
№
事業
区分

団体名 代表者氏名 助成事業名 助成額

1 子ども理科教育振興会 廣川　富男
地域の小中学生のための
ロボットプログラミング教室

225,000

2
障害者就労支援センター

どんまい福祉工房
渡邉　英夫

団塊世代を中心とした
地域での新しい社会参加の推進

300,000

3 たすけあいワーカーズさざんか 豊泉　惣子
ごはん会＋「星を見る会」で
地域をもっとつなげよう！

124,000

4 日本失語症協議会 八島　三男
会話支援実践付き

失語症理解入門講座
155,000

5
チューニング・フォー・ザ・フュー

チャー（略称：TFF)
【協働相手：株式会社スターサンズ】

手塚　佳代子
杉並×南相馬

本・映画でつなぐリレートーク
284,000

6 てんぐるま
【協働相手：NPO法人自立生活センター・東大和】

原　秀介
すぎなみ　障害者の命と権利を守ろう

　プロジェクト
300,000

7 まちの塾freebee
【協働相手：一般社団法人福祉芸術支援協会】

木村　裕子
第1回中学生のための
防災リーダー養成講座

333,000

8
むさしの児童文化協会

【協働相手：西荻を楽しむ会
松庵小学校学校支援本部】

樫葉　和英
みる・きく・つくるen=gawa夏休み

& 和の文化を共に
300,000

9
３
若
者

COSMO FEST 平中　孝祐 『杉並ヒーロー映画祭2017』と上映会 367,000

2,388,000

平成29年度　杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業一覧
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活
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合　　　計      9  件
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実
　
施
　
状
　
況

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状
況）
「Ｌチカ・ロボット体験」教室　講師１名　補助員4名
「Lチカ」講師養成講座　講師1名　補助員1名
パソコン5台　Arduino5台　回路5台　月面探検車5台
宇宙科学・体験講座　講師SSPS（宇宙太陽光発電）
等３名　補助員5名

「Ｌチカ・ロボット体験」教室　　講師　１名　補助員　4名
「Lチカ」講師養成講座　　　講師1名　補助員1名
パソコン　5台　Arduino　１０　台　回路　　１０台
月面探検車　２０台
学校教育に必要な１クラス２０人実施体制ができた．
実施できず　　宇宙科学・体験講座

「Ｌチカ・ロボット体験」教室
　　済美小学校／阿佐ヶ谷区民センター
　　和田中央児童館（教室）
「Lチカ」講師養成講座
    　　方南カルチャー貸会議室
イベント開催
　　杉並第８小学校／堀ノ内東児童館（展示体験）
　　高円寺子どもまつり（コーナー体験）

④実施回数・スケジュール
「Ｌチカ・ロボット体験」教室
7月　済美小学校　ワイワイランド／１0月　杉並第８
小学校　サタ８
3月　サイエンスフェスタ
「Lチカ」講師養成講座／7月　、9月　11月

③実施場所
「Ｌチカ・ロボット体験」教室
　　　　済美小学校　ワイワイランド
　　　　杉並第８小学校　サタ８
　　　　サイエンスフェスタ
「Lチカ」講師養成講座
    　　方南カルチャーおよび貸会議室等
　宇宙科学・体験講座開催　　未定

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

　地域の小中学生のためのロボットプログラミング教室をタイトルとする、児童生徒に対する当初の計画はほぼ、完全
に実施できたと考えます。講師養成講座を活用し月面探検者制作・講師養成を実施、１名１台の月面探検者でプログ
ラム体験体制ができたことは大きな成果であると思います。養成した講師に対する講座の機会が不十分でした。
　前年度は杉並区サイエンスフェスタの３つのブースに、月面探検車体験講座を含め４つの取り組みを実施しました
が、今年度は１団体１事業となったため、高速回転電磁コマだけとなり、当初予定したモデルロケット打ち上げ体験、
宇宙学校が実施できませんでした。
【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を

１　事業の実施状況　及び　自己評価

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
[Lチカロボット体験」教室　２０名（２００名）
「Ｌチカ｝講師養成講座　一般希望者　５名　（１５名）
宇宙科学・体験講座の開催（１００名）

「Ｌチカロボット体験」教室　　６回　１０８名
イベント体験　　１５０名
「Lチカ」講師養成講座　　１５名

②実施内容　　「Ｌチカ・ロボット体験」教室
　プログラム・月面探検車制作体験
　高学年　プログラミングによる動作確認
「Lチカ」講師養成講座
　　　　回路構成及びプログラミング
　　　　月面探検車制御プログラム書き換え等
宇宙科学・体験講座開催

実施　「Ｌチカ・ロボット体験」教室
基礎プログラム・月面探検車制作体験
プログラムによる動作確認
実施　「Lチカ」講師養成講座
回路構成及びプログラミング
月面探検車制御書き換え等
イベント開催：Lチカ・ロボット体験
実施できず　　宇宙科学・体験講座開催

「Ｌチカ・ロボット体験」教室
　済美小学校　７月２５日　２６日　２８日　（ロケット体験）
　阿佐ヶ谷地域区民センター
　　　１０月１５日，２８日,　　１１月２６日
「Lチカ」講師養成講座　　第１回７月１日　第２回　９月２日
イベント開催　１0月　杉並第８小学校　サタ８

事業（該当区分に○） １．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

マイコンArduinoの出現で、小学生でもマイコン制御できるようになり、杉並区サイエンスフェスタで
実施した「Lチカ・月面探検車体験講座」には小学生40人が参加しました。これを広く普及するため
の講師陣の養成。条件により、他団体と科学技術、宇宙への関心、地球環境問題と結合した宇宙
科学・体験講座の開催します。

事業目的
情報技術の急速な進歩により2050年には現在の仕事の50％消滅することが予想されています。マ
イコンの基礎的構成を理解することはIT,IoT,AIという環境下で過ごす子どもたちの将来の利益にか
なう取り組みと考えます。

事業計画 事業実施結果

  　  助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動法人子ども理科教育振興会
(平成

事業名 地域の小中学生のためのロボットプログラミング教室　

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

済美小学校での取り組みでは、ＰＴＡや先生方に興味を持っていただきました。杉並第８小学校においては
ＰＴＡの方々に大変興味を持っていただきました。
阿佐ヶ谷地域区民センターの科学教室として実施につながりました。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を

　　

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

科学技術を学ぶ感動を体験できます。
マイコンの基本的動作が理解できるようになり
ます。
広い応用が可能であり、基本を身に着けること
により，さまざまな機械制御の概念を身に付け
ることができます。

まず何よりも科学技術を学ぶ感動を体験できたと思いま
す。学年を問わず簡単なパソコンのプログラムでマイコン
の基本的動作が理解できるようなったと考えます。
さまざまな機械制御の基本的概念が理解できたと思いま
す。幅広い応用が可能であり、基本制御の仕組みを身に
着けることにより、将来の機械制御の応用に生かせます。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を

残念ながら具体的に学校教育現場からの教育補完として
のプログラミング教育要請はありませんでした。ＰＴＡから
は取り組みたいとの要望がありました。
学校教育からの養成より、社会教育の要請からの取り組
みでした。社会教育からの要請が増加するように活動方
向を見直したいと思います。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

雇用や仕事の内容が急激にかつ劇的に変化す
ると予想されています。さらにAIの発達により人
類と機械知識との競合が不安視されてます。早
急に誰でもがマイコン制御し、道具のように制
御機器を組み立てる能力を身に着けさせること
が、未来社会に子どもを送り出す親や社会全
体の課題と考えます。

社会変化を象徴するロボットプログラムの課題が身近に
体験できることによって、未来社会に子どもを送りだす親
の、科学技術による社会の変化に関心と興味を持っても
らえたと思います。

団体名： 特定非営利法人子ども理科教育振興会

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

3年後にはプログラミング教育が必修になりま
す。ロボット講座の募集等が行われています。
学校教育に導入されるプログラミング教育の補
完となります。
小学校教育現場からのニーズがあると予想さ
れます。

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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６　活動状況について

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

広
報
活
動
等

ＨＰを作成しました。これまで１５年間ＨＰなしで活動してきましたが、助成金をきっかけに作成しました。
講師養成講座ＨＰ、およびポスターで宣伝しました。
阿佐ヶ谷地域区民センターの広報で宣伝していただきました。
チラシでの体験講座の呼びかけを行いました。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

チラシ、ＨＰでの普及啓発活動とともに各イベントでの積極的に紹介しました。

５　今後の課題と活動について

今
後
の
課
題
と

活
動

 １　子ども理科教育振興会の活動に乗っかった活動から、独自のロボットプログラム教室を開設していく必
要があります。
２　プログラムを更新し、また技術レベルと講師能力を高める必要があります。
３　教育ロケットの会との連携強化をして魅力をより高めていく必要があります。

団体名： 特定非営利法人子ども理科教育振興会
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24000
講師謝礼（講座）@18000×2回

決算額

225,000

294

36,294

助成金額との差額

225,294

225,000 45,000

40,000

20,000

12,000 杉チャリ，杉8小　助手　＠2000×６

⑥使用料・賃借料

18,000 会場使用料　＠９０００×２

チラシ作成（デザイン料込）2,000枚一式　@20000×1回
⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

20,000

切手

45,000

225,000

270,000

予算額

助成金 対象経費 自己資金対象経費

事業費 補助金

④通信運搬費

②旅費・交通費

団体名： 特定非営利活動法人子ども理科教育振興会

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

７　収支決算

決算額内訳

261,294

月面探検車電子材料，タミヤ模型部品

225,000

36,000

12,000

15,000 112,458

276

NPO支援基金
助成金

合計

合計

36,294

261,294

21,000

20,000

18,000

270,000

決算額内訳決算額

25,800

24,000

225,000

261,294

2,560

72,000

費目

54,000

10,000

30,000

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

助成金 対象経費

78,000

収
入

予算額

30,000

支
出

⑦その他の経費

2,000

計

③備品費・消耗品費

112,458

276

2,560

団体負担15,000 10,494

その他の収入

団体負担金

参加費・資料代等

講師料　　8000×２　，　２２００×４　，１０００
阿佐ヶ谷地域区民センター，済美小，杉８小，児童館

講師養成講座　講師謝礼（講座）@18000×2回
36,000

講座　助手　＠4000×6

36,000

講師交通費　

自己資金対象経費

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】
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事業計画

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名
特定非営利活動法人　障害者就労支援センター
どんまい福祉工房 (平成

事業名 団塊の世代を中心とした地域での新しい社会参加の推進

１．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

本事業は長寿応援ファンド助成事業（平成２８年度）で実施した「あたまの健康チェック＆運動をと
おして、団塊の世代の方の新しい地域包括の構築」で３日間の連続講座を受講し「認知症予防指
導士」の資格を取得された方を中心に、地域での新しい役割を見出し、高齢者の社会参加のあり
方を推進していきながら同時に自身の介護予防につなげていく。

事業目的

ゆうゆう館を受託し10年、夜間利用する高齢者や団塊の世代の地域参加が進んでいない事が課
題と考えている。こうした背景の中、本事業は団塊の世代の方を中心とした地域包括グループを各
地域で立ち上げ発展させていく事を目的としている。具体的には介護予防に対する意識を強く持っ
ていただき、自身の予防対策だけに留めず今ままで社会で培ってきた経験を活かし、認知症予防
講座や傾聴カフェ、地域のボランティアなど当事者が興味のある活動を実施する。将来的には社会
資源を活用した地域介護予防活動支援事業を構築する。

１　事業の実施状況　及び　自己評価

事業（該当区分に○）

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
・28年度に認知症予防指導士の資格を取得された
24名に加え、その友人や知人等約30名。
・講座受講者（約12名×４回）対象人数：80名

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
認知症予防指導士（61名）、一般参加者（130名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計１９１名

②実施内容
今年度は地域を限定して本事業に興味のある方の発掘や、ご自
分ができる役割などを講習会や研修を通してブラッシュアップして
いく。①全体講習会（講演・体操体験など）　2回（一般参加者募
集）②認知症予防指導士スキルアップ研修　４回（資格取得者と
興味のある方）③認知症予防指導士養成講座（3日間）1回（新規
受講希望者定員12名）④モデル事業講座４回（新たなモデル事業
の実施）

②実施内容
・認知症予防指導士スキルアップ研修
・全体講習会
・モデル事業講座
・イベント

④実施回数・スケジュール
１、認知症予防指導士ｽｷﾙｱｯﾌﾟ研修5回（7/27、7/31、10/25、1/15、
18）　２、全体講習会　1回（6/23）　　３、モデル事業講座A 9回（6/21、
7/19、8/16、9/20、10/18、11/15、12/20、1/17、1/21）、モデル事業講
座B　8回（7/14、8/11、9/8、10/13、11/10、12/8、1/12、2/9）、モデル
事業講座C　1回（10/31）　　４、イベント 1回（11/26）

③実施場所
高井戸地域区民センター
阿佐ヶ谷地域区民センター
各地域のゆうゆう館

③実施場所
高井戸地域区民センター
阿佐ヶ谷地域区民センター
馬橋区民集会所
ゆうゆう阿佐谷北館

④実施回数・スケジュール　【6月】認知症予防指導士スキルアッ
プ研修（以下スキルアップ研修）1回、【7月】全体講習会（講演・体
操体験など）1回、【8月　】スキルアップ研修　1回、【9月】スキル
アップ研修1回、モデル事業講座1回、【10月】モデル事業講座1
回、【11月】全体講習会（講演・体操体験など）1、回、認知症予防
指導士養成講座（3日間） 1回、【12月】認知症予防指導士スキル
アップ研修  1回、【1月】モデル事業講座2回

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状況）
・どんまい福祉工房職員（責任者1名、連絡担当2名、他1
名）
・東京都健康長寿医療センター研究所より講演者
・一般社団法人ロコモ・認知症予防療法協会より研修・講
座講師複数名

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状況）
・どんまい福祉工房職員（本事業責任者1名、連絡担当2名）
・一般社団法人ロコモ・認知症予防療法協会より研修・講座講師3名
・モデル事業講師（認知症予防指導士より）2名
・全体会講師（地域活動経験者）2名

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

本事業の一番の目的である、「団塊世代の方を中心とした地域包括グループを立ち上げ発展させていく事」について
は、予定していたより順調に、かつ継続的に発展してきていたことから、当初の予定を変更し、モデル事業を定期的
に実施した。その背景のひとつとして、もともと、この事業のツールとして「あたまの健康チェック」と「運動」を掲げてい
たが、ゆうゆう館利用者をターゲットにしたことで、年齢的な問題もあってか、「あたまの健康チェック」の検査結果が
「MCIの疑いあり」と出てしまう方が多く、ご本人や、ご家族を不安にさせてしまった。今後はMCIの判定が出たことで、
今まで以上に運動など継続していただくこと、また、MCIや認知症の理解啓発に力を入れていく必要を感じた。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業実施結果

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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団体名： 特定非営利活動法人　障害者就労支援センター どんまい福祉工房

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

認知症予防指導士の活躍の場が増えていくこ
とで、地域ごとに認知症・介護予防を実践する
自主活動を展開。団塊の世代を中心とした地域
包括グループを増やしていくことで、地域で支え
あう仕組みが確立し、介護予防・認知症予防の
輪が広がる。

認知症予防指導士の資格取得者を増やすことより、資格
取得者のスキルアップ、活躍の場の拡充に向けてモデル
事業の実施に力をいれた。スキルアップを実施して感じた
ことは、パソコンのレベルなどに技術差があり、全員同じ
内容のスキルアップ講座を実施することが難しく、予定よ
り回数が増えた。また、モデル事業に関しても、継続する
ことで信用や理解を得られることから、毎月実施した。そ
の効果として、今後助成金なしで活動でき目途がついた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

モデル地域として高井戸地域、阿佐谷・高円寺
地域で実施。ゆうゆう館や地域区民センターの
活用を考えている。次年度以降に本事業をモデ
ルとして他地域での実施に広げて行く。

地域差がとても大きく、比較的交通の便の良い阿佐谷より
も、高井戸地域で活動を希望される方が多かった。また当
法人が受託しているゆうゆう館が阿佐谷地域だったことか
ら、モデル事業の講師として活動を希望される方が少な
かった。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

認知症予防指導士の活躍の場が増えていくこ
とで、地域ごとに認知症・介護予防を実践する
自主活動を展開。団塊の世代を中心とした地域
包括グループを増やしていくことで、地域で支え
あう仕組みが確立し、介護予防・認知症予防の
輪が広がる。

当初の予定では、モデル事業を実施し、そこに認知症予
防指導士も参加し、活動を広げて行く予定だったが、思っ
た以上に一般の参加希望者が多く、定員数の問題で認知
症予防指導士の情報交換の場として活用できなかった。
あえて地域を区切って活動するより、自分が目標とする地
域活動毎にまとまり活動する方が広がると感じた。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

モデル事業に参加されている方から、事業の継続を希望される方が多く、今後、助成金なしで活動して行け
る事業に発展した。次年度以降も、少しづつモデル事業を立ち上げていき、実績を重ねた後に、地域包括と
してのグループ活動に発展させて行きたい。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった



3

団体名： 特定非営利活動法人　障害者就労支援センター どんまい福祉工房

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

広
報
活
動
等

活動報告をゆうゆう館だよりなどに掲載、また、医療機関に配布するチャレンジプラス１０に杉並区の取り組
みとして取り上げていただいた。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

認知症予防指導士のメンバーをはじめ、一般参加者にも、本事業がNPO支援基金の事業だと周知をした。

５　今後の課題と活動について

今
後
の
課
題
と

活
動

次年度は、認知症予防指導士の方々に実際に講座等の講師として活躍していただく機会を増やして行き、
知名度を上げ、認知症予防指導士養成講座を実施し、資格者を増やし、新しい活動の場を広げ、やりがい
やいきがいにつなげていく活動の場を広げる。

６　活動状況について

 ★具体的な活動風景の写真などを貼付



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】
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ロコモ認知症予防療法協会講師　9,000円×7回×2名

97,000

97,000

②旅費・交通費 39,000

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

ロコモ認知症予防療法協会講師　9,000円×8回

合計
300,000 138,680 300,000

438,680

300,000 138,680 383,967 69,604

83,967 助成金額との差額

153,571

453,571

支
　
　
出

団体名： 特定非営利活動法人　障害者就労支援センター どんまい福祉工房

７　収支決算

事業費 453,571 助成金 300,000

収
入

予算額 決算額 決算額内訳

団体負担金
82,680 88,571

参加費・資料代等
36,000 7,500 頭の健康チェック15名×500円
20,000 57,500 モデル事業参加費　500円×115名

その他の収入

計 138,680 153,571

NPO支援基金
助成金 300,000 300,000

合計 438,680 453,571

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金 対象経費 自己資金対象経費 助成金 対象経費 自己資金対象経費

126,000

198,000

72,000

9,000 頭の健康チェック診断士交通費3,000×3名　阿佐谷北
9,000 頭の健康チェック診断士交通費3,000×3名　すぎﾁｬﾘ
6,000 全体会講師交通費　3,000円×2名

24,000 モデルA事業講師交通費　3,000円×8回
22,200 PC、モニター等運搬ガソリン代

39,000 70,200

③備品費・消耗品費 1,000

836 A4コピー用紙

1,000 836

④通信運搬費 3,280 66,000

7,554 送料
61,464 ワイヤレスゲート　5,122円×12か月

3,280 66,000 7,554 61,464

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

16,320 33,680

27,177 印刷製本費

16,320 33,680 27,177

⑥使用料・賃借料 107,400

26,500 会場費・施設利用代
16,800 駐車場

107,400 43,300

⑦その他の経費 36,000 39,000

36,000 モデルB講師実費弁済　4,000×9回
900 フェスタ参加費

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

8,140 打ち合わせ食事代

36,000 39,000 36,900 8,140

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】 【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】 【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】 【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】
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第１回：平成29年７月２６日（水）
第２回：平成29年１１月２９日（水）
第３回：平成30年３月２９日（木）

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状
況）
食事づくり及び全体の運営は当事業所メンバーが
行う。天体観測の講師は天体について詳しい地域
の人に依頼。全体の運営は当事業所メンバーで行
う。

食事づくりは、当団体でヘルパーとして仕事をしているメンバーがリー
ダーとなり、献立考案、買い物、調理を担当し、腕をふるった。調理の
サポートは、当団体のメンバーが各回、1名ついた。
天体についてのお話は、四宮館で行っている「てらこや四宮」の講師の
ひとりである小山浩先生に依頼した。
夕食会の会場作りや後片付けは四宮館のスタッフが担った。

自
己
評
価

一昨年度開催した「四宮ごはん」に「星を見る会」というプログラムを２回加えて行ったことにより、小学生や幼児の参加者が増加で
きた。会食を通した「居場所」として、地域で暮らす様々な人たちが孤立することなく顔と顔がつながることを実践する場となった。
ケア２４上井草や上井草保健センターなどで抱えている独居高齢者や要支援家庭の子どもや母親が参加してくださったことで、必
要な支援につなげていくことができた。食事をしながら悩みをおしゃべりしたり、食事後に子育て支援の担当者に相談するなどし
て、高齢者も母親も晴れやかな表情で帰っていかれた。
また、当団体のスタッフも含め、担い手として地域に貢献したいという人の発掘も実現できたと思う。
炊飯器や定員分のプレート皿を支援基金により購入したことで、備品が揃い、食を通しての居場所を継続的な活動としていく可能
性が広がった。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業計画 事業実施結果

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
100名
ごはん会+星を見る会　60名
ごはん会のみ　40名

第１回（７月26日）　大人：24名、子ども：１３名
第２回（11月29日）　大人：23名　子ども：11名
第３回（３月29日）　　大人：11名　子ども：８名
全回（３回）　大人：58名　子ども：32名　　合計：90名

②実施内容
【ごはん会+星を見る会】
１７：３０～　　ごはん会
１８：３０～１９：３０　天体観測と星（または月）の話
【ごはん会のみ】
１８：００～１９：００　ごはん会

第１回・第２回
18:30～19:20　夕食会
19:20～20:00　空の観測会と天体についてのお話

第３回
18:00～19:30　夕食会

事業（該当区分に○）

③実施場所
ゆうゆう四宮館

３回とも
ゆうゆう四宮館

④実施回数・スケジュール
２０１７年　　７月、９月、１２月、３月

１．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

当事業所が受託して管理するゆうゆう四宮館で昨年度より開催を始めた地域の人を対象
とする夕ごはんの会「四宮ごはん」を４回開催する。
食を通じて地域でつながることをめざしており、会食だけでなくさらに交流を深めるため、４
回のうち２回は食事会の後に「星を見て宇宙の話を聞く」という時間を設ける。

事業目的

子どもから高齢者までの多世代を対象とした夕ごはんの会「四宮ごはん」をゆうゆう四宮
館で年４回行う。今以上に多世代の交流を深めるため会食の場に加えて、「星を見て宇宙
の話を聞く」という共に楽しむ場をつくる。（４回のうちの２回）
共に楽しむことの延長線上に共に理解しあえることを視野におく。
このような会を通して、地域で顔のつながる関係をつくり、誰もが孤立しないで暮らせるよ
うにする。

１　事業の実施状況　及び　自己評価

  　  助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか
(平成

事業名 ごはん会+「星を見る会」で地域をもっとつなげよう！

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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地域の方で子ども食堂の運営に関心をもっておられる方が見学にこられ、始動することに意欲を持って帰
られた。他のゆうゆう館（桃井館）からもこのような活動をはじめることを検討しているとのことで見学があっ
た。ゆうゆう館協働事業者意見交換会にて「杉並子ども食堂ネットワーク」に加入すると、食材提供などの
支援が受けられるという情報を得た。当団体のなかで調理の得意なメンバーが生きがい、やりがいを感じな
がら活動する場となった。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

共に食事をすることで、日頃、一人で食事をしている人が
ふれあいを感じながら食事を楽しんでいただけることをめ
ざす。もっと高齢者と子どもが共に楽しめることはないか
考えたとき、四宮館の協働事業である「てらこや四宮」も講
師で星の話に詳しい先生がいらっしゃることに気づき、天
体観測を高齢者と子どもで共におこなお、感動を共にし、
心の交流を深めることをめざした。
一昨年度の「四宮ごはん」では食器や備品はスタッフの持
ち出しであった。（ごはんも２～３回炊いた。）
食器を団体の備品として持つことで、食を通した地域のつ
ながり多世代交流を、単年度だけでなく、継続的な活動と
する。

高齢者で独居の方からは「大勢で食事をすることで食がすす
む」という意見が聞かれた。小さな子どものいる家庭でご家族総
出でというお申し込みがあり、そのご家族にとっての食堂感覚
になってしまうのはいかがかという検討もしたが、家族で天体観
測という感動を共有していただくことを提供できたのはよかっ
た。
一つのお皿に仕切りがあるワンプレート皿を定員の人数分揃え
たいという希望があり、それにあたり木製という材質にこだわっ
た。それは豊かで温かい雰囲気で子どもたちに食事をしていた
だくという思いがあったからであり、願い通りに叶えられた。二
升炊きの炊飯器を購入できたことは大変ありがたく、ご飯を炊く
のが１回で済み、調理時間を効率化できた。備品を揃えたこと
により食を通しての交流の場づくりを、今後も継続的な活動とし
ていく気概を団体として持つことができた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

一昨年度、３回開催した「四宮ごはん」は１回の
定員を20名とし、地域の高齢者、子どもが夕食
を共にすることをめざした。一人での食事が常
である高齢者、母親が仕事をしているため、ふ
だんから一人で夕食を食べている子どもさんが
複数回、参加されていた。四宮小学校、四宮保
育園、ゆうゆう四宮館という子どもと高齢者の
施設が身近に立地している地域で、このような
会をきっかけとして、高齢者と子どもが繋がり交
流を深めたい。

日頃から毎日のようにゆうゆう四宮館を利用されている高
齢者の方に参加いただき、食事という場を共にすること
で、いつもとは一味違うゆったりとした心の交流ができた。
お元気いっぱいの様子に見えても、独居でおひとりのお食
事の寂しさがないわけではないというご様子が伺えた。四
宮館の協働事業である「てらこや四宮」に参加されている
子どもがご家族で参加され、ご家族のご様子が垣間見れ
た。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

団体名： 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

一昨年度、四宮館にて多世代を対象として夕食
をいっしょに会食する「四宮ごはん」を３回開催
した。世代を問わず、日頃ひとりで食事をしてい
る方にとって、大勢での食事は「元気がでる」と
好評であった。また、近隣の地域包括ケアセン
ターであるケア２４上井草が独居の方に「四宮
ごはん」を紹介してくださり、参加された方もいら
した。

ごはん会+「星も見る会」の７月と１１月の回は、チラシ配布後、
子どもからはすぐに申し込みがあり、定員に達した。講師のお
話は、会場全体として興味津津な様子で聞き入っていた。７月
は、残念ながら当日１７時まで大雨であり、天体観測は不首尾
であったが、１１月の回は、屋外に望遠鏡を設置して月を眺め
た。月の表面がはっきりと見え、それは大人も子どもも大感動で
あった。子どもたちからは、講師に対して活発に質問も出てい
た。
高齢者の方から子どもと学びの場を共有でき、「いくつになって
も新たな知識を学ぶのは楽しい」とお声があった。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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広
報
活
動
等

四宮館の近隣の町会（４町会･345枚）と四宮小学校（家庭数７３５）にチラシを配布した。
杉並チャリティーフェスタにはフリマで参加したが、一角に当団体のパネルを展示し、
今回の助成対象事業を紹介した。
ゆうゆう館の協働事業事業者の会議である「ゆうゆう館協働事業者意見交換会」でも報告した。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

開催日全回において、参加者に杉並区NPO支援基金のリーフレットを配布し、この会が杉並区NPO支援基
金対象事業であることを説明した。炊飯器や各自のワンプレート皿などが杉並区NPO支援基金の助成を受
けて購入したものであることを伝え、昨年度はスタッフの持ち寄りでバラバラの食器であったが、支援基金
により揃えることができ、ご飯も一度にたくさん炊けることを紹介し、支援基金で揃えた食器を今後も継続的
な活動に活用していきたいと伝えた。

５　今後の課題と活動について

今
後
の
課
題
と

活
動

今年１月に開催されたゆうゆう館協働事業者意見交換会にて区の方より区内のすべての地域に子ども食堂がたち上
げられ、なんらかの困難の芽をみつけていくこと、そしてその拠点としてゆうゆう館が期待されていることを聞いた。私
たち団体自体も、そのような活動への取り組みを検討したいと思う。これまでのような「四宮ごはん」のようにメニュー
の品数を多くせず、手をかけなければもっと頻繁にできるかなどとも考える。やり方の検討と担い手の確保が、今後も
継続していく上での課題である。
（今までのやり方で拠点を四宮館でと考えると、協働事業として使用できる枠に限りがあり、開催できて年間３回であ
る。今回開催目標４回としながら３回となったのはそのような事情である。）

６　活動状況について

団体名： 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

小計

小計

ホットプレート、寿司桶
包丁、フライパン、ボール、ザル、トング、サービススプーンなど

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】
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16,000

助成金額との差額

125,297

43,920

57,420

18,000 食材費（７月／１１月／３月）@200円×90名
25,920 チラシコピー（＠８円×1080枚×３回）

フォーク３本セット×５
3,596 フォーク３本セット×５、はし
3,240

10,000 天体観測機材運搬費＠5,000×２回

助成金 対象経費

7,984

調理人＠500×６ｈ×３回
調理アシスタント＠500×４ｈ
調理アシスタント＠500×2.5ｈ×２回

（成田東～四宮）

208,000

予算額

助成金 対象経費 自己資金対象経費

2,500

団体名： 特定非営利活動法人たすけあいワーカーズさざんか

７　収支決算

決算額内訳

182,717事業費 助成金

84,000

124,000

124,000

NPO支援基金
助成金

合計

58,717

18,000 44,000

96,000

自己資金対象経費

4,620

95,251

決算額内訳決算額

45,000

13,500

124,000

182,717

決算額

収
入

予算額

50,000

24,798

2,000

20,046

計

費目

12,739

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

20,046

24,000

10,000

28,160
8,980

団体負担金
団体負担34,000 13,717

参加費・資料代等
参加費@500×９0名
（第１回：37名、第２回：34名、第３回19名）

その他の収入

9,000
18,000 44,000

講師謝礼＠9,000×２回＋源泉徴収税（2,046）

支
　
　
出

②旅費・交通費 10,000

10,000

③備品費・消耗品費 96,000 24,000

炊飯器

木製スプーン１０本セット×３

皿２

④通信運搬費

ランチプレート22点
木製プレート８点

1,134

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

⑥使用料・賃借料

58,717

⑦その他の経費 16,000

合計

208,000 182,717

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

1,297

124,000 84,000 124,000

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】

mailto:参加費@500×９0名#
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事業計画

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動日本失語症協議会
(昭和

事業名 会話支援実践付き失語症理解入門講座

１．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要
言語聴覚士の指導の下、失語症のある当事者と共に、失語症のある人との意思疎通の方
法を学ぶ実践講座

事業目的

失語症のある方がお住まいの地域において、ある日突然親・親族・兄弟が脳卒中、失語症
の後遺症を持った時、周囲に理解があれば、家庭・社会生活、就労・就学先でのトラブル
軽減や、失語症に対する正しい理解と、住み慣れた地域での社会障壁の軽減にお力添え
をお願いするべく、失語症のある方、ご家族、専門職である言語聴覚士のグループワーク
の中から失語症のある方との意思疎通方法を学ぶ。

１　事業の実施状況　及び　自己評価

事業（該当区分に○）

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
＜受講生＞30名　＜講師＞１名
＜実践講座講師＞ＳＴ6名、失語症のある方6名
＜受付・サポーター＞3名
＜要点筆記者＞1名

＜受講生＞46名　＜講師＞5名
＜実践講座講師＞ＳＴ10名（含む・講演講師2名）
失語症のある方10名
＜受付・サポーター＞4名
＜要点筆記者＞1名（含む講演講師1名）

②実施内容
＜失語症理解入門講座＞失語症基礎知識・失語症
のある方の困難・退院後の社会資源・失語症の方と
のコミュニケーション方法・疑似体験（ロールプレイ
を含む）＜会話実践＞失語症のある方と会話演習

計画通り実施された。

1回

③実施場所
区内会場

阿佐谷地域区民センター

④実施回数・スケジュール
1回

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状
況）
＜総人員＞60名
＜講師＞１名　＜実践講座講師＞ＳＴ6名、失語症
のある方6名　＜受付・サポーター＞3名
＜要点筆記者＞1名　＜設備＞テーブル10椅子50
演台1プロジェクター2台パソコン2台マイク3台
＜実施方法＞言語聴覚士（ＳＴ）が中心となり進行、
医療関係、介護施設等事業所、区役所の職員の
方々等に参加していただく。失語症友の会、家族会
の協力で数種類失語症状のある方にモデルとして
参加していただく。

＜講師＞5名
＜実践講座講師＞ＳＴ10名（含む・講演講師2名）失語症
のある方10名家族5名
＜受付・サポーター＞4名＜事務局＞2名
＜要点筆記者＞1名（含む講演講師1名）
＜設備＞テーブル25台、椅子80脚、演台1台、プロジェク
ター2台パソコン2台マイク3台
従事者の確保は、計画通り

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

事業全体としては、当初の目的は果たせました。反省点は、ＳＴと失語症のある方とのマッチング会場の選定。当初
はマッチング会場は協働プラザの交流コーナーを拝借する予定だったが、他の利用者もあり急遽区民センターにお
願いし、別部屋をお借りすることになった。空き室があったからよかったものの、今後はしっかりマッチング会場も確保
しておかねばならないと反省した。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業実施結果

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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団体名： 特定非営利活動日本失語症協議会

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

当団体協力の下行われた厚生労働省の平成27年
年度の研究事業の中で「意思疎通支援を図ることに
支障のある障害者等に対する支援の在り方に関す
る調査研究」で、失語症のある方々の社会参加には
生活の中での失語症のある方々の気持ち察するこ
とができ、言葉のバリアフリーを実現できるボラン
ティアの養成は失語症者に社会参加に欠かせな
い。この調査で日本全国の自治体では、失語症の
ある方に対する意思疎通支援ボランティアを養成し
ている自治体は聴覚障碍者のある方ぼそれに比し
て極端に少なく9％に過ぎない。失語症への理解を
進める事業のニーズは大きい。

アンケートから：失語症がどのような症状でどのような支援が必
要なのかよくわかった。失語症のある方とのコミュニケーション
は言葉だけにとどまらず、多くの手段があり、それらを多用して
意思疎通技術を磨いていくことになる。1回だけの講座ではなく
継続してほしいとの声が多く聞かれた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

障害者総合福祉法3年後を目途とした見直し
「手話通訳等を行うものの派遣その他の聴覚・
視覚・言語機能、音声機能その他の障害のた
め意思疎通を図ることに支障がある障害者等
に対する支援の在り方」に向けて、地域での失
語症のある方の意思疎通支援者を希望する
方々を掘り起こしのためにも失語症の実態を
知っていただく機会とする。また失語症に対す
る医師や言語聴覚士・ケアマネジャー等福祉関
連職種の問題意識も喚起する。

（アンケート結果から）・ケアマネジャーの中にも失語症を知らな
い方がいたのは、今後の介護保険者の介護プラン作成にも支
障が出ることになり、失語症を理解してよかった声が多かった。
今後、地域における失語症者への支援の在り方を掘り下げて
いく。アンケートまとめ・１）今日学んだ意思疎通支援方法を今
日から実践したい２）要点筆記がとても理解しやすい３）再度勉
強したい:４）ケアマネジャーにとってありがたい情報だった５）実
践のグループワークが良かった6）同じような講習を継続してほ
しいい・7）要点筆記の講習会を開いてほしい：等々の多くの意
見があった。これからの協議会の事業に反映していきたい。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

平成28年度杉並区長寿応援ファンド助成金により開
催した「ご存知ですかしつごしょうパートⅡ」を盛況
の内に終了した。その結果、地域の方々ご家族に
皆様に失語症をもっと理解していただく必要性を感
じた。平成29年には実際の当事者の生の声を聞き、
失語症のある方々が地域でどのような支援が必要
かをご理解いただく機会とし、平成30年度から都道
府県レベルで開始する失語症者向け意思疎通支援
者の養成派遣事業につなげる。意思疎通支援につ
いては基本的に現行の支援の枠組みを継続しつつ
失語症等の障害種別ごとの特性やニーズに配慮し
支援が可能であるように、地域生活支援事業等に
ついて失語症等の意思疎通支援者の養成又情報
通信技術の活用等を通じた効果的効率的な支援の
提供を行うこと。

この講座を受けた方から一人でも多くの支援者らが生まれるこ
とを希望している。もう1件、養成講座の選択科目としての要点
筆記は失語症のある方々の意思疎通支援手段として欠かせな
いものである。今回も要点筆記を行ったが、要点筆記に監視を
向けている方が多くあった。このことは現在ほんのわずかしか
いない（STしかない）要点筆記者が意思疎通支援者から生まれ
る可能性も在ると推察する。今後、協議会の講座でもその要望
に応えるべく要点筆記講習会を開催していく方針とした。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

実際に広まったか否かを確認する手段はない。しかし、参加したケアマネジャーからは、失語症者への対応が今まで
は家族を通してしかできなかったが、実践講座で失語症者との直接の対応方法を学んだので、ケアプラン作成のの
際に本人の希望をケアマネジャーから直接打診できるようになったという声が上がった。また、チューターとして依頼
した言語聴覚士からは、今まで病院の中だけで接していた失語症者やご家族を、ざっくばらんな日常茶飯事について
話ができたことは、今まで経験しなかったことで、失語症者家族の生活実態を垣間見る良い機会だった。言語聴覚士
として仕事に役立った。等の声があった。実際に目の見える効果を文章化することはむずかしい。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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団体名： 特定非営利活動日本失語症協議会

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

広
報
活
動
等

区報の掲載・杉並中野練馬の介護事業所・医療関係者へのチラシの送付
協議会の会員への機関・ホームページへの掲載
フェイスブックでの告知・失語症患者家族会への告知

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

助成事業活動で作成するポスター・チラシ・看板・ホームページ等にNPO支援基金のロゴマークを使用し杉
並区NPO支援基金助成対象事業であることを明記した。杉並協働プラザと連携して杉並NPO支援基金普
及委員会が主催する基金普及イベントの集客や告知に協力した。杉並協働プラザからのNPO支援基金の
募金箱やのぼり旗を実施事業の中で活用した。

５　今後の課題と活動について

今
後
の
課
題
と

活
動

失語症を理解していただく講座は、短時間の講座ではなかなか理解が進まない。日本各地で行政の支援
で定期的に開催されている市区町村も（市川市、四日市市、春日部市、我孫子市、世田谷区、西多摩医療
圏域、武蔵野市、その他多くが公的資金で行われている。）多くある現状となっている。この事業を助成金
だけで継続していくのは金銭面から非常に困難である。東京都で来年度より開始される「失語症意思疎通
支援者養成講座」の受講希望者の受講のきっかけになると程度と考えている。行政がかかわらないと長期
継続は困難と推察する。

６　活動状況について

 ★具体的な活動風景の写真などを貼付



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】

4

合計
155,000 100,000 155,000

255,000

231,316 91,740

76,316 助成金額との差額

168,056

323,056

支
　
　
出

団体名： 特定非営利活動日本失語症協議会

７　収支決算

事業費 323,056 助成金 155,000

収
入

予算額 決算額 決算額内訳

団体負担金
85,000 144,556 団体負担

参加費・資料代等
15,000 23,500 資料代　500円×47名

その他の収入

計 100,000 168,056

NPO支援基金
助成金 155,000 155,000

合計 255,000 323,056

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金 対象経費 自己資金対象経費 助成金 対象経費 自己資金対象経費

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

　 40,000

10,000

講師ＳＴ　謝金10,000×4
80,000 協力ST　謝金10,000×8
30,000 協力失語症のある方　謝金3,000×10

要点筆記ST　謝金10,000×1

78,000 60,000 110,000 50,000

②旅費・交通費

19,326 講師・協力当事者
1,740 受付者交通費

20,000 19,326 1,740

③備品費・消耗品費

④通信運搬費

58,610 定形郵便発送作業、封入発送代行、封筒含む
674通(杉並・中野・練馬区の全居宅介護支援事業所)

9,000 58,610

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

10,000 レイアウト変更・版下作成
8,500 チラシ印刷
1,480 消費税

20,000 19,980

⑥使用料・賃借料

10,600 講習室使用料（阿佐谷地域区民センター）
5,200 マイク・プロジェクター等賃借費
2,700 行事保険

20,000 事前会議室使用料　10,000×2

23,000 18,500 20,000

⑦その他の経費

2,000 用紙代・アンケート等印刷代
2,900 講師・協力当事者・受付等飲料水分＠100×29

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

20,000 受付サポーター　謝金5,000×4

5,000 40,000 4,900 20,000

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】



16 年 10 月設立）

1

自
己
評
価

各回とも充実の内容となり、参加者へのアンケートによると満足度も高く、「杉並と南相馬の文化交流を深める契機とする」と
いう目的は概ね達成できたと考えられる。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

１　事業の実施状況　及び　自己評価

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業計画 事業実施結果

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
対象者：主に杉並区民（文学や映画に比較的関心の高い層）
対象者人数：以下の想定で3回実施する。
●1回目：20名程度
●2回目：60名程度
●3回目：80名程度

以下のとおり実施した。ほぼ計画通りの参加者数であった。
●1回目：28名
●2回目：75名（有料参加者60名）
●3回目：75名

②実施内容
越川監督にホスト役を依頼し、各回1〜2名の島尾敏雄ゆかり
のゲストを招待してトークイベントを行う。最後を飾る3回目
は、埴谷島尾記念文学資料館再開館1周年企画展を行う杉
並区立中央図書館にて実施。2回目では、南相馬の食材を用
いて島尾敏雄または島尾ミホの作品に登場する料理のケータ
リングでの販売を検討（区内飲食店に依頼）。

計画通り実施した。各回のゲストは以下のとおり。
●1回目：島尾伸三氏（島尾敏雄・ミホの長男、写真家）
●2回目：梯久美子氏（ノンフィクション作家）、角田光代氏（作家）
●3回目：吉増剛造氏（詩人）
いずれもホストは越川道夫氏。また、2回目では、高円寺の飲食店／古書店
のコクテイル書房による「海辺の生と死」ゆかりの弁当を500円で販売した。

③実施場所
●1回目：荻窪の新刊書店「Title」
●2回目：西荻窪の本コミュニティ「西荻ブックマーク」（西荻
窪・こけし屋別館2階を想定）
●3回目：杉並区立中央図書館

以下のとおり実施した。
●1回目：荻窪の新刊書店「Title」
●2回目：西荻窪の本コミュニティ「西荻ブックマーク」（西荻窪・ビリヤード山
崎）
●3回目：杉並区立中央図書館

④実施回数・スケジュール
●1回目： 7月上旬
●2回目： 7月中旬
●3回目： 8月上旬
※杉並区文化・交流課発行『コミュかる』7月21日号に越川監
督のインタビューが掲載予定。
※図書館での企画展は7月〜8月の2ヶ月間開催予定。
※映画公開は7月29日。

以下のとおり実施した。
●1回目： 7月14日（金）19:30-21:00
●2回目： 7月22日（土）16:00-18:00
●3回目： 8月05日（土）15:00-17:00

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状況）
TFFスタッフ、映画配給会社スタッフのほか、Title、西荻ブック
マーク、図書館の各スタッフと連携して実施。

以下のとおり実施した。
●1回目： TFF、映画配給会社、書店、区役所など5名
●2回目： TFF、映画配給会社、西荻ブックマーク、区役所など8名
●3回目： TFF、映画配給会社、区役所など5名

事業（該当区分に○） １．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

2017年7月、南相馬市の埴谷島尾記念文学資料館が再開館1周年を迎えるにあたり、杉並区立中央図書
館で企画展が実施される。また、島尾敏雄生誕100年に関連し、杉並在住の越川道夫監督の映画『海辺
の生と死』が公開される。これらを踏まえた「リレートーク」を企画・実施し、杉並と南相馬の文化交流をさら
に深める契機とする。

事業目的
埴谷島尾記念文学資料館の再開館1周年と、島尾敏雄・ミホ夫妻を描いた映画『海辺の生と死』の公開が
重なるタイミングを好機と捉え、杉並区や南相馬市などとの連携のもと、それに関連するトークイベントをリ
レー形式で展開して杉並と南相馬の文化交流を深める契機とすることを目的とする。

  　  助成金対象事業報告書（平成29年度）　　　　　

団体名 　　　　　NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー（TFF）
(平成

事業名 杉並×南相馬　本と映画でつなぐリレートーク

①できた	 ②概ねできた	 ③あまりできなかった	 ④ほとんどできなかった	③あまりできなかった	 ④ほとんどできなかった	
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当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

本事業により、これまでなかった文化を基点とした交流が生ま
れる。例えば、本事業の継続事業として、次は埴谷島尾記念
文学資料館に杉並の作家を招聘してワークショップやイベント
などを行うなど、継続的に交流の機会を創出する端緒となる
ことができる。

当初からすぐに何か効果を生む活動であるとは考えていなかったが、今年
の秋に、本企画のホスト役を務めた越川道夫氏が南相馬でトークイベントを
行う予定なので（映画上映も）、その意味では本企画は「リレートーク」として
の機能を果たしたと考えられる。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

団体名： 　　　　　NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー（TFF）

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

杉並と南相馬は交流自治体だが、これまで文化面での交流
頻度は少なく、特にこうした映画や文学がきっかけとなること
は殆どない。また、杉並での埴谷島尾記念文学資料館の認
知度も高くはない。

ニーズがあったかどうかは判断が難しいが、本企画を通じて杉並と南相馬
が交流自治体であることはアピールできた。また、資料館についても、各回
の参加者にリーフレットを配布し認知度向上につなげることができた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

参加者アンケートで、本基金を活用した今回のような文化的取り組みについて意見を求めたところ、記入くださった方の多くから「どんどん
進めて欲しい」「もっと別の企画もみてみたい」といった理解あるコメントをいただけた。また、講師からも「価値ある貴重な機会に呼んでいた
だいた」と感謝の言葉をいただいた。NPOのための助成金が文化交流事業に活用されることの意義を感じた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

杉並には古くから多くの文化人・知識人が暮らし、今もその伝
統は続いている。図書館の蔵書数が多いことでも有名で（公
立図書館としては全国10位以内、23区内ではナンバーワ
ン）、全国に誇れる個性的な書店・古書店も揃っている。この
ように文化的ポテンシャルが高い杉並において、南相馬との
交流をこの「文化」に力点を置き促進することは意義深いこと
であると考える。本事業を通じてまずは埴谷島尾記念文学資
料館への関心につなげ、今後の交流の拡大を図りたい。

地域的特性を活かした活動ができた。区のNPO基金の活動として、全国的
に注目されている新刊書店や10年以上続く本好きコミュニティなど、杉並らし
い「本をめぐる民の動き」と連携しイベントを盛り上げられたことは、文化促進
の面からも新しい取り組みであった。

①できた	 ②概ねできた	 ③あまりできなかった	 ④ほとんどできなかった	

①できた	 ②概ねできた	 ③あまりできなかった	 ④ほとんどできなかった	

①広がった	 ②多少広がった	 ③広がらなかった	

①あった	 ②概ねあった	 ③あまりなかった	 ④ほとんどなかった	
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今
後
の
課
題
と

活
動

今回の事業は、あくまでも「杉並と南相馬の文化交流を深める契機」を創出することが目的であり、すぐに何か成果を生むものではない。小
さな一歩を踏み出したまでで、いかに継続するかというのが今後のひとつの課題である。今後は、引き続き今回テーマとした文学や映画な
どを軸にして、今回の講師を中心に読書会やワークショップ、現地見学など参加者との交流をつくる機会も企画していきたいと考えている。

６　活動状況について

 ★具体的な活動風景の写真などを貼付

広
報
活
動
等

予定通り、チラシ制作、TFFのSNS、協働先・連携先のSNSにて発信した。越川監督インタビューが掲載された『コミュかる』7/21号での8/5
の第3回の告知を見て申し込んだ参加者は、第1回第2回の情報を知らなかったというケースもあった。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

チラシやTFFのSNSにて、本基金の助成事業であることを明記した。また、3回すべてのイベントで、支援基金のパンフレットを配布した。

５　今後の課題と活動について

団体名： 　　　　　NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー（TFF）

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】
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小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計
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50,000 27,694

374,000 372,994

☆　注意事項	（１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。	（２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

助成金額との差額

284,000 90,000 284,000 88,994
合計

300,300 72,694

16,300

⑦その他の経費

1,770 4/19打合せ（広瀬、宮里、鹿角）

2,500 8/5スタッフ謝金

267 8/5水、お茶代

1,836 7/29関連書籍代

⑥使用料・賃借料
10,000 会場使用料（Title）

30,000 会場使用料（ビリヤード山崎）

80,000 76,300

40,000 40,000

5,000 5,000

⑤印刷製本費
（デザイン・原稿

作成含む）

16,300 チラシ印刷費（A4裏表・700枚）

30,000 チラシデザイン制作費（グラフィックデザイナー）

30,000 チラシ原稿制作費（ライター）

③備品費・消耗品費
25,000 レンタル費（プロジェクター、スクリーン、PC、椅子など）

821 7/22水、お茶、紙コップ代

5,000 7/22お弁当代

25,000

④通信運搬費
5,000 SNS広告費

①謝礼金等
（講師が団体内部の

場合は対象外）

9,000 9,000

講師交通費＠2,000円×ゲスト3人（1人は西荻窪のため不要）

3,000 講師交通費＠1,000円×3回（越川監督）

190,000 190,000

②旅費・交通費
6,000

講師謝礼＠20,000円×2時間×ゲスト1人
講師謝礼＠15,000円×2時間×ゲスト3人

60,000 講師謝礼＠10,000円×2時間×3回（越川監督）

自己資金対象経費 助成金	対象経費 自己資金対象経費

130,000

合計 374,000 372,994

支
　
　
出

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金	対象経費

1,350 5/19打合せ（宮里、戸塚、鹿角）

1,100 7/17打合せ（広瀬、鹿角）

4,050 7/22直前打合せ（角田、梯ほか全7名）

9,000 7/14,7/22,8/5　協力会社スタッフ謝金（3000円×3）

計 90,000 88,994

NPO支援基金
助成金 284,000 284,000

その他の収入

団体負担金
10,000 団体負担(自己資金）

７　収支決算

事業費 372,994 助成金 284,000

収
　
入

予算額 決算額 決算額内訳

参加費・資料代等
80,000 28,000 「Title」参加費＠1,000円×28人

60,000 「西荻ブックマーク」参加費＠1,000円×60人

団体名： 　　　　　NPO法人チューニング・フォー・ザ・フューチャー（TFF）

【Ｆ】	【Ｂ】	 【Ｃ】	 【Ｅ】	

994



24 年 6 月設立）

1

事業計画

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動法人てんぐるま
(平成

事業名 すぎなみ　障害者の命と権利を守ろう　プロジェクト

１．活動促進事業　　②．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

様々な団体と交流・協働して「障害」に対する啓発活動、障害者の社会参加の推進を行
う。東京都女性活躍推進大賞を受賞した海老原宏美さんの障害当事者としての自立生活
の経験を杉並区民に広める。人工呼吸器を付けた生活のドキュメント映画上映とワーク
ショップ、ハンセン病元患者とのパネルディスカッション、和太鼓叩き体験、講演報告冊子
作成、相談事業を行う。

事業目的

一昨年4月、障害者差別解消法が施行されたが、三か月後、やまゆり園での障害者殺傷
事件が起こった。障害者が排除・隔離された社会では、偏見・差別はなくならないし、障害
者の命は奪われる。障害者の命と権利を守ることが、すべての人の命と権利を守ることに
通じる。偏見・差別をなくし、ともに学び、生きる社会、インクルーシブな社会を作るために
本事業を行う。

１　事業の実施状況　及び　自己評価

事業（該当区分に○）

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
・区民全員
・教育・福祉で働く人
・障害当事者とその家族

・区民全員
・教育・福祉で働く人
・障害当事者とその家族

②実施内容
・ 「風よ吹け！未来はここに！」上映・講演とワークショッ
プ
・太鼓演奏と体験・親子歌う会・お話　障害のある子もない
子も一緒に
・パネルディスカッション　ハンセン病元患者と海老原さん
・ 事業の報告冊子作成・配布
・ 就学相談・自立生活相談

・「風よ吹け…」上映会・講演・ワークショップ　障害者多数
参加　・子どもミニフェスタｉｎ浜田山　和太鼓演奏、叩き体
験、紙芝居、みんなで歌おう、手遊び、バルーンアート等
・差別と隔離ー優生思想を問う　講演ハンセン病を生きて
森元美代治　地域で生きる障害者海老原宏美
・事業報告冊子作製　　・就学相談・自立生活相談実施

・2017年7月30日　上映会
・2018年1月21日　子どもミニフェスタ
・2017年11月26日　ハンセン病講演会
・冊子2018年3月
・相談随時　9件

③実施場所
・上映会 区民センター
・太鼓演奏 浜田山会館予定
・ハンセン病講演会 区民センター
・冊子区民センターなどで配布
・相談 事務所他

・セシオン杉並視聴覚室
・浜田山会館ホール
・永福和泉地域区民センター
・事務所等

④実施回数・スケジュール
・７月　上映会・講演とワークショップ
・10月　太鼓体験・親子歌う会
・2月　パネルディスカッション
・3月　冊子作成・配布
・ 随時

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状
況）
・人員（当方NPO法人スタッフ7名、ボランティア4名）
確保
・区内の和太鼓グループ日程調整中、ピアニスト日
程調整中　講師2名
・デザイナー1名

・人員　当方NPO法人スタッフ5名、ボランティア8名
・区内の和太鼓グループ、ピアニスト、紙芝居、うた指導等
保育士2名、講師延べ9名、チラシ・冊子デザイナー1名
・協働事業者ＮＰＯ法人自立生活センター・東大和、協力
ＮＰＯ法人ワーカーズコープ

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

会場の都合で実施が遅くなり、日にちを変更した事業はあったが、予定の事業は実施できた。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業実施結果

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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団体名： 特定非営利活動法人てんぐるま

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

昨年4月障害者差別解消法が施行されたが、三
か月後、やまゆり園での障害者殺傷事件が起
こった。障害者が排除・隔離された社会では、
偏見・差別はなくならないし、障害者の命は奪
われる。「知り」「感じる」ことが大切である。
杉並の三か所の障害者地域支援センターすま
いるは「社会参加・余暇」の相談件数が近年増
加している。障害者が学校で、地域でともに学
び、生きる、具体的な術、歩みを必要としてい
る。

人工呼吸器を付けて学校、地域で生きる障害者の映画の
上映は、インクルーシブな社会、教育を求められている今
の日本の現状にマッチしたものだった。ヤマユリ園の事件
の後も続く差別と隔離について、ハンセン病元患者の方か
らの講演は「ともに生きる」道筋を提起した。子どもミニフェ
スタは、地域の大人も子どもも、障害の有無にかかわら
ず、太鼓を叩いたり、歌ったり、ともに楽しむことができた。
就学相談は、地域の小学校に入学したい要望や、障害を
持っていることからいじめを受け、転校したいなど種々の
相談があった。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

杉並区は、人口の増加率よりも障害者手帳所
持者が高い増加率になっている。(平成22年度
から26年度で10倍)　区はこれからも障害手帳
所持者が増加すると推測している。そして区の
調査でも多くの障害者が偏見を感じている。「障
害」に対する啓発活動、そして何よりも学校・地
域で障害者が排除されずにともに「いる」ことが
重要である。インクルーシブな杉並区を作ろうと
訴え、障害者の命と権利を守ることで、誰もに
やさしく暮らしやすい杉並区を作ろうと提起して
いく。

杉並区の基本構想「支えあい共につくる…杉並」の取り組
み中で、インクルーシブ社会の実現を提起し、具体的な実
践ができた。障害者が、杉並の学校や社会から排除され
ずに普通に「いる」ことが大切であることを提起した。受動
的な講演会だけではなく、ワークショップで討論ができた。
ミニフェスタという楽しみを共有することができた。誰もが
命と人権を大事にされ、誰もが排除されずに暮らしていけ
る優しく、思いやりのある町、杉並を作ろうという提起でし
た。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

「障害」に対する区民の理解を深め、偏見・差別
の解消への一歩
障害当事者の社会参加の推進
ともに学ぶ教育・自立生活への相談の解決
教育・福祉・障害にかかわる人材育成と現場実
践での活用
インクルーシブ社会の理解と実践
バリアフリーの実現

「障害」に対する区民の理解を深め、偏見・差別の解消へ
の一助になった
障害当事者の社会参加の推進　足の指でばちを持ち太鼓
を叩く障害者、車いすの障害児が普通に「いる」フェスタ
ともに学ぶ教育・自立生活相談の解決の道筋をつけた
教育・福祉・障害にかかわる人材育成と現場実践での活
用
インクルーシブ社会の理解と実践
バリアフリーの実現　講演会やフェスタ参加で障害者が町
に出ていくこと

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

映画会、講演会、ミニフェスタなどに初めて参加した方が次回の参加、活動への協力を申し出ている。協働
事業者の自立生活センター・東大和、ＮＰＯ法人ワーカーズコープとの協働がさらに深まった。講演会など
は杉並区、杉並区教育委員会、社会福祉協議会の後援を頂き、チラシ配布の協力もしてもらった。子どもミ
ニフェスタでは、ブースの出店を呼びかけ、いくつか新しい出会いがあり、協働が拡大した。すぎなみ重度
心身障害児親子の会みかんぐみはブースでボーリングを行った。障害児の就学相談、障害者の就労相
談、自立相談を受け、ともにインクルーシブ社会の実現へ協力する方が増えた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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団体名： 特定非営利活動法人てんぐるま

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

広
報
活
動
等

広報すぎなみ掲載3回
チラシ3回配布　区民センター等12館、ＮＰＯ団体、ＰＴＡ協議会、児童館、学童クラブ等
総配布枚数3000枚
でんごんくんチラシ貼
てんぐるまホームページ、フェイスブックに掲載

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

ホームページ、フェイスブックによる周知と寄付の呼びかけ
チラシに「支援基金事業」入れる
各会場での「支援基金」訴え、チラシ配布

５　今後の課題と活動について

今
後
の
課
題
と

活
動

資金を自力で集めることが課題。ミニフェスタでも参加者から言われたが、「良い企画なのでもっとたくさん
人が来ないともったいない」アピール力のある広報が課題。区民に広くインクルーシブについて理解しても
らうためには、誰もが楽しくつながれる、参加しやすい催し、企画が必要。地域の課題として子どもの問題を
解決していく道筋を探り、ともに学び、ともに育ち、ともに生きる社会を目指し活動を強めていきたい。協働
する団体の拡大と連携の強化を進めていきたい。

６　活動状況について

★具体的な活動風景の写真などを貼付



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

1・21フェスタ和太鼓演奏・体験1名）

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】

4

合計
300,000 136,500 300,000

436,500

306,869 84,713

6,869 助成金額との差額

91,582

391,582

支
　
　
出

団体名： 特定非営利活動法人てんぐるま

７　収支決算

事業費 391,582 助成金 300,000

収
入

予算額 決算額 決算額内訳

団体負担金
46,500 43,682 団体負担（自己資金）

参加費・資料代等
40,000 25,500 7・30上映会・ワークショップ参加費500円×51名
50,000 22,400 11・26ハンセン病講演会参加費800円×28名

その他の収入

計 136,500 91,582

NPO支援基金
助成金 300,000 300,000

合計 436,500 391,582

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金 対象経費 自己資金対象経費 助成金 対象経費 自己資金対象経費

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

100,000

20,000

講師謝礼　20,000×5名（7・30講演会2名、11・26講演会2名

20,000 講師謝礼　10,000×2名（1・21フェスタ、紙芝居・歌）
特別講師謝礼10,000円×2名（7・30・1名、11・26・1名）

100,000 45,000 120,000 20,000

②旅費・交通費

12,000 交通費　3,000×4名（7・30講演会講師2名、11・26講師2名）

20,000 交通費　5,000×4名（1・21講師、和太鼓、紙芝居、照明）

13,740 講演会・会議等、関係者駐車代・交通費

27,000 32,000 13,74015,000

③備品費・消耗品費

17,417 消耗品代（乾電池、マジック等ワークショップ材料費）
2,509 文具

18,000 15,000 17,417 2,509

④通信運搬費

4,264 郵便代
3,127 ガソリン代

20,000 7,391

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

35,000 チラシ等印刷代（デザイン・印刷費込み）
21,052 コピー代

65,000 56,052

⑥使用料・賃借料

59,400 会場使用料（西荻南区民集会所・阿佐谷地域区民センター他）

20,000 上映権（風よ吹け！未来はここに！）

70,000 79,400

⑦その他の経費

2,000 イベント出展料（すぎチャリ）
14,000 講演会・フェスタスタッフ実費弁償（1000円×14人）

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

4,573 11・26ワークショップ・会議等茶菓代
22,500 相談員実費弁償2,500円×延べ9人

61,500 2,000 41,073

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】
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事業（該当区分に○） １．活動促進事業　　○２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

フリービーは経済困難・不登校等の中高生の無料学習支援等の教育事業を行っている。
本事業は、その一環として首都圏での大震災に備えて防災教育を行う。特に、将来地域
や社会で防災リーダーとしての役割を果たせる人材育成のため体験型の防災教育を実
施する。具体的には広域防災拠点である「そなエリア東京」で防災体験をし、防災の基本
を学ぶ。さらに、体験学習後に壁新聞を作成して区内展示をし防災の重要性を発信する。

事業目的

高確率で予測されている首都圏直下型地震が発生した際、東京は全てのライフラインが
絶たれ壊滅状態となる。そこで①防災活動（特に自助）を主体的に行える即戦力となる中
高生を育成することを目的とする。将来は地域の防災リーダーとなることを目標とする。②
壁新聞作成を通し伝える力（発信力）を養う機会とする。③家庭内自助の中心的存在とな
る中高生が防災の基本を学び、地域社会に向けて防災の啓発普及のために貢献する。

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動法人まちの塾freebee
(平成

事業名 中高生のための防災リーダー養成講座

１　事業の実施状況　及び　自己評価

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業計画 事業実施結果

①実施対象者・対象人数（延べ人数）
杉並区内に通学する（あるいは区内に住む）中学生
20名

・杉並区内に住む（通学する）中高生12名
内訳：中学1年生3名、2年生6名、高校3年生3名
※内１名は外国籍（中国）を有する中学生

②実施内容　以下の3段階に分けて進める。
第一段階：防災士などによる講義
第二段階：そなエリア東京において、防災体験学習・
災害食試食訓練をし、討論会を実施。
第三段階：討論結果を踏まえて防災に関する壁新聞
を作成し発表する。
壁新聞は、区内施設で展示し啓発普及に努める。

事業計画に則して、以下の通り3段階を実施した。
・第一段階：防災士2名、大学名誉教授・講師による講義
・第二段階：設定した5テーマに対応する2～3人（１テーマ）の
チームを構成。けむり・暗闇を含む被災体験学習と非常食の試
食、体験学習終了後にチームで意見交換を行った。
・第三段階：討論結果を整理してディジタル壁新聞を作成した。

③実施場所
東京有明の東京都広域防災拠点「そなエリア東京」
において、防災施設で体験学習・災害食試食を行
い、同レクチャールームにて、レクチャー、討論会・
壁新聞制作・発表会を実施。なお、杉並区内から貸
し切りバスにて「そなエリア」に移動する。

東京都防災広域防災拠点「そなエリア東京」にて実施。
・杉並区内から移動するバス車中にて学習要領を説明し、学
習・壁新聞作成のチーム構成を決定。
・そなエリア到着後、レクチャールームにて防災などに関わる基
礎知識を講義。
・防災施設においてけむり・暗闇を含む体験学習を実施。
・レクチャールームにおいて、討論会・壁新聞制作・発表会、お
よび修了書授与式。

④実施回数・スケジュール
7～8月　事業計画・準備
9月　チラシ・ポスター制作　ＨＰ特設ページ制作
10月～　参加者募集
12月2日　防災研修実施
12月～3月　壁新聞巡回展示

・7～8月　　  事業計画詳細化・対外調整・必要事項手配
・9月～11月  チラシ・ポスター制作、フリービーＨＰ掲載
・11月　         参加者募集
・12月2日   　体験学習・討論会・壁新聞作成および発表会、修
了証授与
・1月～3月　 ディジタル壁新聞展示（図書館、阿佐谷地域区民
センター、）、ＨＰ掲載

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状
況）
本事業は、まちの塾フリービーが主管し、防災教育
ツール製作実績のある一般社団法人福祉芸術支援
協会と協働で実施する。スタッフは、5名のチーム指
導者。3名の講師、壁新聞制作指導者2名と監督者
など。

・参加者を5チームに分け、各チームの対応に1名（合計5名）の
指導者を配置、体験学習と討論会での学習者支援を行う。（グ
ループ担当講師５名）
・防災知識・情報発信・情報機器操作に関する基礎知識の学習
については、講師4名が担当しディジタル壁新聞制作の指導も
合わせて実施。（防災士２名、大学教授、壁新聞講師）
・防災体験の案内・解説は、そなエリア専属職員に委託した。

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

・12月2日、基礎知識に関するレクチャー・けむり体験・暗闇体験・起震車体験を含む防災体験学習および学習結果に基づき、チー
ム毎に討論し壁新聞の記事をまとめた。各チームには以下のテーマを設定して、学習目標の明確化を図った。
(1)首都に大地震は起きるか、また起きたときに予想されること。(2)自分、家族、災害弱者の命を 守るためにできること、連絡・救
急対応。(3)共助・互助とはなにか、私たちにできること。(4)自助とは何か、自宅で7日間生き延びるために。(5)避難所で生活するた
めに大切なこと。
・これにより、参加者一人ひとりが参加意識を高められ、討論においても的を絞ることができ効果的であった。
・壁新聞編集後記に寄せられた参加者の意見は、「今回学んだことを活かして防災リーダとして活動できるようになりたい」、「「自
分に何ができるかを考えていきたい」などと本事業の目的に則した内容が多くあり、本事業の有効性を示している。
・旅行業法により、区内の中学生全体への公募ができなかった。
【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

今後30年以内の大地震発生確率が70％と言わ
れる首都圏には、国の中枢機関と人口が集中し、
大震災では帰宅困難者が800万人になるとの予
想もある。特に超高齢化社会となり、自助・共助
が期待される中、防災のための若者の人材育成
は急務である。この30年を見越して特に中等教育
内での実践的防災教育が必須である。また、首
都圏では被害が甚大であるため各地元での防災
力が求められる。杉並区でもいち早く若い世代の
防災教育に取り組む必要性がある。

・そなエリアの72ｈツアーに参加して、東京の町の状況が一
変して、いたるところに危険が発生するとともに、交通機関が
停止しライフラインが遮断された状況を見て、少なからず衝
撃を受けていたように思う。
・帰宅できない、連絡が取れない、途中ではぐれると再開も
困難になるなど、これまで他人事と考えていたことが自分の
問題として感じられるようになった。
・公園のベンチが仮のかまどとなる、ポリ袋と新聞紙で簡易ト
イレがができるなど、避難生活での知恵にも大いに興味を示
していた。
・レクチャーでは、杉並区のハザードマップなども含めた講義
を行い身の回りの防災知識が得られた。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

団体名： 特定非営利活動法人まちの塾freebee

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

新潟県中越地震以降、政府は防災教育の強化を
推進し、国民運動としての展開を提唱してきた。
阪神淡路大震災での救出要因が自助の66％が
公助の1.7％を大きく超えたことから、自ら（および
家族）の命は自分達で守ることが求められてい
る。現在、学校等において防災教育が実施されて
いるものの、さらなる即戦力につながる具体的な
内容に関する学習の機会が期待されている。

・学校等において防災教育が実施されてはいるものの、参加
した中高生は大きな地震が東京に来るとは考えられないと
思っている。
・地震への備え、現実に地震が発生した場合の行動規範、
自助・共助の重要性については考えたこともないのが実態で
ある。
・本事業において仮想体験した大震災の状況と問題点、常
日頃から準備しておくべき事項、および発生後に生き延びる
ための手段等を学習したことで、参加者は防災に関する意
識が格段に高まったと言える。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

・参加者募集の段階から、フリービー関連学校・関連教育団体に事業の説明をすることにより、防災に関
する関心を喚起した。
・作成した壁新聞は、参加者の通う中学校にも掲示をしてもらい、他の中学生の意識高揚に役立ててい
る。今後、区内施設で掲示された壁新聞を通じてさらに防災の重要性に対する認識は広がっていくものと
期待される。
・参加時には保護者の承認を得ており、保護者の層に支援者が広がっている。また、中には保護者自身も
自主的に参加しており、参加した保護者者においても理解度は増している。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

本事業により、1.防災知識の基本習得と、体験
施設による被災訓練を体験学習できる。2.得ら
れた知識を家庭や地域で実践できる。さらに壁
新聞作成を通して、伝える力（発信力）も養うこ
とができる。3.作成した壁新聞はＨＰ上に公開し
さらに区内の施設を巡回展示することにより防
災の啓発普及に役立てる。4.今回を初回とし
て、次年度以降も開催することにより順次将来
の地域の防災リーダを要請できる。

1.防災士2名により、地震のメカニズム、杉並区防災マッ
プ、都会での自助・共助の重要性、避難所生活実態など
基礎知識を学習し、体験学習により煙が充満する部屋か
らの脱出方法、暗闇での移動体験を通じて被災地での行
動に関する留意点が把握できた。
2.大学名誉教授によるメディアリテラシーの講義とディジタ
ル壁新聞制作を通じて、自己の意見を整理し正しく伝える
方法を習得できた。
3.完成した壁新聞は、Ａ1判用紙に印刷して区役所および
図書館での掲示、およびフリービーＨＰでのＰＤＦ掲載を行
い、防災の啓発普及に役立っている。
4.地域防災リーダとしての中高生の意識高揚ができた。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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団体名： 特定非営利活動法人まちの塾freebee

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

今
後
の
課
題
と

活
動

今回の事業推進に際しての主な課題と活動は以下のとおりである。
(1)本事業の成果のひとつである壁新聞制作に関しては、中学校の活動とのリンクを考えると、実施時期を夏休みにす
ることが望ましい（夏休みの自由課題）。そのためには、事前準備・参加者募集期間を考慮すると、その年度の採択事
業決定が4月末頃までであることが必要となる。
(2)参加者の感想（壁新聞編集後記）では、本事業が有意義との意見が多数を占めている。また、事業実施後の参加
者の笑顔が印象的であった。費用が確保できれば、次年度以降の実施も検討の価値がある。　(3)旅行業法により、
区内の中学生全体への公募ができない現状があり、参加者募集に課題が残った。

６　活動状況について

広
報
活
動
等

本事業の案内・募集は、チラシ・ポスターおよびＨＰ上にて行った。また、体験学習に基づく壁新聞は、Ａ1
版用紙に印刷して、杉並区協働プラザ交流コーナー、図書館、中学校等に掲示し、広報活動に努めた。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

参加案内のチラシ・ポスターには、杉並区NPO支援基金助成事業であることを、ロゴマークとともに明記し
ている。また、完成した壁新聞にも同様に杉並区NPO支援基金助成事業であることを明記した。なお、「そ
なエリア東京」の施設利用申し込みに際して、管轄官庁である国交省への申込書においても、NPO支援基
金からの助成事業であることを記載している。

５　今後の課題と活動について



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】
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団体名： 特定非営利活動法人まちの塾freebee

団体負担金
58,300 20,275 理事個人献金

７　収支決算

事業費 353,275 助成金 333,000

収
入

予算額 決算額 決算額内訳

参加費・資料代等

計 58,300 20,275

NPO支援基金
助成金 333,000 333,000

その他の収入

合計 391,300 353,275

支
　
　
出

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金 対象経費

壁新聞講師代　（女子美術大学２名）
25,000 5,000 グループ担当講師　5,000円×6名（内1名は団体スタッフ）

9,000 大学教授1名

自己資金対象経費 助成金 対象経費 自己資金対象経費

21,600

55,600 5,000

②旅費・交通費 114,800

94,230

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

43,000

106,790

阿佐ヶ谷～ソナエリア往復　バス代（高速代込）23名

12,560 ソナエリア下見交通費　6名（講師下見分）

防災用品代
5,440 印刷用トナーインク代

③備品費・消耗品費 35,000 5,000

799 壁新聞文具・用紙代
3,132 教材費

11,880

21,251

④通信運搬費 5,000 10,000
4,712

4,712

通信費　電話代

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

55,000 40,000

4,676 チラシデザイン費

3,240 ポスター印刷代
2,592 壁新聞印刷代

56,376 web・デジタル新聞レイアウトデザイン料

4,725 事前説明しおり（生徒用）印刷代27部

71,609

⑥使用料・賃借料 11,000

12,194 ソナエリアレクチャールーム使用料
9,300 施設使用料（区民センター、杉チャリ会議室他）
5,500 壁新聞巡回展示運搬時駐車場代（方南省、泉南中、図書館ほか）

26,994

⑦その他の経費 69,200 3,300

1,588 振込手数料（ガイド料・協働団体・災害食・バス代・印刷代・団体保険料）

1,740 団体保険料（58円/人×30名）
34,214

53,042 8,277

災害食
15,500 ソナエリアガイド料

8,277 飲物・お菓子・薬代

391,300 353,275

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

助成金額との差額

333,000 58,300 333,000 20,275
合計

335,286 17,989

2,286

【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】
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⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状況）
当NPOに所属して月一回の例会に参加してボランティアと
して参加できる会員　10人×6グループ＝60人が、各イベ
ント自主参加していく。

ボランティアとして参加できる会員　10人×6グループ＝60人が控えて
いるので、小学校や区民センターでの取り組みには、口演童話のグ
ループトと茶席を提供するグループ、２つのグループが協力して取り組
んだので一回のイベントに15～20人の会員が参加するなど、従事者の
確保は万全であった。
口演童話のグループは、2～３人のグループを組んで毎月保育園や、
図書館を訪問する体制が整っていた。腹話術講習会には、パペットの
会会員が定期的に講師や、ファシリテーターを務める体制が出来てい
た。

自
己
評
価

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

en=gawa夏休み2017の取り組みでは、口演童話の創造、普及をめざして取り組んできているところであるが今年度は、会員が絵本
を出版したり、会員の子どもが全国語り部大会出場者の一人にノミネートされたりして、口演童話の普及に広がりを見せた。協働
事業については、実施に当たって常に双方の打ち合わせを重ねたので予定通りの取り組みを実施することが出来た。イベントを
終えてからもお互いに振り返りを行い、意見交換を行う中で次年度への継続性を大切にしたいという機運があることは評価できる
ことだと思う。　　「口演童話」「和の文化」を旗印とした活動に対して、平成２９年度は、口演活動や、茶席の出前だけでなく、保育
園の研究会や子育て支援センターなどから、講師依頼が来るようになった。　　釜石、ケニアには継続した支援が続いており、平成
２９年度は、会員の志でケニアの幼稚園に改修工事を援助することも出来た。　　ハンカチ・靴下をケニアに送る取り組みを通し
て、保育園の子ども達には、国際理解を促す活動にもなってきている。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　
　
実
　
施
　
状
　
況

事業実施結果
①実施対象者・対象人数（延べ人数）計1775人
地域や、保育園小学校の児童の親子対象　人数865人
大人を対象としたワークショップ/シンボジウム、講習会等
大人320人　ケニア訪問に伴う親子との交流　対象340人
釜石訪問に伴う口演交流　支援バザー参加者　250人

児童/親子対象　松庵小600人、井荻小70人、高井戸小70人　計740人
保育園園児3000人、児童/親子対象図書館、学びの学園300人　計
3300人
ワークショップ/シンボジウム、講習会参加者　計420人
ケニア訪問に伴う親子との交流　対象　計340人
釜石訪問口演交流　支援バザー参加者　250人　延べ人数　計5050人

②実施内容
en-gawa夏休みお話の国で体験口演童話  、和の文化体
験(茶席、玉すだれ、アレンジメント、着付け、茶杓づくり、
手毬づくり、朗読の会) 講演会、講習会で学びの積み上げ
(わらべ唄、語り、朗読)      ケニア訪問(子ども達とのふれ
あいや、運動会援助)    　　　　　　釜石訪問/触れ合いや
講習会の実施　　釜石／ケニアを支援するリーマーケット
や、ハンカチ靴下等の送付

〇「西荻を楽しむ会」「松庵小あんこ応援団」との協働事業に加えてゆ
うゆう館大宮前や、高井戸小学校ファミリー会、NPO学びの学園などか
ら協働事業の申し入れがあり、活動の場が増えていった。和の文化を
楽しむ取り組み、児童文化を学ぶ取り組みも、参加者多数で活気のあ
る学びが実現され、そのスキルが口演童話実践の場に生かされたこと
は評価できる。
〇ケニア訪問においては、幼稚園の立て直しに会員の寄付が生かさ
れ平成３０年度も訪問することが具体化している。
〇釜石訪問や支援のバザーも定着した。

en-gawa夏休み⇒5回8/1～5、 松庵小⇒7回7/22・12/16・1/16・2/9 ・
2/13・3/10 　3/24　井荻小⇒1回7/7、高井戸小⇒1回3/3 、学びの学
園⇒1回1/7  きずなサロン2回⇒9/17・3/24 、保育園(上荻、善福寺、
松庵、井荻、桜田、向原、ひばりが丘、保育室善福寺)毎月定期口演⇒
96回　成田図書館⇒12回(第三土曜日定期)　ゆうゆう館大宮前⇒12回
(第三火定例)ワークショップ/シンボジウム⇒12回4/20・6/24・7/8・
7/31・9/2・9/16・10/22・11/19・11/26・2/25・2/25・3/24　釜石口演⇒
10回11/2～3日1/21～23  ケニア口演⇒2回7/17

③実施場所
信愛書店、松庵、小学校、リーベスト松庵、樫の実幼稚園
西荻地域区民センター、阿佐ヶ谷地域区民センター、区内
幼稚園、保育園、図書館、ゆうゆう館及び区外保育園計
10箇所　ケニア/ロイトキトク小学校、釜石仮設、復興住
宅、デイケアセンター　群馬県富岡町の保育園など

信愛書店、松庵/井荻/高井戸小学校、リーベスト松庵、樫の実幼稚園
西荻地域区民センター、阿佐ヶ谷地域区民センター、区内幼稚園、保
育園、図書館、ゆうゆう館、角川公園、及び区外保育園、大分玖珠町
小学校、群馬県富岡町の保育園、　ケニア/ロイトキトク小学校、釜石
の仮設、復興住宅、デイケアセンター　など口演活動や、茶席出展場
所は多岐にわたる。

④実施回数・スケジュール
地域や、小学校の児童の親子対象　　30回
大人を対象としたワークショップ/シンボジウム、講習会等
30回
ケニア訪問に伴う親子との交流　2回
釜石訪問に伴う復興・仮説住宅　口演　10回
釜石、ケニアを支援するバザー　1回

１．活動促進事業　　２．協働事業　　３．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

事業概要

①「engawa夏休み」の取り組みは3年目を迎える。子ども達の居場所づくりを計りながら口演童話の
普及に取り組む。②「和の文化を共に」の取り組みでは、玉すだれに親しむ会や、茶席の出前を推
進する中で老若男女にとって和の文化が身近なものになるような事業を展開していく。被災地やケ
ニアでも和の文化を通した触れ合いを行い、人のつながりや国際交流に取り組む。③講演会や講
習会を通して当NPOに所属する会員のスキルアップを図っていく。

事業目的
①老若男女が一堂に会して交流することを通して安全・安心の地域づくりを実現する。
②「茶席や玉すだれに親しむ体験を通して自国の文化を子ども達が知る。
③より良い児童文化を提供するための学びを深めていく。

１　事業の実施状況　及び　自己評価

事業（該当区分に○）

事業計画

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

団体名 特定非営利活動法人むさしの児童文化協会
(平成

事業名 みる・きく・つくるen-gawa夏休み2017＆和の文化を共に2017

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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「en-gawa夏休み2017」「和の文化を共に2017」の事業に加えて「角川公園でのお正月遊び」や、「杉チャリ」「子育て
メッセ」での出展を機会に、活動内容への問い合わせや、会員として入会したいという申し出が相次いでいる。ゆうゆう
大宮前館とは、会員が講師を努める「腹話術を楽しむ会」が協働事業として定着してきた。また、NPO「学びの学園」か
らは、3月３日高井戸小学校での「和の文化を共に」のイベントを見学の上、来年度の協働事業の計画を打診された。
西荻窪神明通りでのあさ市で、「釜石、ケニアを支援するフリーマーケット」を行うにあたって、事務局に品物を搬入す
る人も増えてきた。小学校支援本部会合の中でも当NPOの活動が紹介されたり、地域に支援者が広がってきた。理解
者、支援者の獲得には継続した地道な活動が大切だと再認識している。

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

〇いろいろな講演会や講習会のおかげで会員のス
キルアップが図れた。
〇様々な事業に会員が積極的に参加するように
なってきている。当初は、事業運営において失敗も
あったが「次の時には・・」と、その事業の担当者が
一丸となって設営や準備を工夫して取り組めるよう
になってきたことは評価に値する。
〇やよい会(江戸千家)には21人の会員が所属して
老若男女の、世代を超えたチームワークでの活動が
展開された。また、子ども達の前に立つには、責任
をもってという自覚から、資格取得を目指すなど，生
涯学習の機運が生まれている。

〇講演会、講習会の参加費はワンコイン500円を定着させNPO
の収入源としていく。児童文化の楽しさを共有するために講習
会や講演会の内容を吟味する必要がある。その為には各会か
ら検討委員を出して内容を検討していく。
〇和の文化を楽しむことを目的に・・着付け、茶席体験などの
ワークショツプを計画すると同時に東京都の茶華同連盟の茶会
などに会員の参加を促していく。
〇学びの為の会場確保、講師の確保には、やはり資金が必要
である。専門的な講師から学んだり、イベントの充実を図るため
に、資金の確保を目指していく。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

　　

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

〇「西荻を楽しむ会」に当NPO事務局が関わること
で、会員が地域につながりやすくなってきた。
〇「en-gawa夏休み2017」では、地域の企業「ケン
コーマヨネーズ」とも連携した取り組みを行うことが
出来た。
〇「和の文化を共に2017」の協働事業で松庵小学校
側からも「一年生昔遊び」「全学年科学の祭典」「夏
祭り」といった授業やイベントにNPO会員の助力(ボ
ランティア参加)が求められるようになっている。

〇「西荻を楽しむ会」が、赤い椅子プロジェクトに取り組んでい
る。次年度はNPOとしても椅子の調達や作業に積極的に関わり
「西荻を楽しむ会」との連携を深める中でより、地域に親しんで
いく。
〇次年度の「en-gawa夏休み」の取り組みは、4年目となる。次
年度は内容や集客の方法について各会から検討委員を出して
打ち合わせを行ったほうが良いということが確認されている。
〇小学校との連携については、全会員に年間計画を提示してよ
り多くのボランティア参加が出来るよう手はずを整えておく。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

　　

団体名： 特定非営利活動法人むさしの児童文化協会

２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

事業計画時 事業実施後

当初予定したニーズがありましたか。

〇「en-gawa夏休み2017」継続3年目の取り組みを通
して当NPOの活動を地域に認知してもらうという必要
性があった。「西荻を楽しむ会」との連携を通して活
動することがその一助となると考えた。
〇「和の文化を共に2017」では、子ども達に伝える場
として小学校との連携は意義あることと考えこの事
業を計画した。
〇子ども達に「より良い児童文化を伝えていく」に
は、会員のスキルアップが必要であり、講師の謝礼
や交通費に助成金を必要とした。

〇「西荻を楽しむ会」との連携で、神明通りのあさ市で「フリー
マーケット」や「そとそとホイ」と名付けた子ども達とのふれあいタ
イムを企画、地域の中で具体的な活動が始まった。
〇西荻ラバーズにも「西荻アパートメント」の一員として紙芝居
や、玉すだれで参加する。地域に溶け込んだ活動の展開だ。
〇松庵小学校との連携は4年目を迎えて、感謝の集いに会員が
招待されている。高井戸小学校ファミリー会での事業についても
「来年も‥」という声が届いている。
〇講演会や講習会の企画で得た知識や技術が日頃の活動を
支え、生涯学習の意識に繋がってきている。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった
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今
後
の
課
題
と

活
動

活動の継続、活動内容の充実を図るには、会員の会費だけでは賄いきれないものがある。今年度は、会として会費以
外に238000円の雑収入を得ることが出来たので引き続き①、講演会、講習会参加費の徴収、②釜石、ケニアを支援
するフリーマーケットの取り組み、③寄付金集め、④会員の口演料や講師料から20％の上納等で引き続き自己資金
獲得に努めていく。なお、NPO活動資金助成事業の中、ステップアップ事業の助成金制度に興味を持ったので申請を
検討したい。活動資金の獲得は大きな課題である。

６　活動状況について

 ★具体的な活動風景の写真などを貼付

広
報
活
動
等

ホームページを見て共感したということで事務局に連絡があり、戸村孝子氏制作の「絵物語(頒布価格8000円)」50箱
寄贈の申し出があった。戸村氏によるとホームページの中身を吟味して寄贈を申し出たということであった。インター
ネットの効力に気づかされた出来事であったけれども、当NPO会員の大半は高齢者でフェイスブックなどでの事業内
容拡散は苦手である。その分フェイスtoフェイス、口コミでの集客は得意とするところで、子育てメッセなどのイベントに
は、たくさんの参加者を会員が積極的に呼び込んでいた。人の集まるところで、会員がパンフレットを手渡しするなどし
て、事業の公開性に、努力している。

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

普
及
活
動
等

杉チャリの時や、講演会などの折、カンパの箱を用意して支援基金への寄付を呼び掛けNPO活動が寄付金で賄われ
ていることの周知を図ってきた。又、講演会やシンポジウムへの参加費を支援基金への寄付とすることで参加者に寄
付金への理解を計ってきている。イベント開催、ワンコイン500円の参加費、これを支援基金への寄付としていくという
取り組みなどの方法で・・些少ではあるが当NPOとして今年度の寄付金は36120円であった。

５　今後の課題と活動について

団体名： 特定非営利活動法人むさしの児童文化協会

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。
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☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

10,000 73,000 104,413

⑦その他の経費

41,213 「杉並区NPO支援基金」へ寄付　５件
63,200 スタッフ交通費実費弁償

30,000 55,000 34,000

⑥使用料・賃借料

55,000 イベント会場費　１４回（信愛書店スペースen-gawa他)
34,000 打ち合わせ会会場費　３４回（信愛書店スペースen-gawa他）

15,000 10,000 12,150

⑤印刷製本費
（デザイン・原
稿作成含む）

650 コピー代
11,500 通信等印刷費（イベントチラシ）

35,289

70,200 25,000 31,492 35,289

ケニア寄付物品船便送料（靴下、ハンカチ等）
④通信運搬費

30,572 イベント資材運搬費
920 郵送料

和の文化体験道具類（茶筅、茶碗　他）
12,241 事務用封筒等

74,800 10,000 204,453

③備品費・消耗品費

52,704 イベント材料費（色画用紙、両面テープ、のり　他）
92,638 和の文化体験等食材費（抹茶、和菓子　他）
46,870

2,000 交通費（事務局パソコン指導　２０００円×１回）

30,000 46,000 2,000

交通費（講演会、講習会　５０００円×５回）
20,000 旅費（講習会　２００００円×１回　吉祥寺泊）
1,000 交通費（口演会　１０００円×１回）

70,000 60,000

②旅費・交通費

25,000

助成金 対象経費 自己資金対象経費

①謝礼金等
（講師が団体内部
の場合は対象外）

合計 478,000 524,797

費目
予算額 決算額

決算額内訳
助成金 対象経費 自己資金対象経費

計 178,000 224,797

NPO支援基金
助成金 300,000 300,000

その他の収入
15,000 38,284 バザー売上　８回分（信愛書店スペースen-gawa）

41,213 「杉並区NPO支援基金」への寄付金

参加費・資料代等

118,000 124,200 講演会、講習会、ワークショップ等参加費　25回
参加545人（大人300円～500円、子ども50円～100円）

16,000 和の文化特別体験（和装）１６人（１０００円）

団体負担金
30,000

７　収支決算

事業費 524,797 助成金 300,000

収
入

予算額 決算額 決算額内訳

団体名： 特定非営利活動法人むさしの児童文化協会

524,797

支
　
　
出

478,000

349,095 175,702

49,095 助成金額との差額

224,797

15,000 5,100 和の文化親子体験　5回　参加102人（大人、子ども　５０円）

合計
300,000 178,000 300,000 【Ｆ】【Ｂ】 【Ｃ】 【Ｅ】
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事業計画

全4回
（1）6月11日（日）、12日（月）
（2）10月8日（土）
（3）12月16日（土）
（4）3月17日(土)

【映画祭】
　・当日の運営スタッフ10名、当日までの企画スタッフ4名。ボランティアを8名
集めた。
　・設備を備えている会場を確保した。
【上映会】
　・企画・運営スタッフ各回2名ほを当法人から確保した。
　・設備はプロジェクターとスクリーンが必要となり、備えている会場で開催し
た。

映画祭の1日目に関しては、例年に増して参加者を集めることができました。これは自主制作映画をたくさんの人に知ってもらえる
だけではなく、参加した人が杉並区を知るいいきっかけにもなると思いました。しかし杉並区を知ってもらうための工夫が少なかったため、杉
並区を知っていただくための活動も少しづつ考えていく必要があることを痛感いたしました。2日目については、初めての平日開催ということ
もあり、参加者を集めるのに大変苦労しました。もっと地元の区民の人を巻き込んでいくことが課題となりました。
上映会に関して、映画祭2日目と同じく集客に課題が残りましたが、宣伝方法を考えること、企画を継続することで少しづつ認知度
を高めていきたいです。

事業は当初の予定どおり実施できましたか。

　
　
実
　
施
　
状
　
況

自
己
評
価

事業名

団体名 特定非営利活動法人COSMO FEST
(平成

（1）映画祭（自主制作映画コンペティション＋特別上映）
（2）自主制作映画上映
（3）自主制作映画上映＋ゾートロープ作り
（4）自主制作映画上映＋ゾートロープ作り

（1）座・高円寺2（高円寺）
（2）浴風会コミュニティホール（高井戸）
（3）シーダHATA（久我山）
（4）シーダHATA（久我山）

③実施場所
【映画祭】
　両日ともに座・高円寺2で決定済み。
【上映会】
　杉並区内の施設（ゆうゆう館・細田工務店リボン館・久我山シーダーHATAなど）
　を予定。すでに交渉中。

④実施回数・スケジュール
【映画祭】
　計1回。6月11日（日）・12日（月）の2日間。
　昨年12月から今年3月まで作品募集。5月に全作品発表予定。
【上映会】
　6月の映画祭後、9•11•1月に1回ずつ、合計3回開催予定。

⑤実施体制（実施方法や設備、従事者等の確保状況）
【映画祭】
　当日の運営スタッフ約10名、当日までの企画スタッフ約5名。当法人の会員を中心に確保し状況によ
りボランティアを募る予定。
　設備を備えている会場を確保済。
　実施に向け、会場・作品・ゲストの確保はできており、集客に向けフライヤー・ポスターを現在作成
中。
【上映会】
　企画・運営スタッフ2名ほど必要。当法人から確保する。
　設備はプロジェクターとスクリーンが必要ですが、備えている会場で開催予定。

【自己評価】　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

②実施内容
【映画祭】
　1日目は、「ヒーロー」をテーマに国内の自主制作映画を募集し、
　コンペティションを行う。また、ゲスト審査員とノミネート監督らによる講評会
　を開催。
　2日目は、「ヒーロー」×「音楽」をテーマに、国内外の長編映画を上映。
　また、上映作品の監督によるトークショーを予定。
【上映会】
　自主制作映画を上映。また、ワークショップによる交流も行う予定。

(1)176名
(2)2名
(3)1名
(4)6名

①実施対象者・対象人数（延べ人数）

【映画祭】

　映画製作者、またその関係者（100人）杉並区民及び周辺地域に在住の

　映画に興味を持つ者（250人）合計350人程度。

【上映会】

　杉並区民を中心に合計100名程度。

事業実施結果

  　 助成金対象事業報告書（平成29年度）

①映画祭
1日目、座・高円寺2にて「ヒーロー」をテーマに国内から募集した自主制作映画を上映するコンペティションやゲスト審査員らによる公開講評会を開
催。2日目は、同じく座・高円寺2にて、「ヒーロー」×「音楽」をテーマに国内外長編映画の上映とトークショーを実施。
②上映会
映画祭だけでなくより多くの地域の方々に映画をみていただくため、杉並区内の施設で2017年の映画祭上映作品を中心に上映を実施。またミニ
ワークショップや、監督に来ていただき、質疑応答などの時間を設ける。

事業（該当区分に○） １．活動促進事業　　２．協働事業　　③．若者活動事業　　４．地域活動チャレンジ事業

『杉並ヒーロー映画祭2017』と上映会

自主制作映画を区民の方に、娯楽として純粋に楽しんでいただき、映画文化にもっと関心をもっていただく
事を目的としています。
身近に映画が見られる環境を作り、少しでも地域の方々の生活が豊かになれば、同時に映画制作者にも
さらなる上映機会を提供でき、芸術・文化の振興に繋がると考えております。

事業目的

事業概要

１　事業の実施状況　及び　自己評価

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった③あまりできなかった ④ほとんどできなかった
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２　実施事業の効果・成果　及び　自己評価

　　

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

地域的特性を活かした活動になりましたか。新たな問題提起ができましたか。

　　

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

●映画製作者
今年度は応募総数だけではなく、目に見えて質も上がりました。
プロ監督であるゲスト審査員も大賞を決めるのが大変だったと言うほど、良作映
画が集まりました。まだまだ多くの映画が日本で埋もれてしまっている可能性があ
ることもわかりました。
●映画を見る人
映画祭では区外からの参加者が多く、例年以上に区外からのニーズがあることを
認識できました。
一方で、区内の参加者が例年と同じくらいだったため、NPOにとっては壁のような
ものを感じました。自分たちに宣伝力
がないことは重々承知しておりますが、金銭以外の区からのご支援がもっと必要
だと感じました。

●映画制作者（日本国内すべて）
毎年私たちの映画祭での応募総数は、年平均10％以上増加しています。これ
は私たちの映画祭への関心が増えただけでなく、制作した自主制作映画を流
すイベントや場所自体が少ないことも意味すると考えます。東京都内でも自主
制作映画のイベントは少ないのが現状で、他の芸術・文化が盛んな杉並区だか
らこそ、映画文化のより一層の発展が期待出来ます。
●映画を見る人（杉並区内）
昨年度から上映会の事業を行い、子どもたちから高齢者まで幅広い世代の人
に映画を見ていただきました。杉並区内に映画館のような映画を見る場が少な
いこともあり、見る機会が少ないという声は私たちの活動を通して以前からあり
ました。今後は定期的に上映会を行い、多くのNPOと連携し、活動の幅と知名
度を向上し、潜在的なニーズに対応できるようにしたいです。

効
果
･
成
果
　
及
び
　
自
己
評
価

前回助成を受け、その反省として「地域との関わりが弱かった」
「住民へのアプローチが足りなかった」とご報告しました。反省を
受け、現在は杉並区のさまざまなところで上映会を開催し、少し
ずつ輪を広げています。上記①の通り、制作者・鑑賞者双方に
映画祭や上映会の需要があると考えます。作品が上映される機
会が増えることで、映画制作者のような作り手とその映画を見る
受け手、双方が満たされるだけでなく、交流を生み、更なる芸術
の需要が生まれるという構造にしていきたいです。総合芸術で
ある映画に触れる機会が増えることで杉並区の芸術・文化の振
興に寄与できると考えます。

今回は、映画祭＆上映会ということでより一段と杉並区と密着
し、映画を身近に感じていただきたいと思っております。多くの人
の芸術・文化への関心向上につとめ、杉並区の芸術・文化振興
に貢献すべく活動していきます。
作る側の人の向上心を高め、それに関連する音楽や演劇といっ
たことに興味を持ってもらえると思います。今後は杉並区内の
様々な場所で上映を行い、他のNPO法人と連携をしていくこと
で、活動の幅を広げ、会員数や支援者を増やしてさらなる事業
の拡大を目指したいと思います。

　　

映画祭における来場者とコンペ作品の応募数の増加によって
新たなつながりをつくることができました。それによって活動の
認知度は区内にも多少なりとも高まったとは感じました。しか
し、当初想定した効果というレベルに到達するためには地域と
の関わりの部分で支援者を増やすことが足りなかったと感じま
した。前述したような方法で関わりをさらに増やしていきます。

特定非営利活動法人COSMO FEST団体名：

今回行った事業を通して、理解者や支援者は広まりましたか。

映画祭の成功を通して、映画関係者の理解者や支援者は広がりました。しかし、上映会を通して地域における理解者や支援者
は広がったとは言えません。そこが団体の課題であると再認識させられたので、広報を含め新たな方法で改善していきたいで
す。

当初想定した「期待される効果」をあげることができましたか。

地域住民へのアプローチは少しずつではありますが、改善して
いると思いました。宣伝力についてはCOSMO FESTだけでは
なく、多くの区内のNPO法人がぶつかっているところでもある
ので杉並区の特性を理解して活動を広げていくことが大切で
あると感じました。
例えば、渋谷区や新宿区と比べ、杉並区は地域の繋がりが
ある区なので、区民を巻き込んでいくこと自体にハードルが
あるが、継続したり、他のイベントなどへ参加をすることで、
信頼感を勝ち取っていくような地道な活動も行う必要がある
と思いました。

　　

事業実施後事業計画時

【自己評価】　　いずれかにチェック（「レ」）を入れてください

当初予定したニーズがありましたか。

①あった ②概ねあった ③あまりなかった ④ほとんどなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①できた ②概ねできた ③あまりできなかった ④ほとんどできなかった

①広がった ②多少広がった ③広がらなかった
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映画祭は今年度である程度来場者数とコンペの応募数を増やすことができたのでこのまま継続していきます。上映会に関しては
前述したように課題が山積しておりますので広報なども含め改善し、よりよいものにしていきます。映画を通して地域を盛り上げ
る新たなプロジェクトも画策中ですので今後も地域における活動を増やしていきます。

６　活動状況について

  ★具体的な活動風景の写真などを貼付

今
後
の
課
題
と

活
動

普
及
活
動
等

特定非営利活動法人COSMO FEST

４　「杉並区NPO支援基金」の普及啓発活動はできましたか。

ポスター,フライヤーでのロゴの使用とクレジットの記載を行いました。また、来場された方や関係者には助成金の説明などもさせ
ていただきました。

フライヤー,ポスターの配布掲示。SNSでの広報を中心に行いました。事業の公開性は十分に確保しましたが、上映会に関しては
宣伝の方法をより考えていく必要を感じました。広

報
活
動
等

５　今後の課題と活動について

３　事業の公開性は十分に確保できましたか。

団体名：



【D】 【E】

【Ｃ】 【F】

【Ｂ】 【Ｅ】

【Ａ】 【Ｄ】

小計

小計

小計

小計

小計

小計

小計

【A】 【D】

4

367,000

120,500

団体紹介パンフレット14,700

3,892

会場使用・技術立会料（座・高円寺2）
上映会会場料（浴風園）

イベント出店料
プレスリリース料（Value Press)

上映会チラシ等9,648

32,400

190,200

15,000

39,000

15,000

3,892

10,000

120,000

120,000

145,000

145,000

26,899

③備品費・消耗品費

10,000 0
映画祭ポスター・パンフレット21,362

2,890

15,800

④通信運搬費

1,122

50,000

50,000

50,000
郵送費

⑤印刷製本費（デ
ザイン・原稿作成含

む）

その他の収入

参加費・資料代等

決算額

6,094

367,000

団体名： 特定非営利活動法人COSMO FEST

助成金639,954

30,000

367,000

予算額

NPO支援基金
助成金

収
入

合計

330,000

787,000 683,494

415,899

11,099
1,122

115,900

45,900

①謝礼金等
（講師が団体内部の場合

は対象外）

50,000

0

②旅費・交通費

2,890

20,000

0支
　
　
出

費目

45,000

45,000

33,000

0

0

20,000

33,000

助成金 対象経費

予算額

自己資金対象経費

110,000

420,000

787,000

0

⑦その他の経費

合計

189,000

⑥使用料・賃借料 189,000

コンペ大賞賞金

決算額内訳

40,000

決算額

助成金 対象経費 自己資金対象経費

0

110,000

50,000
30,000

190,500

367,000

ポルトガル大使館
座・高円寺2還付金

映画祭チケット収入

審査員謝礼（4名）
上映会作品レンタル（2作品）

会議費等8,874

助成金額との差額

映画祭上映料他

各種消耗品費

座・高円寺2備品代(2日分）

50,000

上映会ゾートロープ代等

移動費・駐車場代等39,000

☆　注意事項 （１）単価が１０万円を超える物品は、見積書等を添付してください。 （２）団体運営のための継続的な経費は助成対象外とします。

34,300 129,374

667

66745,710

1,200
189,000

懇親会費

郵送用ラベルシール

0

1,900

639,954

367,000 272,954

48,899

224,055

決算額内訳

団体負担金

事業費

420,000計

69,900

316,494

60,000 50,000

７　収支決算

【

Ｆ

】

【

Ｂ

】

【

Ｃ

】

【

Ｅ

】
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