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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 6回） 

日 時 平成 30 年 12 月 3 日（月）午後 6時 30 分～午後 7時 25 分 

場 所 分庁舎 3 階 会議室 

出 席 者 委員 

福島、明石、多田、松本、大島、低引、八谷、三原 

区側 

区民生活部長、地域課長、協働推進係長、地域人材育成係長、 

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 資料 1  すぎなみ協働プラザ運営業務公募型プロポーザル選定結果 

資料 2  平成 30 年度ＮＰＯ活動資金助成団体活動予定表 

資料 3-1 平成 29・30 年度に実施した協働提案事業 

資料 3-2 平成 29 年度協働提案実施事業評価項目別評価表 

資料 3-3 平成 29 年度協働提案実施事業評価（案） 

資料 3-4 平成 30 年度協働提案実施事業評価項目別評価表 

資料 3-5 平成 30 年度協働提案実施事業評価（案） 

・チラシのコピー：すぎなみレッドリボンプロジェクト エイズデーイベ

ント『これからの性について話そう』 

・すぎなみ地域大学 30 年度開講講座 1～3 月 募集案内 

・ＣＡＭＰ 

・リーフレット：ＮＰＯ支援基金 

会議次第 1 開会 

2 会長あいさつ 

3 報告 

 (1)「すぎなみ協働プラザ運営業務委託」プロポーザルの結果について 

 (2)ＮＰＯ活動資金助成事業の実施状況等 

4 議事 

 (1)平成 29 年度・30 年度協働提案実施事業の評価結果について 

5 その他 

 (1)平成 31 年度協働提案制度説明会について 

 (2)すぎなみ地域大学 1～3月期の開講講座について 

6 閉会 
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○協働推進係長 定刻になりましたので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、松田委員と奥委員が欠席ということでご連絡をいただいております。 

 資料の確認ですが、席上配付させていただいております、皆様のお手元に、次第と、資

料1から資料3が協働提案の評価に関するもので、資料3が3-1から3-5までとなっておりま

す。それから、参考資料として、すぎなみ地域大学の1月から3月までの募集案内と、杉並

区のＮＰＯ情報紙「ＣＡＭＰ」と、ＮＰＯ支援基金のリーフレットをお配りさせていただ

いております。また資料3-5の後に、レッドリボンプロジェクトの、明日のイベントのチ

ラシをコピーさせていただいております。よろしいでしょうか。 

それでは、会長、よろしくお願いいたします。 

○会長 皆さんこんばんは。これから、第8期の杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の第6回目

を開催したいと思いますが、今回が第8期の 終回ということになります。2年間が経つの

は非常に早いなと感じているところでございますが、今までの集大成ということでござい

ますので、次第のとおり、報告、議事と進めてまいりたいと思います。 

 まず、報告のほうでございますが、「すぎなみ協働プラザ運営業務委託」プロポーザル

の結果について、堀川課長からご説明をお願いします。 

○地域課長 はい。資料1をごらんください。「すぎなみ協働プラザ運営業務公募型プロ

ポーザル選定結果」という資料になっております。 

 簡単にご説明させていただきます。今回、2事業者の競争となったわけですが、特定非

営利活動法人サービスフロンティア、新たな事業者に決定いたしました。 

 選定経過といたしましては、ここに記載のとおりで、8月31日に始まり、11月11日に事

業者選定が終わったところです。 

 選定につきましては、選定委員会が定めた審査基準に基づき、第一次審査は書類審査、

第二次審査はプレゼンに基づくヒアリングを実施しました。第二次審査の配点合計に対す

る評価点の合計が全体の選定に必要な配点合計の6割以上で、 上位の事業者を選定した

ものでございます。 

 裏面をごらんください。選定されたＡ事業者が、74.2％、Ｂ事業者も66％と、両社とも

悪い状況ではありませんでしたが、高得点のＡ事業者を選定したという結果です。 

 選定委員会の構成につきましては、記載のとおり、福島先生、松田先生、以下私ども、

それから、社会保険労務士の森下先生といったようなメンバーで選考いたしました。 

 私からは以上です。 
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○会長 ありがとうございました。 

 すぎなみ協働プラザの運営業務の事業者が替わるということでございますが、こちらの

選定につきまして何か質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 標記のとおりの選定手続をとったということで、公正に審査した結果、今回、事

業者が替わるという結果になったというご報告でございました。 

 続いて、報告の(2)でございますが、ＮＰＯ活動資金助成事業の実施状況についてとい

うことでございまして、こちらのほうは事務局からお願いします。 

○事務局 はい。資料2をごらんください。こちらが各助成団体の活動予定表です。前回

もお配りしておりますが、今回11月以降の部分を更新しています。2月末で、全ての事業

が終了する予定となっております。本日は、7団体のうち、3団体の事業について説明しま

す。 

 まず、一番上の荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」です。こちらでは新しい事業と

いうことで、百人力てらこやという、子供たちの、勉強をしたり、遊んだりできるという

場所を提供しておりますが、親御さんから大変好評の声をいただいていて、来年もぜひ続

けてほしいという声があるそうです。 

 今回、こちらの団体から質問を受けました。内容としましては、これから年度末に向け

て収支決算の報告をしていく中で、当初の計画よりも多くかかった費用と少なくて済んだ

費用があるということでして、異なる費目の間で助成金を流用してもよいかという相談で

す。請求した助成金よりも実際の経費が少なくて済んだのであれば、それは戻入の対象に

なるというのが基本的な考え方ですが、事情を伺った上で、計画よりも経費が多くかかっ

た理由と少なくて済んだ理由が納得いくものであれば、助成金の流用を認めても差し支え

ないと事務局としては考えております。 

 二つ目が浜ココ、上から3番目のところですね。こちらでは現在の事業所が取り壊され

ることになり、今月中に事業所を移転することになりました。場所は同じ浜田山エリアと

いうことで、こちらに移っても事業は続けていく予定です。事業についてですが、浜ココ

さんの目玉事業でマップづくりというのがあります。こちらは、地域の人たちと一緒に、

地域の困り事や解決スポットをマップにするというものですが、なかなか人が集まらず、

マップづくりができるかどうか心配な状況ということで、これからどういうふうに進めて

いくかを一緒に相談していく予定です。 
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 3番目がサービスフロンティアの「すかい」で、上から4番目の紙芝居の講座の団体です。

こちらは紙芝居をつくる講座を全部で8回行う予定ということで、もともと 初の計画の

時に出していただいた収支予算書では会場費を計上していたんですが、実際には、会場費

がかからない会場を使うという回がありまして、使わなかった会場費については、戻入に

なる見込みです。 

 以上3団体の報告でした。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 特に今回は、どちらの事業にも参加されなかったということですか。 

○協働推進係長 “ＮＰＯ法人てんぐるま”の11月25日の事業を見てまいりました。パネ

ルディスカッションということで、講師の方を含め、障害をお持ちの当事者の方やそのご

家族の方、また支援者の方が話しをされたのですが大変好評でした。会場がいっぱいにな

るくらいの60名くらいの方のご参加がありました。とてもいい内容でした。 

○会長 そうですか。ありがとうございました。 

 このような助成事業の実施状況ですが、何か委員の皆さんから質問はございますでしょ

うか。 

 一生懸命、皆さんやられているということがよくわかりましたし、また、資金も大分い

ろいろなところで工夫をされていて、戻入が出るというようなことでしたが、かなり足り

なくなったというところもあるのですか。 

○事務局 当初計画していたよりも人数が多く集まってしまって、そういうテキスト代に

多くかかってしまうとか、ちょっと予定の計画よりも多く費用がかかってしまったものも

あれば、備品の購入なんかでいうと、安く仕入れることができて、安く済んだものもあっ

たりとかということで、どうしても計画どおりにいかない部分も出てきているという声を

ちょっといただいているというところです。 

○会長 なるほど、そうですよね。 

ほかに何かございますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、報告事項が2件ということで、報告事項はこれで終わりにしまして、

早速議事のほうに入っていきたいと思います。 

 議事のほうは1件だけでございまして、こちらのほうは平成29年度と30年度の協働提案

事業の評価結果についてのご報告でございます。こちらは、事業名「すぎなみレッドリボ
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ンプロジェクト」一つの事業についての平成29・30年度の評価結果でございます。資料が、

資料3にあるとおりでございまして、まず、簡単に評価結果の報告を事務局からお願いし

たいと思います。 

○事務局 それでは、資料3-1をごらんいただけますか。 

 協働提案事業、すぎなみレッドリボンプロジェクト、こちら29年度と30年度について事

業内容を掲載しております。30年度についてはまだ継続しておりますので、実際に行われ

たものと、予定のものを含んでおります。先日11月12日、こちらの会場において公開報告

会を開催させていただきました。協働推進部会の部会員の皆様には、ご出席いただきまし

て、ありがとうございました。こちらの公開報告会で、提案団体と担当課による協働提案

の報告をしていただきました。29年度及び30年度、また3年間の総括についてご報告いた

だいたところです。こちらの報告を受けまして、協働推進部会員の皆様には評価をしてい

ただきました。 

 まず資料3-2ですけれども、こちらが29年度の内容になります。ＡからＥまで5段階の評

価をつけていただきまして、評価委員の平均点が総合評価となりますので、こちら総合評

価はＢとなっております。評価項目については、ごらんのとおり11項目について、それぞ

れしていただきました。 

 また、こちらをもとに、資料3-3ですけれども、29年度の協働提案実施事業評価（案）

ということで、部会長に評価のコメントをまとめていただきました。後ほどご説明してい

ただきます。 

 それから、資料3-4ですけれども、こちらは30年度についてのものになります。30年度

上半期になりますけれども、各11項目についてそれぞれ評価をしていただきまして、平均

で総合評価Ｂという評価になりました。こちらについても、また部会長に総合評価のコメ

ントをまとめていただきまして、こちらが資料3-5になります。こちらでも評価はＢとい

うことで、総合評価を部会長にまとめていただきましたので、後ほどご説明をしていただ

ければと思います。 

 以上、資料についてのご説明です。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、私から少し総評について若干のコメントをさせていただきたいと思います。 

 まずは、この評価表をつくるに当たりましては、委員の皆さんに非常に短い期間にご協

力いただきましてありがとうございました。皆さんのご協力をもって何とか評価ができた
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ということでございまして、まずはそれにつきまして厚く御礼を申し上げたいと思います。 

 結果のほうですが、評価表に見るように、29年度と30年度、いずれもＢというところで

ございました。なかなかＡまではいかないのですが、標準よりは上であるというのが皆さ

んの認識であったということでございまして、いずれもＢということでした。 

 29年度と30年度は、若干コメントは異なっていますが、皆さんが評価していることがほ

ぼ同じようなところをついておりますので、少しまとめてお話をさせていただきたいと思

います。 

 まず、この課題・ニーズの把握ということについて、評価した委員の皆さんの認識は、

いずれもこれはかなり難しい問題を扱っているという認識でございました。どちらかとい

うと、タブー視される性の問題につきまして、正面からそれを課題として捉えていること。

とりわけそれが、杉並区の若い世代にとっては非常に重要な問題であるということ。 

しかし、これを正面から取り上げようとするとなかなか取り上げられないということに

ついて、正面から立ち向かっていることは高く評価したいというのは、皆さんの一致する

ところでございました。 

 ただ、これが区民全体の問題として認識されているのかというと、本来は認識されるべ

き公共的問題であるわけですが、そこが認識されていないというところが、この事業の難

しさであるというのが皆さん認識でした。そもそも、そこがこの事業の問題であって、そ

れをもう少し、公共の問題として皆が認識するように認知させるべきなのではないか、と

いうご意見がありました。よくやっているのだけれどそこの部分が弱いゆえに、どうして

も区全体の問題としての認識になってないというご指摘があったところです。そのような

ことで、ＡにしたいところがＢになっているという、もう一つかな、というところでござ

いました。 

 それから、目標の設定ですが、こちらのほうにつきましては、いろいろと目標設定した

のだけれども難しい問題が多々あったということでございまして、とりわけ29年度は、学

校の理解を得るのにかなりハードルが高かったということでございました。目標を設定し

たものの、なかなかそのとおりにいかなかった部分がかなりあったということでございま

した。また、やはり性ということについて、これを正面から解決すべき課題として、なか

なか理解を得られない一定の層があるというところで、目標設定がなかなか難しく、具体

的な目標設定になっていない部分もあったということで、29年度はＢ、30年度はＣという

ことでございました。29年度より30年度のほうが見通しが難しかったということで、30年
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度は標準に落ちているということでございます。 

 協働の効果につきましては、やはり行政だけではおそらく出来なかったことを、このピ

ルコンというＮＰＯによって、かなりの部分、協働の効果が出ていたということが指摘を

されています。とりわけ、ＮＰＯの持っているたくさんのアイデアやあるいはネットワー

クというものが十分に発揮できていたということで、皆さんが高く評価していたところで

ございました。こちらのほうはＢということでした。 

 地域資源については、もう少し大学などを活用してほしいという意見がありました。そ

れから、教育機関の先生方という資源などにも何とかうまくアプローチしてほしいという

ようなご意見がありました。29年度は比較的その辺のところが前向きだったのですが、30

年度は29年度の反省に立って、もう少しできたのではないかということで、30年度はＣに

なっております。 

 区民満足度は先ほど述べたとおりですので、もう少し区民満足度を上げるには、この事

業の認知度を上げていかなければいけないということもございます。 

 それから特筆すべきところは、やはり経済性の部分なのですが、助成金といいますか協

賛を得る努力が少し足りなかったのではないかということです。企業協賛が予定より少な

くて、どうしても自己資金の負担になっているという点が指摘をされていたところです。

なかなか、この協賛金をとるというのが想定していたのより難しかったようですが、もう

少し協賛金を得る対象を広げてもいいのではないか、もう少し考えられたのではないかと

いうご指摘でした。そのような理由で、こちらのほうの評価が落ちているということであ

ります。いずれも経済性はＣということでした。 

 この協賛金をとってほしいという思いの裏には、こういう難しい課題に立ち向かってい

くのは行政だけでは無理なので、よりアイデアを持っているこのＮＰＯが自立的にこの事

業に取り組んでほしい、という評価してくださった委員の皆さんの大きな期待があります。

その期待感から、経済性については厳しい評価がついているということですので、やはり

継続性への期待とこの事業の創造性、新規性への期待というのが非常に大きかったという

のが全体の感想でございます。そういう意味では、非常に難しい課題にまさに協働で立ち

向かって、それなりの成果を出した事業であったということが、全体を通して言えるので

はないかというところでございます。 

 総評のほうはそれぐらいにいたしまして、協働部会の委員の皆さんから、 後、感想を

いただければと思います。 
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○委員 はい、やはり皆さんの評価が高くて、広報誌やチャリティーグッズをつくるアイ

デアは素晴らしいと思うのですが、数十万円の協賛をとるという計画が結局ゼロだったと

いうところが非常にもったいないと思いました。チャリティーグッズを作る時にどのよう

に協賛を得ようとしていたのか計画がわからないので、その辺がもったいないと思いまし

た。当初から綿密に３年計画を立てられていたのですが、１年目、２年目の結果を踏まえ

て、例えば教育者への講座の参加者が少なかったので、その回数を増やすなど臨機応変に

何か工夫できたらよかったのではないかというのが感想です。このまま終わるのがもった

いないなと思いました。 

○会長 ありがとうございました。 

○委員 １年目、２年目というのは、何となくすごく盛り上がった事業で、勢いがあると

いう感じがありました。評価が終わってみると、やはり問題が問題だけに、批判されてし

まうこともあり、そういう時にこそ医師会が、やはりこれは必要だと言ったら、少しは変

わっていたかもしれないというような話を伺ったりもしました。行政とＮＰＯと担当部署

だけでなく、別にサポートする機能が無かったのかなと思いました。また、３０年度がま

だ途中ですけれども、なぜ、この事業は継続しないということになっていたのかが疑問に

思いました。 

○会長 ありがとうございます。 

 何か特に事務局からコメントはありますか。 

○地域課長 本当はもっと先々に向けて展開できればよかったのでしょうね。でも、とて

も難しい課題を扱っており、協働でやってみようと当初、現場も積極的に取り組んだので

すが、さまざまなご意見もあり、担当課が少し萎縮してしまったのかな、というところが

残念です。大変画期的な事業だったのですが、これまでの活動で評価しますと、30年度事

業の展開も萎縮してしまったようで、残念に感じます。 初の勢いが途絶えてしまったな

という。何か、もう少し所管を応援してあげられるようなことができていれば、というふ

うに思っております。 

○会長 後ろから押してくれるものがなくなってしまった、要するに、なかなか区全体の

問題として認識が進まなかったというところが残念なところだと思います。外圧ではない

ですけれど、何か外から押すような力があれば、また違かったのかもしれませんが、3年

で終わるというのは残念です。 

○委員 この事業のテーマ自体がなかなか大変なテーマで、よくやってくださったなと思
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っています。新聞記事などを見たときには、改めてこのテーマを取り上げていかなければ

いけないと思いました。杉並区が協働事業として実施したことには意味があったと思いま

す。いろいろな意味で、明るく取り上げたということはすごくよかったと思います。良い

取組なので、今後も杉並区とやったということを実績にして、何らかの形で続けていただ

けるといいなと期待しています。 

○会長 ありがとうございました。そうですね、自然に情報が伝わっていくというのは非

常に素晴らしい仕掛けでした。さすがＮＰＯで作っていたというのが非常によかったと思

います。 

○委員 そうですね、前回も結構いろいろ議論をしましたが、会長や皆さんがおっしゃっ

たとおりだと思います。保健所は、わざわざ行かない人の方が多くて、子どもの予防接種

がある人とか、検診に行く人ぐらいしか、わざわざ足を運ぶことがない中で、保健所の方

と一緒に学校に出向くとか、身近なカフェで開催するとか、こちらから行きます、という

ことを実践されたというのはすごく良かったと思います。 

 同じ話になりますが、打ち切りというより、例えば冊子などは、すごくいいものが出来

つつあったと思うので、何か一部だけ、できることだけでも残すとか、少し回数を減らす

とか、どういう形であれば継続できるかということを模索できたらよかったと思いました。 

○会長 非常に惜しむ声が多いということで、そういうところが評価に表れているという

ところでございます。 

 何かほかに質問や意見はございますか。 

○委員 継続しないのがもったいないと尻すぼみするだけではなく、担当課とピルコンさ

ん（ＮＰＯ）にフィードバックして、きちんと次に生きればよいと思います。 

○委員 本当に残念です。残念ということで、ＮＰＯ仲間として、この取り組みがもっと

広がっていったらいいなと思っていました。私の前職のカタリバ（ＮＰＯ）でもまさにそ

ういった話が上がっていました。 

 カタリバ（ＮＰＯ）は、東北の被災地や熊本の被災地で取り組みを行っていますが、中

高生の相談の中には、望まない妊娠の話があります。震災があってから３年後ぐらいに、

すごく不安が顕在化するというのが、阪神・淡路でも東日本大震災でも、熊本でも、統計

的にはっきりしています。そういったタイミングにこそ、このような教育が本当に必要だ

ということをカタリバ（ＮＰＯ）のメンバーが話していました。 

 本当に重要なテーマですし、今、フローレンスというＮＰＯでも仕事をさせてもらって
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いますけれども、養子縁組の事業、望まない妊娠を防ぐための取り組みとしての性教育に

も注目しています。今年、目黒区の結愛ちゃんの虐待事件がありましたけれども、まさに

この世代に、こういう教育こそ本当に必要なもので、いい形でこの事業が残ったらいいな

と思います。今からでも声をかけて、何か一緒にやりましょう、と言いたい事業です。 

 もう一つは、この協働事業をやっている中で、どうやったら政策化といいますか、区の

取り組みとして定着できるところまでいくのかという点にすごく関心があります。何か理

由があって、区としての取り組みとしては残らない、あるいは採用できないということに

なるのだと思います。どういう要素があったら、区の取り組みとして残るのか、協働の形

で残るかもしれませんし、委託という形で財源化されるかもしれません。それをここで勉

強させてもらって、いろんなＮＰＯが次に生かせるようなきっかけになれたらいいのでは

ないかと思いました。そういった意味で、どのような観点がちょっと足りなかったかとい

うことを区から伺えればと思います。 

○地域課長 プレゼンの後、担当者も職員も涙ぐんで、相当つらい状況を皆さんごらんに

なったと思います。少なくとも私たちのレベルでは、冊子だけでも何とか残せなかったの

かしらと大変残念に思っています。完成度が高かったので、何とかできなかったのかなあ

と。協働提案制度も、結局は、 終的には所管が継続のゴーサインを出すかどうかという

判断になっていますので、これだけ委員の皆さまがいろいろ、やっぱりどうなの？という

ご意見があるということは、もう一回所管には伝えたいと思います。 

○区民生活部長 私、直接評価に携わっていなくてヒアリングも聞いていなかったんです

けど、今皆さんにいただいたご意見で言えば、この30年度の評価の2ページの裏に、「

後に、評価項目以外の意見を注記したい」というふうに書かれている部分があろうかと思

うんですね。「 後に、評価項目以外の意見を注記したい」と。この事業に対しての、こ

の評価をしていただいたこの協議会委員の方の思いを触れられているんですが、ここをも

う少し強い表現にした上で――先ほど区はどうしたらという、やっぱり、私が、区の内部

の職員が言うのはなんですけど、やっぱり外圧というものも必要だと思うんですね。 

 まさにこの活動を皆さんが支援していただくんであれば、この協議会から区に外圧を与

えるという意味で、 後の2行のところに、「継続しない事業と結果が出ているのは、極

めて残念であり企業協賛を含め他の団体と協力して活動が発展してほしいのが本事業に対

する評価に携わった協議会委員の一致する見解であった」と、表現を強くしていただいた

上に、さらにその後に、「こうしたことから、今後、区として何らかの形で継続して実施



第 8 期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 6回） 

 

 11/15

できるよう再考を求めたいと思う」と。 

 何かそういった文章を少し入れていただくことによって、私どもから所管課にも促すこ

ともできますし、たとえ――今、予算の編成時期で、それに間に合わなくても、来年度以

降の、間があくかもしれませんけど、何らかのこれに対する思いのある人たちへの支援に

この協議会の今のご意見のものが、こう、伝えることができるんじゃないかなと。私たち

もその言葉を足がかりにして応援もできるかなと思うんで、ちょっとこの部分を強くする

ことが、きょう皆さんがおっしゃっていることの、ある意味の外圧になって、協議会の存

在意義も出てくるのかなというふうに思った次第でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 ただ今、部長から力強いお言葉をいただきましたので、ここのところを少し強めた表現

に、また訂正をさせていただいてよろしいでしょうか。 

○区民生活部長 今皆さんに聞いたお気持ちを、事務局のほうでどういう言葉にしたらい

いかを会長とご相談のうえ、一任させていただいて、後日、文章をつくって、もう一度お

示しするというような形でもいいのかなと。 

○会長 そうしましたら、ここを強めるということで一任していただいてよろしいですか。 

（ 了承 ） 

○会長 それでは、協議会の皆さんが何とかこの事業を少しでも継続してほしいというこ

とですので、事務局と相談して、できる限り強めたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

○委員 タブー視される問題について、本当に頑張って取り組んでいらっしゃると、率直

に思いました。何か継続できるような形ができればいいなと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

ご出席の皆さんから全て強いご意見をいただきましたので、それを生かしていきたいと思

います。 

 それでは、次に、その他のところに入りたいと思います。その他は2件ございまして、

まず1件目が平成31年度協働提案制度説明会についてということでございます。事務局堀

川課長からお願いいたします。 

○地域課長 はい。まだ具体的なことをお示しできず大変恐縮ですが、協議会の委員の皆

様からも、協働提案制度の見直しについて様々ご意見を頂戴しました。ご意見を受け、内

部で検討した結果、ご指摘の趣旨に合致しているかどうか不安はありますが、区が困って
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いることや課題を、ある程度ＮＰＯの皆さんにお示ししませんと、区の方針とずれた提案

をされてしまい、提案までにかける労力がＮＰＯにとってロスとなってしまうことを解決

したいと。そこで、できるだけ協働できる可能性がある、そういった課題を各部が抱えて

いることについて、1月21日に本庁の中棟６階の第4会議室という会場になりますが、そこ

で３時から、協働提案制度にかかる説明会を開催することといたしました。 

 内容は、今申し上げたような、区からこんなことについて協働の提案を出していただけ

たらいいなというような、ヒントになるようなことを申し上げたいと思っています。が、

なにせ初めてのことですので、どういうふうな形がいいか、悩みつつ、検討しているとこ

ろでございます。1月21日は、第1回目ですので、どんな形になるか不安もございますが、

できるだけ区の課題や情報をお伝えできたらなと考えております。このことに加えて、協

働提案制度についてと、具体的に提案をいただきたい課題について２～３ご説明させてい

ただきます。全体で1時間半から2時間を考えています。皆様お忙しいとは思いますが、お

時間がありましたら、ぜひ、のぞいていただけたらと思っております。 

 以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 新しい協働提案制度が始まるということで、説明会があるということです。守りから攻

めに転じるという 初の行事であるということでございますので、ぜひ、委員の皆様でＮ

ＰＯの方は、こちらのほうへご参加いただければと思います。また、ネットワークで情報

を流していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○地域課長 広報にも掲載します。 

○会長 特に質問はよろしいですか。 

では、2件目は、すぎなみ地域大学1月～3月期の開講講座についてということで、こちら

も事務局武士田係長からお願いします。 

○地域人材育成係長 はい。地域大学の事務局の武士田です。よろしくお願いします。 

 皆様のお手元にすぎなみ地域大学1月～3月の募集案内を配付させていただきました。で、

当初の予定どおり、年間計画に基本的には沿った形で講座を組み立てております。これに

ついては、12月1日号の広報でも区民の皆様にもご案内をしております。 

 ちょっとトピック的なところで、今回初めてというものも含めて簡単にご案内させてい

ただくと、2ページ目、「都市における農業のこれからを考える3日間」という講座、これ

が地域活動の基礎コースとして、今年度試行ということで、来年度からまた展開していく
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んですが、これまでの講座と違って、いわゆる地域活動に直接結びつくというよりも、地

域で活動している人たちの活動の姿であるとか活動の内容、そういったようなものを多く

の人たちに知ってもらう、まず知ってもらうところから始めようよというようなことで、

今回は都市農業というものをテーマにして始める講座であります。 

 そのほか、 後のところ――真ん中のほうは割愛させていただいて、公開講座のほうで、

6ページですね。すぎなみ地域大学オリンピック・パラリンピック特別講座ということで、

2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、杉並ですぎなみ版のボランティアを募

集しますというところの中で実施する、「おもてな市民」講座というような特別講座。と

同時に、その中で「おもてな市民」という個別のボランティアの登録相談会も一緒に含め

てやる。要するに、この講座の中でたくさんの人に来ていただいて、その中からボランテ

ィアに登録してもらえる人をふやしていこうというような講座であります。 

 そしてもう一つ、 後の、これは8ページになるんですが、ページ数を振っていません。

「南伊豆を通して考える 感じて、学んで、つながって。」という、これは交流自治体の

南伊豆の地域のことを区内の皆様にもより多く知っていただこうということで開催する講

座というふうになっております。 

 あとは、詳細については、中を見ていただければと思いますので、ぜひ見ていただけれ

ばと思います。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

興味をそそるような講座がたくさんあるということでございますので、うまく区民の方

に伝わるといいと思います。 

 ご質問、ご意見はよろしいですか。 

○委員 近、文京区で災害時の対応の話を伺う機会があり、災害時の電力供給の話の中

に再生可能エネルギーの話がありました。この再生可能エネルギーは、この文京区や杉並

区では、風力はないし、太陽光はないし、この人口を賄うだけのエネルギーをつくること

ができません。ということは、外から買ってくるという話になるのですが、九州では既に、

発電された電気を捨てるような話もありますが、都市部では、エネルギーを使うところが

買い取って蓄電しそれを使っていく、あるいは、災害時にそれを活用するというような話

がありました。このエネルギーというものをもう少しつなぎ合わせる形の取り組みができ

ないかなということを思っていまして、地域大学のような形で、関心のある方々とつなが
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るということもすごく有用な気がしました。 

○委員 まちづくりのようなこともご相談できたらおもしろいと思い、お話しさせていた

だきました。 

○地域人材育成係長 はい。ありがとうございます。 

 実は、この「ひろめる講座」、ことしは都市農業ということを一つ、キーワードに考え

ているんですが、来年から本格実施する中で、キーワードとして、やはり皆さん興味があ

るというか、関心があるのは防災だろうということを考えていまして、来年度は広げる、

地域の皆さんにいろんなことを知ってもらう、地域の活動を知ってもらうという意味では、

防災ということを一つキーワードにしたいなというふうに思っていましたので、ぜひ、こ

の、今ご教示いただいた視点なんかも組み込んでいければなというふうに思いました。あ

りがとうございます。 

○委員 また、具体的なものがあればお伝えさせていただきます。 

○会長 ありがとうございました。 

 あとはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 これで、本日予定をしていましたものが全て終わりました。 後に、6、閉会と

いうことで、こちらのほうは部長からお願いいたします。 

○区民生活部長 私のほうで、第8期、2年間の締めくくりということでお礼のご挨拶をさ

せていただきたいと思います。 

 まずは2年間、本当にありがとうございました。皆様のおかげをもちまして、区のＮＰ

Ｏ支援策につきまして、さまざまなご意見だとかご提案をいただいてまいりました。特に、

今年度は、先ほど申し上げましたけど、区の重要な計画でございます協働推進計画の改定

も、今、パブコメが終わった段階ではございますが、ございました。これに対しての貴重

なご意見。さらには協働提案制度の見直しに当たっても、先ほど堀川のほうからもご案内

申し上げたとおり、皆様方のご意見をどれだけ反映できたかどうかは、皆さんの評価が、

またいただきたいと思うんですが、ご意見を尊重して取り組んできた次第でございます。

この間、本当にありがとうございました。 

 特に、会長におかれましては、6年間にわたり、この協議会の運営にリーダーシップを

発揮していただいて、本当にありがとうございました。来年度に向けて引き続き継続され

る方等もいらっしゃいますけれども、その方々には引き続きお願いを申し上げるとともに、
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今年度で一旦締めくくられる方につきましては、引き続き区のＮＰＯ支援策につきまして、

温かい目で見ていただきつつ、時にはご意見を直接事務局にお寄せいただいても結構です

ので、引き続きご支援を賜りますよう申し上げまして、お礼の言葉にさせていただきたい

と思います。 

 2年間、本当に、どうもありがとうございました。 

○地域課長 ありがとうございました。 

○会長 ありがとうございました。 

 ということでございまして、これで第8期は終わりとなりますが、私は、6、7、8期と

（6期は途中からですが）委員を務めさせていただきました。非常に時間が経つのが早く、

皆さんのご協力をいただきながら進めてまいりましたので、そんなに長くやったのかなと

いうような感じがあります。私自身もたいへん勉強になりまして、たびたび杉並区のこの

活動を授業の中で取り上げさせていただきました。結構、杉並区を学生たちに知ってもら

える機会になったのではないかな、と授業を通じて思っております。これも、皆さんから、

非常に建設的なご意見を聞けたおかげだと思って感謝しているところでございます。 

 引き続き9期も委員をやられる方がいらっしゃるということでございますが、この協働

提案制度も新たな局面でまた始まるということでございます。先ほど、協働提案制度の事

業の継続性の問題が出ましたけれども、いろんな課題がまだまだ出ているということです

ので、9期での発展をお祈りして、また皆さんへの感謝を込めて、 後、これで私の挨拶

にかえさせていただきたいと思います。 

 本当にどうもありがとうございました。 

○地域課長 ありがとうございました。 


