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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活動資金助成の申請状況及び審査内容 

資料 2 平成 28年度杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会助成審査部会総評 

資料 3 杉並区ＮＰＯ活動団体新規登録一覧 

資料 4 平成 27年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業一覧 

資料 5 杉並区協働提案制度進捗状況 

資料 6 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会年間スケジュール（28年度） 

○杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業（27年度）リーフレット 

○すぎなみ地域大学 28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 区民生活部長あいさつ 

3 資料確認 

4 議事 

 (1)平成 28年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成の審査について 

 (2)杉並区ＮＰＯ活動団体登録（新規） 

5 報告 

 (1)平成 27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 その他 

 (1)今後のＮＰＯ等活動推進協議会の日程 

7 閉会 
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○会長 こんばんは。それでは、部長の挨拶からお願いします。 

○区民生活部長 皆さん、こんばんは。区民生活部長の井口でございます。夜のお忙し

い中、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。また、新年度、4月を過

ぎてからは初めての会議ということでございます。本日につきましては、ＮＰＯ活動資金

助成の審査、それからそのほか報告事項をさせていただきます。 

 そういう中で、後ほどご報告もさせていただきますけども、区の協働提案制度の進捗

状況というところで、行政テーマ、今回は今のところ1件しか挙がっていないというとこ

ろで、我々としてもなかなか、ちょっとこの行き詰まり感というのもございまして、何と

か活性化させなきゃいけないと思いながらも、なかなかうまくいかないところがございま

す。委員の皆様のお知恵も拝借しながら、制度の適切な運用、そして、もっと杉並区内が

元気になるような取り組みで進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

 簡単でございますが、冒頭のご挨拶とさせていただきます。 

○会長 それでは、資料の確認をお願いします。 

○協働推進課長 はい。では、資料の確認の前に、この4月の人事異動による区の新任職

員をご紹介させていただきます。 

 まず自己紹介になりますが、協働推進課長に着任いたしました毛利と申します。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○企画調整担当係長 この4月から参りまして、協働について企画課のほうで担当いたし

ます刀祢平と申します。よろしくお願いいたします。 

○協働推進課長 協働推進課職員に異動がありまして、南相馬市から職員が派遣されて

おります。 

○事務局 南相馬市から参りました大和田と申します。2年間お世話になります。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

○杉並ボランティアセンター所長 杉並ボランティアセンターの黒澤と申します。この4

月から所長に就任しました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○協働推進課長 そして、すぎなみ協働プラザですが、運営責任者が昨年度まで味香さ

んでしたが、阿波さんになられました。お願いします。 

○すぎなみ協働プラザ すぎなみ協働プラザの阿波でございます。引き続き、どうぞよ

ろしくお願いします。 
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○協働推進課長 以上、4月の体制等の変更に伴う紹介をさせていただきました。 

 本日、３名の委員から欠席のご連絡をいただいております。 

では、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

 資料1は平成28年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成の申請状況及び審査内容で、資料2が平

成28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3が杉並区ＮＰＯ活動

団体の新規登録一覧、資料4が平成27年度ＮＰＯ活動資金助成の団体一覧で、資料5は、杉

並区協働提案制度の進捗状況になっております。資料6は杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会

（第7期）のスケジュールでございますが、こちらは7期ということで、任期の12月までの

スケジュールになっておりますので、ご了承いただければと思います。 

あと、参考としまして、杉並区ＮＰＯ活動資金助成のリーフレット、すぎなみ地域大学

の今年28年度の講座案内、すぎなみ協働プラザの広報誌「ＣＡＭＰ」、それから杉並ボラ

ンティアセンターの情報紙「ボラン・て」5月号。これらを資料として用意させていただ

いております。 

○会長 はい。それでは、議事に入りたいと思います。お願いします。 

○協働推進課長 はい。では、事務局から、(1)と(2)の議事を一括して説明させていた

だきます。 

 まず、最初に、議事(2)の杉並区ＮＰＯ活動団体の登録（新規）のご説明を、資料3に

基づいてさせていただきます。資料3をご覧ください。今回、平成28年4月22日付けで「オ

ペラ普及団体ミャゴラトーリ」、「ストレス対処法研究所」、そして「てんぐるま」とい

う、三つの団体が杉並区のＮＰＯ活動団体として登録されました。この3団体からは、今

回、助成の申請を受けております。 

 議事の(1)でございますが、今年度のＮＰＯ活動資金助成の審査についてということで、

資料1をご覧ください。 

 資料1の1、申請状況でございますが、募集は4月6日から23日まで行いまして、5団体か

ら申請があり、助成金の申請総額が154万5,000円でございました。新規の登録団体は、先

ほどご説明いたしましたＮＰＯ法人3団体でございます。ちなみに昨年は申請団体が10団

体で、申請総額が261万8,000円でございました。 

 この審査につきましては、一次審査として補助金交付申請の書類一式に基づいて、4月

27日から5月9日まで、審査部会の委員さんそれぞれに書類審査をお願いいたしました。そ

の審査部会員の評価をもとに、プレゼンテーションに進む団体を決定ということでござい
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ますが、この括弧書きにありますように、今年度は申請団体数、申請総額、それから各審

査部会委員の書類審査の評価、こちらを踏まえまして、会長を初め部会委員の皆様にご確

認をした上で、申請5団体は全て、特に会議を開催せずに二次審査に進めようということ

にさせていただきました。 

 で、二次審査でございます。5月24日に公開プレゼンテーションを実施いたしました。

プレゼンテーションは申請団体から5分、そして部会員からの質疑応答をちょっと多目に7

分とらせていただきました。プレゼンテーションの終了後に、助成審査部会を開催いたし

まして、助成事業・助成金額について審議を行いました。 

 申請団体と審査内容でございますが、全部で5団体、金額として総額154万5,000円でご

ざいますが、5団体全部、審査の結果、助成を認めるということで、金額も申請どおりと

なっております。 

 なお、これらの事業について、一つずつ簡単に説明させていただきたいと思います。 

 まず、1番のオペラ普及団体ミャゴラトーリ、事業名が「オペラ「泣いた赤おに」～オ

ペラ鑑賞とワークショップ～」です。本格的なプロのオペラによるオリジナルの「泣いた

赤おに」を上演し、それを親子で鑑賞して、オペラ歌手の生の声、エネルギーに触れ、そ

の魅力を楽しんでもらい、オペラ鑑賞後には、ワークショップとして、教育の専門家がコ

ーディネーターとなって、子供たちが感じたことを発言しながら、この「泣いた赤おに」

の題材であります差別や友情について考えていくというようなワークショップを開催する。

そして、オペラには、子供合唱出演者として、杉並区の区内の子供さん10名前後に参加し

てもらい、プロの演出家、出演者と一緒に、10回程度の稽古、本番を通じまして、舞台を

つくること、出演することを実際に体験してもらうということでございます。 

 公演は、平成29年、来年の2月末または3月に、土曜日か日曜日に行いまして、1日2回

公演の予定ということでございます。 

 2番のストレス対処法研究所でございます。事業名が「不登校の親の支援」ということ

で、主に中学生を中心とした生徒または児童の不登校に悩む保護者や直接かかわる方を対

象に、夏休み、冬休み、春休みを除く毎週土曜日、2時間で年40回、1回5名程度のグルー

プで学習会とグループカウンセリングを実施するということです。 

 このグループのメンバーは5名、特に固定ではなく、自然に入れかわっていくようなこ

とを想定しているということでございます。このことにより、不登校で悩む親のストレス

を軽減し、その延長線上として、不登校を解消していくという事業効果を期待していると
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いうところでございます。今回の事例をハンドブックとして事例集にまとめ、関係機関と

のネットワークを通じて、今後の問題解決に活用していきたいということでございます。 

 3番の図書館サービスフロンティアでございますが、事業名が「食生活の自立を目指す

健康／スポーツ栄養講座」ということで、昨年に引き続いての申請でございます。 

 昨年とは、また対象が変わっており、今年は荻窪中学校と井荻小学校、このあたりを

対象としまして、9月初旬に荻窪中学校の部活体験週間、こことリンクして、講演会とワ

ークショップを井荻小学校で開催するということです。健康を獲得するための食事の摂取、

調理等への理解度を深め、食事、栄養、食品に対する自己管理力を磨き、中学生の健康な

勉学態度、スポーツ生活維持に必要な心身のバランスを保つことにつなげるということで、

先ほど言いましたけども、対象は井荻小、桃井第三小、桃井第四小、松庵小の荻窪中に進

む学区域となる小学校の児童、保護者、それから荻窪中の生徒、部活指導者並びに学校支

援本部の関係者、合わせまして120名程度を想定しているということでございます。 

 以上１～３番の事業が活動促進事業で、次の4番目と5番目が協働事業でございます。 

 4番のてんぐるまは、協働相手が有限会社たのし味、ＮＰＯ法人ワーカーズコープとい

うことで、事業名が「すぎなみ ともいき プロジェクト」ということでございます。 

 障害の理解促進と、障害当事者の社会参加の機会の拡充、人材育成に向けて連続講座、

バザー、啓発冊子の作成、そして上映会を実施するということです。全区民を対象に連続

講座を3回、映画「みんなの学校」、これは第68回文化庁芸術祭大賞を受賞の作品だそう

です。この映画の上映会。それから、フォーラムとして、「学校を中心としたまちづくり

と地域のあり方」を開催するということです。また、啓発冊子「障害って、 なあに」を

1,000部作成し、障害者がまた働き手となる野菜市「ともいきバザー」を9月から毎週土曜

日に開催するということでございます。 

 5番がむさしの児童文化協会、協働相手が西荻を楽しむ会ということで、事業名が「み

る、きく、つくる、えんがわ夏休み2016」ということでございます。事業概要ですが、西

荻地域において子供中心の夏休みイベント「おはなしの国でお楽しみ会」「作って遊ぼう

おはなしの世界」「おはなしの国でケーキ作り」などを実施して、思い出づくりと多世代

間交流を図るということです。また、和の文化や被災地釜石での人の絆などのワークショ

ップ、シンポジウムを開催し、また専門家による腹話術講習会や、口で演じる口演童話講

習会、それから西荻の夜の朗読会など、保護者や保育現場の人たちが具体的なスキルを身

につけ、同時に地域での交流、きずなづくりにつなげていくというような事業概要でござ
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います。 

雑駁ではございますが、五つの事業の概要を説明させていただきました。 

○会長 それでは、審査にかかわった委員の方から、何か補足とか感想とかがありまし

たらばお願いします。 

○委員 はい。補足といいますか、3番目の「図書館サービスフロンティア」さんの事業

は、実は地域の学校が私立の学校に流出するのを防ぐのがコンセプトだということを、皆

さんで、共有しておきます。 

○委員 2番目のストレス対処法研究所の「不登校の親の支援」というのがグループ（カ

ウンセリング）によるものなので、グループの中でうまくご相談ができるのかなという、

ちょっと考えもありました。 

○委員 申請団体の数は少ないですけれども、1番目のオペラもそうですが、新しいもの

も入ってきて、いいんじゃないかなと思いました。資金計画とか整合性について、幾つか

の団体で、資料だけでは実際どういうふうにやっていくのかなとわからないところがあっ

たので、最終報告のときにそのあたりをきちんと聞けたらいいなと思いました。 

○会長 資料2の総評をご覧ください。 

 昨年申請数が10、今年は5で、一昨年は17で、年々減っているということなので、やは

りＮＰＯその他の、ボランティア団体を含めた活動というものが、活発に行われていると

は思いますけれども、さらにこういう助成金等を獲得するという機会を逃さないで、どし

どし応募してもらいたいという働きかけを一つやっていただきたいというのが1点目です。 

 それからもう一点は、書類の段階で、部会ではかなり指摘しましたけれども、計画書

等の提出のときに、資金確保の自己資金の獲得のところの積算根拠が全く明確にされてい

ない団体が複数あったということで、これについては、すぎなみ協働プラザにもお願いし

たところでありますけれども、やはり自己資金力はＮＰＯを運営していく際のかなり大き

なファクターになりますので、どういうような形で、この、自己資金はこれだけあります

よと。例えばＮＰＯの場合には会員制という形をとるというのは慣例で認められておりま

すので、こういったようなところについて、ちゃんと積算根拠を明らかにしてくれという。

その上でなおかつ、自分たちがこの助成金を申請するという理由について明確にするとい

うのが筋でしょうから、そういったところについて書いてあります。 

 それから、プレゼンについては、かなりいろんな形で工夫を凝らして行われましたが、

図書館サービスフロンティアさんは、団体名とやっていることが違うじゃないのと、僕、
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指摘したんです。さまざまな形で活動領域を広げていくということはいいんですが、つま

り団体名とかは外目に見えるような形でわかりやすいようにということを申し上げたんで

すけれども、やはりそういったところの工夫が必要だと思いますね。で、この団体の場合

には、区内の子供たちが外の私立の学校にどんどん流出していくということを防ぐために、

学校を支えるという意味でやっているんだと。その一環として図書館サービスということ

なんでしょうけれども。 

 で、今回の申請のこの内容というのは、食生活、特にスポーツ栄養学の先生を呼んで

講座をやるということでしたので、そういうところの整合性をうまく、こう、説明しても

らいたいなというふうに思ったわけですね。 

 それからあと、協働事業のこの二つの団体については、先ほど言いました自己資金の

積算根拠を全く書いていないというところがありまして、これについてはご本人様たちに

は余り指摘はしていないんですけれども、やはりもう少し丁寧なフォローアップが必要だ

というふうに思います。 

 ということで、毎年言うんですけれども、このＮＰＯ活動であろうがボランティア活

動であろうが、あるいはコミュニティ組織の運営であろうが、町会や自治会の活動を含め

まして、継続は力なりということですので、そういったことを踏まえて、いろんな広がり

を、ぜひつくっていっていただきたいと、こういうふうに思います。 

 以上ですけれども、委員の方々の何か質問とかご意見がございますか。 

○委員 去年とかおととしに、特に若者活動事業とか地域活動チャレンジ事業にこの基金

として力を入れますと言っていて、申請がないというのは、どうなのかとちょっと気にな

っています。 

 あと、地域活動チャレンジ事業が、地域大学卒業生、修了生で構成されているところで、

地域大学の運営とかかわるというか、卒業生が少なければこういう活動する人も少ないの

で、例えば何か条件を緩和するだとか、その40歳、若者だけでという、何かその辺の今後

の対策というか、もし、何かあれば。 

○会長 いかがでしょうかね。 

○協働推進係長 今回、5団体という形で少なくなったものの、一つの影響として、協働

プラザに実はほかにも相談は来ていたんですけれども、それぞれの事情で締め切りに間に

合わせることができなくて出てこなかったというのも、実はありました。ただ、そうはい

っても、総体的に少なくなっていることは事実です。もともと協働プラザで一番最初に受
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け付けをするというふうにしたのは、協働プラザが団体の交流拠点の一つでもあり、協働

プラザを軸にして、ＮＰＯを支援していくという流れもあるので、（すぎなみＮＰＯ支援

センターから）すぎなみ協働プラザになって今2年目を迎えていますけれども、そういう

交流を通じてこの助成金の周知もしていって、日々のつき合いの中で、助成金の申請とい

う形にもつなげていっていただければということです。今後も協働プラザと協働推進課と

で情報共有をして、改善に努め、進めていきたいと思っています。 

○協働推進課長 あと、もう一つ、地域大学のほうですけども、やっぱりその辺の反省

点も含めまして、ますますこういった地域大学の卒業生が、自主的な活動、またはグルー

プをつくって活動していけるように、受講中からそういったことの働きかけや、協働プラ

ザという存在をもっともっと知ってもらって、卒業後も相談していけるような案内をより

強化していこうというような話をしているところでございます。  

○会長 あとはいかがですか。 

○委員 そうですね。ただ、やっていることについては、確かにいろんな要因が考えら

れますけれども、ちょっと冷静に捉えなきゃなというのもあるのかなと。何となく、まだ、

外部要因ってないのかなと思ったりもしています。 

○会長 例えば。 

○委員 多かったのが、やっぱりＮＰＯ活動が、わあっと何か波があるみたいで、それ

が下がってきているのかなという感じがしないでもないです。個人的な感触ですけれども。 

○会長 副会長の感想はいかがでしょうか。 

○副会長 会長と同じく、図書館サービスフロンティアがその事業名と名前が一致しな

いなというのは、質問しようかなと思っていたところでした。私立中学校に流出を防ぐと

いうその事業目的ですけども、この事業で本当に流出が防げるのかというのは、また不思

議なところですけども。そういう疑問がないわけではないんですが、こういう、何かやら

ないといけないというので、事業を広げるという意味では、まあいいのかなということで。 

 件数が少なかったこともそうなんですが、やっぱり若者が全然出てきていないという

のと、チャレンジ事業に、地域大学を修了したら、誰かがさすがに応募するというような

感じじゃないとなかなか地域大学の存在意義というか、うまくつながっていかないのかな

というふうに思いますので、これをつなげるような仕組みがあればと思いました。 

 これから杉並区を元気にする上では、若者の活動事業がやっぱりないと寂しい感じが

してですね。何かこう、超高齢社会に向かっているんだなというような感じがしますので、
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若者事業とこの地域活動チャレンジ事業は1件ずつぐらい欲しいなというのが感想です。 

○会長 はい。どうも。 

 それから、1番のオペラの鑑賞なんですけれども、もうここの団体の場合には、オペラ

を見た後でワークショップをやるという、見た子供たちをグルーピングしてワークショッ

プをやるということが特色なので、これは大変いいと思うんですね。だから、単にチケッ

ト代を取って見っ放しというように、じゃあおもしろかったねで終わりじゃなくて、ちゃ

んとそこで話し合いをして、ああだったね、こうだったねという、そういったような形を

とっているのがいいのではないかというふうに思いました。 

 あと、ストレス対処法研究所の場合には、不登校の親御さんを対象にするということ

なんですけれども、1回5名ずつというので、これは毎回その5名の方が固定メンバーとい

うことではまずいだろうと思うんですが、これについては余り追及しませんでしたけれど

も、今回、助成資金は余り多くはなかったんですが、こういったことをやって、効果があ

るのかどうかというのは、また後々のこの検討ということに委ねなきゃいけないというふ

うに思いますね。 

 それから、てんぐるまさんとむさしの児童文化協会さんの場合には、あれほどのプロ

ジェクトを実現していこうということなんですけれども、この辺について、私個人として

は、50万円、30万円はちょっと多いんじゃないかなという気もしたんですが、ほかの委員

の方から何も指摘はありませんでしたので、この辺はこのままにしたという経緯がありま

す。 

 以上、今回この助成金の審査委員ではなかった委員の方で、何か質問があれば、ご意

見をどうぞ。 

○委員 質問というか感じたことですけれども、やはり自己資金力ということをもっと

もっと自覚していかなければいけないなというのを、私もＮＰＯの人間なので、改めて思

いました。応募されている団体さんが、そこを注目されているということを余り意識され

ていないのかなというような感じもします。 

○会長 はい。 

 ほかの方はよろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、報告のほうに移りたいと思います。資料4をごらんください。課長さ

ん、どうぞ、お願いします。 
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○協働推進課長 では、5の報告を、事務局のほうからさせていただきたいと思います。

資料4についてご説明を申し上げます。 

 平成27年度のＮＰＯ活動資金助成団体の一覧でございますが、昨年度、10団体から申

請がありまして、助成決定額というんですかね、申請があって、それに対して助成すると

決めた額が202万円でございました。それに対して実際に活動を行った結果の確定額も、

同額の202万円でございました。 

 事業については一覧のとおりでございますが、お手元の杉並区ＮＰＯ活動資金助成の

リーフレットを開いていただきますと、中に各団体の活動報告と申しますか、活動の結果

がここに記載されております。今この場では、一つずつの説明は控えさせていただきます

けれども、ぜひ、後でご覧いただければと思います。 

 表紙にありますこの活動資金助成のもととなるＮＰＯ支援基金でございますが、こち

らのほうへのご寄附が、62件で、91万6,934円でございました。実際に助成に使った金額

に比べまして、寄附のほうが半額に満たないところでございますけども、これだけのご寄

附を頂戴したというところを報告させていただきます。で、28年、ことしの3月31日現在

のＮＰＯ支援基金の残高ですが、1,126万2,509円でございます。 

 平成27年度ＮＰＯ活動資金の助成団体の報告は以上です。 

○会長 はい。どうもありがとうございました。 

○協働推進課長 会長、一旦、まず、この報告(1)番につきまして、各委員さんからの感

想、ご意見等をお願いできればと思います。 

○会長 はい。 

 じゃあ、結果について。 

○委員 プレゼンの前は、いろいろ、こう、どうなのかなみたいな感じがありましたけ

れども、プレゼンテーション全体を通してみると、活動内容が非常に充実したのではない

かと感じています。すみません、ざっくりした感想ですけども。どれもすごく熱がこもっ

ていて、地域活性化につながっているのではないかと感じました。 

○委員 それぞれがよかったんですけど、特に見てよかったなと思うのは、90歳以上の

作家の方の、その方たちの姿を描いて、やられているのが非常に、思った以上によかった

なと思いました。 

○委員 はい。私も助成が決まったときのプレゼンというか内容を拝見したものと、最

後のプレゼンとは結構印象の差があって。この資金があったからできたこともいろいろあ
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ったんだろうなと思う一方で、この資金プラス、ちょっと繰り返しになりますけど、さら

に自己資金も投入していただきながら、発展していくというような団体がふえていくとい

いなというふうには思いました。 

○会長 私もこの90歳以上の作家による「百花繚乱」なんですけれども、支えている皆

さん方が非常に積極的にいろんな活動を行われているので、大したものだなという感じが

します。 

 それからあと、いろんな形の枠組みがありますが、雑駁に言いますと、それぞれ活動

資金を有効に使っていただいていると思うんですが、成果が上がったというふうなものに

ついて、もう少し具体的な説明が欲しいなというふうに思いますけどね。以上が感想です。 

あと中間報告ということで、11月29日の「すぎチャリ！」で、10団体の出展をご覧にな

った4名の委員さんの感想を。 

○協働推進係長 少し具体的な感想を。 

○委員 拝見しました。どれもやっぱり、すごく印象はよかったです。で、チーム百花

展ですが、実際に見まして、やっぱりそのときも印象がよくて、最後もとても充実した活

動をされているなと感じました。 

○委員 私も、そうですね、どこも発表のような形だったので、その実際の催しの写真

だったり、いろいろ展示なんかを拝見して、まあ当たり前なんですけど、割と本当にいろ

んな方が参加されて、人を集めて何回も開催されているんだなというのがわかってよかっ

たです。あと会長がおっしゃった90歳以上のその展示も実際見ることができて、本当にき

れいな作品がたくさんあったので、ああ、すばらしいなというふうに思いましたね。 

○委員 やっぱりその場で見せていただくと、言葉で説明していただくのとまた違いま

すね、本当に。すぎなみ人と動物プロジェクトさんもとてもよかったので、それぞれ現場

に足を運んで、活動も目の前でしていただくと、ああ、なるほどなと。やっぱり、説明よ

りも、1回見たのがよかったなと思いました。 

○委員 ごめんなさい。割とこの助成金10万円のチャレンジ事業の方々の成果というの

がよかったなというふうに、感じました。個人的に。 

○委員 そうですね。金額にかかわらず。 

○委員 この地域活動チャレンジ事業の3団体は、ここだけの活動だけじゃなくて、例え

ば「まち博」とか、ほかのイベントにも積極的に参加して、いろいろやっているのがいい

かなというのと。今ちょうど話に出たチーム百花展の方は、その後永福町駅前の東急リバ
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ブルの空きスペースを借りて、次の仕掛けというか、いろいろやっているところがすばら

しいなというふうに思っています。 

○会長 じゃあ、よろしいですかね。 

 それでは、進捗状況について、課長さん、お願いします。 

○協働推進課長 では、報告の(2)でございます。杉並区協働提案制度の進捗状況という

ことで、資料5をご覧いただければと思います。 

 まず、杉並区の協働提案事業として、昨年度、協働推進部会で評価していただき、そ

して協議会に報告させていただいた事業で、今年度28年度に実際に実施している事業でご

ざいますけども、資料の1番のとおり、「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」、もう一つが「すぎなみレッドリボンプロジェクト」の新規事業二つ

を含めまして、五つの事業が展開されています。詳細は裏面のほうに記載させていただい

ておりますので、またご確認をいただければと思います。 

 2番の今年度の新たな提案事業制度の進捗でございますが、4月5日に職員に説明会を行

いまして、行政テーマの庁内の募集を開始いたしました。募集期間は4月5日から27日で、

提出のあったテーマ、こちらが1件でございました。こちらの1件につきましては、区の内

部の検討組織であります協働推進本部幹事会並びに協働推進本部会でもって、この1件の

テーマについてご報告したところでございます。 

 で、この1件ですが、内容は在住外国人の方の母子保健におけるところの支援というこ

とで、安心して、妊娠期から出産、育児ができるように、多言語で対応できるような、そ

ういった仕組みづくりを区と地域活動団体との協働で進めていけたらということでござい

ます。 

 (2)の今後の予定ですが、区では、6月15日、経営会議でこのテーマが意思決定されれ

ば、7月1日の広報すぎなみ、ホームページ等で募集を開始いたします。で、7月11日に協

働提案の説明会を開催いたします。この日は平成27年度の協働提案事業の報告会もござい

ますので、よろしくお願いいたします。7月11日から8月6日まで、この提案事業、募集を

受け付けしまして、事前相談等を重ねていきます。8月、9月で、実際の提案団体と担当課

が事前協議を行い、10月に協働をしていくかどうかの確認をするというところで、その後、

11月上旬、協働推進部会、11月下旬に第6回の協議会ということで進めてまいりたいと思

います。事業化として採択するかどうかが12月中ということになる予定でございます。 

○会長 はい。ありがとうございます。 
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 それでは、その他のところですけれども、今後の日程ですね。課長さん。 

○協働推進課長 はい。資料6の今年度第7期のスケジュールでございますが、こちらは

係長の山澤のほうから説明させていただきます。 

○協働推進係長 はい。事務的なお話なので、私のほうからお話しさせていただきます。 

 こちらのほうは、7期の協議会というのが2年の満期を迎えるということで、12月まで

の記載になっております。並行して8期の公募ですとかそういったものは、夏以降になる

ため記載しておりませんので、割愛させていただきたいと思います。 

 7期のスケジュールでございますが、きょうの6月6日の次に、協議会のほうは、第6回、

最後ということで、11月下旬に協働提案のほうの関係の評価の決定を含めた議題につきま

してご審議いただくという形で予定しております。真ん中の助成審査部会につきましては、

もう、今ここでお話しさせていただきましたように、4月27日、5月24日、ご審議いただき

まして、きょうを迎えております。あとは助成の事業につきまして、もしお時間とかがあ

れば、各団体の日程表等もこれからお配りしますので、どこかチャンスがあれば、実際の

現場も見に来ていただくことがあればというふうに思っております。 

 先ほど昨年の例が出ましたけれども、下のほうに第3回というふうに書いてございます

が、ことしは11月27日の日曜日に、「すぎチャリ! 2016」という、阿佐谷地域区民センタ

ーをまた貸し切りで行うイベントの中で、この5団体の出展を予定しておりますので、助

成審査部会員につきましては、ご都合がつく限りこちらのほうにご参加いただいて、発表

の場を一緒に、この団体とともに、ちょっと会話をしていただくというようなことを設け

たいと思っておりますので、そこでまた中間報告というような形で捉えていただければと

いうふうに思っております。 

 で、一番右の協働推進部会でございますけれども、こちらのほうは、まさに7月11日の

日が27年度の報告会でもあり、28年度のスタートという形にもなります。 

 7月11日につきましては、まず1時半ぐらいから28年度の協働提案募集の説明会を行って、

もしお時間がある方につきましては、2時半からの予定で、5団体の27年度の報告会を行い

ます。もし28年度、新規に手を挙げる団体がいましたら、どんなことをやっていたんだろ

うなという参考にもなりますので、同日に当てているという形でございます。 

 11月上旬協働提案の公開プレゼンテーションを、新規事業と継続事業ですね、行った上

で、先ほど申し上げました全体会、11月下旬ないしは12月上旬の協議会に進めていくとい

うような段取りで、7期は終了というような形でございます。 
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○会長 はい、わかりました。 

 その他、何かございましたらば。 

（ なし ） 

○会長 では、よろしいですかね。 

 じゃあ、きょうはわざわざおいでいただきまして、ありがとうございました。これで

閉会したいと思います。 

○協働推進課長 ありがとうございました。 
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