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会 議 記 録  
 

会議名称 第 8期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

日 時 平成 30年 5月 30日（水）午後 6時 01分～午後 7時 58分 

場 所 分庁舎 4階 会議室 

出 席 者 委員 

福島、松田、明石、多田、大島、低引、三原、奥 

区側 

地域課長、協働推進係長、協働推進係職員 

オブザーバー 

企画調整担当係長、杉並ボランティアセンター所長、 

すぎなみ協働プラザ職員 

配布資料 【配布資料】 

資料 1  平成 29年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業一覧 

資料 2  杉並区協働提案制度実施状況 

資料 3-1 平成 30年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成の申請状況及び審査結果 

資料 3-2 総評～平成 30年度杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会助成審査部会～ 

資料 4-1 協働提案制度の見直しに向けた方針について 

資料 4-2 協働提案制度について（平成 30年 5月 22日協働推進部会員からの

意見） 

資料 5  杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 8期）年間スケジュール 

【参考資料】 

○杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業（29年度報告）リーフレット 

○杉並区協働提案募集案内リーフレット 

○杉並区ＮＰＯ支援基金リーフレット 

○ＮＰＯガイドブック 

○杉並区のＮＰＯ情報紙「ＣＡＭＰ」 

○すぎなみ地域大学 30年度講座案内 

○杉並ボランティアセンター情報紙「ボラン・て」 

会議次第 1 開会 

2 会長あいさつ 

3 報告 

 (1)平成 29年度ＮＰＯ活動資金助成事業報告 

 (2)杉並区協働提案制度実施状況 

4 議事 

 (1)平成 30年度ＮＰＯ活動資金助成事業の審査結果 

 (2)協働提案制度の見直しについて 

5 その他 
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○協働推進計画の改定について 

○すぎなみ協働プラザ及び地域コム評価について 

○平成 31年度すぎなみ協働プラザ運営事業者の選定について 

○ＮＰＯ等活動推進協議会委員の改選について 

○平成 30年度ＮＰＯ等活動推進協議会スケジュール 

6 閉会 
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○地域課長 それでは、定刻となりましたので、会議を始めさせていただきます。本日は

お忙しい中、そしてまた足元の悪い中、お集まりいただきましてありがとうございます。 

委員の出欠状況ですが、八谷委員が遅れて参加されるようです。また、松本委員からは、

事前にご欠席の連絡を頂いております。 

○協働推進係長 では、先に資料の確認をさせていただいてよろしいでしょうか。 

 本日お配りしております資料1から5までになります。まとめてお渡しさせていただいて

おります。資料1、資料2、資料3-1がホチキス留めになっております。3ページですね。そ

れから資料3-2、そして4-1、4-2、5という形になっております。ございますでしょうか。 

 その他、配付物といたしまして、前回の協議会開催後から作成したものにつきまして、

一式お配りをしております。もう既に配付済みのものもありますけれども、再度配らせて

いただきました。 

 ＮＰＯ活動の資金助成の報告書、協働提案の募集案内、基金の募集のリーフレット。そ

して、ＮＰＯガイドブック2018はまだお配りしていなかったかと思います。杉並区のＮＰ

Ｏ情報紙「ＣＡＭＰ」もお配りしております。 

 そして、あとは地域コムのご案内のチラシ、ボランティアセンターの情報紙の「ボラ

ン・て」、地域大学の講座の案内となっております。後でご覧ください。 

 配付物は以上です。では、お願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、早速、今日の第4回目の杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の報告と議事に入っ

ていきたいと思いますが、本日はちょっと時間がぎりぎりになりまして、大変皆様にはお

待たせをいたしまして、失礼いたしました。 

 久しぶりの開催ということでございますが、今日は報告事項とそれから皆様方のぜひご

意見を聞きたいという案件がございます。とりわけＮＰＯ関係の方には、いろいろな、率

直に意見を伺いたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず報告事項から参りますけども、事務局のほうから説明をお願いできます

でしょうか。 

○地域課長 はい。地域課長の堀川から、資料1、資料2を通してご説明させていただきま

す。 

 まず、資料1をご覧ください。29年度昨年度の杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業一覧でご

ざいます。 
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 9団体に助成をいたしました。しっかりと各団体から報告を出していただきまして、精

算の結果、交付決定金額の238万8,000円、全てしっかり使っていただいたということです。 

 そして、団体による事業報告会を4月27日に区役所本庁舎の第3・第4委員会室で実施い

たしました。関係する部署、保健福祉部の管理課、高齢者施策課、高齢者在宅支援課、障

害者施策課、学校支援課といったような、区の事業と関係すると思われるような課にはお

声かけしました。また、自ら参加してくださる課もありました。 

 5分間という短い時間でしたが各団体、非常に良くまとめられ、上手にプレゼンをして

いただきました。質疑応答もうまくいったかなと思っております。 

 とりあえず、私からはご報告のみで個別のご説明いたしませんが、助成審査部会の皆さ

んからも後程、感想等いただけたらありがたいです。 

 それから、杉並区ＮＰＯ活動資金助成報告書、こちらに活動内容等全部まとまっており

ますので、後ほどゆっくりご覧いただけたらと思います。本当に幅広い事業に取り組んで

おられます。 

 次の資料2は、杉並区協働提案制度の実施状況です。 

 この後の議事に協働提案制度を少し見直したい、というようなことも挙げておりますが、

ここではご報告に留めさせていただきます。29年度は継続して実施した事業ばかりでした。

五つの協働事業の実施状況をご報告いたします。「すぎなみ戦略的アートプロジェクト」

は、ＮＰＯ法人チューニング・フォー・ザ・フューチャーが文化・交流課と協働で行った

事業ですが、協働提案制度としては29年度をもって終了いたしました。 

 ただ、内容的に協働事業にふさわしいということで、主管課とこのＮＰＯ法人とが、こ

の先も協定を締結し、協働事業としてやっていこうという方向性です。 

 それから、「杉並区内の障害者施設ネットワーク基盤の強化」ということで、株式会社

トロアは、障害者生活支援課と一緒に作業所の工賃をアップしていこうというような取り

組みを行いました。 

 こちらにつきましては、皆様からもいろいろご意見も頂戴しましたが、非常に良い面も

ありました。作業所が意識を持って経営を考えていくということは良かったのですが、障

害者の方一人ひとりが社会参加していくという、その意味合いと工賃アップというところ

には一定程度の限界点があるということでした。とても勉強になったが、このまま事業展

開していくのはちょっと苦しいという判断をいたしまして、終了となりました。 

 それから、「子どもプレーパーク事業」につきましては、ＮＰＯ法人すぎなみ冒険遊び
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の会が児童青少年課と協働いたしました。人が付いていないとできない事業ですので、人

材を育成するという形でＮＰＯ法人が頑張りました。協働提案制度としては終了いたしま

すが、これは継続していくべきであるということを所管課が判断し、委託事業として実施

していくということです。 

 それから、「空き店舗のデータベース作成と商店街・創業者のマッチング事業」ですが、

こちらはＮＰＯ法人すぎなみ中小企業診断士会と産業振興センターが取り組んだ事業です。

不動産をいろいろ使っていくというようなことですので、不動産に関する業務との抵触も

課題となり、なかなか難しい面もあったということです。ただ、空き店舗とマッチングし

ていくためのデータを作成していくというところでは、一定の成果はありました。課題が

浮き彫りになったという面で、意味のあることではありましたが、協働提案制度としてこ

のまま展開していくのは限界か、というような見直しをし、一旦終了することになりまし

た。 

 今年度も事業展開して最後に残っているものが「すぎなみレッドリボンプロジェクト」

ですが、こちらはＮＰＯ法人ピルコンと杉並保健所の保健予防課が協働で行いました。こ

ちらにつきましては、来月6月16日土曜日の3時から5時に、保健所でＨＩＶ即日検査体験

ツアーというのを実施するそうです。今年度の事業です。皆様にもぜひ、ご見学いただけ

ればと思っております。ということで、今年度実施する事業は1件ということです。 

 それから、(2)として、「行政テーマ設定型」の募集停止についてという項目がござい

ます。 

 29年度は、早目に募集をかけて庁内での説明会も開きましたが、結局、行政テーマが上

がってこなかったため、昨年度は残念ながら1件も行政テーマに取り組めずに終わりまし

た。今年度は、そういった現状を鑑み、これまでの協働提案制度のあり方について見直す

ことも必要と考え、みんながやる気になって進めていけるような仕組みへと、抜本的な改

善が図れないか、一旦立ち止まって検討することとし、庁内募集を停止しました。先日も

協働推進部会でご意見を頂戴いたしましたが、本日もご意見を伺いたいと思っております。 

ただ、自由提案のほうは引き続き受け付けを行っております。裏面をご覧ください。区

民自由提案型、29年についての実績からご報告させていただきます。随時募集で9件の事

前相談がありました。9件は、これまでで最多の実績です。提案団体と区がかなり調整を

進めたものもありました。最終的に課題認識の相違だとか様々な要因があり、事前協議に

至る寸前まで行ったにもかかわらず、だめだったというようなこともありました。どの取
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組も良いところまで進むのではないかという思いもありましたので、とても残念な気持ち

です。ここから一歩上に進めないのは何故か、という課題をクリアしていくことが必要な

のかな、と考えております。 

 30年度については、随時募集は継続します。次年度の予算に間に合うようにというよう

な形で考えていきますと、事前相談の時間切れとなってしまうこともあるため、考え方を

見直さないといけないかなと。昨年の事業の進め方を振り返りまして、反省すべきことが

多々あったと思っている次第です。 

 (1)番、(2)番についてのご報告は以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 まず一つ目が助成審査部会のほうの話でございまして、資料1にあるように、たくさん

の助成をして成果が出ているということかなと思います。 

 それから、(2)のほうが協働推進部会のほうで、協働提案制度のほうは1件のみというこ

とですが、それぞれ平成29年度の五つの事業で、それなりの何か残るものがあったという

ことで共催事業だったり委託事業として残ったり、あるいは、終了するもののそれなりの

視点を残したと、成果を残したというものであったということで。ただ、行政テーマ設定

型につきましては、30年度は停止ということで、後ほどこれについてはご意見をいただい

て、次回の提案募集に結びつけていきたいということでございますが、 

 まず、助成のこの事業一覧を見まして、全体的に何かご質問があれば、まずご質問をい

ただいてと思いますが。とりわけ協働推進部会の委員の方は初めて見るかなと思いますの

で、何かあれば先にご質問いただければと思いますが。 

 非常にこの助成報告書というのもしっかりとできていて、今年もいろいろなものをやら

れたんだなと思いますが。 

 今、質問がなければ、先に助成審査部会の委員の皆さんから感想などをお聞きするとい

うことをしたいと思いますので、まず松田部会長から、皮切りにひとつお願いできればと。 

○副会長 今のご説明にもありましたが、4月に報告会がありまして、そこで各事業がど

のように行われてきたかというのを拝聴することができました。 

 昨年度は14団体の申請があって、かなり審査に苦慮いたしまして、団体を幾つか諦めて

いただくことになったり、また、資料1にも載っていますけど申請額、最終的に通った団

体の申請額だけ足しても予算を大幅に超えているという状況なので、申請額そのものにも

応えることができず、かなり厳格にお金を削ることになった団体もありました。ただ、に
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もかかわらず、それぞれの団体の活動に関して極めて意味のあることが行われてきたんだ

ということを理解することができましたし、結果的にとてもいい事業が残って、成果を出

したんだなというのを感じました。 

 また、あわせて幾つかの団体の中では、団体自身もおっしゃっていたのですが、今後、

維持していくに当たってはどうしたらいいのだろうか、というような問題提起をされてい

るような団体もあり、これについては団体だけの問題ではなくて、場合によっては助成審

査部会もしくはこの協議会全体で検討するべきところもあるのかなというようには感じて

おります。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、助成審査部会の委員の方から順にご感想をいただければと思いますが、 

 明石委員からでよろしいですか。 

○地域課長 ご紹介するのを忘れておりましたが、杉町連からの推薦で就任された明石委

員です。大澤委員の後任です。このたび、全く初めてでいらっしゃるのに、審査をしてい

ただくことになってしまいました。ご紹介するのが遅れ、申しわけありません。 

○会長 初めてなのですね。失礼しました。 

 では、順番が狂ってしまいましたけど、先に自己紹介をお願いします。 

○委員 杉並の町会連合会から出ております、明石でございます。 

 今、堀川課長さんがおっしゃっていただいたように、何もわからないで交代で参りまし

て、ＮＰＯの何かがあるということはわかっていましたけれども、詳しいことは一切何も

わからないで勉強させていただくということで、参加させていただいております。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○会長 そうしたら、大島委員、お願いいたします。 

○委員 そうですね、例えば部会が違うと、このような助成事業の一覧をぱっと見ただけ

では、なかなかわかりにくいと思うのですけれども、身近で見ているとどれも非常に濃い

内容のものが多くて、とてもいいなと正直思っているところです。 

 僕としては課題と言ったら大げさですけれども、今回のような成果をより効果的に広く

アナウンスするということが、地域の中で相乗効果を生み出すのではないかなと思ってい

ますので、ちょっと意識して今後も見ていきたいと思っています。 

○会長 ありがとうございました。 

 そうしたら、低引委員。 
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○委員 先ほど松田先生もおっしゃっていましたけど、やっぱり審査が大変だった印象が

すごくありました。どの団体さんにも助成をしたいという思いのところから絞らせていた

だいただけあって、本当に一つ一つの活動がすばらしいものがありました。 

 私は三つの団体の活動を実際に見させていただいたんですけれども、発表されていた内

容が実際に現場で形になっているということを見させてもらって、やっぱり大島さんもお

っしゃっていましたけれども、これがより多くの方々に伝わっていったらいいんだろうな

ということを思いました。審査の段階で少し取っつきづらい、例えば理科教育さんだとす

ごく硬い表現がされていて、どんな活動になるのだろう、小学生たちは楽しめるのだろう

か、という点がちょっと伝わりにくい部分ではあったのですけれども、実際行ってみると、

本当にもう楽しそうに取り組まれていらっしゃる。このあたりの表現とか、そういったと

ころがもっと一般の方に伝わるようなものになったらいいなと思いました。また、それら

の活動が連なってここの九つの団体が活動されていますので、それが集まったときの支援

基金としての活動の広がりも、あわせてもっと一般の方に伝わっていったらいいなという

ことを思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

 今ご感想をいただいたのですけど、協働推進部会の方から何か質問はございますか。 

○地域課長 あと三原委員が、まだ。 

○会長 三原委員は両方の部会に入っているのですね、失礼しました。 

○委員 両方の部会に入っている三原です。 

 ほんと、それぞれとてもよかったですね、発表のほうも。ただ一つ、まちの塾のフリー

ビーさんが、残念ながら防災リーダー養成講座のときの人数が少なくて、20人ぐらいでき

たらよかったなと思いました。本当に体験されたという内容は、それぞれよかったなと思

いました。 

○委員 まちの塾のフリービーさんが、旅行業との兼ね合いで広く告知ができなかったと

いうことをおっしゃっておりましたけども。事前の審査の段階から、かなり法令との兼ね

合いみたいなところでひっかかってしまって、活動がうまく広まらないというところが多

かったというのもちょっと印象的だったなと思います。 

○会長 これで全員ですね。三原委員は両方ご活躍いただいているということで、ありが

とうございます。 

 今ご感想等いただいたんですけども、多田委員、何かご質問はございますか。 
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○委員 ちょうどこの報告書に、今おっしゃられたところの13名というのが書かれていま

すけど、ほかのところが、どれくらいの参加人数だったのかなというのがちょっと気にな

ります。 

○会長 これは事務局に聞いたほうがいいですか。 

○委員 報告として出ていないのか、出ているのか、その辺がよくわからないです。 

○協働推進係長 そうですね。 

○委員 チューニング・フォー・ザ・フューチャーの「本と映画でつなぐリレートーク」

というのは、毎回結構定員いっぱいだったというのを聞いていましたので。 

○協働推進係長 そうですね。それぞれ参加人数はそこそこだったと思いますが、ＣＯＳ

ＭＯ ＦＥＳＴさんのところが、映画祭のほうは、年々参加人数は増えているのですが、

全体的に少な目かなという報告がありました。 

○委員 ＣＯＳＭＯ ＦＥＳＴさんは、地域での取り組みのほうがすごく少ないというお

話をされていらっしゃいました。 

○協働推進係長 そうですね。 

○委員 理科教育のほうに行かせてもらったんですけど、そのときも小学生たちが、夏休

みにぱーっと集まって20名、30名ぐらいですね参加していました。チューニング・フォ

ー・ザ・フューチャーさんのイベントも100人ぐらい集まって、盛り上がっていました。 

○協働推進係長 そうですね。たすけあいワーカーズさんの「夜のごはん会」も結構大勢

いらしていました。 

○会長 奥委員、よろしいですか、何かありますか。 

○委員 大丈夫です。 

○会長 いろいろと成果を出していただきまして、ありがとうございます。 

 それでは、続いて議事に入っていきたいと思います。 

 まず、平成30年度ＮＰＯ活動資金助成事業の審査結果についてでございまして、資料3

ですが、こちらは堀川課長からご説明をお願いいたします。 

○地域課長 私からは事務的なことだけ申し上げます。内容については資料3-2もござい

ますので、松田副会長からご説明いただければと思っております。 

 30年度の杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業の申請団体によるプレゼンがあり、つい先日、

審査をしていただきました。申請状況については、記載のとおりで、今年は9件でした。

募集説明会には、団体の皆さん、すぎなみ協働プラザの方々が間に入って説明をしてくだ
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さいました。午後と夜間の2回行ったということです。助成審査については、昨年は、申

請団体が14団体もあったので、どうやって予算内に金額を収めようかとか、予算内に収め

るためにはどうしても遠慮いただかなければいけない団体も出てくるが、現行の審査基準

の中で判断するのは非常に苦しいというようなことがいろいろありました。そこで、助成

審査部会において、区分の見直しから始め、昨年度、審査基準を見直しました。 

申請区分をスタートアップとステップアップの2区分に変更し、今回が変更後初めての

助成審査となりました。どうなるかと心配でしたが、それぞれにバランスよく申請があっ

たということです。 

 審査については、一次審査で2団体が助成には不適切では、ということで落選しました。

7団体が残り、プレゼンの内容で疑問点が解消されることなどもありました。二次審査を

通過し、そのまま最終決定されました。 

 新たな審査基準に基づき、評価、審査していただきましたが、書類審査は記載のとおり

4月27日から5月8日と、この連休の期間内にお願いするという、非常に過酷なお願いでし

たが、助成審査部会を5月10日の連休明けに行い、プレゼンテーションへ進む団体を決め

ました。 

 二次審査は、公開プレゼンテーション時間5分で、各団体にお願いしました。皆さんぴ

たっと5分内で収めていただき、プレゼンテーション能力が非常に高い団体が多いことに

驚きました。 

 助成審査部会員の皆様から適切に質疑をいただき、疑問点も解消されたと思っています。

助成審査部会では、その後に全体を見渡し、審議をして、助成対象事業、助成金額を決定

しました。審査基準はこちらに記載のとおりです。 

 それから、4番目の裏面は「審査結果（助成審査部会）」です。繰り返しになりますが、

スタートアップ事業というのは、これからやっていこうというような意欲のある団体で、

初めての事業に取り組む際にその背中を押すというような意味合いです。 

 ステップアップは、これから事業を拡大していきたいとか、審査していく方向としては、

今後行政との協働、また他団体との協働、そういったところの芽があるかというようなこ

とを見ながら、協働事業につながっていくようなものはないか、協働提案制度につながっ

ていくようなものはないかと、そういった観点で発展性があるというところを見ていけれ

ばというような思いを持った基準となっています。 

 私からは以上です。資料3-2につきましては、松田副会長からお願いいたします。 
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○副会長 平成30年度の審査についての概要は、今、課長がご説明くださったとおりなの

ですが、それをまとめたのが資料3-2になります。 

 先ほどもご説明くださいましたが、9団体の申請がありました。昨年に比べると減った

のですが、その前までの年と比べたらまだ多いほうですし、新しい枠組みの中での申請で

あったにもかかわらず9団体から申請があったというのは本当に喜ばしいことだと思いま

す。これも、まさに新しい制度についてのご説明を多方面でしてくださったおかげだと感

謝しております。 

 一次審査なのですが、9団体を合計すると若干予算がオーバーするという状況ではあり

ました。ただ、この時点では、細かなお金の話を一次審査でするというよりは、内容的に

区の助成対象として望ましいものなのだろうかというのを確認したということでした。そ

の結果、二つの団体が残念ながら一次審査は通らないというようなことになりました。詳

細については先ほども若干説明がありましたが、もしもご質問等あればご質問してくださ

い。 

 二次審査は、7団体について、昨年同様行ったということです。昨年と同様に、ただプ

レゼンテーションを聞くというのでは非効率というのもありますので、事前に質問を送っ

て用意できる回答をお願いしたり、あとは当日プレゼンテーションを聞いた後に、聞けた

ら聞こうねということを一次審査の段階で確認しておいて、それでプレゼンテーションの

後に確認する質問をしたというようなことです。各団体のプレゼンテーションは、本当に

5分きっかりで終えていました。 

 二次審査ですが、今度はもう少し厳格に行いました。全部通っても予算の中に収まるの

で、無理に削ってもらうというよりは実際どういうものなのだろうかという、かなり厳格

な形で審査を行いました。結果的にどの団体も特に大きな問題はないかなということで、

申請額どおりの助成ということになりました。 

 ただ、それぞれの団体に幾つかの懸念があって、それが資料3−2の4段落目の最後あたり

に載っているところです。予算執行に関してちょっと大丈夫かなというように思うところ

があったりしたので、厳格に予算執行をするようにということを注意喚起として伝えた団

体や、過去の決算報告の形が不十分なものだったので、きちんと作成できる体制を作って

くださいと伝えた団体がありました。 

 それから周知方法ですね。何年か続けて申請しているという団体がありまして、その団

体は、プレゼンでは実際に何年も続けていることの成果というのを説明してくださったの
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ですが、それを実際に区のいろんなところでアピールすること、それこそが区の助成とし

て意味があるのではないかというようなことで、助成事業の周知をお願いすることになっ

ています。 

 それから、助成に関する説明責任ということなのですが、若干、区の事業としては言い

過ぎというような説明があったので、それについてはもう少し厳格に説明をしてください

というようなものがありましたので、そこの団体については注意喚起や要求というのを行

いました。 

 全体としては、まだ新しい仕組みが始まったばかりなので、このスタートアップ、ステ

ップアップという分け方についての評価というのは、まだ今のところはできない状況です。

まずは今年度の事業報告が出てからということになるかと思います。あわせて、今後数年

間に渡ってどのような感じで申請が行われるのか、どのような事業実績というものが出さ

れてくるのかということを踏まえながら、もう少し中期的な観点で評価をする必要がある

というようには感じております。 

 今回特に感じたのは、一次審査のときにどの団体を二次審査まで進めようかというとき

に、厳格にもう終わりにしようという意見と、とりあえず二次審査で一応聞いてみようと

いうような意見があって、二次審査に実際に来てもらうという結論になったんですけど、

結果的に来てもらってよかったということがありました。つまり、二次審査で実際に生の

声でプレゼンテーションしたことによって、いろいろなこちらの不安、書類面では確認、

認識できなかったいろいろなことを知ることができたので、そういう意味では一次審査と

二次審査をどう結びつけていくかということをよく考えなければいけないと、議論の中で

も出てきました。 

 つまり、昨年同様、審査基準をどのようにしたらいいかというのは、これからもいろい

ろ考えていく必要があると思います。特に、今年度に関して言えば、一次審査と二次審査

全体を見渡して、どのような審査の進め方がいいのかということを検討する必要があるの

ではないかということが、今年度の状況では示唆されたと思っております。 

 ちょっと駆け足になってしまいましたが、以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、続いて9団体という非常に多くの審査を皆様方にしていただきまして、非常

に大変な作業だったと思いますが、実際その作業に松田先生と携わっていただきました部

会の皆さんの同じくご意見といいますか、感想をお聞きしたいと思います。それでは大島
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委員からお願いできますでしょうか。 

○委員 はい。松田先生の話は本当におっしゃるとおりで、それにプラスするとしたら、

若干心配しているのが連続して申請している団体さんがその後どのように発展していくか、

継続されるかというところは、今後この制度自体の課題かなと思っています。 

 それ以外は、さらに、何ていうのでしょう、団体のこの審査であるとか募集の仕方であ

るとかをブラッシュアップしていければ、ある意味、量的にももう少しいろいろなことが

できるかなという可能性を感じています。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 では、低引委員、お願いできますか。 

○委員 本当に、書いていただいた内容はすごくうまくまとめていただいて、追加して言

うとすると、去年の審査のときと今年の審査のときとで、私自身にちょっと経験の大きな

違い、大きく一つ経験したことがありまして。それはＮＰＯ側の監査をやったのですね、

この一年の間に。これまで審査、監査を受ける側しか経験していなかったので、監査をす

る側に立ってみて、会計書類から見えること、この報告書から見えることというのが随分

ちょっと観点が変わりまして、今年はすごく厳しい観点で見てしまっていたなというのが

ありました。 

 そこで改めて気づいたのは、助成金を申請して、その受けるというプロセスの中でＮＰ

Ｏ自身もすごく成長するのですよね。それは、プレゼンテーションの機会がある、あるい

は会計書類をまとめてみる、事業計画を出してみる。このことですごく成長させてもらう

ということがＮＰＯ側にもメリットがありまして、このＮＰＯ支援基金のこの助成という

のも、そういう形で助成を受ける側の皆さんの組織の力を上げる良いきっかけになったら

いいなということを一つ思いました。 

 もう一つ、今回の助成審査で思ったのは、申請書だけでは得られない団体さんの情報と

いうのも皆さんと共有しながら取り組んだところがあったなというように思いました。申

請する側からするとその書類だけで表現して審査されるというところもあるかもしれない

ですけれども、実際にはその団体さんはこういう背景があってこういう申請をしてきてい

てとか、経年で見てみると、申請書で目標としている数字にはどうも達しなさそうだねと

いうのも情報としてありましたので。これは、審査の精度を上げる上でも何か仕組みにで

きるといいことではないかなと。つまり、応募団体さんの情報も補足できる情報ソースと

いうのかな、そういうものがあったらいいのかなというようなことを思いました。具体的
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に言えば、この助成の審査にかかわる方というのが少なくとも、これからもお一人、お二

人継続してできるとか、そういったことができると、そういった情報を補足してよりよい

助成審査というのができるのではないかなということを思いました。 

○会長 はい。 

 では、三原委員、お願いします。 

○委員 三原です。 

 ストレス対処法研究所の申請がありましたときに、書面で見ているだけだと不安に思っ

たのですが、皆様からまず聞いてみた方が良いのではないかとのお話があり、プレゼンテ

ーションをお聞きしたら、とてもプレゼンテーションが上手で、たくさんの担当するメン

バーの方が見えて、書面ではわからないような具体的な内容でアプローチしていただいて、

その点がちょっと高評価になりました。聞かせてもらって良かったなと思いました。 

 ワーカーズコープさんについては、最初の第一次の書類審査のときにはＮＰＯ全体の資

料がついていたので、当日、個別の資料を出していただきました。やっていることは書面

的にも良かったのですが、収支の内訳が、支出が多くて収入がまるっきりないような状況

で、ちょっとその辺が見えないので財政面に不安がありました。最初のアプローチが余り

にも良かったので百点満点な気持ちでいたので、そこが不安に思いました。 

 竹箒の会のところのアートカードの件は、皆様と話をしたのですけども、特に、効能に

ついてちょっと言い過ぎるかなという点が気にかかりました。 

 むさしの児童文化協会さんは、提出していただいた報告書が不十分だったので、改めて

提出していただくということでご了解を得て二次審査に入ったということだったのですけ

ど、今後はきちんとしていただくと良いなと思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

 今の話を受けまして、何かご質問等ございますでしょうか。 

○委員 明石さんも、参加されてました。 

○会長 では、明石さんにもご感想をいただければ。 

○委員 まず感想というか、いろいろな活動をなさっている人がいらっしゃるなと思いま

した。それと、例えば町会的な側面から考えたら、どういうことがこの中でできるかなと。

一つ、こういうのがあったらいいなというのがどこだったかな。 

○協働推進係長 ワーカーズコープさんですね。 

○委員 そうですね。地域の困り事みたいなものを皆さんで共有できると非常にいいかな
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という感想を持ちました。 

○会長 ありがとうございました。 

 今、皆様方からご意見、ご感想をいただきまして、私が感じたのは、やはり書面だけで

はわからないこともたくさんあるということです。書面ではあまりよくなくても、話を聞

いてみるといろいろなことを考えられていて、地域のために役に立ちそうな事業をやろう

と考えている団体があるということ。そういうことで総合的な評価というのが非常に重要

なのだということが皆様方のご意見を聞いて思ったところです。 

 低引委員の感想にもありましたけども、こういうことを通してＮＰＯを成長させるんだ

ということでしたけども、おそらくこういうことを何回もやっていると書面を書くのが上

手くなっていくんだろうなと。いかに上手く申請ができるのかというのも成長していくん

だろうなと。ですから逆に言えば、慣れていない団体はこういう機会を通して書面を書く

のも上手くなるし、プレゼンテーションも上手くなっていくということです。そうすると、

大島委員が言っていたように、その成果をどうやって地域にＰＲしていくのかというのが

だんだん長けてくるということで、そういう意味でこういう審査を受けるということは非

常にいいことなのだなとお話を聞いていて思ったところです。 

 協働推進部会の委員から、何かご質問とかご感想はありますでしょうか。 

 多田委員、よろしいですか。 

○委員 はい。今年から、制度を改定したと報告書にありますけど、今まで事業区分で協

働となっていた部分で、てんぐるまさんとかむさしの児童文化協会さんは3年連続申請し

ているんですけど、今回は単独で申請しているのか、またどこかと協働してというのがあ

ったのか。 

○協働推進係長 申請時点では単独での申請でした。 

○委員 どちらもですか。 

○地域課長 どちらもそうですね。 

○委員 では、その中でどこかの団体と協働しても、特に問題はないということですよね。 

○地域課長 問題はないですね。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 非常に大変な審査だったと思いますが、本当にお疲れさまでした。また、松田部
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会長には総評を書いていただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、次の議題に入っていきたいと思います。 

 次は、「協働提案制度の見直しについて」ということで、先ほど事務局の堀川課長から

お話がありましたように、一言で言うと行き詰まっているということでございます。かと

いって本当に全くゼロなのかというとそうではなくて、何かやり方を変えると息を吹き返

すのではないかと、そういうことでございまして、そうするにはどうしたらいいのかとい

うことで皆様方のご意見をいただきたいというのが次の議題でございます。 

 協働推進部会で、たくさんのご意見をいただきまして、そちらのほうをまとめたものが

資料4ということになるかと思います。こちらにつきまして、事務局の堀川課長からご説

明をいただくということでございます。よろしくお願いいたします。 

○地域課長 はい。それでは資料4-1、4-2で二枚仕立てになっておりますが、今、会長か

らお話しいただいたように、資料4-1は、この協働提案制度の見直しを区の内部で意思決

定した内容です。 

 昨年の4月から行政テーマが出ないという困った状況にありました。私にとっての協働

の仕事は、行政テーマが無いということから始まったわけです。係長、部長と常に額を突

き合わせて、どうしたらよいかと話し合ってまいりました。 

 読み上げになってしまいますが、協働提案制度は、皆様もご存じのとおり行政テーマ設

定型だけで開始をした次第です。当初は、協働推進課が全課が必ず一つ提案を、といった

勢いで依頼をした結果、絞り込むのが大変な数のテーマの提案があったと記憶しています。

それが初年度で、かなりの盛り上がりを見せていました。二年目となる26年度は、担当者

が各課に体当たりで交渉し、テーマをどうにかして獲得してくるといった営業的な手段を

用いて頑張っておりました。ところが、三年目となる28年度あたりから陰りを見せ、継続

する事業が残っているだけで、新規のテーマが無くなってきました。 

区民自由提案型は、協働推進課が後づけで始めたやり方でしたが、提案があっても、事

前の相談段階で止まっておりました。その結果、資料4-1の一番上の記載のような状況に

至ってしまいました。区民自由提案型については、すぎなみ協働プラザでも十分に話を聞

こうとして頑張ってはいたのですが、あまりにも自由過ぎてしまって、アイデア止まりで

実現が難しい内容であったり、また、事業の内容は良いにしても、人手がないので人を付

けたいとか、場所が無いので場所が欲しいとか、事業実施以前の問題で実現が厳しかった

り、そういった要因で実績が無かったと聞いています。区民自由提案型の相談件数につい



第 8期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 17/36 

ては、29年度は、すぎなみ協働プラザでの調整や団体同士をつなげようとの努力など長年

の努力が花開き、9件もの相談がありました。 

一方、行政テーマ設定型については早い持期に庁内に説明したにもかかわらず、所管か

ら1件もテーマが出てこなかったとのことです。このままですと、この事業が形骸化して

しまう可能性があり、何とか実施につながるよう、方法を見直さなければならないと思っ

ています。 

 私たちが内部で分析いたしましたのが、秋口までに協議がまとまらないと予算編成に間

に合わないので、それ以外は補正予算というタイミングになってしまいます。そうなると

補正予算を組んででもやらなければならない緊急性の高い事業になのか、という問いに耐

えなければならず、当初予算で組めば良いのではという疑問にこたえ切れないなど、なか

なか難しいところがあります。 

 それから、内部的な意思決定が煩雑で、タイムリーに仕事を進めていくというのが非常

に困難ということがありました。加えて、職員への情報の浸透がよくなかったかなという

認識です。情報の共有がうまくいかない仕組みになっていたということです。 

 それから、事業化に進んだとしても、区の所管と事業者さんとがお互いに得意なところ

を役割分担しながら、頻繁に意見を取り交わしながらやっていくわけなのですが、その間

に様々な審査、評価、報告があります。プレゼンも毎年行ってきました。そういうことに

事業者さんもお金と時間がかかったことと思います。そして、人的にも。所管課の担当者

も自分の仕事を持ちつつ、協働提案事業も加えて進めていくということに非常に負担感が

出てきたというのが、実情です。 

 協働提案事業をやってよかったという職員、非常に良かったよという職員がいる一方、

懲りちゃったという職員も出てくるのですね。取り組んで良かったよ、ぜひともみんなも

やったほうがいいよと言ってくれる職員が増えてくれれば良いのですけれど、何か懲りち

ゃったというようなうわさが流れると、何となく引いてしまうという非常に悪い循環にな

っていくということがありました。 

 それから残念なのですが、この提案事業というのは単年度事業なのですけれども、明確

な事業終期が無いのですね。協働なのだから何となくやっていくというだけでは曖昧であ

り、厳しい面があったと思っています。一定のルールが必要だったと思っています。 

 特に区民自由提案型は、後から始めましたので、随時応募ができるといいながら、もう

ちょっと具体的に時間をかけてやってもいいよとか、何かその辺のプロセスというのを明
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確にすべきであると思っています。 

こうした見直しをするために一旦立ち止まろうということで、今年は行政テーマ設定型

についての庁内説明も実施しませんでした。仕組みを改善しようと。みんながモチベーシ

ョンを持って取り組み、取り組んだことが成果として喜ばれるような、評価されるような

ものにならなければ意味がないだろうということです。それを今年度の協働推進計画の改

定とあわせて考えていきたいと思った次第です。 

 検討の視点としては、協働提案による地域課題解決を図る仕組み。団体及び所管課の負

担軽減。無駄な事務はやめて、どのように効率化を図っていくか。そしてまた、提案事業

の実施をする基準ですが、所管が出来ませんということで終わらないように、それをバッ

クアップする仕組みを作る。あと、職員が協働提案という制度について、もっと理解をし

なければいけないのに十分に浸透し切れていないということ。これは大きな欠陥だったと

思っていますので、職員に知ってもらう研修とか説明をしていくということを幅広くやっ

ていかないといけないと思っています。 

平成30年度はそういったことも含めまして行政テーマ設定型は一旦立ちどまりましたが、

区民自由提案型は、随時募集をかけて、出てきたものについてもう少ししっかりと具体的

に実現可能な方向でまとめていけないかということをやっていきたいと思いまして、今年

も区民自由提案型は止めてはおりません。 

 協働提案制度が先細りしているということについては、何とか考えなければいけないと

いうことで、見直しの指示が出ておりますので、私どももぜひ皆様方のご意見を頂戴して、

よりよい制度にしたいということです。 

 その次のページ4-2ですが、この間、協働推進部会に、ここまで細かい資料ではなかっ

たのですが、概要をご説明して意見をいただきました。実際、松本委員はそういう協働提

案の事業実施にかかわられたということもあり、かなり具体的なご意見をいただきました。

委員の皆さまのご意見を簡単にカテゴリー別に分けたのですが、予算、制度につきまして

は、提案団体としては、今直ぐにやりたいという気持で提案してこられるわけですが、い

つになったらできるのかが明確ではなく、協議の中で決めていくと言われてしまうと、も

う待っていられないということになってしまい、また、協議の時間が大事だとか言ってい

ると、いつになったら始まるかわからず、全くタイムリー感がない、という問題があると

いうご指摘を受けました。 

 それから、全体の予算の枠がわからないので、1,000万もらえるのか10万なのかという
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ことが何にも示されないので、どんな事業を提案したらいいのかというその規模感がわか

らないとの意見がありました。いきなり大きい事業を出したら、そんなことできるわけな

いと言われてしまう不安があると、気持が引いてしまい提案できないということが事業者

側にもあると。 

 それから、自由提案型の制度の枠組みが曖昧でよくわからないと指摘されました。リー

フレットを見ても良くわからず、何を揃えて、どういう提案をしていけば審査をクリアで

きるのかが、全然わからないということでした。 

 それから、周知につきましては、ただリーフレットを作って待っているだけではなく、

ＮＰＯ団体や事業者に向けて説明会を随時行うべきではないかと。そうしていくと、質問

もしてもらえますから、また事業についてもいろいろ知ってもらえると拡大していけるけ

れど、今までの待ちの姿勢では、おそらくこの制度を知ってもらえないのではないかとい

うようなご意見も頂きました。 

 協働提案の募集案内のリーフレットについては、内容が抽象的すぎるため事業者がすぎ

なみ協働プラザに相談する最初の段階での必要書類、何を揃えたらいいのかということが

わからないと。例えば、定款とか予算書とかを揃えた方が話が通りやすいのか、ただ雑談

的に相談するだけではまとまっていかないのではないか、例えば、質問し合ってうまくま

とめていけるようにするという方法もあるのでは、というようなご提案もありました。 

 それから、区民や団体は、区役所のどういう部署が何をやっているかが良くわからない

ので、今まで協働提案で事業を行ってきたものについて、リーフレットにこの事業はこの

部署が担当したもの、というようなことを明確に記載して、今後の提案のきっかけになる

ようにしてもらってはどうか、というような意見も頂きました。 

 また、区への提案方法については、事前相談票だけでは余りにも抽象的で内容がわから

ないので、最初から計画書とか予算書というものを簡単な形式で用意して提出してもらっ

たほうが話しやすいのではないか、というようなご提案もありました。 

 それから、協議会の関わり方です。どういう相談がすぎなみ協働プラザに来ているのか

というのが事後報告となっています。自由提案を例えば3か月、4か月というところで区切

り、こういう提案がきているということを協議会に報告してご説明し、これはとても良い

ので進めたらどうか、といった第三者的な評価をしていただく。所管と事業者と地域課だ

けで検討しても、客観的な評価や意見がないと、何のお墨つきもないという中で進めるの

は非常に進めにくいことがあります。折角の良い提案が、だめになる前にまず協議会に報
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告して欲しいというようなご意見も頂きました。 

 また、事業終了後の評価だけではなく、申込の段階で協働事業を実施したらこのような

成果が上がるとか、こんなことを目標にして、その成果としての到達点を考えながら自分

達は事業を実施するんだというようなものを協働推進部会にプレゼンテーションで提示し

てもらうというのが良いのではないか、というようなご意見もありました。 

 事業評価については、今まで1年に1回のプレゼンテーションで評価を行っていましたが、

事業のモニタリングを行っていくと、その後の事業展開、区との関係ということも評価で

きるのではないかというような意見もありました。 

 それから、区職員や担当課については、担当した職員がやりがいやおもしろさを感じら

れるような体制づくりが必要ではないか、というご意見がありました。実際に松本さんは

親子自転車プロジェクトに取り組まれ、その時に担当した職員とは今でも交流があり、と

ても良い人間関係を築くことが出来たので、良い経験をさせてもらったと達成感を持って

おられました。当然、区の職員にとっても良い関係が続いているということで、お互いに

良かったわけです。このようにウィン－ウィンの関係が作れることもあります。いろんな

ことで勉強したいという職員は大勢いますので、例えば、区役所内で提案事業プロジェク

トチームを作り、やる気のある職員に協働事業を経験してもらう、そういったことをやっ

てみてもいいのではないかというようなご提案もありました。これもおもしろいなと思い

ました。 

 というように、多くのご意見をいただきましたが、さらに皆様からご提言いただけたら

ということで、よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございました。ということで、行き詰まっているということですが、

私もこの審査に携わる前に、ほかの自治体で行革とかあるいは行政評価とか、いかに住民

にアカウンタビリティーを果たすのかということなどをやっていましたので、この協働提

案制度の審査とは別の次元のことをやっていました。むしろこちらは、提案しやすいよう

な状況を作って、まずは提案してもらって、そしてうまく審査につなげていく、そこにお

金をつけていければということですので、ＮＰＯあるいは行政側からもこの制度は非常に

使いやすいという、そういう制度につくり上げなければなというところでございます。 

 前回の協働推進部会で出た意見では、やはりいくつか問題点がありまして、最初のとこ

ろでは時間の速度が団体と行政では違うとか、あるいはそもそも制度が曖昧でよくわから

ないので、曖昧なところに何を提案したらいいかがわからないとか、いろいろなことがわ
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かってまいりまして、制度の欠陥がやっと見えてきたというところでした。行政側にとっ

てもそれから団体側にとっても非常に使いづらい制度になっていたというところでした。 

 今いろいろなご意見が出たんですが、ほかに委員の皆様から、あるいは協働推進部会の

皆様からも気づいた点などありましたらご意見を出していただくと、今後のこの制度の改

変に役立つだろうなということでございますので、忌憚のないご意見をいただければと思

います。よろしくお願いします。 

 では、いいですか、低引委員、目が合いましたので。 

○委員 本当にこの協働提案という枠組み自体がＮＰＯにとっても自治体にとってもすご

くいいものになるだろうなという思いがありますので、発展してほしいなという思いと、

やっぱりまだ生かし切れていないというこの課題というのをかなり踏み込んで話してくだ

さったので、ＮＰＯの立場からも踏み込んでお話しできたらなと思います。 

 僕たちは七つの自治体で七つの事業所を自治体と一緒に数百万から数千万の事業までい

くつかやらせてもらっていますけれども、それは全て委託事業なんですよね。協働という

形でやるのか委託でやるのかというのは、もうかなり根本的に違うだろうなということを

今お話を伺いながら思っています。 

 僕たちカタリバが委託が得意なのは、企画の部分に入らせてもらっているんですけども、

でも実施しているのは自治体だというのが委託の事業なわけですよね。自治体が企画して

実行するのが私たちですということもありますので、これは自治体の事業なんですよね。

つまり、自治体が花を持っていて私たちは裏方ですというのが委託事業なんですけども、

協働の事業になると対等な立場、あるいは自治体として私たちにはできないのでＮＰＯ側

にもやってくださいという弱みを見せなければならない、というのが協働事業の難しいと

ころではないかというように思っています。つまり、自治体として素直に弱点を認めてい

くというのが、すごく難しいことではないかなというように思っています。特に、杉並区

はいろいろな自治体の中でも本当に行政の力が強くて、上手くやれているからこそ、そう

いうのがかなり難しいのかなと、だからこそ難しい文化があるかなというのが一つ思って

いるところなんです。 

 手短にあと三つ、お話ししたいんですけど。 

 二つ目は、ゼロベースで企画をしていくということはすごく難しいだろうなと思ってい

ます。 

○会長 そうですよね。 
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○委員 自治体側が持っている企画、企画しているものに最後一つ加える、ＮＰＯが加え

ればこういう形で何かいいものができる、という形だと実施まで行きやすいものになると

思うんですけれども、その企画の部分で、ここの部分を最後乗せてくれということを、ど

のような俎上で話ができればそこまでいくのかという、そのような枠組みを作るとか、そ

こで価値を出せるＮＰＯ側がいるか、ということのマッチングというのも課題にはなると

思います。ゼロベースで提案を出し合うというのはかなり難しい枠組みではないかなとい

うのを今お話を伺いながら思っていました。 

 逆に言うと、私たちが今やらせてもらっているのは自治体の方で企画しているものの最

後、一つ、私たちがこういうことが足せそうですということで枠組みを組ませてもらって

委託でもらうという、そういう形で組ませてもらっているのが多いものですから、そうい

う形がやれると、何かいい形ができたらいいかなと思いました。 

 三つ目ですけれども、ＮＰＯ側が行政の言葉で語ることはすごく難しいです。行政が企

画を通していくための資料に載せなければいけない表現を、ＮＰＯ側が一緒に載せられる

かというとすごく経験が必要です。この助成事業の審査ということでさっき成長していく

という話がありましたけれども、自治体の予算編成の中で一緒にやらせてもらうことで、

そこの力が磨かれることがあるんですけれども、カタリバでいうと創業してから12年、13

年目くらいで、ようやくそこの言葉を語れるようになって、一緒に企画できるようになり

ました。 

 先ほど職員の研修も必要だという話がありましたけれども、ＮＰＯ側も協働をしっかり

学ぶことが必要です。例えば、区長がこういう政策を上げていると。行政が使っている言

葉をしっかり使う。私たちはその政策の中で、ここの部分の数字でＮＰＯ側は貢献できま

す、ということを語っていかないと通らないんですよね。だから、ＮＰＯ側もきちんと政

策のことを学ばなければいけません。それが上手くできているのは企業さんで、実は私た

ちはＰＷＣコンサルティング会社の社員の方に、行政提案のプロフェッショナルの方に、

提案書のアドバイスをもらったりしているんですよ。それは、ＮＰＯ側だけじゃなくて、

企業さんとかいろんな方が知見を持っていらっしゃるので、そういう方にも入ってもらい

ながら、行政とＮＰＯの言葉の溝みたいなものが埋まっていくといいなと思っています。 

 最後四つ目ですけど、先ほどの話にもありましたけど、やはり予算の流れというのはな

かなかＮＰＯ側はわからない部分があるので、そこは学べるといいなというのは思ってい

ます。特に、最近、ＮＰＯ政策懇話会というのを、大島さんと、あとリトルワンズの小山
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さんとご一緒させていただきました。議会からスタートしないと組めない事業があるんだ

なということと、区の皆さんの裁量で進められるものがあるんだということ。すごく基本

的なところかもしれないんですけど、ここでもう既に大きく二つ分かれている。意思決定

の流れも違いますし、本当に私たちにはなかなか知らない部分があるので、そういったこ

とを学べていけると、学べる場があるといいなということを思いました。これがどういう

形で実現できるかというのは、今お伝えするだけじゃなくて何かお手伝いできたらなと思

います。いい形で発展できる仕組みになったらいいなと、改めて思っております。 

○地域課長 今お聞きして思ったのですが、私たちも委託事業者をプロポーザルで選ぶと

いうことを何度もいろいろな分野で経験しておりますが、区が何をやろうと思っているの

かということは、区のいろいろな計画の中に具体的に書いてあるわけですね。それと齟齬

がある、全く反対側のことを言ったりしていると、それはもうその時点でだめになってし

まいます。区のやろうとしている方向性というのをご自分の得意な分野で読み込んで咀嚼

していただいて、それでどういうことが出来るか、そこから初めて一緒にやっていこうと

いう話になりますので。 

 でも、その辺のところはなかなか難しいこともあろうかと思います。確かにいろいろな

企業を見ていますと、上手にプレゼンテーションをされる方は、小さな会社だろうが大き

な会社だろうが、そういう視点を上手に学んでいる人が、区が求めていることをきちんと

掴んでいますよね。だから、それはコンサルタントなのか何なのかはわかりませんが、そ

れをＮＰＯの方にわかっていただくということも必要なのかなというのは、今お聞きして

思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

 ＮＰＯ側から見ての悩みというのが、非常に明確に出ていたかなと思いました。とりわ

け私が聞いていて思ったのは、ゼロベースの難しさということですね。ゼロからお互い築

き上げていくというのが理想なんでしょうけれども、今はまだ、その理想まで行く前の段

階で、ＮＰＯがまだ十分に育っていない、また、この事業については、行政側もまだ育っ

ていないという段階で、ゼロからつくっていきましょうというのは、学者的にはすばらし

いことですけれど、実際はできないということを今、痛感しました。ですから、やはりそ

この仕組みを何かうまくやらないと。 

○地域課長 そうですね。 

○会長 難しいですね。現実にうまく提案がしやすいような環境をつくっていかないと難
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しいかなと思いました。 

 それでは、大島委員、何かありましたら。 

○委員 皆さんご存じだと思いますけども、きずなメール・プロジェクトは、昨年度、自

由提案で最後にだめだったということで、こう言うと課題になってしまいますから、最初

に賛成意見から申し上げますと、最初に出たプロジェクトチーム方式は、いいのではない

かと思います。それは、協働する相手の主管課との関係がまず軸になるにしても、ほかの

いろいろな部署の職員がプロジェクト仕立てにして参画できるようにしておけば、多分、

職員のモチベーションとかわくわく感も上がるのではないか、と思っています。オペレー

ションはいろいろ大変かもしれないですけども。 

 協働事業そのものを私達も他の自治体とやらせていただいて思うのは、今回「協働提案

制度について」となっていますけれども、多分制度を残すことが目的ではないはずだと思

うので、なぜ協働するのかというところをまず前提として考えた場合に、例えば手前みそ

なんですけれども、相模原市では、最初協働提案制度で応募して、3年の協働を経た後

に、委託事業になるところを制度が終わった後もそのまま協働事業で、役割分担した協定

書の方式でやらせていただいています。中央区では、協働提案制度が終わった後は、委託

事業になっています。いろんな色合いがある中で、先ほど、まさに低引委員が言った委託

事業とは違うんですよね。わざわざ事業者と協定書で役割分担をするという、そこの価値

の見直しというのは、今後杉並区だけでなく、とても重要なところになっていくのではな

いかなと思います。ぜひ、そういうところで一回制度の見直しをしていただければと思っ

ています。 

○会長 ありがとうございました。 

 プロジェクトチーム型というのが先ほども出ていましたけども、やりたい人にやっても

らうという、そういうことですよね。やる気のある職員がどんどん入ってきて、そしてや

る気のある人たちがみんな集まってやっていく、というのが一番進むのではないかという

ことは、私も何か話を伺っていて思いました。 

 こういうプロジェクトチーム型にすると行政も動きやすいですかね、どうなんですか。 

○地域課長 そうですね。まだ全く、提案をしているわけでも何でもありませんからどう

なるかわからないのですが、でも何か本当にこれを短期でやっていこうといった時に、プ

ロジェクトチームでやるというのは、今までに自分も経験してきたのですが大変刺激的で

す。 
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それこそ自治大学校へ行って勉強しようという職員もおりますから、やってみたい人も

いると思うのです。募集したら誰も来なかった、ということもあるかもしれませんが、プ

ロジェクト方式というのは、一つのチャレンジとして協働に向いているのではないかと思

います。どこかの部署に割り当ててしまうよりも、良いと思います。 

○会長 何か元気な職員がたくさん生まれてきそうな感じがしますよね。 

○地域課長 はい。区の職員のすごく良い意味での意識改革になると思います。 

○会長 そうでしょうね。 

○地域課長 はい。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。どうぞ、お願いします。 

○委員 先週の協働推進部会でも話したのですが、まず何か入り口は気軽にと書いてある

んですけれど、そう簡単ではない。逆に難しいことというか、さっきの話にも出ています

けど、一ＮＰＯと1対する部署ではない、1対1でないことが解決されるみたいな。以前に、

この会で職員向けに協働推進ガイドラインがあって研修をしているという説明があったの

ですけれど、あれを見ると、何か協働することが目的ではないかという、目的化。まず協

働しましょうというようなことが書いてあるので。 

○地域課長 違いますよね。 

○委員 それもあるんですけど、先週の協働推進部会でも話していましたけど、協働も、

例えば後援名義とか共催とかというのも、行政からすると協働ですとなってしまうので、

その辺から見直さないと、意識という意味ではいけないのかなというのと。 

○地域課長 そうですよね。 

○委員 あと、これは先週ではなく、今日思ったことなんですけれど、提案するというの

と、プロジェクト化して実際にこの事業を協働提案事業の自由提案型で実施するのを別に

してもいいのではないかと思いました。アイデアを提案するのと、実際に検討してみて、

事業者を募集するというのはどうかなと思いました。 

○地域課長 なるほど。 

○委員 アイデアを出した人が、ではどうやって実施するんですかと聞かれると、いやち

ょっと、とそこから進めなくなってしまうので、ずっとそのアイデアを検討するプロジェ

クトというのがあってもいいのかなと思いました。それができるかどうかは別として。 

○地域課長 はい。確かに今回も結局それ以上、団体と話が煮詰まらなかったのですが、
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団体の方に簡単なプレゼンテーションをしていただいたのです。大分労力をかけていただ

いたのですが、関係課の人や私たちが集まったときに、“高齢者に対する提案だけど、も

しかしたら障害者施策だったらすごくうまくいくかもしれないよ”という発言をした職員

がいました。ところが、“ああ、そうですか。ありがとうございました。”で終わっって

しまったのです。よく考えてみたら実現するかどうかわからないまでも、それをもっと練

っていくということが私達にとっても勉強になるし、鍛えられたのかなと。ちょっと残念

だったと思いました。 

○委員 ここに見直し方針のところに地域課題を解決する仕組みというか、まさに地域課

題を解決することが最終目標なので、それこそ、地域課の七つの区民センターそれぞれで

よく検討していますよね。 

○地域課長 はい。 

○委員 懇談会やら何やらＮＰＯやら町会の人が集まって。 

○地域課長 はい。やっています。 

○委員 何かアイデアを出したら、それはどこへ行ったのかという話になるんですよね。

だから、そういうところから何かこれでできることはないかというアイデアを拾って、例

えばＮＰＯ側からするとＮＰＯだけじゃなくて企業と協働するとか、役所側も担当部署の

人に重荷が行かないようにプロジェクト化すのであれば、ほかの部署と協働するとか、1

対1ではない課題を解決する何か仕組みというのがあればいいのかなと思います。 

○地域課長 そうですね。 

○委員 私も自分で関わっているんですけど、教育委員会の大人塾という受講生で、昨年

から地域コースと言っているんですけど、もうほとんど企画から実施まで全て、打ち合わ

せも毎月やっています。もちろん事務局はいますけど、まさに協働だなと自分では思って

います。 

○地域課長 そうですね。それは大変ですね。 

○委員 その職員の人もこんなにすごく活発な、やる気のある区民の人がいるんだとびっ

くりして、その人自身が変わったりします。 

○地域課長 多分そうですね。 

○会長 今お聞きして、確かに提案するのが得意なところと実施するのが得意なところと

ありますよね。非常におもしろいお話をお聞きしました。 

 あと、協働もいろんな形があるので、官民の協働もありますし、民民の協働もあります
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よね。 

○地域課長 はい。 

○会長 いろいろな協働があって、今幾つか貴重なヒントがあったかなと思いますので、

ほかにいかがでしょうか。 

○委員 具体的なことですけれども、例えば、この事業の予算は通常、協働する相手先の

担当課につくんですよね。 

○地域課長 今のところはそうです。 

○委員 僕が相模原市さんとやらせていただいたときは、協働推進課が予算を持っていた

んです。 

○地域課長 それは一つですよね。 

○委員 それはあるかと。そうすると、裁量が一つ…… 

○会長 なるほど。 

○委員 地域課ベースでどんとできるので。 

○地域課長 プロジェクトチーム方式だとしたら、地域課につくということになると思う

んですね。 

○会長 ああ。 

○委員 この実施をする前にね。 

○委員 そうです。 

○委員 検討する段階で、そこに人をはけますもんね。 

○委員 その段階で、そうです。 

○会長 うん。 

○委員 そうしたら担当課の役割も、協働ですから負担までは行かないけれども、役割は

明確になる感じがあるかなと思います。 

○会長 なるほど。 

○地域課長 プロジェクトチームがうまく回ってすごく良い事業になったよと言えば、じ

ゃあ、うちの課でやってもいいよと、多分そういうことになると思うんですよね。 

○会長 なるほど。 

○委員 実際、相模原市は本当にそのパターンだったんです。 

○会長 低引委員、お願いします。 

○委員 今お話を伺いながら思い出したんですけど、今、立憲民主党さんになった民主党
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のときに、ＮＰＯ向けの予算の説明会というのがありました。国の予算の中で、ＮＰＯも

プロポーザルの応募ができるように予算についてだけの説明会が。省庁ごとに資料がまと

められ、農林水産省、経産省、厚生労働省、文科省のような感じでした。もう朝から晩ま

でずっと、各省庁が順繰りに説明してくれて、ＮＰＯ側は必要な話を聞きにいくというの

がありました。僕たちだと厚生労働省と経産省と文科省と関わりがあったので、その話を

聞いて、今年は財源が続いたから、ではこの案件に今年もエントリーしよう、とかあるい

は、この政策については、ちょっと関連しそうだから、勉強してみよう、話を聞きに行っ

てみようとかいうことを知る機会があったんです。 

 いきなり財源の話になるとちょっと難しいですけど、ＮＰＯがアクセスできそうな事業

の財源についてだけ、例えばピックアップして説明していただく。その立憲民主党さんは

シーズさんというＮＰＯがその場を仕切っていらっしゃいました。最後には、ＮＰＯ側も

発信する機会も持っているとか、そういう交流の場にもなっていたりするんですよね。そ

ういったことをすぎなみ協働プラザさんのような中間支援の方がやるとか。ちょっと政策

になじむ場がないと、いきなりはできないんですよね。何か勉強会を開くとか、大きく準

備いただかなくても既存のものを少しピックアップして説明いただく、そういうのがある

だけでも大分イメージができると思います。その中から、自分たちはこういう提案ができ

そうだとか、確率の高い提案が出しやすくなるのではないかというように思います。 

○委員 さきほど課長が言われたように、そもそも区がどういう指針でというのは、多分

全員は見ないと思います。10年間の基本構想がこれで、3カ年実行計画はこれで、それが

改定されますというようなことは、たまたま私は関わっているから知っていますが。 

○地域課長 そうですね。今の重点事項はこれだというのが、一般の方には掴めないと思

います。 

○委員 確かプレーパーク事業は、子供の居場所そういうので多分合ったと思います。 

○地域課長 だから、やはり計画というものは、もちろんいろんな形でご意見を伺うよう

な機会はとっていますけど、役所はそういうことは大得意ですが、一般の人には身近では

ないですよね。基本構想があって、総合計画や実行計画があって、その下に保健福祉計画

があってとか、その中にまた具体的なものがあってなんて言われても、身近ではないです

よね。 

 だから、そういう仕組み自体を知っていただいて、自ら情報を収集していただき、この

中で自分がやっているところと、どこがリンクするかというような、そういうヒントを掴
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んでいっていただかないと、何課が何をやっているというよりも、むしろそちらをわかっ

ていただかないといけないのかなと思います。行政はこういうことをやろうと思っていま

すよということが、皆さんにあまり浸透していないのかもしれないところを、上手くお伝

えしていかなければいけないと、今いろいろお話を伺い、改めて思い至りました。 

○会長 そうですね。行政がどこを向いているのか、わからないですよね。 

○地域課長 それこそ助成事業の申請で、全く反対側を向いているような事業が提案され

てきます。さすがに行政としては、これは計画と合わないということで、落とさざるを得

ないということもありました。やはり行政が目標としていることを理解していただきたい

と思いますね。 

○会長 なるほど。どうでしょうか、地縁団体のほうから見て、何かご意見とかあれば。 

○地域課長 明石会長は、参加されたばかりで評価をしてくださいました。カルチャーシ

ョックではないのですが、こんなにいろいろなＮＰＯ法人が頑張っていることを知り、か

なり高評価をしてくださったんです。 

○会長 そうですよね。奥委員、団体のほうからのご意見で何かありますか。 

○委員 一応、私の活動している団体から見まして、やはり応募はしづらいかなという制

度であります。入り口のところで、そもそもどういう形で応募すればいいのかがよくわか

らないというのと、やはり予算とか、申請してどのぐらいで予算がおりるのか、決定する

とか、そういう点が見えないと使いづらいかなと思います。特に、私の団体は1月から12

月の1年単位で計画を区切ってやっていますので、そこに合わないと、もうどうしても使

えないという形にはなるかなと思います。 

 あと、やはり、先ほどほかの委員からもお話ありましたように、まず、この制度として

行政課題を共有した上で解決を図っていくという制度ですので、その行政課題が何かとい

うところを周知しないと、成り立っていかないかなというところは感じました。 

○会長 そうですね。最初がなかなか難しいですよね。幾ら欲しいんだと言われても、な

かなか幾らと言えないですよね。どこが標準なのかとか、なかなかわからないですよね。

幾つか事業をやってくれば、大体これぐらいかなとわかりますけどね。 

○地域課長 そうですね。そもそも行政課題というものですよね。 

○会長 そうですね。 

○地域課長 それを関係する団体の方々に、提示というか優しくご説明したりする機会を

作っていくというのが必要なのかなと思いました。全方位でまちづくりから何から全部や
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るのではなく、例えば、少なくとも子育てのことだとか防災のことだとか、そういうカテ

ゴリー毎にでも、区はこんな方向で考えていて、こういうことを求めているということを

分かり易くお伝えしていかなければいけないのかなと反省した次第です。 

○会長 なるほど。 

○副会長 ちょっといいですか。 

○会長 はい。お願いします。 

○副会長 こちらの制度についてはよく理解できていないので、まずお伺いしたいのです

が、協働提案制度というのは、今の話を聞いていると、というか名前からすると、協働提

案なので、問題提起をするのはどちら側がやってもいいのですよね。 

○地域課長 そうです。 

○副会長 ただ、何かお話を伺っていると、ある程度区のほうが想定している行政の課題

というものに応えることが前提なのでしょうか。 

○地域課長 それは、行政テーマ設定型というのは、まさにそのとおりです。 

○副会長 例えば団体が提案するとしたら、それは自由でいいということですね。 

○地域課長 はい。 

○副会長 わかりました。 

 取りとめのない感想ですけど、例えば、先ほど、お話で伺ったところによると、職員に

対しての研修があるというのはいいと思うし、そもそも協働提案という仕組み自体、会長

もおっしゃったように理論上とてもいいことなので、すばらしいと思います。職員に研修

を行ったときに、まず協働というのが前面に出ているという話でしたが、私としてはそれ

でいいのではないかなというようには思っています。というのも、ある程度、この協働提

案というのは、行政と団体をマッチングさせる仕組みであって、ただ放っておいてもマッ

チングされるわけではありません。なぜかというと、区は本来、ニーズを明確に示さなく

てはいけないわけですけれど、日々のルーティンの仕事に追われてそんな余裕があるわけ

ではなく、普通にやったら自分たちで解決するほうが効率的なので、そもそも職員にニー

ズを表明してあげてよ、ニーズを表明することが最終的に地域のためになるんだよ、とい

う意識を与えなければいけない。もう具体的な目的ではなくて、まずは協働という手法が

あるので、協働というものをもっと前向きに考えてよということです。例えば、運動で言

ったら、勝利することが目的なんですけれど、まずは筋トレをする。理由はわからないけ

ど筋トレしなよと言うのと同じで、まず協働なんですよ。協働にはこんな意味があるんで
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すよということを知ってもらわない限り、ニーズを表明してよと言っても、限られた時間

の中で区がやるというのは、多分無理であろうというように考えられます。だから、まず

協働という研修は、それはそれで意味があるだろうということ。また、制度そのものも形

骸化していても維持しておかないと、潰したものをもう一回つくるというのは、多分無理

なので、残すことでも意味があるのかなと感じています。 

 また、ＮＰＯ団体側からすると、もう明らかにやりにくいであろうというのは間違いな

くて、提案書類の作成だけでも物すごく大変です。今回、ＮＰＯ活動資金助成の審査をし

ていても、ＮＰＯ団体は本当にいっぱいいっぱいの中でやっているんだなと強く感じまし

た。その中で、さらに書類を作って、しかもその書類の成果が取り上げられるかすらわか

らない。ＮＰＯ活動資金助成の場合は、まだ書類が助成審査部会の審査に行きますが、そ

こへすら書類が行かないというのであれば、もうやる気がなくなってしまうだろうと思う

のです。しかも書類をつくるにはスキルが要るけれども、会計報告だけで苦労しているの

に、かなり厄介な提案書を作るスキルを身につけるのは難しい。では、情報をどのように

して集めるか、要は行政のニーズをどのように集めるかといっても、マーケティングでき

る対象ではないので、実際はかなり難しいのかなと思います。 

 あるいは区側にとっても、普通にやったら、協働というものは思考の中に入らない可能

性が高いし、団体側からしても、わざわざコストを払ってまでやるかといったら、間違い

なく躊躇してしまうでしょう。 

 そういう意味では、ご意見の中にあった実施の説明会というのはすごく意味があると思

います。職員に対する研修だけでなく、団体に向けた実施の説明会というのはすごく意味

があると思います。ただ、若干の問題点というか困難さがあるのは、この制度の中で協働

というのは、一体何についての協働なのかがよくわからないので、何を説明するかという

のが極めて難しい、ニーズを説明するというのも一つですけれども。 

○地域課長 そうですね。 

○副会長 ただ、おっしゃっていたように、それぞれこれについての得意分野があるので、

この制度として、ＮＰＯなどの団体の何を期待しているのか、例えば、同じ行政のニーズ

に対して、「こういうような観点からやれたらよくない？」というようなアイデアに期待

しているのか、あるいは、良くも悪くも規則の中で活動しなければいけない、区では考え

られなかったようなアイデアに期待しているのか、それとも区の実施体制とは違う柔軟な

実施の仕方というものに期待しているのかというように、団体側からしたら、一体何を期
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待されているのかがわからない。要は、こういうニーズがありますという内容だけでなく、

行政がＮＰＯのどういう能力に期待されているのかというところもわかるようになると、

ＮＰＯ側はここを前面に出して説明をすればいいのかなというのも見えてくると思います。

同時に、区として、ないしは行政としては何が強味なのかを説明をする必要があり、ここ

は譲れないというものを説明しないと協働は成り立たないのではないかと思います。 

 つまり、団体側にできること、やってほしいこと、こういうことに期待しているという

のと同時に、区としてはここは譲れないとか、ここが強味なんだ、ここはまさに住民との

関係では大切なところだ、というようなところの説明をすることが大事なのかなと思いま

す。だから、ニーズだけではなくて、それぞれ何を期待して、何が譲れないのかというこ

とを説明するのも大事なのかなと思います。取りとめもない話ですみませんでした。 

○地域課長 とても深いお話です。 

○会長 ほかにどうでしょうか。 

○会長 どうぞ、低引委員。 

○委員 今のお話にもありましたけど、せっかく研修をやられるのでしたら、予算をかけ

ずに、もう協働をやったらいいのではないかなと思いました。協働というのは、予算をか

けて、日数をかけて、でも枠組みを作ってやらなければいけないという形になると、すぐ

に準備が必要ですけれど、あまり予算をかけない形で1週間この事業についてちょっと協

働っぽくやってみましょう、とＮＰＯと一緒に働いていただくということをやるだけでも

物すごい効果があるといいますか、お互いのアイデアが出てくるはずです。 

○地域課長 もう実践的に、ＮＰＯに。 

○委員 実践的にやることがトライアルで幾つか組めるのであれば、その方が1回の座学

で協働ってこういう事例がありますという話を聞くよりも、よっぽどお互いのアイデアが

深まるので、こういうことができるのではないかとか、企画できたらいいのではないかと

思います。少なくともカタリバとかきずなメールとか、いつでもやりましょうというＮＰ

Ｏはたくさんあると思います。 

○地域課長 新人職員とか比較的若手の職員が、以前、他の職場に行って、そこの職場の

一員として仕事をするという研修がありました。私は障害者の施設でしたが、いろいろ学

ぶことがありました。外に出ていくというのは、企業や他自治体に派遣されてというのは

ありましたが、短期間でＮＰＯの中で研修するというのは、おもしろいアイデアかなとは

思いました。実践的ですよね。 
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○会長 そうですね。 

○委員 いつでも来てください。 

○地域課長 区内事業者さんとか。 

○会長 そうですね。では、大島委員どうぞ。 

○委員 一般職員の知識レベルというか情報レベルを知りたいんですけれども、いわゆる

協働の協定書、役割分担表というのを一般の職員は皆ご存じなんですか。 

○地域課長 いえ、やはりそういう経験をしていない職員はわからないと思います。契約

書も、今まで取り交わしたことがないという職員は大勢おりますので。 

○委員 契約書自体を作ったことがない職員がいるのですね。 

○地域課長 契約自体の事務を経験しなければ、わかりません。だから、協定となると、

契約の内容ではありますが、少し性質が違いますから、その概念を理解するというのは難

しいですかね。 

○委員 契約書を扱う職員の方自体がそんなに多くないということですか。 

○地域課長 はい。 

○委員 それはそうですよね。わかりました。 

○会長 ほかはどうでしょうか。大体アイデアが出尽くした感じでしょうか。 

○地域課長 いろいろ出していただきました。 

○会長 以心伝心という感じでちょうどいいタイミングで松田委員にもご意見をいただき

まして、非常に助かりました。ありがとうございます。ということで、さまざまなご意見

をもう一度事務局のほうでまとめていただいてということでよろしいでしょうか。 

○地域課長 はい。いろいろご意見をいただき、ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございます。それで見直しをするということで、進めていただきたい

と思います。 

 それでは、議事がこれで終わりまして、その他のところです。こちらのほうは人見係長

からということでよろしいでしょうか。 

○協働推進係長 はい。では、その他の部分について事務局からご説明させていただきま

す。 

 まず、協働推進計画の改定についての説明ですが、先ほどの議論の中にもありましたけ

れども、区では総合計画・実行計画、それから協働推進計画、行財政推進計画があるんで

すけれども、今年度それぞれの計画の改定作業を行っております。 
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 協働推進計画については、地域課協働推進係の担当にもなります。計画の改定作業が進

みまして、8月の下旬ぐらいには、計画案のほうをお示しできるのではないかなと思って

おります。ぜひ、部会の皆様からご意見を頂戴したいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 それから、2番目ですけれども、すぎなみ協働プラザ及び地域コムの評価についてとい

うことですが、先週の協働推進部会で、本日ご意見を頂戴したいというようなことでお話

をさせていただいておりましたが、事務局の準備等の関係で本日はご説明といいますか、

依頼ということにさせていただきたいと思います。実は、区に外部評価委員会というのが

ございまして、外部評価を受けているわけなのですが、その中で、すぎなみ協働プラザに

ついて、評価委員のほうからすぎなみ協働プラザについての評価がされていないというよ

うなご指摘をいただいております。 

○地域課長 事務事業評価がなされていないということですね。外部評価というのも事務

事業評価が基本ですからね。 

○協働推進係長 事務事業評価がされていないというところなので、すぎなみ協働プラザ

についても、協議会の皆様にちょっとご意見等をいただきたいと思っております。 

○地域課長 一応、ご意見というか、ご報告をしていない上で、ご意見もなかなか難しい

と思います。決して運営状態が悪いとか、そういうことではありません。ただ、すぎなみ

協働プラザが中間支援組織としてとても大事なんだ、ということがそれぞれの個別の事業

についての事務事業評価の一文として盛り込まれているにもかかわらず、すぎなみ協働プ

ラザがやってくれていることに対しての具体的な評価が何もされていないのはどういうこ

とか、というのが外部評価委員の指摘だったのですね。 

 言われてみるとそのとおりですが、区は、モニタリングですぎなみ協働プラザとはやり

とりをしており、自己評価をして頂き、区からも評価をしております。同様に、地域コム

というポータルサイトについても、モニタリングを行っているにもかかわらず、外部には

何らお示ししていなかったということで、少なくとも協議会の皆さんには、こういうモニ

タリングを行ってきています、最初に課題となったことも、こういうふうに改善されてい

ますというようなことをご報告させていただく必要があるだろうと。その中で、ご意見が

あれば頂戴するということで。そのようなレベルの話です。 

○協働推進係長 事業等についても説明をさせていただいた上で、ご意見等をいただくと

いうことで、よろしくお願いします。 
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○委員 それは、8月の協議会の中で実施する予定ということですか。 

○地域課長 はい。 

○協働推進係長 よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○協働推進係長 それから3番目ですが、31年度すぎなみ協働プラザの運営事業者の選定

についてということでございますけれども、現在、すぎなみ協働プラザは区が運営業務を

委託しております。ＮＰＯ法人のＣＢすぎなみプラスに委託をしているのですが、平成26

年度にプロポーザルにより事業者選定を行い、今年で4年目になります。そのため、31年

度以降に向けて、また再度事業者選定を行いたいと思っておりますので、それのご報告を

させていただきます。 

 プロポーザルの日程については、一応10月、協働推進計画の改定等もございますので、

改定方針を決定して、10月以降に行いたいと思っております。 

○協働推進係長 次は、ＮＰＯ等推進協議会委員の改選についてということでございます

けれども、現在の8期の委員の皆様の任期が一応2年ということになっておりまして、今年

の12月までが任期ということになります。事務局で、これから改選に向けての準備を進め

ていきたいと思っております。皆様のご意向を伺いながら、進めていきたいと思っており

ます。委員の公募につきましては、10月ごろを予定しております。詳細決まりましたらお

知らせしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 最後でございますけれども、スケジュールですが資料5になります。ご覧ください。4月

からの30年度の予定を記載してあります。 

 4月に第1回の助成審査部会を4月27日に開催いたしました。5月が、5月の10日に助成審

査部会で1次審査と、それから25日に2次審査を行っております。協働推進部会が先週22日

に開催をさせていただきました。そして、本日5月30日、全体の第4回協議会ということに

なっております。 

 今年度に入るまで、少し間が空いてしまったのですが、4月以降はバタバタと開催させ

ていただきました。お忙しい中、度々お集まりいただきましてありがとうございます。 

 今後についてですが、協働推進計画のこと、それから評価のことなどもありますので、

8月の下旬ごろということで次回の協議会の開催を予定させていただきたいと思っており

ます。またご都合を伺いながら日程調整させていただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。 
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 それから、協働提案事業が1事業実施をしておりますので、それの評価、それから来年

度に向けての報告等もありますので、それも例年どおりでいきますと11月ごろを今のとこ

ろ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

○会長 今までのところ、その他のところで、今、事務局から説明がありましたけども、

何かご質問等ございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、これで全ての案件が終わりましたので、これにて閉会とさせて

いただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

○地域課長 どうもありがとうございました。 


