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すぎなみ協働プラザ運営業務公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

今回の公募型プロポーザルは、平成３１年４月からの「すぎなみ協働プラザ」の

運営業務について、ＮＰＯ法人等ならではの専門性や知識、経験、コーディネート

機能の発揮などにより、中間支援機能を担う最適な事業者を選定することを目的

として実施するものです。 

  杉並区では、平成１４年３月に「杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推

進に関する条例」を制定し、この条例に基づき、区民、ＮＰＯ・ボランティア（以

下「ＮＰＯ等」という。）の活動及び協働の推進を図るため、すぎなみ協働プラザ

（旧すぎなみＮＰＯ支援センター）を設置しました。 

すぎなみ協働プラザはＮＰＯ等の活動の拠点として、専門性の高い柔軟な事業 

展開を行い、中間支援組織としてＮＰＯ法人、地域団体及び事業所等の協働の取組

を支援することが重要な機能です。 

また、すぎなみ協働プラザは多様な地域活動団体が目標を共有し、協力して地域

の課題を解決するための交流拠点（プラットホーム）としての機能及び協働の取組

を推進していくためのコーディネート機能を強化することが求められています。 

応募に際しては、この点を十分考慮して、ご提案願いたいと存じます。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

すぎなみ協働プラザ運営業務 

（２）業務内容 

別紙１「すぎなみ協働プラザ運営業務内容説明書」のとおり 

（３）履行期間 

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

（ただし、履行評価等により最大４回更新可能） 

（４）事業規模（上限額） 

年額 ２，３００万円（税抜き） 

    

３ 参加資格  

（１）東京都内に主たる事務所がある特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７

号）第２条に定める特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）または公共・公益的な

団体（社会福祉協議会、公益財団・社団法人等）であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４の規定に該当して

いないこと。 

（３）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成２２年３月２３日

杉並第６５４７６号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 
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（４）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年 1 月 17 日杉並第 53890 

号）に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れていないこと。 

（６）法人の場合は、法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費 

税を、個人の場合は所得税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）共同事業体として提案をする場合は、代表者を確定するとともに、協定案を提 

出すること。 

   なお、本件契約締結時には、協定案をもとに役割・経理・責任分担などを明記 

した協定書等を取り交わし、区へ提出すること。 

   また、共同事業体として参加する場合は、代表事業者及びその他の事業者と 

もに参加資格（１）～（６）が必要であり、その構成法人は単独でのプロポーザ 

ル参加はできない。 

 

４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおりです。 

内  容 期  間  等 

公募開始 

実施要領の公表 
平成３０年９月７日（金） 

企画提案書等提出期間 
平成３０年９月７日（金）から 

平成３０年１０月１２日（金）１７時まで 

第一次審査 

（書類審査） 

平成３０年１０月３０日（火）（予定） 

※第一次審査を実施し、第二次審査の対象とする

参加事業者を選定します。（２～３事業者程度）

※審査結果は、選定後速やかに通知します。 

第二次審査 

（プレゼンテーション・ 

ヒアリング） 

平成３０年１１月１１日（日）（予定） 

受託者候補者選定結果

の通知 

受託者候補者選定の結果は、平成３０年１１月下

旬（予定）までに通知します。 

 

５ 実施要領の内容についての質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

別紙２「質問書」に質問内容を記載の上、ＦＡＸ又は E-mail により「11 担

当課（問合せ先）」まで提出してください。 

（２）受付期限 

平成３０年９月１８日（火）１７時まで 
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（３）回答方法 

質問及び回答は、平成３０年９月２８日（金）以降に杉並区公式ホームページ 

上で公開します。 

（http://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html） 

 

６ 企画提案書等の提出  

（１）提出書類 

 提出書類は、別紙３「企画提案書」及び別紙４「提出書類一覧」のとおりで 

す。企画提案書等の様式（Word 版）は E-mail により「11 担当課（問合せ先）」

まで連絡してください。 

（２）提出部数 

ア 提出書類は、正本１部と副本６部をそれぞれ製本（ファイル等で綴じる）

し、「提出書類一覧」の項目ごとにインデックスを付けて提出してください。 

イ 副本６部については、添付した表紙を除き、参加事業者が特定できるよう

な名称、ロゴマーク等は使用しないでください。また、カタログやパンフレ

ットなどの添付は行わないでください。 

（３）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出してください。 

なお、持参の場合は事前に電話連絡のうえ、お越しください。 

（４）提出先 

「11 担当課（問合せ先）」に同じ。 

（５）提出期限 

平成３０年１０月１２日（金）１７時（必着） 

※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず 

未提出として取り扱います。 

 

７ 受託者候補者の選定手順 

すぎなみ協働プラザ運営業務受託者候補者選定委員会（以下「委員会」という。）

において、企画提案書等の提出された書類及びプレゼンテーション・ヒアリング

の内容を審査し、本業務に最も適していると認められる参加事業者を選定します。  

ただし、委員会で審査をした結果、最終評価の点数が６割に達しない参加事業

者については、契約の相手方の候補者とはしないものとします。 

（１） 評価基準 

ア【経営状況等に対する評価基準】 

評価項目 評価内容 

経営状況 ・収支状況は健全か 

業務遂行力 ・業務を確実に遂行できる組織体制・人員を有しているか 
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業務実績 ・過去に類似の事業を実施したことがあるか、または、団体の

活動状況から十分な能力があると認められるか 

 

イ【企画提案に対する評価基準】 

評価項目 評価内容 

運営方針につ

いて 

・すぎなみ協働プラザの設置の意図を把握し、運営に反映させて

いるか 

・中間支援組織としての機能を認識しているか 

・利用者の満足度を高めるための方策は適切か 

実施体制等に

ついて 

・適切な運営のための人員体制（職員の採用及び配置計画等）が

整っているか 

・個人情報保護や危機管理体制等は整っているか 

提案内容の適

切性 

・実施手順とその手法は適切か 

・具体的で実効性のある提案となっているか 

・独創的で特色のあるアイデアが盛り込まれているか 

資料調整能力 ・企画提案書は分かりやすいか 

経費の適正性 ・所要経費の積算は妥当か 

プレゼンテー

ション・ヒアリ

ング 

・説明に説得力があるか 

・熱意、意欲が感じられるか 

・質問の受け答えが的確か 

 

（２）審査方法 

① 第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等に対し、委員会で第一次審査を実施し、第一次審査 

通過者を選定します。（２～３事業者程度） 

② 第一次審査の結果は、審査終了後、速やかに提案のあったすべての事業者に 

通知します。 

③ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

第一次審査通過者に対し、委員会が第二次審査を実施し、契約を締結する受 

託者候補者を選定します。 

※第二次審査には、運営責任者に選任予定の方の出席をお願いします。 

※プレゼンテーションは、１５分程度でお願いします。 

また、「提案に関する方針やコンセプト」「特にＰＲする項目」を盛り込ん

でください。 

※区はパソコン、プロジェクター、スクリーンの準備をします。 

 

（３）受託者候補者選定結果通知  

平成３０年１１月下旬（予定）までに通知します。  
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※非選定の通知を受けた参加事業者は、非選定理由についての説明を求める

ことができます。 

 

８ 参加事業者の失格  

次のいずれかに該当する場合は失格とします。  

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格を満たさなくなった場合 

（３）審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

   選定委員会設置から区が意思決定するまでの間、プロポーザル参加者（参加 

予定者の関係者を含む）が、選定委員及び本プロポーザルに関する区職員と故意 

に接触（書類の提出や要領に定められた質問等の正当な行為を除く。）するこ 

とを禁じます。 

（４）企画提案書等が提出期限を過ぎて提出された場合 

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があった

場合 

 

９ 選定結果に基づく委託期間 

  本件の委託期間は、平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までの１年 

間としますが、履行評価の結果等により業務が適切に行われていると区が判断  

する場合は、委託期間（１年間）を４回まで更新できるものとします。 

 

10 その他留意事項  

（１）本件に参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。  

（２）提出書類は、日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で記載するものにつ 

いては、その日本語の訳文を付記又は添付してください。また、通貨は日本円と

します。 

（３）書類提出後の企画提案書等の修正又は変更は一切認めません。  

（４）提出された企画提案書については返却しません。 

（５）企画提案書について情報公開請求があった場合は、杉並区情報公開条例に基

づき、提出書類等を公開することがあります。 

（６）本件は、平成３１年度当初予算が区議会において成立した場合に契約を締結

します。 

（７）契約金額は予算の範囲内とします。 

（８）契約の締結にあっては、区指定の標準契約書を使用します。 

（９）受託者は当該事業の履行に関し、業務や制度の内容を十分に理解の上、誠意 

    をもって対応するものとします。 
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11 担当課（問合せ先） 

杉並区 区民生活部 地域課 協働推進係 

所在地：杉並区成田東４－３６－１３ 杉並区役所分庁舎２階 

担 当：人見、百瀬 

電 話：０３－３３１２－２３８１  

ＦＡＸ：０３－３３１２－２３８７ 

E-mail：chiikinpo-t@city.suginami.lg.jp 
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別紙１ 

すぎなみ協働プラザ運営業務内容説明書 

 

１ 件 名 

  すぎなみ協働プラザ運営業務 

２ 履行期間 

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで 

３ 業務内容 

（１）施設概要 

  ア 名 称 すぎなみ協働プラザ（以下「協働プラザ」という。） 

イ 所 在 地 杉並区阿佐谷南１－４７－１７ 阿佐谷地域区民センター４階 

        （平成３３年１２月中移転予定） 

※なお、移転先については、区が業務実施場所を提供します。 

  ウ 延 床 面 積 113.07 ㎡ 

エ 事業スペース ①事務室 

           ②交流コーナー 

           ③印刷室 

  オ 建 物 概 要  鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造） 地上４階 地下１階  

外付属棟４棟   延床面積 3,519.07 ㎡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②交流コーナー 

(54.9 ㎡） 

 

① 事務室 

（38.5 ㎡） 

ＥＶ 

③ 
印刷室 

コイン式 

コピー機 

 

 

コイン式 

簡易製版印刷機 
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カ 開館日  月曜～土曜日 

   （休館日：日曜日、祝日法に規定する休日、第２・４火曜日、第３水曜日及び 

１２月２８日～翌年１月４日） 

キ 開館時間 午前１０時から午後６時まで 

 

（２）協働プラザの運営に関する基本的事項 

ア 「杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例」を十分に理 

解し、公正な運営を行うこと。 

  イ 協働を推進するための中間支援組織として、ＮＰＯ法人、地域団体、事業所等

（以下「地域活動団体」という。）の情報収集や団体相互間の交流、連携等を図る

こと。 

ウ 区との連絡を密にし、区の事業との整合を図りながら、運営を行うこと。 

エ 区の業務であることを念頭に置き、特定の利用者に有利あるいは不利になるこ 

 とのないよう、公正な運営を行うこと。 

オ 職員は、業務にふさわしい身だしなみを心掛け、名札は見やすい位置に着ける  

こと。 

カ 区民サービスの向上に努めるとともに、安定的かつ継続的なサービスの提供が 

 なされるようにすること。 

キ 利用者からの提案等を協働プラザの運営に活かし、利用者の満足度を高めてい  

くこと。 

 

４ 協働プラザの実施体制等 

（１）実施体制 

ア 協働プラザ運営業務全体を管理・統括する運営責任者を１名配置すること。 

イ 運営責任者が不在の場合は、あらかじめ職務代理者を指名すること。 

ウ 協働プラザ運営に係る業務の円滑な遂行のために必要な体制を確保すること。 

エ 杉並区協働提案制度に係る一連の業務に専ら従事する職員を１名以上配置し、 

 包括的に支援を行うこと。 

オ 労働基準法等労働関係法令を遵守すること。 

カ 受託者の責任で、協働プラザの役割等の理解や支援を充実させるための職員研 

修を実施すること。 

（２）情報セキュリティに関すること 

   運営責任者は、杉並区情報セキュリティ基本方針に準じて、下記の事項を遵守す 

ること。 

  ア 杉並区の情報セキュリティ対策に関して、次の事項を徹底させること。  

① 個人情報をはじめとした区の情報が記された文書・パソコン等の不正な閲覧、 

持ち出し、複写等を禁止すること。 

② 個人情報または業務情報の第三者への漏洩を禁止すること。 
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③ 情報を扱う事務所内に職員以外のものが無許可で立入ることを禁止すること。 

④ コンピューターウィルス等の不正プログラム対策ソフトを導入し、最新の状 

態に保つこと。 

  イ 情報セキュリティ対策に関して、従事者から誓約書を徴すること。 

  ウ 情報セキュリティ対策に関して、従事者に対する教育・訓練を実施すること。 

（３）個人情報保護に関すること 

別紙５「個人情報に係る外部委託契約の特記仕様」に基づき個人情報の適切な管

理に努めること。 

（４）環境保全に関すること 

   杉並区環境基本計画に基づいた取組（環境配慮行動指針）を積極的に実行するこ 

と。 

（５）危機管理に関する体制 

   運営責任者は、各種の災害、事故など危機の発生に対して、迅速かつ的確に対応 

できるよう危機管理体制を整備すること。  

 

５ 協働プラザの運営業務   

（１）地域活動団体の活動等に関する総合的な相談に関すること 

地域活動団体の活動や協働に関する相談、助成金、団体設立・運営、税務、労務 

などの相談に応じること。 

（２）杉並区協働提案制度に関すること  

杉並区協働提案制度の提案に関わる相談及び申請手続きの支援・補助からプレゼ 

ンテーションまでの調整（コーディネート）及び事業の進行管理を区と協議の上、

実施すること。 

（３）地域活動団体の活動に関する情報等の収集・管理及び提供に関すること 

ア 協働プラザが行う事業や地域活動団体の活動に関する情報提供、協働の取組等

についての周知及び広報支援を行うこと。 

  イ 情報提供・広報支援サービスを利用しようとする、登録要件を満たした地域活

動団体について、協働プラザ利用登録団体として受付・管理し、サービス提供を

行うこと。 

（４）地域活動団体の交流事業に関すること 

   地域活動団体と区、地域活動団体同士、区民と地域活動団体の交流を推進する事 

業を行うこと。 

（５）交流コーナー及び印刷室の管理に関すること  

利用者が使いやすいように交流コーナー及び印刷室を管理すること。 

（６）地域活動団体向けの講座に関すること 

地域活動団体が活動の質をさらに向上させるために必要な講座をＮＰＯ等にアン 

ケートを実施するなど、そのニーズを把握し、企画、開催すること。（年１０講座程

度） 
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（７）杉並区ＮＰＯ支援基金の普及に関すること 

   杉並区ＮＰＯ支援基金のＰＲを行うとともに、現在課題となっている基金への寄 

附を増やすための取り組みを行うこと。 

※杉並区ＮＰＯ支援基金は、ＮＰＯの社会貢献活動に対しての寄附と区の財源で運営さ

れ、地域の課題解決に取り組むＮＰＯ法人等に助成金を交付しています。 

杉並区ＮＰＯ支援基金ホームページ  http://www.sugi-chiiki.com/kikin/ 

 

６ 業務履行の質の確保及び履行状況の評価について 

（１）受託事業者は、当該業務を実施するにあたり、業務の安定した履行を確保するた 

め、様々な観点から、質を高める取り組みを行うように努めること。 

（２）区は、別紙６「履行評価基準」に基づき、受託事業者の履行状況を評価するもの 

とする。 

 

７ 事業計画及び事業等の報告について 

（１）受託事業者と区で、業務連絡会を行い、事業計画及び実施業務について報告及び 

調整等を図ること。 

（２）事業計画等に関して、区と協議すること。 

（３）年間事業計画書及び年間事業予定表並びに職員の業務分担表を作成し、年度当初 

に区に提出すること。また変更等の際はその都度提出すること。 

（４）月間事業報告書（事業実施内容、相談件数等）は、各実施月の翌月初旬までに提 

出すること。 

(５）年間事業報告書は、運営業務の履行期間終了後、速やかに作成し区に提出するこ 

と。 

（６）事業計画及び事業報告等に関して、区と協議すること。 

 

８ 委託期間終了に伴う引継ぎ 

     （１）受託事業者は、運営業務の履行期間が終了するとき、または委託が取り消された 

     ときには、次の受託事業者が円滑かつ支障なく協働プラザの運営業務を遂行できる 

よう引継ぎを行うこと。ただし、継続して受託事業者となった場合はこの限りでは 

ない。 

（２）受託事業者は、運営業務の履行期間が終了するとき、または委託が取り消され 

  たときには、本委託にあたって杉並区が設置した設備、備品等を貸与したときの状 

態に復元して返還すること。ただし、設備、備品等を適切に使用した上で、経年劣 

化により生じた変化は復元を要しない。また、継続して受託事業者となった場合は

返還を要しない。 

 

９ 留意事項   

（１）協働プラザの備品類の維持管理に関すること  
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ア 業務に要する主要な備品類（６ページ）については、区が所有するものを無 

償で貸与する。 

   イ 区が設置する備品を第三者に譲渡、又は賃借権その他の使用もしくは収益を 

目的とする権利を設定することはできない。 

   ウ 備品類については、管理台帳により管理し、協働プラザ運営に支障をきたさ 

ないように管理すること。 

エ 区が設置する備品類が破損した場合、原則的に区が修理を実施する。ただし、 

受託者の責によって破損した場合は、修繕等の費用は受託者の負担とする。 

（２）設備保守点検、清掃、巡回警備業務については、阿佐谷地域区民センター等の 

建物総合管理及び清掃業務請負として区が別途契約締結するため、協働プラザ業 

務には含まない。 

(３）協働プラザの事業の実施にあたり、区の施設を使用する場合は、地域課に相談 

の上、手続きを行うこと。 

（４）協働プラザの事業の実施にあたり、必要に応じて参加者から参加費を徴収でき 

る。 

（５）利用者がコピー機及び簡易製版印刷機を使用する場合、利用者の実費負担とす 

る。 

（６）事業等の実施に関する証拠書類（領収書等）、帳簿等を５年間保存しておくこと。 

  

１０ 協働プラザ運営業務に係る経費 

（１）委託費 

  ア 人件費 

① 職員給与、臨時（パートタイマー、アルバイト等）職員の賃金等 

イ 事務費（運営業務を実施するために必要な施設等の維持管理費） 

    ① 費用弁償（職員用旅費） 

    ② 消耗品費 

    ③ 職員が使用する事務機器（パソコン、コピー機兼プリンター）の賃借料 

    ④ インターネット回線料、郵送費等の通信運搬費 

ウ 協働プラザの運営及び事業実施に関する経費 

（２）区が直接執行する経費  

 ア 設備保守点検、清掃、機械警備業務等、建物総合管理に関する経費 

 イ 協働プラザに設置している電話使用料（インターネット回線使用料は除く） 

 ウ 光熱水費 

   エ 利用者用コピー機及び簡易製版印刷機の賃借料及び消耗品にかかる経費 

オ 区が設置する備品の修繕に要する経費 
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区が設置する主な備品類 

 

 

品名 数量 設置場所 品名 数量 設置場所 

事務用机（片袖） 5 事務室 机（２人用） 11 交流コーナー 

キャスター付袖机 3 事務室 スタック椅子 20  交流コーナー 

椅子 4 事務室 丸椅子 15  交流コーナー 

カウンター 1 事務室 ホワイトボード 3  交流コーナー 

物品棚 3 事務室 丸テーブル 2  交流コーナー 

保管庫 1 事務室 物品棚 8  交流コーナー 

プロジェクター 1 事務室 スクリーン 1  交流コーナー 

ワイヤレスアンプ 1 事務室 マイクスタンド 1  交流コーナー 

マイク 3 事務室 コイン式コピー機 1  交流コーナー 

パンフレット架 4 エレベータ前 コイン式簡易製版印刷機  1  印刷室 

大型万能整理台車 1 倉庫 整理棚 1  印刷室 

ロッカー（2 連） 3 倉庫 



 

別紙２ 

質 問 書 

平成  年  月  日 

 

杉並区区民生活部長 宛 

 

所 在 地  

名 称 

代 表 者 名 

担 当 者 名 

所属・役職 

電 話 番 号 

ＦＡＸ番号 

E - m a i l 

 

すぎなみ協働プラザ運営業務に係る公募型プロポーザルについて、以下の項目を質

問します。 

質問事項 質問内容 

  

  

  

  

※質問書は、平成３０年９月１８日（火）１７時までに、ＦＡＸまたは E-mail で担当

課へ提出してください。 

 

担当課：杉並区区民生活部 地域課 協働推進係 

所在地：杉並区成田東４－３６－１３ 

     杉並区役所分庁舎２階 

電 話：０３－３３１２－２３８１ 

ＦＡＸ：０３－３３１２－２３８７ 

E-mail：chiikinpo-t@city.suginami.lg.jp 

 



別紙３ 

（様式１） 

企 画 提 案 書 

 

平成  年  月  日 

 

杉並区区民生活部長 宛 

 

 

 杉並区が平成３０年９月７日に公募した「すぎなみ協働プラザ運営業務」に係るプロポーザ

ルに参加しますので、企画提案書及び下記添付書類を提出します。 

 なお、受託者候補者に選定された場合は、当該業務に係る契約の締結に向けて、信義に従っ

て誠実に事業内容の詳細の協議を行うことを誓約します。 

 

所 在 地 

 

名  称 

 

代表者名                                      印 

 

 

記 

 

 

１ 本件業務担当者及び連絡先 

  

    担当者氏名 

所属・役職 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

E-mail 

 

２ 添付書類及び提出部数 

  別紙４「提出書類一覧」のとおり 

 

 

 



（様式２）提案事業者に関する調書 

法人等の名称  

 

代表者名 （役職名） 

（氏 名） 

所在地 

 

〒   － 

 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

Ｅ-mail  

連絡担当者・連絡先 

 

〒   － 

 

電話番号  

ＦＡＸ番号  

Ｅ-mail  

設立年月日  

法人等の目的  

 

沿革  

 

 

 

 

 

事業内容  

 

 

 

 

 

 

 

これまでに区や他の

自治体においての類

似事業の実績や助成

金を受けた実績 

 

 



 

（様式３－１）すぎなみ協働プラザ運営責任者に予定されている者の経歴等 

役割 

すぎなみ協働プラザ運営責任者 

氏名 年齢（平成３１年４月１日時点）

 

 

 

 

所属・役職 

 

 

 

業務経歴等（現在の担当業務を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（発表論文・表彰・取得資格等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業務経歴等、その他については、今回業務と同種・類似業務等を中心に記入してください。 

 

 



 

（様式３－２）杉並区協働提案制度の提案事業担当者に予定されている者の経歴等 

役割 

杉並区協働提案制度の提案事業に専ら従事する担当者 

氏名 年齢（平成３１年４月１日時点）

 

 

 

 

所属・役職 

 

 

 

業務経歴等（現在の担当業務を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他（発表論文・表彰・取得資格等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業務経歴等、その他については、今回業務と同種・類似業務等を中心に記入してください。 

 

 



（様式４）提案事項 

１ すぎなみ協働プラザの運営方針 

（１）すぎなみ協働プラザのあるべき姿について、貴団体ならではの考えをお答えください。 

（２）区では、すぎなみ協働プラザが中間支援組織としての機能を十分に発揮することを期待していま

す。貴団体は業務を実施するにあたり、中間支援組織としてどのように取り組みますか。具体的に

お答えください。 

（３）利用者の満足度を高めるためには、何が必要だと考え、どのように取り組みますか。 

具体的にお答えください。 

 

２ すぎなみ協働プラザの実施体制等 

（１） 職員の確保や育成についての考え方と実施方法 

① 職員を採用するにあたり、採用予定者に求める資格、スキル等についてお答えください。 

② 職員の育成についての基本的な考え方と具体的な研修計画をお答えください。 

③ 職員の配置計画について、職員配置計画書（様式５）を作成してください。 

（２） 情報セキュリティ、個人情報保護、危機管理等 

① 個人情報漏洩等の事故を未然に防ぐための計画や体制、情報資産の管理体制等についてお答えく

ださい。 

② 災害や事故が発生した場合の連絡体制や対応等についてお答えください。 

 

３ すぎなみ協働プラザの運営業務 

（１） 地域活動団体の活動や協働に関する相談、団体設立・運営や助成金に関する相談など、様々な相

談に対応するための実施体制についてお答えください。 

（２） 杉並区協働提案制度の実施に際し、すぎなみ協働プラザには、提案団体からの相談受付から区へ

のプレゼンテーションまでの一連の調整及び事業の進行管理を担っていただきます。貴団体の具

体的な取組方法をお答えください。 

（３） 地域活動団体の活動に関する情報の収集及び提供の方法について、用いる媒体や提供の頻度をお

答えください。 

（４） 地域活動団体と区、地域活動団体同士が相互に協力・連携を図るための交流支援をどのように行

いますか。具体的な方法とその頻度についてお答えください。 

（５） 地域活動団体が活動の質をさらに向上させるためには、どのような講座が必要だと考えるか、お

答えください。 

（６） 杉並区ＮＰＯ支援基金の普及について、これまで「すぎなみチャリティフェスタ」などのイベン

トを開催してきましたが、イベント以外により良い方策がありましたらご提案ください。 

（７） ＮＰＯ等の活動支援策について、貴団体ならではのお考えがありましたらご提案ください。 

 

 

 

 



（様式５） 

職員配置計画書 

職名 担当業務内容 実務経験年数 

及び資格等 

勤務条件 雇用形態 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 



別紙４

正本 副本 事業者 区

1

1 6

 ① 特定非営利活動法人

事業報告書

活動計算書（収支計算書）

貸借対照表

財産目録（直近のもの）

事業計画書（平成30年度）

予算書（平成30年度）

納税証明書（３か月以内に発行されたもの）

「法人税」「消費税及び地方消費税」

 ② その他の法人等

　上記に準ずる書類 各１ 各6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

1 6

①   提出部数は、正本１部と副本６部をそれぞれ製本（ファイル等で綴る）し、提出してください。

②   副本については、事業者が特定できるような名称、ロゴマーク等は使用しないでください。

③ 財務諸表等は、特に指示のないものは、直近２事業年度を提出してください。

④ 様式を指定していない書類は、Ａ４判とし、通しのページ番号を付けてください。

⑤ 提出できない書類がある場合は、提出欄にその理由を記載してください。
⑥ 企画提案書等の様式（Word版）はE-mailにより担当課まで連絡してください。

＜注意事項＞

提出確認

様式１　企画提案書

財務諸表等

提出書類
部数

法人の登記簿謄本

定款の写し

各6

様式２　提案事業者に関する調書

様式３－１、２　すぎなみ協働プラザ運営責任者、杉並区協働
提案制度の提案事業担当者に予定されている者の経歴等

見積書（参考）

様式４　提案事項
　１　すぎなみ協働プラザの運営方針
　２　すぎなみ協働プラザ業務の実施体制等
　３　すぎなみ協働プラザの運営業務

各１

勤務形態がわかる書類（就業規則またはこれに準ずる書類）

様式５　職員配置計画書

自治体等の業務受託実績一覧（様式なし）

提出書類一覧



 

見積書（参考） 

 

平成  年  月  日 

杉並区区民生活部長 宛 

 

所在地 

法人等の名称 

代表者職氏名 

 

 

すぎなみ協働プラザ運営業務に係る経費について 

 

 

平成３１年度 見積額（税抜き） ￥             円 

            

  （内訳） 

項目 年額 内訳 

人件費 

 

  

 

事務費 

 

  

 

事業費 

 

  

 

 

 



別紙５ 

個人情報に係る外部委託契約の特記仕様 

 

 個人情報に係る業務を受託した事業者（以下「受託者」という。）は、その業務を行うに

あたり、別に区の指示ある場合を除き、次の事項を遵守しなければならない。 

 

１ 個人情報の適切な管理 

 受託者は、個人情報を取り扱う業務を履行するときは、個人情報の漏えい、紛失、

破壊又は改ざん等の事故防止その他個人情報を適切に管理するため、以下の措置を講

じなければならない。 

① 情報管理責任者の選任等、情報の管理体制を整備すること。 

② 情報管理台帳を作成すること。 

③ 情報を記録した紙、パソコン、電磁的記録（ＦＤ、ＣＤ、ＭＤ等）は施錠できる

キャビネット等に保管すること。 

④ コンピュータを使用する場合には、パスワード使用等のセキュリティ対策を講じ

ること。 

⑤ 個人情報を保管している事業所から個人情報を持ち出す場合には、盗難・紛失防

止に努めること。 

⑥ 従事者に対して個人情報保護に関する研修及び指導を行うこと。 

 

情報管理責任者の選任等の情報の管理体制、研修計画を定め、契約締結後１０日以

内に情報管理責任者の役職名・氏名等の情報の管理体制、研修計画を区に届け出るこ

と。また、研修を実施したときは、研修実施後速やかにその旨を区に届け出ること。

この場合、個人情報の取り扱いやその注意事項を記載した文書の配付、事業所内の掲

示等をもって、従事者に対する個人情報保護の周知・指導ができると区が認めたとき

（常に情報管理責任者の管理下で個人情報を扱い、かつ、個人情報を扱う従事者が少

人数である、又は取り扱う個人情報が限定されている。）は研修の実施とみなすことが

できる。 

 

２ 秘密の保持 

受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事して

いた者は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に利用してはならない。 

 

３ 再委託の禁止 

受託者は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負

わせてはならない。 



 

４ 目的外の使用の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履

行のために自らが収集した個人情報をその目的の範囲内において使用しなければなら

ない。 

５ 第三者への提供の禁止 

受託者は、受託業務を履行するために区から引き渡された個人情報及び受託業務履

行のために自らが収集した個人情報を第三者に提供してはならない。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、個人情報の複写・複製を区から委託された場合及び区から文書による複

写・複製の承認があった場合を除き、個人情報の複写及び複製を行ってはならない。

受託した業務のための複写・複製であっても情報管理責任者の管理の下で複写・複製

しなければならない。また、情報管理責任者は、その返還又は廃棄を確認しなければ

ならない。 

 

７ 個人情報の返還・廃棄 

受託者は、受託した業務で収集・使用した個人情報は、速やかに区に返還しなけれ

ばならない。ただし、区から個人情報の廃棄の指示があった場合は、速やかに廃棄し

なければならない。 

 

８ 個人情報の取扱いに関する立入調査 

区は、個人情報を保護するために必要があると認めるときは、受託者が業務を行う

事務所、作業所等に立入り、個人情報の管理状況等について調査することができる。

この場合において、受託者が個人情報保護法に基づく規定を定めているときは、その

規定を尊重し、立入調査を実施する。 

 

９ 事故発生時の報告 

受託者は、受託した業務で使用している個人情報の紛失等の事故が発生した場合は、

速やかに区に報告するとともに、自己の情報管理体制を活用し、最善の方策を講じな

ければならない。 

 

10 法令及び杉並区の条例遵守 

受託者は、杉並区個人情報保護条例を遵守するとともに、個人情報保護法等の関係

法令を遵守し、個人情報を取り扱う業務を適正に履行しなければならない。 



 

別紙６ 

履 行 評 価 基 準 

平成１９年１０月２６日 

１９杉並第５１０６２号 

（目的） 
第１条 この基準は、杉並区（以下「区」という。）が委託する業務の履行状況 
の評価（以下「評価」という。）の実施に関し、必要な事項を定めることによ 
り、区が実施する公共サービスの質の維持・向上を図ることを目的とする。 

 
（評価の実施） 
第２条 評価は、区及び区から業務を受託した事業者（以下「事業者」という。） 
それぞれが実施するものとする。 

２ 評価は、的確かつ公正に実施しなければならない。 
３ 区の評価者は、区の契約担当者が指定する職員とし、評価は、複数の評価 
者で行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、事業者に対 
するヒアリング、委託業務の履行場所への立入調査、アンケート調査その他 
利用者に対する調査又は第三者による評価を行うことができる。また、事業 
者の評価者は、事業者が指定する者とする。 

４ 委託契約期間中に評価者の変更があったときは、前任者の意見を聴き、評 
価を実施することができる。 

５ 評価は、区の契約担当者が指定した時期に実施するものとする。ただし、 
契約期間が複数年度にわたる場合は、契約締結日の属する年度の翌年度以降 
は、それぞれの年度ごとに区の契約担当者が指定した時期に実施するものと 
する。 

６ 前項の規定にかかわらず、区又は事業者が特に必要と認めた場合は、随時 
に評価を実施することができる。 
 

（履行評価表） 
第３条 履行評価表は、区が定めるものとし、評価の視点、評価項目、配点、 
評価の判断基準は、履行評価表に掲げるとおりとする。ただし、事業者は、 

 履行評価表の内容に異議があるときは、区と協議することができる。 
 
（評価結果の報告） 
第４条 事業者は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに区へ報告 
するものとする。 

２ 区は、評価を実施したときは、その評価結果を速やかに事業者へ報告する 
ものとする。 

３ 区又は事業者は、相手方の評価結果について、必要に応じて説明を求める 



 

ことができる。 
（準用） 
第５条 指定管理者が行っている業務及びＰＦＩの手法を活用して行っている 

業務の評価については、この基準を準用して実施するものとする。 
 
（協議） 
第６条 この基準の条項の解釈について疑義が生じた場合又はこの基準に定め 
のない事項については、区及び事業者協議の上定めるものとする。 

 
  附 則 
 この基準は、平成１９年１１月１日から施行する。 
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はじめに 

「すぎなみ協働プラザ」と名称変更して 3 年目に当たる平成 29 年度、私たちは「多様な地域活動団

体相互の交流拠点、協働のコーディネーター」として民間協働の流れを一層促進するため、「すぎなみ

チャリティー・フェスタ（通称すぎチャリ）」や「すぎなみ地域づくり勉強会」など定例的なイベントや事業の

着実な実施に加え、相談業務や広報の充実、データベースの活用などに取り組みました。 

その結果、紹介・連携案件やすぎチャリの集客、勉強会や「交流コーナー」の企画展示の充実、利用

者の増加、団体登録数の増加など着実な成果が得られました。 

また、杉並区のプラザ所管部署が地域課協働推進係に替わったことをきっかけに、プラザを取り巻く

環境の変化も踏まえて事業内容や各種委員会のあり方などについて区側と継続的に見直しを行いまし

た。その結果、平成 30年度は新たな事業を展開することにしています。 

 

Ⅰ．受付相談事業  
 
１．相談実績と傾向について  

（1）相談への対応方針 

・対応すべきサービスや情報の提供はもちろん、プラザの守備範囲以外の問い合わせにも調

べて分かることは対応することを心がけています。 

・地域の団体や人材、地縁組織等への紹介を積極的に行い、連携・協働により相談者の活動

が持続的に進むことを促しています。 

 

（2）相談件数、相談内容の変化など 

  ・前年度に比べ総計で 77件減少しました。 

 区分 内容 平成 28年度 平成 29年度 

①  地域コム 操作方法、新規登録の方法など 94件 92件 

②  プラザ利用 

問い合わせ 

団体登録、交流コーナー、備品等機器

の利用方法やイベント参加等の問い合

わせ 

67件 90件 

③  その他問い合わせ その他問い合わせ 91件 85件 

④  団体問い合わせ 団体の紹介依頼、連絡先・名称等確認 109件 83件 

⑤  その他運営相談 組織力強化、講座企画、調査、情報収

集、事業の見直しなど 
97件 47件 

⑥  NPO支援基金 NPO活動資金助成金相談 25件 41件 

⑦  設立相談 活動団体設立相談 40件 33件 

⑧  広報 広報相談 41件 24件 

 他 その他の相談等 53件 45件 

  総計 617件 540件 
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  ・「プラザ利用問い合わせ」が増えたのは、すぎなみ NPOガイドブックの発行年度に当たったた

め、その関係の問い合わせが増えたことが要因です。一方、「その他運営相談」が 50件ほど減

少しているのが目立ちます。活動場所探し、イベントの企画、事業計画、組織強化など重要テ

ーマに関する相談区分のため、やや気がかりです。 

  ・「地域コム」が相変わらず堅調です。地域コムの設置後７年経過し、認知度が上がって区内の団

体に定着したと言えます。 

・「設立相談」の件数は平成 25年度をピークに減少してきましたが、本年度は 33件とさらに減少

しました。NPO法人だけでなく任意団体の設立相談も合わせて減っています。 

 

Ⅱ．ＮＰＯ等の活動に関する情報収集と提供事業 
 

１．団体登録制度 

（1）導入の趣旨 

・広報支援や情報提供などすぎなみ協働プラザのサービスを一元的に活用してもらうため、平成

27年 4月より導入しています。 

（2）登録団体数 

  ・233団体（3月末時点）  
 ・団体数は前年度末 196団体に対して、37団体増加しました。 

 ・ガイドブック発刊に際し、団体情報を整備、更新しました。 

     ※登録すると利用できるサービス 

●広報支援 

◇すぎなみ地域コムの利用    

◇すぎメール（メールマガジン）への情報掲載    

◇チラシスタンドの利用     

●情報提供 

◇すぎメール（メールマガジン）の配信   

◇すぎなみ協働プラザ広報誌等の発送 

◇すぎなみ NPOガイドブックへの掲載   

 
 
２．すぎなみ地域活動応援サイト「すぎなみ地域コム」の運用   
（1）登録団体数 

 

平成 29年 3月末 294団体 

新規利用申込み団体 19団体 

平成 30年 3月末 313団体 

申し込みの倍ほどの問い合わせがありますが、要件が合わずお断りする団体も多数あります。 

 

（2）アクセス状況 

・年間のページビューは 683,998で前期 677,000に対して約１割増となりました。 

・スポーツ関係団体へのアクセスが好調です。 
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（3）地域コム説明会 

・計 31回 （51人）開催。 

・担当者の変更等により地域コムの活用を再開するケースが増えてい 

 ます。 

・説明会に何回も足を運び、少しずつ操作を覚えるケースも多々あり 

ます。 

（ＰＣに不慣れな方が担当するケースが多いことも、操作説明回数の

増加につながっています。） 

 

・毎月第 3金曜日に説明会を設けるほか、個別にも対応しています。   

 

（4）ユーザーの集い 

・平成 30年 2月 1日にガイドブック発刊記念交流会と合同でユーザーの集いを開催しました。  

・地域コムのロゴ投票やアンケートを実施しました。アンケートでは今後地域コムを使ってみたいと

答えた人が多く、潜在的ニーズの高さが伺えました。 

 

３．メールマガジン「すぎメール」の発行  
 

（1） 概要 
 

・平成 23年 5月よりメールマガジン「すぎメール」を発行しており、平成 30年 3月で第 92号を数

えました。 （登録を希望した個人・団体を対象に毎月 1回第 2金曜日に配信） 

・プラザの活動内容・助成金情報・団体活動情報を中心に、団体運営に役立つ情報を盛り込んで

います。 

・読者はプラザの利用団体に限らずＮＰＯ活動全般に興味がある個人も含まれており、総読者数

は平成 30年 3月末では 948名となっています。（平成 29年 3月末より 130名増） 

 

（2） 掲載依頼など 
 

・「すぎメール」への情報掲載依頼や配信登録は、地域コムのバナーから簡単にできます。 

・団体活動情報の掲載依頼は 57件ありました。（平成 29年度末より 37件増） 

・「すぎメール」のバックナンバーは、地域コムの「発行物一覧」から閲覧できます。 
 
 

４．広報誌「ＣＡＭＰ」の発刊  

 
 ・昨年同様 29年度も期初に年間テーマを定め、以下のとおり年 4回発行しました。 
 ・地域で展開されている多彩な活動をテーマごとに紹介し、区民に関心・興味を持ってもらえるよ

う努めました。 

 ・新しく立ち上がった NPO団体などを支援するため、テーマに沿った活動をしている比較的新し

い団体を取り上げることを心掛けました。 
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Ⅲ．交流及び協働の推進 
 

１．杉並区協働提案事業  

 

（1） 募集テーマ 
 

・杉並区と地域活動団体がお互いの立場を尊重し、役割を分担しながら地域の課題解決に取り 

 組む制度として、平成 25年度に試行スタートしました。 

・平成 29年度は行政テーマ設定型の募集がなく、自由提案のみの受付となりました。 

  

（2） 相談業務 
   

・11件の自由提案の相談を受けましたが、提案要件に合わないなどの理由で除かれた案件以

外の 5件について四者協議（提案団体・プラザ・協働推進係・担当課）ないし庁内公開プレゼ

ンが行われました。 

・残念ながらいずれも協議が整わず、公開プレゼンに至った団体はありませんでした。 

 

 

２．交流会の開催 

 

 ・11/26のすぎチャリ終了後、学生ボランティアも交えた交流

会を開催し、賑やかに交流しました。 

・2/1にガイドブック発刊記念交流会をすぎなみ地域コムユー

ザーの集いと同時開催しました。区の職員も参加して情報・

意見交換を行い、参加団体間の交流とネットワーク・連携の

強化を図りました。 

 

３．交流コーナーの取り組み 

 

・交流コーナーでの展示、講習・セミナーの２企画について応募団体を募り、同コーナーの有効

活用を促進しました。設立間もない活動団体の使用を促し、団体支援につなげています。 

・またスタディールームではプラザ講師による IT支援を行い、団体のスキルアップを支

援しています。 

 

      ・展示の問い合わせ、イベントの申し込みが増えました。NPO法人ＴＦＦが企画運営している「まち 

なかギャラリー」にも登録し、毎年「七夕まつり企画展」に協力しています。 

・交流コーナー全体の利用者数は 4月以降順調に増加しました。 

（前年度＝1347名＝比 69％増） 

発行月 テーマ 内容 

5月 「祭り」でまちづくり 妙法寺の千日紅市、花と緑の井草祭りなどを紹介 

 7月 食と居場所でつながる 区内の子ども食堂の動きや地域サロンを取り上げた 

11月 音楽で盛り上げる 地域密着のおやじバンド、若者の演奏活動を特集 

2月 国際交流（Know each other） 杉並交流協会の事業をベースに民間団体の活動を紹介 
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【交流コーナー来館者集計 平成 29年度】        

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

187 116 165 123 90 153 163 279 274 153 248 331 2,282  

来館者推移 

 

 

 

 

 

 

№. 月日 種別 タイトル 参加人数 定員

1
6/10 セミナー ミモザの花～子どもの不登校を考える会「子どもが『学校に行

きたくない』と言ったら」
7人 10人

2
6/17 セミナー

すぎなみKARUTAプロジェクト「創作カルタ講座」 9人 10人

3
7/1 セミナー 地域防災コーディネーター育成機構イベント「デジタル情報活

用減災教習」
7人 10人

4
7/15 セミナー ミモザの花～子どもの不登校を考える会「子どもが『学校に行

きたくない』と言ったら」
15人 10人

5
7/15 セミナー 地域防災コーディネーター育成機構イベント「デジタル情報活

用減災教習」
7人 10人

6
9/30 セミナー ミモザの花～子どもの不登校を考える会「子どもが『学校に行

きたくない』と言ったら」
8人 10人

7 10/26 セミナー ハイコラ東京「北九州生涯学習センター」に伝える杉並の子育て 12人 10人

8
11/1 セミナー 地域防災コーディネーター育成機構イベント「デジタル情報活

用減災教習」
7人 10人

9 1/24 セミナー リトルワンズ「空き家、空き室活用と資産運用講座」 9人 10人

10
2/10 セミナー 地域大学「できる大人が使っているGoogleサービス活用セミ

ナー ～地域活動版～」
20人 20人

11 2/17 セミナー 助成金活用講座　①15：00～②18：00～ 13人

12 5/25 スタディルーム 「これから始める人に！団体活動のWebサービス活用講座」 2人 5人

13 8/26 スタディルーム 「Googleサービスを活用しよう！」 4人 5人

14 9/24 スタディルーム 「ホームページとメールの基礎講座」 7人 5人

15 2/24 スタディルーム 「SNS（Facebookのセキュリティ）」講座 4人 5人

16 4月,5月 展示 すぎなみKARUTAプロジェクト「カルタ」展 49人

17 8月 展示 山縣有斗「七夕まつり」企画展 75人

18 9月 展示 アートさんぽ企画展 27人

19 10月 展示 ケア24チラシ展 34人

20 11月 展示 宮地淑江・村上世里子小さいかわいいものとコダルマ展２～和～ 69人

21 12月 展示 すぎなみのたねクリスマス企画展 84人

22 1月 展示 協働プラザ企画「区民センターチラシ」展 51人

23 2月 展示 ふくしま再生の会企画展 47人

24 3月 展示 ファッショナブル生活オリガミ「おしゃれなプチバッグ」展 144人

合計） 711人

0
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４．外部のイベントや会合への参加 

 

（１）イベントへの出展（出店） 

 ・阿佐谷地域区民センター等のイベントに参加して相互のネットワークを強化するとともに、まちづくり

への関心の高い団体や区民と交流を深めました。 

 

  平成 29 年度 出展・出店実績  

日時   内容 主催者 参加者 

平成 29年 6月 4日 日 阿佐谷子どもフェスティバル出店 阿佐谷地域区民センター協議会 清水他 

平成 30年 3月 3日 土 阿佐谷センター祭り出店 阿佐谷地域区民センター協議会 清水他 

平成 30年 3月 4日 日 阿佐谷センター祭り出店 阿佐谷地域区民センター協議会 清水他 

平成 30年 3月 11日 日 まちはくカフェに出展 
まちづくり交流協会・まち博実行委

員会 
阿波他 

 

（２）会合への積極的な参加 

 ・各地域区民センター協議会の地域懇談会等に積極的に参加して、地域の団体や区民との意見交

換等を通じ関係を深めました。 

・地域での支え合いの体制づくりに向けた「杉並区生活支援体制整備連絡協議会」に委員として参加

し、多様な地域の団体の連携等に向けた提案を行いました。 

 

平成 29年度 会合出席実績 

月日 曜日 内容 主催者 参加者 

4月 25日 火 総会 高円寺地域区民センター協議会 味香 

4月 27日 木 総会 永福和泉地域区民センター協議会 味香 

4月 28日 金 総会 阿佐谷地域区民センター協議会 味香 

5月 8日 月 総会 井草地域区民センター協議会 味香 

5月 12日 金 総会 荻窪地域区民センター協議会 味香 

6月 27日 火 地域懇談会 高円寺地域区民センター協議会 味香 

10月 20日 金 例会 杉並区生活支援体制整備連絡協議会 阿波 

11月 10日 金 地域懇談会 阿佐谷地域区民センター協議会 味香 

11月 18日 土 地域懇談会 高円寺地域区民センター協議会 味香・阿波 

2月 19日 月 生活支援講演会 西荻地域区民センター 味香 

3月 2日 金 講演会 全国福祉団体全国協議会 味香 

3月 7日 水 地域懇談会 荻窪地域区民センター協議会 清水・小野寺 

3月 9日 金 地域懇談会 永福和泉地域区民センター協議会 平山・清水 

3月 16日 金 例会 杉並区生活支援体制整備連絡協議会 阿波 
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Ⅳ．ＮＰＯの人材育成 

1. すぎなみ地域づくり勉強会の開催  

（1）趣旨 

・地域で活動する区民の「地域の団体や人をもっとよく知りたい」、「特定のテーマについて学び

たい」、「団体の活動を広める場が欲しい」などのニーズに応えた学びの場です。 

・勉強会後は参加者、講師、勉強会運営委員（ボランティア）、プラザのスタッフが交流して、地

域ネットワークの拡充を図ります。 

 

（2）企画・運営 

 

・プラザ支援者の中から３人（下記）を勉強会委員としてお願いし、年間を通じて講師の選定やテ

ーマ決め等に協力をいただきながら運営を行いました。 

 

勉強会運営委員…大島由紀雄氏、進藤鴻一郎氏、黒田達明氏   

 

（2）開催実績 
 

・参加者数は安定的に推移し、開催回数の減少により延べ人数は 204名と 164名程度減少しま

した。「すぎチャリ」開催や NPOガイドブック 2018の発行の準備で多忙を極めたため、年度後

半は休会としたためです。 

・当勉強会の講師を地域区民センター協議会に紹介したところ、協議会のイベント時の講師に起

用してもらうなど、新たな連携・協働も生まれました。 

 

日時 内容 講師 参加者数 

4月 27日 町会に吹く新しい風 
天沼尚和会会長・鹿野修二氏 

64人 
西荻窪町会会長・秋山成子氏 

5月 27日 今、神社について考える 馬橋稲荷神社禰宜・本橋宣彦氏 26人 

7月 24日 まず「小さな場」から始める ケア 24成田センター長・川崎裕彰氏 37人 

8月 25日 子どもの発達障害を考える 天沼小学校校長・福田晴一氏 50人 

9月 30日 個人情報保護法 三木由希子氏 27人 

 
 
 
２．すぎなみ地域大学との連携 

  

（1）「社会貢献型イベント企画・実践プログラム」講座への協力 
・「社会貢献型イベント企画・実践プログラム」講座の受講生を「すぎチャリ」に出展参加してもらう

など、受講生のフォローに協力し、連携に努めました。 

・すぎメール、ＣＡＭＰで受講者応募の広報も行いました。 

 

（2）その他の講座への参加、提案 
・プラザスタッフが各種講座に研修として参加し、受講者との関係づくりに努めました。 

 ・講座企画の打ち合わせを通じて、講師情報や講座情報等の提供や提案をしました。 
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３．都立西高等学校での講話 
 

（1）NPO講話 

・1月 24日、恒例の都立西高校の１年生を対象とした「人間と社会」「ＮＰＯをつくろう」の授業に

協力し、「ＮＰＯ法人障害者就労支援センターどんまい福祉工房」の渡辺代表、「ＮＰＯ法人カタ

リバ」の低引氏とプラザスタッフ（阿波）らが「ＮＰＯとは何か」「ＮＰＯはどう作るか」というテーマで

講話を行いました。 

（2）発表会への参加 
  

・上記講話をもとに生徒がクラスごとにチームに分かれて作成した NPO法人の模擬事業プランの

発表会が 3月 19日に行われました。プラザスタッフも参加して発表を聞き、講評を行いました。

印象的なプレゼンが多く、社会課題への生徒たちの認識が高いことを感じさせました。 

 

４．インターン生等の受け入れ  

（1）インターン受け入れ 
   

・インターンの受け入れは平成 25年度から始めています。今年度は 7月～9月に大学生 1名を

10日間受け入れました。 

・きずなサロンやゆうゆう館、NPO団体等を訪問し、活動内容の現場取材とレポート作成をしても

らいました。 
・上記とは別に区役所経由のインターン 2名を夏期に受け入れ、団体登録の事務作業などを体

験してもらいました。 

 

（2） ワークサポート杉並からの障害者体験実習生の受け入れ 
 

・27年度以降受入れており、本年度は毎月 3名程度の実習生を 1日ないし 2日間受け入れました。 

・実習内容は交換便の封入、広報紙発送作業等の軽作業等ですが、プラザ業務の軽減にもつながっ

ており、欠かせない存在になっています。 

 

Ⅴ．ＮＰＯ活動支援事業（杉並区ＮＰＯ支援基金普及事業）  

１．活動概要 

（1） 重点検討テーマの決定 

・寄附集めの年間目標や活動のあり方、個別イベントの実施について、ＮＰＯ支援基金普及委

員会（委員 10名）で合計 11回全体会議を開き、検討を重ねました。 

・成果を出すことを重視して数値目標を定め、チーム制で機動的に取り組むことにしました。 

 

（2）今年度の数値目標と結果について 

・寄附集めの目標を 100万円とする（前年度実績は 60万円） 

・すぎチャリ来場者目標を 1000人とする（前年度実績は 750人） 

・結果は寄付金額が 993,204円、すぎチャリ来場者数は 952人となり、ほぼ目標を達成することが

できました。 
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（3）事務局業務 

・当プラザは事務局としてＮＰＯ支援基金普及委員会の活動を支えました。 

 

（4）助成金活用講座の開催 

・平成 30 年度のＮＰＯ活動資金助成金の申請募集へ向け、「助成金活用講座」を 2 月 17

日に開催しました。10 団体 12 名が参加し、5 団体が助成金の申請を検討したいと回答しまし

た。（実際に申請したのは 9団体） 

・講座の内容は、一般的な助成金の活用の考え方、区内助成制度の紹介、杉並区 NPO活動資

金助成のメリットなどです。 

 

2. 普及イベント 

 

(１)  すぎチャリ！２０１7～学んで楽しい！地域活動＆チャリティー！～ 

 

1）開催日  平成 29 年 11 月 26（日） 

2） 場所   阿佐谷地域区民センター 

3） 開催概要      

・参加団体数は 40（本年度 NPO 活動資金助成を受けた 9 団体を含む）で、企画出展は 52

（企業 4、実行委員会 8 を含む）でした。 

・18 社から協賛を受けたほか、2 社から物品協賛がありました。 

・協賛・寄付金額は企業協賛 331,510 円、当日寄附 81,670 円でした。 

・チャリティー・オークションや音楽発表会など工夫を凝らした多様なミニチャリティー・

イベントもあり、多くの方が楽しめる交流の機会も提供できました。 

・詳細は開催レポート参照 

      参加団体のインタビュー動画も作成しました。 

    https://nposupport.jp/sugichari/2017report/ 

・Facebookページの活用 

出展団体からの記事アップを促し、イベントを盛り上げました。 

  その結果、「いいね！」数が 216件から 359件（前年度）へ 143件増加しました。 

 

 (２) 普及セミナー 

 
・テーマ  「寄附付き商品の作り方・広め方」 

・開催日  平成 29 年 10 月 21 日（土）14 時～16 時 

・場所   すぎなみ協働プラザ交流コーナー 

・講師   日本地域福祉ファンドレイジングネットワーク理事長  

久津摩和弘氏 

・内容 

既存の商品を使って、「リスクなし」「在庫なし」「コストなし」で、企業は売上増、 

NPO は資金調達・購入者も満足するという寄付付き商品の手法や実例を紹介いただ 

きました。 
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飲料メーカーと独自に寄附付き商品の開発に取り組み、2～3 割の売上増を達成した地

元スーパーチェーンの例、自賠責保険の手数料から寄附できる仕組みを作って差別化し

た例など、「目からうろこ」の成功例が紹介され、参加者（16 人）にインパクトを与え

ました。 

（３）独自の普及啓発ポスターの作成 

・普及啓発ポスターの第三弾となる以下のような新しいポスターを作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~平成 30年度運営方針~ 

平成 30 年度はこれまでの事業内容を見直し、実質的にＮＰＯ団体の支援や団体同士の協働に

つながる効果的な活動を展開する方針です。新しい事業が柱になりますので、試行錯誤しながら

の取り組みとなる見通しですが、杉並区役所、NPO 団体など関係者との連携を大事にしながら推

進していきたいと思います。 新たに予定している主な事業は以下のとおりです。 

 

１）杉並区ＮＰＯ活動支援基金の普及活動の一環であった「すぎなみチャリティー・フェスタ（すぎ

チャリ）」に替わり、ＮＰＯ団体などを対象にした交流会を年４回ほど開催します。交流を通じて

同じ活動分野の団体が互いに知り合い、協働しながら活動を拡げられる機会にします。 

２）ＮＰＯ団体などが継続的に活動を続けられるようにするため、「地域づくり勉強会」に替えて資

金調達や広報、イベント開催、組織運営などのノウハウを学ぶスキルアップ講座を開催します。

実際の活動で評価されている団体から話を聞いたり、各分野の専門家を講師に招いたりする

予定です。 

３）地域区民センター協議会と連携して、ＮＰＯ活動を推進しながら地域と一体となったまちづくり

の在り方を模索します。 
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