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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 5回） 

日 時 平成 30年 8月 31日（金）午後 6時 05分～午後 7時 18分 

場 所 分庁舎 4階 会議室 

出 席 者 委員 

福島、松田、多田、松本、大島、低引、八谷、三原、奥 

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  協働提案制度の見直しについて 

 資料 2-1 協働推進基本方針に基づく協働推進計画（平成 31年～平成 33 

年度）改定案のポイント 

 資料 2-2 杉並区協働推進計画改定案 

 資料 3-1 履行評価表（すぎなみ協働プラザ運営業務委託） 

 資料 3-2 履行評価表（すぎなみ地域コム保守業務委託） 

 資料 4-1 平成 29年度に実施した協働提案事業 

 資料 4-2 平成 29年度協働提案実施事業 評価項目別評価表 

 資料 4-3 平成 29年度協働提案実施事業評価（案） 

 資料 5  平成 30年度ＮＰＯ活動資金助成団体活動予定表（予定） 

会議次第 1 開会 

2 会長あいさつ 

3 報告 

 (1)協働提案制度の見直しについて 

 (2)協働推進計画の改定案について 

 (3)「すぎなみ協働プラザ運営業務委託」及び「すぎなみ地域コム保守

業務委託」の履行評価について 

4 議事 

 (1)平成 29年度協働提案実施事業の評価結果について 

5 その他 

 (1)ＮＰＯ活動資金助成事業の実施状況等 

6 閉会 



第 8期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 2/21 

○地域課長 それでは始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○会長 それでは、第5回の杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会を開催したいと存じます。 

 まずは、事務局から欠席者の報告とご挨拶をお願いします。 

○地域課長 本日は、ご出席ありがとうございます。先日の大雨では、区内でも100件以

上の被害がありました。被害状況を調査し、り災証明発行を所掌するものですから、地域

課の職員は毎日大変な状況です。さて、本日は、前回ご検討いただいた協働提案制度につ

いて見直しを行い、意思決定いたしましたので、ご報告をさせていただきます。 

 その他幾つかご報告事項がありますが、今年度は、総合計画や実行計画、協働推進計画

等の改定があり、パブリックコメントが始まります。本日は、協働推進計画の一部を簡単

に説明させていただき、何かご意見等があればと思っております。もちろんパブリックコ

メントの期間にもご意見いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、本日は明石委員がお休みです。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。次に部長からご挨拶よろしいですか。 

○区民生活部長 おくれました。すみません。区民生活部長の森でございます。 

 今回、第8期の協議会ということでございますが、2年の任期がもうほぼ大詰めなところ

になってきております。この間、今、課長からもお話あったとおり、協働提案制度の見直

しだとか、協働推進計画の改定案の策定に当たっては、この協議会の中で議論されたこと、

課題になってきたこと、話されたことを私たちなりに把握したつもりで、反映させてきた

つもりでございます。現在、総合計画、実行計画等の改定案がまとまったということで、

その一環の中で、協働推進計画についてもパブリックコメントがいよいよ9月2日から始ま

ります。9月1日号のこちらの広報で区内に大きく周知されることになっておりますので、

どうぞ皆さんもご意見をいただければと思っている次第でございます。 

 この間、大変区政にご貢献いただき、ご意見いただいたことにこの場をかりて改めて感

謝申し上げますとともに、引き続き、本日含めて引き続きご協力いただきますようお願い

申し上げまして、冒頭のご挨拶とさせていただきます。本日、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。 

 続いて資料の確認をお願いします。 

○協働推進係長 本日の会議の資料ですけれども、クリップ止めでまとめて皆様にお配り

しております資料1から資料5までとなっておりますので、議題に沿ってご確認いただけれ

ばと思います。 
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 そのほかの配付物は特にご用意しておりませんので、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。 

 資料が5までということでご確認いただきまして、また後で、こちらのほうをご説明の

ときに使うということでございます。 

 続いて、会長あいさつということですが、今日はといいますか、最近天候が不順でござ

いまして、予期しないことがたびたび起こります。しかしながらこのＮＰＯの活動推進協

議会のほうは順調に続いているわけですが、さまざまな問題点がやはり出てきております。

それが今日の議題といいますか報告にございますような提案制度の見直し、それから推進

計画の改定案というところに結びついてきているところでございます。報告を聞いた上で、

また9月１日からの、先ほどありましたようにパブコメのほうでもご意見をいただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速、きょうは報告事項が3件、それから議事が1件ということでございます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、まず報告ですが、こちらのほうは事務局から、ちょっとかなり分量がありま

すので、ポイントを絞ってご説明をいただければと思います。まず、協働提案制度の見直

しについてでございます。よろしくお願いします。 

○地域課長 それでは、協働提案制度の見直しについて、ご報告させていただきます。 

 協働提案制度ですが、ここのところちょっと振るわない状況になっているということは

皆さんもご認識のとおりです。何が問題なのかということをいろいろご指摘もいただきま

したので、今回、要綱を見直しますと、何もわざわざ行政テーマ設定型とか区民自由型と

か、方向性をたがえるような設定をしなくても、どちらの提案でもいいのではないかと考

え、制度の枠をなくしました。枠を一本化したうえで、提案団体が提案しやすくなるよう

な方法を幾つか考えました。 

 まず、募集期間を設定しました。特に区民自由提案型は、いつでもどうぞということで

したけど、一体いつから事業を始められるのかわからない、とのご指摘を受けました。そ

のため、年度当初5月に募集するということにいたしました。提案を予定する団体と区と

は、十分な協議の時間が必要だろうと考え、募集の告知につきましては、その前年度中の

12月から1月、この期間に行うことといたします。また、ここが今回の肝だと思っており

ますが、説明会を開催いたします。これは区が主導で行うものですが、募集の告知に合わ

せて、区政の課題をお知らせすることとしました。アイデア止まりであったり、区政の課
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題とずれがあったり、というような課題もございました。それは区側が手の内を明かさな

いというか、別に秘密にしているわけではないのですが、そういう機会を設けなかったた

めに、本当に区が何をしたい、してほしいと思っているのかを掴みかねておられるのでは

ないかと思い至りました。そのために、ＮＰＯ団体、また事業者の方でも結構ですが、チ

ャレンジしたい方を対象に幅広く説明会を実施いたします。説明会には、私ども地域課、

それから協働を担当しております企画課、それから協働推進本部の幹事会、これは各部の

庶務担当の課長です。そういった課長たちが全体の部の課題等を集約して皆さんに伝わり

やすくまとめたものを作成し、地域課なり企画課なりが皆さんにご説明をする。ここはか

なり十分な時間をとろうと思っております。協働していくためには区の情報を提供するこ

とが重要なポイントとなりますので、それを実践していこうと考えました。説明会の内容

は、協働提案制度について、次に区の課題や計画、重点的な取り組み等について。すぎな

み協働プラザがこの事業においてどのような役割を果たすかについて、これは協働プラザ

の方、または協働事業をやってきた方、そういった方にご説明をいただくと、そんなよう

な形で考えているところです。 

 次に、実施期間の設定ですが、今まで曖昧でしたので、協働事業の実施期間は2年間と

し、この間にその先の展開について判断をしていくこととします。 

 事業予算については、こちらも事業規模が定めにくいと。1,000万なのか、10万なのか。

規模感がわからない。そこで、１事業につき、年間の区負担の経費は原則250万円までと

いたします。協働ですからご自身の費用を出して合わせれば、もうちょっと大きな事業と

いうのもあり得ると思います。これを2年間ですから、枠としては500万円ということにな

ります。以上が、今までの募集方法等についての変更点でございます。 

 次は、もう区の内部的な事項ですが、審査については、課長級の職員が審査を行い、進

めようという結果になれば、部長等で構成する本部会に報告します。これまでは書類審査

と、担当課の職員によるプレゼンテーションにより審査してきましたが、提案団体にも来

て頂き、提案団体と所管課との協働によるプレゼンテーションに基づき評価をするという

やり方に変更することといたしました。 

 そして、本部会ですが、審査結果について少し広い見地から見て審議し、事業をやって

いくか否かを決める。結果を経営会議に付議しますが、これがとしての最終の意思決定機

関となります。提案事業は、2年先にどのような成果を出すか、目標を設定していただき、

その目標に対しての達成度などについて協議会の委員の皆さまに評価していただくことに
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なりますので、毎年ではなく、1回のみの評価となります。事業の方向性について審議し

ていただき、ご意見をいただきたく思っています。その結果について、区の意思決定をし

ていくことになります。 

 その他の変更点ですが、提案団体と区との調整についてです。すぎなみ協働プラザが申

請の受付までを対応してきましたが、今後は申請を受け付けてからプレゼンテーションま

での一連の調整、協議、事業の進行管理についても、協働プラザが行うことといたしまし

た。 

 区の中では、職員の負担感があり、客観的に見て良い事業であっても採用に踏み切れな

いなど、さまざま課題がありました。こうしたこともあり、すぎなみ協働プラザに調整や

協議の役割を担っていただくこととしました。事業実施主体は、事業を担当する所管課、

予算250万は、地域課に配当されます。以上です。長くなりました。 

○会長 ありがとうございました。協働提案制度の見直しを行うということで、幾つか大

きな変更がありましたが、この件につきまして何か質問等がございましたら、お出しいた

だければと思います。大島委員。 

○委員 二つ質問がありまして、採用事業数の上限とか目途はあるのかお聞きしたいのと、

あと、この経営会議というのは区の最高機関でしょうか。 

○地域課長 区長も参加する会議です。 

○委員 こういう呼び方をするんですね。 

○地域課長 これは内部的な資料ですので。 

○委員 はい。 

○地域課長 一つ目のご質問ですが、１事業分しか予算配当されませんが、良い事業があ

れば、2事業でも3事業でもやっていけば良いのではないかというのが全体の意見で、必要

な予算措置はしていただけるということです。 

 それから経営会議については、先程お話し申し上げた通りです。 

○委員 はい。 

○会長 よろしいですか。 

 ほか、いかがでしょうか。どうぞ低引委員。 

○委員 遅くなりました。低引です。ご準備ありがとうございました。 

 僕も2点ご質問がありまして、地域課からの予算というのは250万が上限だと思いますけ

ど、実施主体が所管課になるということは、所管課のほうで予算がついたらそれはその所
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管課のほうでも予算を出していただいて事業を実施するような、そういう予算が上がって

いくようなことというのは想定されますか。 

○地域課長 協働提案制度で2年間チャレンジしている間は、地域課に予算の配当がある

というやり方をします。その後、もしも委託事業にしていこうとか協定でやっていこうと

かという展開になったときには、所管課に予算配当されるということになります。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 あとは、よろしいでしょうか。 

○委員 では一つ質問があります。今の質問に関連して、その事業を担当する所管課とい

うのは、基本的に一つでしょうか。 

○地域課長 それもどういう事業になるかによって違うと思います。もしかしたら複数課

にまたがるということもあり得るかなと。例えば、教育と保健福祉に絡むとか。そういう

場合は、両課で一緒になって取り組んでいく事業もあり得るとは思いますが、最終的には

どこか一つの課が責任を持つと。 

○委員 概要的なというか。 

○地域課長 はい、そうです。 

○会長 あとは、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、次に行きたいと思いますが、次は杉並区協働推進計画の改定案につい

てということでございまして、大分厚いものがございますので、こちらのほうはポイント

を絞ってお願いいたします。 

○地域課長 まず、この資料のＡ3判のものです、2-1。こちらをもとにまず概略を説明さ

せていただき、地域課の仕事に直接関係するところだけ、かいつまんでご説明したいと思

います。 

 まず協働推進計画ですが、基本構想を実現するために必要な柱であり、三つの方針がご

ざいます。地域課は主に、方針2に比重がありますので、そちらをご説明します。 

 新たな取り組みは、「食品ロスの削減」のみです。杉並区は、ごみの排出量が２３区中

で一番少ないと。 

○区民生活部長 一人当たりの排出量が。 

○地域課長 一人当たりの排出量が少ないそうです。この状況を維持し、さらに発展させ
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たいという考えもあります。 

 次に「杉並区協働推進計画 改定案」という、このちょっと厚い冊子ですが、この中の

方針２をお開きいただきまして、3ページをご覧いただけますでしょうか。「すぎなみ地

域大学の運営」と「地域人材の発掘と育成の推進」の項目があります。地域人材を育成す

るというのが、地域課の課題ですが、すぎなみ地域大学については、若干運営方法を変え

ていこうと思っております。 

 その中で、地域人材の発掘と育成の推進を見ていただきますと、3行目ぐらいのところ

で、「中間支援組織等による人材育成講座の実施」とありますが、中間支援組織とは、協

働プラザを指しております。ボランティアの裾野を広げる、地域デビューする人たちが、

地域活動って何だろう？とか、地域に出てみよう！というときの第一歩、初めの一歩みた

いな講座というのも用意しております。また、個別の課題に対する各課の講座、例えば移

送サービスであるとか、救急救命だとか、ＮＰＯが取り組んでおられる事業に対して人材

を輩出できるような講座、そういった個別の講座も用意しております。 

 もう一つ、地域活動ステップアップコースですが、団体のステップアップに向けた支援

をしていくには何が必要か、一番ＮＰＯに近い位置におられる協働プラザがキャッチし、

ニーズを把握した上で講座を実施した方が良いのではと考えました。地域大学はむしろ、

ボランティアの裾野を広げる事業に注力すべき、と講座の仕組みを変えていくことを考え

ています。ちょっと補足説明をいたしました。 

 それから、方針2の11ページをご覧ください。先ほどご説明しました「協働提案制度の

実施」が掲載されています。今年度実施方法を見直し、来年度から新たな方法で実施して

まいりますので、今年度は1月を予定しておりますが、区の課題等の説明会を実施します。 

 最後のページをお開きいただけますか、12ページです。そちらに「ＮＰＯ等の活動支援」

がございます。こちらには、すぎなみ協働プラザの運営、機能の見直しとなっていますが、

今回、プロポーザルによる協働プラザの運営事業者の選定を行いますので、近日中に見直

した機能を盛り込んで公募をいたします。31年度からは、先ほど申し上げたような協働提

案制度に積極的に取り組んで頂けるような機能強化をし、その後は評価・検証しながら、

協働プラザを運営していただくことを考えております。 

 支援基金については、普及、啓発に取り組まなければなりません。件数は大分細かくふ

えてはいるんですが、やっぱり金額がなかなか伸びずというところなので、何か起爆剤と

なるような方法はないかと考えているところです。 
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 以上が協働推進計画のうち、地域課が関係する箇所でございます。以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 地域人材の育成の推進のところで、とりわけ中間支援組織の機能も見直して、さらに、

先ほど出てきましたように協働提案制度の見直し等も行うということがここに書き込まれ

ているということでございますが、何か質問等ございますでしょうか。低引委員どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。 

 ＮＰＯと区が協働していくときに、課題は二つあるかなというふうに思いまして、それ

は情報を共有するということと、もう一つは資金面だと思っています。その中で、この両

方を解決する方法として多くの自治体がふるさと納税の仕組みを使って、課題を特定させ

ながらふるさと納税で資金を集めるということに取り組み始めていると感じておりまして、

杉並区でそのような取り組みの検討というのがされていらっしゃるのか、こういった課題

で取り組みがもう一歩進まないとかという課題感があれば伺えたらと思います。 

○地域課長 はい。私どもも、ＮＰＯというだけでは人の気持ちをキャッチできないと考

えております。具体性に欠けているので。いわゆるクラウドファンディング的な、具体的

な項目を掲げてやっていくというようなことをしないとだめだろうなと。それは考えてい

るところでございます。 

○会長 ほかはいかがでしょうか。 

○会長 では、大島委員お願いします。 

○委員 いろいろありがとうございます。聞きたいというか、これは端的に言うと中間支

援機能をもう少し強化する、人も育てる、地域課題に向く、という解釈でいいということ

ですよね。何か確認するみたいですけど。 

○地域課長 人を育てるというよりも、ここのところですね、中間支援組織が人材育成講

座を実施というのは、先ほど申し上げましたが。ＮＰＯで活動していこうとされている方

がもっとステップアップしたいとか、ＮＰＯでこういう課題があって、この分野について

組織全体として困っている課題に対応できるような、役に立つ講座をやっていこうと思っ

ています。まあ、「人材育成講座」と書いてありますけれど、結局今までの地域人材の育

成をやっていた地域大学のその項目をここに持ってくるというようなイメージです。 

○委員 幾つかあるうちの一つをということでしょうか。 

○地域課長 はい。そういうことですね。なので、人材の、最終的には人材育成につなが

るとは思いますけど。はい。やっぱり団体に対する支援ということになっていくと思いま
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す。 

○委員 なるほど。ありがとうございます。 

○会長 では、多田委員。 

○委員 私も実は今のことを質問しようとしていて。 

中間支援組織、協働プラザも、今までも例えばＮＰＯ向けの何かいろいろ講座をやって 

いますよね。その違いがちょっとわからなかったので、これからの。 

○地域課長 地域大学のやってきたものというところで、ちょっと説明してもらったほう

がいいかな。 

○協働推進係長 地域大学担当の係長をご紹介していませんでした。 

○地域課長 すみません、改めて紹介しますけれども、地域大学の担当の係長で4月から

配属されております。前回の会議に出席しておりませんので、ご紹介が遅れましたが、武

士田係長でございます。 

○地域人材育成係長 4月から地域人材育成係長を拝命した武士田です。よろしくお願い

いたします。 

 今の質問については、まさにそのとおりなんです。地域大学ではいわゆるこれからボラ

ンティアを始めたいという方を対象にした講座と、現在、ボランティア活動をしている方

たちのステップアップのための講座があります。で、今、中間支援組織のほうに移行する

ということを考えているのが、2つ目の、現在、活動をしている方たちのステップアップ

のための講座です。今ご指摘があったように、そうした講座は、地域大学だけではなく協

働プラザ等でも実施をしている。だから、簡単に言ってしまうと、それは同じようなこと

を二つのところでやる必要はないだろうということで、協働プラザ、中間支援組織のほう

に一本化しようという話ということなんです。 

○地域課長 中間支援組織でキャッチしたものを企画していく方が、より皆さんに身近な

内容になるのではと考えました。毎年パターン化してしまうのですね。区が企画しますと、

悪い評価でなければそのまま続けていくようになってしまいます。ＮＰＯのニーズは、常

に動いているのではないか。そこで、協働プラザにお願いした方が良いと判断いたしまし

た。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 では、そこの、そう体制を変えた後の成果というか、その先を目指すところがち

ょっと、どういうところに。 
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○地域課長 あ、その後ということですか。 

○委員 はい。それも含め、その、変えた。 

○地域課長 中間支援組織がＮＰＯに対する支援を基本的にしていくということですから、

ＮＰＯが困っていること、それからここが課題だということをキャッチしてもらうという

ことと、その講座をやっていくということは、かなりリンクしている。その講座を企画す

ることというか、ニーズをキャッチしたことを区側にも情報提供してほしいのです。こう

いうことがＮＰＯに今、欠けていることだと。情報とか、人だとか、いろんなことですね。

私たちもそれを知りたいですし、またそこを埋めていくような事業を計画していただくと

いうことで、その先のＮＰＯの発展につながっていくのではないかなと。最終的にはＮＰ

Ｏの体制が強化されていくような講座を企画してほしいと思っております。 

○会長 よろしいですか。 

○委員 はい。 

○会長 あとはよろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、次の3番目の報告に行きたいと思いますが、次は「すぎなみ協働プラ

ザ運営業務委託」及び「すぎなみ地域コム保守業務委託」の履行評価についてということ

でございまして、資料3-1と3-2をご覧いただいてということでございます。それでは、こ

れも事務局から説明をお願いします。 

○地域課長 はい。これは昨年度のご報告となります。今まで余り履行評価ということに

ついて触れてきませんでした。ご報告しますと前回、前振りをさせていただきました。 

履行評価とは、事業者さん自身が自己評価をし、それを区が客観的に評価をしたものをお

互いに突き合わせ、評価結果についてやりとりをし、最終的にまとまったものがこの結果

となっております。全体を見ていただきますと、81点と、まずＣＢすぎなみプラスさんで

すね。これは協働プラザを受託されている業者さんですけれども、全体に良好な運営状態

であるというのが見ていただけると思います。厳しく自己評価をされたりしているところ

もありますが、区から見ればそこはそこまで厳しく見なくても良いのでは、といったよう

な状況です。 

もう一つ、チューニング・フォー・ザ・フューチャーさん。こちらすぎなみ地域コムとい

う、地域情報サイトの保守、管理等をやってくださっている業者さんです。ここに記載の

とおりで、一つだけ「不備」の項目がありましたが、これは「利用団体の情報発信力を高
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めるための講習等が効果的に行われている」で、そこまでの講習に取り組んでいる状況で

はありませんでしたので、この点は評価が低くなりました。あとは、地域コムユーザーの

集いに、地域コムを使われている方をお集めして、次年度につなげる取組、ロゴの投票と

か、そういった意識を喚起するような活動をされ、加点もされています。 

そんなことで、82点という評価ですから、一定以上の成果を上げていらっしゃるかなとい

うことですね。両方とも「良好」というランクです。 

 以上、委託先の皆さんの業務も良好に行われていますというご報告でした。 

○会長 ありがとうございました。 

 2事業者についての履行評価表ということでございますが、委員の皆さんからご覧いた

だきまして、何かご質問があればお願いをいたします。 

 低引委員、どうぞ。 

○委員 ありがとうございます。 

 すぎなみ地域コムの保守業務については、詳細はちょっと私もわかっているわけではな

いですけれども、もしこういった研修も、開発して実施したりする場合には、この金額の

中で実施するのが1年間の中で保守運営をする中で含まれるにはちょっと難しい規模感な

のかなというふうに思います。これがこのまま評価されるのであれば見直しが必要だと思

いますし、この金額、規模感の中で保守をやるんであれば、この項目に対応する委託金額

を見直す、あるいは委託内容のほうを見直すという感じで検討しないといけないのかなと

いうのを印象で思ったんです。 

○地域課長 そうですね。ありがとうございます。実際に、非常に厳しい状況でやってお

られると思いますので、今のご指摘はこちらでしっかり受けとめなければいけないかなと

思います。ありがとうございました。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。八谷委員。 

○委員 私もゆうゆう館を受託しておりますので、とってもなじみのある履行評価表だな

と思って拝見したんですけれども、これは、それぞれ受託しているところが、私たちもそ

うですけど、自分たちが評価をして、その後、区の方がヒアリングにいらして、その後の

最終評価ということですよね。 

○地域課長 そうです。はい。 

○委員 大変、自分に厳しく評価をされているなと感じたんですけれども、これはヒアリ

ング等されて、結構、自己評価されたものと変化があって、こういう結果になったんです
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か。 

○地域課長 そうですね。はい。当事者と区とに相違はあります。でも、話し合いをする

中で、あ、確かにそう言われればとか、そこまで厳しく言わなくても、でもやっぱりそこ

は、と言われればこちらが折れるような場合もある。すべて調整の結果です。 

○委員 はい。わかりました。 

○会長 自己評価がなかなか厳しいということですね、自己評価のほうが。 

○地域課長 そうですね。そんなに皆さん、良好とはつけられませんね。当然やりとりし

ますので、その中でなぜじゃあ「良好」とつけなかったかということもきちんと説明をし

てくださいますので、ああそうか、というような感じですね。 

○会長 なるほど。はい。 

 あと、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、報告は以上ですかね。 

○地域課長 はい。 

○会長 それでは、きょうの議事に入ります。きょうは議事が1件だけでございまして、

「平成29年度協働提案実施事業の評価結果について」というものでございます。こちらの

ほうは、資料の4-1、それから4-2、それから4-3でございます。こちらのほうは、審査結

果について、私のほうから報告と総評について、まずご説明をしたいと思います。 

 まず資料の4-1ですが、29年度に実施した協働提案事業が4事業あります。資料の4-1を

ご覧いただきますと、事業概要がそれぞれ書いてあるということでございまして、4事業

ということです。こちらのほうにつきまして、部会のほうで評価したものが4-2というこ

とでございます。 

 まず、すぎなみ戦略的アートプロジェクトについては、5名の評価委員の平均がＢであ

ったということでありまして、「どちらかといえば評価できる」ということでございます。 

 次のページをめくっていただきまして、杉並区障害者施設ネットワーク基盤の強化に関

しまして、こちら提案団体トロアですが、こちらのほうも同じくＢということで、「どち

らかといえば評価できる」ということです。 

 子どもプレーパーク事業。3ページ目ですが、子どもプレーパーク事業については、こ

ちらのほうも同じくＢという評価でした。 

 そして、4ページ目ですが、空き店舗データベース作成と商店街・創業者のマッチング
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事業につきましては、こちらはＣの「標準的である」という評価でした。 

 こちらが各委員から評価をいただいたところを平均したものですが、資料の4-3をごら

んいただきますと、総評ということで各委員のご意見をいただいたものを集約したものが

評価コメントとしてあります。 

 まず4-3の最初をご覧いただきますと、すぎなみ戦略的アートプロジェクトですが、27

年度からの継続事業ということでございまして、先ほど申し上げましたように、この結果

としては「どちらかといえば評価できる」という結果で、アートという、非常に区が不得

意とするところをうまく協働という形で課題解決に取り組んでいるということを評価して

います。 

 ただし、これは、委員の中から出た意見では、区民全体という観点から見た場合に、本

当にアートというのが区民全体の要望なのかということで、若干疑義が呈されていたとい

うところがございましたけども、協働の効果としてはあったということです。 

ただ、課題は幾つか残っているということで、より多くの区民がアートということに対

して理解を示して満足度を上げていくにはどうしたらいいのかと、そういう課題は依然と

して残っているという指摘でございます。 

 また、次の3ページのところですが、株式会社トロアによる杉並区の障害者施設ネット

ワーク基盤の強化です。こちらも同じく、「どちらかといえば評価できる」というもので

した。こちらは、障害者施設のネットワーク基盤の強化に、ある種の市場原理を入れたと、

そういう提案を、このコンサルタントを入れることによってできたのではないかというと

ころで、その点は新たな視点を入れたというところはそれなりの評価があるだろうという

ことでした。しかしながら、やはりこの福祉というものの特殊性というものが、どこまで

理解をされているのかというところは疑義があったところであります。とりわけ、障害者

の方々は、必ずしもその数字が上がっていくだけでは労働に対して喜びを持つことはでき

ないだろうと。その点についてはちょっと見落とされているのではないかと、そういう指

摘があったところです。 

 それなので、コンサル担当の一定の経営コンサルの知識が生かされたというところはい

いのだけれども、その障害者施設というところをもう少し検討しなければいけないという

ところで指摘があったところです。 

 それから4ページのところですが、こちらはプレーパーク事業でありまして、こちらの

ほうも同じく「どちらかといえば評価できる」ということでした。こちらのほうは、満足



第 8期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 14/21 

度を見てみますと、やはり現場を体験した人の受益者の満足度は極めて高いということで

ありまして、非常に区民の要望に応えた事業を行ったと言えるのではないかというような

評価でした。 

 ただ、これは昨年度も指摘をされたところですが、やはり次世代のプレーリーダーの養

成というものが、どうもまだ十分なされていないのではないかということが大きな課題で

したし、またＮＰＯの運営自体がどうも自己資金というものの確保というものに対して、

消極的に見えるというようなご意見があったところで、その辺が課題であるという指摘で

す。 

 そして、5ページ目ですが、空き店舗データベースの作成と商店街・創業者のマッチン

グ事業ということで、提案団体は杉並中小企業診断士会ということでございまして、こち

らのほうは「標準的である」という評価でございまして、他の事業よりも少し評価が低く

なっているということです。非常に、この課題自体は空き店舗を何とかしないといけない

ということで、地域課題としては非常に重要なわけですが、実際やってみると、なかなか

不動産業界との調整がつかないということがあったというのが、この評価が落ちた理由で

ございます。そもそも事業着手前にそういうことはわかっているのではないかということ

が評価が落ちたということで、なかなか難しい事業であるということでありますが、ただ、

ある種の問題点とネットワークがここでも構築できたというところでその点は評価ができ

るだろうということでございました。かいつまんで総評の報告させていただきました。 

 このようなものでございますが、協働部会の委員の方から感想などを順次お話しいただ

いて、その補足としたいと思いますので、まずは多田委員からお願いをできればと思いま

す。 

○委員 はい。ほとんど3カ年の3年目とかで多かったんですけれど、最後、プレゼンテー

ションなしで評価したので、区役所の担当者がいなくなったとかって理由があったんです

けど、やはりプレゼンテーションがないと、前の評価とか前のプレゼンテーションを引き

ずっているというところがあります。評価しづらいというか、そのままの評価というか、

例えば前年度の課題がどう解決されているかというのが見えにくかったです。あんまり解

決されていないというのがほとんどなのですが、特に商店街の場合は、そういうところが

ちょっと残念かなというのがありました。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 
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では、ちょっと順番を変えまして、三原委員、お願いします。 

○委員 すぎなみの戦略的アートプロジェクトが、最初のお話からすると、まとまってき

ていて、随分良くなったなという手応えを感じました。 

 それから、障害者施設のネットワークに関しては、やはり市場原理というのを障害者の

施設の中で勧めるというのは本当に限界があると思うので、出来るできるだけ負担になら

ないような方向での形がとれたら良いなと思いました。経営者側というか、施設の運営者

側にとっては多少なりとも努力できる点はあったと思いますが、効率化を図れば図るほど

障害者の方たちに負担がかかるという点が、少し無理があるかなと思いました。 

 また、プレーパークは、本当に、すればするほど、たくさんの皆さんが集まるというと

ころは良かったなと思うのですが、先ほどの話であったように、自分たちで自主的にやる

ということに、やはり資金の面で課題が今後ともにあるなと思いました。 

 あとは、先ほどの空き店舗の問題ですが、できれば取り組む前に当然軋轢というのが考

えられたと思うので、もう少し、準備段階でそのことに対処していただけたら良かったの

にと思います。ただ、実際のところ、それだけで空き店舗が埋まったかどうかというのも、

難しいところで、難しいテーマに取り組まれたなと思いました。 

 以上です。 

○会長 それでは、次に松本委員、先にお願いします。 

○委員 はい。ありがとうございます。 

 こういった資料だったりプレゼンテーションだけではなくて、普通に区民として生活し

ている中で、例えばアートプロジェクトのまちなかアートだったりとか、プレーパーク、

私のこの周りがというのがあるのかもしれないんですけど、その二つはわりと、参加した

らとか、いいよねみたいな声が聞こえてきたりしたので、それはすごく、ある意味大事な

ことかなというふうに思いました。 

 この空き店舗の話は三原委員おっしゃるとおりだなと思います。この杉並中小企業診断

士会というＮＰＯ法人は、そもそも中小企業診断士さんたちが集まって自主的につくって

いるＮＰＯなのですか。 

○会長 そうですね。 

○委員 それで、その皆さんが所属している正式な団体というよりは、独自に何人かの方

でつくられているＮＰＯですか。 

○区民生活部長 全体ではないでしょう。 
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○地域課長 全体ではないと思います。 

○委員 わかりました。何かＮＰＯの活動として何を目指してこの事業を始められたかと

いうところも含めて、取り組みの、何というんでしょうね、協働しますというふうに決め

る段階でヒアリングをもうちょっとしてもよかったかもしれないなと、今さらながら感じ

ています。 

○会長 ありがとうございます。 

 では、八谷委員、よろしいですか。 

○委員 アートプロジェクトですね。これでは、かかわるアーティストの方たちが地域に

かかわることでその地域を活性化していくというような、そういうような人材にこれから、

こういうことをきかっけにしてなっていくのかな、なっていけばいいなというようなこと

を感じたなということをちょっと思い出しました。 

 それから、2番目の障害者ネットワークの基盤の強化についてですけれども、先ほどお

話、総評の中にありましたように、やはり障害者の方にとって工賃アップということが本

当にモチベーションアップになっていくのかどうかというのは疑問です。それは最初の目

のつけどころというか、そこが何かミスマッチのようなものもあったのかなと感じたりも

しましたが、私も仕事で障害者の方にかかわったりしていますと、結構親御さんが、より

お金を高く稼げるようになったらいいねと、それをお子さん自身の目標に課しているとい

うこともあって、もしかしたら高い工賃を得るということは、親御さんとしての何か達成

感みたいなものにはつながっていくということもあるのかなと感じました。 

 それから、空き店舗のデータベース作成と商店街マッチング事業ですけれども、これは

私たちのようなＮＰＯもそうですけれども拠点ですね、空き店舗とかを使えるところ、空

き家とかもそうですけれども、安く使えるところはないかなというのは常に関心事になっ

ています。よりいい事業をやるためにそういうところがあればいい、だから、そういうデ

ータベースがもっとあればいいなと思うんですね。この事業も成功したらよかったなと思

うんですけれども、最初にそもそもいろいろと不動産業者さんとの難しい問題があったり、

取り組むには結構難しいことだったんだろうなとは思ったんですけれども、成功したらよ

かったな、と感想として思ったということを思い出しました。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、最後に奥委員、お願いします。 

○委員 そうですね、評価のところで、幾つかの事業で、区民満足度のところで、区民全
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体の満足度向上にはつながらなかったという事業が幾つかあったと思うんですけれども、

やはり各団体の得意分野であったりだとか、当然事業ですのでターゲットというものがあ

ると思いますので、やはり区民満足度というところが区民全体の満足度というところの評

価になってしまうと、なかなか事業の評価としては難しいのかなというのを感じました。

最初に、もともと取り組みの際に、こういうところをターゲットにしているとかそういう

のがあったと思いますので、そこのところが達成できたかどうかというところの評価をし

たほうが、多分恐らく取り組んだ側にとっても達成度が判断できるのかなというような感

想を受けました。というところでございます。 

○会長 ということでございまして、以上のような評価結果になりましたということでご

ざいます。何か、もし質問とかご意見とかがあれば承りますが、よろしいでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、あと、平成29年度、30年度のすぎなみレッドリボンプロジェクトにつ

いてですが、こちらのほうが今動いているということでございまして、こちらにつきまし

て、事務局からご説明いただければと思います。 

○地域課長 はい。レッドリボンプロジェクトですが、前回、委員の皆さんから、今年や

ろうとしていることの中で、学校に入っていろいろな事業をやっていくということについ

て、結構学校に入っていくのは大変だよというようなご意見がありました。案の定と言っ

たらなんですが、学校はカリキュラムが年度開始前に決まっており、後からいろいろ問い

かけをしても難しかったようです。 

 そこの部分については、新たな展開をしようとしたところは、どうもうまくいっていな

いようですね。ただ、今まで関わってきた学校については、これから文化祭に参加してい

くとか、リーフレットが秋にできあがるので配布するとか。あとは・・・。 

○協働推進係長 あとは、カフェ事業というので、いろいろな民間の施設を活用してミー

ティングというような形の啓発事業を行っております。 

○地域課長 今までやってきたものは継続的に取り組んでいますが、新たな展開がうまく

いっていないように聞いております。今日お話を聞いていて、あ、やっぱりプレゼンは必

要だなというふうに思いました。１団体にはなってしまいますが。今までのやり方で取り

組んできた事業としては、これが最終です。プレゼンをした方がいいですか、どうですか

ということをお問いかけしたいなと考えておりましたが、皆さんのお話を伺っていると、

プレゼンを見ないと評価が難しい、というご意向と感じられましたが、いかがなものです
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かね。 

○会長 ということでございまして、当初はこれを、プレゼンをやるかどうかというのを

協議会でお聞きするということだったのですが、先ほど多田委員のほうから、プレゼンが

なかったからよくわからない、前と同じような評価になるというようなお話をいただきま

したので、どうでしょうか、1事業ですけどもお話を聞くということでよろしいでしょう

かね。 

○地域課長 それで、大変恐縮ですが、30年度、本当は29年度のものを1回プレゼンして、

また30年度はということで2回になるんですけど、今回は完全に仕組みが変わりますので、

そして委員もまた入れかわりになってしまいます。大変恐縮ですが、29年度と30年度、両

方ともまとめて、その1回のプレゼンで評価いただかざるを得ないかなと思っているので、

そこだけはご了解いただけますでしょうか。 

○会長 そうしましたら、やる方向でよろしいですか。とりわけ反対がなければ。 

○委員 成果報告ですか。 

○会長 成果報告ですね。 

○委員 いいんじゃないでしょうか。確かに、1回、昔聞いたことが残っていて、あのと

きにという感覚でつけてしまった部分もあったような気はするので、最新の話は聞いたほ

うがいいと思います。 

○会長 そうしましたら、やるという方向で、日程の調整をお願いいたします。 

○地域課長 はい。ありがとうございます。 

○会長 日程は、後日でよろしいですか。 

○地域課長 大体、今までの経過だと11月の終わりくらい。 

○会長 11月ぐらい。 

○地域課長 11月中旬ですね。 

○協働推進係長 メールで日程調整をさせていただきたいと思います。 

○会長 では、また11月の中旬ぐらいにということで、またご連絡をさせていただくとい

うことで、よろしくお願いします。あとはその他ですかね。議事のほうはよろしいでしょ

うかね。 

（ なし ） 

○会長 次に、その他のところですが、こちらのほうは、事務局からＮＰＯの活動資金の

助成事業の実施状況についてということで、ご報告をいただけると聞いています。 
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○事務局 資料5をご覧ください。平成30年度のＮＰＯ活動資金助成団体の活動予定表と

いうことで、委員の皆様にも随時お送りしておりますが、こちらが最新版となっておりま

す。7団体のうち、既に5団体、5事業が開始となっておりまして、私も視察に行っている

ところです。 

 時間があまりないので簡単にご報告いたします。荻窪家族プロジェクト「百人力サロン」

は、元立教大学の先生とスタッフさんで運営しております。参加する子供たちは登録制に

しておりまして、メンバーも固定しているという状況です。多いときは15人ほど参加して

いて、私が行ったときはちょうど夏休みというところでもあったので三、四名ほどの参加

状況ではありました。 

 2番目のストレス対処法研究所については、演劇の中に認知行動療法の要素を組み入れ

たものということで、三原委員と低引委員にも視察に行っていただいております。私が行

ったときには、即興の演劇と、テーマを決めたディベートをしておりました。毎月一、二

回のペースでやっているような状況です。 

 3番目の浜ココについては、マップづくりという新事業が、今月、きのう始まったばっ

かりですので、また私も来月以降、見に行こうと思っております。 

 次のサービスフロンティアについては、10月から事業開始の予定となっております。 

 次のアートカードですけれども、アートカードの効能については、断定的な表現は使わ

ないようにというお話がありましたので、助成決定の時に私どもからもそのような話をし

まして対応いただいているところです。8月から事業を開始しておりまして、この間行っ

た体験説明会では参加者が2名ということで、これから参加者の確保がちょっと課題かな

というような感じでした。 

 次のてんぐるまについては、また来月から事業開始の予定となっております。 

 最後のむさしの児童文化協会ですけれども、こちらも昨年同様、腹話術とか童話の口演

というのをやっておりまして、私も一度行きまして、そのとき一緒にＮＰＯ支援金のＰＲ

をして募金活動を行いました。 

 以上が報告でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 三原委員と低引委員にも実際に行っていただいたということですので、視察のご感想な

どあれば。では、低引委員から先にお願いします。 

○委員 調整いただきまして、ありがとうございました。 
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 ストレス対処法研究所さんを見学に行かせていただきました。見学するつもりだったん

ですけれども、見学できる雰囲気ではなくて、もう完全に参加者として、その即興演劇の

中に入っていくという形で、かなり緊張を強いられたわけですけれども、すごくプログラ

ムは楽しいものでしたし、受益者の方々、課題を持っていらっしゃる方々が楽しそうに参

画されていらっしゃるのが印象的でした。 

 何といいますか、事業計画のとおりといいますか、プレゼンテーションで多分委員の皆

さんが感じられた、こういった専門家の方々が入っていったらいいプログラムができるん

じゃないかという想定はしっかり形になっていたかなというふうに思っていまして、こち

らに助成できたということはよかったかなと思っています。 

 私自身もそういったワークショップを実施するＮＰＯ団体にいましたので、そういった

意味で勉強になりましたし、逆に私の観点からも伝えさせていただいたことというのも、

よりよいプログラムの改善のきっかけになれたらいいかなというふうに思いました。そう

いった意味でもＮＰＯ同士の交流というものも、一つの形になれたらおもしろいなという

ことを感じた視察でした。非常にプログラムも良かったですし、そのかかわり方もいい形

でやれたかなというふうに思っています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございました。 

 三原委員、お願いします。 

○委員 はい。私も参加させていただいて、メンバーとして入って、初めて演劇をやった

のですが、今まで持っていた感覚と違うものを感じました。演じているほうが事実のよう

な、何かちょっと不思議な感覚でした。この体験というのは複雑な、少し目を見開かされ

たような体験でした。考えた方が変わるぐらい、不思議な感じでした。 

○事務局 そうですね。 

○委員 一緒に楽しく演技した、そのような状況でしたが、何か世の中を学んだ感じがし

ました。 

○会長 ありがとうございました。 

 ＮＰＯ活動資金助成事業の実施状況等ということでございましたけれども、何かご質問

等ありますかね。特にないでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 これで全ての今回の議事は終わったということでございます。よろしいですか。 
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○協働推進係長 はい。 

○会長 それでは、これにて第5回のＮＰＯ等活動推進協議会を閉会としたいと思います。

本日は、お忙しい中、どうもありがとうございました。 

 


