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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 1回） 

日 時 平成 29 年 1 月 30 日（月）午後 6時 29 分～午後 7時 50 分 

場 所 分庁舎 3 階 会議室 

出 席 者 委員 

福島、松田、大澤、多田、低引、八谷、三原、奥 

区側 

区民生活部長、協働推進課長、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 【事前配布】 

(1)第 8 期協議会委員名簿 

(2)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 

(3)杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会規則 

(4)第 8 期協議会委員（個票） 

(5)支払金口座振替依頼書 

【当日配布】 

○報告・説明資料 

 資料 1 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の位置付けと所掌事項について

  （事前配布資料） 

  ・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 

  ・杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会規則 

 資料 2 杉並区の「協働」に係る取組・仕組みについて 

  （参考資料） 

  ・広報すぎなみ 12 月 1 日特集号「実行計画・協働推進計画・行財政

改革推進計画改定」 

  ・杉並区協働推進計画（平成 29 年度～平成 31 年度） 

  ・すぎなみ協働推進ガイドライン（2013 年度版） 

 資料 3-1 杉並区協働提案制度の概要 

 資料 3-2 平成 29 年度の協働提案事業について 

 資料 3-3 杉並区協働提案制度実施要綱 

  （参考資料） 

  ・杉並区協働提案募集案内（平成 28 年度） 

 資料 4-1 杉並区ＮＰＯ支援基金（ＮＰＯ活動資金助成）について 

 資料 4-2 平成 29 年度「杉並区ＮＰＯ活動資金助成」募集案内（案） 
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 資料 4-3 杉並区ＮＰＯ活動資金助成要綱 

 資料 4-4 杉並区ＮＰＯ活動資金助成に関するＮＰＯ等活動推進協議会

運営要領 

 資料 4-5 平成 28 年度ＮＰＯ活動資金助成団体・助成事業一覧 

  （参考資料） 

  ・杉並区ＮＰＯ支援基金［リーフレット］ 

  ・杉並区ＮＰＯ活動資金助成（平成 28 年度助成事業紹介）［リーフ

レット］ 

 資料 5-1 すぎなみ地域大学について 

 資料 5-2 すぎなみ地域大学運営要綱 

  （参考資料） 

  ・すぎなみ地域大学講座案内（平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月） 

  ・すぎなみ地域大学募集案内（平成 29 年 1～3 月開講講座） 

 資料 6-1 すぎなみ協働プラザ 

 資料 6-2 杉並ボランティアセンター 

○議事 

 資料 7 部会の設置について 

○その他 

 資料 8 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 8期）スケジュール（案）

  （参考資料） 

  ・協働情報紙「今日ＤＯ！すぎなみ」vol.17、vol.18 

  ・しって杉並、もっと杉並 

  ・ＮＰＯガイドブック 2016 

  ・すぎなみ地域コム 

  ・すぎなみチャリティー・フェスタ（すぎチャリ！）２０１６ 

   開催レポート 

会議次第 1 開会 

2 委嘱状交付 

3 区民生活部長あいさつ 

4 委員・事務局等自己紹介 

5 会長及び副会長の選出 

6 報告・説明 

 (1)杉並区の「協働」に係る取組・仕組みについて 

 (2)その他 

7 議事 

 (1)部会の設置について 

8 その他 

 (1)今後の協議会・各部会の検討スケジュールについて 

 (2)次回協議会日程調整 

9 閉会 
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○協働推進課長 定刻より前ですけれども、本日出席予定の委員の皆様がおそろいになり

ましたので、これより第8期杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の第1回目を始めさせていただ

きたいと思います。 

私、協働推進課長の毛利と申します。よろしくお願いいたします。 

本来であれば、協議会の進行は会長にしていただくところでございますが、本日は、第

8期の1回目の会議ということで、会長、副会長を選任していただくことになります。会長、

副会長が選出されるまでは私のほうで進行させていただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

 なお、本日、大島委員と松本委員は、所用により欠席とのご連絡をいただいてございま

す。よろしくお願いいたします。 

 お手元のファイルの資料でございますけれども、お開きいただきまして、まず第1回の

次第がございます。これに従って進めてまいりたいと思います。 

 次第2の委嘱状の交付でございます。 

本来であれば委嘱状をお一人ずつ直接お渡しするものでございますが、時間等の関係も

ございまして、お手元のほうに配布させていただいております。 

どうぞ内容をご確認いただきまして、お納めいただければと思います。よろしくお願い

いたします。 

続きまして、区民生活部長の井口よりご挨拶申し上げます。 

○区民生活部長 皆様、こんばんは。区民生活部長の井口と申します。 

皆様方におかれましては、平素から杉並区政にさまざまな形でご支援、ご協力を賜りま

して、感謝を申し上げたいと思います。また、本日は、お忙しい中、この会議にご参集い

ただきましてありがとうございます。 

 ＮＰＯ等活動推進協議会につきましては、司会のほうからも話がございましたとおり、

8期目ということでございます。 

平成14年に協議会、そしてＮＰＯの活動推進条例というものができまして、その中で15

年やってまいりました。そういう中で、地域との協働というものも、杉並の中では大分、

根をおろしてきたところでございます。ただ、そうは申しましても、まだまだ進まない部

分もございますし、これからも地域の皆様と協働というものを進めていかなければならな

いと思います。 

 協働、協働と申し上げますと、何か難しい話になってしまいますけれども、いずれにい
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たしましても、地域の皆様のお力をどうつなげて、そして地域の発展のためにそれぞれの

力を生かしていただくか、そんな取り組みの一端をこの協議会で、皆様のご意見を伺いな

がら進めてまいれればと思います。これから8期目という中で何回かの協議会を開催させ

ていただきます。その際には、ぜひ、皆様の英知と申しますか、忌憚のないご意見を賜り

ながら、杉並の協働という取り組みをさらに推進してまいれればと思いますので、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、ご挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

○協働推進課長 それでは、続きまして、委員・事務局等の自己紹介ということでござい

ます。まず、委員の皆様に一言ずつ自己紹介をお願いしたいと思います。 

 本日は50音順に座っていただいておりますので、大澤委員から順番に自己紹介でお願い

いたします。 

○委員 大澤俊と申します。団体推薦で杉並区の町会連合会から来ております。よろしく

お願いします。 

○委員 奥優と申します。団体推薦で、公益社団法人東京青年会議所杉並区委員会のほう

から参加させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○委員 よろしくお願いいたします。低引稔と申します。公募で、ＮＰＯ等活動関係者と

いうことで委員にならせていただきました。こちらの助成の枠組みの関連のある杉並区Ｎ

ＰＯ支援基金普及委員会のほうの委員を3期させていただいておりまして、そちらの委員

長もさせていただいております。こちらは2月までの任期になりますけれども、今後はこ

ちらの協議会のほうでお世話になれればと思っております。所属はＮＰＯカタリバという

ＮＰＯで、今6年目の勤続になります。よろしくお願いいたします。 

○委員 多田邦晃と申します。私は高円寺在住で、杉並に来て12年たつのですけれども、

2007年に教育委員会のほうで、すぎなみ大人塾という、今、地域大学と協働で講演とか講

座をしていますけども、そこで活動を始めています。この協議会も3期目になりまして、

私が一番何か長老という感じですけども、今後ともよろしくお願いいたします。 

○委員 ＮＰＯ等活動関係者ということで、公募で今回委員をさせていただきます、八谷

悦子と申します。所属は区内で活動しておりますＮＰＯ法人たすけあいワーカーズさざん

かという団体に属しております。低引さんと同じように杉並区ＮＰＯ支援基金の普及委員

会の委員を3期ほどさせていただいております。今回は公募で、協議会の委員をさせてい

ただくことになりました。 
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 私たちの団体はＮＰＯ支援基金による助成を2002年に受け、それから何回かいただいて

います。かなり支援基金にはお世話になったという気持ちがございます。以前にも協議会

の委員をさせていただいたという経緯がございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 日本大学法学部の福島と申します。7期に引き続きまして8期もということで、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○委員 青山学院大学法学部の松田憲忠と申します。このたび初めてこの仕事をさせてい

ただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 団体推薦で、東京税理士会の荻窪支部で税理士をさせていただいています、三原

と申します。よろしくお願いいたします。 

○協働推進課長 それでは、事務局等ということで、区と協働プラザ、ボランティアセン

ター、関係スタッフから、自己紹介をしてまいりたいと思います。 

○区民生活部長 改めまして、杉並区の区民生活部長の井口と申します。よろしくお願い

申し上げます。 

○協働推進課長 協働推進課長の毛利と申します。よろしくお願いいたします。 

○協働推進係長 協働推進係長の山澤英幸と申します。よろしくお願いいたします。 

○地域人材育成係長 地域人材育成係長の塚本と申します。すぎなみ地域大学を担当して

おります。よろしくお願いいたします。 

○企画調整担当係長 お世話になります。企画課で協働推進を担当しております、刀祢平

と申します。 

 協働推進課とは、一緒に協働推進計画のほうを推進するということで、進捗管理や新た

な取り組みということで、協働提案制度など一緒にやっております。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 杉並区社会福祉協議会杉並ボランティアセンターの所

長をしています、黒澤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○すぎなみ協働プラザ（運営責任者） すぎなみ協働プラザの運営責任者をしております、

阿波睦夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○すぎなみ協働プラザ ＮＰＯ法人ＣＢすぎなみプラスの代表理事をやっています、味香

でございます。すぎなみ協働プラザの運営を受託しております。よろしくお願いいたしま

す。 

○すぎなみ協働プラザ 同じく協働プラザに1月から参加しております、平山と申します。
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よろしくお願いいたします。 

○事務局 協働推進係の大和田と申します。福島県南相馬市から、研修派遣ということで

来ております。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく協働推進係の窪田と申します。よろしくお願いいたします。 

○事務局 同じく協働推進係の清水と申します。よろしくお願いいたします。 

○協働推進課長 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、次第の5番でございます。会長及び副会長の選出でございます。こちらのほ

うですが、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第18条で、会長

を互選により選出するとなってございます。また、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会規則第

2条で、副会長につきましても互選で選出するということになってございます。副会長の

選出まで私のほうで進行させていただきたいと思います。 

 まず、会長でございますが、互選でございます。どなたかご推薦等ございましたら、お

願いいたします。 

○委員 前7期から学識経験で副会長をされています福島委員に、会長をぜひお願いでき

ればと思います。 

○協働推進課長 はい。ただいま福島委員をご推薦いただく声がございました。 

 ほかに、ご推薦、ご意見等はございますでしょうか。 

○協働推進課長 福島委員、会長にご推薦ということですが、お引き受けいただけますで

しょうか。 

（ 拍手あり ） 

○協働推進課長 ありがとうございます。では、互選ということで、福島委員に会長をお

引き受けいただくということで、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○協働推進課長 ありがとうございます。では、福島委員、よろしくお願いいたします。 

 引き続きまして、副会長の選出もさせていただきたいと思います。副会長も規則で互選

ということになってございます。どなたかご推薦いただけましたら、よろしくお願いいた

します。 

○委員 同じく学識経験者の松田委員に、ぜひ副会長をお願いしたいと思います。 

○協働推進課長 ほかにご推薦、ご意見等はございますでしょうか。松田委員、今ご推薦

がありましたけれども、お引き受けいただけますでしょうか。 
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○委員 よろしくお願いいたします。 

○協働推進課長 松田委員を副会長にということで、よろしいでしょうか。 

（ 異議なし ） 

○協働推進課長 では、会長に福島委員、それから副会長に松田委員ということで、よろ

しくお願いいたします。申し訳ございませんが、会長、副会長席のほうにご移動いただけ

ればと思います。 

（ 福島委員は会長席へ、松田委員は副会長席へ移動 ） 

○協働推進課長 どうもありがとうございました。 

 ここからは、会長に進行をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○会長 はい。それでは、会長に選任されました福島でございます。公平公正に、かつ建

設的な議論ができますように議論を進めていきたいと思っておりますので、どうぞよろし

くお願いいたします。 

 それでは、早速ですが、次第の6でございます。説明・報告ということで、杉並区の

「協働」に係る取組・仕組みについてということでございます。事務局から説明をお願い

いたします。 

○協働推進課長 私のほうから説明させていただきます。まず、資料をおめくりいただき

まして、「杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の位置付けと所掌事項について」という資料を

ご覧いただければと思います。 

 まず、ＮＰＯ等活動推進協議会の位置付けついてご説明申し上げます。先ほども申し上

げました条例の第16条第1項で、区長の附属機関として設置するということになってござ

います。資料にも記載しておりますが、附属機関とは「地方公共団体において、区長の諮

問により、行政執行の前提として必要な調停、審査、審議、又は調停等を行うことを職務

とする機関。条例で設置する」ということになってございます。 

 ＮＰＯ等活動推進協議会につきましての所掌事項でございますが、条例の16条第2項に

ございまして、(1)ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること(2)ＮＰＯ

支援基金を財源とし、ＮＰＯ等に対して行う助成金の審査に関することとなってございま

す。こちらのほうは、資料の中に条文を記載してございます。協働提案制度の評価をいた

だくこと、それからもう一つは、ＮＰＯ支援基金を財源とした助成金について各団体から

の申請につきまして審査をいただくということが大きな所掌事項になろうかと思います。 

 それから、(2)の委員構成と会議の原則でございますが、まず委員構成でございます。
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条例の17条に定められておりまして、委員が10名以内というふうになってございます。委

員の内訳の人数は規則のほうで定められております。「条例第17条第2項で、委員の任期

は、2年とし、再任されることを妨げない」というふうになってございます。ただ、杉並

区の附属機関等設置及び運営に関する基準がございまして、そちらの第6条第5項では、委

員等は原則として連続3任期を超えて在任しないものとするというふうになってございま

す。ですので、任期は1期2年、3期まで委員としてお願いすることができるというような

形になってございます。 

 また、会議原則でございます。これは条例第18条と第19条でございますが、まず、「会

長は、委員の互選によりこれを定める」ということで、先ほど選任いただきました。「協

議会は会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない」とい

うふうになってございます。また、「議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、会長の決するところによる」ということでございます。また、協議会の会議は公

開でございます。ただし、議事内容等により協議会での議決があったときは非公開とする

ことができるというふうになってございます。 

 2ページ目、裏面に行きまして、部会の設置ということでございますが、こちらも条例

の第16条第4項で、「協議会に、必要に応じ部会を置くことができる」となってございま

す。また協議会規則で、「部会は、会長の指名する委員をもって組織する」。こちらが第

3条第1項。そして、「部会には部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる」と、

これが第3条第2項でございます。部会も半数以上の出席をもって成立ということでござい

まして、議決も過半数で決めるというふうになってございます。 

 それから、(2）「設置する部会及び部会員の構成について」でございますが、助成審査

部会それから協働推進部会という2つの部会を設置するということで進めてまいりたいと

存じます。 

 まず、助成審査部会ですが、杉並区ＮＰＯ等活動資金助成について、助成要綱に定める

登録要件及び審査基準に基づき、助成を受ける団体に該当すること、それから助成金額が

適切であることなどを審査いただきます。また、ＮＰＯ支援基金の助成・運営に関してご

意見を区のほうに頂戴するというようなこともお願いすることがございます。協働推進部

会でございますが、こちらは杉並区協働提案制度、後ほどご説明申し上げますが、区と提

案団体との協働提案事業に係る協議の結果、翌年度に事業を実施する候補とした事業につ

きまして評価をいただきまして、部会としての評価結果、意見を取りまとめていただくと
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いうような役割をお願いしているところでございます。 

 続きまして、資料2でございますが、杉並区の「協働」に係る取組についてということ

で、年表形式でこれまでの取り組みを記載させていただいています。先ほども区民生活部

長からの挨拶にございましたけども、平成14年4月に、まず杉並区ＮＰＯ・ボランティア

活動及び協働の推進に関する条例が施行されました。同年には、6月に支援基金の設置、9

月に本協議会の設置、そして10月に、杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動推進センターが開

設されました。こちらのセンターは、現在は、先ほども紹介させていただきましたけども、

協働プラザがこの役割を担っています。もう一方で、ボランティア活動のほうは杉並区ボ

ランティアセンターが担っているところでございます。 

 平成15年5月には杉並区自治基本条例が施行されまして、協働の概念が示されました。

「地域社会の課題の解決を図るため、それぞれの自覚と責任の下に、その立場や特性を尊

重し、協力して取り組むことをいう」というところを定めてございます。18年4月には地

域人材の育成ということで、すぎなみ地域大学を開校してございます。 

 また、平成24年3月、杉並区基本構想を策定いたしまして、そこで「参加と協働による

地域社会づくり」ということが、基本構想を推進するために掲げられてございます。また、

4月には、協働推進方針を策定しております。こちらは杉並区総合計画として、基本構想

を実現するための10年プラン、それから実行計画３年プログラムを策定したときに、定め

てございます。また、同年12月には、新たな協働のあり方の具体化に関する意見というこ

とで、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会から区へ意見を頂戴してございます。この意見等を

もとに、平成25年1月に杉並における今後の協働の取組方針を決定させていただいてござ

いまして、今こちらで決めた方針をもとに、いろいろな協働の取り組みを進めているとこ

ろでございます。25年5月には、後でご説明いたしますが、すぎなみ協働推進ガイドライ

ンを作成しました。また、協働提案制度が、試行ですが、25年から開始してございます。 

 平成26年11月でございますが、先ほどの総合計画・実行計画の改定がございまして、こ

のとき協働基本方針も改定してございます。また、あわせまして協働推進計画を、このと

き策定しました。また、今年度、昨年の11月でございますが、杉並区の総合計画に掲げた

施策を推進するための実行計画と行財政改革推進計画、そして協働推進計画を改定してご

ざいます。 

 続きまして、広報すぎなみの12月1日特集号でございまして、今申し上げました実行計

画・協働推進計画・行財政改革推進計画等の改定につきましての特集号でございますので、
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後ほどご一読いただければと思います。中身に関しましては、基本構想の目標1から5まで

における実行計画の概要と、協働推進計画・行財政改革推進計画について説明をしている

ものでございます。 

次に、協働推進計画の具体的な計画内容のプリントでございますが、方針1が16項目、

方針2が23項目、方針3が6項目で、合わせて45項目でございます。方針1は区民参加の促進

ということで、区民の方の参加による地域社会づくり、それから方針2は地域人材の育成

と地域活動環境の充実に向けた支援ということで、多様な主体の協働による地域の公共的

な課題の解決となってございます。方針3につきましては、協働を支える情報発信と、区

と区民とのコミュニケーションの充実ということで、参加と協働を支える区民とのコミュ

ニケーションの充実でございます。詳しい内容につきましては、後ほどご覧いただければ

というふうに存じます。よろしくお願いいたします。 

 それから、次に「すぎなみ協働推進ガイドライン」を用意させていただきました。こち

らは平成25年5月に策定したものでございまして、多様な主体同士の協働により、こうし

た協働の取り組みを一層推進していくための指針として作成したものでございまして、ど

ちらかというと、区の職員向けのような目線での内容になってはおりますが、多くの皆様

にご活用いただけるような協働の取り組みを示したものでございます。 

 大きく3章立てになっておりまして、協働に関する基本的な考え方、それから協働によ

る事業の進め方、そして協働の推進体制という3章になってございます。協働に関する基

本的な考え方では、協働とは何か。それから協働を担う多様な主体、目的、取り組みの際

の留意点、また協働の原則、協働の形態等を記載してございます。また、進め方に関しま

しては、協働の手順というようなもの、それから協働提案制度についての記載がございま

す。また、協働の推進体制としては、区の内部の協働推進本部並びに幹事会の設置、また

中間支援組織、先ほどの協働プラザやボランティアセンター等々、中間的にＮＰＯ等と団

体をつないでいく、そうした組織の設置ということをうたっております。また、後半、

後の部分では資料集になってございますので、こちらのほうもご参照いただければと思い

ますので、よろしくお願い申し上げます。 

 ここまで協働の制度、取り組みに関する大まかなところをご説明申し上げてまいりまし

た。ここからは、具体的な事業のご説明ということで、担当する係長等からご説明申し上

げます。 

 では、まず、杉並協働提案制度の概要について、山澤係長のほうから説明申し上げます。 
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○協働推進係長 協働推進係長の山澤です。資料3と資料4が協働提案制度と杉並区ＮＰＯ

支援基金のことでございますので、こちらを私からご説明をしたいと思います。 

今、課長からも説明がありました、資料2が実は今の協議会の検討を支えている部分で、

非常に重要なところがございます。平成24年12月の新たな協働のあり方の具体化に関する

意見というのは、第5期のＮＰＯ協議会の論議の中で出てきたものでございます。こちら

は先ほど部会の設置というのがありましたけれども、検討部会というものを設けて6名の

委員の方が検討部会員になりまして、年間5回の会議を経た上で区に対して意見を言って

いただいたというものでございます。これが、その次の行に書いてあります平成25年1月

の杉並区における今後の協働の取組方針の決定につながっています。 

 ガイドラインの20ページに、この取組方針がありまして、こちらに今の協議会、あるい

は協働推進課の仕事、区の動きが全て詰まっていると言ってもいいかと思います。資料2

の25年1月に①②③④というふうに書いてあります。中間支援機能の充実・強化、ＮＰＯ

支援基金の役割・仕組みの見直し、そして地域人材の育成機能の充実、新たな協働提案制

度の実施という、この4項目が、今の取組方針の決定というところに書いていることでご

ざいます。④番の新たな協働提案制度の実施というのを受けまして今協働提案制度を行っ

ています。②番のＮＰＯ支援基金の役割・仕組みの見直しを受けて、今の助成金制度があ

ります。協働提案制度を協働推進部会、そして助成制度を助成審査部会で、皆様委員の方

にお仕事をしていただいているということでご理解いただければと思います。 

 では、協働提案制度の概要につきまして、資料3-1を使って簡単にご説明したいと思い

ます。 

 まず制度の目的ですけれども、1番目に、協働提案制度は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の解決に向け取り組む制度です。今までの

協働というのが、どちらかというと区からの事業委託が目的だったということから、その

反省に基づいて、これからは新たな協働をやっていこうということに基づいて行った制度

でございます。 

 実は、平成16年から18年にＮＰＯ等との協働事業化提案制度というのがありまして、ま

た19年から21年には杉並行政サービス民間事業化提案制度という協働提案制度と似たよう

な制度がございました。ただ、こちらのほうは、どちらかといいますと区の仕事を地域活

動団体、株式会社ですとかＮＰＯ団体に、こういう仕様でやってくださいというのを、民

間などが受託して受けるというような形だったわけです。それを、新たな協働提案制度は、
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地域活動団体と区が協議のプロセスを重視して、もっと協議をした上でお互いに役割分担

をしたほうがよいのではないでしょうかという協議会の意見を受けて、現在の協働提案制

度があるということでございます。平成25年度に試行で始まって、29年で今やっと5年目

を迎えます。 

 この協働提案制度につきましては、中段で書いてございますが、行政からこういうテー

マでお願いしますというのを出しまして、地域活動団体の方が、私がこういうことができ

ますよという形で提案していくものと、地域活動団体がこういうことができますよという

ことで、自由に提案する方法と、二つございます。自由に提案するものにつきましては、

年間を通して、いつでも受け付けているという状況でございます。 

 提案できる内容につきましては、これはシンプルなのですが、「地域の課題の解決につ

ながるもの」というふうに書いてある以下は、記載のとおりでございます。 

 提案できる団体につきましては、個人は対象としておりませんが、営利、非営利問わず、

株式会社も出せるということで規定してございます。 

 資料3-1の2ページ目をご覧いただきますと、中段に協働提案制度の流れというのがござ

います。平成29年度を例に1年間の流れを記載してございます。左のほうの枠の中に5月22

日から6月17日という案で、そこの一番右側の枠に、提案の受付・事前相談というのがあ

ります。米印で「すぎなみ協働プラザにて」と書いてございます。後でまた協働プラザの

ところでなぜ協働提案制度を受け付けているかということもご説明したいと思います。 

 中段のところに、提案の評価というのが11月上旬と書かれてございまして、ここに提案

発表（公開プレゼン）・評価で、米印で「ＮＰＯ等活動推進協議会の評価」というふうに

書いてあります。これが協働推進部会員の方々にプレゼンテーションを聞いていただいた

中で評価をしていただくというようなシステムでございますので、後ほど部会の設定が終

わりましたら、また協働推進部会員の方はこちらの評価に携わっていただくという形にな

ります。 

 資料3-2ですが、今のスケジュールにつきましては、平成29年度の協働提案事業につい

てというところでお話しさせていただきますと、既に7期の協議会のメンバーが、事業化

までの経過ということで、11月9日に公開プレゼンテーションを行いまして、11月28日に

協議会の評価を審議しております。そして12月22日に区で事業化の内定を決定しまして、

現在1月から3月にかけて、29年度に向けて担当課と提案団体で協議をしているところでご

ざいます。29年4月1日付で協定を結んで、新たに協働提案の事業を進めていこうという段
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階を今迎えております。 

 協議会の評価につきましては、ＡからＥだと5段階ですけれども、中にＢの1、2、3、Ｃ

の1、2、3、Ｄの1、2、3というところまで細分化しておりまして、ＡからＥまで全て11ラ

ンクということで評価しております。 

平成28年度から実施している2事業につきましては、記載の事業名ですが、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につきましては、Ｃ1ということで

評価をしました。すぎなみレッドリボンプロジェクトというのは、ＨＩＶの普及啓発、若

い人が感染しないようにというプロジェクトでございますけども、こちらはＢ3というこ

とで協議会が評価をしております。 

 めくっていただきまして、平成27年度から、今度3年目を迎えますけれども、3事業が協

働提案事業として29年度に実施されます。すぎなみ戦略的アートプロジェクトと杉並区内

の障害者施設ネットワーク基盤の強化、そして子どもプレーパーク事業というのが、いず

れも期待できるということで、Ｂ3ということで協議会の評価を受けて、その評価を受け

た上で、区で事業化の内定を決定しているという状況でございます。 

 区の仕事というのは、直営で行っている外、「委託」しているものもあります。委託と

いうのは、あくまでも区が仕様書を全部つくり込んで、このとおり行ってくださいという

ものを、株式会社にしてもＮＰＯ法人にしても、全て実施したものを区が履行確認して、

お金を支払うというようなシステムでございます。その際に委託についてはどういう団体

が選ばれるかといいますと、大体入札ですとかプロポーザルというようなもので選ばれて、

ということでございます。 

 この協働提案制度というのは、区の担当課と地域活動団体で何が課題かを一緒に共有し

た上で、事前の協議を何回も重ねて、区と団体の経費負担をお互いに話し合って、実験的

に何ができるかということを一緒に考えながら進めていく制度だというふうに思っていた

だければと思います。 

 今5事業を申し上げたのですが、こちらのレッドリボンプロジェクトで申し上げますと、

いろいろなフェスティバル、あるいは成人式のイベントで、若者に「恋みくじ」という啓

発グッズを配布するということも行っております。また、中学3年生に向けて授業で啓発

したり、都立高校でどのように性感染症がどのように移っていくのかということを、色が

ついた水で表現する実験などの授業を行ったりしています。 

 区が仕様書を作成して、それを団体に実施してもらうという方式ですと、なかなかここ
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まではできない。ところが、こういったアイデアも含めて一緒に事業を進めていくと、こ

こまでできていく。民間やＮＰＯの発想も生かしながら区も一緒に進めていくというよう

な形が協働提案制度の売りというようなことでございます。 

 協働提案制度でいいところは、行政テーマ設定型についてはこういうテーマで募集しま

すよということを募集案内で1年に1回、花火を打ち上げるような形で、協働提案制度を周

知します。区の担当課は地域活動団体がどんなことができるのかということは、意外と知

らないものです。団体は、区の担当者がどこかわからないという要望がよくあります。そ

れを結びつける、いわばお見合いというふうに思っていただければと思うのですが、それ

を結びつけて、よく論議をしながら課題を解決するような制度です。 

 続きまして、資料4をお開きいただければと思います。こちらは、4-1「杉並区ＮＰＯ支

援基金について」ということで記載させていただいております。条例第15条で、協議会の

審査を経て、この基金を活用してＮＰＯの方々に活動資金を助成しているという制度でご

ざいます。 

寄附と助成の推移のカラーになっているところをご覧いただければと思いますが、こち

らの表は、寄附金が年度ごとに幾ら集まってきて、助成金を幾ら出しているかという表に

なっていまして、それが棒グラフと折れ線グラフになっています。ポイントだけお話しし

ますと、寄附件数の赤い帯が平成25年からぐっと上がっております。「あなたの寄附が支

えます！」という、寄附金のパンフレットの中を見ますと、ゆうちょの振り込み用紙にな

っています。これは平成25年10月からこの方式をとりました。以前の寄附よりも、これを

持っていけば郵便局で寄附がすぐできるようになりました。そのおかげで、25年は寄附件

数が37件になって、26年に60件以上という形に変わっているということでございます。少

し工夫した上で寄附がしやすくなったので、折れ線グラフが右肩上がりになっているとい

うふうにご了解いただければと思います。 

 基金は一体どんなもので、それで助成金とは何かというふうに、初めて聞いた方は思わ

れるかもしれませんが、まさにこのパンフレットのとおりなのです。寄附金が支援基金に

入ると、この原資をもってＮＰＯ法人に助成金を出します。その助成金をもってＮＰＯ法

人がサービスをする。そのサービスを区民の方が受けると、みんなにっこりとなっている

わけです。みんながにっこりすると、これはいいねと、杉並愛が育まれて、そしてまた寄

附しようという、この好循環を生もうということで、税金だけじゃなく、区民の方が寄附

することによってＮＰＯの活動を支えようというような制度です。 
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 では、めくっていただきまして、4番で、寄附の状況は表のとおりですが、平成14年か

らだいぶ経っているのですが、個人、団体も含めて、ＮＰＯ支援基金には寄附がなかなか

集まっていないというのが正直なところでございます。 

 (2)の寄附の内訳のところは、大口が100万入ることもありますが、なかなか厳しい。11

月のチャリティーイベント開催というように書いてあるのですが、ＮＰＯ支援基金の普及

委員会というのがプラザの中にありまして、そちらのほうのご努力もあって、イベントを

開催したときに非常に寄附が集まる、しっかりＮＰＯ支援基金の普及啓発をすると寄附が

集まっているということを示す資料です。 

 3ページになりますが、ＮＰＯ支援基金の残高の推移を記載してございます。折れ線グ

ラフが急上昇しているところが平成17年度にあるのですが、一番下の米印で区の原資が

1,600万円と書いてありまして、実は区の財政投与をしています。税金で少し足している

というのが現実です。17年度に1,500万円、税金から基金に入れたということもありまし

て、何とか、基金が今の水準を保っている。ただ、それからは右肩下がりということで、

助成金はしっかり出しているけれども寄附金が集まらないという状況で、27年度の末で、

記載のとおり基金の残高は1,126万2,509円となっています。 

 資料4-2に移りたいと思います。募集案内がございまして、資料の下に助成総額約250万

円と書いてあります。必ず1年間に大体250万円出しますというのが、区の実行計画という、

3年間の計画で決まっていて、この水準で今推移しております。 

 2ページに、対象団体と助成限度額とありますが、ここに、4つの事業の区分があります。

平成25年度に4つに増やしています。それまでは1番の活動促進事業だけだったのですが、

若者にもっと支援しましょう、それから協働でやっている事業に支援しましょう。あるい

は地域大学の卒業生のスタートアップとして10万円補助しましょうというように、政策的

にいろんな種類の助成金が出せないかということを協議会からの意見を受けて、変わった

ところがこの部分でございます。 

4ページをご覧ください。そこの「審査基準」と書いてある項目が、助成審査部会の方

に審査していただいている部分です。ここで、ニーズの把握、地域特性・社会への問題提

起とかの項目に基づいて点数付けをしていただいております。その平均点をもって一次審

査をして、ただ、それは客観的にその点数で決めるわけではありません。点数を振った上

で、実際、プレゼンテーションも聞いた上で、この団体に助成をしましょうというのを、

評価をいただいているというところでございます。 
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 協働提案制度で漏らしましたので申し上げますと、先ほどの募集案内の6ページのとこ

ろに、助成と同じように何をもって審査しますという項目が書いてあります。これらの項

目が協働推進部会員につけていただく審査表のフォーマットに記載されています。この項

目に基づいて、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅと各委員が審査をしているという状況でございます。

また重ねてになりますけれども、助成審査部会員、それから協働推進部会員、この2年間、

私たちは何をするのかということにつきましては、この助成審査と協働提案の評価に携わ

っていただくということで、これから、大変恐縮ですけれども、お仕事をしていただくと

いうような運びになっております。 

 以上、よろしくご協力のほどお願いしたいと思います。協働提案制度と助成金の説明は

以上でございます。 

○協働推進課長 では、引き続きまして、地域人材育成に関しまして、すぎなみ地域大学

について、地域人材育成係の塚本係長より説明申し上げます。 

○地域人材育成係長 それでは、私のほうから、すぎなみ地域大学についてご説明させて

いただきます。座ったままで失礼いたします。 

 先ほどの説明で、資料2のところで、杉並区の協働に係る取組ということで年表を示し

てご説明させていただきましたが、先ほど来話がありますように、平成25年1月の「杉並

区における今後の協働の取組方針決定」といった①から⑤までのポイントのうち、③に当

たる部分ですね、地域人材の育成機能の充実といったトピックで出ている項目でございま

す。 

 資料5-1のほうをご覧いただきまして、こちらに、すぎなみ地域大学の概要について資

料をご用意しております。まず第1番目に、地域大学とはということで、地域大学という

のは、要するに地域活動に必要な知識というのを学んで、その地域に仲間を拡げて、区民

自らが地域社会に貢献する人材、要は協働を推進するための担い手として活躍していただ

くために、そういった知識を学んで活動に入りやすくする仕組みを平成18年4月に設立い

たしました。 

 当初はそういった学びの仕組みとしてスタートしているのですが、ほかの区役所の部署

でも、生涯学習で行っているそういった人材育成の取り組みですとか、あとは教育委員会

で行っている社会教育というか、そういった側面での人材育成の取り組みもありますが、

こちらで行っている地域大学としては、それを実際の地域活動につなぐということが特色

となっております。 
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 そういったことで、基本理念はここに書いてある3つですが、これが根幹となっていま

す。区民の社会貢献意欲を喚起し、自らの学びの成果を地域社会の中で活かす「協働の担

い手を育てる」。それから、地域貢献活動を担うＮＰＯ団体等を人材面から支援し、相互

に連携・協力して「協働の輪」を拡げる。3つ目ですが、地域の課題解決に向け、区民が

知恵と力を出し合い取り組む「協働社会の基盤」をつくる。そういったことで人材育成の

取り組みをしております。 

 1枚めくっていただきまして、2ページ目です。地域大学の概要というところですが、で

は、目的は何か。先ほど来申し上げているとおり、地域社会に貢献する人材、協働の担い

手を育成する。これが目的です。それをするに当たって、特徴ですけれども、そういった

ことで、講座内容は実際の活動に生かせるような実学・実践重視ということにしておりま

す。講座の中でも実際に体験実習を取り入れたりとか、実際に活動されているＮＰＯの方

を講師にして、講座を運営しているという工夫をしております。 

 2番目、地域デビュー編や地域活動団体の立ち上げなど、幅広いニーズに即した講座を

展開ということで、初心者向けのものから実際の地域活動を今後立ち上げる人向けのもの

であったり、既に活動している方向けにいろんなスキルアップ的な講座もメニューに取り

組んでおります。 

 3点目ですが、修了後の活動メニューや活躍場面を提示し、受講生の目的意識を明確化

ということで、後で見ていただければと思いますが、こちらのファイルの中にすぎなみ地

域大学の1－3月の講座の募集案内のパンフレットを入れています。ご覧いただくと、講座

を受けていただいて、講座修了後はこういう活動がありますよというのが書いています。

そういったことで、実際、修了後、こういった活動をするためにこの講座をやっています

ので、興味のある方は応募してくださいというような組み立てにして、なるべくその後の

活動がイメージできるような募集の仕方をして、講座をやっているということです。 

 特徴の4番目、ＮＰＯ法人等の地域活動団体の人材面からの支援ということで、この活

動、講座を修了した後には、例えば区のそういった事業を受託しているＮＰＯに実際に登

録して、そこで活動するという支援をしております。 

 年間にして、講座数が大体、計画上は毎年度38講座開講しているといったところです。 

 実施状況ということで、各年度の経年のデータを出させていただきましたが、これまで

に10年間、平成18年度の講座、大学開始から、27年度でちょうど丸10年を数えましたが、

受講者数は延べで1万1,683人ということで、毎年、平均すると1,000人強の方に受講して
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いただいているといった状況です。 

 もう一枚めくっていただいて、これは受講者の状況、もしくは受講生のアンケート結果

からの集計結果になりますが、受講者の傾向としまして、特に年代的にはやはり40代から

60代、70代、80代、下は10代と、幅広い年代層ですけれども、特に男性は60代の方がメイ

ンで受講されています。女性は40代から60代ぐらいが多い。10年間トータルでの傾向です

けれども、そういった傾向が見られます。 

 5ページを見ていただくと、受講動機としまして一番多いのは、「講座内容に興味があ

った」ということと、「地域や社会の役にたちたい」「より高い知識や経験を身につけた

い」「自分の知識や経験を活かしたい」ということで、修了後の活動を明示した上で募集

しているということで、「講座内容に興味があった」というのは一番多いと思いますが、

それ以外にもやはり杉並区民の方は非常に知識欲が高く、学びたいという意欲が高い方が

多いという傾向が見られるかと思います。 

 昨今は、そういった、これまで受講されてきた10年間の方々もさらにスキルアップでき

るような講座も組み立てているのですが、これからまた先を見据えて、地域大学も、また

現在、現役世代で働いている方についても地域に目を向けていただいて、引き続き担い手

として活動してもらえるような仕組みを模索して、日々組み立てを工夫しているところで

ございますので、またこの場でも、その辺も含めて協働推進ということでご意見を頂戴で

きればと思っております。 

 簡単ではございますが、地域大学の説明は以上です。 

○協働推進課長 続きまして、資料6、すぎなみ協働プラザ、杉並ボランティアセンター

についてご説明させていただきます。 

○協働推進係長 山澤からご説明いたします。すぎなみ協働プラザと杉並ボランティアセ

ンターは、平成14年にできております。名称は違ったのですが、こちらは条例の第8条で、

「区はＮＰＯ等の活動の拠点を整備すること」と決まってございます。それを受けて、す

ぎなみ協働プラザとボランティアセンターの前の施設が平成14年にできて、平成18年に二

つに分かれて、今の協働プラザとボランティアセンターになっているという位置付けです。 

 先ほど申し上げました協議会が意見を出した4点のうち、新たな協働提案制度と助成金

の枠組みの仕組みの変化、それと、今、塚本係長から話がありました地域大学の地域人材

の育成の関係がありましたが、もう一つ残っているのが、中間支援機能の充実・強化です。

その中間支援組織というのが、この拠点でもあります協働プラザと杉並ボランティアセン
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ターです。 

 先ほど協働提案制度のところで、米印で協働プラザが受け付けになっていますと申し上

げました。助成のところで言い忘れてしまったのですが、実は助成の受け付けもすぎなみ

協働プラザが行っています。協議会では、できるだけ中間支援組織に地域活動団体が交流、

集まって意見交換できる場になるというのが充実・強化ということで、その仕掛けをつく

る意味でも、協働提案制度と助成金の受け付けを一番 初に協働プラザが受けるというよ

うなシステムを作ったということでご理解いただければと思います。 

 では、協働プラザとボランティアセンターの案内が資料6にポケットの中に入ってござ

いますので、こちらのリーフレットを見ながら、それぞれの責任者が本日出席しています

ので、簡単にご説明いただければと思います。まず、協働プラザからお願いします。 

○すぎなみ協働プラザ（運営責任者） それでは、すぎなみ協働プラザのリーフレットを

もとに、私どもは何をやっているのかということをご説明したいと思います。表面に「地

域活動団体を応援します！参加と協働による地域社会づくりをめざして」という旗のもと

に運営しております。開いていただきまして、平成27年4月に「すぎなみＮＰＯ支援セン

ター」から「すぎなみ協働プラザ」に名称を変更しました。一昨年の3月までは「ＮＰＯ

支援センター」という名前でしたが、先ほど来あります中間支援の強化などの方針に基づ

いて名称を変更いたしました。 

 やっている内容は大きくは変わっておりませんが、それぞれ個別のＮＰＯの立ち上げで

すとか運営をサポートするという役回りから、ＮＰＯとＮＰＯですとか、ＮＰＯと企業、

あるいはＮＰＯと商店街、自治会、あるいは行政の出先、そういったところをつなぐとい

うふうな活動にシフトしてきております。窓口相談やさまざまな活動の中でも、そういっ

た紹介ですとか、あるいは連携の強化ですとか、そういうことを意識的にやるようにして

おりますし、また団体のほうも、プラザに行けば、そういう協働先を紹介してもらえると

いうふうな認識がだんだん高まってきまして、今はそういうふうな案件が非常に増えてお

ります。 

 ほかには、受付・相談のところで、一般の相談ですとか、今、山澤係長からお話があっ

た協働提案制度の事前相談受付、あるいはＮＰＯ活動資金助成の相談・受付を行っており

ます。 

 そのほかに、広報で「すぎなみ地域コム」という、これも杉並区が設置したポータルサ

イトですけれども、こちらの運営をさせていただいております。今現在約300団体登録を
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して、無料で、自団体のウェブを使った告知ができるというようなことになっております。

また「すぎメール」というメールマガジンを月に1回配信しております。そのほか、広報

紙を年4回発刊しております。それから「すぎなみＮＰＯガイドブック」という、区内に

ある団体の紹介冊子がありますが、大体170から180団体を掲載しておりますけども、これ

を2年に1回作っております。次年度が発刊の予定度になっております。 

 そのほかに、特に仕様で決まっているわけではないのですが、人材育成の面で必要なこ

とということで、まず「ＮＰＯなんでも勉強会」、これは昨年度の半ばに名称が変わりま

して、「すぎなみ地域づくり勉強会」という名前になりました。毎月1回、地域でおもし

ろそうな活動をしているけども実態はよくわからないという団体の方に来ていただいたり、

あるいは、空き家ですとか杉並の観光ですとか、重要なテーマにつきまして、詳しい方に

来ていただいて話を聞いていただくということで、毎回20から30人、多いときには50人、

60人参加していただいております。そのほかに、インターン制度ということで、主に大学

生ですが、夏と冬と言いますか、春と言いますか、インターンをお預かりしております。 

 そのほかに、杉並区ＮＰＯ支援基金の普及事業という形で、先ほどから出ておりますＮ

ＰＯ支援基金普及委員会の事務局を協働プラザが務めるという形で、区内の代表的なＮＰ

Ｏの方約10名に出ていただいて、後からお配りしたかと思いますが、「すぎチャリ！2016」

というイベントがございますが、主にこういった普及活動とか、あるいは独自の普及ポス

ターの制作ですとか、何とか支援基金を普及して寄附を集めたい。さらには杉並の寄附文

化の醸成というか、パイを大きくするような活動にしていきたいということでやっており

ますけれども、なかなか寄附額には反映しないのが現状でございます。 

 それから 近ですと、ちょっとリーフレットの裏面といいますか、「交流コーナーをご

活用ください！」という囲みがございますが、阿佐谷地域区民センターの4階に私どもの

事務所があるのですが、事務所の隣に交流コーナーという一画があって、そこで勉強会を

やったりしますが、そちらの有効活用といいますか、交流の促進ということで、 近です

と展示企画などいろんなものをつくったり制作する団体さんと協働して、展示スペースと

して、利用いただくなど展示の企画を実行しております。10月ぐらいから始めて、毎月い

ろんな団体さんがこのコーナーで展示をしております。そのほか試行錯誤を重ねておりま

して、いろいろ、ミニサロンといいますか、ワークショップ的なものを実行しております。 

○協働推進課長 では、続きまして、杉並ボランティアセンター所長からお願いいたしま

す。 
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○杉並ボランティアセンター所長 お手元にあります「杉並ボランティアセンターご案内」

という小さいリーフレットになりますけれども、こちらに沿ってお話しさせていただきた

いと思います。 

 こちら、主な事業と書いてありますけれども、上から、コーディネート、これはボラン

ティアを必要としている方と、ボランティア、お手伝いできますよという方をつなげると

いうところで行っております。 近、地域でのニーズが多いのは、やはり傾聴ボランティ

アのニーズが意外と多いなというのが実感です。個人宅であったり施設であったりという

ところですけれども、傾聴ボランティアをお願いしますということで、区内の傾聴ボラン

ティア団体にお願いしてということで準備をしているところです。 

 続きまして、活動促進・研修ということで、こちらはボランティアをただつなげるだけ

ではなくて、ボランティアを受け入れる側、ボランティア受け入れ担当者研修ということ

で、受け入れる側の研修も行っています。ボランティアを受け入れる意義というところか

ら、受け入れるための必要なものであったりということで、研修を含めてスキルを上げて

いただいてということで、サポートしているところです。 

 情報ネットワークとありますけれども、こちらも、お手元にありますが、「ボラン・て」

12月号。ちょっと古いものになりますけれども、こちらは毎月1回発行している情報紙に

なります。中身に挟まっているのが主にボランティア情報ということで、ボランティアセ

ンターのほうに寄せられたボランティア情報を掲載しています。それだけではなくて、や

はり読み物的なものもということで、インタビュー企画ということで、こちら、ＮＰＯ法

人で活動している方の紹介ですとか、あとは隔月で、今、若者に向けてということでやっ

ていますので、大学の先生、28年度は講師、教授の方ですとか、ボランティアに関わって

いる先生方のインタビューなどを載せております。ぜひ機会があったらお読みいただけれ

ばと思います。あとはホームページのほうも随時情報を追ってすぐにアップするようにし

ていまして、ボランティア情報、必要としているものですとか、それだけではなくて、何

か寄附がお渡しできますとかという情報も載せているところでございます。 

 あとは活動のサポートとありますけども、杉並ボランティアセンターで団体登録をして

いまして、そちらに登録していただいた団体さんに向けて、機材の利用ということで印刷

機、大判プリンター、点字プリンター等々を格安でということでご利用いただいていると

ころです。大判プリンターは意外と重宝されるようで、市販と比べるとかなりお安く利用

できるということで、団体の皆さんによく使っていただいております。 
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 その次ですけども、災害ボランティアセンターの運営ということで、杉並区との協定を

結んでおりまして、これは社会福祉協議会がというところで、災害があったときに杉並ボ

ランティアセンターを立ち上げるというものです。こちら、先日も行ったところですけれ

ども、立ち上げ、設置訓練ということで、運営訓練を行っております。 

 続きまして、ボランティア体験と福祉教育の推進ということで、貸し出しです。高齢者

模擬体験セットという、手首の重りとか足首の重りをつけてということでセットがあるの

ですが、そちらを、区内の学校、小学校の利用が多いと思いますが、貸出をして、プログ

ラムのサポート等を行っています。ボランティアセンターとしては、車椅子体験だったり

ということで、講師をしたりですとか、ボランティアとは、ということで都立高校何校か

ら講師依頼があったりしますので、そちらのほうにも行っています。 

 あと、ボランティアセミナーというのがボランティアセンターのメイン事業と言っても

いいくらいだと思いますが、区内の若者向け、中学生から大体30歳ぐらいまでの若い人た

ちを対象にして、夏休み期間にボランティア体験をしてもらうというプログラムです。区

内の福祉施設、保育園から児童館、高齢者施設、障害者施設、ボランティア団体というと

ころでご協力をいただいて、受け入れていただいて、体験をしていただくというプログラ

ムになっています。 近は、夏休みの宿題ですと言って参加する学生がかなり多いのです

が、やはりそういうところでも、それがきっかけでということでつながればいいなという

思いでやっているところでございます。 

 あとは区民に向けて、ここには載っていませんが、毎月、「はじめてのボランティア説

明会」というものをやっておりまして、興味のある区民の方に向けて、ボランティアとは

こういうものですよというお話から、杉並区内で活動されている団体さんの活動内容をお

伝えしているところです。 

 裏面になりますけども、ボランティア保険についてということで、活動に際してボラン

ティア保険に入ってくださいというようなご案内、手続も、ボランティアセンターのほう

で行っているところでございます。 

 簡単ではございますが、以上になります。ありがとうございます。 

○協働推進課長 以上、資料1から資料6まで、ちょっとお時間をいただきまして、説明さ

せていただきました。ちなみに、すぎなみ協働プラザは区からの委託、今説明があった杉

並ボランティアセンターは区からの運営補助ということで行っておりまして、月1回、定

例の会議で情報共有したり、また随時、連携をして取り組んでいるところでございます。 
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 大変長くなりましたが、以上、次第6の(1)杉並区の「協働」に係る取組・仕組みについ

てご説明させていただきました。以上でございます。 

○会長 はい。ありがとうございました。非常にボリュームがありまして、それを非常に

要領よく説明していただきました。 

 それでは、委員のほうから、何か質問があれば、ここで質問していただきたいと思いま

すが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、かなりの量を説明していただいたので、また、特に今年初めて

の委員の方におかれましては、もう一度読んでいただきまして、制度の理解をしていただ

ければと思います。 

 それでは、続いて、その他に参りたいと思いますが、その他は事務局から何かございま

すか。 

○協働推進課長 特段、その他では、事務局からはございません。 

○会長 委員から何かございますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

（ なし ） 

○会長 それでは、先に進めさせていただきます。 

 それでは、7の議事に入らせていただきたいと思います。議事ですが、1点だけでござい

ます。部会の設置についてでございます。資料の7をご覧ください。先ほど事務局から説

明がございましたように、1のところですが、条例で、「協議会に、必要に応じ部会を置

くことができる」ということになっています。また、(2)のところでございますが、「部

会は、会長の指名する委員をもって組織する」と。「部会に部会長を置き、会長の指名す

る委員をもって充てる」というふうになっておりまして、これに基づきまして、7期もそ

うでございましたが、設置する部会として、先ほど事務局からも説明が出てきましたけど

も、助成審査部会と協働推進部会の二つの部会を設置しているところでございます。その

ようなことがございまして、部会の構成をここで議事として提案したいということでござ

います。 

 第8期でございますが、資料3-3を見ていただいて、部会構成がございます。こちらに、

今日はご欠席の委員の方も含めて助成審査部会と協働推進部会に分かれていただきまして、

所属をしていただくということでございます。それぞれの委員が各部会に所属するという

ことでございますが、三原委員については、非常にお金に強いということで、両部会にぜ
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ひご出席いただいてご意見をいただきたいということで、大変恐縮ですが、両部会に属し

ていただく案でございます。また、部会長ですが、それぞれ会長、副会長がそれぞれの部

会長になるということでございます。 

 このような案でございますが、何かご意見ございますでしょうか。よろしいですか。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、この案で進めさせていただきたいと思いますので、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議事がこれで終わりましたので、8のその他のほうに参りたいと思います。 

 その他でございますが、まず一つ目として、今後の協議会・各部会の検討スケジュール

についてでございます。こちらのほうについて、事務局から説明をお願いできますでしょ

うか。 

○協働推進係長 スケジュールにつきまして、簡単にご説明したいと思います。 

 こちらの表に書いてございますのは、第8期スケジュール（案）ということで、Ａ4判で

1枚になってございます。左から協議会全体会の予定と、助成審査部会、協働推進部会と

いう部会の予定が書いてございます。中の予定につきましては後でご覧いただきたいと思

いますが、まず、次の第2回の協議会につきましては、それぞれ部会を開催した上で、6月

の上旬に予定しております。また会長と副会長の日程を調整した上で、メール等でご調整

させていただければと思います。基本的には夜間の開催ということで考えてございます。 

 今、部会の設定が決まったわけですけれども、助成審査部会が、第1回を4月26日の午後

に予定したいと思っております。 

 協働推進部会は、年間で2回となっていますが、第1回は5月下旬と書いてあるのですが、

できましたら5月25日の午後を予定したいと思っております。なかなか皆さん予定が大変

なところは承知しておるのですが、今申し上げました形で設定させていただければと思い

ます。また、詳しい日時につきましては、別途メール等でご案内したいと思います。 

 スケジュールに関しては以上でございます。 

○協働推進課長 補足ですが、5月のところにあります第2回、第3回の助成審査部会でご

ざいますが、ここに日程が記載されておりますけれども、申し訳ございません。先ほど決

まりました部会長と調整して日程を決めてまいりたいと思います。助成審査部会の5月11

日と5月23日は、2本線で削除をお願いします。ただ、このあたりの時期に開催したいとい

うことでございます。 
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 (2)の次回協議会日程調整ということでございますが、先ほど係長から説明がありまし

たとおり、6月に開催する方向で、会長・副会長と調整をさせていただきたいと存じます。 

 事務局からは以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 それでは、助成審査部会の皆さんは4月26日をぜひ手帳に書きとめていただければと存

じます。また、協働推進部会のほうは5月25日ということでございますので、よろしくお

願いいたします。 

 次回の協議会日程調整は改めてということでよろしいですか。 

○協働推進課長 はい。 

○会長 次回の協議会日程は改めて調整させていただくということでございまして、これ

で、その他まで終了したということで、 後、閉会ということでよろしいですか。 

○協働推進課長 では、閉会のご挨拶を会長にお願いいたします。 

○会長 はい。それでは、これから何回か部会、それから協議会とございますが、杉並区

の協働を推進していく非常に重要な協議会ですので、これから2年間ということでござい

ますが、どうか皆さんのご協力をお願いいたします。 

 それでは、これで閉会にしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 


