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令和２年度伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会会議録 

 

〔事 務 局〕 保健福祉部福祉総務課 

 

〔開催日時〕 令和２年１２月７日（月）午後２時００分～午後３時１５分 

 

〔開催場所〕 伊勢原市役所 ２Ｃ会議室 

 

〔出 席 者〕  

（委 員）宮川進委員（委員長）、石塚京子委員、熊谷吉祥委員、大野厚子委員、 

小笠原扶美委員 

（事務局）福祉総務課 古清水保健福祉部参事兼福祉総務課長、佐野主幹兼係長、

清水主事 
      

〔公開可否〕 公開 

 

〔傍聴者数〕 ０人 

 

〔審議の経過〕 

１ 開会 

２ 議題 

（１）伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分について 

（２）福祉のいずみ基金果実配分金交付申請案件の審査 

（３）その他 

３ 閉会 

 
（配布資料） 

 資料１ 伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分について（概要） 

資料２ 伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金交付要綱 

資料３ 令和２年度福祉のいずみ基金果実配分金申請一覧表 

資料４ 伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金交付申請書 

資料５ 伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金実績報告書 

  
 【会議概要（委員からの主な意見・質疑内容）】 
 ３ 議事 
 （１）伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分について 
 
 （委員長） 
  それでは事務局から福祉のいずみ基金果実配分について説明をお願いします。 
 
 （事務局） 
 －伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分について説明－ 

  
（委員長） 
 事務局の説明を受けてから審議に入りたいと思います。続いて議題の（２）につ
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いても説明をお願いします。 
 
（事務局） 

 －伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金交付申請案件の審査について説明－ 

 
（委員長） 
 ただいま事務局のほうから説明がありましたが、皆様から質問や意見はあります

でしょうか。 
 
（委員） 
 事務局案は妥当だと思います。 
 
（委員長） 
 ありがとうございます。他にはいかがですか。 
 
（委員） 
 事務局案の金額について、もう一度考え方を聞いてもいいですか。 
 
（事務局） 
 資料４によると、事業にかかる金額約２１万円から、昨年度実施することができ

ず返金された日帰り旅行の前金１０万円が差し引かれ、残りの１１万円が申請され

ています。しかし予算書内の飲み物代は食糧費なので交付対象外となります。また、

資料５の収支決算書によると、昨年度からの繰越金が約１万円あるということです。

そのため、申請額の１１万円から１万円を引き、残った１０万円の半分を交付しよ

うというのが事務局案となります。 

 
（委員） 
どうして半分なのですか。 

 
（事務局） 
半分という決まりはありません。今回の予算を見ると参加者個人からの集金はあ

るようですが、会としての支出は含まれていないようなので、残りの全額を市から

補助するのではなく半分で案を出させていただきました。しかし半分と決まってい

るものではないので、金額について皆様からご意見がありましたらご協議いただき

たく思います。 
 
（事務局） 
要綱等では特に何割負担するかは決めていませんが、一般的に伊勢原市の補助金

は半分の場合が多いです。しかしこれは福祉のいずみ基金なので、必ずしも半分で

なくてはいけないわけではありません。大半が旅行の費用となっていますが、新型
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コロナウイルス感染症の影響で他の団体も事業を実施できていない中、４０名が参

加する日帰り旅行が３月に実施できるのか不明瞭なところもあります。全額ではな

く一部を補助するという考え方で、半分の金額を案としました。もう少し多めにと

いったご意見もあろうかと思います。決まりはありませんので、ご意見をいただけ

ればと思います。 
 
（委員長） 
あくまで事務局案ですから。 

 
（委員） 
この団体は何年か申請していますよね。 

 
（事務局） 
毎年同じように旅行費として申請しています。 

 
（委員長） 
他にはいかがですか。 

 
（委員） 
この申請額に対して５万円の交付というのは妥当だと思います。申請以外につい

ての質問をしてもよろしいですか。 
 
（委員長） 
どうぞ。 

 
（委員） 
昨年度は２件の申請で少なく感じましたが、今年度の１件というのはやはり新型

コロナウイルス感染症の影響があると言えるのでしょうか。 
 
（事務局） 
募集期間に他の団体からも相談がありました。集まることがなかなかできず事業

が停滞してしまい、計画ができないということでした。対象である障がいを持って

いる方や高齢の方の当事者団体は、感染リスクを下げることが難しいのだと感じま

す。申請団体が少ないというのはここ数年の課題ですが、今年度は特に新型コロナ

ウイルス感染症の影響を受けていると思います。 
 
（委員） 
昨年にはなかったような、Goto トラベルの制度もあります。申請すれば日帰り
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でもある程度の補助は出るのではないでしょうか。そういったことも考えると、全

額補助ではなく５万円という考え方はいいのではないかと思います。 
 
（委員長） 
今年度は新型コロナウイルス感染症の関係で各イベントや事業が中止となって

おり、申請件数も１件となっています。来年度についても各団体は計画を立てられ

ない状態です。社会福祉協議会でも善意銀行という福祉のいずみ基金と似た制度が

ありますが、まだ受付期間中とはいえ申請は１件もない状態です。団体の活動がで

きず申請を遠慮していて、それが数字として表れているのだと思います。事業の実

施を推奨することもできないので、やむを得ない状態だと思います。 
 
（事務局） 
福祉のいずみ基金も今年度に入って、現時点で６万４千円程度しか寄附がありま

せん。世の中も不安定な状態なので、寄附する余裕もなくなってきているのだと感

じます。 
 
（委員） 
例年はどれくらいの寄附がありますか。 

 
（委員長） 
昨年度の今頃は約１６０万円です。 

 
（事務局） 
この時期に６万円台というのは非常に少ないです。 

 
（委員） 
昨年度は２件の申請があり、新型コロナウイルス感染症の流行もなかったので、

もっと周知していこうというお話をしました。収束したら改めて広く周知をしてほ

しいと思います。 
 
（委員長） 
その点は事務局にぜひお願いしたいと思います。寄附される方の意志もあります

から、有効に使っていただきたい。そのためには事務局から各団体に広めていって

ほしいと思います。よろしくお願いします。他には何かございますか。 
 
（委員） 
皆様のお話を聞いて、そのとおりだと思いました。私の団体でもイベントはキャ

ンセルになっています。世の中がいつもとは違う状態になっていると思います。 
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（委員長） 
皆様の意見では１１万円の申請に対して５万円の交付という事務局案に賛成が

多いようです。私はもう少し上げてもいいのではないかと思うのですが、いかがで

しょうか。 
 
（委員） 
せっかく申請くださったのに半額はどうかとは思います。 

 
（委員長） 
いろいろな考え方があります。昨年度も行政は福祉に対して手厚く支援や援助を

してほしいと事務局にお願いしました。その気持ちの上で、５万円よりもう少し上

げられないかと私は思います。果実がないのなら仕方ないですが、申請額を交付で

きる金額はあります。事務局の考え方はいかがですか。 
 
（事務局） 
本来この果実配分委員会というのは、多数の申請があったときに果実内で配分額

を調整するような目的で設けられたのだと思います。今回は５１万円の果実があっ

て、それ以内の金額で申請が来ていますので、全額交付することは可能です。しか

し昨年度までの考え方があって、今年度だけ特別に全額ということでいいのかどう

か。今の情勢を見た上で皆様がどう考えたかという理由があれば、全額も可能なの

だと思います。 
 
（委員） 
今の情勢だから、という点で考えると、例えば Goto トラベルを利用してどれく

らい補助が出るのかということが分かれば、それを差し引いた額を交付してもいい

のではないかと思います。 
 
（委員） 
交付金を旅行のみに使うのはどうなのかという、今までの考え方も守ったほうが

いいとも思います。 
 
（委員） 
私としては、コロナ禍だからこそ全額交付してほしいと思います。 

 
（委員長） 
それも一つの考え方ですね。 
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（事務局） 
この予算書には前年度の繰越金が含まれていないので、その分は差し引くべきだ

と思います。１万円を引くと最高額は１０万円です。 
 
（委員） 
観光バスをチャーターするのも結構お金がかかりますし、全額交付してもいいと

は思うのですが、今まで全額交付していなかった中で今年度について説明を求めら

れた時に、コロナ禍という特別な事情だということを説明に加えても、理解は得ら

れると思います。 
 
（事務局） 

Goto トラベルを利用すると旅行代金が変わってくると思いますが、例えばバス

ツアーだと乗客を分散させるためにバスの台数が増える可能性や、そのために金額

が割高になる可能性等を考えると、この場では具体的な金額は分かりません。 
 
（事務局） 
委員の皆様の意見をまとめると、申請額の１１万円から繰越金の１万円を引いた

１０万円がよろしいのかなと思いますが、いかがでしょう。 
 
（委員長） 
５万円という案がありましたが、１０万円でよろしいですか。 

 
（委員） 
昨年度の考え方を踏まえると、事情は違いますが、１１万円の申請に対して１０

万円の交付というのはあまり妥当ではないような気がします。 
 
（委員長） 
そうするといくらにしようということになりますが、この５１万円というのは愛

知県債で、しばらくは変わらないのですよね。 
 
（事務局） 
１０年間は変わらず５１万円の固定利子になります。過去はもっと大きい金額だ

ったので申請団体も多かったのですが、近年は渡せる配分金も少なくなり、申請団

体も減ってしまいました。本当は果実を全部配りきりたいと思いますが、申請額が

下回ってしまい、余りが出ている状況です。しかし公的なお金を補助するという点

では、申請されたものも内容をしっかり確認する必要があります。 
 
（委員） 
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来年もこの団体が申請した場合に、はっきりした対応をしなければいけないと思

います。 
 
（委員長） 
果実があるからという理由だけでは通らないものです。コロナ禍だからというの

も一つの理由ですが、それが全てではありません。 
 
（事務局） 
前年度の日帰り旅行は中止となりましたが、今年度も中止となる可能性はあると

思います。しかしそれは今判断できることではないので、旅行に行くという前提で

考える必要があります。 
 
（委員長） 
１０万円では少し多いのではないかという意見もありましたが、少し下げた金額

を出すかどうか。いかがでしょうか。私は５万円では少ないように感じました。 
また、同じ団体にいつまでも交付するというわけにはいかないと思います。申請

さえすれば貰えるというのはあまり良くない。ある程度年数で区切っていかないと、

特定の団体にだけ補助する形になってしまいます。年数については決まっていない

のですよね。 
 
（事務局） 
要綱では定まっていません。社会福祉協議会では３年の区切りがあるというお話

は伺いました。 
 
（委員） 
今回の団体は何回目の申請なのですか。 

 
（事務局） 
確認できない年度もありますが、平成２５年度から継続して申請されています。

ここ数年は１７万円か１９万円の交付をしています。申請額が２７万円で交付が１

９万円ということもありました。 
 
（事務局） 
申請書に添付されている事業計画は、提出された時期的に、７月までは実績にな

ります。今年度の前半は休会しており、６月頃からハイキングを再開しています。

例年は他にイベントを開催しているのですが、今年度はハイキングと友愛電話を除

くと事業は日帰り旅行のみになります。 
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（委員） 
これから予定している事業も実施できるかは分からないですよね。 

 
（事務局） 
日帰り旅行についての事業費が４０万円になっていますが、これに対しての補助

が５万円だと８分の１になってしまいます。半分を参加者が負担されるのであれば、

返金された１０万円も引いて残り１０万円を補助すると考えると、妥当かとも思い

ます。４０万円の事業費に対して１０万円補助すれば、前年度の返金と合わせて２

０万円が補助される形になります。それをまた半分にする必要があるかどうか。 
 
（事務局） 
考え方次第だと思います。今回返金された１０万円の前金は、昨年度の決算では

支出に含まれています。それが今年度になって返ってきているので、今年度の事業

費から差し引かれています。例年は約４０万円の事業費の半分を参加者が負担し、

残りの約２０万円を全額市で負担する形の申請が出ています。そこを無条件に全額

補助するのか、内容を精査して減らすのかを委員会で考えています。今年度はコロ

ナ禍だからということもあり、他の団体からの申請もなく疑義がある内容でもない

ので、繰越金の分は引くとして、申請どおり１０万円交付するという考え方もよろ

しいのかと思います。 
 
（委員長） 
今の事務局からの説明でいかがでしょう。 

 
（委員） 
「コロナ禍だから今年度は例年より多めに交付する」というのは理解の得られる

理由だとは思います。 
 
（委員長） 
事業ができないというのは団体にとっては寂しいことです。その点を行政として

も理解して応援するということで、今年度は１０万円交付してよろしいのではない

かと思います。しかし来年も同じ金額になるのかというとそうではないということ

を伝えなくてはいけません。 
また、先ほども話しましたが、やはり同じ団体ばかり補助するわけにはいかない

と思います。ある程度自分たちの組織として実施する方向で運営してもらわないと、

他の団体が利用するのも難しくなってしまいます。全ての団体が申請したら大変で

す。 
 
（委員） 
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事業計画を見て判断するのも難しいですよね。これからのことは実施するか分か

らないですし、昨年度も計画どおり実施したのか分かりません。 
 
（事務局） 
前年度は実績報告で確認しています。 

 
（委員） 
計画の時点では実施するという前提で判断しなければいけないですよね。今年度

も１０万円交付して、事業が実施できず、昨年度のように前金がまた返金される可

能性もあります。 
 
（委員長） 
交付金を使わなかった場合は返していただかないといけないです。 

 
（事務局） 
昨年度の場合、実績報告の決算書では前金は支出に含まれています。つまり、年

度が変わってから返金されたものと思われます。昨年度決算時の支出は昨年度交付

額である１７万円を下回っているわけではありません。返金された前金１０万円は

今年度の事業費予算から引かれているので、問題はないのかと思います。 
 
（事務局） 
要綱の第１４条に配分金の返還についても定められていますので、交付金を使わ

なかった場合は 実績報告が提出された後に必要な手続きをすることになるのか

と思います。前年度の前金については年度を跨がるタイミングだったので、このよ

うな結果になりました。 
 
（委員長） 

  本来は年度内に返還していただきたいですね。 
 
 （事務局） 
  そうですね。ただ、今回はやむを得ないと思います。 
  
 （委員長） 
  それでは、皆様の意見をまとめ、採決をとりたいと思います。事務局案は５万円

でしたが、協議の結果１０万円を交付するということでよろしいでしょうか。 
 
－挙手全員－ 
 



- 10 - 

（委員長） 
ありがとうございます。全員賛成ということで、１０万円の交付を決定しました。

長時間に渡りご審議いただきありがとうございました。 
続きまして次第の「その他」に移りたいと思います。何かご意見等ありますか。 

 
（委員） 
 先ほどからお話が出ている申請団体について、ある程度何年という制限を設け、

要綱に加えたほうがいいのではないかと思います。 
 
（委員長） 
皆様も同じ考えでしょうか。この場で決めるわけにもいかないと思うので、この

委員会でそのような意見が出たということを事務局で検討するようお願いをした

いと思います。 
せっかくの配分金ですから、寄附した方の気持ちも考慮して事務局には検討して

ほしいと思います。申請されたものに対して協議していますが、それだけでなく、

行政としての果実の活用の仕方を検討したほうがいいと思います。申請がなければ

何も使わないということになってしまいますし、善意の寄附ですから、各団体に指

導しながらこの制度を利用していただくことも必要ではないかと私は思います。難

しいことかもしれませんが、そういうことを考える時期に来ているのではないかと

思います。有意義な形で使う方法を行政も団体も考えていくことが必要なのではな

いでしょうか。 
 
（委員） 
以前はエアコンの修理のために申請があり、実際に現場の様子を見に行ったとい

う話を聞いたことがあります。そういうことは必要でしょうか。 
 
（委員長） 
交付金が適切に使用されているか見に行くことも本当は必要なのでしょう。共同

募金は担当者が足を運んで確認しているそうです。私も何年か前に事務局にそのよ

うな話をしたことがあったと思います。報告書だけでなく自ら足を運んで適切に使

われているのかどうかを確かめるのも必要だと思います。 
 
（事務局） 
近年申請のあったエアコンの修理については、写真は確認したのですが、実際に

行った記録はないです。 
 
（委員） 
引き継いできた話の中で聞いたことがあります。 
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（委員長） 
雑談ではありますが、例えば５カ所に１０万円のエアコンをつけるような、申請

を待つだけでなくこちらから働きかけるような使い方も団体に喜ばれるのではな

いでしょうか。 
他には何かありますか。 

 
（委員） 
団体への交付を何年かで区切るという話がありましたが、今回申請のあったよう

な障がいを持つ方の自立を目指す団体等は継続してほしいと思います。支援すべき

団体だと思います。 
 
（委員長） 
そういった意見もあるかもしれません。一方で、申請すれば貰えるということで

は組織としても良くないとも思います。ご意見として受け止めます。 
本日の議事は終了しましたので、進行を事務局に返したいと思います。ありがと

うございました。 
 
（事務局） 

  ありがとうございました。事務局からは今後の流れについて説明させていただき

ます。 
本日決定した福祉のいずみ基金果実配分金については、年内に交付申請団体への

通知を行い、年明けに交付を行う予定となっています。 
 それでは以上をもちまして伊勢原市福祉のいずみ基金果実配分金配分委員会を

終了いたします。本日はお忙しい中ありがとうございました。 
 


