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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２回） 

日 時 平成２９年６月９日（金）午後６時３４分～午後７時５９分 

場 所 分庁舎 ３階 会議室 

出 席 者 委員 

福島、松田、大澤、多田、松本、大島、低引、八谷、三原、奥 

区側 

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 平成２８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進捗状況 

資料３ 平成２９年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成申請状況及び審査内容 

資料４ 平成２９年度杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会助成審査部会総評 

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（２８年度）リーフレット 

○杉並区協働提案募集案内 

○杉並区ＮＰＯ支援基金リーフレット 

○すぎなみ地域大学２９年度講座案内 

○すぎなみ協働プラザ広報誌「ＣＡＭＰ（キャンプ）」 

○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 異動者紹介 

３ 資料確認 

４ 会長あいさつ 

５ 報告 

 (１)平成２８年度ＮＰＯ活動資金助成事業について 

 (２)杉並区協働提案制度進捗状況 

6 議事 

 平成２９年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成の審査について 

7 その他 

 今後のＮＰＯ等活動推進協議会の日程 

8 閉会 
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○事務局 お待たせして申しわけございません。定刻を若干過ぎてしまいました。 

本日の委員の皆様のご出席状況ですが、八谷委員がまだ見えていませんが、特段ご連絡

をいただいておりません。間もなく到着されるのではないかと思います。ほかの方は、も

う皆様ご出席ということです。 

それでは、これより、第８期杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第２回）を開会いたしま

す。皆様本日はご多忙にもかかわらずご出席を賜り、感謝申し上げます。 

 今年度に入ってから、初めての会議開催となります。開会に当たりまして、本来であれ

ば、４月に新たに着任いたしました区民生活部長の森からご挨拶をすべきところですが、

公務が重なってしまい、参加がかないませんでした。くれぐれも皆様によろしくお伝えす

るようにと申しつかっております。よろしくお願いいたします。 

（八谷委員入室） 

 ご挨拶が遅れましたが、今年度から協働推進の仕事を担当することとなりました、地域

課長の堀川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 前任者の毛利ですが、保健福祉部の保育施設支援担当課長のポストに異動となりました。

現在、杉並区は一生懸命保育園を増やしているところで、一番大変なポストに異動したと

思っております。 

 それでは事前に、地域課長がなぜこの場にいるのかという疑問を持たれるかもしれない

と思いまして、それを先にご説明したいと思います。ここからは着座で説明させていただ

きます。 

 杉並区では、今年度、さまざまな地域団体間の連携を、もう少し推進する体制にできな

いかということを考えまして、協働推進課を地域課へと統合いたしました。 

 これまでの地域課の主な所管事務は、町会・自治会や地域区民センター協議会などのコ

ミュニティ活動に対する支援や地域集会施設、現在、会議室、地域区民センター、集会所

や会館と30カ所ございますが、そういったところの維持や管理・運営という仕事をしてお

りました。 

 今までは、ＮＰＯと町会に少し距離があると感じることもあったかもしれないですが、

今回、協働推進課と統合したということにより、地域団体間での協働というのが、一層、

各団体が近づいて、よりよい地域づくりにつながればと思っております。いろんな機会に

団体が積極的に一緒に動けるよう働きかけをしてまいりたいと思っております。よろしく

ご協力ください。 
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 本日、委員の皆様には、昨年度、ＮＰＯ活動資金助成を受けた団体の活動結果、それか

ら協働提案制度の進捗状況についてご報告させていただきます。それから、今年度のＮＰ

Ｏ活動資金助成に係る審査結果についてもご報告を申し上げます。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 引き続きまして、次第の２になります。今年度の協働推進係の異動者につきましてご紹

介申し上げます。 

 まず、区民生活部管理課男女共同・犯罪被害者支援係長から協働推進係長に着任いたし

ました、人見と申します。 

○事務局 人見と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 次に、清水にかわりまして、教育人事企画課から異動してまいりました、小林

でございます。 

○事務局 小林と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 はい。そのほかは、これまでのメンバーということでございます。 

 なお、本日は、社会福祉協議会のボランティアセンター所長の黒澤さん。それからすぎ

なみ協働プラザから味香さんと阿波さん。区からは、企画課企画調整担当係長、協働の担

当をしております刀祢平係長。 

○企画調整担当係長 刀祢平と申します。昨年に引き続きよろしくお願いいたします。 

○事務局 こういったメンバーがオブザーバーとして同席しておりますので、ご了承くだ

さい。 

 それでは、次第の３で、お手元にお配りしております資料の確認をさせていただきます。

まず資料１は、平成２８年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業一覧となっております。 

 それから、資料２、杉並区協働提案制度進捗状況です。資料はすべてＡ４判です。 

 次が資料３、２９年度のＮＰＯ活動資金助成の申請状況及び審査内容。こちらはホチキ

ス止めになっております。 

 それから、資料４、平成２９年度杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会助成審査部会の総評。 

 資料５、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の第８期のスケジュールでございます。 

 そして、参考資料としまして６点添付してございます。ＮＰＯ活動資金助成事業の２８

年度版のリーフレットと杉並区協働提案の募集案内です。それから、ＮＰＯ支援基金リー

フレット。すぎなみ地域大学２９年度の講座案内。すぎなみ協働プラザ広報誌の「ＣＡＭ

Ｐ（キャンプ）」。それから、ボランティアセンター情報紙の「ボラン・て」と。以上で



第８期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第２回） 

 

 4/26

ございます。それから、一つ資料を加えております。地域活動ガイドブック。これの冊子

も入っております。 

 以上で、過不足ございませんでしょうか。 

 よろしければ、ここからは、福島会長に議事進行をお願いいたします。 

○会長 はい。それでは、ここから、私、福島が進行してまいります。 

 １月の３０日に協議会を開催して以来、５か月たちまして、第２回目ということです。

気分的には１回目という感じがするのですが。ちょっと、年度と協議会が始まる時期がず

れておりまして、年度をまたがっているということでございます。 

 改めまして、本日は、暑い中、皆さんにお越しいただきまして、ありがとうございます。

これから、既に助成部会の委員の方にはかなりもう汗をかいていただいて、さらに今日も

暑い中来ていただいているということで、非常にご苦労をおかけしますが、どうぞよろし

くお願いします。 

 また、協働推進部会の皆様にも、後でまた出てくると思いますが、夏の暑いさなかにお

集まりいただくことになるかと思います。着々と少しずつ進めていきたいと思いますので、

どうぞ、今日も忌憚のないご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 それでは、次第に沿って進行してまいりますが、まず、次第の５、報告でございます。 

 まず、（１）のところですが、「平成２８年度ＮＰＯ活動資金助成事業について」とい

うことで、事務局からご説明をいただければと思います。 

○事務局 はい。それでは、地域課長の堀川からご説明させていただきます。 

資料１、横書きの表になっております。こちらをご覧ください。 

 去る４月２６日、平成２８年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成を受けた５団体によりますプ

レゼンテーションによる事業実施報告会を行いました。詳しくは杉並区ＮＰＯ活動資金助

成事業のリーフレットを開いていただきますと、この５団体の活動内容を記載しておりま

すので、中身をご覧いただきたいと思います。 

こちらに記載の５団体、活動促進事業に３団体、協働事業に２団体ということで、助成

審査部会の委員の中には、直接参加され、いろいろ意見を発表された委員もいらっしゃい

ました。プレゼンテーション後の質疑も、そういったこともありましたので、なかなか生

き生きと活発に意見が取り交わされまして、各団体の工夫や努力、そういったものが十分

に伝わってきたと思っております。 
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 そんな中、残念だったのが、２番目のストレス対処法研究所です。「子供の不登校に悩

む親の支援」という、なかなか難しい課題かと思いますが、こちらの団体は、グループデ

ィスカッションを予定しておりました。ところが、なかなか人が集まらなかったというこ

ともありまして、結局個別面談という形になってしまいまして、想定した事業が実施でき

なかったということで、実績がなかったというところもございまして、助成額を減額する

という結果になったというものです。 

 こちらにつきましては、後ほど委員の皆様、助成部会の皆様からいろいろご意見がある

と思いますので、補足をお願いしたいと存じます。 

 続きまして、協働提案制度の進捗状況につきましてご報告を申し上げます。資料２をご

覧ください。 

 この資料２ですが、「１．平成２９年度協働提案実施事業」でございますが、２８年度

からの継続事業である２事業、２７年度からの継続事業である３事業の計５事業を実施す

るということでございます。 

 詳しくは、裏面にそれぞれの事業につきまして、簡単な内容、役割分担等を記載してお

りますので、ご覧ください。 

 ２９年度の協働提案制度に基づく新たな新規事業ですが、こちらは、だいぶ毛利課長が

頑張って、前倒しで１月３０日に職員向けの説明会を開催しましたが、２件の相談があっ

たものの、相談段階で不調となってしまい、結局、昨年度もゼロ件でしたが、今年度も行

政テーマ設定型につきましては、残念ながらゼロ件という結果となっております。 

 一方の区民自由提案型につきましては、広報やリーフレットによる募集ＰＲ、加えまし

て、協働プラザがかなり頑張ってくださいまして、いろいろな団体と顔がつながって、そ

ういう努力をしてくださった結果、こちらの「２．区民自由提案型」に記載しております、

「高齢者住まいアドバイザー」、「ビーシーアンドミー」の二つの団体と、現在、継続相

談中ということでございます。 

 これまで５年間協働提案事業を進めてまいりましたが、区民自由提案型は１件も成立し

たことがございません。ぜひとも成立してほしいと願っているところでございます。 

 最後に「３．今後の予定」をご覧ください。５年目となった当制度でございますが、２

年連続で成立しなかったという事実は、避けて通れない、直視せざるを得ない状況でござ

います。 

 これまでのことにつきまして、評価・検証を行い、今後、制度をどのように改善してい
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けば良いかにつきまして、協議会の皆様とも意見交換をしながら検討してまいりたいと考

えているところでございます。 

 以上、資料２までのところでご意見をお願いいたします。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、今、平成28年度のＮＰＯ活動資金助成事業について、事務局からご説明があ

りましたが、助成部会の委員の方から、順に補足や感想を述べていただければと思います。 

○会長 それでは、大島委員、お願いできますでしょうか。 

○委員 はい。僕の観点からご報告させていただきますと、５事業のうち、ストレス対処

法研究所以外は、おおむね感触としてはすごく成功しているのではないかと思っています。 

 問題はそのストレス対処法研究所で、やはり、たてつけが複雑過ぎて、ちょっと人が集

まらなかったという部分があったと思います。逆に昨年の事業がうまくいったところから、

今年も応募されていましたが、２回目も良いのかというところは課題になっているという

状況を共有しておきます。 

 基本的には、去年はよく成功したのではないかと思っております。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ストレス対処法研究所以外は、概ねうまくいっているということですね。 

○委員 はい。 

○会長 はい。わかりました。 

 それでは、次に、三原委員、お願いします。 

○委員 一応、この５つのうち、体験できたオペラ普及団体と図書館サービスフロンティ

アについては、お話を聞いているのと実際に参加したのでは、かなり現場での盛り上がり

を体感できたので、参加して良かったと思いました。 

 ストレス対処法研究所は、多分、助成金審査の際にも、なかなかこういうテーマだと難

しいのではないかなと思っていて、やはりそうだったなと思いました。もう少し厳しく審

査したほうが良かったと、ちょっと思いました。こういう展開になって、ちょっと納得が

いったというか、仕方ないなというところでした。 

 残り２つの協働事業もとても充実した内容だったので、良かったと思いました。 

○会長 わかりました。そうすると、やはりストレス対処法研究所は、想定の範囲内とい

うことですね。 
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○委員 そうですね。グループは無理だったのではないかなとその時思ったのに、結果や

はりそうだったなと思った時に、もう少し厳しく審査したほうが良かったかなと、ちょっ

と後悔が残りました。 

○会長 わかりました。 

 それでは、次に、低引委員、お願いいたします。 

○委員 はい。報告を伺って、どれもすごくすばらしい活動でして、これが本当に広がっ

ていけば良いなと。これにお金が使われるというのは、本当にいい助成のあり方といいま

すか、区として寄附が集まったものをお渡しするのに、すごくいい内容だなというふうに

思いました。 

 特に、ミャゴラトーリとてんぐるまは、事前に、集客の場面から少しお話も伺っていた

りしていたのですが、当日は予定していたよりも非常に集客もうまくいっていたというと

ころは、私が知る限りで言うと、しっかり、ご自身の周知の仕方もそうですけれども、協

働プラザや区報であったり、そういった支援基金のリソースを使うからこそ集客がうまく

いくという場面があったように、ちょっと思っておりまして、そこは、お金をお渡しする

ということ以上に、この支援基金が、うまく団体の活動につながる要素があるのではない

かなと思います。 

 ストレス対処法研究所も、実は助成の審査委員になる前に、つながりがあって、話も伺

っていたのですが、やはり、その集客といいますか、枠組みや事業を実施するためのネッ

トワークを作れていないというところが、大きな課題としておっしゃっていたところがや

はりクリアできずに、活動がうまくいかなかったというところは、どういう形のサポート

があればそれがうまくいったのか、少なくともこういった助成の形ではうまくいかなかっ

たということなのかなというように思いまして、報告を伺いながら考えておりました。 

○会長 助成金をやはりうまく使っているところとうまく使っていないところに随分差が

出たという感じですね。 

 それでは、大澤委員、よろしいですか。 

○委員 はい。私が思うには、それぞれ活動していて良いと思うのですが、杉並区全員が

対象となると、やはりどういう周知をして、人を集めるかということで、仲間内だけの仲

よし会みたいなところがあったのでは、ちょっと不公平かなと思いますので、集客の問題

ですね。それをどうしたらうまくいくのかなというようなところに疑問を持ちました。 

○会長 はい。ありがとうございました。 
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 周知、集客の問題というのは大きな問題であるということで。周知を行っていないと、

集客も当然いかないわけですので。 

○委員 そうですよね。 

○会長 今、いろんなことが世間で行われていますので、なかなか、情報に流されてしま

って情報が届いていないという、逆の現象が世の中起こっていまして、私の勤務する大学

でも、いろんなことをやり過ぎて、学生がほとんど知らないということがよく起こります。 

 ですから、同じようなことが、特に、杉並区内でいろんなことが起こっていますので、

なかなか、こんなことをやっているということを皆さんご存じないということが、想定さ

れるところだと思います。 

 それでは、最後、まとめとして、松田部会長にまとめと感想をお願いできればと思いま

す。 

○部会長 はい。委員の方々がおっしゃってくださったとおりなので、そのままというと

ころではありますが、委員の方々がおっしゃっていたように、ちょっとストレス対処法研

究所は、十分な成果を出せなかったのは残念だったのですが、ほかに関しては、本当にと

てもしっかり実施されていると思いましたし、あと、５分という短いプレゼンテーション

の中で、本当に上手に伝わるように発表してくださって、自分の学会発表もこういうふう

に行わなければいけないのだと思って反省しました。 

 あと、意識したところは、何人かの方もおっしゃっておりましたが、ストレス対処法研

究所に関して感じたことは、この資金助成というのが、そもそも前提として、プロジェク

トがしっかりしているという前提がなければ機能しないということは、実感として感じま

した。多分ニーズや狙いというのはそんなに外れてはいなかったと思いますが、そこで、

お金をというだけではないサポートというのは、やはり、なくてはならないということは

感じました。 

 あとは、幾つかの団体は今年度も応募されているということが事前にわかっていました

ので、それが今年度、どのように展開されていくのかということも意識しながら、プレゼ

ンを聞いておりました。 

 集客云々というのは、やはり大事だと思うのと同時に、今、まさに大澤委員もおっしゃ

っていましたけど、集客が結果的に一部の人間だけが喜ぶような事業というのでは、余り

区の事業としては望ましくないだろうということも感じて、集客数、一部の集客がどれだ

け外部に波及するかということがＮＰＯの活動として大切だろうと思っておりますので、
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その辺も意識しながら伺ったのですが、基本的に今回の団体は、その点も含めて、とても

良かったのかなと感じております。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 今、報告がありまして、補足それから感想がございましたけども、協働推進部会の委員

の方で何かお聞きしたいことがあれば、ご質問をいただければと思います。 

 ありますか、松本委員。 

○委員 大丈夫です。ありがとうございました。 

○会長 大丈夫ですか。はい。 

○委員 じゃあ、１点。 

○会長 はい。どうぞ。 

○委員 ストレス対処法研究所ですけれど、人が集まらなかったというのはわかりますが、

この事業自体は、もともとこの団体が行っていないことを実施しようとしたのか、もとも

と実施していた事業であったのか。全く新しいことにチャレンジしようとしていたのか、

これまで実施してきた事業から波及して人が集められないのかというところがちょっと気

になりました。おそらくニーズはあると思う。 

○会長 はい。そのような感じがしますね。 

○委員 今、学校を取り巻く、学校だけではなくて、学校支援本部など、そういうコミュ

ニティが結構あると思うので、いないわけではないのですが、多分そこに、さっきから言

っている広報と言いますか、周知がされていないというところがちょっと気になりますね。 

○会長 そうですね。 

 これは、事務局のほうからでいいですか。 

○事務局 手元の資料によりますと、ストレス対処法研究所という名前でＮＰＯに切りか

えたのは２７年です。平成１７年から活動をされていて、精神疾患の個人カウンセリング

であるとか、発達障害の方へのアセスメント、家族療法、精神科医師によるサイコドラマ

などというような不登校生徒への対応も行っておりますし、かなり、精神的な、何か課題

を抱えている方への対応というのをずっと行っているようです。 

○委員 その受益者になる方々というのは、ご自身が精神疾患お持ちの方のカウンセリン

グをもともとやっていらっしゃるのですが、今回は、その親御さんを対象にして、グルー

プのカウンセリング事業をやると。それを治験化して冊子をつくるということが、今回の
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事業だったそうですけれども、親御さんをネットワークして集めてくるということが全く

うまくいかなかったということですよね。 

○委員 社会教育センターの事業で、例えばひきこもりとか、そこの親の講座とかをやっ

ているのですが、平日に行くと、そこに多くの人が来ていました。ひきこもりの親といっ

たら、ひきこもっているのが実は子供じゃなくて、もう３０代、４０代です。その親で、

５０、６０代の人が意外に来ていてびっくりしました。すごい悩みを抱えていて、まさに

そういうカウンセラーのような人が来たら、お互いに情報共有をする。やり方の問題はあ

ると思いますが。 

○委員 不登校の親御さんがつながりたいという前提はあるのすかね。そこで、どうもつ

まずいていた感じで。そもそも、悩みの支援ということですけれども、場を設定して、不

登校の親御さんが集まるという設定だったので、そこが、僕もよくわからないです。そう

いう悩みを抱えている人って、自分からカミングアウトして、そういうところに行くのか

という。それはよくわからないので、前例があるのであれば、別の原因があると思う。 

○委員 私も、昨年、助成部会のほうで、このお話をよく伺っていましたけど、確かに何

となく、そういう場があるのであれば、そういうところに行くとか、でなければ、お話を

聞く限りは、電話番号を例えばサイトに載せているけど、かかってこなかったというのは、

まず、それを見るというところが一つ目のステップで、それを見てかけるというところが

二つ目のステップでと、結構、ハードルが幾つもある。 

○委員 カミングアウトというとどうかとは思いますが、近所には知られたくないけど、

誰かに悩みは共有したいというような、複雑な状況だと。 

○委員 今言ったように、とりあえず二つハードルがあるので、そこを超えさせてもらう

のは大変ですよね。 

○委員 本当に、今、フリースクールとか別のところでかかわったりしている部分もある

し、そういうフリースクールの保護者の方などは、もしかしたら既にその学校の中でネッ

トワークがあるのかと。ただ、そういうところに行こうと検討している方に、何かうまく

アクセスするような仕組みを作らないとなかなか。まず、そのニーズがある方がそれを見

るかという一歩目だけでも結構大きなことかなというのは、去年のプレゼンを伺っていて、

ちょっと思いました。 

○会長 恐らく悩みを共有したいというのはあって、どういうふうに解決したらいいのか

というのは、多分、障害児をお持ちの親でも、保護者の方でも、そういうネットワークを
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結構求めている方とか、実際ネットワークを作っているということもありまして、これは

子供の不登校についても同じく多分悩みを共有したいというのは、恐らくあるのでしょう

ね。 

 それに対して、そのネットワークに入っている人は、多分それでうまくアクセスすれば

拾えるのかなと思う。ただ、そのネットワークから漏れている人をどうするのかというこ

と。でも、多分その第一段階として、そのネットワークの中に入り込んでいなかったとい

うのが、ひょっとしたら集客できなかったという原因なのかなと推測されます。ちょっと

そこのところは、今後工夫が必要なのかなというところだと思います。 

 ただ、非常に世間的には必要な事業ですので、これが杉並区でうまくいくといいなとい

うのが、私の感想です。 

 ほかにどうでしょうか。よろしいでしょうか。 

○委員 今、小学校でありますよね、特別支援学級というものですか。何校か集まって、

それを１カ所に集めて、それで特別という言葉がちょっときつ過ぎるので、教育支援とい

うような感じでできていますよね。私、桃五小ですけれども、桃五小も今それをやってい

ます。もう来年あたりから活動するのかな。今、会議をやっていますが。 

 ストレス対処法研究所だけではなくて、いろんな障害があるのだと思います。いろんな

種類が。だから、その足りないところを補おうということでやっていますね。 

○会長 そうですね。はい。ということで、もう少しちょっと工夫をしていただけたらな

というところでしょうか。 

 ほかによろしいでしょうかね。 

（ なし ） 

○会長 はい。 

 それでは、報告のほうはこれぐらいにいたしまして、次は議事に入っていきたいと思い

ます。 

 議事のほうですが、こちらも資料がございますので、この資料３に従いまして、平成２

９年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成の審査についてということで、事務局から説明をお願い

いたします。 

○事務局 はい。資料３に基づきましてご説明させていただきます。 

 資料３「１申請状況」ですけれども、説明会を４月５日に行いました。募集期間は５日

から２２日までを期間といたしまして、長い期間ではございませんが、申請の受付はすぎ
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なみ協働プラザで行っていただいています。 

 申請団体数は、１４団体。説明会自体もかなり多くの方が見えているという印象を受け

ました。 

 申請の総額は、区で２５０万という設定をしていたにもかかわらず、４４５万６，００

０円となり、積極的に募集に応じてくださったという感じです。 

 昨年と比べますと、昨年は先ほどの５団体で助成総額１５４万５，０００円ですから、

随分関心を持ってくださったと思っていますが、これは協働プラザの頑張りもあるという

ふうに思っております。 

 資料の下段に申請団体の一覧がございます。こちらの活動促進事業には９団体、協働事

業に４団体、若者支援が１団体ということでございました。 

 「２助成審査」の方法でございますけど、裏面をご覧ください。 

 ５月１２日に、事前に委員にお配りしました書類を審査していただきまして、その審査

をもとに、活発に審議をしていただきまして、二次審査に進む団体を１０団体ということ

にいたしました。 

 ５月２９日の公開プレゼンテーションと質疑応答を経まして、「３審査基準」の表中に

ございますけれども、審査基準に照らして、助成対象事業の選定と助成金額の決定をいた

しました。 

 次のページをご覧ください。「４審査結果」がございます。審査結果につきましては、

全部説明しますとかなりのものになってしまいますので、ポイントのみご説明したいと思

います。 

 「一期の会」ですが、内容を見ていきますと、事業内容は移動サービスです。移送サー

ビスですけれども、やはりまだ立ち上げたばかりで実績がないという面。それから、やは

り運転をして人を乗せるということは、人の命を預かるという、非常に重要な仕事になり

ます。その辺の経験・実績というのは、こういう仕事については、ちょっと見たいという

ようなご意見があり、まずは実績を作っていただいて、次年度以降に期するという結論に

なりまして、今年度は不適当と判断いたしました。 

 次の「グローイング ピープルズ ウィル」。こちらは、事業計画の狙いやニーズは、非

常におもしろい、評価できるというご意見が多かったのですが、事業の中で、株やＦＸの

取引の知識などを習得するという事業が計画されておりました。 

 そういうものを当然計画されているということは、それを実践しようとする方が、当然



第８期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第２回） 

 

 13/26

出てくるということです。株などはギャンブル的な要素もございますし、助成ブランドと

して、ちょっとリスクがあるのではないかなというご意見もございました。 

 やはり、知識や危険性を伝えるような内容であれば良いが、そういうふうには読み取れ

ない面がございましたので、投資を進めるような可能性が読み取れるという事業に区の助

成をするというのは、適当ではないという判断をいたしました。 

 ３番目の「子ども理科教育振興会」につきましては、若干金額は落として、３０万の申

請に対して２２万５，０００円となっております。資金確保の部分で、団体の自助努力と

いう点が少し欠けているというところと事業の継続性についても期待できないという部分

があって、若干、減点査定させていただきました。 

 講師は教育の経験者であれば可ということであったのですが、講師養成というのもなか

なか大変だということ。それから、関係団体とさまざま連携していただいて、これから発

展していける内容であろうというところに期待をして、助成するという結論に至ったとい

うことでございます。 

 次の「さくら」ですけれども、こちらも内容は決して悪くない。被災地支援という目標

もいいと思います。ただ、単発で終了するような、イベント的内容だったというご意見、

それから、自己資金も申請額に対して１割というのは、持続性・継続性の面からど認めら

れないというご意見もございました。 

 それから一番は、事業対象が気仙沼の市民だということ。杉並との関係があるのかとい

う部分の理屈づけがなかなか難しい。杉並の助成金としての縛りというのは必要ですから、

こちらは不適当と判断させていただきました。 

 次の「障害者就労支援センターのどんまい福祉工房」。こちらは満額助成といたしまし

た。自己資金の調達能力は認められますし、継続性もございます。昨年実施した事業を発

展していくという方向性が見えましたので、評価をされております。 

 次に「森林浴音楽会」です。こちらは、事業テーマや内容、情報の発信力等は非常に評

価できるというご意見があった。一方で自己資金がゼロ。そうなると、継続性が疑問であ

る。それから、やはり資金調達の自己努力というのは必要だというご意見がありまして、

今回は不適当という判断をいたしました。 

 それから、「ストレス対処法研究所」です。先ほど来、話題に上っておりましたけれど

も、内容は非常に良いものであるのに、相談件数が少なくて、事業内容を変更したという

ものでございましたけれども、結局、グループカウンセリングを試行したけれど、集まら
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なかったので個別相談へ転換をされましたけれども、やはり、昨年のさまざま課題、今日

も皆様からいろいろご意見が出されましたが、そういった課題が解決されていない、対応

策が見出せていないままに今回、助成の申請をされてきていますので、多少、内容を工夫

していただきたいというところもあって、今回は不適当と判断させていただきました。 

 それから、「たすけあいワーカーズさざんか」です。こちらは満額助成となりました。 

こちらにつきましては、地域とのつながり、ゆうゆう館事業とのつながり、そういった

ことをうまく活用した事業内容である。自己資金の調達もしっかりされていて、継続性・

発展性にも期待が持てる部分が評価できるところでございました。 

 次に、「日本失語症協議会」です。こちらは、ちょっと減額をしております。これは、

地域とのつながりや効果に期待が持てる、昨年実施した事業を発展させているという面で、

良い内容だと判断し助成対象となりました。 

 ただ、収支の中で、使い道が不明確な部分があったり、謝礼については、本来自己資金

から支出すべきという点がありましたので、その部分を減点させていただいたというとこ

ろで、調整をいたしました。 

 それから、「ＴＦＦ」です。こちらも大きく減額されております。事業内容、南相馬市

と杉並区との交流、自己資金の調達、周知、そういった点では非常に評価ができます。 

ただ、地域の課題という部分が少し不明確ということがございました。ある程度、先ほど

も委員からも意見がございましたが、対象が限定されてしまう、興味がある人は集まるよ

うな内容で、外部に広がりが持てないという部分で少し弱かったため減点査定となりまし

た。 

 それから、「てんぐるま」です。５０万の要求に対して３０万ということで、大幅に減

額となりました。こちらは、事業内容は昨年とほぼ同じ。今年は和太鼓体験など新しいも

のも追加されてはおります。ただ、２年連続同額での申請ということで、昨年の事業を踏

まえて、改善や工夫した部分が明確であれば良かったのですが、昨年と余り変わらないと

いうところで、減額での対応となりました。 

 それから、「まちの塾freebee」です。こちらもだいぶ減額しております。４４万４，

０００円が３３万３，０００円。こちらは防災教育の必要性という観点から助成対象事業

と判断いたしました。しかしながら、区でも中学生レスキュー隊という事業を実施してお

ります。中学生レスキューとの違いについてプレゼンテーションの時に質問がありました

が、あまり明快な回答がありませんでした。 
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 団体の事業に参加している子供たちに、自信が持たせたいという意気込みは伝わってき

ましたが、教育委員会が実施している事業とうまく連携する必要があるのではないかとい

うご意見がございました。 

 それから、「むさしの児童文化協会」ですが、こちらも５０万を３０万に査定しており

ます。こちらは２８年度の助成事業対象団体です。４月２６日（水）開催の事業報告会に

おいても、とても生き生きと元気な報告を伺うことができました。今年度はさらに事業を

拡充するため、消耗品等の購入費用のために少し増額申請をした内容となっております。

こちらもやはり、改善点や工夫した部分が明確ではなかった。２年連続同内容のため、開

拓的でないということから減額査定をしたものです。 

 最後、「COSMO FEST」です。こちらは満額助成しております。構成員の半分以上が４０

歳未満の若い人たちから構成される団体からの申請でございました。 

 昨年度は若者活動事業の申請はありませんでした。自己資金調達や広報力がございます

し、既に事業も実施している。助成金を活用して、さらに内容の充実を図るということを

かなり熱く語られておりました。発展性・継続性も見込めるという点から、満額助成と判

断いたしました。 

 事務局からは以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、事務局から説明がございましたけども、委員の皆さんから補足、それから審

査をした感想などをいただければと思います。 

 それでは、低引委員からお願いします。 

○委員 事務局から説明していただいたとおりです。この後、今後の課題と整理というと

ころでありますが、非常に審査に悩んだ。これだけの件数、金額に対してどういう形で選

抜したら良いのかという部分はすごく悩みました。 

 その中で、明確になった部分、例えば生命・財産に関わる内容については、よほど信

頼・実績がないと難しいという点。それから新規性。昨年度と同様のまま増額するという

ものは、ここで求められているものではないということ。価値観の部分で見えてきたもの

がありましたので、今回は非常に良い機会だった。 

 それから、申請総額４４０万ということで、いろんなＮＰＯが助成をいただきたいとい

うことを言っているという状況に対して、どういう形で応えていくかということについて

は、今後も皆さんのご意見をいただきながら、検討できたらと思っております。 
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○会長 はい。ありがとうございました。 

 それでは、次は、三原委員、お願いできますでしょうか。 

○委員 今回、１４件という応募件数、審査対象になるところからスタートしました。や

はり、どういう立ち位置で審査したら良いのかということは、非常に悩みました。一次審

査の時に、いろんな意見が出た中で、一次審査通過の基準をどうするのか、実際に一次審

査を通過して、二次審査でプレゼンテーションを聞いた時に、思った以上に不安に思った

ことなど、この機会を経て審査できたというところは良かったと思う。 

 今回は、通過も厳しいけど、金額も厳しいという中での審査であったので、どこまでの

裁量があるのかというところは悩みながら審査をしました。ただ、本来これだけの応募が

あるべきなのかもしれないので、今回、審査に関していろんな経験をさせていただいたの

は良かったと思いました。 

○会長 はい。ありがとうございます。 

 それでは、大島委員はどうですか。 

○委員 はい。同じことの繰り返しになりますが、審査自体も委員の皆さんで頑張ったと

いう感じですけれども、その前に、今回１４団体申請があったという点は大きな成果だと

思います。申請総額が４４５万６，０００円。これがさらに増えるか、その件数、金額程

度で盛り上がっていければなと思っております。 

 以上になります。 

○会長 はい。 

 それでは、大澤委員ございますか。 

○委員 はい。いつも見方が違うような感じもするのですが、ＮＰＯはボランティア精神

がないと難しいと思います。町会もラジオ体操も全国組織ですが、全てボランティアで行

っています。ほんのわずかの会費で賄っています。私からすると、ＮＰＯは本当にいい処

遇を受けていると思います。 

また、しっかり活動をしていただければ結構ですが、この助成金をきちっと有効に使っ

ていただくということが大切だと思います。ＮＰＯは、書類を作って申請すればすべて助

成されるものだとおっしゃる方もいるので、本当に実施しているのかなど、しっかり確認

をする必要があると思います。 

 すみません、以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 
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 皆さんのご意見を聞いていますと、昨年が５団体。今年は１４団体ということで、３倍

近くの団体から申請があったというのは、非常に大きな成果だろうということでございま

す。 

杉並ＮＰＯ活動助成事業が区内ＮＰＯに認知され、そしてこの事業を活用して、地域の

課題を解決していこうという現れだろうということでございます。当然、その団体が増え

れば増えるほど、事業の質も上がっていくということも考えられますし、課題がはっきり

してくるということも考えられますので、非常に、大きな成果だっただろうというふうに、

話を聞いていて思いました。 

 それでは、松田部会長から、まとめと感想をお願いできればと思います。 

○部会長 はい。助成部会としての総評を書かせていただきました。基本的には、課長が

おっしゃったこと、委員の方々がおっしゃったことがまさに含まれているようなものにな

っております。 

 今回は多くの団体が申請をしてくれて、本当に今回の募集に当たっては、いろいろ働き

かけをしてくださったおかげかと思っております。ただ、申請件数が多くても、金額が予

算を超えていなかったら特に問題はなかったのですが、金額が大幅に超えているというこ

とになって、実際、審査の手順から議論になり、審査基準はありますが、その基準が抽象

的な部分もあって、そこをどう解釈して審査するかというところで、かなり苦労いたしま

した。 

総評に記載しているとおりですが、地域性や区が助成するという意味で適切かどうかと

いうことを、一次の審査の段階では強く見ていった感じです。 

 二次審査に関しては、今度はお金を削るという審査もあったので、予算費目を細かく見

てまいりました。それから、改めて事業内容というものが、地域にとってどういう意味が

あるのか、また、複数年度にわたって申請された事業に関しては、自立化の可能性をどこ

まで考えているのか、という部分を含めて審査をいたしました。 

 今回の審査を経て感じたのは、多くの申請があるということが非常に望ましいことです

が、その一方で審査の基準が余りにも曖昧だと、審査する時のメンバーによって判断が異

なるというのも適当でない。かといって、審査の基準が明確過ぎると、ＮＰＯならではの

自由な活動というものを押さえつけることにもなる。これらについては、今後どういう審

査の形が良いのかを、基準や審査体制なども含めて検討する必要があるのかなと思いまし

た。 
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 それから、先ほどほかの委員の方々もおっしゃっていましたけど、今後ますますＮＰＯ

活動への助成が活発化していくためには、実際にどうして事業がうまくいかなかったのか

ということもある程度フィードバックすることが、よりよい活動にもつながるのではない

かと感じております。また、助成事業終了後には、どのように活動がなされていったかと

いうことを、継続して見ていく必要もあるのかなと思っています。 

また、そういったことを経ることによって、やみくもな金額の設定というのも無くなっ

ていくということもある。今回が一つの、いい意味での分水嶺になって、よりよい活動や

助成という形に向かっていくことができたらいいかなと感じております。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 助成部会長の総評を受けまして、何か協働推進部会の委員の皆さんからご質問等がござ

いますでしょうか。あるいは、ほかの、助成審査部会の皆さんから、何かご意見、つけ足

しなどあれば、いただければと思いますが、ございますか。 

はい。じゃあ、松本委員お願いします。 

○委員 はい。本当に皆さんおっしゃるように、今までは、申請団体のすべてが審査を通

過してきたと思うのですが、限度額に対してこれだけ多くの申請があったということは、

内容を見て選ばなければいけないということが、団体の中身の部分や今後申請される団体

の事業内容の充実につながると思う。 

やはり杉並区ＮＰＯ活動資金助成を申請できるということを知らない団体が結構多いと

いうことは、これまで関わらせていただいてから割と感じていたことでしたので、それが

今回、このように申請数の増や金額にあらわれてきたということは、とても良いことだな

と思います。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほか、いかがでしょう。 

○委員 私は、二つ、課題があると思っています。一つは、ＮＰＯ側のニーズはあるけれ

ども、寄附が全く集まっていないということ。区民や区民でない方でも寄附はできるわけ

ですが。ふるさと納税の仕組みを使うだとか。寄附の集まりが全く悪い、今の状況ですと、

ＮＰＯが活動するために寄附が必要だということが、区民にしっかり伝わっていないとい

うことが非常に重要な課題だなと思っています。 

 これは二つ目につながるのですが、私はハタチ基金という、東北の子供たちを２０年間
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支援し続けるという、助成の公益社団の事務局をしているものですから、お金を集めて助

成する側のネットワークといいますか、話をした時に、応募団体がたくさんあり過ぎると

いうこと、もともとの枠よりも多くの申請があるということ。これは逆に的を絞れていな

い助成の枠組みだという話をしています。 

つまり、これだけ申請が多いというのは、受け皿が大き過ぎてしまって、何でも申請で

きる、何でも通る。どんな種類でも通るというのが、逆に絞れていないですし、それが逆

に寄附者の方々にも伝わらないということ。 

寄附が何に対して使われているかということが絞られていないという印象になるという

こともありますので、もう少し絞る。その絞る材料というのは今回の審査の中でもすごく

出てきていたと思いますので、もう少しテーマを絞って、これに使われて、区民に関して

こういう形で良くなるということも、少しシャープにしていって、助成を受けたいという

団体も絞っていく。区民の方々にも、何に使われているということもしっかり訴求してい

く。 

これを同時に実現していくということが重要だと思います。助成部会の中だけではなか

なか解決できないところがあると思いますので、そういったことを今後も、その次の議題

にあると思いますけれども、いろんな機会を通じて、様々な方と検討していけたら良いの

ではないかと思っています。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 二つほど課題が提示されたと思いますが、まず一つ目は、やはり成果ですよね。この助

成をした成果がうまく区民に伝わっていないというご指摘でした。それゆえ寄附が集まら

ないというご指摘で、成果をどう区民にうまく伝えていくのかというのは、大きな課題だ

ろうということです。 

 その面も含めてＮＰＯが、ただ活動するだけじゃなくて、区民にその辺のＰＲですね、

その辺も含めて、うまく伝わっていけば、寄附が集まっていくだろうというご指摘だった

と思いますが、なかなか日本にまだ寄附文化というのが十分定着していないという問題も

ありまして、非常に難しい問題ですが、この成果をやはり区民にどんどん伝えていくとい

うのは、非常に重要な指摘だったと思いました。 

 それから、第２点目ですが、これはだいぶ団体が集まってきたので、次の段階の課題を

示していただいたということかと思います。集まってくれば、今度はさらにこの目的を明

確化して団体を絞り込んでいくということも、一つの課題としてあるということでしたの
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で、この課題もまた皆さんとご相談して考えていきたい課題だと思いました。 

 それでは、ほかに何か。 

○委員 １個だけ、聞いてもよろしいですか。 

○会長 はい。お願いします。 

○委員 この助成制度は、何回、１団体が去年、今年と２年連続で申請しているところも

あるかと思いますが、何回以上は申請できないなど、決まりはあるのでしょうか。 

○会長 これはないですよね。 

○事務局 明記はしておりません。 

○委員 それは時々思っていて、この助成金を使って、自己資金も使って、ステップアッ

プして、その次の段階で、ある程度自己資金で発展していくというための過程として、こ

の助成金があると思います。 

○会長 そうですね。はい。 

○委員 いつも見るような団体が見受けられましたので、２回までなど、決めても良いの

ではないかということは思いました。あくまで感想ですけれども。 

○会長 それも、恐らく数が集まらなかったというところが大きな原因で、それを設定し

ちゃうと、多分ほとんど助成額を下回ってしまう。総額を下回ってしまうというような理

由があったからだと思うので、そういう意味では、今回みたいにこうやって集まってくる

と、それも次の課題として設定ができるのではないかと思います。はい。ありがとうござ

います。 

 あとはどうでしょうか。お気づきの点があれば。お願いします。 

○委員 今の話に近いですが、もっとも枠組みを見て、これからの話ですが、例えば若者

活動やチャレンジ枠のような、地域大学卒業生からの申請が２年連続ありませんでした。

おそらく４０歳未満の団体で、対象になるそもそもの団体が少ないと思います。そうした

ら、COSMO FESTさんも申請していますし、以前にダンスをするところなど限られてしまい

ます。そもそも、そこの枠に応募する団体があるのかということになると、やはり仕組み

も考えなければならばいというところがあります。 

○会長 そうですね、なかなか若者が応募してこないとか、やはりそういうのも一つの考

え方かなと思います。審議会でもそうですが、若い人の意見が入るということは非常に重

要なので、そういう区分の設定の仕方もありかなというふうに、今お話を聞いて思いまし

た。今後の地域社会を支えていく上で、そういう団体が育っていくというのは一つの考え
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方かなと思いますので、それも一つの論理かなと思います。はい。ありがとうございまし

た。 

 ほかはどうでしょうか。どうぞ、大島委員。 

○委員 低引委員のおっしゃるとおりで、今おっしゃられた意見は、インプットとアウト

プットを集めて、それを出していくという循環の話だと思います。その真ん中のプロセス

が確かに複雑というか、重厚過ぎるというのはあるので、もう少し軽くして、そのリソー

スを集めるほうと成果を伝えるほうに回せるようになるといい感じだと思います。 

 一方で、区としてのエビデンスの担保ということも重要な仕事なので、そこの兼ね合い

は難しいとは思います。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。そうですね。エビデンスをどうしても出さない

と、今は厳しい社会ですので、そことの兼ね合いをどうするかというところが非常に重要

かと思います。 

○会長 はい。あとはいかがでしょうか。 

○委員 ちょっと全体的なことで言うと、ＮＰＯ支援基金なので、対象はＮＰＯ法人とい

うことになると思いますが、ＮＰＯ以外の団体がイベントを実施したいと思っている場合

に、団体からの提案を、すぎなみ協働プラザだけではなく、教育関係だったら次世代育成

基金を活用するようにアドバイスしたり、例えば地域課でいえば、地域区民センター協議

会の講座部というものがあって、その講座部の方とも協働で実施できる可能性もあるので、

ＮＰＯ支援基金という一つの手段だけでなくもう少し大枠で考えたうえで、この資金をど

うするかということを検討しても良いかなと思います。 

○会長 そうですね。手段ですからね。ちょっとその辺を論点の一つに加えたいと思いま

す。 

 あとはよろしいですか。あと、何か言い足りないことがあれば、問題点あるいは感想を

述べておいていただけると、次の、また議論につなげていけます。今後の議論につなげて

いけますので、よろしいでしょうかね。 

 お願いします。 

○事務局 先ほどの報告の中で、協働提案制度の進捗状況のことを少し申し上げたのです

が、最後に今後の予定というところで、評価・検証したいということを記載してございま

す。 

 先ほど多田委員がおっしゃった、基金の使い方についても、もう少し柔軟に、あまり柔
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軟すぎても危険はありますが、検討しております。 

 役所の仕事は必ず予算化して、そして翌年度への担保があって、その中で実施するとい

う仕組みですが、この基金というのは、ある意味自由度が高いものなのです。ですから、

例えば今協議中ですが、行政テーマ型であれば、翌年、予算化するところに間に合わせて

調整する。そしてそのお金を使っていくということです。 

それから、自由提案型が例えば調整がうまくいき成立したとしても、予算が間に合わな

いわけです。そうすると、一体どう進めていくのかというと、今まで自由提案がなかった

ため、余り悩むことはなかったのですが確かにどこからお金を持ってくるのか。補正予算

で30万を補正するということは考えられません。 

 ということで、基金をうまく活用できないのかと考えています。その自由提案制度を使

うときに、やはり団体は資金繰りのことは悩みの種だと思います。何百万も支援してほし

いということではなく、何ら支援がないと良い事業も立ち止まってしまう。ですから何か

支援できる方法はないのか、基金の使い方や基金をどうやって増やしていくかなど、問題

も大きいですが、そのあたりを委員の皆さんと相談させていただきたいと思っております。 

○会長 そうですね。この使い方について、今ご意見もいただきましたので、もう少し自

由な使い方ができれば良いということでございますので、まさにこれは実際にＮＰＯ活動

に関わっていないと意見が言えないところですので、また改めてご意見をいただいて、仕

組みを作っていきたいと思います。 

 そのほかはいかがでしょう、よろしいでしょうか。 

○会長 それではその他でよろしいですか。 

○事務局 それでは、その他を説明してよろしいでしょうか。 

○会長 それでは、その他に移りたいと思います。その他ですが、まず、今後のＮＰＯ等

活動推進協議会の日程ということで、資料５「今後のＮＰＯ等活動推進協議会の日程」を

ご覧いただきまして、事務局からご説明いただきます。 

○事務局 はい。今後の日程について、私から説明をさせていただきます。平成２９年度

の協議会のスケジュールになります。 

 資料の左から協議会全体会、そして真ん中が助成審査部会、右側が協働推進部会という

並びになっております。４月から１０月までしか記載しておりません。未定の部分もござ

いますので本日、改めて調整をさせていただきたいと思います。助成審査部会のこれまで

の活動につきましては、第１回が４月２６日、そして、第２回が５月１２日、第３回が５
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月２９日、この審査を経まして、本日６月９日の協議会ということで、平成２９年度の助

成事業及び助成額の決定の協議をしていただきました。 

 今後についてですが、今ほど話題に上がっておりました、まずは、協働提案制度につい

てです。制度が始まって５年目を迎えるということ、また、先ほどご報告させていただい

ましたが、新規事業の実施がないというところを踏まえまして、評価・検証を行い、新し

い実施方法について、事務局において少し見直しを行ってまいりたいと考えております。  

そして提案制度についての見直し案をたたき台として、協働推進部会に諮って、ご意見

等を伺いたいと思っております。その部会を７月の下旬に予定させていただきたいと思っ

ております。本日、福島協働推進部会長と調整の結果、７月２１日金曜日の夕方に協働推

進部会を開催させていただきたいと思っております。 

○委員 時間は今日の協議会と同じ時間ですか。 

○事務局 ６時３０分からを予定しております。 

○事務局 もしよろしければ、この日程で協働提案制度について、ご提案させていただき

たいと思っております。 

 それから、助成審査部会ですが、やはり今回の審査を踏まえまして、事務局でも委員の

皆さからのご意見を伺いながら、少し改善案を考えまして、今後、助成審査部会を開催し

て、９月の中旬ぐらいまでにはご提示できればと思っております。開催日につきましては、

改めて調整をさせていただきます。 

○委員 自由提案型については、検討するまでの間に、応募したいという団体があれば、

受付はされるということですね。 

○事務局 そういうことです。 

○会長 それでは、協働推進部会は７月２１日金曜日、時間は６時３０分ということでご

ざいます。 

○事務局 助成審査部会についてもなるべく早く、改善案をご提示したいと思います。 

○会長 はい。 

 それから協議会の日程についてお願いします。 

○事務局 協働推進部会においてご審議いただいた内容の協議会への報告については、８

月２日水曜日の夜を予定しております。時間は同じく６時３０分でお願いします。非常に

暑い時期ですが。 

○事務局 急な設定ですので、参加が難しいという方につきましては、メール等でご報告
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させていただいたり、ご意見をお伺いさせていただいたりと考えております。よろしくお

願いいたします。 

○会長 はい。流れとしましては、協働推進部会に見直し案を示して、協働推進部会で審

議する。その後、検討・修正を加えたものを協議会に諮るということでございます。 

多少、期間を空ける必要がございますので、８月２日水曜日の６時３０分からというこ

とでございます。こちらは協議会全体会でございますので、本日ご出席の皆さまにご参加

いただければと思います。よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 はい。それでは、協議会全体会は８月２日水曜日、６時３０分ということで予定

をさせていただきます。 

 日程のほうは以上です。さらにその他ということで、大島委員から報告があるというこ

とでございますので、大島委員お願いいたします。 

（ 資料配付 ） 

○委員 はい。お手元に資料を配らせていただいています。説明しますと、一つの事例の

情報共有です。本日協議会全体会ということで皆さんが集まられており、ちょうど良い機

会ですので、共有させていただきます。 

 私が代表を務めるＮＰＯは、事業型ＮＰＯとして、各自治体の事業に携わらせていただ

いておりますが、今度、鹿児島県奄美市でも事業を展開させていただくことになりました。

その財源がふるさと納税。奄美市のふるさと納税の基金だというところです。私は杉並区

ＮＰＯ等活動推進協議会の委員をさせていただき、助成金を審査する側ですけれども奄美

では事業の当事者として助成をしていただく。助成というか委託事業となっておりますけ

れども、非常に珍しいケースだということで、共有させていただこうと思いました。 

あくまで情報共有・事例紹介ということで、お伝えできればと思った次第です。 

 奄美市も平成２８年度からふるさとチョイスにふるさと納税の件を掲載したら、寄附が

集まるようになって、集まった寄附の使途をどうするかというときに、返礼品も良いが、

やはり奄美市の地域課題の解決に役立てたいということで、奄美市ふるさと応援基金とい

うものを作ったそうです。 

それを庁内になりますけれども、事業の応募をしてくださった母子保健部門の方が私ど

も「きずなメールプロジェクト」の事業を知ってくださって、応募していただいた。複数

応募があったようですが、たまたま私どもの事業について親和性が高いということで採用
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してくださった。このプロセスは杉並でも同じようなことを実際進めておりますし、身近

にあるということをお伝えできればと思って、今日申し上げました。団体のブログにもア

ップしておりますので、もしよかったらまた見てください。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

○委員 ちょっと質問してもいいですか。 

 ふるさと納税のお返しは要らないから寄附してくださいという部分が財源ということで

すか。 

○委員 普通に寄附が集まったものです。 

○委員 返礼品を希望しなかった方の寄附分をプールしているというようなイメージです。 

○委員 そうです。寄附するところのプロセスは、はっきり把握していませんでした。 

○委員 選択した人が、そこにという形でそこがひもづいているかはわからないというこ

とですね。 

○委員 そうですね。ただ、課題は設定されていて、この８項目に指定するようです。 

○委員 ふるさと納税で集めたお金をＮＰＯに助成する、委託事業で渡す、大きく二つの

方法があって、こうやって事業を指定するような形で一旦ふるさと納税を受けて、その事

業に当てはまるＮＰＯに委託をしていくという枠組み、これを通常予算で組んだりとかす

る自治体もあるというのは聞いたことがあります。 

 もう一つは、ＮＰＯを直接指定させるような形、佐賀県が一番顕著ですけれども、そう

いった形のやり方もあって、ふるさと納税を使って、ＮＰＯを助成する、ＮＰＯの活動を

サポートするというのは、今幾つか出てきている。 

 ＮＰＯ支援基金のこの杉並区のパターンは、言ってみれば受け皿で、ふるさと納税で受

けて、それを助成する。年に１回の助成審査でそれを助成する形になりますので、すごく

参考になる話だなと思います。 

○委員 ありがとうございます。本当にそのとおりで、その枠組みをみんなでイメージす

る機会だなと思います。 

○委員 金額はいくらですか。 

○委員 普通の委託事業になりますので、ちょっと見積もりを見てみないと金額はわから

ないです。 

○委員 じゃあ、また教えてください。 
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○委員 スタッフに聞いておきます。 

○委員 たまたまふるさとチョイスに載せている知り合いで、滋賀県の高島市というとこ

ろのファンドレイザーがいるのですが、税源流出額が一番多いのが東京の世田谷区で、杉

並区は実は３位なのです。だから、相当取られているということです。 

○委員 そうですね。 

○会長 はい。ありがとうございました。非常に有益な情報を提供していただきまして、

ふるさと納税の本来の使い方を提示されたような気がします。 

 それでは、その他のところは全て終わりということでございまして、これで議事は全て

終わりということでございます。 

今日はどうもお疲れさまでございました。ありがとうございました。 


