野菜生産出荷奨
㈱相模原綜合青果市
励事業事務取扱
場
事業

100

園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、あわせて出
荷団体の円滑な運営を指導した。

各農家から地場野菜を出荷してもらうことにより、生鮮野菜の安定供給 各団体及び生産者とのコミュニケーションを図り、地場野菜の消費拡大 環境経済局経済部
及び地産地消の推進をすることができた。。
の一助に貢献している。
農政課

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各卸売市場に出荷する園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務
を実施してもらうことにより、野菜生産出荷奨励金交付事務が円滑に行
われた。また、出荷団体において、その運営を指導してもらことにより、
円滑の運営による市内生産野菜の安定的供給も確保された。

1615

野菜生産出荷奨励事務取扱交付
金

野菜生産出荷奨
励事業事務取扱 神奈川青果㈱
事業

100

園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、あわせて出
荷団体の円滑な運営を指導した。

各農家から地場野菜を出荷してもらうことにより、生鮮野菜の安定供給 各団体及び生産者とのコミュニケーションを図り、地場野菜の消費拡大 環境経済局経済部
及び地産地消の推進をすることができた。。
の一助に貢献している。
農政課

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

各卸売市場に出荷する園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務
を実施してもらうことにより、野菜生産出荷奨励金交付事務が円滑に行
われた。また、出荷団体において、その運営を指導してもらことにより、
円滑の運営による市内生産野菜の安定的供給も確保された。

1616

環境保全型農業関連資材導入支
援補助金

環境保全型農業 相模原市農業協同組
推進事業
合

自然環境に調和した農業体系確立のため、環境保全型農業資材を導 ・環境保全型農業関連資材等を導入することにより、低農薬・低化学肥
事業成果のとおり。今まで以上に「食の安全」が求められているので、今 環境経済局経済部
504 入し、環境に配慮した低農薬栽培を実施し、安全・安心な農産物の生産 料による栽培を実践し、市民へ「安全・安心・新鮮」な農産物を提供する
後も事業を継続していく。
農政課
を図った。
ことができた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

環境保全型農業関連資材導入への補助により、農家が低農薬・低化学
肥料での農業を行いやすくなり、市民への安全・安心な農産物の提供に
つながっている。

1617

環境保全型農業関連資材導入支
援補助金

環境保全型農業 津久井郡農業協同組
推進事業
合

自然環境に調和した農業体系確立のため、環境保全型農業資材を導 ・環境保全型農業関連資材等を導入することにより、農業者に環境に配
食の安全と環境へ配慮した農業経営が求められているため、今後もこ
15 入し、環境に配慮した低農薬栽培を実施し、安全・安心な農産物の生産 慮した農業経営への転換を促し、「安心・安全」な農産物を求める消費
の事業を継続していく。
を図った。
者ニーズに応えることができた。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

環境保全型農業関連資材を導入することにより、環境へ配慮した農業
経営への転換に寄与していた。

1618

環境保全型農業直接支払交付金

環境保全型農業
市内農業者団体
推進事業

52

環境保全に効果の高い営農活動を実施した。
対象面積 80ａ

化学肥料・化学合成農薬等の使用を低減し、地球温暖化防止や生物多
化学肥料・化学合成農薬等の使用を低減し、微力ではあるが環境の保 環境経済局経済部
様性保全に効果の高い営農活動に取り組み、環境保全に効果の高い
全に貢献した。
農政課
営農活動の普及推進を図った。

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農薬や化学肥料の使用を削減した農業を実施し、環境に配慮した農業
を行っていた。

1619

環境保全型農業直接支払交付金

環境保全型農業
市内農業者団体
推進事業

209

環境保全に効果の高い営農活動を実施した。
対象面積 305ａ

化学肥料・化学合成農薬等の使用を低減し、地球温暖化防止や生物多
化学肥料・化学合成農薬等の使用を低減し、微力ではあるが環境の保 環境経済局経済部
様性保全に効果の高い営農活動に取り組み、環境保全に効果の高い
全に貢献した。
農政課
営農活動の普及推進を図った。

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農薬や化学肥料の使用を削減した農業を実施し、環境に配慮した農業
を行っていた。

1620

農業体験学習事業補助金

相模原市農業体 相模原市農業体験学
験学習事業
習推進協議会

事業内容・・・「田植え」「草取り・生き物観察」「農業めぐり」「稲刈り」「餅
200 つき」「親子で料理体験」（３回）
参加人数（延べ人数）・・・４１６人

本年度は、全８回の事業を実施し、延べ４１６人に農業体験の場を提供
一連の農作業体験や農家との交流により、収穫の喜びや農業への理解 した。新たに料理体験も実施し、自分で作ったお米を自分で料理して食
環境経済局経済部
ができる貴重な体験となり、食育の推進や市内農業への理解に繋がる べるという貴重な体験をしてもらうことができた。また、作文集の作成や
農政課
事業を実施できた。
農業体験通信の発行など学習的な要素も取り入ることで、農業への理
解を深めてもらうことができた。

042‑769‑9233

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市内小学生を対象に、田植え〜稲刈りまでの一連の農作業体験に加
え、市内の農家めぐり、餅つき、料理体験まで様々な活動を実施するこ
とで、参加児童が収穫の喜びや農業の大切さを理解する貴重な事業と
なっており、本市の食育の推進に大きく貢献しているため。

1621

相模原市農業まつり補助金

第５２回相模原市 相模原市農業まつり実
農業まつり
行委員会

集中行事では、共進会を開催したり、生産者が会場で直接農畜産物を
販売したりすることで、市民と生産者がふれあうことができ、地場産の良
さを周知するとともに市民の皆さんに都市農業に対する理解を深めても
らえた。さらに地場農産物の消費拡大にも貢献できた。
また、共進会表彰式を行うことで、農業者の生産意欲の向上が図られ
た。

集中行事当日は、多くの来場者があり、新鮮で安全・安心な地場農産物
に対する市民の皆さんの関心の高さが伺えた。来場者の皆さんには、
環境経済局経済部
直接生産者と触れ合うことで、生産者の顔が見え、さらに安心して、地
農政課
場農産物購入していただけたと思う。
市民の皆さんとの交流を通じ、地産地消の推進に貢献できた。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市農業まつり実行委員会は、農業まつり集中行事を開催するこ
とにより、市民と農業者のふれあう場づくりを推進し、都市農業に対する
市民の理解を深め、地産地消に多大な貢献をしている。
また、共進会では、生産物の品質向上や生産者の生産意欲の向上な
どが図られ、都市農業の振興に努めている。

1622

さがみはら市民朝市補助金

相模原市民朝市 相模原市民朝市運営
運営協議会事業 協議会

・開催会場における、駐車場整理等の安全管理体制の充実が図られ
た。
新鮮な地場農産物を定期的に供給し、農家と市民の相互理解を深める
・相模原市民朝市運営協議会として、農業まつりに参加し、ＰＲ活動を行 安全管理や販売促進への助成により、さがみはら市民朝市の定期的な 環境経済局経済部
200 とともに、都市農業の振興を図った。
うことで、市民の事業への理解が深まった。
開催が実施できた。
農政課
開催数：北部地区 ２３回 ・ 南部地区 ２３回
計４６回
・計46回の通常開催を通し、市民への新鮮な農産物の提供、農家と市
民の交流を実現した。

042‑769‑8239

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

さがみはら市民朝市事業に対し助成を行うことで、新鮮な地場農産物を
定期的に供給することができ、農家と市民の相互理解を深めることで、
都市農業の振興を図ることができた。

田 出荷組合

1,500

○集中行事（１１月１３日）
ステージイベントでは、地場野菜を使った料理の紹介、共進会表彰式
等を行い、各ブースでは参加団体が農畜産物の販売やクイズなど家族
で楽しめるイベントを行った。入場者数は約４万人。当日の総売り上げ
は約9,341千円であった。
○農畜産物共進会
２月２４日から１２月６日までの間、立毛・生産物・坪掘り・畜産物の部で
行った。合計１３５点の出品があり、集中行事当日には優秀者を表彰し

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

・家畜防疫対策事業…家畜伝染病予防のため、予防接種やワクチン購
入に対して助成した。
・畜産環境衛生事業…環境衛生向上のため、衛生害虫防除薬剤の配
布等を実施した。
・近代化設備推進事業…労働力の省力化、経営の効率化を図るため、
近代的な設備・機械の導入に対して助成した。
・酪農振興対策事業…酪農振興のため、優良精液の導入、育成牧場へ 相模原市内の畜産業の振興、家畜伝染病の予防、周辺住環境の向
36,107
上等に寄与することができた。
の子牛の預託等に対して助成した。
・養豚振興対策事業…養豚振興のため、優良種豚の導入に対して助成
した。
・養鶏振興対策事業…鶏卵の地場消費拡大のため、鶏卵化粧箱の購
入に対して助成した。
・さがみはら畜産実習支援事業…相原高校が実施する校外委託実習の
うち会員が受け入れるものに対して助成した。

市内での畜産業の助長育成を図るため、近代化施設の整備、環境保
全対策、家畜防疫対策等、市畜産振興協会を通じ助成することにより、
畜産経営の安定に資することができた。

農業用水の安定供給と経営の安定化が図られた。

希少となった田園風景を維持し、都市における市民の貴重な緑地空間
を生み出すことができた。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

農業用水の安定供給と農業経営の安定化を支援するとともに、市民の
貴重な緑地空間の保全を図ることができた。また、同組合が耕作する田
地が、ビレッジ若あゆなどの小中学生等の自然体験学習の場となって
おり、食農教育に寄与することができた。

５月より苗代用として通水を開始し、６月水量を増して、９月まで通水す
323 る。
農業用水の安定供給と経営の安定化が図られた。
また、ポンプの水量管理・保守を実施した。

希少となった田園風景を維持し、都市における市民の貴重な緑地空間
を生み出すことができた。

環境経済局経済部
農政課

042‑769‑9232

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

用水の安定供給と農業経営の安定化を支援し、二次的に市民の貴重な
緑地空間の創造と保全が図られた。また、子どもたちの貴重な農業体
験の場としても利用されて有益であった。

津久井中央地区の道志川流域振興のため、都市住民との交流を目的
とした「道志川もみじ祭り」及び「道志川クリーンキャンペーン」を実施す 環境経済局経済部
るとともに、津久井中央地区文化祭における「道志川流域展」を実施し 津久井地域経済課
た結果、参加者の水源地域への理解が促進された。

042‑780‑1405

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地元の自治会が主体となって、各種イベントを開催することにより、道志
川流域の振興が図られたため。

転作や、水稲面積や利用者の減少、また電気料金の負担が増え
ているが、補助金により安定的な耕作が出来ている。

環境経済局経済部
津久井地域経済課

042‑780‑1416

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金の交付により、耕作者の負担を軽減し農業経営の安定が図
られている。
また、田んぼが良好に管理されており、地域の大きな緑地とし
て、また、近年の豪雨時には、一時保水機能も発揮しており、2次
的なメリットも生まれている。

イノシシ、ニホンジカについては、猟友会に委託することで通
年の対応ができた。
ニホンザルについては、業者委託による追い払いとともに農業者
等地域住民で組織する自主防衛組織で対応し、被害軽減を図るこ
とができた。
ニホンザル捕獲は、専門業者に委託し効果をあげた。
ヤマビル対策として、２０団体の活動に対し支援を行った。

環境経済局経済部
津久井地域経済課

042‑780‑1416

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

安定的な農業経営に大きな影響を与えている鳥獣被害は、継続的
な取り組みが不可欠であり、協議会の取り組みは農業者等の自主
防衛とともに必要な事業である。

耕作地の周囲に防護柵を設置することで、野生鳥獣の侵入を防ぎ
農作物の被害対策をすることができた。

耕作地の周りに防護柵等を設置したことで、農作物被害の軽減を
図ることができ、耕作意欲が向上した。

環境経済局経済部
津久井地域経済課

042‑780‑1416

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

安定的な農業経営に大きな影響を与えている鳥獣被害は、耕作す
る者が、自己防衛することで、野生鳥獣被害の軽減を図ることが
できる。また、鳥獣被害の軽減は、耕作する者の生産意欲の向上
にもつながる必要な事業である。

林内を明るくして幹を太らせたり、草木を生やすための手入れができ、
森林の果たす役割を回復することが出来た。

手入れが行き届かずに荒れた森林に太陽の光が届き草木を生やし、表 環境経済局経済部
土をとどめて水源地域の森林を健全な状態に導けた。
津久井地域経済課

042‑780‑1401

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

神奈川県協力協約推進事業実施要綱に基づき、間伐・枝打ちの施工効
率向上、間伐材の搬出が容易になり、水源涵養機能など森林の持つ公
益的機能を高める山林へと変わるのに役立った。

042‑780‑1401

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業により林道の改良が行われたことより、森林整備の推進や
木材の搬出促進につながった。また、水源地域の公益的機能や林
業者の安全を守るためにも有効である。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

林業体験や環境教育事業は、参加者に水源散策や林業体験を行っ
てもらうことにより、水源の大切さや森林整備の重要性を学んで
もらうことができ、さがみはら森林ビジョンにおける「環境教育
の推進」に貢献している。
木材流通情報用ホームページの修正費は、津久井産材製品のカ
タログをアップすることにより、対外的な津久井産材のＰＲに繋
がった。
今後の津久井産材利用拡大に大きく期待ができる。

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市用水組
下大島用水組合
合揚水事業

237 ５月より揚水を開始し、６月から水量を増加して９月まで行った。

1625

相模原市用水組合揚水事業費補
助金

相模原市用水組
諏訪森下用水組合
合揚水事業

・第２１回中道志川あゆまつりへの参加
日時等 平成28年7月3日（日）、青野原オートキャンプ場
・第３回道志川もみじ祭り
日時等 平成28年11月20日（日）、道志川弁天橋下流周辺（青山親水
津久井中央地区の道志川流域振興のため、「道志川もみじ祭り」及び
公園）
道志川環境保護啓発事業の「道志川クリーンキャンペーン」や「津久井
364 ・第１８回道志川クリーンキャンペーン
中央地区文化祭流域展」を実施し、都市住民が水源地域を理解する一
日時等 平成28年11月20日（日）
助となった。
道志川弁天橋及び青山親水公園周辺
・津久井中央地区文化祭『道志川流域展「三太物語上映」ほか』
日程等 平成28年10月29日（土）30日（日）
津久井中央地域センター（津久井生涯学習センター）
当組合は、百年以上の歴史を誇り、地元葉山島自治会と共に地区
相模川の水を用水ポンプ２機により５月から９月まで水田に供給
の発展に力を注いでいます。昭和２３年、相生、下川原地区の改
するとともに、施設の維持管理を行った。
田拡張事業にも携わり、葉山島地区の稲作事業の中心を担ってお
206
ポンプ１号機
７１，００５円
その他 ２４８，７４１円
り、害虫駆除のための野焼きや水路清掃などの維持管理、水田の
ポンプ２号機 ４６８，１３６円
合計
５４７，８８２円
周りの景観保存を行っています。
○追い払い用連発花火購入
○捕獲用器材購入・補修
○銃器及び罠によるイノシシ・ニホンジカの捕獲
・イノシシ：捕獲頭数４５３頭（許可頭数：被害がなくなるま
で） 実施回数３，７５６回 従事者数、延べ１６，６５８人
・ニホンジカ：捕獲頭数２４０頭（許可頭数２４０頭） 実施回
数１，５５２回 従事者数、延べ７，９９７人
○銃器によるニホンザルの追い払いを実施
・ニホンザル：実施回数１，９０２回：従事者数、述べ３，０６
０人
有害鳥獣に対する捕獲及び追い払いを実施したことにより、農作
40,080 ○シルバー人材センターに委託し専門監視によるニホンザルの追
物等の被害対策に貢献することができた。
い払いを実施
・実施日数：２４３日
○罠によるニホンザルの捕獲
・個体数調整のための捕獲許可を受けての実施（実施日数：80日
捕獲頭数33頭）
○銃によるニホンザルの捕獲
・個体数調整のための捕獲許可を受けての実施（捕獲頭数5頭）
○環境整備事業（ヤマビル対策）
・草刈り、落ち葉掃き等の環境整備実施団体への支援（17団体）

1626

道志川流域振興事業等補助金

道志川流域振興 津久井中央地区自治
事業
会連絡協議会

1627

相模原市用水組合揚水事業補助
金

葉山島開拓事業
葉山島開拓事業組合
組合用水事業

1628

相模原市有害鳥獣駆除対策事業
補助金

相模原市津久井地域
有害鳥獣駆除対
鳥獣等被害対策協議
策事業
会

1629

相模原市農作物鳥獣害防護対策
事業補助金

相模原市農作物
耕作者の個人又は団
鳥獣害防護対策
体
事業補助金

2,526 相模原市内

1630

神奈川県協力協約推進事業補助
金

水源の森林づくり
市と協力協約を締結し
協力協約推進事
た森林所有者
業

58,503

1633

相模原市森林組合補助金

宮ヶ瀬ダム周辺振興財団補助金

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺 公益財団法人宮ヶ瀬ダ
振興財団運営事 ム周辺振興財団
業

左のように評価した理由

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市用水組合揚水事業費補
助金

1632

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

充分な実績が確
認される

1624

津久井郡森林組
津久井郡森林組合
合事業

事業実績に
対する評価

042‑769‑8239

相模原市畜産振 相模原市畜産振興協
興協会事業
会

神之川林道開設 神之川林道開設改良
改良事業
推進委員会

電話番号

環境経済局経済部
農政課

畜産振興協会事業費補助金

神之川林道開設改良事業補助金

所管課

各事業の目的を良好に達成することができた。

1623

1631

自己評価

電気防護柵等の設置に対する補助

77件

相模原市の水源の森林づくりエリア 85.10ｈａの山林の間伐・枝打ちを
行った。
高齢級間伐（20〜25％ 41〜71年生）48.90ｈａ
高齢級枝打（1.8〜8.0ｍ 1,000〜2,000本／ｈａ）36.20ｈａ

・事務局会議（3名出席）
90 ・総会、林道及び林業先進地の現地視察、開設改良要望活動（11名出
席）
・緑の少年団交流事業
実施期間：平成28年8月27日 参加人数：60名
・相模原市立青根小学校と茅ヶ崎市立汐見台小学校学校交流事業
実施期間：平成28年11月8日 参加人数：65名
294
・相模原市立中沢中学校 職業体験教室
実施期間：平成28年9月15、16日 参加人数：3名
・津久井産材の利用拡大における木材の流通情報等について津久
井郡森林組合のホームページにより情報提供を実施。
「公益事業（イベントの開催等）」や「収益事業（乗物、駐車場）」を実施し
たが、「公益事業」については、年間事業計画にある事業を滞ることな
く、実施することができた。一方、「収益事業」については、予期せぬ遊
覧船の事故により、その対応に追われたものの、その他は、大過なく事
業を実施した。
6,050
さらに経営戦略会議企画ツアー開発部会では、駐車場料金システム
の更新、ふるさと納税事業協力者としての対応の検討、新規ツアーの開
拓等を行った。
また、ホームページやＳＮＳを活用し、財団事業の必要な情報提供に
努めた。

神之川林道の崩落箇所や改良箇所等について調査を行い、林道の
改良を神奈川県に要望した。

林道の改良促進により、森林管理が容易となり、豊かで安全な水
を育むために、水源地域の公益的森林機能が発揮されるなど事業
効果は大きく、一層の事業推進が必要である。

環境経済局経済部
津久井地域経済課

環境教育等においては、地元や相模川下流地域の小・中学生に林
業（森林整備）の現場を見学してもらうことで、林業という職種
に対する理解や興味を深めることができた。また、林業作業者の
実際の伐採作業等を見学し、森林整備の必要性及び危険性など、
感じてもらえることができた。森林の各種機能や公益性、林業の
役割や意味を理解してもらうことができた。
ホームページの修正においては、津久井産材製品のカタログを
アップすることにより、津久井産材のＰＲに繋がった。

水の湧き出ているのを見て、水源林の大切さやその山を維持管
理することの大切さを実感してもらえた。
今年度は緑の少年団の交流集会が青根の学校林で開催され、県
下の少年団への津久井地域の森林の状況を知ってもらうことが出
来た。また、学校林の整備（階段作り、道作り等）を通して働く
ことの大変さを実感してもらうとともに、自然の中で遊ぶことの
楽しさも味わうことができた。
ホームページについては、津久井産材製品のカタログをアップ
することにより、一般の方々への、津久井産材のＰＲが行えた。

環境経済局経済部
津久井地域経済課

042‑780‑1401

充分な実績が確
認される

平成２８年度事業は、企画振興課職員が連携し、適正な事業の実施、
予算の執行に努めていくことができた。
地元水の郷商店街、周辺自治体、関係団体事業者と連携し、事業実施
具体的には、公益目的事業では、園地の管理以外にも、地域活性化
に努めたこともあり、当財団の目的である地域活性化を促進することが 推進を目的とした事業として、主催事業を含み約100もの事業を実施し、
環境経済局経済部
できた。
多くの参加者を得ることにより、周辺地域の活性化を図ることが出来た
津久井地域経済課
また、ツイッター等により多くの方に閲覧をいただき、宮ケ瀬地区の情 と思われる。
報発信を強化することができた。
さらに、宮ケ瀬地区への集客の向上を図るために、平成２９年度の遊
覧船リニューアルバージョンアップ等の新規事業に向けた、準備にも取
り組むことができた。

042‑780‑1405

充分な実績が確
認される

宮ヶ瀬湖周辺地域振興事業において、主催事業では、大規模のイベント
から、教室・体験事業など小規模の事業まで年間を通じて、多くの参加
者があり、地域の活性化に役立っている。来訪者の動向把握、情報の
発信などに力を注いでいる成果と思われる。
また、園地及び施設管理においても、適正な管理運営がなされている
ことから、来場者が多く訪れ、地域の発展と進行に寄与している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑8240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

太陽光発電システム等の住宅用スマートエネルギー設備の普及拡大が
図られた。平成28年度の奨励事業によるＣＯ２削減見込量は合計1,443ｔ
であり、新・相模原市総合計画等に基づく地球温暖化対策の推進につ
ながっている。

1634

相模原市住宅用スマートエネル
ギー設備導入奨励金

住宅用スマートエ
ネルギー設備導 個人
入奨励事業

・太陽光発電
システム：30
千円
・太陽熱利用
システム：30
千円
・家庭用燃料
電池システ
ム：50千円
・定置用リチ
ウムイオン蓄
電池：50千円
・スマートハウ
ス加算：20千
円（太陽光発
電システムに
加え、エネ
ファーム又は
定置用リチウ
ムイオン蓄電
池を設置し、
かつHEMS を
設置し、同時

1635

相模原市電気自動車等購入奨励
金

電気自動車等購
個人又は法人
入奨励事業

50千円

電気自動車等を購入した市内在住の個人又は市内に事務所がある法
人、及び上記の者に貸与するために対象自動車を購入したリース事業 40台の電気自動車等の導入が図られた。
者を対象に奨励金を交付。40件。

電気自動車等の購入を経済的に支援することで、次世代クリーンエネル 環境経済局環境共生部
ギー自動車の普及促進に寄与することができた。
環境政策課

042‑769‑8240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

電気自動車等の普及拡大が図られた。平成28年度の奨励事業によるＣ
Ｏ２削減見込量は合計34ｔであり、新・相模原市総合計画等に基づく地
球温暖化対策の推進につながっている。

1636

中小規模事業者
相模原市中小規模事業者省エネル
省エネルギー対 法人
ギー設備等導入支援補助金
策等推進事業

上限750千円

中小規模事業者の地球温暖化対策を促進するため、省エネルギー設
備等の導入費用の一部を助成。27件。

エネルギーの使用状況や温室効果ガスの排出状況の把握を行い、省エ
環境経済局環境共生部
ネルギー設備等を導入することで、事業所における省エネルギー対策・
環境政策課
地球温暖化対策を進めることができた。

042‑769‑8240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

中小規模事業者における省エネルギー設備等の普及拡大が図られた。
平成28年度の補助事業によるＣＯ２削減見込量は合計191.9ｔであり、
新・相模原市総合計画等に基づく地球温暖化対策の推進につながって
いる。

年度当初に計画したとおり、各事業を順調に実施することができた。
会員数は平成25年3月2日設立総会時の18から平成27年度末には91に
環境経済局環境共生部
増え、広報、対策、調査・研究の3部会で活発な活動ができている。
環境政策課
市民、事業者等の省エネ意識が実際の行動につながるよう、引き続き、
温暖化防止活動への参加を促していく必要がある。

042‑769‑8240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会員数は平成25年3月2日設立総会時の18から平成27年度末には91に
増え、広報、対策、調査・研究の3部会で活発な活動ができている。
平成２７年度は、前年よりも各種の活動回数が増加し、より充実した活
動規模となった。温暖化防止対策の啓発活動として大いに寄与したほ
か、新規事業の開拓（ＬＥＤの普及啓発・木質バイオマス活用等の検討）
にも努め、さらなる活動の展開等についても、「事業結果報告書」等で確
認している。

環境経済局環境共生部
環境政策課

042‑769‑8240

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

燃料電池自動車の普及拡大が図られた。平成27年度の奨励事業によ
るＣＯ２削減見込量は合計1.9ｔであり、新・相模原市総合計画等に基づく
地球温暖化対策の推進につながっている。
また、平成２６年１２月に策定した「水素エネルギー普及促進ビジョン」に
おいて位置づけている「燃料電池自動車の普及促進」にもつながってい
る。

環境経済局環境共生部
水みどり環境課

042‑769‑8242

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

さがみはら生物多様性シンポジウムや会報誌の発行・配布により多くの
市民に対し、生物多様性に対する普及・啓発活動を行っている。
また、会員数も順調に増加しており、組織体制の拡充も見受けられ、
今後更なる活動が期待できる。

市内にある住宅にスマートエネルギー設備を設置した個人に対し、奨励
金を交付。
・太陽光発電システム：477件
866件のスマートエネルギー設備が設置された。
・太陽熱利用システム：14件
・家庭用燃料電池システム：242件
・定置用リチウムイオン蓄電池：78件
・スマートハウス加算：55件

スマートエネルギー設備の導入を経済的に支援することで、温室効果ガ
環境経済局環境共生部
スの排出削減及びエネルギーの効率的な利用の促進に寄与することが
環境政策課
できた。

27件の設置が図られた。

1637

相模原市地球温暖化対策地域協
議会補助金

地球温暖化対策
さがみはら地球温暖化
4,500千円
地域協議会補助
対策協議会
金

１．広報事業
（１）インターネットを活用した情報発信（ホームページの運用、フェイス
ブックの活用）
（２）会員情報の発信と協議会の会報発行（会報さがぼー通第４号第５
号発行）
（３）協議会のＰＲ活動（広報グッズ（缶バッジ、ＬＩＮＥスタンプ）の作成、
協議会のキャラクター(さがぼーくん)を活用した普及啓発）
２．対策事業
（１）イベント等への参加による普及啓発事業（環境まつりや自治会のま
つり等への参加）
地球温暖化対策実行計画の趣旨を踏まえ、広報活動、普及啓発事業
（２）省エネルギーや創エネルギー施設の見学会（２回開催）
の実施、啓発事業の調査研究などにより、市民・事業者等の温暖化防
（３）会員の活動を活かした普及啓発事業
止活動への参加を促した。
（４）普及啓発に活用できるツールの作成
（５）相模原環境川柳コンテスト
（６）事業者向けＥＳＣＯ事業説明会
（７）さがみはら地球温暖化防止フォーラムの開催 （相模原市と共催）
３．調査・研修事業
（１）新事業の検討に向けた調査研究
（２）会員研修会の実施
（３）会員向け視察研修の実施
（４）交流会の開催
（５）ＬＥＤ普及啓発に関する検討

1638

相模原市燃料電池自動車等購入
奨励金

燃料電池自動車
個人又は法人
等購入奨励事業

燃料電池自動車等を購入した市内在住の個人又は市内に事務所があ 市内に、利用段階では二酸化炭素を排出しない「究極のクリーンエネル
る法人、及び上記の者に貸与するために対象自動車を購入したリース ギー」である水素エネルギーを使用する燃料電池自動車が３台導入さ
れ、市域における温室効果ガスの削減に繋がっている。
事業者を対象に奨励金を交付。3件。

1639

さがみはら生物
さがみはら生物多様性ネットワーク
さがみはら生物多様性
多様性ネットワー
補助金
ネットワーク
ク実施事業

1640

樹林管理費補助

1641

1642

1643

1644

樹木管理費補助

保存樹林奨励金

・シンポジウム開催
・会員交流会
・広報グッズの作成
・会報誌の発行

500

生物多様性の理解を広める目的で、各種事業を実施し、多くの市民に
対し、生物多様性に対する普及・啓発活動を行った。
会員交流会を通して、会員同士の情報交換を行ない、会員間の課題の
共有や新たなつながりの機会を創出した。

おおむね事業計画が行われ、期待通りの目的を達成することが出来
た。

樹林管理費補助
土地（樹林）所有者
事業

所有者が行う保存樹林の剪定等の費用に対して、財政的支援を
上限300千円 行った。
H28実績 ： 5件 1,253,400円

平成28年度において申請・実績のある5件は、樹林の維持・保全は 保存樹林制度は、「水とみどりの基本計画」における目標達成の
もとより、隣地への越境などの公益的観点から見ても必要な作業 ために不可欠な制度であり、適正な補助を実施しているものと認
であり、当該助成を行うことで一定程度の成果を得られた。
識している。

環境経済局環境共生部
水みどり環境課

042‑769‑8242

充分な実績が確
認される

樹木管理費補助
土地（樹木）所有者
事業

所有者が行う保存樹木の剪定等の費用に対して、財政的支援を
上限200千円 行った。
H28実績 ： 14件 2,215,300円

平成28年度において申請・実績のある14件は、樹木の維持・保全
はもとより、隣地への越境などの公益的観点から見ても必要な作
業であり、当該助成を行うことで一定程度の成果を得られた。

保存樹木制度は、「水とみどりの基本計画」における目標達成の
ために不可欠な制度であり、適正な補助を実施しているものと認
識している。

環境経済局環境共生部
水みどり環境課

042‑769‑8242

充分な実績が確
認される

保存樹林奨励事
土地（樹林）所有者
業

固定資産税
及び都市計
画税の相当
額

平成28年度において支払った奨励金は、都市部における樹林地の
保全の観点から見ても公益性高く、当該奨励金を支払うことで樹
林地の保全を図ることができる。

保存樹林制度は、「水とみどりの基本計画」における目標達成の
ために不可欠な制度であり、奨励金を交付することで保存樹林を
保全できるものと認識している。

環境経済局環境共生部
水みどり環境課

042‑769‑8242

充分な実績が確
認される

当公社が掲げる「みどり豊かなまちづくりの推進」を図るため、市民等を
対象に次の事業を実施した。
・緑化普及啓発事業として、みどりの講習会事業、市内の各種イベント
での緑化PR事業、アジサイ普及事業、緑化普及に関する地域支援事業
（木の花プログラム事業、）、未来を担う子どもたちを対象とした事業、み
どりの相談室事業等を実施し、緑化の普及啓発を図った。
・都市緑化推進事業として、花のまちづくり・みどりいっぱい運動事業、
みどりのまちづくり奨励金交付事業、みどりのカーテンコンテスト事業、
オープンガーデン事業等を実施し、都市緑化の推進を図った。
・みどりの情報発信事業として、機関紙「グリーン」及び「グリーンインフォ
メーション」の発行、Facebook及びホームページの運用、地域情報誌・コ
ミュ二ティ放送等の民間媒体を活用した情報提供を実施し、緑化に関す
る情報の発信を図った。
・みどりのまちづくり担い手育成・支援事業として、ボランティアの活動支
援、新たに立ち上げたボランティア団体の人材育成を実施し、担い手の
育成・支援を図った。
・森づくりの推進及び保全事業として、森づくりパートナーシップ推進事
業、森林関係団体等の連携推進事業、相模原地域トラスト事業（公益財
団法人かながわトラストみどり財団からの受託事業）を実施し、森づくり
の推進及び保全を図った。

・緑化普及啓発事業の木の花プログラム事業として、公園施設でのアジ
サイガイドツアー、高齢者福祉施設でのみどりのカーテン講習会、アジ
サイ挿し木講習会を開催し、地域の拠点施設での緑化推進が図れた。
また、市民へのアジサイ葉化病の注意喚起がメディアにも取り上げられ
広く周知することができた。
・都市緑化推進事業の花のまちづくり・みどりいっぱい運動では、自治会
連合会理事会に出向いて事業説明を実施し登録団体の増加に努めた。
また、オープンガーデン事業では、期間を限定して一斉に公開した「特
別公開デー」を新たに実施し、広く事業の周知が図れた。
・みどりの情報発信事業では、緑化事業の活動報告等の記事を掲載し
た紙媒体ニュースの「グリーンインフォメーション」を毎月１回発行し、ボ 環境経済局環境共生部
ランティアの活動紹介やオープンガーデン事業紹介等を掲載した機関 水みどり環境課
紙「グリーン」を年２回発行し、みどりに関する情報の発信に努めた。
・みどりのまちづくり担い手育成・支援事業では、淵野辺公園草花ボラン
ティア及び道保川公園ボランティアの立ち上げを実施施設と連携して実
施し、担い手の育成・支援した。
・森づくりの推進及び保全事業では、森づくりボランティア講座参加者と
森林関係団体との交流を目的に実施したボランティア発表会では、森林
関係団体等の活動内容等の情報発信を行うことができた。また、相模原
市みどりの少年団に対して、旧相模原市域では初めてとなる「森林体験
学習」を木れびの森で実施し、森林保全への関心を高めることができ
た。

042‑769‑8242

・遊休農地を活用した各種事業やホタルの観察、散策など自然に親しむ
場の提供により、地域以外の方々との交流を深めることができた。
・地域に隣接した広田小学校と連携し、例年４年生を対象として実施し
ている里地里山における環境学習や、城山公民館と連携して取り組ん
だ「おやこチャレンジ」事業における生涯学習の機会及び場の提供など
により、里地里山の保全に対する市民意識の醸成を図ることができた。

今年度は、昨年度に引き続きバンジ谷戸とカナクボ谷戸の整備を行っ
た。水利向上等の土地改良を図り、活用の促進に向けた準備を整え
た。
環境経済局環境共生部
全体的には、地域住民や都市住民との交流を図る取組や、県市との
水みどり環境課
協働による地域農業の再生・活性化を図る取組などにより、地域住民の
みならず、子どもたちや来訪者にも里地里山への興味や保全意識を高
めることができた。

042‑769‑8242

公益財団法人 相
（公財）相模原市まち・みどり公社補 模原市まち・みど 公益財団法人 相模原
助金（緑化推進分）
り公社実施事務 市まち・みどり公社
事業

里地里山保全等促進事業補助金

500千円

里地里山保全等 「小松・城北」里山
促進事業
をまもる会

所有者が支払う固定資産税及び都市計画税について、その相当額
を奨励金として交付した。
H28実績 ： 26名(29箇所) 15,209,500円

○緑化の普及啓発への取組
・みどりの講習会の開催 ・各種フェア等の参加・協力
・市の花アジサイ普及事業 ・木の花プログラム事業の推進
・みどりの少年団の育成 ・みどりの相談室の開設
○都市緑化推進事業
・花のまちづくり・みどりいっぱい運動
・生垣設置奨励金の交付 ・みどりのまちづくり奨励金の交付
・みどりのカーテンの普及 ・オープンガーデン事業
・みどりのバンク事業の推進
○みどりの情報発信に関する事業
55,788 ・機関紙「グリーン」の発行
・ホームページ及びFacebookによる情報発信の強化
・まち・みどり公社グリーンインフォメーションの発行
○みどりのまちづくり担い手育成・支援事業
・ボランティアの育成・支援
・「淵野辺公園草花ボランティア」の活動支援
・「道保川ボランティア」の育成
・管理施設当を活用したボランティア拠点の充実
○森づくりの推進及び保全事業
・森づくりパートナーシップ事業の推進
・森林関係団体等の連携推進

・神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例の規定
により認定された「里地里山活動協定」に基づき、田、湛水田、畑並びに
二次林等の保全を図った。
・今後の活動の参考とするため、先進事例の取組（群馬県沼田市）の視
察を行った。
690
・コスモス及び百日草の種まき、炭オブジェ作り等を子どもたちに体験し
てもらった。
・遊休農地の活用、農業振興と観光振興を通じて地域の活性化を図る
ため、城北里山まつりや小松コスモスまつり、城山もみじまつりに参加
し、里地里山の取組のPRを行った。

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

同左

同左

同左

○木の花プログラム事業を通して、地域の拠点施設での緑化推進
が図れたことを評価した。
充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

○「グリーンインフォメーション」を毎月1回、機関紙「グリー
ン」を年2回発行することで、市民への緑化意識の普及啓発に努め
られていたことを評価した。
○みどりの少年団に対して旧相模原市域で初めての「森林体験学
習」を実施し、森林保全への関心を高めることができたことを評
価した。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

実施した事業は、それぞれ里地里山の保全等を図り、本事業の目的
から見て一定の成果が上がっている。
今後も、事業内容等を精査し、実施可能な範囲で事業の充実を図られ
たい。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

・相模川クリーン作戦
・相模川絵画コンテスト
・釣りに親しむつどい
・市民まつり等での啓発
・自然観察会
・研修会

相模川を守り、親しむという目的で、各種事業を実施し、多くの市民に対
事業計画のとおり実施し、相模川の愛護思想の普及・啓発や、市民が
環境経済局環境共生部
し、河川美化に対する啓発活動を行った。
憩いの場として親しむためのよりよい環境づくりを推進するなど、事業の
水みどり環境課
また、市民祭りや環境まつり等の啓発事業を通して、上流域の中道志
目的を達成することが出来た。
川トラスト協会との交流も行った。

200

○区域内の清掃及び草刈、水路及び池の整備を実施。
○区域内の土砂崩れによる状況、各部の点検を実施。
○林道の大きな枯枝の撤去作業、土石流の片付及び清掃を実施。
○倒木の片付け、場内処理を実施。

○林道の大枝の落下や落石を片付け、通行できるようにした。
○倒木の片付けをして、場内の柵等に利用した。
○草刈り、清掃及び水路を整備したことにより良好な水辺環境が保たれ
た。

115

○区域内の清掃及び草刈りの実施。
○ホタル水路・通路等の整備を実施。
○パトロールの実施。
○ホタルまつり、自然観察会の実施。

○清掃・草刈りの実施や水路を整備したことにより、ホタルの生息環境
会員だけでなく地域の方々が積極的に活動に参加したことにより、ホタ
が良
ルの生息環境や活動区域の水辺環境が維持されている。
好に保たれた。
○地域や学校と連携し、ホタルまつりや自然観察会などを実施したこと 今後も地域と連携しながら取り組みを継続していきたい。
によ り、水辺環境への保全意識を醸成することができた。

1645

相模川を愛する会補助金

相模川を愛する
相模川を愛する会
会実施事務事業

1646

水辺環境保全等促進事業補助金

水辺環境保全等
青野原元気村
促進事業

1647

水辺環境保全等促進事業補助金

水辺環境保全等
三ケ木ホタル保存会
促進事業

1648

水辺環境保全等促進事業補助金

水辺環境保全等
牧野元気創生会
促進事業

200

1649

中道志川トラスト協会補助金

中道志川トラス 中道志川トラスト協
ト協会事業
会

700

1650

相模原市美化運動推進協議会補
助金

美化運動推進事 相模原市美化運動推
業
進協議会

1651

相模原市生ごみ４Ｒ推進活動補助 生ごみ４Ｒ推進事
こまめの会
金
業

1652

相模原市生ごみ
相模原市生ごみ処理容器購入助成
処理容器購入助 生ごみ処理容器購入者
金
成事業

1653

相模原市浄化槽清掃補助金

浄化槽清掃助成
浄化槽管理者
事業

1654

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
津久井湖の自然を守る
パートナーシップ
会
事業

1655

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
篠原牧馬自治会環境
パートナーシップ
部会
事業

100

・生活道路沿いの草刈り
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加
・不法投棄防止看板の設置（15箇所）
・不法投棄防止パトロールの実施

地域の環境は自分達で守るという信念のもと、不法投棄をしない、させ
これまで不法投棄が散見された場所での不法投棄がなくなるなど、不法
ない、許さないまちづくりを推進することができた。今後もパトロール実
投棄防止に向けた活動の成果が確認できた。
施等を継続し、地域の環境保全を図っていく。

1656

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
自治会法人小松自治
パートナーシップ
会
事業

100

・地域清掃及び草刈り（年9回）
・不法投棄防止監視パトロール（夜間9回/昼間11回/計20回）
・監視カメラ周辺草刈り（年3回）
・地域情報誌発行（年5回）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加（4名）
・不法投棄防止ポスター製作（40枚）・花壇製作（3箇所/10個）

子供たちの作成したポスターを掲示jした場所や監視カメラ周辺への不
法投棄は皆無に近い状態であった。しかし、それ以外の場所への不法
投棄は相変わらず発生している。私たちの活動がどれだけの効果をあ
げているのか検証は難しく、根気のいる活動になっている。活動を止め
れば途端に不法投棄が発生することを考えると現状の活動は最低限必
要となるのではないでしょうか。

1657

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
自治会法人名倉自治
パートナーシップ
会
事業

100

・監視カメラ周辺の下草刈り（2回）
・地域内ごみ収集・下草刈り（4回）
・老人会による美化キャンペーン（2回）
・弁天橋東側ごみ回収・下草刈り（2回）
・監視パトロール（月1回）
・不法投棄防止看板設置（１箇所）

1658

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ 葉山島自治会
事業

100

1659

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
自治会法人吉野自治
パートナーシップ
会連合会
事業

100

500

〇区域内作業に必要な通路（３本）造成と周辺の枝打ち作業。
〇区域内の不要樹木、倒木、竹、張出し枝の撤去作業及び河川周辺
の土石流の片付け及び清掃。
〇区域内の投棄物回収処分と清掃、草刈り、水路の整備。
〇区域内の土砂崩れによる状況点検と防止柵など設置。

○稚鮎の放流
○道志川の河川美化活動、水質調査
○道志川とのふれあい企画（自然観察会や環境教室等）
○道志川の愛護思想の普及、啓発活動

1,000

25

2,865

109,467

主な実績
・きれいなまちづくりの日啓発キャンペーン
・市民地域清掃
・まち美化キャンペーン
・美化運動推進功労者（個人23名、団体15団体）表彰式
・美化ポスター・標語コンクール入賞者(22名)表彰式
・美化推進委員所属団体等が行う地域美化活動に対しごみ袋を提供

〇樹木、竹が密集し、昼でも暗い区域であったが、道を造り、整備作業
がで
きるようになり、不要な樹木、伸び過ぎた枝葉、倒木を除去した結果、風
通し、見通しもよくなり明るく安全な環境になった。
〇投棄物も多かったが、見通しがよくなり、「投棄禁止」ボードを設置した
結果、投棄行為は、現在なくなっている。
〇川辺と河底清掃、護岸・土止めと流水調整の結果、一定してきれいな
水が流れるようになり、カワニナも繁殖、６月にはホタルも再生、数十匹
単位で見られるようになった。

河川美化、啓発活動及び川とふれあう企画等を実施し、清流道志
川のＰＲと、水源環境の重要性に対する意識を高めることができ
た。

美化意識の高揚と、地域美化活動への参加・協力が図られた。

今年度は林道に大枝の落下や落石があり、作業に時間を要したが、会
員の協力のもと、撤去したことにより、安全に通行ができるようになり、ま 環境経済局環境共生部
た、５〜１０月の繁茂期にも多くの会員による活動が継続でき、良好な 津久井地域環境課
水辺環境が保たれたと思われる。

環境経済局環境共生部
津久井地域環境課

水源地区としてモデルになる地域づくりを目指しているが、まず、ホタル
に象徴されるきれいな水辺つくりは実現した。薄暗かった環境改善で
き、ヤマビルなどを運ぶ鹿、猪も出なくなり、地域住民の喜ぶ声を頂いて
環境経済局環境共生部
いる。
津久井地域環境課
今後、トンボ、アメンボなどのきれいな水を必要とする生物を再生し、生
物多様化環境つくりを進めて行きたい。

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

会を代表する事業である相模川クリーン作戦は毎回約1,000人以上の参
加がある恒例行事となっており、相模川の環境美化に欠かせない活動
へと発展している。
また、釣りに親しむつどいや絵画コンテストなどについても、相模川へ
の親しみや環境保全に対する啓発推進に大きな役割を得ている。

042‑780‑1404

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該活動により、ホタルの生息環境と併せ水路や池を含む自然環境が
良好に保たれている。また、林道や路肩も整備されており、安心して通
行できるようになっている。

042‑780‑1404

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

清掃・草刈りの実施、水路の整備及び定期的にパトロールが行われて
おり、ホタルの生息環境と併せ、良好な水辺環境が保たれている。
また、自治会や学校など地域と連携した活動を積極的に行っており、地
域全体として水辺環境の保全に対する意識の醸成が図られている。

042‑780‑1404

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該活動により水辺地だけでなく、区域内の緑地空間が整備され、樹
木、竹等で覆われていた区域は見通しが良くなり不法投棄の減少にも
繋がっている。
また、川辺と河底清掃、護岸の整備等を実施し、きれいな水が流れるよ
うになった結果、ホタルの幼虫の餌となるカワニナが繁殖し、ホタルの生
息環境も再生されている。

電話番号

042‑769‑8242

環境経済局環境共生部
津久井地域環境課

042‑780‑1404

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事業により、道志川の水質保全や河川美化を図るとともに、自
然観察会や環境教室などを通じて、市民や県民に水源環境の重要
性を伝える役割を果たしている。

美しくきれいなまちづくりを推進するためには、市民参加による美化活
動と美化思想の啓発を行うことが重要であり、市と地域住民や各種団体 環境経済局資源循環部
との連携が必要なことから、各種団体の代表者等で構成されている本 資源循環推進課
協議会での事業実施は有効である。

042‑769‑8334

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

当該協議会は構成団体も多岐にわたり、その目的どおり、各種事業や
表彰等の実施を通じて市内の美化活動を積極的に展開し、美しくきれい
な住みよいまちづくりの推進に寄与している。

事業計画について概ね予定通り行うことができ、目的を達成する
ことができた。

・畑を借りて野菜と花を栽培 ・家庭内で作った堆肥の利用
・堆肥作りの情報交換 ・次年度用の堆肥の仕込み

・グループ作業による助け合いによって、通年での継続ができた。
・堆肥化を促進するコツや臭い対策などの情報をグループで交換し、問
題点をひとつずつ解決した。
・畑を切り盛りするスケジューリングが上達した。

・「畑のカレンダー」についての理解が進み、前年度よりも効率よく堆肥
環境経済局資源循環部
を作ることができた。
・２年継続したことにより、前年度の堆肥によって作られた野菜をいただ 資源循環推進課
き、その生ごみが堆肥になるまでの「循環」を体験できた。

042‑769‑8334

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

生ごみの堆肥化とその使用、会員相互の情報交換や創意工夫を通じ
て、菜園を環境負荷の少ないものとすることで、家庭から出るごみの減
量化、資源化が図られ、循環型社会の形成に寄与した。

助成台数 176台（生ごみコンポスト化容器 71台
機 105台）

生ごみ処理容器を使用することによって、家庭から排出される生ごみ
の減量化・資源化を促進することができた。

各購入者において、生ごみの減量化・資源化を実施した。

環境経済局資源循環部
資源循環推進課

042‑769‑8334

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

生ごみ処理容器を使用することによって、生ごみの資源化・減量化が
促進されたため。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃に係る市民負担等の均
衡が図られるとともに、補助制度の導入後、津久井クリーンセンターに
搬入される浄化槽汚泥量が増加したことから、清掃回数が増加し、浄化
槽の適正な維持管理に繋がったことを確認している。

電動式生ごみ処理

・補助件数：7,878件
・補助金額：109,467,840円

・フェンス、看板設置周辺の草刈（年2回）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加（3名）
60 ・不法投棄防止パトロール（月2回）
・不法投棄物、散乱ごみの回収（年3回）
・看板設置（1箇所）

旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃に係る市民負担等の均 旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃に係る市民負担等の均
環境経済局資源循環部
衡を保ち、市民負担の軽減により浄化槽清掃が適正に実施されること 衡を保ち、市民負担の軽減により浄化槽清掃が適正に実施されること
津久井クリーンセンター
で、法に基づく浄化槽の適正な維持管理を推進することができた。
で、法に基づく浄化槽の適正な維持管理を推進することができた。

042‑784‑2711

環境経済局資源循環部
津久井クリーンセンター

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

環境経済局資源循環部
津久井クリーンセンター

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

弁天橋東側では下刈り・枝打ち等で道路敷外が明るくなり不法投棄が
大きく減少した。しかし不法投棄は散見されるので引き続き取り組んで 地域内の共同作業等により自治会活動へ関心も高まってきたと思われ
環境経済局資源循環部
ゆきたい。これにより地域住民の意識も不法投棄への関心が高まり、よ る。地域の環境を自らの手で維持し、より環境を整えようとする意識が
津久井クリーンセンター
り、ごみ回収の協力が得やすくなり、地域全体の不法投棄回収活動に 高まったとみうけられる。
貢献できた。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

・青少年広場及び不法投棄監視カメラ周辺、堤防の草刈り（年2回）
・芝桜植栽場の草取り清掃
・相模川クリーンキャンペーンに地域及び関係団体の協力を得て参加
・不法投棄されそうな場所に投棄防止のぼり旗を設置
・年間を通じて巡回パトロールの実施
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加

活動を通して、徐々に皆さんが関心を持つようになりました。また、野球
環境経済局資源循環部
様々な活動を通じて、不法投棄に対する意識の向上と住民の監視の目
の練習で広場を使用している地域外の父母の参加を得られたことは大
を得ることが出来ました。
津久井クリーンセンター
きい。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

・不法投棄防止パトロール
・草刈り（4箇所）、散乱ごみの回収（毎月）

目に余る不法投棄地区も清掃することで、目に見えて不法投棄がなくな メンバーの意識の中に、不法投棄は許さぬとの気持ちが大きくなり、国
るのが体験でき、活動の成果が表れていると確認できた。
道沿いの2箇所を追加作業箇所とした。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

不法投棄物の減少、回収ごみの量も少なくなっている。

会員の高齢化が進んでいますが、頑張っていると思う。

事業成果で示したとおり、効果の判定は難しく自己評価として容易では
ない。ただ、地域の人々や特に子供たちの関心は高く、活動に対する協
力の輪が拡がっていることが実感として感じられる。活動の継続も意欲 環境経済局資源循環部
的に捉え、小松自治会として今後も不法投棄防止に積極的に取り組ん 津久井クリーンセンター
でいきたい。

環境経済局資源循環部
津久井クリーンセンター

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1660

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ クリーン510会
事業

・道路沿いの清掃活動実施（月2回/通年）
・歩道沿い（歩道上）の草むしり、枯葉除去（夏季〜秋季）
100 ・河川敷を含む道路沿いの草刈り実施（夏季から秋季）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加
・不法投棄防止用バリケードの設置（１箇所）

車からのポイ捨てと思われるごみの散乱はまだ見られるが、スタッフ
地域の環境美化を目標に「不法投棄をしない・させない・許さない！」の
環境経済局資源循環部
ジャンパー（「やめよう 車からのポイ捨て」の印字）を着用しての活動に
一端を担う活動として、微力ながら貢献できたと思っております。今後は
津久井クリーンセンター
より、休日は少なくなっている様です。大型ごみの投棄は減少していま
看板設置等を含めPRしていきます。
す。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1661

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ 増原自治会
事業

・登山道、通学路、あじさい通りの草刈り（年2回）
・不法投棄防止のぼり旗の設置（6箇所/18本/年2回）
100 ・不法投棄防止パトロールの実施（年10回）
・住民全戸参加による地域清掃（年12回）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加

これまでも、監視カメラ・不法投棄防止バリケードのそばでは不法投棄 不法投棄削減の効果は大いに出ているが、通過と思われる車両からの
環境経済局資源循環部
がなかったが、地域清掃できれいになった道路でもポイ捨てなどが減っ ポイ捨てがまだ目立つ。空き缶などの小さなものが多いが、今後も啓蒙
津久井クリーンセンター
していく必要を感じる。
た。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1662

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
青野原環境美化委員
パートナーシップ
会
事業

100

・監視カメラ周辺の草刈り（年4回）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加
・不法投棄防止パトロール（昼間6回/夜間5回）
・不法投棄防止啓発ネットの張り替え（2箇所）
・不法投棄防止啓発ポスターの設置
・不法投棄物、散乱ごみの回収（年6回）

新たな不法投棄件数は以前に比べ格段に少なくなっている。不法投棄
防止に向けた活動の成果が確認できた。

小学生や中学生も不法投棄防止啓発ネットの作製や、不法投棄防止啓
環境経済局資源循環部
発ポスターの作製に協力してくれるなど、地域全体で不法投棄をさせな
津久井クリーンセンター
い雰因気を作ることができた。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1663

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
特定非営利活動法人ア
パートナーシップ
シスト
事業

100

・生活道路周辺の草刈り、枝打ち作業（年9回）
・不法投棄撲滅キャンペーンへの参加
・不法投棄監視パトロール（通年）
・不法投棄物・散乱ゴミの回収（通年）

監視パトロールを行っていることが地域住民にも周知され不法投棄物を
みつめた住民の方から連絡が入るようになった。これは住民一人ひとり 継続的にパトロールをすることで、地域の住民も協力してくれるようにな
環境経済局資源循環部
が監視していることになり、不法投棄防止に大きな成果となっている。ま り、「自分たちの地域は自分たちで守る！」という意識がでてきている。
津久井クリーンセンター
た、定期的に散乱ごみの回収を行っているので、捨てにくい環境となり、 今後も地域住民と協力して不法投棄防止活動を広めていく。
不法投棄の抑制に繋がっている。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1664

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ 道志自治会
事業

・生活道路清掃活動（年12回）
・不法投棄防止のぼり旗の設置（交換等管理）
100 ・不法投棄防止パトロール（随時）
・道路清掃（投棄が散見される付近の刈払い等）（年4回）
・不法投棄物、ポイ捨てごみの回収（年5回）

不法投棄物の回収、ポイ捨てごみの回収、道路清掃等の地域美化活動
自治会活動として実施しており、地域をきれいにする行為は、自分たち
環境経済局資源循環部
により、居住地域の環境が向上した。従来、不法投棄が多かった箇所に
の住む地域に対する愛情を醸成し、自治会員の連帯強化にも寄与する
津久井クリーンセンター
ついては、清掃活動等により新たに不法投棄されることが少なくなったと
と思われる。
思われる。

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1665

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ 和田自治会
事業

100

・道路清掃（年2回）
・不法投棄防止パトロール（毎月）
・不法投棄物、散乱ごみ回収
・県道清掃、県営林道の草刈り

不法投棄物や散乱ごみが、草刈りや清掃の結果、減少している。

不法投棄物、散乱ごみは減少しているが、0に向けてパトロール等を実
施していく。

環境経済局資源循環部
津久井クリーンセンター

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1666

相模原市不法投棄防止活動補助
金

不法投棄防止
パートナーシップ 京王住宅自治会
事業

100

・不法投棄物回収及びパトロール
・市道付近の草刈り
・U字溝清掃
・監視カメラ周辺の草刈り

市道付近の不法投棄物を回収、草刈りによりきれいになる。

地域の環境をそれぞれが守ることで、きれいなまちづくりに貢献している 環境経済局資源循環部
と思います。
津久井クリーンセンター

042‑784‑2711

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市が不法投棄防止に熱意を持った地域団体を補助し、地域団体と協働
して活動することで、不法投棄の未然防止に効果を上げることができた
ため。

1667

小田急多摩線延伸促進協議会補
助金

小田急多摩線延
小田急多摩線延伸促
伸促進協議会事
進協議会
業

100

①関係機関への要望活動の実施
②市民桜まつり等での啓発活動

小田急多摩線延伸は、公共交通の利便性向上や広域交通ネットワーク
平成28年度は、関係機関への要望活動や各種イベントでの啓発活動な
都市建設局まちづくり計画部
の構築、相模原市及び周辺都市の発展に寄与する事業であり、本協議
042‑769‑8249
ど、小田急多摩線延伸の早期実現に向け、より充実した活動を展開す
交通政策課
会の活動により、その必要性や重要性をより多くの市民に周知すること
ることができた。
ができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

平成２８年４月の交通政策審議会答申第１９８号において、意義のある
プロジェクトとして小田急多摩線の延伸が位置付けられたことは、延伸
の実現に向けた要望活動や啓発活動などが展開されてきた成果であ
り、当協議会の活動は大変有意義なものと捉えている。また、答申後に
おいて、延伸ニュースなどを活用して、沿線住民に小田急多摩線の延伸
の状況を周知し、機運の醸成を高める取組についても大変有意義なも

1668

相模原市バス利用促進等総合対策 バス停留所上屋 神奈川中央交通株式
事業補助金
設置事業
会社

660

「水道路（相模大野駅方面）」バス停留所にバス停留所上屋を設置し
た。

バス停留所上屋の設置により、利用者のバス待ち環境が向上した。

バス停留所上屋の設置により、利用者のバス待ち環境の向上に寄与し 都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8249
た。
交通政策課

充分な実績が確
認される

1669

相模原市バス利用促進等総合対策 バス停留所ベン
事業補助金
チ設置事業

バス停留所ベンチの設置により、利用者のバス待ち環境の向上に寄与 都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8249
した。
交通政策課

充分な実績が確
認される

1670

相模原市バス利用促進等総合対策 ノンステップバス 神奈川中央交通株式
事業補助金
導入事業
会社

ノンステップバスを導入し、その運行回数が増加したことで、バス利用者 都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8249
の利便性向上に寄与した。
交通政策課

充分な実績が確
認される

1671

相模原市公共交通整備促進協議
会補助金

相模原市公共交
相模原市公共交通整
通整備促進協議
備促進協議会
会事業

平成２８年度も市内公共交通の利用促進や利用者の利便性向上に向
都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8249
けた取組の一環として、「公共交通ニュース」を発行し、協議会や市の取
交通政策課
組をPRすることができた。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

公共交通事業者に対し、市民の声を直接伝えることができることから、
当該団体の活動は大変有意義なものと捉えている。
引き続き市内の公共交通の整備促進に向けた取組を進めていただきた
い。

1672

木造住宅耐震診断補助金
木造住宅耐震改修等補助金

既存住宅・建築
物耐震化促進事 個人
業

耐震診断・改修工事等の費用の助成を行うことで、災害に強いま
ちづくりの推進ができた。

都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8252
建築指導課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

旧耐震基準（昭和56年5月31日以前建築）の木造住宅について、
「新・相模原市耐震改修促進計画」に基づき、耐震化の普及・啓
発を図ることで災害に強いまちづくりを推進することができたた
め。

1673

マンション耐震診断補助金
マンション耐震改修等補助金

既存住宅・建築
物耐震化促進事 マンション管理組合
業

29,516

診断：2件（6棟640戸）の助成を行った。
(1戸あたり)
・診断：上限50千円
・計画：上限50千円
・工事：上限600千円

本事業を実施することにより、「新・相模原市耐震改修促進計
画」に基づく、耐震化の普及・啓発及び災害に強い安全なまちづ
くりの推進が図られている。

耐震診断の費用の助成を行うことで、災害に強いまちづくりの推
進ができた。

都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8252
建築指導課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

旧耐震基準（昭和56年5月31日以前建築）のマンションについ
て、「新・相模原市耐震改修促進計画」に基づき、耐震化の普
及・啓発を図ることで災害に強いまちづくりを推進することがで
きたため。

1674

沿道建築物耐震診断等補助金

既存住宅・建築
物耐震化促進事 建築物所有者
業

27,388

診断17件の助成を行った。
(個々の建築物により補助額は異なる)

本事業を実施することにより、「新・相模原市耐震改修促進計
画」に基づく、耐震化の普及・啓発及び災害に強い安全なまちづ
くりの推進が図られている。

耐震診断の費用の助成を行うことで、災害に強いまちづくりの推
進ができた。

都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8252
建築指導課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

建築物の耐震改修の促進に関する法律により、耐震診断が義務
付けられた要安全確認計画記載建築物について、「新・相模原市
耐震改修促進計画」に基づき、耐震化の普及・啓発を図ることで
災害に強いまちづくりを推進することができたため。

1675

危険ブロック塀等撤去奨励補助
金

既存建築物等総
個人、管理者
合安全対策事業

492

7件（一般地区：2件、通学路沿い等：5件）の助成を行った。
(1件あたり)
・一般地区：上限100千円
・通学路沿い等：上限150千円

本事業を実施することにより、市民の生命の保護及び通学路、避
難路等の通行、安全を確保している。

既存のブロック塀等の撤去の費用の助成を行うことで、市民の生
命の保護及び通学路、避難路等の通行、安全を確保できた。

都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8252
建築指導課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

既存のブロック塀等の撤去を推進することにより、市民の生命
の保護及び通学路、避難路等の通行、安全を確保することができ
たため。

1676

個人住宅吹付けアスベスト対策
費補助金

既存建築物等総
個人
合安全対策事業

本事業を実施することにより、個人の住宅に使用されている吹付
けアスベストによる健康被害に対する市民の不安解消、市民生活
上の安全確保、二次災害の防止を図っている。

（申請無しのため、評価できず）

都市建設局まちづくり計画部
042‑769‑8252
建築指導課

その他

1677

相模原市住まいのエコ・バリアフ
リー改修費補助金

1678

相模原市住まいのエコ・バリアフ
リー改修費補助金

1679

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 阿部
助事業

文雄

1680

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 大塚
助事業

幸子

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 金子
助事業

1681

神奈川中央交通株式
会社

75

「水道路（相模大野駅方面）」バス停留所にバス停留所ベンチを設置し
バス停留所ベンチの設置により、利用者のバス待ち環境が向上した。
た。

ノンステップバスは、障害者や高齢者はもとより誰もが使いやすいバス
であり、その導入を推進することで、ノンステップバスでの運行回数が増
加し、バス利用者の利便性が向上する。
・公共交通事業者に対し、輸送力増強等に関する要望事項を明確に伝
①市内公共交通の整備を強力に促進するため、鉄道事業者及びバス えることができた。
・公共交通情報紙「公共交通ニュース」の中で、鉄道駅のバリアフリー
事業者に対し、輸送力増強などの要望活動を行った。
100
②公共交通情報紙「公共交通ニュース」を作成し、公共交通の利用促進 化、コミュニティバスの運行情報、小田急多摩線延伸や新しい交通シス
や利用者の利便性向上に関する取組を周知した。
テム導入に向けた取組など、公共交通の利用促進や利用者の利便性
向上に関する情報を提供することができた。
診断：97件、計画：44件、工事：29件の助成を行った。
(1件あたり)
本事業を実施することにより、「新・相模原市耐震改修促進計
・診断：上限120千円
47,452
画」に基づく、耐震化の普及・啓発及び災害に強い安全なまちづ
・計画：上限120千円
くりの推進が図られている。
・工事（立会含む）：上限860千円（高齢者世帯等加算：上限
250千円）
ノンステップバスを1台導入し、相模原市内の路線において運行してい
600
る。

（平成27年度の申請無し）
(1件あたり)
【含有調査】
・戸建て住宅・共同住宅の居住部分：上限100千円
0
・共同住宅の共用部分：上限300千円
【除去工事】
・戸建て住宅・共同住宅の居住部分：上限300千円
・共同住宅の共用部分：上限3,000千円

相模原市住まい
のエコ・バリアフ 個人
リー改修費補助
相模原市住まい
のエコ・バリアフ 個人
リー改修費補助

勉

14,598 3期に分けて実施し、170件の助成を行った（1件あたり上限100千円）。

本事業の実施により、新・相模原市総合計画等に基づく、安全で快適な
市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図ることができた。
住環境の形成の一助となっている。

都市建設局まちづくり計画部
住宅課

042‑769‑8256

充分な実績が確
認される

14,598 3期に分けて実施し、170件の助成を行った（1件あたり上限100千円）。

本事業の実施により、新・相模原市総合計画等に基づく、安全で快適な
市民の居住環境の向上と地域経済の活性化を図ることができた。
住環境の形成の一助となっている。

都市建設局まちづくり計画部
住宅課

042‑769‑8256

充分な実績が確
認される

284 緊急通報装置の点検を8月、2月の年2回実施した。

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

306 緊急通報装置の点検を8月、2月の年2回実施した。

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

緊急通報装置の点検を8月、2月の年2回及びエレベーターの検査点 本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
検を毎月、年12回実施した。
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

578

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

申請無し

その他

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

バス停留所上屋の設置により、バス利用者のバス待ち環境の向上に寄
与したと認められるため。
バス停留所ベンチの設置により、バス利用者のバス待ち環境の向上に
寄与したと認められるため。
ノンステップバスの導入により、バス利用者の利便性向上に寄与したと
認められるため。

申請無し

申請が無く、評価できないため。

市民の居住環境の向上と市内経済の活性化を図るために意義のある
事業であるため。
市民の居住環境の向上と市内経済の活性化を図るために意義のある
事業であるため。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

平成２８年度補助事業実績調書一覧
〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

〔所管課記入欄〕

補助対象事業
の名称

補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

1682

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 アルファ合同会社
助事業

896

1683

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 関田
助事業

284 緊急通報装置の点検を8月、2月の年2回実施した。

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 細谷
助事業

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 小野澤
助事業

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 高橋
助事業

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 笹野
助事業

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 根岸
助事業

1689

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 宮﨑
助事業

康夫

1690

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

借上型市営住宅
検査点検費用補 井上
助事業

1691

借上型市営住宅検査点検費用補
助金

1692

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る
充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由

緊急通報装置の点検を8月、2月の年2回及びエレベーターの検査点 本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
検を毎月、年12回実施した。
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく住人
に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

243 エレベーターの検査点検を毎月、年12回実施した。

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

哲男

292 緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回実施した。

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

借上型市営住宅
検査点検費用補 安藤
助事業

章浩

502

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

借上型市営住宅緊急通報装置取
替補助金

借上型市営住宅
緊急通報装置取 根岸
替事業

幹男

本事業を実施することにより、居住者の安全で安心して暮らせる
住環境が一層、図られている。

高齢者を対象とした住宅のため、緊急通報装置は設置不可欠なも
のであり、補助金を受けることにより機能を損なうことなく入居
者に提供できる。

都市建設局まちづくり計画
部
042‑769‑8256
住宅課

充分な実績が確
認される

1693

相模原市民間自転車駐車場維持
管理補助金

相模原市民間自転車
相模原市民間自
駐車場整備補助金の
転車駐車場維持
交付を受け、駐車場の
管理補助金
経営を行っているもの。

都市建設局まちづくり事業部
都市整備課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

民間自転車駐車場の補助を行い、経営の安定が図られることにより、鉄
道駅周辺等における多様な駐車需要に対応した自転車駐車場・駐輪ス
ペースを確保できるため。

1694

小田急相模原駅周辺
地区施設等管理費補助金

小田急相模原駅
ラクアル・オダサガ管理
周辺地区施設等
組合
管理事業

都市建設局まちづくり事業部
042‑769‑8259
都市整備課

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市街地再開発事業により整備された歩行者専用通路等の公共的な地
区施設等の維持管理が事業計画に基づき良好に行われたことで、施設
利用者である通行人の利便性及び安全性の確保が図られた。

1695

小田急相模原駅周辺
地区施設等管理費補助金

小田急相模原駅
ペアナードオダサガ全
周辺地区施設等
体管理組合
管理事業

本事業を着実に実施することにより順調に地区施設の維持管理がおｋ
なわれた。また、地域の活性化にも貢献した。引き続き施設の美観を保 都市建設局まちづくり事業部
042‑769‑8259
ち、安全詩を高め、快適に利用していただくように維持管理を実施しま 都市整備課
す。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市街地再開発事業により整備された歩行者専用通路等の公共的な地
区施設等の維持管理が事業計画に基づき良好に行われたことで、施設
利用者である通行人の利便性及び安全性の確保が図られた。また、お
ださがロードフェスタなどのイベントの際にも通行人及び参加者の安全
性を最優先に維持管理されたため、スムーズな歩行者動線を確保でき
た。

1696

国庫補助対象土地区画整理事業
補助

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

土地区画整理事業の進捗が図られているため。

土地区画整理事業の進捗が図られているため。

1684

1685

1686

1687

1688

1697

国庫補助対象土地区画整理事業
補助

1698

国庫補助対象土地区画整理事業
補助

1699

相模原市土地区画整理事業助成

相模原都市計画
事業当麻宿地区
土地区画整理事
業
相模原都市計画
事業当麻宿地区
土地区画整理事
業
相模原都市計画
事業当麻宿地区
土地区画整理事
業
相模原都市計画
事業当麻宿地区
土地区画整理事
業

渉

昌厚

稔

324 緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回実施した。

幹男

相模原市当麻宿地区
土地区画整理組合
相模原市当麻宿地区
土地区画整理組合
相模原市当麻宿地区
土地区画整理組合

1700

相模原市簡易水道等工事費補助
金

1701

相模原市簡易水道等工事費補助
金

小津久中央水道
組合 井戸ポンプ 小津久中央水道組合
取替工事

1702

相模原市簡易水道等工事費補助
金

栃谷水道組合
取水施設改修工 栃谷水道組合
事

1703

相模原市簡易水道等工事費補助
金

竹ノ久保水道管
理組合 滅菌装
置取替工事

1704

浄化槽設置補助事業

緑区（橋本・大沢地区を
浄化槽設置補助 除く）内の補助対象地
金
域において、浄化槽を
設置する補助対象者

学校安全見守り団体活動助成金

292 緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回実施した。

逸弘

相模原市当麻宿地区
土地区画整理組合

308 緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回実施した。

緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回及びエレベーターの検査
点検を毎月、年12回実施した。

10,654 緊急通報装置の取替設置を実施した。

112,500

民間自転車駐車場の安定的な維持管理が行われることにより、鉄道駅
補助対象事業者の自転車駐車場経営にかかる経費の一部を補助する
周辺等における駐車需要への対応や放置自転車等の解消等に貢献し 駐車場の適切な維持管理に努め、経営の安定化が図られた。
ことにより、駐車場の閉鎖や縮小等を防ぐことができている。
ている。

昇降機等を良好に維持管理することにより、施設利用者の利便性が確
施設管理事業（昇降機設備保守点検業務等）、防犯事業（循環監視業
各事業とも概ね良好な管理が行われたと思う。今後とも施設の美観維
保された。
12,536 務等）、環境衛生事業（日常清掃等）、その他（施設賠償保険等）を事業
また、警備員による巡回監視、監視カメラによる防犯面での安全確保を 持と安全の確保に努めます。
計画に基づき実施した。
図ることができた。

前年度に引き続き、歩行者専用通路を安全かつ快適に利用してもらうた
め、施設管理事業のほか各事業を事業計画により着実に行うことができ
8,068 た。また、おださがロードフェスタの実施時には、当該施設を主動線にし
たことにより、通行人はもとより参加者の安全性を確保することができ
た。

17,851 物件移転補償 1件

51,073 歩道経改築工事（新設） 28ｍ
道路築造 2,338ｍ
157,418 雨水管築造 130ｍ
汚水管築造 135ｍ
5,072 道路築造 338ｍ

前年度に引き続き、警備担当者による巡回や、防災センターでの監視
業務による安全面の確保、エスカレーター等の良好な運航により施設利
用者の利便性が確保され、小田急相模原駅北口と県道町田厚木を挟
む周辺地域のスムーズな移動に寄与した。
また、おださがロードフェスタの際には通行人及び参加者の安全を確保
するとともに、スムーズな移動を図ることにより、地域の活性化に大いに
貢献した。
補助金を活用した土地区画整理事業の施行により、都市計画道路等の
都市基盤が整備されるとともに、都市の活力を支える産業用地や新た
な居住地が創出されることで、当麻地区の安全性や活力を生み出す拠
点性の向上が図られた。
補助金を活用した土地区画整理事業の施行により、都市計画道路等の
都市基盤が整備されるとともに、都市の活力を支える産業用地や新た
な居住地が創出されることで、当麻地区の安全性や活力を生み出す拠
点性の向上が図られた。
補助金を活用した土地区画整理事業の施行により、都市計画道路等の
都市基盤が整備されるとともに、都市の活力を支える産業用地や新た
な居住地が創出されることで、当麻地区の安全性や活力を生み出す拠
点性の向上が図られた。
補助金を活用した土地区画整理事業の施行により、都市基盤が整
備されるとともに、都市の活力を支える産業用地や新たな居住地
が創出されることで、当麻地区の安全性や活力を生み出す拠点性
の向上が図られた。

物件移転補償費については、計画通りに行うことができた。

都市建設局まちづくり事業部
当麻地区拠点整備事務所

042‑769‑8258

777‑8855

借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。
借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。

工事工程において、各街区の利用が進む中で、各関係者と工程調整を
都市建設局まちづくり事業部
図らなければならず、ついては、各関係者との協議・調整を行い、概ね
当麻地区拠点整備事務所
計画通り完了できた。

777‑8855

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

工事工程において、各街区の利用が進む中で、各関係者と工程調整を
都市建設局まちづくり事業部
図らなければならず、ついては、各関係者との協議・調整を行い、概ね
当麻地区拠点整備事務所
計画通り完了できた。

777‑8855

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

土地区画整理事業の進捗が図られているため。

777‑8855

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

土地区画整理事業の進捗が図られているため。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

安全な飲料水の供給は、地域住民が安心して暮らすうえで欠かすこと
のできない生活の根幹である。滅菌機の迅速な取替によって、日常生
活の安全・安心が確保された。
安全な飲料水の供給に貢献できた。

工事工程において、各街区の利用が進む中で、各関係者と工程調整を
都市建設局まちづくり事業部
図らなければならず、ついては、各関係者との協議・調整を行い、概ね
当麻地区拠点整備事務所
計画通り完了できた。

360 滅菌装置の取替工事を行なった。

古くなって機能が順応しなくなった滅菌機を交換し、給水栓での残留塩
素濃度が0.3〜0.2㎎/Ｌと安定し、滅菌された安全な飲料水が供給できる 迅速な対応により、安全な飲料水を速やかに供給することができた。
ようになり、保健所の施設点検時の指導にも対応することができた。

都市建設局道路部
津久井土木事務所

725 井戸ポンプの取替工事を行った。

井戸ポンプの老朽化によって、日々の生活に支障をきたす恐れがありま 故障する前にポンプ交換が出来たため、これからも良好な飲料水を安
したが、ポンプの交換によって通常の生活が確保された。
定的に供給できることとなった。

都市建設局道路部
津久井土木事務所

042‑687‑5512

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

安全な飲料水の供給は、地域住民が安心して暮らすうえで欠かすこと
のできない生活の根幹である。老朽化したポンプを交換することによっ
て、日常生活の安全・安心が確保された。
安全な飲料水の供給に貢献できた。

取水施設の改修工事により、沈殿槽が三槽式になり維持管理が容易に 水道組合で施設を適正に管理し、給水地区内に安全な飲料水を安定的 都市建設局道路部
出来ることにより、利用者への正常な給水を確保できた。
に供給することに努めたい。
津久井土木事務所

042‑687‑5512

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

今後、地域においては、定期的な設備点検を重ね、維持管理に努めて
いただきたい。
安全な飲料水の供給に貢献できた。

落雷により破損した滅菌機の取替によって、安全な飲料水を供給できる
迅速な対応により、安全な飲料水を速やかに供給することができた。
ことができた。

都市建設局道路部
津久井土木事務所

042‑687‑5512

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

安全な飲料水の供給は、地域住民が安心して暮らすうえで欠かすこと
のできない生活の根幹である。滅菌機の迅速な取替によって、日常生
活の安全・安心が確保された。
市営移管を要望されている地域であるが、統合整備までにはまだ時間
がかかる。適切な維持管理を続けてもらいたい。
安全な飲料水の供給に貢献できた。

生活雑排水の浄化による環境への負荷低減が図られた。

都市建設局下水道部
津久井下水道事務所

042‑780‑1409

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

し尿及び雑排水の適正処理が図られ、生活環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与したため。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

3,591 取水施設の改修工事を行なった。

竹ノ久保水道管理組合

相模原市学校安
田名小学校防犯パト
全活動団体設立
ロールの会
支援事業

緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回及びエレベーターの検査
点検を毎月、年12回実施した。

292 緊急通報装置の点検を6月、12月の年2回実施した。

絹代

舟久保水道組合
滅菌装置取替工 舟久保水道組合
事

1705

441

借上型市営住宅の供給と健全な運営並びに入居者が安全で安心し
て暮らせる環境を提供するために重要な事業である。

142 滅菌装置の取替工事を行なった。

浄化槽５人槽２基（撤去なし）
浄化槽７人槽１基（撤去あり）

1,108

30

7地区のグループに分かれ、毎日登下校時における児童の安全見守り
活動を計画的に実施した。保護者で登録していただいている方は、各学
期に１回下校時の見守りをお願いした。安全ボランティア会議を開催し 活動を継続して行うことが、犯罪と事故防止の抑止力となっている。
た。１月３１日（火）参加者１１名
地域ぐるみで子どもを犯罪から守ろうという機運が高まってきている。
※現在のボランティア登録者数 697名
※活動実施200日／全登校日200日

補助制度による浄化槽設置により、環境への負荷低減が図られた。

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつ
ながっている。
パトロール等の実施時に着用する腕章や名札は、一目で防犯活動であ
教育局
ることがわかるため、犯罪防止のために非常に効果的である。これらの
教育環境部学務課
物品を購入するために、市からの助成金を有効に活用できた。子どもた
ちにとっても地域の方とつながるきっかけになっている。
この活動を通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強
まった。今後も活動を継続していくことが重要であると考えている。

042‑687‑5512

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
上溝小学校子ども見守
全活動団体設立
り隊
支援事業

・6地区のグループに分かれ、登下校における児童の安全見守り活動を
計画的に実施した。
・10月の｢見守り隊総会｣の機会に、地域との情報交換を行った。10年表
30
彰の表彰式を行った。（出席者：7人）
※現在のボランティア登録者数 25人
※活動実施201日／全登校日201日

1707

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
星が丘小子ども安全見
全活動団体設立
守り隊
支援事業

・毎朝、星が丘小学校学区内の通学路にて、各登校班の安全見守り活
動を実施した。
・下校時に交差点に立つ、自宅前に立つなどを行い、児童の安全見守り
30 活動を実施した。
・３月に１年間の活動記録をまとめ、全隊員に配布し情報を共有した。
※現在のボランティア登録者数 186人
※活動実施202日／全登校日202日

1708

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
大沢小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア子ども見守り隊
支援事業

・登下校時の児童見守り
・地区の防犯パトロール
30 ・その他 児童の見守りに関する諸活動
※現在のボランティア登録者数 45人
※活動実施200日／全登校日200日

1709

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
旭小学校区安全支援ボ
全活動団体設立
ランティア団体見守り隊
支援事業

・登下校時の児童の見守り活動を、原則として全登校日に実施した。
・できる時に、できる人が、できる範囲で、と年度当初お願いして防犯パ
30 トロールも自主的にしていただいた。
※現在のボランティア登録者数 33人
※活動実施200日／全登校日200日

1710

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 向陽小学校見まもり隊
支援事業

30

1711

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 相原安全パトロール隊
支援事業

・相原地区・二本松地区両地区において、児童の登下校時に交通安全
指導を進めた。
・下校後の児童の見守りや、道路上等での行動について、指導を重ね
た。
30
・交通安全と同じ日に、地域の不審者対応など、身近なところで事件事
故が起きないように、地域パトロールを推進した。
※現在のボランティア登録者数 16人
※活動実施200日／全登校日200日

1712

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
大野小愛情一番見守り
全活動団体設立
隊
支援事業

・年2回の大野小愛情一番見守り隊の会議の実施
・年1回の会員募集
・登下校児童の見守り
30 ・3月の感謝の集いへの参加
・会員登録更新作業
※現在のボランティア登録者数 135人
※活動実施201日／全登校日201日

1713

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
南大野小学校見守りた
全活動団体設立
い
支援事業

30

1714

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
谷口台小子ども見守り
全活動団体設立
隊
支援事業

30

1715

学校安全見守り団体活動助成金

1716

1706

登下校時の児童の見守り活動・地域の防犯パトロール、不審者情報等
を入手した時は普段以上に注意を払い、活動を行った。
学校行事「ふれあい下校」に参加し、保護者や子どもたちと通学路を確
認しながら下校した。
※現在のボランティア登録者数 43人
※活動実施201日／全登校日201日

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

毎年、本活動を継続して行うことで、犯罪の抑止力となっている。
また、万が一発生しても保護者や地域の方の対応により幸い大きな事
案とはなっていない。しかし、地域では頻繁に不審者出没情報があるこ
とを聞いているため、安全安心メールも活用することにした。見守り隊の
方にも安全安心メールへの加入を呼び掛け、不審者情報だけでなく、下
校時刻の遅れ等の情報をメール受信できるようにした。
日頃から学校と連携し、見守り隊・保護者が一体となって子どもたちの
見守りを行った。

「時間があるときに、立てる場所に」をスローガンに取り組んできた。毎
日見守り活動ができる隊員、週に１日だけ活動できる隊員と、実施日に
ついては個人差があるが、毎日誰かが通学路にて安全見守り活動を実
施していることが犯罪の抑止力になっている。
また、隊員が記入し学校に提出する活動記録からは、登下校中の児童
の様子がよく分かり、パトロール中の安全指導にも大きく役立っている。

自己評価

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつ
ながっている。
パトロール等の実施時に着用するベストや帽子は、一目で防犯活動で
あることがわかるため、犯罪防止のために非常に効果的である。今年度
教育局
は、さらに目立つように「上溝小学校子ども見守り隊」と名前を入れた黄
教育環境部学務課
色いストラップの吊り下げ名札を作った。今年度も市からの助成金を有
効に活用できた。
学校便りやＰＴＡ活動、地域懇談会等、様々な機会をとらえて、新たな
隊員を募集しているが、なかなか集まらない状況がある。今後も様々な
手立てをとり、呼びかけを継続していくことが重要であると考えている。

毎日、継続して登下校の見守り安全活動を実施することにより、児童の
安全確保が得られているとともに、児童が「地域の大人に見守られてい
る」意識を持ち安心して生活できる環境となっている。
今年度は見守り活動中に着用するビブス等を新調した。ビブスは蛍光
色であるため、防犯活動中であることが一目瞭然であり、犯罪抑止のた
めに非常に効果的である。市からの助成金を有効に活用できた。児童
の安全安心を確保するためには、今後も継続して取り組むことが大切で
ある。
児童の安全な登下校を見守る活動は続いているが、隊員の高齢化が進
み、辞退者が増えている。いろいろな会合で見守り隊のボランティアを
この会は、大沢小学校区で、学校安全パトロールを実施するために、
募っているが、難しい現状である。
PTA、自治会、老人会が協力して平成１９年に設立した。
それ以後、児童の安全な登下校を中心に活動している、最近では、メー また、交通量が激しい交差点や狭い歩道をたくさんの児童が歩行する
ル登録をしてくださる方も増え、情報が素早く伝わるようになってきた。 場所では、地域の方や通行するドライバーからもいろいろと情報をいた
だき、感謝している。子どもたちの安全を見守ろうとする「目」が本地域に
見守り活動の成果で、今年度も登校中の事故はなかった。
はあると感じている。
・活動を継続して行うことで、児童の安全な登下校ができている。
・見守り隊の方が児童一人ひとりにあいさつをするので、登校班のない
旭小の児童はマンツーマンであいさつすることが多く、あいさつの仕方
がよく身につく場となっている。
・雪や大雨で足場が悪いときなども、児童を見守る活動ができている。
・教育委員会や文部科学省から見守り隊の活動が表彰されたことを保
護者や地域の方にも知っていただき、児童の登下校を安全に行うことが
できる地域環境づくりの一助となった。

電話番号

所管課

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保が図られている。今後も連携を密にして継続していくこと
が重要である。
見守り隊は防犯ベストを着用しているので、目立ち効果的である。
これらの物品を購入したり、寒い日に備えてカイロを用意するために市
の助成金を有効に活用できた。
活動を通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強まっ
た。今後も活動を継続していくことが重要である。

継続して登下校の見守りや安全パトロールをすることにより、児童一人
ひとりが横断歩道や歩道橋を利用し、安全に気をつけて登下校する意
識が高まった。また、防犯に対する抑止力にもなった。大きめの指導旗
を一昨年度から増やし、児童が横断するときに指示が通りやすくなっ
た。ボランティアの寒さ対策としてホッカイロを利用した。市からの助成
金を有効に活用することができた。この活動を通して、地域と結びつき
ができ、情報交換等も行うことができた。
今後も活動を続けていくことが重要であると考える。
・今後も、継続して登下校時の見守りを続けていくことで、子ども達の交
通安全の規範意識が高まったと考えられる。
・地域の方々に見守っていただくことで、子ども達は地域で育てられてい
・児童並びに保護者に対して、さらに、地域の方々にも交通安全に対す
るという帰属感を持ち、地域で生きている・地域で守られているという一
る意識の向上を図ることができた。
体感を感じ取ることができた。
・児童の居住地区並びに、地域安全に対して、パトロールをすることで、
・朝や帰りのあいさつを始め、地域の方々とのコミュニケーションをとるこ
犯罪への抑止力となり、安全安心な町づくりへ大きな貢献をした。
とができた。
・購入物品により雨天時でも両手が自由になり、より確実な安全指導が
できた。

各ボラインティアの担当場所周辺において、主に徒歩で巡回することに
より、児童の安全を確保するとともに、犯罪がおこりにくい地域づくりに
努めることができた。日頃から、児童に声かけをし、地域の中で交流す
ることにより、児童の安全に大きく貢献している。

左のように評価した理由

自治会・老人会等の活動との繋がりが広がって、地域での子ども達の安
全を守っていこうという機運が高まってきている。地域の方々と、学校に
子どもを通わせている保護者との繋がりもでき、地域の良い人間関係も
つくり出している。また。ベストと防止を着用して立つことで、防犯にも一
役かっている。

継続して登下校の見守りやパトロール等を実施することにより、児童の
安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつな
がっている。
吊り下げ名札は、大野小学校の見守り隊であることがはっきり認識で
き、児童が安心して通学でき、挨拶も活発にするようになった。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

・青少年相談員による児童の見守り活動と連携した、子どもたちの登下
校時の見守りや地域のパトロールの実施
・放課後の地域で過ごす子どもたちの見守り（地域の公園など）
・繁華街の防犯パトロール
・市内事件の報道時に防犯パトロールの強化
・荒天、積雪時の登下校路の安全確保のための見守り
※現在のボランティア登録者数 55人
※活動実施201日／全登校日201日

本活動を行うことが、犯罪及び登下校時の防犯に大変役立っていると考
える。自治会など地域の方に加わってもらうことで、子どもたちを地域全
体で守っていこうという意識が高まり、子どもたちに安全を呼び掛ける声
が上がるようになった。平成28年度は特に、目が届きにくい下校時の見
守り人数を増やすことができ、地域ぐるみで子どもたちを犯罪から守ろう
とする機運が高まっていることが分かる。
学校便り・ＰＴＡ便りに反響も寄せられ、長年の念願であった「通学路の
安全」を今年度も地域住民の協力を得て、叶えることができた。

見守りたいからの呼びかけで、学校長・強調及びＰＴＡ本部役員が学区
内の各自治会総会及び役員会に参加し協力を依頼したことで、見守り
たいの活動に賛同していただける方も増え、ＰＴＡ役員や保護者以外に
も「自ら進んで登録者として子どもたちを守りたい」、「子どもたちに関
教育局
わっていきたい」という声が盛り上がった。
教育環境部学務課
子どもたちを学校だけではなく地域の方々と守り育てていくことが必要な
時代であるという共通認識ができた。是非、この活動を継続し来年度以
降も、充実・発展させていきたいと考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

自治会の組織や地区のグループに分かれ、登下校時における見守り活
動を計画的に実施した。地区ごとに交替しながら無理なく進めることが
できた。
活動日は土、日、休日を除く毎日。
※現在のボランティア登録者数 61人
※活動実施201日／全登校日201日

登下校時の見守りやパトロール、下校後の学区内の見回り活動など犯
罪の抑止力となっている。
継続して登下校の見守りやパトロール、交通安全の指導等をすることに
また、地域住民による見守りを、下校時に実施しているため、児童も安
教育局
よって児童の安全確保を図ることはもとより、犯罪事故等の起こりにくい
心して下校できる。また、自治会報などにも活動の様子を載せて報告を
教育環境部学務課
地域作りにつながっている。
行うので地域ぐるみで子どもを犯罪から守ろうという気運が高まってい
る。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

相模原市学校安
中央小学校子ども安全
全活動団体設立
支援団体
支援事業

・７月と２月の地域懇談会で、運営などの共通理解とボランティア登録に
ついての説明と、反省・感謝状披露を行った。自治会長・民生委員・ＰＴ
Ａの代表と合同の場で、地域の安全について話し合い、理解を深めた。
30 ・ボランティア登録については今までの登録者の確認と、地域懇談会・
PTA運営委員会を通して呼びかけた。
※現在のボランティア登録者数 24人
※活動実施199日／全登校日199日

・登下校時に見守りや交通指導を継続して行うことが、犯罪や事故の防
活動を通して、各行事への招待ができ、地域と学校の結びつきが深まっ
止力や抑止力になっている。
教育局
ていると考える。今後も日常的な見守りのために、校外委員との協力や
・自治会長や、民生委員をはじめ、学校との話し合いをもつことにより、
教育環境部学務課
保護者への呼びかけを継続していきたいと思う。
地域が連携して子どもたちを犯罪から守ろうという繋がりが高まった。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 清新小みまもり隊
支援事業

30

継続して登下校の見守りや安全パトロールをすることにより、児童一人
ひとりが横断歩道の渡り方や歩道橋を利用し、横断することへ意識が高
まった。また、防犯に対する抑止力にもなった。
ボランティアの年齢が高齢化してきているため、寒さ対策に使い捨てカ 教育局
イロを利用した 。また、活動時に必要なレインコートや長靴を購入し、市 教育環境部学務課
の助成金を有効に活用できた。この活動を通して、地域と結びつきがで
き、情報交換等も行うことができた。今後も活動を続けていくことが重要
であると考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1717

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
相模台小子ども安全見
全活動団体設立
守り隊
支援事業

・登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に実施した(全登校
日)。特に、下校時は、学校の配慮により各学年の下校時刻一覧をいた
だき、それにあわせて見守ることができた。
・10月19日（水）には、見守り隊連絡会を開催し、日頃の活動通しての情
30
報交換を行った。保護者の代表として、PTAの役員が参加した。地域と
保護者が連携して活動していくことの大切さを再確認した。
※現在のボランティア登録者数 59人
※活動実施201日／全登校日201日

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1718

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
東林小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア団体
支援事業

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

・登下校時の児童の見守り活動は全登校日に地区のグループに分かれ
実施した。
・地域の防犯パトロール等の活動は、不審者情報等を入手した時は普
段以上に注意を払い、活動を行った。
※現在のボランティア登録者数 26人
※活動実施200日／全登校日200日

児童が事故なく、安全に登校することができた。
各ボランティアが担当場所周辺において、主に徒歩や自転車で巡回す
ることにより、児童の安全を確保するとともに、犯罪がおこりにくい地域
づくりに努めることができた。日頃から児童に声かけをし、地域の中で交
流することにより、児童の安全に大きく貢献している。

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域につながっ
ている。
見守りやパトロールの実施時に着用する帽子や腕章は、一目で防犯・
安全活動であることが分かるため、犯罪抑止のために非常に効果的で
ある。これらの物品を購入するために、市からの補助金を有効に活用す
ることができた。
この活動を通じて、地域・保護者と学校との情報交換が活発になり、連
携が強まった。
登下校時の見守り活動や危険地区の防犯パトロール活動等を通して、
継続的な活動が、犯罪防止と事故防止のための抑止効果となってい 通学路等の安全確認ができた。
・児童の登下校時における安全見守り活動を自主的・積極的に実施し
る。
特に昨年度来、下水管工事が行われている関係上、多くの目で児童の
た。
・防犯パトロール活動等を等を通じて、犯罪等に起因する各種問題等の パトロールや交通指導中に、挨拶を受けたり、安全ボランティアの活動 登下校を見守れたことは、安全確保の点で団体の果たす役割が大きい
に対して感謝されることがある。災害が予想されるときや、悪天候の場 と実感する。
早期発見と安全対策を図った。
30
・安全ボランティアの総会を開催し、安全に見守るための情報交換を
合、自宅近くで児童の登下校における様子を細かく見守るなど、地域で 団体メンバーが学校の招待により、全校児童が感謝する集会に参加し
行った。
子どもたちを守ろうとの意識が高まってきている。
たことで、地域と学校との繋がりが年々強くなってきている。
※現在のボランティア登録者数 27人
見守り活動中の安全ボランティアへの児童の挨拶や会話から、地域の 地域住民の高齢化に伴い、ボランティアを受けてくださる方が減少して
※活動実施200日／全登校日200日
方とのコミュニケーションが図られるようになってきている。
きているものの、ＰＴＡ会員からの申し出が毎年着実に増えてきているこ
とを心強く感じる。
登下校時の見守りやパトロール等を継続して行うことが、犯罪や交通事
故の抑止力になっている。
隊員や保護者の方々も積極的に子どもと挨拶を交わし合うなど、学校
ぐるみ、地域ぐるみで子どもを犯罪や交通事故から守ろうという気運が
高まっている。登校時の付き添いや交差点での見守りなど、保護者の活
動も活発になってきた。隊員も少しずつ増え、自治会等の意識も高まっ
てきている。引き続き、活動の充実を図っていきたい。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

学区内全6地区で、毎日見守り活動を行うことで、児童が安全で安心し
登下校時の旗振り、登下校時の見守り活動を行うことが、児童の安全 て登下校を行うことができている。また、見守り活動を継続して行ってい
を確保し、また犯罪の抑止力になっている。
ることが、犯罪の起こりにくい地域づくりにもつながっている。
登下校時、地域の方に協力いただくことで、児童と地域の方との繋が
地区パトロールを行うことで、通学路の危険箇所を保護者に発信で
教育局
りができ、放課後も安心して子どもたちが過ごすことができている。
き、また市に修繕箇所の要望書を提出し、安全の確保につながってい
教育環境部学務課
地区のパトロールを行うことで、通学路の危険箇所の把握ができ、安 る。
全確保ができている。また、放課後の子どもたちの様子も知ることがで
見守り活動を通して、家庭・学校・地域の力で児童が安心・安全に日常
き、地域とのつながりを再確認できた。
生活を送ることができていると再確認することができた。
今後も継続して活動を行っていきたいと考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

登校時だけではなく、下校時も緑のベストを着ていることで、より効果が
高くなっている。
ボランティアの方々と、情報交換会や登下校時直接話し合うことで、
ボランティアの方からの危険箇所情報や、児童の様子などを書面化し、
様々な事例を知り、すぐに対応できた。
情報交換会での内容を手紙で出すことで、注意しながら通学路を通行し
ている様子が見えた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して登下校時の見守りやパトロールを実施することによって、児童
の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつな
がっている。
旗振り等の実施時に着用するレインスーツは明るい色なので、一目で防
犯活動であることがわかるため、犯罪抑止のために非常に効果的であ 教育局
教育環境部学務課
る。
また、雨天時でのレインスーツの着用、冬場は使い捨てカイロの携行で
見守りボランティアを続けるにあたって、健康面から見ても、これらの物
品を購入するために、市からの助成金を有効に活用できた。
この活動に通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して実施することにより、児童の安全確保を図ることはもとより、
犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっている。
活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力となっている。
パトロール時に着用する腕章や帽子は、一目で防犯活動であることが
教育局
活動を続けることで、子どもたちや保護者から声を掛けられることが多く
分かるため、犯罪防止のために、非常に効果的である。
教育環境部学務課
なり、地域のつながりが深まった。ひいては、地域の皆で子どもたちを見
また、「ホッカイロ」は、寒さ対策に効果的だった。これらの物品を購入す
守るという意識が高まり、犯罪の抑止につながると期待している。
るために、市からの助成金を有効に活用できた。
今後も活動を継続していくことが重要であると考える。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

・学校との関わりがさらに密接になり、地域全体で子どもを守る意識が
高まっている。
・継続して登下校時の見守りをすることによって、児童の安全確保を図
教育局
ることができ、犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっている。
・雨具については傘をさすことができないので必要である。また、日常使 教育環境部学務課
用のため、痛みが早く定期的に補充する必要がある。このため、市から
の助成金は有効であった。
・今後も活動を継続していくことが必要だと考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

毎日の見守り活動やパトロールによって、子ども達の安全確保を図ると
ともに、犯罪者が入りにくい地域作りに貢献することができた。
子ども達にも見守られているという意識が高まり、安心して登下校がで 教育局
教育環境部学務課
きるように思われる。
子ども達や教職員の方々と活動を続けることにより、更に地域と交流が
でき、連携が深まり、学校行事などにも参加できるようになっている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1719

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
光が丘小学校見守りレ
全活動団体設立
ンジャー
支援事業

・学区内全6地区で、年間を通して登下校時、児童の安全見守り活動を
実施した。
・7月に、通学路及び学区内の公園・公民館・児童館・商業施設などを回
る防犯パトロールを実施した。
30 ・見守りレンジャーの意見交換会を年2回（6月・3月）実施した。
・地域・保護者向けに、見守りレンジャーの参加を呼び掛けるお便りを配
付した。
※現在のボランティア登録者数 112人
※活動実施200日／全登校日200日

1720

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 ぬまっこ見守り隊
支援事業

登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に実施した。
情報交換会を実施し、相互の意見交換を行った。
30 話し合った内容は、各家庭にお手紙で周知した。
※現在のボランティア登録者数 45人
※活動実施200日／全登校日200日

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
共和小子ども安全見守
全活動団体設立
り隊
支援事業

３地区のグループに分かれ、登下校時における児童の安全見守り活動
活動を継続して行うことが、犯罪と事故防止の抑止力となっている。
を計画的に実施した。
旗振りをしながら、子どもの登下校の様子を見て、歩き方等注意するこ
30
ともある。「自分の命は自分自身で守る」ということが少しずつではある
※現在のボランティア登録者数 13人
が、子どもたちに身についてきていると思う。
※活動実施200日／全登校日200日

1722

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
桜台小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア
支援事業

・8地区のグループに分かれ、登下校時における児童の安全見守り活動
を計画的に実施した。
・7月、8月の夏祭り時には、それぞれの地区ごとに見守りパトロールをし
た。
30
・安全ボランティア会議の時に、見守り時の服装や注意事項、声のかけ
方（挨拶）などについて話し合いをした。
※現在のボランティア登録者数 11人
※活動実施201日／全登校日201

1723

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
上鶴間小学校「子ども
全活動団体設立
安全ボランティア」
支援事業

30

1724

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
横山地区防犯連絡会
全活動団体設立
議
支援事業

継続して登下校の見守り活動やパトロールを実施することにより、犯罪
児童の登校時に地区ごとに分担し、パトロールを実施した。
の抑止力が高まっている。
また、下校時刻の異なる低･中･高学年に合わせて、児童の安全な下校
子ども達と顔見知りになり、あいさつの交流も増え、それを励みに活動
30 のための見守り活動及びパトロールを実施した。
することができた。
※現在のボランティア登録者数 372人
子ども達を知ることにより、地域での防犯意識の高揚とともに、子ども
※活動実施201日／全登校日201日
達を犯罪から守ろうとする気運も高まっている。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 鶴の台子ども見守り隊
支援事業

登下校時、学区内において各ボランティアが予定した場所の周辺で、
児童の安全見守り活動を計画的に実施した。
また、犬の散歩やウォーキング時に各地区で防犯パトロ−ル活動を実
30
施した。
※現在のボランティア登録者数 40人
※活動実施202日／全登校日202日

継続して下校時の見守りやパトロ−ル等を実施することによって、児
童生徒の安全確保を図ることはもとより、事故や犯罪が起こりにくい地
域づくりにつながっている。活動時に着用する腕章やベストを見て、ス
事故や不審者情報が多い中、登校時や下校時の見守りやパトロール等 ピードを緩めたり、一時停止を守ったりする車や自転車が見られ、非常
を継続して行うことが、交通事故の防止や犯罪の抑止力となり、安全な に効果的であった。
教育局
雨天や寒い日も休むことのない活動に、長靴やカイロが喜ばれ、これ 教育環境部学務課
地域環境作りに役立っている。保護者と活動をともにするため、地域ぐ
らを購入するために、市からの助成金を有効に活用できた。この活動を
るみで子どもを犯罪から守ろうという意識の向上につながっている。
通して、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強まった。今後
もこれらの活動を継続していくことが地域の安全につながっていくと考え
る。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1726

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
かしま子ども見守りパト
全活動団体設立
ロール隊
支援事業

児童の下校時の見守り活動や地区の防犯パトロールを計画的に行っ
た。活動記録簿を提出してもらい、下校時の気になることを伝えた。
活動記録簿に子どもたちの様子を記入し、気になることは学校の指導
に活かした。
30 １１月に「安全安心のつどい」に参加し、警察官を招いての児童への交
通事故防止の講和を児童といっしょに聞き、児童が見守り隊への感謝
の気持ちを伝えてくれた。
※現在のボランティア登録者数 25人
※活動実施200日／全登校日200日

下校時の見守りやパトロール等を継続して行うことで、交通事故の防止
と犯罪の抑止力となっている。パトロール中には、児童とのコミュニケー
ションが図られ、あいさつをするようになっている。「PTA見守りdar」（５の
つく日に保護者が登下校を見守る活動）への参加が積極的に行われる
よう提言し、PTAと地域が連携して子どもを見守るようにしている。
継続して登下校時の見守りパトロールをすることで、児童を交通事故や
犯罪から守ることができている。

パトロールの際の暑さや寒さへの対策として、タオルや携帯カイロを購
入することができ、市からの助成金を有効に活用できた。
教育局
「安全安心のつどい」への参加を通して、学校、PTA、地域との情報交換 教育環境部学務課
ができ、連携を深めることができた。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1727

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
橋本小登下校安全ボラ
全活動団体設立
ンティア
支援事業

30

登下校中の児童に自宅周辺や交差点で声を掛け、安全な登下校を促し
児童の登下校時に自宅近くの通学路や交差点に出向いて、児童の登下
た。「できるときにできる範囲で」を合言葉に会員数を増やすことができ 教育局
校の安全見守り、誘導を行った。その結果、登下校時における大きな交
た。そのため、より多くの目で児童の登下校の安全を見守ることができ 教育環境部学務課
通事故や重大な事件に子どもたちが遭遇しなかった。
た。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

本学区は、地域や保護者の方々の防犯意識が高く、登下校の見守りや
パトロールに主体的に参加する人が多い。こうしたことが犯罪の抑止力
になっている。私たちの活動もこうした抑止力の一助となっていると自負
している。

登下校時の見守りやパトロール等の継続化を図ることによって児童の
安全確保がより確かな物となり、犯罪が起こりにくい地域づくりにつな
教育局
がっている。今後もボランティア会議などを活用して、コミュニケーション 教育環境部学務課
を密にして活動がより活性化するようにしていきたいと考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

・見守り活動やパトロールにより登下校時の児童の安全確保や犯罪抑
止に役立っている。
・学校やＰＴＡと地域との関係が密接になり、情報交換により連携が深
まっている。
・みまもり隊総会と地域懇談会を同時開催することにより、意見交換が
活発に行われ、地域全体で子どもを見守り育てていこうとする連帯感が
生まれている。

・比較的狭い学区ではあるが、多くの隊員が見守り活動をしているた
め、児童の安全確保だけでなく、パトロールの実施時にベストや腕章、
教育局
防犯キャップが犯罪抑止の効果をあげ、犯罪の起こりにくい地域社会に
教育環境部学務課
なりつつある。
・日常的に地域の様子に関心をもつ地域になってきている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1721

1725

・地区ごとに、登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に実施
した。
・安全ボランティアのメンバーが６年生から茶話会の招待を受け、６学年
と交流を持ち、登下校の安全について意見交換を行った。
・今年度はＰＴＡ校外委員と1学期と3学期の計2回、情報交換会を実施し
た。
※現在のボランティア登録者数 50人
※活動実施202日／全登校日202日

○登校時の見守り１９箇所
○下校時の見守り１１箇所
○旗振り講習会の実施（４月に実施）
※現在のボランティア登録者数 26人
※活動実施201日／全登校日201日

・登下校時の見守りやパトロール等を継続して行うことが、不審者への
抑止力となっている。
・通行車の速度を減じることと、通勤通学の自転車がマナーを守って通
行することに寄与できている。
・子どもとの良好な関わりがあり、子どもの挨拶への意識が高まってきて
いる。
・上鶴間小学校の学区内には、交通面でも危険な箇所があり、児童の
交通安全確保の面でも貢献している。

1728

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
大野台小学校学校安
全活動団体設立
全ボランティア
支援事業

ボランティアを大野台地区と西大沼地区のグループに分け、登下校時に
おける児童の安全見守り活動を計画的に実施した。6月と3月には安全
30 安心ボランティア会議を開催し、活動について話し合いをした。
※現在のボランティア登録者数 37人
※活動実施200日／全登校日200日

1729

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 並木小みまもり隊
支援事業

30

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
作の口小学校みまもり
全活動団体設立
隊
支援事業

・毎月、学年ごとの下校時刻を学校から知らせてもらい、児童の下校時
刻に合わせて国道沿いの横断歩道や自宅周辺の通学路で児童を見守
ることができた。
30 ・年2回の情報交換会の中で、下校時の様子や地域での子どもたちの過
ごし方など学校側に伝えることで、安全指導につなげることができた。
※現在のボランティア登録者数 41人
※活動実施201日／全登校日201日

・継続して登下校の見守りやパトロールを実施することによって、犯罪の
抑止力となり、犯罪が起こりにくい地域づくりに役立っている。
・年2回の情報交換会の中で、地域での子どもたちの過ごし方など学校
側に伝えることで、交通安全や自転車の乗り方等にかかわる具体的な
児童指導につなげることができた。
・市からの助成金を有効に利用し、ボランティアから要望のあった、防寒
用ホッカイロやみまもり時使用の長靴を購入した。冬季のみまもり隊の
活動時間は気温が低く長時間にわたるため、寒さ対策に役立った。高
齢者が多いこともあり効果的だった。

・登下校途中での児童の怪我等にも臨機応変に対応し、学校への連絡
や引渡しが円滑に行えた。
・交通量の多い交差点や横断歩道に毎日立って活動をしている会員
は、子どもたちとも顔見知りになり、子ども達から感謝の手紙が届いたと 教育局
喜んでいる。
教育環境部学務課
･活動を継続することで、学校、地域のつながりがさらに強化され、よりよ
い見守り活動が期待でき、犯罪の少ない町づくりにとってもとても有意義
なことであると考える。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1731

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
大野北小学校「地域の
全活動団体設立
子どもの安全見守り隊」
支援事業

・登校時刻に合わせて通学路に立ち、道路横断の誘導や通学路の安全
点検等、児童の安全見守り活動を計画的に実施した。
・下校時刻に合わせて、山王地区所有の青パトロールカーでの通学路
巡回を実施した。
30
・通学路に関わる工事等にも即対応し、安全な通学路の確保について
努力した。
※現在のボランティア登録者数 52人
※活動実施201日／全登校日201日

・毎日の見守り活動の折々に、学校の職員との情報交換ができ、安全
面や子どもたちの様子で気になることなどは、迅速に対応することがで
きたことは成果の一つである。
・小学校の朝会で紹介されたり、登校班班長の子どもたちとの会食（給
食）に招待されたりする中で親しくなり、あいさつを交わす子どもたちも増
えてきた。

・登校時を中心とした見守り活動、下校時の通学路巡回パトロール等を
実施することによって、児童の安全確保を図ることはもとより、自治会を
中心として犯罪が起こりにくい地域づくりにつながった。
教育局
・見守り活動に必要な物品を購入するために、市からの助成金を有効に
教育環境部学務課
活用できた。
・この活動を通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が深
まった。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1732

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 つるっ子を守る会
支援事業

学区内２自治会、保護者、教職員が登下校時における児童安全見守り
登下校時の見守りやパトロール等を継続して行うことで、犯罪の抑止
活動を毎日、計画的に実施した。
力になっている。
30 「つるっ子を守る会」（総会）を開催した。参加者126人。
自治会の役割の中に組み入れられるなど、地域ぐるみで子ども達を犯
※現在のボランティア登録者数 102人
罪から守ろうという気運が高まってきている。登校時の子どもの様子を
※活動実施200日／全登校日200日
気にかけたり、子ども達との繋がりも強くなってきた。

長年、継続して登下校時の見守りやパトロ−ル等を実施することに
よって、児童の安全確保をはかることはもとより、犯罪が起こりにくい地
域づくりにつながっている。パトロ−ル時に着用するベストや名札は、一
教育局
目で防犯活動であることが分かるため、犯罪防止のために非常に効果
教育環境部学務課
的である。これらの物品を購入するために、市からの助成金を有効に活
用できた。
今後も活動を継続していくっことが重要であると認識している。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1730

・児童の安全を見守るボランティア活動として、児童の登下校時に児童
の様子を見守り、横断歩道等での誘導を行った。
・自治会(育成会)単位の6グループに分け、それぞれに連絡員を置き、
学校と団体との文書等の配布や意見の集約などを行った。
※現在のボランティア登録者数 64人
※活動実施198日／全登校日198日

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1733

補助金等の名称

学校安全見守り団体活動助成金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

相模原市学校安
くぬぎ台小学校子ども
全活動団体設立
安全見守り隊
支援事業

30

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

継続して、登下校の見守りを行っていることで、児童の安全が図られ、
事件や事故に遭うことなく子どもたちが学校生活を送れた。また、保護
者・地域住民の意識が高まり、犯罪が起こりにくい地域になっている。見
守り活動の際に、帽子やジャンパ−を着用していることで、児童の見守 教育局
り・防犯活動であることが分かりやすく、犯罪防止のために役立ってい 教育環境部学務課
る。市からの助成金でこうしたグッズが購入できている。今後も継続して
活動していくことが重要であると考える。隊員が高齢化し、年々人数が
減ってきている。新しい退院の加入促進が喫緊の課題である。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

登下校時に見守りや交通指導をすることが、犯罪や事故の抑止力と
なっている。日常的に子どもに登下校指導しているので、地域でも挨拶
を交わし合い、見守り隊に入っていない方も含めた地域ぐるみで子ども
を安全な環境の中で育てようという機運が見られる。
総会では、PTA役員、校外委員（保護者）、自治会長も交えた中で情報
交換することができるので、登下校の実態を把握し、共に協力しながら
活動していくことが共通理解されている。

・登下校の見守りやパトロールの継続は、児童の安全確保や犯罪予防
につながっている。
・見守り活動時に着用の帽子やみまもり隊カードは遠くからも気づき、一
教育局
目で見守り活動であることがわかるので、子どもにとって安心感、地域
教育環境部学務課
にとっては犯罪や事故の抑止に効果的である。
・高齢化に伴い、年々登録者数が減少している。活動の継続のために
啓発活動を行い、新規登録者の拡充を図ることが課題である。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

子ども見守り活動を継続的に行うことにより、子ども達が安心して登下
校を行い、事故を未然に防いでいる。また、子どもと見守り隊の方が互
いにあいさつを通して、つながりを深めている。
安全強調日には見守り隊と共に多くの保護者も登校時に通学路に出て
安全を見守る様子が見られる。

登下校時の見守りやパトロール等を継続して実施することによって、児
童の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつ
ながっている。
日差しが強い日にも、子どもを見守ることがあるため今年度は帽子を 教育局
購入して隊員の方に配布した。購入のため、市からの補助金が有効に 教育環境部学務課
活用できた。来年度以降も同様に、見守り活動時に必要と思われるもの
を購入して隊員の方に配布できるようにしたい。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して登下校の見守りやパトロールを実施することによって、児童の
登校時の見守りや地区パトロールを継続して行うことが、犯罪の抑止力
安全確保を図ることができた。地域の交通安全協会とも連携し、道路の
教育局
となっている。パトロール中に子ども達と挨拶を交わし、見守り隊の活動
横断の安全確保ができた。今年度は、通学路の安全への目配りをし、
教育環境部学務課
が、学校と地域の連携の一環になっている。学校と地域が連携して児童
危ない所はポスター等を貼ったり、通学路の花壇に花を植えたりした。
の安全を守ろうという意識が高まっている。
また、ボランティア募集のポスターや手紙を配布した。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

児童の登下校の際に、見守りやパトロールを実施することによって、児
童の安全確保はもとより、犯罪がおこりにくい地域づくりに結びついてい
る。その意味で，パトロールや見守りを実施することは、児童の安全確
教育局
保の一助になっていると思う。また、この活動を始めてから、学校の教職
教育環境部学務課
員や児童の保護者と会話をする機会が増え、学校・保護者・地域とのつ
ながりを深めるのに役立っていると感じる。未来ある子ども達のために、
今後も活動を続けていきたい。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して実施することにより、児童の安全確保を図ることはもとより、
活動を継続して行うことが、犯罪の抑止とともに交通事故防止につな
犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっている。
がっている。
安全見守り活動を実施する際に着用しているベストや帽子は、一目で
教育局
1年生の活動に参加するなど、学校の教育活動に参加することが、日
防犯活動であることが分かるため、犯罪防止に非常に効果的である。
教育環境部学務課
頃の安全ボランティアとしての人間関係づくりの一助となり、子どもたち
この活動を通して、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強
があいさつしてくれるとともに、防犯や交通安全に対する声かけに応え
まった。
てくれることが増えている。
今後も活動を継続していくことが重要であると考える。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

谷口小の通学路は、交通量が多く、道幅も狭いので、安全面で心配で
あったが、谷口小の子どもを守る会の取組により、安心して登校ができ
ている。
また、児童への声かけを通して、児童も地域の方とつながりを持てるよ
うになり、登校時ばかりでなく、関わりが広がり、児童の地域に対する愛
着も深まっている。

・暑いときも寒いときも、雨や雪の日も毎日、児童の登校を見守ることが
できた。
・児童からのあいさつも増え、地域づくりに大いに貢献している。
・見守る時に、着用する腕章やベスト、帽子は一目で安全活動であるこ 教育局
とが分かるため、大変役立っている。また、雨の日のレインウェア、手袋 教育環境部学務課
等を購入するために、市からの助成金を有効に活動することができた。
・活動を通して、地域と学校との情報交換も活発になり、連携が強まっ
た。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

・隊員15名が、登下校時・下校時に児童の安全見守り活動をしている。
・登校日のうち、ほぼ毎日活動している隊員もいるが、毎日活動できな
い場合は、曜日を決めるなどして、必ず見守りに出られるように声を掛
け合っている地区もある。
・犬の散歩や買い物の時刻をを登校時・下校時に合わせ、児童の安全
を見守り、あいさつの声かけをする隊員もいる。
※現在のボランティア登録者数 15人
※活動実施200日／全登校日200日

登校時や下校時に見守り活動を継続して行っていることで、犯罪を抑止
する効果がある。
児童と交わすあいさつや言葉を励みに活動している隊員も多い。児童
や保護者との関係も深まり、地域全体の子どもたちを交通事故や犯罪
から守ろうとする気運が高まっている。PTA校外委員長や本部役員も総
会や報告会に参加し、保護者代表として感謝の気持ちを隊員に伝えて
いる。

自己評価

所管課

左のように評価した理由

1734

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 ふたばっ子みまもり隊
支援事業

平成28年度の登録者数は48名である。登下校時の見守り活動を中心に
毎日実施した。
・10自治会を単位に当番活動として登下校時の交通安全指導を実施
・1年生の下校時に学校まで迎えに来て引率し、下校指導の実施
・自宅付近で見守り活動の実施
30
・日没の早い11月〜2月に夕方パトロールを実施
・年間2回 総会開催 4月26日、平成29年2月23日
・子どもとの給食会（学校へ行こう週間）
※現在のボランティア登録者数 48人
※活動実施201日／全登校日201日

1735

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
陽光台小学校子ども見
全活動団体設立
守り隊
支援事業

30

○地区ごとに分かれ、登下校時における児童の安全見守り活動を計画
的に実施した。
○ボランティア感謝の会に参加して、児童との交流を図った。
○年１回の定例総会を実施した。
※現在のボランティア登録者数 52人
※活動実施201日／全登校日201日

1736

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
全活動団体設立 若草小・たんぽぽの会
支援事業

30

若草小学校の学区内において次のような活動を展開した。
・登下校時の児童の見守り活動、交通指導
・地区の防犯パトロール
・児童の安全に関わる情報を学校に提供
※現在のボランティア登録者数 24人
※活動実施199日／全登校日199日

1737

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
上溝南小学校 子ども
全活動団体設立
見守り隊
支援事業

児童の登下校時に、１３カ所の危険地区に計画的に防犯パトロールに
取り組んでいる。また、道路が入り組んでいるところが多く死角になりや
すい学区が多い地域故に、犬の散歩、近所への外出や買い物の際に
と、日常のボランティア活動を工夫して行い、児童の安全を見守る機会
30 を増やしている。また、学校との情報交換の際に、子どもの様子・新たな
危険箇所・交通事情の変化等の意見を積極的に出し、児童の安全確保
に努めている。
※現在のボランティア登録者数 34人
※活動実施201日／全登校日201日

1738

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
大島小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア団体
支援事業

30

1739

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
二本松小学校安全ボラ
全活動団体設立
ンティア
支援事業

・地域住民、老人会、保護者を含め、21名が、下校時に児童の安全見守
り活動をしている、
・活動を継続することで児童の安全確保や地域防犯の意識が高まって
・登校日のうち、ほぼ毎日活動している隊員もいるが、毎日活動できな
いる。
い場合は、曜日を決めるなどして、必ず見守りに出られるように声を掛 ・活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力となっている。
・パトロール時に使用するベストや腕章は、活動を知らせる意味でも効
・登下校時だけでなく放課後の児童の様子などの情報を 提供してもら
30 け合っている地区もある。
果があり、警棒も指導時に有効に活用できた。
・毎月学校便りを全隊員に配り、年度始めの4月と2月に情報交換会を開 い、家庭と連携し、地域の安全確保を進めている。
・保護者や児童からのあいさつなど課題は残るが、ボランティアの皆さ
催。
んとの交流の場を設定し、地域にさらに定着できるよう継続していく。
※現在のボランティア登録者数 21人
※活動実施200日／全登校日200日

1740

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
谷口小の子どもを守る
全活動団体設立
会
支援事業

30

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
地域の安全を考える会
全活動団体設立
パトロール隊
支援事業

地区のパトロール活動は各自治会を中心に、PTA校外委員や交通安全
相栄支部の方々が、子どもたちの登下校に合わせて毎日実施してい
る。毎年６月、学校にて「地域の安全を守る会」を開催し、総会としてい
30 る。登下校時刻変更については、安全安心グループメールを使い、常に
子どもたちの安全を確保している。
※現在のボランティア登録者数 50人
※活動実施200日／全登校日200日

子どもたちと安全見守り隊との自然なふれあいができており、パトロール
隊の温かい心遣いが子どもたちの良い刺激になっている。「地域の安全
を守る会」では、活発な意見交換があり、保護者とともに通学路の安全
について確認することができた。6月の朝会では、見守り隊が参加し、感
謝の会を計画・実施した。また、３月にはパトロール隊に6年生がお礼の
手紙を書くなど道徳的な実践もできている。

不審者などがいる場合、地域からすぐに学校に連絡が入り、パトロール
隊に知らせることによって事前に犯罪を防止したり、抑止したりすること
ができている。そのことが、子どもたちの安全を確保できているとともに、
犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっている。パトロール実施時に着
教育局
用するキャップや防寒コートが購入でき、市からの補助金を有効に活用
教育環境部学務課
できた。
この活動を通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携をさら
に強化することができた。今後も活動を継続していくことが必要であると
考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
青葉小学校区防犯対
全活動団体設立
策連絡会
支援事業

・児童の登校時に、通学路に立ち児童への声掛け及び安全指導を行っ
た。
・下校時には、学校から毎月届ける下校時刻表に合わせて、学年ごとに
下校時の児童への声掛け及び安全指導を行った。
30
・2月開催の「地域に感謝する会」の中で、見守り活動中に持った安全へ
の留意点を全校児童に伝えた。
※現在のボランティア登録者数 44人
※活動実施200日／全登校日200日

交通量の多い青葉小学校前の道路だけでなく、県道村富線から抜け道
として利用する車両が多い通学路において、緑色のシングルコートや
ジャケットを毎日着用し、交差点や危険が予測される道路において児童
の安全を見守った。
それは同時に地域住民や通行車両に対して、交通事故や犯罪の抑止
力となった。

・保護者の願いにもできるだけ応えるようにして、通学路の危険な場所
に立ち、登校時・下校時の児童の安全を見守り、声かけを行うことがで
きた。
・今年度は、シングルコートや防寒用の耳付き帽子を配布することがで
教育局
きた。多くのボランティアから好評を得ており、市からの補助金を有効に
教育環境部学務課
活用することができた。
・防犯対策連絡会を年3回開催し、地域と学校とＰＴＡの情報交換を活発
にすることで、連携を強めている。今後も話し合いを継続していくことが
重要であると考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安 相模原市立淵野辺東
全活動団体設立 小学校安全ボランティ
支援事業
ア団体

安全ボランティアは、現在47名の登録があり、毎朝の登校時における児
童の安全見守り活動を計画的に実施した。また、下校時にも旗振りをし
て児童の見守りをする中、気づいた点を学校に報告し、安全指導に役
30 立てている。さらに、自主的に日々防犯パトロールを実施するなど、学校
とともに安全活動に力を入れている。
※現在のボランティア登録者数 47人
※活動実施200日／全登校日200日

登下校時のパトロールを継続して実施しており、子どもたちの安全を守
ろうという意識が高い。また、危険箇所の報告や市への申請など、安全
な環境作りへの関心も高い。さらに、安全のベストや帽子、腕章をつけ
ている人が立っているということで犯罪の抑止力となっており、防犯の意
義も大きい。交通規則は大人がまず見本を見せようという意識向上を呼
びかけ、意識が高まっている。

継続して登下校時の見守りやパトロールを実施することによって、児童
の安全確保を図っている。犯罪抑止の効果もあり、犯罪が起こりにくい
地域作りに寄与している。
安全見守りの活動実施時に、カラージャンバーや帽子等は、一目で防
犯活動であることが分かるため、効果的である。また、雨天時での活動 教育局
では傘がさせないので、レインコートの着用が必要である。これらの物 教育環境部学務課
品を購入するために、市からの助成金を有効に活用できた。
この活動を通して、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強
まっている。今後も活動を継続していくことは大変重要であると認識して
いる。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
若松小学校安全対策
全活動団体設立
協議会
支援事業

・登下校時における児童の見守り活動を毎日実施した。
・校外活動時における安全見守り活動・パトロールを実施した。
・地域の安全見守り隊の方々に感謝の集いを開催した。
30
・安全対策協議会総会を開催した。
※現在のボランティア登録者数 56名
※活動実施200日／全登校日200日

・登下校時における見守りやパトロール等を継続して行うことが、犯罪防
止の抑止力になっている。
・登下校時のみでなく、毎日見守りをしていただくボランティアの方々を
はじめ、近所の方と児童との間であいさつを行うなどが確認できた。
・地域ボランティアの方と意見交換・情報交換ができ、各地域間において
安全に対する意識の高揚が認められた。
・交通量の多いバス通りや見通しの悪い交差点など危険な通学路にお
ける安全確保ができ、活動実施日における事故はなかった。

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保を図ることはもとより、犯罪が起こりにくい地域づくりにつ
ながっている。
見守り活動時に着用する帽子やベスト等は、一目で防犯活動であること
教育局
が分かるため、犯罪防止のために非常に効果的である。これらの物品
教育環境部学務課
を購入するために、市からの助成金を有効に活用できた。
毎日あいさつを交わすことで、連携が深まり、明るい地域作りにつな
がっている。今後とも地域、学校、PTAが協力し、お互いに情報交換を
行って、活動に役立てていきたいと考えている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1741

1742

1743

1744

・大島小学校区において、児童の登下校の見守り活動を計画的に実施
した。
・学校の教育活動にボランティアとして参加し、日頃からの人間関係づく
りを行った。
※現在のボランティア登録者数 28人
※活動実施199日／全登校日201日

・登校時の見守りを、危険箇所に分かれて、毎日実施した。
・地域の交通安全教室に参加し、交通安全への啓発に努めた。
※現在のボランティア登録者数 12人
※活動実施201日／全登校日201日

児童の下校時やそれ以外と、時刻と場所を立体的に設定し、パトロール
の配置をしていることで、,犯罪の防止のための力となっている。また、パ
トロールを行う中で地域の方にあいさつ等の声かけをされるなど、地域
の中での防犯の輪の広がりを感じる。 また、ＰＴＡの校外委員会が中
心となって作った、危険箇所のアンケート調査・「危険箇所マップ」を元に
して重点配置場所をきめるなど、学校と保護者との連携の中で、子ども
の安全対策を行うことができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保はもとより、犯罪が起こりにくい地域作りにつながってい
る。その意味で、パトロールや見守りを実施することは、児童の安全確
保の一助になっていると思う。
教育局
パトロール等の実施時に着用する帽子は、一目で防犯活動であること
教育環境部学務課
が分かるため、犯罪防止のために非常に効果的である。この物品を購
入するために、市からの助成金を有効に活用できた。
この活動を通じて、地域と学校との情報交換が活発になり、連携が強
まった。今後も活動を継続していくことが重要だと考えられる。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

自己評価

自治会、老人会、ＰＴＡが登下校時における児童の安全見守り活動を
計画的に全登校日に実施した。
登下校の見守りやパトロール等を継続して行うことが犯罪抑止力となっ 地域としてのまとまりが感じられ、交通安全の見守りや犯罪抑止力とし
学校から依頼された地区防犯パトロール、及び危険箇所の点検は、年
ている。また、子ども達はよく挨拶をするようになってきているので、さら ての役割を果たせた。今後も活動を継続していくことが重要だと考えら
3回行い、各地区から学校に報告した。
れる。
に、地域と学校との連携が深まっている。
※現在のボランティア登録者数 134人
※活動実施201日／全登校日201日

所管課

左のように評価した理由

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
街頭見回りボランティア
全活動団体設立
団体
支援事業

30

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
当麻田小学校安全ボラ
全活動団体設立
ンティア団体
支援事業

登校日は全て安全見守り活動を実施し、登下校時に通学路の危険な場
所に立って、登下校する児童の見守りを実施した。また、道路が入り組
んでいるところが多く、死角になりやすい学区が多い地域故に、犬の散
歩、近所への外出や買い物の際にと、日常のボランティア活動を工夫し
30
て行い、児童の安全を見守る機会を増やしている。普段から通学路等、
学校周辺の見守りを行い、危険箇所がないか調べた。
※現在のボランティア登録者数 31人
※活動実施200日／全登校日200日

児童の下校時やそれ以外と、時刻と場所を立体的に設定し、パトロー
ルの配置をしている活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力となって
いる。
パトロール中に近所の方からあいさつをされることが多くなり、地域ぐ
るみで子どもを犯罪から守ろうという機運が高まっていることが分かる。
登校時に通学路の危険な場所（横断歩道等）に立つことで、地域の
方々から声をかけてもらっている。

1747

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
夢の丘子どもの安全見
全活動団体設立
守り隊
支援事業

・活動地区…塩田・古山・芹沢市場・宿・中丸・当麻・九坊院 7地区
・夢の丘小学校の学区7地区を中心に、全登校日の登下校時における
児童の安全見守り活動を実施した。
30 ・学校と協力し円滑な活動が行えるよう、下校時刻プリントや学校便り
「夢の丘」を毎月学校より送付いただき、確認しながら活動ができた。
※現在のボランティア登録者数 61人
※活動実施201日／全登校日201日

・夢の丘小学校の学区内には、交通面でも危険な箇所が多数あり、児
童の交通安全確保の面で貢献している。
・通行車両の速度を減じることや、時間帯通行規則を守って通行するこ
とに寄与できている。
・登下校時の見守りやパトロールを継続して行なうことが、不審者への
抑止力となっている。
・子どもとの良好な関わりがあり、子どものあいさつへの意識が高まって
きている。

1748

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
富士見小安全ボラン
全活動団体設立
ティア
支援事業

30

矢部地区と富士見・千代田地区において、登下校時における児童の見
守り活動を実施した。平成18年8月に設立されてから、全登校日に実施
している。地域の方5名と保護者18名が共に活動している。
また、安全ボランテｲアの間の情報交換会議を開催した。危険箇所の
確認や見守り活動における意見交換を行なうことができた。
※現在のボランティア登録者数 23人
※活動実施202日／全登校日202日

登下校のパトロールを継続的に行うことにより、児童の安全が確保さ
れた。また、保護者や地域の方々からも感謝の言葉が寄せられており、
地域全体で安全に対する意識の向上の一助となっていると実感してい
る。児童からも自発的に感謝の言葉や手紙が届けられており、子どもか
ら元気をもらっているとの話が会議の席上でも話されている。
また、これまでの活動実績に対し、教育委員会から感謝状の贈呈を受
けた。

継続してパトロールを行なってきていることによって子どもたちや地域
の方からも挨拶や感謝の言葉をかけられるようになった。このことから、
自分たちの活動が地域との絆を深め、子どもたちと地域の安全を向上さ
教育局
せることができたことを実感することができた。
これからも「子どもたちの安全を守る」を合い言葉に活動を続け地域の 教育環境部学務課
活性化につながっていくことができるようにしていきたい。
パトロール時に着用するベストや資料の配布に必要な物品の購入な
ど、助成金を有効に活用することができた。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
小山小子ども安全見守
全活動団体設立
り隊
支援事業

・小山地区と南橋本地区に分かれ、登下校時における児童の安全見守
り活動を計画的に実施した。
・登録者数は43名であるが、毎月の活動人数は小山地区20名前後、南
橋本地区10名前後である。年間の活動人数を集計すると、２月末までに
延べ人数は１１００名を越える。
・台風により登校時間変更等予定が変わる場合は、各地区の代表に電
30
話連絡をして状況を伝え、無理のない範囲で見守り人数を増やして対応
した。
・集団登校集合場所の安全についても配慮し、学校等の連絡を密にして
活動した。
※現在のボランティア登録者数 43人
※活動実施200日／全登校日200日

・通学路の交差点や人通りの少ないところに立って、児童の登下校を見
守る活動を継続して行うことが、犯罪の発生を未然に防ぐ役割を果たし
ている。
・地域ぐるみで、子どもの安全を見守る活動を通して、地域内の連携や
児童との関わりの機会が増し、互いにあいさつを交わすなどの交流も図
られた。

・継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
童の安全確保を図るとともに、犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっ
た。
教育局
・見守り隊の中には、ほぼ毎日活動している登録者もいる。児童にとって
教育環境部学務課
も、見守られていることへの感謝の気持ちへとつながっている。
・この活動を通して、地域と学校の情報交換が活発になり、連携が強
まった。今後も活動を継続することが、重要であると考える。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
川尻小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア団体
支援事業

・年間を通して、登下校の見守り活動を実施している。
・年５回の集団下校に協力し、通学路危険箇所点検を行った。
・「親子で学ぶ安全教室」に協力（１０人参加）６月２５日（土）
30 ・５月２３日（月）に総会、３月に運営委員会、また、月２会地区会議を行
い、活動の確認や情報交換を行った。
※現在のボランティア登録者数 102人
※活動実施200日／全登校日200日

登下校時の見守り活動を継続して行うことで、犯罪の抑止力になってい
る。
ＰＴＡ活動である「親子で学ぶ安全教室」や「通学路危険箇所点検」に協
力するなど、地域ぐるみで子どもを守ろうとする気運が高まっている。
総会や運営委員会では、校外での児童の様子について情報交換をし
た。その内容を全家庭に配布したり、ＰＴＡ校外だよりに掲載したりする
ことで、安全な生活への注意を喚起することができた。

継続して登下校の見守り活動をすることを通して、児童の安全確保は
もちろん、学校・地域の連携も強まったと感じる。
見守り活動において着用する防犯ジャンパーや帽子、横断旗などは、
一目で見守り活動を行っていることが分かるため、犯罪抑止に大変効果
教育局
的である。これらの物品を購入するために、市からの補助金が有効に活
教育環境部学務課
用できた。
この活動を通して、先生方と話す機会が増え、地域と学校の連携が深
まったと考えている。今後も活動を継続していくことが大切であると認識
している。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
相模原市立湘南小学
全活動団体設立
校見守り隊ボランティア
支援事業

（１）登校時の児童の見守り活動を実施した。
（全登校日201日＋夏季休業中のサマースクール3日）
（２）下校時を中心とした地区の防犯パトロール活動を行った。
（徒歩および自転車または自動車）
30 （３）定期的に話し合い活動の場を設定した。
（定例会議における情報交換、通学路改善要望）
（４）防寒着等パトロールに必要な用品を調査し、購入して配付した。
※現在のボランティア登録者数 49人
※活動実施204日／全登校日201日

児童が登校する全ての日で、見守り活動が実施できた。
見守り隊のベストや蛍光色の上着を着用して見守り活動を行うことで、 毎日登下校の見守りやパトロール等を行うことが、地域の安全意識向
車の運転者への交通安全や地域の防犯に対する意識向上に貢献でき 上に大きくつながっていると感じた。
学校やPTAだけでなく、地域全体で子どもたちを育てていくという取組 教育局
た。
教育環境部学務課
会議には、メンバーの他に自治会長にも参加を依頼し、子どもたちの みに、見守り隊の活動がつながっていることが実感できている。
したがって、小規模校である本校の子どもたちの安全を確保するため
見守り活動に対して地域連携を密に取り組んでいくことが確認できた。
長年にわたる活動実績が評価され、平成28年10月27日に文部科学大 にも、今後も、この活動を継続していくことが、重要であると考える。
臣表彰を受ける。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1752

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
根小屋小学校 根小屋
全活動団体設立
守レンジャー
支援事業

・根小屋地区の通学路において、登下校中の児童の見守りを計画的に
実施した。
30 ・児童の登下校に付き添い、集合場所から学校まで一緒に歩いた。
※現在のボランティア登録者数 16人
※活動実施201日／全登校日201日

通学路の各場所で児童の見守りを毎日行うことによって、児童・保護者
に安心感を与えると共に、犯罪の抑止力にもなった。また、何人か、限ら
れたメンバーではあるが、児童の集合場所から学校まで一緒に歩くこと
で、登校中の児童について歩き方の指導等をすることもできた。さらに
は、お互いにあいさつを交わすことにより、児童の健全育成にも寄与し
ている。また、保護者にも「ママレンジャー」としての参加も呼びかけてい
る。

地域の子どもは地域全体で育てるという考え方を醸成するための一つ
の手立てとしての意義が大きい活動であると考える。また、根小屋守レ
ンジャーのメンバーと教職員・保護者との間で情報交換をすることによっ
て学校の外の児童の様子を伝える手立てにもなり、きわめて貴重な機 教育局
会となっているようである。
教育環境部学務課
この活動を通じて、地域と学校とがしっかりと連携して子どもを育ててい
くことが可能となるであろう。そのためにも、今後もこの活動を継続して
いく必要がある。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1753

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
津久井中央小子どもみ
全活動団体設立
まもりたい
支援事業

子どもみまもりたい登録者を中心に、登下校における児童の安全見守り
活動を計画的に実施した。
除雪の際には、通学路の状況を確認し、児童が安全に歩行できるよう 登下校時の見守りやパトロール等を継続して行うことが、犯罪の抑止力 継続して登下校時の見守りやパトロール等を実施することによって、児
30 に融雪剤をまくなどの対応をした。12月に学校と情報交換を実施した。 となっている。また、地域ぐるみで子ども達の安全を守ろうという気運も 童の安全確保が図られている。今後も連携を密にして継続していくこと
高まってきている。
が重要である。
※現在のボランティア登録者数 30人
※活動実施200日／全登校日200日

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
桂北小安心・安全みま
全活動団体設立
もりたい
支援事業

・継続して登下校時や不審者情報があったときなどに、見守りやパト
・登下校時における児童の安全見守り活動を、年間を通して実施した。
ロールを実施することによって、犯罪の無い地域づくりにつながってい
登下校時は、集合場所から学校まで児童に同行し、確実に安全を確保
る。
した。
・防犯ベストを着て見守り活動をすることにより、保護者はもとより、老人 ・防寒用ジャンパーを防犯ベストと同色の蛍光緑色にしたことで、非常に
・見守りたいの情報交換会を学期に1回開催し、活動上の課題や危険箇
教育局
30
会など地域ぐるみで子どもを犯罪から守ろうとする気運が高まっている。 目立ち、児童登校中であることが一目瞭然で効果的なある。この物品を
所等について検討し、各地区子ども会へ啓発した。また、民生児童委員
教育環境部学務課
・犯罪に対する抑止効果とともに交通安全の啓発にもつながっている。 購入するために、市からの助成金を有効活用できた。
の方々にも出席いただき、情報の共有ができた。
・今後も継続的に活動することが、児童の安全確保のみならず、地域づ
※現在のボランティア登録者数 52人
くりにおいても、重要であると考えている。この活動を通じて、地域と学
※活動実施200日／全登校日200日
校の連携が深まっている。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1755

学校安全見守り団体活動助成金

相模原市学校安
内郷小学校安全ボラン
全活動団体設立
ティア
支援事業

・登校時の児童の見守り活動（全登校日に実施）
・地区の防犯パトロール
・児童の安全見守りに係わる各種活動
各ボランティアが予定した場所周辺を徒歩で巡回して活動した。
30
・年２回防犯対策協議会を開催し、児童の登下校時の安全確認、情報
交換を行った。
※現在のボランティア登録者数 52人
※活動実施201日／全登校日201日

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

本団体の活動が、登下校時の児童の安全に大きく貢献している。

1756

平成２８年度相模
原市立藤野小学
相模原市立藤野小学校、藤野南小
校、藤野南小学 対象児童の保護者
学校児童通学費助成金
校児童通学費助
成事業

自宅から路線バスの運行している最寄のバス停留所までの距離が１．１
本通学助成により、学校教育における適正な通学手段の確保が図られ 自宅から最寄のバス停留所までの通学手段の確保と、保護者の経済的 教育局
101 キロメートル以上ある場合に距離に応じた価格を支給した。
た。
負担の軽減が図られた。
教育環境部学務課
対象者人数 ：３世帯５人

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

通学手段の確保を図るとともに、保護者への経済的負担が軽減された
ため。

1757

相模原市立藤野中学校生徒通学
費助成金

平成２８年度相模
原市立藤野中学
対象生徒の保護者
校生徒通学費助
成事業

自宅から路線バスの運行している最寄のバス停留所までの距離が１．８
スクールバスを運行する地区に居住する生徒は休日等に登校する手段
本通学助成により、学校教育における適正な通学手段の確保が図られ
教育局
69 キロメートル以上ある場合に距離に応じた価格を支給した。
がないが、本通学助成により保護者での安全な送迎を行なうことがで
た。
教育環境部学務課
対象者人数 ：７世帯９人
き、もって部活動等への参加も活発になった。

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

通学手段の確保を図るとともに、保護者への経済的負担が軽減された
ため。

1745

1746

1749

1750

1751

1754

・学校との関わりがさらに密接になり、地域全体で子どもを守る意識が
高まっている。
・継続して登下校時の見守りをすることによって、児童の安全確保を図
ることができ、犯罪が起こりにくい地域づくりにつながっている。
教育局
・冬場は寒さが厳しいので、防寒には携帯カイロと軍手が役立った。そ
教育環境部学務課
れらの物品を購入するために、市からの助成金は有効であった。
・構成メンバーの高齢化が課題になっている。今後も活動を継続していく
ためには後継者の育成が必要だと考えている。

年に２回全体で会議を行うことで、学区内の危険箇所、児童の登下校の
交通量の多い国道や人通りの少ない通学路などがあり、それぞれの場
様子について共通理解できた。安全安心の観点からボランティアによる
所に応じた見守り活動を行っている。内郷地区は地域ぐるみで子どもの
教育局
見守りは大変効果が大きく、今後も引き続き活動を行っていくことが必要
教育環境部学務課
安全を見守ろうという意識が高く、多くのボランティアの見守り活動で、
であると考る。今回購入したベストは、安全ボランティアの方に配布し、
交通事故もなく、安全な登下校ができている。
日頃の見守り活動に有効活用している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由
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平成28年度相模
相模原市立湘南小学校児童バス通 原市立湘南小学
対象児童の保護者
学補助金
校児童バス通学
補助事業

68

「葉山」バス停から「湘南小学校前」バス停区間までの1ヶ月分定期代
3，100円×1／2×11ヶ月分（※8月分を除く）
対象者：4名
●総助成額：68,200円

当該補助対象区域より転居等の異動はなく、通学費にかかる保護者負
通学手段の確保と、保護者の経済的負担の軽減が図られた。
担の軽減が図れた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

通学にかかる保護者負担の軽減が図られたことにより、義務教育が円
滑に実施でき、十分な事業効果があったと考える。
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平成28年度相模
相模原市立相模丘中学校生徒バス 原市立相模丘中
対象生徒の保護者
学校生徒バス通
通学補助金
学補助事業

52

1「久保沢」バス停〜「葉山」バス停区間の3ヶ月定期代の年額分
2「久保沢」バス停〜「湘南小学校前」バス停区間の3ヶ月定期代の年額
分
当該補助対象区域より転居等の異動はなく、通学費にかかる保護者負
通学手段の確保と、保護者の経済的負担の軽減が図られた。
上記1から2を差し引いた金額に対し、1／2を乗じた金額を補助する。
担の軽減が図れた。
対象者：6名
●総助成額：55,940円

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑8282

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

通学にかかる保護者負担の軽減が図られたことにより、義務教育が円
滑に実施でき、十分な事業効果があったと考える。

相模原市立小学校教育研究会補
助金

相模原市立小学
相模原市立小学校教
校教育研究会事
育研究会
業

相模原市立小学校教育研究会は、市内の小学校教職員で構成され、
今年度は１，９２９名（短期を含む）で、研究・研修活動を進めた。２０の
教科・領域部会をさらに３ブロック・６グループに分け、授業研究に結び
1,824
つく研究活動に年７回の研究日を設定し研究授業や研修・情報交換を
行った。また、８月には全員研修会を実施した。子どもたちの活気あふ
れる学校づくりに向けた授業技術や専門職技能の向上を目指した。

各小学校の教職員が各教科・領域２０部会で年７回の研究日を設定し、
授業研究や専門技能研修を推進し、授業改善・学校の活性化に向けた
研究を進めることができた。今年度の神奈川県小学校教育研究会、中
央大会が小田原・足柄下で開催され、本市からは２０部会にそれぞれ３
名ずつ、６０名が参加し研究協議に意欲的に臨んだ。県内各地の教育
実践にふれることができ、大変参考になった。また全員研修は、教育に
生かすことができる内容であった。県外優良校・研修施設などの視察、
発表会や授業参観を通し、教職員の資質向上を図ることができた。

神奈川県小学校教育研究会中央大会（小田原・足柄下大会）に各ブロッ
クから参加できたことで、協議された内容を各部会に報告することがで
きた。また、全員研修会では、スポーツジャーナリスト、二宮清純氏より
スポーツを通しての人間形成について講演をいただき、教職員の仕事 教育局
に活かすことができた。このような成果を上げることができたのも充実し 教育環境部学務課
た支援を賜ったおかげである。次年度も相模原教育充実発展のため
に、本教育研究会に課せられた役割が果たせるように組織的に教職員
の資質向上に努めていきたい。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は各教科・領域の２０部会での授業改善・学校活性化に向けた
研究活動の推進をはじめ、全員研修に係る会場等使用料及び講師講
演料に活用された。年７回の研究授業や全体研修会における教育実践
の情報共有が教職員の資質向上を図ることにつながったことから、本補
助金の目的に寄与している。
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相模原市立中学校教育研究会補
助金

相模原市立中学
相模原市立中学校教
校教育研究会事
育研究会
業

今年度も、学習指導要領の趣旨を踏まえた教育の推進をめざして、より
充実した取り組みができた。各研究部は、教育課程実施上の諸課題を
解明し、３年間を見通した研究を推進することができた。特に、各教科部
会では、学習指導要領の改訂に向けた授業研究実践上の諸課題につ
1,246 いて研究を進めた。また、各研究部は運営並びに研究課題の検証結果
に基づき、その具体的な解決策を組織的に検討した。
本年度は、８つの領域部会が夏の研究発表会で３年間の研究のまとめ
を発表し、８５０名程の先生方が参加した。各領域とも充実した発表会で
あったとの報告を受けた。

各研究部の熱心な実践研究によって、会のテーマである、「生きる力を
各研究部の教育実践研究によって、生徒の個性の伸長と生きる力の育
育てる学校教育の創造」を推進することができた。また、政令都市として
教育局
成を推進し、会員相互の資質を向上することができた。また、各研究部
の相模原市立中学校教育研究会のあり方や研究方向についても、各研
教育環境部学務課
は、具体的に運営並びに研究課題について、工夫改善を検討し実践を
究部は研究計画に基づいた予算の見直しなどを行い、具体的な改善策
始めたことにより、今後の研究推進に良い効果をもたらしている。
を提示できたので、今後の研究推進に見通しがもてるようになってきた。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は各教科・領域の研究部会及び研究発表会において学習指導
要領を踏まえた教育課程実施上の諸課題研究や教育実践研究及び課
題解明に活用された。また、政令指定都市としての相模原市立中学校
教育研究会のあり方について、各研究部会で改善策を提示するなど、
中学校教育における自主的な調査及び研究活動の促進を図れたことか
ら、本補助金の目的に寄与している。
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相模原市立小中学校教育器楽合
奏研究会補助金

相模原市立小中
相模原市立小中学校
学校教育器楽合
教育器楽合奏研究会
奏研究会事業

・管楽器実技講習会
123 ・指揮法講習会
・小中学校音楽発表会（さがみ風っ子文化祭）

管楽器実技講習会には、２７８人の児童生徒が参加した。管楽器、打楽
器を中心に専門家の指導を受けて、子どもたちの技能が高まった。ま
た、指揮法講習会には、１６人の指導者が参加した。分かりやすい指導
を受け、実践に役立つ技能を身につけることができた。さがみ風っ子文
化祭の一環として行われる小・中学校音楽発表会の運営に携わり、２日
間で４６団体１，５７６人の児童生徒が参加した。

市内小中学校の器楽合奏の普及・向上のために、管楽器実技講習会
及び指揮法講習会を児童生徒・指導者を対象として行った。今後の演
教育局
奏や指導に役立つ講習の場となり、大きな効果があった。小・中学校音
教育環境部学務課
楽発表会は互いの演奏を聴き合うことで、他校との交流や情報交換の
ための良い機会となった。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は、管楽器実技講習会及び指揮法講習会における講師料及び
会場費として活用された。講習会には児童生徒及び指導者が参加し、
実践や指導において役立つ技能の習得につながったことから本補助金
の目的に寄与している。
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相模原市立小中学校視聴覚教育
研究会補助金

相模原市立小中
相模原市立小中学校
学校視聴覚教育
視聴覚教育研究会
研究会事業

本市小中学校１０９校の教員で構成される定例理事会を中心に、児童
生徒の情報活用能力の向上や教育活動におけるＩＣＴ活用の推進を図
るため、視聴覚及び情報教育全般にわたる研究・実践を行ってきた。ま
た、その成果を共有することができた。
320 ・定例理事会、総会、企画会、各研究部による提案授業の実施
・機関誌「考える目」の発行・研究紀要の発行・放送コンテストの実施
・研究委嘱
・全国の視聴覚研究団体との研究交流
・関東ブロック研究発表会への派遣及び大会開催にむけた準備

本研究会による研究実践・研究成果は、本市のＩＣＴ環境を活かした全
小中学校での視聴覚教育及び情報教育の展開に寄与している。また、
全小中学校での課題や展望を踏まえ、今後の本市の視聴覚教育及び
情報教育の方向性、ＩＣＴ環境整備の方向性を提言する役割を担ってい
る。
・ＩＣＴ機器活用や情報モラル教育の授業研究を通した学校教育活動へ
の展開
・放送コンテスト実施による各学校の放送委員会活動の活性化
・本市教職員のＩＣＴ活用向上
・全国への相模原教育の情報発信

・ＩＣＴ機器を活用した授業実践研究では、様々な教科・場面で子どもた
ちが主体的に活用する実践を積み重ねてきた。その実践例を市内各小
中学校の教育活動に活かせるよう示すことができた。
教育局
・市教委と共に「情報モラルハンドブック」を作成。授業実践を重ね、情報
教育環境部学務課
モラル教育の授業実践やカリキュラム研究を推進した。
・平成３０年度、視聴覚・放送関ブロ大会相模原大会に向けた、準備を
進めることができた。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

助成金は当該研究会の各研究部活動費及び放送コンテスト運営費等
に活用された。本市小・中学校教諭で構成される定例理事会において、
視聴覚及び情報教育に関する研究、実践及びその成果の共有を行うこ
とにより、本市のICT環境を活かした視聴覚教育及び情報教育の推進に
つながったことから、本補助金の目的に寄与している。
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相模原市学校図書館協議会補助
金

相模原市学校図 相模原市学校図書館
書館協議会事業 協議会

・第６２回青少年読書感想文コンクール参加に向けての取り組み
学校での取り組み６月〜８月、市審査会９月、県審査会１０月
・第２８回読書感想画コンクール参加に向けての取り組み
125
学校での取り組み９月〜１２月、市審査会１月、県審査会１月
・読書感想文、画集「読書のすすめ」の発行
編集、講評９月〜１月、校正１月〜２月、市内小・中学校に配布３月

○読書感想文・感想画は、各校が取り組み、感想文・感想画ともに多く
の作品を応募した。市から選ばれた作品が県審査会に入選することが
できた。
○夏期研究大会に参加し、図書館教育の実践を聞き、市内の取り組み
も報告することができた。それにより、今後の図書館教育の活性化を
図った。
○読書感想文・画集「読書のすすめ」を発行し、市内小中学校に配布し
たことで、読書活動を推進することができた。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は研究大会参加や読書感想文・画集「読書のすすめ」の発行を
とおして、学校図書館教育の啓発、活性化及び読書指導の推進等に活
用された。読書感想文・感想画は多数の作品の応募があり、県審査会
で入選するなど、市立小中学校における図書館教育及び読書指導の充
実を図れたことにより、本補助金の目的に寄与している。
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相模原市中学校体育連盟補助金

相模原市中学校 相模原市中学校体育
体育連盟事業
連盟

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は体育的諸事業の企画・運営や各種体育大会における看護師
及び公認審判委員派遣、保健体育に関する研究に活用された。また、
本市を代表する生徒が全国大会に出場し、優秀な成績を収めるなど、
市立中学校における運動競技の発展及び大会運営の定着によるス
ポーツ文化の向上が図れたことにより、本補助金の目的に寄与してい
る。
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6,000

○読書感想文、読書感想画とも、各校が意欲的に取り組んでおり、どの
作品も丁寧に取り組んでいることがうかがえる。応募数が多いことから、
図書館教育指導が熱心に行われており、今後の読書活動がますます活 教育局
性化されることが期待される。今後も幹事会や研修会で各校の取り組み 教育環境部学務課
を共有し合い、今後の図書館教育の発展に貢献できるよう活動したい。

諸事業を通して、生徒の体力の向上や健康増進および社会生活の基礎
となる態度の育成に効果がありました。また、看護師や公認審判員の派
市内中学校の体育的諸行事（春季大会、総合体育大会、秋季大会、実
市内３７校広域による大会運営で、各種目の会場調整や熱中症等によ
遣にお力添えをいただき、特に大きな事故もなく、円滑に大会運営がで
技講習会、専門部会の開催、保健体育研修会等）の企画・運営を通し
る生徒の健康安全等の課題がありました。これらの課題に対して、市教 教育局
きました。今年度も本市を代表する生徒が県総体、関東・全国大会へと
て、体力・技能の向上を図ったり、社会性を養ったりするとともに、保健
育委員会のご理解とご支援により全種目への看護師配置や公認審判 教育環境部学務課
駒を進め、優秀な成績を収めることができました。研究部では、県の体
体育全般にわたる研究を実践した。
員の派遣による大会運営の定着等、課題解決がされつつありました。
力づくり研究発表大会で実践報告を行い、研究の成果を上げることがで
きました。
○今年度、専門部会拡大研修会１２月に行った。「発達障害の基本」を
テーマに専門的なお話をいただき大変有効であり、スキルアップが図ら
れた。通常の学級の先生方、支援コーディネーター等、いろいろな先生
方に是非聞いていただきたい内容であった。ぜひ次年度は、日程を工
夫しより多くの方が参加できる設定をしていきたい。
○「第７回相模原市特別支援教育研究大会」では、５分科会でレポート
発表と協議が成された。どの分科会も熱心な討議がなされ、特別支援
教育へのアプローチが提案できた。合同学芸会に関しては、今年度は
南部での大会場開催で相模女子グリーンホールが会場となった。多くの
学校が出場し、運営が心配ではあったが、全ての部門でスムーズな運
営がなされ、出場者は成就感があり保護者からは高い評価をいただい

年間を通じて様々な研修会や研究発表大会を企画することで、会員相
互の特別支援教育に関する知識や技能の伸長につながったと考えられ
る。また、合同学芸会など発表の場があり、多岐にわたる活動を進める
ことができた。更に、ブロック交流会などを通じて地域に根ざした特別支 教育局
援教育の在り方を考える機会になったと考えられる。会員全員への調査 教育環境部学務課
の結果からも、本研究会での活動は特別支援教育の推進につながった
ことが伺える。円滑な運営が進められたのは、財政面での支援と運営委
員の努力に負うところも大きかったと思う。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は研修会や専門部会、研究発表大会の開催をとおして、特別支
援教育の周知と理解・啓発等に活用された。
専門部拡大研修では、特別支援教育に関する専門的な知識や技能の
習得につながる講演や特別支援教育のありかたの研究を行うなど、市
立小中学校における特別支援教育の充実を図れたことにより、本補助
金の目的に寄与している。

1766

相模原市特別支援教育研究会補
助金

相模原市特別支
相模原市特別支援教
援教育研究会事
育研究会
業

○講演会・研修会
・講演会 東京都心身障害福祉センター 山本 良典 氏
・専門部拡大研修会 発展相談センター ワンダートンネル理事長 千
谷史子氏
129 ○相模原市特別支援教育研究大会（８月３日）
・２２０名の参加者、５分科会に分かれて実施
○合同学芸会の開催（南部１１月１９日、北部・中部ブロック開催１０月２
６日〜１１月２２日）
○ブロック交流会（中学校区を中心に）で近隣校との交流活動を実施

1767

神奈川県高等学校定通教育振興
会補助金

神奈川県高等学
神奈川県高等学校定
校定通教育振興
通教育振興会
会事業

○定通教育関連の文化的行事及び体育的行事を実施する団体への助
成を行なった。
○全振関東支部事務局として全振関東支部山梨大会を開催した。
○全振関東事務事務局として第６７回全振「千葉大会」に参加した。
70
○高等学校定通教育に関する各種の統計調査を実施した。
○活動報告として「定通時報」、統計資料として「定通便覧」を発行した。
○全国、県高等学校定通教育振興会の優秀生徒表彰を行なった。
○全振への定通教育功労者表彰を行なった。

○文化的行事や体育的行事において定時制で学ぶ生徒たちに多くの発
表、活躍の場を提供することができただけでなく、広く内外に広報するこ
とにより定通教育の重要性をアピールすることができた。
○全国定時制通信制教育振興会の活動に参加することにより、各都道
府県と定通教育に関する課題の共有を行なうとともに、未来の定通教育
の進むべき道を探る一助となった。

○文化的行事や体育的行事において定通制で学ぶ生徒たちの関東、
全国における活躍は、県内の定通制で学ぶ多くの生徒たちに勇気を与
えるものである。その意味で生徒たちが誇りを持って社会に巣立つ一助
教育局
となっていると考える。
教育環境部学務課
○定通制の生徒たちが誇りを持って学ぶ姿を広報することは、県内の
中学生をはじめとして社会全体に与える影響は大きなものがあると自負
している。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は定時制・通信制高等学校の生徒を対象とした文化的・体育的
行事実施に活用され、生徒の発表・活躍できる場となり、定時制通信制
教育の普及、啓発活動を実施した。また、定通教育に関する全国大会
等においても、各都道府県における施策や研究活動を発表し、定時制
通信制教育の振興を図れたことにより、本補助金の目的に寄与してい
る。

1768

県央県北地区高等学校定時制通
信制教育振興会補助金

県央県北地区高
県央県北地区高等学
等学校定時制通
校定時制通信制教育
信制教育振興会
振興会
事業

○６月２６日(日)：第４８回北相地区高等学校定・通球技大会の実施（バ
ドミントン・バスケットボール・卓球・サッカー・軟式野球）
○１１月１７日(木)〜２２日（火）：第２７回地区高等学校定通芸術作品展
開催
333 ○進路相談会開催（６校７課程、１１月上旬〜１２月）
○会報の発行（５３号・１０月７００部、５４号・３月１２００部）
○事務局校会議、行事担当校会議の開催（５月、９月、１０月、２月）
○特別活動助成費（部活動振興助成、生徒会活動助成、就学奨励費）
の援助

○定通球技大会・芸術作品展を通じて
定時制・通信制の生徒が楽しみにしている行事である。球技大会につ
いては参加団体や公式大会数の減少の中で、県央県北地区の生徒が
交流できる貴重な機会となった。また、芸術作品展は、日頃の創作活動
の成果を学校の枠を超えてお互いに鑑賞しあうことのできる充実したも
のであった。
○進路相談会の開催から
定通課程をもつ学校を説明する機会として極めて貴重である。入学者
選抜制度の周知や各学校の特色や取組について伝えることができた。
○会報の発行を通じて多方面から激励や示唆をいただくことができた。
○助成費は、少人数の部活動の維持と活性化に寄与した。

予定された各事業は概ね良好に取り組むことができ、地区内における定
時制通信制高等学校の教育活動の振興と発展を図ることができた。特
に芸術作品展においては、各校の生徒作品の素晴らしさは参観者の感
動を呼ぶものであり、一般の見学者も多くなってきた。さらに球技大会等
教育局
の事業を通して、定時制・通信制の生徒たちの交流も深められた。その
教育環境部学務課
結果、生徒の心身の成長に大きな影響を与えるものとなった。
また、地区の中学生やその保護者、一般の方にも定時制・通信制の
学校に対する理解を深めることができた。今後更なる発展を期待しなが
ら運営にあたっていくつもりである。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は定時制・通信制高等学校の生徒を対象とした球技大会・芸術
作品展の運営に活用され、地区を超え交流する機会へとつながった。ま
た、進路相談会開催や会報の発行を通じて、定時制通信制教育の振興
を図れたことにより、本補助金の目的に寄与している。

1769

児童生徒指導対策助成金

児童生徒指導対 相模原市立小学校長
策事業
会

390

・児童指導上の問題の発生は予測ができないことだが、このような対策
事業が施されているために迅速に対応することができた。
・保護者や地域の方々と連携して、情報交換やパトロールをすることで ・社会情勢の急速な変化に伴う児童指導上の諸問題に意図的・計画的 教育局
問題行動の早期発見や予防のための対応が適切に実施できた。
に取り組む上で、その効果は極めて大きい。
教育環境部学務課
・校外学習、修学旅行等がねらいに沿って計画的に実施でき、児童の学
習効果が大きかった。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

補助金は地域協力者や保護者ボランティアと連携して行う情報交換会
やパトロールに活用された。関係者とともに問題行動の予防及び対策に
ついて協議することが、社会情勢の急速な変化に伴う児童指導上の諸
問題への迅速な対応につながったことから、補助金の目的に寄与して
いる。

①児童指導上の会議での協議、情報交換及びパトロールを地域の協力
者、保護者ボランティア等と共に実施できた。
②児童の問題行動の予防、対策のための綿密な実地検分と適切な計
画の立案を行うことができた。
③校外学習、修学旅行などの行事において、安全で円滑な学習活動を
行うことができ、児童の学習成果に反映することができた。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

1770

補助金等の名称

児童生徒指導対策助成金

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

児童生徒指導対 相模原市立中学校長
策事業
会

363

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

助成金は地域関係者やＰＴＡ運営委員会と連携した地域パトロール、関
係諸機関との相談会及び校外学習の巡回指導に活用された。
生徒指導について、関係諸機関と連携したことで、学校を取り巻くいじめ
等の問題への適切且つ迅速な対応及び非行問題の未然防止につな
がったことから本助成金の目的に寄与している。

相模原市立中学校3年生全員の進路希望が叶えられるよう、最新かつ
正確な資料・情報等の収集に努め、各中学校での進路指導に生かすこ 教育局
とができた。また、進路指導を適切かつ円滑に推進するとともに、進路 教育環境部学務課
事務の迅速かつ正確な対応という点からも大きな成果があった。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

助成金は進路指導に関する有料道路代、駐車場及び会議室使用料とし
て活用された。進路指導に関する情報交換、資料集竜及び相模原地区
公私立高等学校合同説明会の開催等の取り組みにより、適切な進路指
導及び進路事務の迅速かつ正確な対応を推進することができたため、
本補助金の目的達成に寄与している。

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

生徒指導上の課題に適切に対応するため、次の事業を行なった。
１．学校・地域・関係諸機関との連携を図るための諸会合、情報交換会
等の開催
２．地域の巡回指導、祭礼等のパトロール実施
３．校外学習、職場体験学習等における巡回指導
４．その他、緊急の生徒指導対応など

各中学校におけるいじめ・暴力・不登校・徘徊等の問題に適切且つ迅速
に対応することができた。また、非行問題等の未然防止に向けて、学
校・地域・関係諸機関で連携を図ることができた。各種の巡回指導・パト
ロールは有効で効果的であった。

学校・地域・関係諸機関等の連携及び地域の巡回指導・対応を要する
生徒の家庭訪問・緊急対応等、本事業及び本事業への助成は大変有
効であった。権限が移譲する中ではあるが、今後とも生徒指導上の課
題が多様に変化し複雑化する中、活用の推進を図っていきたい。

教育局
教育環境部学務課

①市立中学校３年生の進路希望状況の把握などに努め、結果を分析し
各中学校に提供することにより、各中学校では進路指導を適切に進め
ることができた。
②相模原地区県立高等学校合同説明会を開催し、各高等学校の特色
や教育課程等を把握し、各中学校の進路指導に生かすことができた。
③相模原市中学校進路委員会で、情報交換や進路指導に関わる確認
等を行うことにより、願書や提出書類の不備、記載ミスの防止に努める
とともに、願書や必要書類の提出を円滑に進めることができた。
以上、本事業は極めて重要である。

電話番号

1771

進路指導対策助成金

進路指導対策事 相模原市立中学校長
業
会

相模原市立中学校長会の委託を受け、相模原市中学校進路委員会を
設置し、相模原市立中学校の進路指導を円滑に行うため、進路指導に
関する情報交換、資料収集、調査等を行い、各中学校に情報提供した。
また、相模原地区県立高等学校と連携し、全中学校を対象に相模原地
309
区県立高等学校合同説明会を開催するとともに、生徒・保護者・教師を
対象とした相模原地区公私立高等学校合同説明・相談会に協力した。
各中学校では、提供された資料や情報、説明・相談会での説明や配布
資料、相談などをもとに進路相談を進め、充実した取り組みができた。

1772

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 相陽中学校課外活動
推進事業
運営委員会

837

運動部では、軟式野球部、男子バレーボール部、女子バレーボー
ル部、陸上競技部、柔道部、卓球部が県総合体育大会に出場し
た。また、秋季大会でも、野球部、バスケットボール部（男
子）、男子バレーボール部、卓球部、柔道部が、県大会に出場し
た。文化部では、吹奏楽部が、県大会で金賞を受賞し、3年連続と
なる南関東大会に出場し、演劇部は、県大会に出場して上位の成
績を上げることができた。どの部活動も活発な活動ができてい
る。

運動部は、以前にも増して、どの部も活発に活動をしており、学
校全体で活気が出てきている。また、部活動を通して健全な生活
を送れるようになっている生徒が多くなった。文化部は、地域の
公民館で、吹奏楽や演劇を披露したり、展示で美術の絵を飾った
り、小学生に科学を教えたりして、地域の活動に貢献した。

学校全体が落ち着いてきたことと関係して、顧問の先生方が目標
を持って適切に指導できるようになり、生徒が活動に集中できる
ようになってきた。地域への目を向けて発表の場を求めて活動で
きるようになってきた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、目標をもち、仲間を大切にしたり、助け合ったり、
自主的に活動できる力を養うことを目的として活動しており、本
補助金の目的に寄与している。

1773

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 上溝中学校課外活動
推進事業
運営委員会

815

市の大会で陸上競技部が駅伝で優勝、ソフトボール部も春の大会
で優勝した。また、多くの部が県大会出場を果たした。中でも陸
上競技部が２００ｍ準優勝、硬式テニス男子とソフトボール部は
ベスト８と好成績を上げた。さらに、ギター合奏部は全日本ギ
ターコンクールの合奏部門で銅賞を獲得するなど各部めざましい
活躍をした。

・各種大会参加での好成績は、参加部員にとって意欲と自信に繋
がっている。また、各部で互いに刺激となって励んでいる。
・部活動の実施により、生徒の豊かな心の育成やたくましい身体
作り、自主性を養うことを目的とした効果的な事業が実施でき
た。

・各部とも良好な運営ができた。
・課外活動の一環として、自主的かつ積極的な運営がされた。
・補助金も有効に執行することができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、共通の目的や趣味を持った者の活動を通じて、相互
に援助と協力をしながら、心身の健全な成長を目指すことを目的
として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1774

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 田名中学校課外活動
推進事業
運営委員会

781

大会参加費、協会加盟料を支払うことができ、生徒から別途集金
する個人負担にならずに活動できた。

各部、部員数に照らし合わせた金額を有効に活用した。
生徒自らが活動を楽しむだけでなく、地域行事への参加、あるい
は、見るものに感動を与える取り組みがはかれた。

家庭の経済的状況により、部活を選択しなければならないこと
は、避けたい。生徒が取り組みたい活動を応援できる状況を作っ
てあげる意味で、この助成金の意義は大きい。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、生徒相互および教師と生徒が、同じ目的をもった集
団として、活動を通じてふれあいを深めて、生徒の個性を伸張
し、技能を高める中で、相互に協力しあい、思いやる心を育成す
ることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与してい

1775

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 大沢中学校課外活動
推進事業
運営委員会

715

総合体育大会
○バドミントン男子ダブルス 市優勝 県大会出場
○ソフトボール 市優勝 県大会出場
○卓球 男子団体 市優勝 県大会出場
○県大会出場…剣道女子団体、柔道男子・女子団体
○吹奏楽 相模原地区コンクール金賞

○各種大会での好成績が励みとなり、日常の活動に休まず取り組
む事で自主性を身につけることができた。
○部活動を通して、生徒一人ひとりの心身の健全な育成や異年齢
集団におけるコミュニケーション能力を育てる場面となった。
○用具を整えるなど、活動に適した環境整備を行うことで事故防
止・生徒の安全確保を図ることができた。

○各部とも良好な運営ができた。
○課外活動の一環として、全職員の協力体制のもと、充実した部
活動を実施することができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、学年や学級の所属を離れて、興味・関心を持つ生徒で組織
し活動していく中で、自主性・協調性を養うことを目的として活
動しており、本補助金の目的に寄与している。

1776

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 旭中学校課外活動運
推進事業
営委員会

936

①水泳部：関東大会（男子400ｍ個人メドレー７位入賞、男子200
ｍ個人メドレー５位入賞、女子200ｍ個人メドレー３位入賞） 他
入賞多数
②弓道部：関東大会(女子団体出場） 他優勝、入賞多数
③剣道部：関東大会（男子団体出場） 他優勝、入賞多数
④その他県大会出場：ソフトテニス、卓球、バレーボール

部活動は、中学校の教育活動において大きな位置を占めており、
学習指導要領においても、部活動の重要性が述べられている。
本校では、１８の部活動に全校生徒の約９割近くが加入してい
る。消耗品・大会参加費・交通費をはじめ３年間の個人負担金額
は大きい。
このような中で、本事業は、保護者の負担軽減、および生徒の教
育効果に大きな役割を果たした。

①各部とも良好な運営ができ、生徒一人一人の個性の伸長を図る
ことができた。
②課外活動の一環として、充実した部活動を行うことができた。
③保護者の各部代表者が中心となる部活動委員会からの活動に対
する積極的かつ協力的な支援を受け、望ましい連携を図ることが
できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入等に活用した。また、当委
員会は、学年・学級をこえて組織する集団生活の中で、共通の興
味や関心、共通の目的を追求させることを目的として活動してお
り、本補助金の目的に寄与している。

1777

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 大野北中学校課外活
推進事業
動運営委員会

多くの生徒が目的意識を持ち、自主的な活動をすることができ
た。
738 ・水泳部は全国大会個人自由形に１名出場
・柔道部は全国大会個人戦に１名出場
・その他にも複数の部活動が県大会に出場している。

・用具を整えるなど、活動に適した環境整備を行うことで事故防
止と生徒の安全確保を図ることができた。
・活動を通して、心身の健全な育成や異年齢集団におけるコミュ
ニケーション能力を育てる場となった。

・各部とも顧問の適切な指導の下、部長を中心として意欲的な活
動ができた。
・課外活動の一環として、全職員の協力体制のもとで、充実した
部活動を実施できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入等に活用した。また、当委
員会は、学年を超えて、共通の興味・関心を持った集団の継続し
た活動によって、体育的・文化的な力の向上を図ることを目的と
して活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1778

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 大野南中学校課外活
推進事業
動運営委員会

714

○各大会において、好成績をあげたり上位に進むことで、生徒達
の意欲と自信を育むことができた。また、運動部でも、地域行事
にボランティア参加し社会貢献につなげている。
○文化部による地域活動や事業への参加など、社会貢献につなが
る活動ができた。

○学校教育活動の一環として、充実した部活動を実施することが
できた。
○保護者の支援体制も盤石で、学校教育全体に大きな成果をあげ
ている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、教育活動の一貫として人間性の育成の場であることを基本
とし、趣味や特技を高めながら健全な心身を育てることを目的と
して活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1779

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 相模台中学校課外活
推進事業
動運営委員会

377

助成金で部員全体に関わる物品等が購入でき、部員はより充実し
た活動が出来た。

助成金で部員全体に関わる物品等が購入でき、部員はより充実し
た活動が出来た。

事務局費を当初よりも抑えることにより、各部へ満遍なく還元で
きた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、人間関係の拡大を通して、自己の伸長を図り、協力性の向
上を図ることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与
している。

1780

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 清新中学校課外活動
推進事業
運営委員会

バドミントン部は女子個人戦において市内で好成績を残し、県大
会に出場した。また、陸上部も砲丸、リレー種目等において市内
で好成績を残し、県大会に出場した。吹奏楽部は市内コンクール
865 や県マーチングコンテストで入賞を果たした。さらに、地域の
フェスティバル等にも積極的に参加し、地域の方々からも好評を
得ている。その他の部活においても、結果にはつながらなかった
が、素晴らしい試合、発表をした。

部活動の充実により、心身の成長につながり、生徒の自主性・主
体性を育むことができている。また、結果や最後までやりきった
経験によって、生徒一人ひとりに自信を持たせることができた。

○課外活動の一環として、自主的かつ積極的な運営がされた。
○補助金を有効に執行することができた。
○各部、良好な運営ができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、学年や学級の所属を離れ共通の興味や関心をもつ集団の一
員として、よりよい生活を築こうとする自主的・実践的な態度を
育てることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与し
ている。

1781

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 上鶴間中学校課外活
推進事業
動運営委員会

444

・どの部も日々の活動に熱心に取り組み、充実した活動を行っ
た。
・女子ソフトテニス部は県大会３位となり関東大会に出場した。
サッカー部や陸上競技部、剣道部なども県大会に出場した。ま
た、文化部においては、地域の活動に積極的な参加することがで
きた。
・生徒の多くが、各自の希望に適した活動を続けることができ
た。

・各種大会参加での好成績は、参加部員にとって大きな自信と
なっている。
・部活動の実施により、生徒の豊かな心、たくましい体力づくり
を培うことを目的とした効果的な事業が実施できた。

・各部とも良好な運営ができた。
・課外活動の一環として、充実した部活動を実施できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、生徒相互が共通の興味・関心・目標のもとに自主的
な活動をすることによって、豊かな人間関係と人間性を築かせる
ことを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与してい
る。

1782

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 麻溝台中学校課外活
推進事業
動運営委員会

多くの生徒が、共通の趣味や興味関心を追求する活動を継続でき
た。
主な戦績
397 陸上競技部・・・県大会出場（通信陸上･選抜大会･総体･駅伝大
会）
ソフトテニス部・・・県大会出場（男女個人）
卓球部・・・県大会出場(男子個人)

・各種大会での好成績は、参加部員にとって大きな自信になって
いる。
・課外活動の実施により、生徒の社会性が培われ、自己実現のた
めに自主的に努力する姿勢を身につけることが出来た。

・各部とも活動が充実し、円滑に実施することが出来た。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、生徒が持っている共通の趣味や関心を追求する活動
を通し、社会性を育むと同時に規範意識を高め自己実現を図れる
ように指導することを目的として活動しており、本補助金の目的
に寄与している。

1783

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 共和中学校課外活動
推進事業
運営委員会

600

部活動は、生徒にとって学年を越えた交流ができる場であり、異
年齢集団でのコミュニケーション能力の向上やルール・マナー・
礼儀作法など、果たす役割は大きい。
特に合唱部・吹奏楽部においては、小学校や地域のイベント等へ
の参加を通して、今まで以上に地域との交流の場を持つことがで
きた。

各部とも、年間活動計画に基づいて、ねらいに即した活動を実施
している。
補助金の執行についても、公平かつ有効に活用でき、保護者の負
担を軽減しつつ、大きな成果をあげている。
補助金がこれ以上減額されないことを切に願っている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費等に活用した。また、当委
員会は、スポーツや文化活動を通じて、生徒の健全な心身の発達
を図ることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与し
ている。

1784

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 緑が丘中学校課外活
推進事業
動運営委員会

バドミントン部が市総合体育大会・男子団体において優勝し、県
大会出場を果たした。野球部が市総合体育大会ベスト８、サッ
カー部が市総合体育大会決勝トーナメント進出を果たした。吹奏
332 楽部が市吹奏楽コンクール銀賞を獲得した。
入賞を果たせなかった部活動についても、生徒一人ひとりが部活
動の中で、自主的、意欲的に活動を行い充実感、達成感を感じる
ことができた。

吹奏楽部による地域や小学校PTA主催行事での演奏、科学部による
公民館行事での小学生への指導、美術部の公民館行事への出展な
どを行った。また、地域の防災訓練やまつり等への参加や、ボラ
ンティア活動に部単位で取り組むなど、積極的に地域の方々との
ふれあいを持つことができた。
活動を通した様々な人との関わりにより、規範意識や礼儀等､生徒
の社会性を培うことができた。

技術指導者や保護者の協力を得て、充実した活動を行うことがで
きた。多くの保護者が大会の応援やコンクールの参観に訪れた
り、地域から行事への参加依頼をいただいたりと、学校と家庭、
地域との結びつきの面でも大きな位置を占めている。
各部とも、限られた予算を有効に活用し、工夫を凝らしながら活
動を行っているが、必要な用具や消耗品等の面では不自由を余儀
なくされる現状もある。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、学年の枠をこえた生徒の主体的な共同活動を通し、健全な
心身と豊かな社会性を育てることを目的として活動しており、本
補助金の目的に寄与している。

各部とも活発な活動をしている。ハンドボール、ソフトテニス、
バドミントン、剣道等は市大会で上位に入賞し、県大会に出場し
ている。

夏の総合体育大会では、ハンドボール部、剣道部が県大会出場を
果たした。特にハンドボール部は県大会において男女それぞれベ
スト８に入賞した。秋季大会(新人戦）では、ハンドボール部、バ
ドミントン部、バレーボール部が県大会出場を果たした。また、
文化部においても、吹奏楽部が相模原吹奏楽コンクールで金賞を
受賞し、県大会に出場した。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

1785

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 大野台中学校課外活
推進事業
動運営委員会

383

ソフトテニス部･･･相模市総合体育大会男子ダブルス優勝 秋季市
大会男子ダブルス優勝
バスケットボール部･･･市民選手権大会男子３位 相模市総合体育
大会男子３位
吹奏楽部･･･相模原吹奏楽コンクール銀賞
写真部･･･フォトシティさがみはらジュニア奨励賞
他

生徒たちにとって部活動は，学校生活の充実した一場面になって
おり、職員と生徒との交流の場，学年を超えた人間関係づくりに
大きく役立っている。
また，心身を鍛え，物事に粘り強く取り組む姿勢づくりの基盤と
なり、自立した社会生活を営む上で欠かせない活動となってい
る。

顧問による熱心な指導と生徒たちの前向きな取り組みで良好な部
活動運営が展開されている。
集団の一員としてのあり方、あいさつや礼儀を身につける一場面
として、充実した時間とすることができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、学年・学級の所属を離れ、共通の興味・関心を持つ
生徒と指導者で組織、計画し、施設・用具等の状況を配慮した上
で、明るくたくましい心身の育成、技術・知識の修得をめざすこ
とを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1786

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 相武台中学校課外活
推進事業
動運営委員会

411

・運動部では、女子バレーボール部が夏の県大会優勝、関東大会
ベスト８、全国大会に出場した。男子バスケットボール部は市大
会優勝、サッカー部市大会３位など実績を上げることができた。
また、文化部でも、吹奏楽部は銀賞、美術部は多くの作品が入賞
することができた。各部活動も充実した活動を行った。
・生徒の多くが各自、希望に適った活動を続けることができた。

・各種大会参加での好成績は参加部員にとって大きな自信となっ
ている。また、他の部も県大会に行こうと頑張っている。
・部活動の実施により、生徒の豊かな心、たくましい体力づくり
を培うことを目的とした効果的な事業が実施できた。

・各部とも良好な運営ができた。
・課外活動の一環として、充実した部活動を実施できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、自主的参加によって個性の伸長を目指し、根気強く実践力
のある生徒の育成を図ることを目的として活動しており、本補助
金の目的に寄与している。

1787

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 谷口中学校課外活動
推進事業
運営委員会

運動部では、ソフトテニス部の男子・女子が団体戦で夏の総合体
育大会県大会に出場した。陸上競技部においても、男子走り幅跳
605 びで県大会出場を果たした。文化部では、吹奏楽部が神奈川県吹
奏楽コンクールに出場し、銀賞を受賞した。演劇部や美術部・茶
道部についても、学校祭文化の部で普段の成果を発表した。

部活動は、異学年交流を日常的に図れる場であり、コミュニケー
ション能力の向上や気配り・礼儀作法を学ぶなど、生徒にとって
大きな役割を果たしている。
文化部においては、地域のお祭りや公民館事業への参加など、今
年も多くの地域交流を行う事ができた。

各部とも、ねらいに即した活動を計画的に実施する事ができた。
補助金の執行についても、有効に活用する事ができた。
特に本年度、３部活が保護者からの負担なしで活動できた事は、 教育局
教育環境部学務課
大きな成果と捉えている。
次年度も､減額されることなく支援していただけるようお願いしま
す。

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委
員会は、学級や学年の枠を越え、各自が興味、関心を持った文化
的、体育的な活動を通して、個性を伸ばすとともに社会性・道徳
性を身につけさせることを目的として活動しており、本補助金の
目的に寄与している。

1788

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 中央中学校課外活動
推進事業
運営委員会

662

生徒の心身の健やかな成長や人間関係調整能力育成のために取り
組んでいる。目に見える成果としては卓球部・陸上競技部・バド
ミントン部が、県大会への出場を果たしたが、各種大会等で入賞
を果たせなかった部活動も日頃の練習の成果を発揮して健闘した
り、下記のように日常生活でも学校の環境作り等に意欲的に貢献
した。

生徒が目標を持って部活動へ参加し、互いに切磋琢磨することで
学校生活に充実感を分かち合うことができた。また、生徒指導面
においても、活躍できる場面を持つことで精神的に安定した生活
を送る効果があった。全校集会等で大会結果の報告をすること
で、学校全体を活気ある雰囲気にすることができた。更に、部活
動を母体とするボランティア活動が積極的に行われ、学校の環境
作りに貢献している。

ほぼ全員が部活動に加入し、顧問も熱心に指導に当たっているた
め、意欲的な活動を引き出すことができている。しかし、校地が
狭く、施設面でも老朽化が目立つなど改善を要する点もいくつか
あり、保護者からの改善要求も少なからずある。また、助成金額
が年々減少しているため、消耗品を購入するための費用を確保す
るために保護者負担も大きくなっている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。ま
た、当委員会は、生徒の主体的な参加によって、学年や学級の所
属を離れ、共通の興味・関心を持つ生徒が共通の目標に向かっ
て、互いに切磋琢磨し、向上し合うことによって、明るく健康な
心身の育成を図ると共に、自主性や社会性を助長することを目的
として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

部活動は、中学校生活で大きな効果が期待でき、保護者の部活動
に対する期待も大きい。
部活動をとおして、自主性や主体性、豊かな心、協調性、たくま
しい身体を育むことができた。

課外活動の一環として部員が協力し、充実した活動ができた。
生徒指導面において、基本的な生活習慣、安全への意識、環境美
化など、部活動でのとりくみが学校の教育活動に良い影響を与え
ている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、文化的・体育的な活動への意欲関心を高め、技能を
向上させることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄
与している。

学校教育の一環として、部活動に励むことにより、生徒の自主
性・主体性・協調性・責任感・連帯感・所属感などの力を育成
し、仲間や教師との間に信頼関係を築く場として大きな意義が
あった。また、部活動による異学年の交流が促進され、生徒のス
ポーツ・文化活動と豊かな人間形成を支援することができた。

各部とも良好な運営ができ、課外活動の一環として、充実した部
活動を実施することができた。各種大会、コンクールにおいても
優秀な成績を収めることができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、学年・学級を離れて共通の目的を持った生徒が、活動を通
し、自らを磨き高めていこうとする意欲を養わせることを目的と
して活動しており、本補助金の目的に寄与している。

日頃からの継続した取り組みが人間形成に寄与している。中学校
の部活動の意義は大変大きく、かつ保護者の支援を得て相互の信
頼を築くものとなり、学校生活の活性化に大変効果的な事業と
なっている。

各部活動とも適切な運営が行われていた。また、予算が縮小化す
るなか市助成ならびにＰＴＡの支援を受け充実した取り組みがで
きた。今後も知識や技術の向上だけでなく、個々の個性を伸ば
し、自主性や人間性・創造性をさらに育むように取り組みたい。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、生徒の能力に応じた技能や記録の向上を目指すとと
もに、互いに協力しあって友情を深めあい、同じ目標を持つ仲間
として、好ましい人間関係を築ける生徒の育成を目指すことを目
的として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1789

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 新町中学校課外活動
推進事業
運営委員会

多くの生徒が、所属する部活動で活発に活動した。
野球部、サッカー部、バスケットボール部、ソフトテニス部、バ
レーボール部、陸上部、剣道部は、春季大会、市総合体育大会、
秋季大会に参加した。
459 陸上部は、男子２位 女子３位 市総体総合優勝、サッカー部
は、秋季大会で、市準優勝し、県大会に出場した。
吹奏楽部は、コンクールに参加し、希翔祭文化の部で演奏を披露
した。また、囲碁部も、大会に参加、美術部は、造形「さがみ
風っ子展」の作品作成に参加した。

1790

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 弥栄中学校課外活動
推進事業
運営委員会

柔道部 神奈川県大会個人ベスト８、神奈川県大会団体ベスト１
６
623 バドミントン部 県大会女子シングルスベスト１６
ソフトテニス部 相模原市男子個人準優勝
吹奏楽部 相模原市吹奏楽コンクール中学部門金賞

1791

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 相原中学校課外活動
推進事業
運営委員会

688

1792

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 上溝南中学校課外活
推進事業
動運営委員会

バレーボール部 春季神奈川連バレーボール大会出場
ソフトテニス部 市民選手権3位 県大会出場
610 柔道部 総合体育大会個人3位 県大会出場5名
吹奏楽部 アンサンブルコンテスト銀賞
美術部 北芸漫画イラストコンクール奨励賞

本校の生徒は、全体的に部活動に対して興味関心が高く、活発な
活動を行っている。生徒が上向きに活動する中で、確かな人間関
係を構築し、豊かな人間性を築かせ、生徒の個性を伸ばすという
部活動のねらいを達成できるよう、顧問も生徒を支援している。

本校の生徒にとって部活動は学校生活の中でも大変重要な活動の
位置づけにある。各部活動ともそれぞれ自分なりに結果、成果を
出している。主体的に部活動に参加することで、自信につなが
り，自己肯定感を高めていく効果も大きい。「中学校課外活動推
進事業」の支援によって、部活動の良好な運営を行うことがで
き、充実した活動を行うことができていると評価する。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委員
会は、興味・関心に応じた活動を通して生徒一人ひとりの個性を
伸ばし、よりよく生きる力を育成することを目的として活動して
おり、本補助金の目的に寄与している。

本校生徒にとって自主的な活動である部活動の意義は大変大き
く、上級生がリードし下級生を育てるよき伝統が受け継がれてい
る。各部での活躍は自信につながっており、勝ち負けだけにこだ
わらず、生徒の生活面、ルールやマナーを遵守することの大切さ
などを顧問教師がしっかりと指導している。挨拶や礼儀がしっか
り身に付いている生徒の多くは、部活動を通しての人間的な成長
が認められる。教職員との触れ合いの機会も多く、教師と生徒・
保護者の信頼関係が構築されている。また、外部指導者の方を含
め、地域の方からも幅広く支援を頂いている。
これらの事業を通して、各部それぞれの目標に向かって協力して
活動することができ、落ち着いた学習環境づくりや豊かな心の育
成に貢献している。

課外活動の一環として、多くの技術指導者の協力を得つつ、充実
した活動を実施できた。各部とも、狭い敷地、狭い体育館など制
限のあるなかで、安全に配慮し大きな事故もなく活動している。
限られた予算を有効に活用し、どの部も満足いく活動を行ってい
るが、活動施設面では不自由を余儀なくされ、屋内外とも非常に
手狭なところが苦労している点である。少しでも活動場所と活動
時間を保障するよう、活動時間の見直しや活動場所確保のための
補助などに努めた結果、保護者の応援を始め、積極的な協力姿勢
が得られたことが最大の成果と言える。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や購入の購入に活用した。また、当委員
会は、課外活動である部活動を通して、望ましい人間関係を形成
し、個性の伸長を図り、集団の一員として協力し、よりよい部活
動づくりに参画しようとする自主的、実践的な態度を育てること
を目的として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

陸上競技・１年女子１００M県大会優勝、関東大会出場、ジュニア
オリンピク出場、４００MR７位入賞、市大会女子総合優勝、男女
駅伝入賞
ハンドボール・市大会女子３位
県大会出場、秋季大会男子優勝女子準優勝
柔道・市大会個人準優勝県大会出場、秋季大会個人優勝県大会３
位

1793

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 小山中学校課外活動
推進事業
運営委員会

夏の総体では、県大会に柔道部男子個人・女子団体・個人、サッ
カー部が出場した。この他にも、吹奏楽部は相模原吹奏楽コン
クール中学の部で金賞を受賞するなどの成果をあげた。また、新
673 チームになった秋季大会では、サッカー部が3位、柔道部個人戦優
勝、陸上競技部入賞など着実に成果をあげている。生徒は、部活
動に対し意欲を持ち主体的に活動することができており、入賞で
きなかった部でも達成感のある活動ができた。

1794

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 若草中学校課外活動
推進事業
運営委員会

多くの生徒が、所属する部活動で活発に活動した。
野球部、サッカー部、バスケットボール部、ソフトボール部、バ
レーボール部、バドミントン部は、春季大会、市総合体育大会、
226 秋季大会に参加した。
吹奏楽部は、コンクールに参加し、学校祭文化の部で演奏を披露
した。
また、文化部は、校内で作品を展示した。

部活動は、中学校生活で大きな効果が期待でき、保護者の部活動
に対する期待も大きい。
部活動をとおして、自主性や主体性、豊かな心、協調性、たくま
しい身体を育むことができた。

課外活動の一環として部員が協力し、充実した活動ができた。
生徒指導面において、基本的な生活習慣、安全への意識、環境美
化など、部活動でのとりくみが学校の教育活動に良い影響を与え
ている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入に活用した。また、当委員会は、
学年をこえた集団での活動をとおして, 自主的・実践的な態度の
育成を図ることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄
与している。

1795

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 由野台中学校課外活
推進事業
動運営委員会

406

○卓球部は、夏の総体で、男子個人戦で優勝し、県でも勝ち上
がった。関東大会に出場し、３回戦まで勝ち進んだ。あと１勝で
全国大会出場であった。
新チームになり、秋季大会男子団体戦でベスト８、県大会にも出
場した。冬季市相模原大会で男子団体準優勝した。
○テニス部市総体男子個人戦５位で県大会出場。
※生徒の多くが、各自の目標や希望にそって、充実した活動を続
けることができた。

○各種大会への参加をめざして、チームの仲間と共に切磋琢磨し
て練習に励んだことは、中学時代の良き思い出となったことと思
われる。また、上位進出を果たすことができた部員にとっては、
大きな自信となり、学校生活全般の中で持てる力を発揮してい
る。
○生徒が部活動に参加することにより、豊かでたくましい心と体
の成長をうながし、効果的な事業が実施できた。

○各部とも良好な運営ができた。
○課外活動の一環として、充実した部活動を実施することができ
た。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費等に活用した。ま
た、当委員会は、学年や学級の所属を離れ、共通の趣味や目的を
持つ異年齢集団で、健全な心身の育成と技術・知識の習得を目指
すことを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与してい
る。

1796

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 内出中学校課外活動
推進事業
運営委員会

494

運動部では、バレーボール部、ソフトテニス部、卓球部、野球部
が各大会で入賞し、バレーボール部、ソフトテニス部、卓球部は
秋季大会で県大会に出場した。
文化部では、学校祭での発表や地域行事への参加など、実績を残
した。特に演劇部は、昨年に引き続き公民館まつりに出演し、地
域で好評だった。

・各大会において、好成績を上げたり上位に進むことで、生徒た
ちの意欲と自信となった。
・文化部による地域活動や事業への参加など、社会貢献につなが
る活動ができた。
・部単位で環境美化作業に参加するなど、生徒の豊かな心を育む
ことを目的とした、効果的な事業ができた。

・学校教育活動の一環として、充実した部活動を実施することが
できた。
・各部とも良好な運営を行った。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、学年・学級を離れ、共通の目的を持った生徒たち
が、集団生活を通し相互に助け合い、協力し合いながら、心身と
もに健康で健全な成長・発達をめざすことを目的として活動して
おり、本補助金の目的に寄与している。

1797

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 鵜野森中学校課外活
推進事業
動運営委員会

432

本校のめざす生徒像（進んで活動する生徒、互いに高め合う生徒
など）の実現のために、必要な用品等の整備・充実ができること
によって、生徒の活動が円滑なものになり、生徒が主体的に最高
をめざそうとする態度にあふれる活動が展開できた。

各種大会やコンクールで好成績をおさめるとともに、保護者、地
域との望ましい交流や協力、また、他の団体との連携を深めるこ
とができた。

この事業は、生徒がスポーツや文化・科学等に親しむこと、意
欲・責任感・連帯感などについての望ましい態度の育成のために
なり、高く評価できる。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、生徒相互が共通の興味や関心のもとに自主的な活動をし、
協力し合い、豊かな人間性を育てることを目的として活動してお
り、本補助金の目的に寄与している。

1798

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 東林中学校課外活動
推進事業
運営委員会

458

各種大会への参加を通して活動意欲が高まると共に、県大会等へ
出場できる部活、選手が多くなってきた。

部活動の活性化と共に、生徒の生活意識の高揚が見られ、落ち着
いた学校生活が送れるようになった。

活動補助により生徒の活動意欲が高まり、高い目標を持って達成
を目指そうと努力しようとする意識が見られた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入や大会参加費に活用した。また、
当委員会は、学年や学級の所属を離れ、共通の興味・関心を持つ
生徒と指導者で組織、計画し、施設・用具等の状況を配慮した上
で、学校教育目標の「心身の充実を図り自立心を高める」にそっ
た活動をし、たくましい生徒の育成をめざすことを目的として活
動しており、本補助金の目的に寄与している。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

自己評価

所管課

電話番号

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、一人ひとりの生徒の個性の伸長や学年学級を越えた広い人
間関係を経験させることを目的として活動しており、本補助金の
目的に寄与している。

1799

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 相模丘中学校課外活
推進事業
動運営委員会

・多くの部活動が総合体育大会や秋季大会等で成果を上げ、県大
459 会以上の出場をはたした。
・生徒の多くが各自希望に適った活動を行うことが出来た。

1800

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 中沢中学校課外活動
推進事業
運営委員会

・本校は練習試合や大会などでバスや電車を利用する為、交通費
がかなり高額になり、保護者の負担も大きくなっている。よっ
て、大会参加費や消耗品、備品などは補助金で処理できるように
116 努めている。
・各部活動とも人数が少なく、部費やＰＴＡからの援助も減額し
ている中で、最低限の道具などを揃えるには必要不可欠となって
いる。

生徒数の減少から、どの部活も部員数が減少し、部費を集めても
充足するには厳しい状況である。そのような中、課外活動助成金
の支給は大会参加費や物品購入において生徒の負担を抑える事が
できた。

・課外活動助成金は、各部活の活動資金としてたいへん役だって
いる。その結果、各部とも少しずつ備品や消耗品の充実をはか
り、活動が活発になってきた。
・人数が少ないながら、運動部の大会での活躍は目覚ましい。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委員
会は、生徒の心身の調和のとれた発達と個性の伸長をはかり、集
団の一員としての自覚を深め、よりよい生活を築こうとする自主
的実践的な態度を育てることを目的として活動しており、本補助
金の目的に寄与している。

1801

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 中野中学校課外活動
推進事業
運営委員会

部活動を中心に生徒の個々の目標に向けて活発な活動を行うこと
332 ができた。どの部活動も大会、コンクール、作品展などにむけて
意欲的に活動できた。

部活動の環境を整備することでより効率的な活動を展開できるよ
うになり、生徒一人ひとりが満足のいく活動が展開できた。その
結果、生徒一人ひとりが意欲を持って活動に参加し、学校全体の
他の活動についても活気が高まっている。

各部活動に多くの活動金が分配できることにより、活動がより効
率的に展開できるようになっている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、生徒の心身の調和のとれた発達及び個性の伸長を図り、集
団の一員としての自覚を深め、よりよい学校生活を築こうとする
自主的・実践的な態度を育てることを目的として活動しており、
本補助金の目的に寄与している。

1802

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 串川中学校課外活動
推進事業
運営委員会

204

生徒の健康の維持増進と、活気ある学校づくりを目的として、生
徒自らが実践して活動することができた。
・陸上競技部 宮ヶ瀬湖マラソン大会１年生の部 優勝・準優
勝・３位
・ソフトテニス部 市総体地区予選 団体３位 市審判講習会
個人 ３位
バドミントン部 市春季大会 男子団体優勝 市総体 男子団体
準優勝 県総体 出場 市秋季大会 男子団体 ３位
他

・各種大会参加での好成績は参加部員だけでなく、他の部活動に
とって自信や意欲の向上に大きな効果をもたらした。
・部活動の実施により、生徒の助け合いの精神や自主性、たくま
しい身体作りを育むことを目的とした効果的な事業ができた。

・各部とも助成金を部員や部の必要に応じて消耗品や備品などに
あて、良好な運営ができた。また課外活動の一環として、充実し
た部活動を実施することができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、学年を超えた活動の中で、それぞれの生徒が自己実現を図
ることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄与してい
る。

1803

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 鳥屋中学校課外活動
推進事業
運営委員会

130

・生徒の多くが、各自・各部の目標に向かい練習を重ね、技能の
向上を図ることができた。
・ソフトテニス部女子が市内１年生大会において個人戦３位、団
体戦ベスト８になった。

・大規模校を相手に善戦し、自信を得るとともに意欲の向上が図
れた。特にソフトテニス部女子１年生は、日々のまじめな練習の
成果を発揮できたことは大きな励みとなった。また、生徒全体
は、礼儀や自主的な運営についても意識して取り組み、落ち着い
た学校生活を送った。
・本校では、公共の交通機関（バス）の運行が少ない時間帯があ
り各種大会参加に、不便を感じる。

・複数顧問配置をし全職員が部活動を担当している。朝練習を含
め、ほとんどの部活動時間帯に顧問がついた状態で活動ができて
いる。顧問は互いに連携を取りながら、それぞれの運営方針に
沿って充実した活動を行うことができた。
・極小規模校であり、近隣の中学校と合同で練習し、生徒の活動
意欲を高める工夫ができた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委員
会は、技術の習得を通して教師と生徒、生徒相互のふれあいを大
切にし、自ら資質を高め、また共に励まし合う集団活動の中で、
友情を深め仲間を大切にする資質を養うことを目的として活動し
ており、本補助金の目的に寄与している。

1804

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 青野原中学校課外活
推進事業
動運営委員会

各部で、県あるいは全国の競技団体に登録する費用をはじめ、大
会への参加費や交通費の経費は保護者の負担になる。しかし本事
業の支援によりその負担が軽減化された。
39
また、ボール等の活動用の消耗品の購入や活動場所の整備などに
要する物品の購入に助成金を充当し、円滑な運営を図ることがで
きた。

課外活動は中学校生活の中では重要な役割を果たしている。とく
に学習では学ぶことのできない、集団生活や、自他の葛藤、技術
の習得、大会や試合の経験等から、人格の形成や人間性の向上に
役立っている。
今年度、各部とも諸大会に参加し、戦績は振るわなかったものの
保護者の信頼による支援のもと、充実した成果を得ることができ
た。

課外活動助成金は、生徒はもとより保護者を含め、指導者（教職
員）がその活動を支援し、指導・運営する上で教育的に高い効果
が期待される。生徒の人間性や人格を形成する上で、異学年協働
の活動や自己・集団の技能（能力）を競い合うこと等から得られ
る価値は、学習活動からは決して得ることができない。生徒と教
師が一つの目標に向け、全力で誠心誠意お互いが心を通じ合わせ
てできる取組は大いに支援されるべきであり、助成金の制度は大
変に価値がある。以上のことから、今後も継続した支援をお願い
したい。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委員
会は、学年や学級を離れ、同様の趣味・目的を持った生徒が集ま
り、その楽しさを体験し、最後まで物事をやり遂げようとする強
い精神力や、集団で活動することへの協調性・社会性の育成、生
涯体育や生涯学習へつなげる基盤を養うことを目的として活動し
ており、本補助金の目的に寄与している。

1805

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 青根中学校課外活動
推進事業
運営委員会

剣道部においては、人数が少ない中、大会において日頃の練習の
成果を発揮することができた。女子は一人しかいない中、大会に
9 おいて日頃の男子同様練習の成果を発揮することができた。
学芸部においては、割り箸を使った作品を作り、本校及び地域の
文化祭で展示した。

剣道部の紅白紐は大会で使用するもので、使用していくうちにぼ
ろぼろになってしまうため、新しくさせていただいた。竹刀は日
頃の練習の中で使わせていただいた。
学芸部のカッターマットは、日頃作成している割り箸作品で、割
り箸を切るのに使用させていただいた。
いずれも必要不可欠なものであり、今回購入することで大変助
かった。

少額のため高額なものは購入できないが、剣道部は大会で使用す
るものや日頃の練習で使用するもの、学芸部は日頃の活動に必要
なものを購入することができた。今後も、有効に使用させていた
だく。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品の購入に活用した。また、当委員会は、
生徒相互のふれあいを大切にすると共に、互いに協力し助け合う
活動を通して、友情を育て、連帯感を深め合うことを目的として
活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1806

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 北相中学校課外活動
推進事業
運営委員会

85

部活動に所属する多くの生徒が、希望にそって自主的・積極的・
継続的に活動を行うことができた。

部活動の活動を通して、生徒たちの豊かな心、たくましい体力作
りを培うことを目的とした効果的な事業が実施できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や備品の購入に活用した。また、当委員
会は、心身の調和の取れた発達を図ると共に、集団の一員として
の自覚を深め、より良い生活を築こうとする自主的・実践的な態
度を育てることを目的として活動しており、本補助金の目的に寄
与している。

1807

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 内郷中学校課外活動
推進事業
運営委員会

本校は練習試合や大会などでバスや電車を利用する為、交通費が
85 かなり高額になり、保護者の負担も大きくなっている。よって、
消耗品は補助金で処理できるように努めている。

・課外活動助成金で各部の消耗品の補充をはかり、活動の補助を
することができた。その結果、活動が活性化した。各部活の活動
資金としてたいへん役だっている。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費に活用した。また、当委員
会は、専門的な技能・教養を高めることにより、個性を伸ばし、
生活に自信を持ち充実した学校生活を送ることを目的として活動
しており、本補助金の目的に寄与している。

1808

中学校課外活動助成金

中学校課外活動 藤野中学校課外活動
推進事業
運営委員会

部活動所属生徒の多くが、希望に沿って、自主的・積極的・継続
的に、活動を続けることができた。

部活動の実施により、生徒の豊かな心、逞しい体力づくりを培う
ことを目的とした、効果的な事業が実施できた。

課外活動の一環として、各部とも良好な運営がなされ、充実した
部活動を実施できた。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各部とも助成金を消耗品や大会参加費等に活用した。また、当委
員会は、生徒が教師の指導や異学年での活動により技術や意欲の
向上が図られるとともに、生活面でも人間的な成長することを目
的として活動しており、本補助金の目的に寄与している。

1809

相模原市学校保健会補助金

相模原市学校保
相模原市学校保健会
健会事業

800

（１）会議 役員会２回、評議員会の開催
（2）事業 学校保健講演会、学校保健研究発表会、歯の衛生に関する
市三師会、学校医等、学校職員等の学校保健関係者が連携し、児
図画・ポスター・標語表彰事業
童及び生徒の健康と安全の推進に大きく貢献した。
（３）その他 指定都市学校保健協議会、関東甲信越静学校保健大会へ
の参加

現状に即したテーマによる講演会、研究発表会の開催により、専
門知識を共有することができた。また、歯の衛生に関する図画・
ポスター・標語の表彰事業を通して、歯科保健の大切さの啓発を
図った。指定都市学校保健協議会や関東甲信越静学校保健大会等
への参加により、広く情報を得ることができた。引き続き、学校
保健事業の推進に努めていきたい。

教育局教育環境部
学校保健課

042‑851‑3106

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

学校職員をはじめ、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師が連携し、現
状に即した事業を実施することにより、児童生徒の健康の増進及び安
全の確保に充分な成果が認められた。

1810

相模原市立学校教職員互助会補
助金

相模原市立学校
相模原市立学校教職
教職員互助会事
員互助会
業

9,980

多数の会員の参加をいただき、文化部・体育部・厚生部等の各種事業
を行った。
・文化部イベント（3回） 延べ778人
・券斡旋補助 延べ5,919枚
・スポーツ施設利用助成 延べ1,014人
・指定旅行社利用助成 延べ1,263人 等

各種事業を行うことにより、会員の福利厚生及び会員相互の親睦を図
ることができた。

今後とも各種事業の精査を行いながら、適切な事業運営に努めていき
たい。

教育局学校教育部
教職員課

042‑851‑3152

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

事業報告にある各種事業について、教職員に対する福利厚生事業とし
ての効果はあると認められる。今後も教職員の心身の健康を重視した
事業の充実を図るなど、時代の変化を踏まえながら、事業の計画・実施
を行っていく必要がある。

1811

相模原市文化財研究協議会補助
金

相模原市文化財
相模原市文化財研究
研究協議会事業
協議会
活動

94

・総会1回、役員会4回、機関誌編集会議等の開催
・講演会2回、文化財探訪2回の実施
・第42回相模原市文化財展参加
・機関誌「相模原の自然と文化第37号」発行

文化財探訪、講演会、文化財展などを開催すると伴に、そこで
日頃の研究成果を発表するなどし、多くの市民に文化財の普及を
図ることができた。また、機関誌を公共機関に配布することで、
行事参加者以外にも研究及び活動の成果を還元することができ
た。

文化財探訪、講演会、文化財展の開催など様々な活動の中にお
いて、日頃調査研究した成果を発表することで、広く市民に文化
財を紹介すると伴に、文化財保護意識の啓発に寄与し、以って市
民文化の向上に貢献することが出来た。

教育局生涯学習部
文化財保護課

042‑769‑8371

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市文化財研究協議会の事業活動は、相模原市の郷土意識
づくりの推進のための主要な施策として位置付けられる「文化財
の保存と活用」の実現のために多大な貢献をした活動と評価で
き、今後も市民文化の向上に寄与するものと期待される。

1812

相模原市民俗芸能保存協会補助
金

相模原市民俗芸 相模原市民俗芸能保
能保存協会事業 存協会

162

・各地域の祭礼行事等への参加
・第37回相模原市民俗芸能大会における民俗芸能等の公開
・機関紙『さがみはらの民俗芸能第38号』の発行

第37回相模原市民俗芸能大会や地域ふるさとまつり等への参加
など、市域に伝わる民俗芸能を披露・伝承していくことで、広く
市民に周知し、郷土についての愛着及び文化財保護思想の普及・
啓発を行うことができた。

相模原市民俗芸能保存協会の活動を通じて、広く市域に伝わる
民俗芸能を伝えることで、市民に郷土さがみはらへの愛着を醸成
させることができた。

教育局生涯学習部
文化財保護課

042‑769‑8371

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

相模原市民俗芸能保存協会の活動の中において、相模原市の郷土
意識作りの推進のための主要な施策として位置付けられている
「文化財の保存と活用」実現のため、多大な貢献をした。

1813

公益財団法人相模原市体育協会
補助金

公益財団法人相
公益財団法人相模原
模原市体育協会
市体育協会
補助事業

77,471

スポーツ教室などを通して市民のスポーツ活動の振興、スポーツ
指導者の養成、市を代表する競技スポーツ団体への助成、市民へ
のスポーツ情報の提供などスポーツ振興に寄与した。
また、スポーツ少年団の活動支援、団員に対して様々なスポーツ
等の体験を通して健全育成に努めた。

当協会第３期中期経営計画（H25〜H29）に基づき、活動を行っ
た。
引き続き、相模原市のスポーツ振興を担う団体として、行政や加
盟団体等と協力して市民の求めるスポーツ振興活動を図りたい。

教育局生涯学習部
スポーツ課

042‑769‑9245

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民の体育・スポーツを振興し、もって市民の心身の健全な発
展、明るく豊かな市民生活の形成、活力ある社会の実現に貢献出
来たため。

1814

社会体育団体等補助金

城山体育振興協
議会スポーツ等 城山体育振興協議会
推進事業

・定期総会 ・定例会議（7回）
・コミュニティ大会
（１）ソフトボール大会（参加者 9チーム 128人）
（２）ゲートボール大会（参加者 14チーム 74人）
1,624 （３）グラウンド・ゴルフ大会（参加者 36チーム217人）
・わくわく体験教室
高齢者のための健康ストレッチ教室（参加者 47人）２回開催
・しろやま市民マラソンin葉山島（参加者 216人）
・広報紙の発行（「しろやま体振協」 年２回発行）

誰でも気軽に参加しやすい種目による自治会対抗のコミュニティス
コミュニティ大会では、地域の方がどうしたらより参加しやすくなるか議
ポーツ大会では地域の関係団体の協力のもと開催し、多くの参加者が
論し、要項を変更したことにより好評を得ることができた。また、協力団 教育局生涯学習部
あり、地域住民相互の親睦が図れた。また、マラソン大会でも多くの参
体との良好な関係の中で事業を円滑に遂行し、大きな事故やトラブルも スポーツ課
加者があった中、安全な運営ができ、生涯スポーツの振興を図ることが
なく、盛況にできたことが良かった。
できた。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

子どもから高齢者まで参加できるよう様々な種目の事業を展開してい
ることは大変評価できる。しかしながら参加者も少ない事業があるので
創意工夫を図っていただきたい。

1815

社会体育団体等補助金

津久井地区体育
振興会連絡協議 津久井地区体育振興
会スポーツ等推 会連絡協議会
進事業

1,216

・平成２９年１月３日から５日にかけて妙高高原杉ノ原スキー場において
開催された子どもスキー教室には４２名の参加があり、世代間交流が図
られました。
・７地区それぞれにおいて、地区運動会等を開催し、地域住民の健康増
進、交流が図られました。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

・ビーチボール大会が中止となってしまったことは非常に残念である。来
年度に向けて事業内容の検討を望む。
・子どもスキー教室及び各地区体育振興会における事業については、
参加者の健康増進、交流が図られ、地域スポーツの振興に寄与したこ
とは評価する。

206

スポーツの普及啓発事業、競技力の向上事業、健康体力づくり事
業、スポーツ団体・選手及び指導者の育成指導事業、表彰に関す
る事業、スポーツを通じた交流の促進に関する事業、スポーツに
関する情報の収集及び提供に関する事業を実施した。

ビーチボール大会は参加チームが少なかったことにより、やむなく中
止となりました。
各地区体育振興会及び子どもスキー教室実行委員会へ助成金を交
付し津久井地区のスポーツ振興の推進に努めました。

・各部活動とも良好な運営が出来た。
・課外活動の一環として、充実した部活動を実施出来た。

教育局
教育環境部学務課

042‑769‑9263

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

左のように評価した理由

・各種大会参加における好成績は、参加している部員にとって大
きな自信になっている。
・部活動の実施は、生徒の豊かな心、たくましい身体つくりを培
う土壌の一環として、大きな成果を上げている。

○各部とも生徒数減少という大きな課題があるが、良好な運営が
なされた。
○課外活動の一環として、充実した部活動を実施できた。しか
し、旧津久井地域においては、生徒数が減少しており、それに伴
い部の存続が大きな課題となっている。
○生徒数減少に伴い、助成金が減額されるが、部活運営のために
一定程度の助成金をお願いしたい。
・中学生にとって、部活動から学ぶことは数多くある。また、生
徒の多くは一番の思い出は部活動での練習や大会、仲間との生活
だと言う。この意義のある活動を充実させ、すべての生徒が生き
生きと活動できるように努めていきたい。また、子どもたちの豊
かな心やたくましい体力作りを行っていきたい。

・子どもスキー教室及び７地区で実施された各種事業に多くの市民が参
加し、世代間交流や地域間交流が図られた。しかしながら、ビーチボー 教育局生涯学習部
ル大会が中止になってしまったことから、来年度に向けて事業内容の検 スポーツ課
討が必要である。

平成２８年度補助事業実績調書一覧

※この一覧は、補助金の実績報告時に提出される補助事業実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容は、各所管課にお問い合わせください。
※所管部・課は、平成２８年度の所管部・課を記載しています。

〔補助金の交付を受けた者が記入する欄〕
NO

補助金等の名称

補助対象事業
の名称

〔所管課記入欄〕
補助事業者
の名称

補助金額
（千円）

事業実績

事業成果（団体の公益性、社会貢献度）

事業実績に
対する評価

事業成果（団体
「その他」 の公益性、社
「その他」
の内容 会貢献度）に対 の内容
する評価

左のように評価した理由

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

・連絡協議会主催のソフトバレーボール大会により、ソフトバレーボール
の普及と３地区住民間の交流が図られている。
・３地区の振興会それぞれにおいて、スポーツ教室や地区運動会等の
開催により地区内住民の交流が図られている。

大きなトラブルや事故も無く楽しい大会となり地域相互の交流も図られ 教育局生涯学習部
たことから、今大会の開催意義は達成できたと思います。
スポーツ課

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

大会の実施に向け役員が連絡を密にし諸準備を行なったことにより、
事故も無く選手相互の交流や健康増進に寄与したことは評価する。
この補助金を通じて地域におけるスポーツ振興が図られるよう更なる
努力を望む。

中学生が試験期間で参加が減少したため、大会日程を定める際には
中体連等とよく日程を調整したい。また、徐々に一般男子の参加者が増
えているが、一般女子の参加が少ないので、次回に向けて何らかの対 教育局生涯学習部
策を立て増加を図りたい。昨年と同様に、走者の安全対策として、車両 スポーツ課
を国道４１３号太井交差点から三井方面へ警察署員と警備員を増員し
て迂回させたことは評価したい。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

昨年と同様に走者の安全対策として、車両を国道４１３号太井交差点
から三井方面へ警察署員と警備員を増加して迂回させたことは評価で
きる。
中学生の参加が少なかったものの、例年と同様の参加チームであった
ことは評価できる。（中学生が試験期間でなければ例年以上の参加が
見込まれた。）

今年度は、大会本部会場を見直し、記録集計室やスタート地点の近く
に移したことで、昨年よりも連携はとりやすくなった。
逆に、課題も出てきたので、次年度は無線機を使用し、各役員の連携 教育局生涯学習部
スポーツ課
を更に強化していきたい。
参加人数は横ばい傾向が続いているので、次年度は募集期間の見直
しを行いたい。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

小学生から高齢者まで幅広い世代が参加している好評な事業であり、
参加者の健康づくりや体力向上の機会の提供のほか、地域振興にも寄
与している。津久井養護学校の生徒の参加について、柔軟に対応して
いる点も評価できるが、安全面の確保を最優先に次年度以降も運営を
していただきたい。

自己評価

所管課

・相模湖社会体育振興会連絡協議会役員会及び総会の開催
（１１／２０、１／９、２／１９、３／３１）
振興会の存在が徐々に周知され、連絡協議会開催のソフトバレー
・ソフトバレーボールの普及と３地区住民間の交流が図られた。
教育局生涯学習部
・３地区社会体育振興会合同ソフトボール大会
・３地区それぞれにおいて、スポーツ教室や地区運動会等の開催により ボール大会や、３地区における各種スポーツ事業の開催によりスポーツ
スポーツ課
（１／２２ 開催、６チーム ８０人参加）
の振興と住民間の交流が図られた。
地区内住民の交流が図られた。
・３地区（与瀬・小原、千木良、内郷）社会体育振興会に補助金の交付
（与瀬・小原52,000円＋千木良46,000円＋内郷67,000円＝165,000円）

1816

社会体育団体等補助金

相模原市相模湖
社会体育振興会 相模原市相模湖社会
体育振興会連絡協議
連絡協議会ス
ポーツ等推進事 会
業

178

1817

社会体育団体等補助金

藤野地区スポー
ツ振興会連絡協 藤野地区スポーツ振興
議会スポーツ等 会連絡協議会
推進事業

マレットゴルフは、１１月２７日に予定しておりましたが、雨天により３月
各地区より多数の参加があり、参加者相互の交流や健康増進を図る
175 ２６日に延期し開催しました。
ことができた。
各地区から４０名の参加がありました。

1818

各種体育大会等補助金

第５１回津久井湖 津久井湖駅伝競走大
駅伝競走大会
会実行委員会

840

1819

各種体育大会等補助金

第４２回宮ヶ瀬湖 宮ヶ瀬湖マラソン大会
マラソン大会
実行委員会

小学３年生から高齢者まで幅広い年齢層の男女が出場し、参加者は
平成２８年１１月１０日、平成２９年２月９日に実行委員会の会議を開
記録を競い合ったり、宮ヶ瀬湖の冬景色を楽しみながらゴールすること
催し、平成２９年２月２６日に相模原市営北岸林道において大会を実施
ができ、開催趣旨は十分に達成された。
180 した。小学生５３名（２ｋｍ）、中学生４０名（３ｋｍ）、一般８０名（５ｋｍ、１
今年は、津久井養護学校から車椅子での参加があったが、競技進
０ｋｍ、伴走、オープン参加）計１７３名が出走した。平成２９年３月２４日
行、安全確保等において大会役員が一丸となって運営に取り組み、事
に実行委員会の会議を開催し、大会の反省と次年度の検討を行った。
故も無く、貴重な体験をしてもらうことができた。

1820

各種体育大会等補助金

相模湖レガッタ

1821

各種体育大会等補助金

第６０回相模湖駅 相模湖駅伝競走大会
伝競走大会
実行委員会

186

1822

各種体育大会等補助金

第３８回ふじのや
ふじのやまなみクロスカ
まなみクロスカン
ントリー駅伝競走大会
トリー駅伝競走大
実行委員会
会

940

1823

各種体育大会等補助金

第１０回相模原市
相模原市民マレットゴ
民マレットゴルフ
ルフ大会実行委員会
大会

100

1824

（相模原市スポー
ツ推進委員に関
する規則(昭和37
相模原市スポーツ推進委員連絡協
相模原市スポーツ推進
年教育委員会規
議会事業費補助金
委員連絡協議会
則第3号)の規定
により実施される
事業）

平成２８年度相模原市スポーツ推進委員連絡協議会の事業として、下
記事業を実施した。
市内において、市民へのスポーツの指導や、ニュースポーツの普及事
（１）スポーツの機会の提供：市民ファミリーバドミントン大会、市民ファミ
139
業を実施することで、スポーツ推進委員の役割を広く伝えるとともに、相
リーバドミントン講習会、広報誌発行ほか
模原市のスポーツ振興にも寄与することが出来たと考えている。
（２）スポーツ推進委員の資質向上：講習会、ファミリーバドミントン審判
講習会・認定会、全国スポーツ推進委員研究協議会ほか

1825

明るい選挙推進協議会補助金
（公益財団法人明るい選挙推進協
会への分担金）

相模原市明るい
選挙推進事業

公益財団法人明るい選挙推進協会が主催する事業に参加し、事業の
相模原市明るい選挙推進協議会の支出のうち、公益財団法人明るい
相模原市明るい選挙推進協議会事業のうち、公益財団法人明るい選 課題等を協議することにより、地域における明るい選挙や投票参加を呼
選挙管理委員会市選挙管理
400 選挙推進協会への分担金（年額４００，０００円）にあたる額に相模原市 挙推進協会が主催する事業に参加し、明るい選挙推進運動の当面する びかける街頭啓発活動の活性化に資することができた。
委員会事務局
からの補助金を充当した。
課題等を研究・検討・協議することにより、地域活動の活性化を図った。 また、同協会が発行する選挙啓発資料を街頭啓発時に配布すること
で、市民への明るい選挙意識の醸成に役立てることができた。

1826

個人演説会開催交付金

演説会施設公営 参議院議員通常選挙に
費
おける候補者

1827

相模原市消防団運営交付金

1828

相模原市消防団共済組合補助金

相模原市消防団
相模原市消防団共済
共済組合運営事
組合
業

○保健事業（健康診断の補助）
消防団員の健康診断にかかる診察料の補助（174名）
4,911 ○給付事業（福祉共済掛金の補助）
消防団員が加入している消防団員等福祉共済掛金の補助（全団
員1,526名）

相模原市防災協会補助金

相模原市防災協 公益社団法人相模原
会運営事業
市防災協会

・事業所に対する防災研修及び講習会の開催
新入社員研修会、自衛消防隊員研修会、救命講習会(延291名参加)
・社会福祉施設等防火実務研修会の開催(延83名参加)
・防火ポスターコンクールの開催(市内小学校56校から459点の応募)
・自衛消防隊消火競技会の開催(19事業所、24チーム、選手61名参加)
・防災講演会の開催(聴講者205名)
・機関紙の発行(1,200部×4回)
・その他防火・防災に関する普及啓発(各種イベント等への参加)

1829

（特非）神奈川県ボート
協会

1,310

相模原市明るい選挙推
進協議会

相模原市消防団
相模原市消防団
運営事業

参加チーム数及び参加者数
・中学生男子の部 １３チーム ８８人
・中学生女子の部
８チーム ４６人
・一般女子の部
３チーム ２０人
・一般男子Ａの部 ２１チーム １２０人
・一般男子Ｂの部 １４チーム
８９人

種目数
１２種目
参加クルー
１４０クルー
・一般大学男子 ４１クルー
・一般大学女子 １４クルー
・高校男子
５４クルー
・高校女子
３１クルー

１２種目に１４０クルー約１０７０人（３日間の延べ人数）が参加した大
会となったので、ボート競技の振興及び地域振興が図れた。

大会は、スタッフの地道な努力の積み重ねもあり、また、当日の天気
にもめぐまれ、予定通り順調に進めることができ、県内外のボート愛好
教育局生涯学習部
者・競技者による白熱したレースが展開された。多くの参加者や関係者
スポーツ課
が集うことにより、大会が盛大に開催され、ボート競技の普及と地域振
興におおいに貢献できたと思います。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

県内外から多くのボート愛好者や関係者が集うことにより、相模原市
のシティセールスが推進でき、ボート競技の普及にあわせ、地域振興に
貢献できた。

駅伝大会参加チーム： １０６チーム（５４５人）
小学生マラソン参加者： ２６人

・相模湖駅伝競走大会の安定的な開催ができた。
・生涯スポーツの振興と市民の体力向上を目指す運営ができた。
・地域と一体となった事業運営により、地域振興にも寄与できた。

生涯スポーツとしての陸上競技の振興と、市民の体力向上に寄与す
るため相模湖駅伝競走大会を開催した。今年度もコースの危険箇所を
教育局生涯学習部
なくすためスタート位置を相模湖漕艇場にして、スムーズに大会が運営
スポーツ課
できた。来年度も、引き続き選手及び観客に喜んでもらえる大会を実施
したい。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

スタート位置を前回同様に相模湖漕艇場としたことにより、安全にス
タートできたことは大きく評価できる。来年度も是非、大会が盛大に開催
され、地域の活性化が図れるよう取り組んでもらいたい。

適度な距離かつ変化に富んだコースのため、毎年、市内外から多くの
市内外から９０チーム５５８名の参加があり事故も無く盛大に開催する チームが参加しています。また、本大会には小学生の部も設けられてお 大会関係者のご尽力により、混乱や事故も無く大会を終了することが
できました。また、参加チームは関東圏域から多数の参加があり地域間 教育局生涯学習部
り、世代間交流も図ることができました。
ことができました。
藤野地区内各種団体のほか、市スポーツ推進委員連絡協議会、津久 交流や世代間交流、参加者の健康増進に寄与することができ、今大会 スポーツ課
（内訳） 一般、中学生の部 ７８チーム ５０２名
井警察署等のご協力のもと選手の安全確保、また、生涯スポーツの振 開催の意義は達成されたと思います。
小学生の部
１２チーム ５６名
興、市民のコミュニティづくりの場として貢献することができました。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

大会実施に向け実行委員会が関係機関等と密に連携し、諸準備を行
なったことにより事故も無くスムーズに大会を終了し、選手相互の交流
や健康増進に寄与することができたことは評価に値する。この補助金を
通じて、ますます市民自らが自立してスポーツ振興に取り組めるための
一助となるよう、今後も支援・助言をしていきたい。

042‑684‑3257

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

・誰でも気軽にできるマレットゴルフに対しての関心の高さが感じられた
とともに、今後の施設利用者の増加にも繋がると考える。
・本大会の目的である「マレットゴルフの普及促進と市民相互の交流や
健康増進」が図られた一方、藤野地区からの参加が多く見られるため、
他地域からも多くの参加者が得られるようＰＲ等の工夫を検討された
い。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

・平成２２年度に改訂した相模原市スポーツ振興計画の中で、生涯ス
ポーツ社会の実現が位置づけられており、年間を通し幅広い層の市民
にスポーツに触れる機会を提供している本団体の活動は、本市の政策
と合致する。
・スポーツ指導のスキルアップにも熱心に取り組んでおり、ファミリーバド
ミントン審判講習会・認定会の開催など、自己研さんに余念がない。ま
た、地域の各公民館等での体育事業でも、中心となり活動している。
・スポーツ・レクリエーション講習会では、緑区（大沢地区）、中央区（陽
光台地区）、南区（麻溝地区）でファミリーバドミントン講習会を実施し、
ニュースポーツの取り入れにも積極的であると評価できる。

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

公益財団法人明るい選挙推進協会が主催する研修事業等への参加
により、他都市事例情報の入手のほか、啓発活動に対する参加意欲の
向上など、相模原市明るい選挙推進協議会委員の資質向上に役立てて
いることが確認できたため。

・募集定員１４４名に対し、７１名の参加があった。

参議院議員通常選挙における個人演説会施設公営費の公費負担を
15 行った。
交付件数 1件（7/5産業会館）

11,678

13,214

中学生の参加は減少したが、一般男子の参加が増加したため、昨年
度と同様の規模で開催することができた。大会運営につきましては、役
員、警察等の尽力により無事に開催することができた。大会の趣旨であ
る生涯スポーツの推進、健全な青少年の育成、市民の体力向上等に寄
与できた。

電話番号

実行委員会を組織して主催団体となり大会運営を行ったが、大会当日
藤野地区からの参加者が多かったが、前大会同様に旧市域等からの はプレーの途中で雨が降り９ホールに短縮しての実施となりましたが、
参加者もあり、マレットゴルフの普及と市民の健康増進並びに交流が図 特に大きなトラブルもなく、無事、大会を終了することができました。ま
た、参加者もマレットゴルフの面白さを満喫でき、今大会開催の意義は
られた。
達成できたと思います。

教育局生涯学習部
スポーツ課

例年の事業と共に、市全体では初のファミリーバドミントンの大会を実施
し、多くの市民の方に、スポーツに触れてもらう機会を提供することが出 教育局生涯学習部
来たと考えている。また、ファミリーバドミントン審判講習会・認定会を行 スポーツ課
い、審判資格を取得するなど、自己研さんを行った。

個人演説会の施設使用料には選挙公営の制度があり、公職選挙法に
規定される同一施設について、１回を限りに候補者は無料で使用するこ
個人演説会の施設使用料を公費で負担することにより、公明正大な選 選挙管理委員会中央区選挙
とができる。
挙の執行に役立った。
管理委員会事務局
選挙公営は、候補者間の選挙運動の機会均等を図り、もって公明正
大な選挙の執行を確保している。

042‑769‑9245

042‑769‑8290

042‑769‑9259 その他

法令に基づ
き交付する
その他
交付金のた
め。

法令に基づ
き交付する
法令に基づき交付する交付金のため。
交付金のた
め。

消防団員が円滑な消防活動を行うには、環境を整備することが重
要であるが、限られた予算のなかで各分団が運営を行っているの
が現状である。諸活動の経費として補助金が交付されることは、
団員にとって大変有意義なことであり、より安全で充実した活動
が図られた。

消防局消防総務課

042‑751‑9116

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

消防団は、火災をはじめとする各種災害から地域住民を守るた
め、常備消防とともに活動しており、特に地震や風水害等の大災
害に対しては、消防団の活動なしに対処は困難である。消防団員
は生業を持ちながら、ボランティア精神のもと、昼夜を分かたず
災害活動に従事している。
これら諸活動を援助し、地域の防災力の強化を図るため、継続
的に支援していく必要がある。

健康診断により、組合員の健康状態を把握し、事故に対する予防
策を講じることが出来た。また、消防団員等福祉共済への加入に
より、福祉の増進を図ることが出来た。

団員の福利厚生の充実は、消防団の運営にとって重要である。特
に保健事業は、普段健康診断を受診する機会のない個人事業主の
団員にとって、欠かせないものとなっている。今後も充実を図っ
ていきたい。

消防局消防総務課

042‑751‑9116

充分な実績が確
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

地域防災を担う消防団員の安全と健康を守ることは、市町村の
義務である。団員の健康管理の一助として、健康診断費の補助は
今後も推進していく必要がある。また、一家を支える働き盛りの
年代も多い団員が、安心して活動できるよう、消防団員等福祉共
済を積極的に活用することが望まれる。

事業所に対して実施した各種研修・講習会により従業者の防火・防災意
識の向上が図られ、消火競技会の開催を通し自衛消防隊員の初期消
火技術が向上し、自衛消防力の強化へと繋げられた。また、社会福祉
施設等の関係者を対象とした防火実務研修会により、施設の防火対策
の強化が図られた他、防災講演会や各種イベントの機会を捉え市民等
に対し防火・防災知識の普及、意識の向上が図ることができた。その結
果、社会公共の安全及び福祉の向上に寄与した。

平成28年度事業計画のとおり各種事業を実施した結果、事業所の自衛
消防力の強化、地域防災力の向上及び市民の防災意識の普及啓発に
消防局予防課
寄与し、市の「災害に強いまちづくり」の推進に公益法人として一定の役
割を果たすことができたものと考える。

充分な実績が確
042‑751‑9117
認される

充分な成果（公益
性、社会貢献度）
が確認される

市防災協会が事業計画に基づき実施した各種事業の中で、救命講習
会や防災講演会については、多数の市民や事業所関係者が参加する
事業であり、防火・防災啓発の高揚に寄与している。
また、平成24年度から開始した小規模社会福祉施設等防火実務研修
会は、高齢化社会を迎え福祉関係施設が増加していることに注目し、市
防災協会が独自に開始した事業であり、実施回数、参加人数共に年々
増加している実績からもニーズに合った事業の運営を実施していること
が伺えるため高い評価としたものである。

消防団活動が円滑に行われるように、訓練等に係る経費、軍手や
皮手袋、長靴等の消耗品、NHK受信料やガス料金等の管理費など、
必要な諸活動に要する経費に対し補助した。
災害時に円滑な消防活動を遂行するために、必要な経費を補助し
分団割 86,400円／1分団
たことで、諸活動の充実及び効率的な運営を図ることが出来た。
人員割
3,600円／1人
操法大会出場チーム 660,000円／1チーム

