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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 3回） 

日 時 平成 29 年 11 月 27 日（月）午後 6時 31 分～午後 7時 45 分 

場 所 分庁舎 3 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 

杉並ボランティアセンター所長、すぎなみ協働プラザ運営責任者 

配布資料 資料 1  平成 28 年度に実施した協働提案事業 

資料 1-1 平成 28 年度協働提案実施事業 評価項目別評価表 

資料 1-2 平成 28 年度協働提案実施事業評価（案） 

資料 2  平成 30 年度に実施予定の協働提案事業 

資料 2-1 平成 30 年度協働提案実施予定事業 評価項目別評価表 

資料 2-2 平成 30 年度協働提案実施事業（継続）評価（案） 

資料 3  平成 30 年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業募集（案） 

資料 3-1 杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業選定審査表(スタートアップ助成) 

資料 3-2 杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業選定審査表(ステップアップ助成) 

資料 4  平成 29 年度協働提案事業（区民自由提案型）提案一覧 

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 年度実施の協働提案事業評価について 

 (2)平成 30 年度実施予定の協働提案事業評価について 

 (3)ＮＰＯ活動資金助成事業の変更について 

5 報告等 

 (1)平成 29 年度協働提案事業（区民自由提案型）の提案状況 

 (2)その他 

6 その他 

 すぎなみチャリティー・フェスタ 2017 について 

7 閉会 
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○事務局 それでは、皆様お揃いになりましたので、これから第8期杉並区ＮＰＯ等活動

推進協議会第3回会議を開会いたします。 

 まず事務連絡でございます。本日、大澤委員から欠席のご連絡をいただいていますので

ご了承ください。それでは、はじめに、区民生活部長からご挨拶申し上げます。 

○区民生活部長 初めまして。区民生活部長の森と申します。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 6月に開催されました第2回会議は、公務のため出席できませんでした。誠に申しわけあ

りませんでした。本日、第8期第3回目の会議ということで、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

現在、区では議会が開会中でございます。第4回定例議会が行われているわけですが、

その中で、議員の皆さんはＮＰＯに対する関心が非常に高く、幾つかのご質問をいただい

ているところでございます。中でもＮＰＯ支援基金に対して、もう少し区民の理解を得て、

基金にたくさん寄附が集まるよう、区としても努力すべきだというご意見をいただいてお

ります。ＮＰＯ活動につきましては、活発に行われているにもかかわらず、区民に対し、

ＮＰＯがどのような活動を行っているのかという点について、上手く伝わっていないので

はないかというご指摘を受けているところでございます。 

本協議会において、さまざまな形でＮＰＯ活動の支援に向けたご提言や内容のチェック

を行っていただいているわけですが、区としましては、ＮＰＯ活動が区民に広く伝わって

いくように、努力していかなければなりません。 

 本日は、協議会委員の皆様からのご意見等を、今後に生かし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。以上でございます。 

○事務局 続きまして、資料の確認をさせていただきます。 

 次第に記載の配付資料の項目をご覧ください。 

 まず、資料1が協働提案事業、28年度に実施した内容を一覧にしております。 

 次に、資料1-1ですが、こちらは評価項目別の評価表となっております。 

 それから資料1-2は、平成28年度の協働提案実施事業の評価です。こちらは、協働推進

部会の皆様に評価いただいたものをまとめたものでございます。 

 次に資料2でございます。こちらは、平成30年度実施予定の協働提案事業につきまして

事業概要、資料2-1が項目別評価表です。そして、資料2-2が協働推進部会での評価コメン

トとなっております。 
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 続いて資料3でございます。こちらはＮＰＯ活動資金の助成事業募集につきましての内

容となっております。だいぶ助成事業の審査基準や対象事業の内容を変更しておりますの

で、後程、詳細に説明させていただきます。 

 資料の3-1と3-2は、審査基準の見直しに伴う、審査表の変更案でございます。配点等も

変更しております。こちらも後ほどご説明いたします。 

 最後に資料4でございますが、こちらは区民自由提案型の協働提案事業についてでござ

います。これまでは自由提案型の提案がまったく上がってこなかったのですが、自由提案

の募集をかけたところ、非常に多くの提案をいただいている状況でございます。こちらも

事務局から詳細に経過等をご説明させていただきます。 

 資料は以上でございます。配布漏れ等はございませんでしょうか。 

（ なし ） 

○事務局 それでは、ここからの進行は福島先生にお願いいたします。 

○会長 はい。皆さん、本日はお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございま

す。今年も11月末ということでございまして、来月は12月になります。非常に時間が経つ

のが早いのですが、皆様方にはさまざま、審査等でお忙しい思いをしていただき、ご協力

いただきましたこと、改めて御礼申し上げます。さて、本日は、各部会での協議結果につ

いて、確認していただくということが趣旨でございますので、どうぞよろしくお願いいた

します。それでは議事に入ります。 

 まず、議事1は28年度の協働提案事業評価、議事2は平成30年の実施予定の協働提案事業

評価についてということでございます。それでは事務局から議事1･2併せてご説明をお願

いいたします。 

○事務局 はい。それでは、事務局からは評価概要についてご説明させていただき、評価

につきましては、福島会長、協働推進部会の皆様から補足をお願いいたします。 

平成28年度実施の協働提案事業評価と平成30年度実施予定の事業の評価結果について、

続けて説明をさせていただきます。 

 11月6日、28年度実施の協働提案5事業につきまして、各団体と担当課によるプレゼンテ

ーションを実施し、その後、協働推進部会を行い、各委員による評価と協議を経まして、

資料1-1に記載の評価結果となりました。 

 それでは、5事業の概要と資料1-1の評価結果をあわせましてご確認いただけたらと思い

ます。評価対象事業は資料1の1ページ目の1に記載の5事業でございます。 
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 事業の概要でございますが、まず、「①すぎなみ戦略的アートプロジェクト」は、ＮＰ

Ｏ法人チューニング・フォー・ザ・フューチャーと文化・交流課との協働事業でございま

す。地域の民間施設等を活用して、区民の創作作品の展示や発表の場を創出することで地

域の活性を図るとともに、文化・芸術に親しめる環境を整備することを目標に実施したも

のでございます。評価結果は「Ｂ」となりました。 

評価結果は資料1-1をご覧ください。平成28年度の事業内容につきましては、各事業と

もに詳細に記載しておりますので、後程ご覧ください。 

 次に、「②杉並区内の障害者施設ネットワーク基盤の強化」でございます。こちらは株

式会社トロアと障害者生活支援課との協働事業でございまして、障害者就労施設で働く障

害者の工賃水準を向上させるため、経営の専門家との協働により、自主生産品等の売り上

げアップを図っていくことを目指し実施したものでございます。評価結果は「Ｂ」となっ

ております。 

 「③子どもプレーパーク事業」は、ＮＰＯ法人すぎなみ冒険遊びの会と児童青少年課と

の協働により、区内の公園を利用して、大人のプレーリーダーの指導のもと、子供たちが

年齢に応じて冒険あそびを体験できる環境を作り、子どもの自発性や創造力を育んでいく

ことを目的に実施したものでございます。評価結果は「Ｂ」となりました。 

 「④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」でございますが、

こちらはＮＰＯ法人杉並中小企業診断士会と産業振興センターが協働しまして、杉並区商

店会連合会、各商店街と協働して、出店希望者と空き店舗所有者とのマッチングを行い、

空き店舗の解消と商店街の活性化を図ることを目指し、実施したものでございます。評価

結果は、こちらは「Ｃ」となっております。 

 最後になります。「⑤すぎなみレッドリボンプロジェクト」は、ＮＰＯ法人ピルコンと

杉並保健所保健予防課が協働し、ＨＩＶ感染症等情報を講演会、勉強会、イベント等を通

じて、若年層、学校関係者等に周知・啓発することを目的に実施したものでございます。

評価結果は「Ｂ」となっております。 

 引き続きまして、平成30年度実施予定の協働提案事業の評価についてでございます。資

料2と2-1を併せてご覧ください。「すぎなみレッドリボンプロジェクト」は引き続き30年

度も実施するということでございます。3年目に入ります。こちらの評価結果は「Ｂ」と

なっております。内容につきましては先ほどの説明のとおりでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。それでは各事業につきまして、協働推進部会委
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員の皆様からのご意見をまとめていただいた評価コメントがございますので、福島会長、

協働推進部会の委員の皆様から補足をお願いいたします。 

○会長 はい。それでは、今、事務局から概要についてご説明いただきましたので、評価

案についてご説明申し上げます。 

 資料の1-2の①「すぎなみ戦略的アートプロジェクト」ですが、こちらＢ評価というこ

とでございました。詳細につきましては目をお通しいただければと思いますが、特に協働

推進部会の皆様から出た意見は、やはりこのアートというのは本当に区民全体の要望かど

うかというところが少しわかりにくいという点。アートということ自体が、事業として区

民にとって必要なものかどうかという部分がなかなかわかりづらいところがあった。そこ

が少し疑問に感じたという意見がありました。 

 ただし、アート自体が、区の持っている資源だけではとても対応できないというところ

がありますので、やはりノウハウを持っている団体と協働するということは、協働の効果

は見られた。しかしながら、アートの必要性やアートが区民に与える影響という部分がも

う少し見えればよかったという評価となりました。それらを踏まえまして「Ｂ」評価とさ

せていただきました。 

 次に、②の株式会社トロアの「杉並区の障害者施設ネットワークの基盤の強化」につい

てです。こちらは杉並区の障害者の施設の賃金が東京都の平均よりも低いことが課題であ

り、これを解決するための協働事業でございました。 

 課題解決には、コンサル的な団体の力を借りて、東京都の平均を上回るか、平均まで持

っていくというものです。そこでネットワークをうまく活用しながら、共同仕入れやさま

ざまな仕組みをつくりながら経営効率を高め、障害者施設の工賃を上げていく。コンサル

のノウハウをフルに使った事業です。 

 今まで障害者施設など、福祉の分野に経営効率という考え方を組み込むということは、

これまで無かったものですから、そこは評価に値するということ。一方で、効率を高めて

売り上げを伸ばすことは良いことなのですが、最終的に、障害者の方のやりがいや幸せな

どという、お金ではかれないところがやはり重要なのではないかというところが、協働推

進部会の中で問題として提起をされ議論したところでございます。 

 障害者の方は、売り上げが伸びていくことが、やりがいにつながれば良いのですが、も

うこれ以上は生産できないということになってしまうと、売り上げが伸びても、やりがい

が落ちれば本末転倒になってしまう。その部分についてはやはり配慮が必要だということ
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で、留意点として指摘されました。ただ、こういう考え方を組み込んで、少しでも経営改

善、工賃アップにつなげていけたのは、意義があった、やはり協働事業でなければできな

かったということで、Ｂ評価となりました。 

 続いて③「子どもプレーパーク事業」ですが、こちらはニーズもあり、非常に良い事業

であったとの評価です。子育てをしている区民の皆さんにとっては非常に高評価であった。 

ニーズもあり、評価も良かったのですが、問題だったことは、プレーパーク事業の中で

プレーパークリーダーというものがありますが、今後、事業を継続していく上で、どうい

った形で進めていくのかというところが重要だという指摘がありました。 

 それから、これまでは、区からの予算に依存しているところが多かった。自主財源が少

ないのではないかという指摘があります。事業としては非常に良いものであるので、継続

していくために、自己資金の脆弱性を改善していく必要があるとの意見が出されました。 

 ただし、事業を継続していくにも、区にプレーパークのノウハウが十分ではありません

ので、プレーパーク事業を実施しているＮＰＯの力を借りるということは非常に大きな意

義があったということで、Ｂ評価となりました。 

 次に6ページの「空き店舗のデータベースの作成と商店街・創業者のマッチング事業」

についてですが、こちらは中小企業診断士会と区との協働事業でございます。杉並区では

空き店舗が大きな問題になっており、その空き店舗を埋めることで商店街がにぎわい、地

域の活性化につなげていくという目的で行った事業です。事業の中身としましては、空き

店舗をデータベース化して、商店街とその店舗を探している創業者をマッチングしていく

というものでございます。 

 この事業で問題になったことは、不動産業界との調整や連携が上手にできていなかった

という点が指摘されまして、その部分がうまくいかなかったために、マッチングまでいか

なかったということで、期待通りの結果にならなかったというところがありました。もう

少し不動産業界と連携がとれれば、あるいはもう少し事前に調査をした上で事業に取りか

かっていれば、少しスムーズに事業が進んだのではないかという指摘がございました。想

定した数のマッチングに至らなかったという点は問題として残ったわけです。 

 一方で、事業として空き店舗とのマッチングは十分でなかったとはいえ、中小企業診断

士会と空き店舗を持つ商店街との信頼関係、ネットワークを築くことはできましたので、

空き店舗を埋めるということも商店街の活性化ですが、今後は、そのネットワークも生か

した事業展開をしていくことで、中心市街地の活性化に結びついていくのではないかとい
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う期待を込めまして、Ｃ評価ということになりました。 

 最後に7ページの「レッドリボンプロジェクト」です。こちらは、ＨＩＶの感染を防ぐ

ための啓発活動という内容になりますが、区ではなかなか実施できない事業でございまし

て、それをＮＰＯと協働して実施するものです。ＮＰＯとしても若者に入り込めないとこ

ろを、区の信用力を使って、中学校や高校に伝え、効果を出していこうということで、そ

の点は高く評価したところです。 

 とりわけ、ＮＰＯはさまざまな工夫をしております。例えば冊子です。啓発冊子の作り

方も、単に啓発冊子を作るのではなく、デートスポットを紹介するような冊子を作り、そ

こにさまざまな情報を入れることで、自然に啓発になるようなアイデアを出したり、若者

の間で組織を作り、ネットワークを広げるということをしたりして、さまざまなアイデア

のもとで実施されていました。非常にそういう意味ではＮＰＯの強みが出ていると。そし

てそれを区が支えているということで、非常に協働のうまくいっている例でした。 

 ただ、問題としては、中学校、高校でも実施の数が思ったより伸びなかったのですね。

真ん中ぐらいに書いてありますが、区内3校で延べ270名ということで、大学生とかにはア

プローチしているみたいですが、中・高校生という非常にこの根本的なところへのアプロ

ーチが意外に弱かったということで、これは課題であろうということで今後に期待をする

ということでＢ評価となりました。以上が、平成28年度実施の協働提案事業の評価となり

ます。 

 続いて資料2-2ですが、平成28年度から実施している継続事業として、「すぎなみレッ

ドリボンプロジェクト」の30年度提案事業の評価でございます。 

こちらは30年度で3年目に入りますが、3年目はピア・エデュケーションの実施を5回と

し、1,000人の動員と、だいぶ数を増やすという具体的な提案がなされています。その他、

事業の手法についても、これまで出てきた問題点を踏まえて、そのノウハウを生かしてい

くということが提案された点は評価できる。今後は、もう少し区と連携をして、区が持っ

ている信頼性やネットワークを活用して事業展開していくということを高く評価しました。

さらに、啓発活動がうまく若者に広がるということに期待しているところでございまして、

Ｂ評価ということでございました。 

 協働提案事業については以上でございますが、各委員から補足説明や感想について、お

申し出いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

〇会長 それでは、何かあれば。感想で結構でございます。 
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○委員 そうですね。基本的に5事業とも継続事業で、前回のプレゼンを聞いた時に懸念

していたことがそのまままた反映されてしまったという印象です。特徴はそれぞれ違いま

すが、全ての事業についてそう感じました。 

 それから、最後の報告案件の「すぎなみレッドリボンプロジェクト」については、内容

は普及啓発活動ということで、アイデアや冊子についてはすごく斬新で、広報紙もすごく

良い取り組みをしている。また、グッズを作っている。ただ、結局それが若者に行き渡っ

ていないという部分は、少し検討が必要で、あと1年ありますので、そのアイデアを出し

合ってもらいたいと思いました。 

 それから、もう一つは、「子どもプレーパーク事業」ですが、次世代リーダー育成講座

が１１月２３日に開催され、オブザーバーとして参加してきたのですが、今回の参加者は

スタッフを除いて10人程度。前回よりは増えているのですが、他の区のプレーリーダーが

参加されていましたが、それは杉並のメンバーが他のプレーパークの講演会へ行って、チ

ラシを配布したり、知り合いや興味がある人が講演会に参加しているので声をかけたり、

そういうことをきっかけとして、リーダー育成講座への参加者を増やす取り組みについて

は、改善方向に進んでいると感じました。それから、昨日、たまたまプレーパークのフェ

イスブックを見たのですが、子供が250人集まったと記載してあって、やはり、子供のけ

がの問題もありますので、リスク管理ができるプレーリーダーの育成は重要課題だと感じ

ました。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 以前指摘した問題がまだ解決していない部分が、まだまだあるということでございます

が、他に何かございますか。それでは、資金の部分について、いかがでしょうか。 

○委員 今の「子どもプレーパーク事業」については、先ほどお話があったように、すご

く意欲的で、いくらでも拡大できそうなのに、やはり自己資本ですね。参加費を徴収した

くないというお気持ちが強いところが、これから先が、少し発展的なことを考えますと非

常に危惧されるというところがありました。 

 他には、「障害者施設ネットワークの基盤の強化」の件も、経営的なものを考えていく

と、効率性を求めて、採算性を追求するということになると、現実的リハビリという意味

合いも少なくなるし、楽しむという意味合いも少なくなる。結果としてはある程度結果が

出たけれども、これから先、あまり追求しすぎず、今回の結果も踏まえて、その辺のバラ

ンスをよく考えられたらよいのではないかというのがある。非常に効果のあることを実施
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したのですから、損益分岐点ではないが、はっきりこれ以上やってしまうとリタイアしま

うのではないかという部分が明確になったので、そこは良い取り組みだったのではないか

と思います。 

 それから、「空き店舗のデータベースの作成と商店街・創業者のマッチング事業」につ

いては、やはり不動産業界との軋轢があり、非常に大変だったなと思う。やはり、最初の

計画のところでは、もう少し調査などしていただいたらよかったと感じた。商店街とのつ

ながりに展開できたことはよかったと思うのですが、もともとのこの空き店舗自体が難し

いテーマでしたので、大変だったなという印象です。 

 また、レッドリボンプロジェクトは、本当にいろいろなものを作っていて、せっかく費

用をかけて作っているので、それを配る機会や場所が広範囲になれば良いと思う。あまり

区民の目にしていないというところが残念な点なので、啓発の場所などももうちょっと工

夫できたらよかったのではと感じました。以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかの委員からご意見ございましたら。 

はい。どうぞ、低引さん。 

○委員 どの活動もすばらしいテーマに着目していて、良い事業と思っていました。 

成果を出すということもすごく重要ですし、ＮＰＯの立場からすると、本当に成果を求

めていかなければいけないと思うのですが、行政が届かなかった課題に対して、ＮＰＯと

協働することで、少しでも前進しており、行政としても取り組みが進んだという部分があ

れば、そこを聞いてみたいというふうに思いました。プレゼンテーションの場では区の方

も発言されたのでしょうか。 

○会長 区の方もいらっしゃいました。 

○委員 区の方からのコメントが、どういうものがあったのか伺ってみたい。 

○事務局 区の担当課も一緒にプレゼンをしております。 

○委員 先ほどの報告の中に、区の方の発言が含まれているということですね。 

○会長 はい。そうです。区の担当課からも協働した意義については、かなり強調されて

おりました。今は、問題点について指摘しておりますけれども、当然、協働の効果はあっ

て、これまで区では実施できなかった分野について、ＮＰＯの視点で問題解決に取り組ん

だということは、やはりこれは大きな成果だと思います。 

○委員 そうですね。 
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○会長 ただ、成果が出てくると欲が出てきまして、協働推進部会としても、次の段階を

求めてしまう。より、継続的な取り組みを求めて、逆にいろんな問題点を指摘していただ

いたということですので、非常にそういう意味では協働の成果はあっただろうという評価

をしています。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 はい。その他はよろしいでしょうかね。 

（ なし ） 

○会長 はい。それでは、協働提案事業の評価案で確定ということでよろしいでしょうか。 

（ 承認 ） 

それでは続いて、資料3、ＮＰＯ活動資金助成事業の変更についてということでござい

ます。こちらについても事務局からお願いします。 

○事務局 はい。それでは、詳細にご説明しますと、時間がかかってしまいますので、

大きな変更点を中心にご説明させていただきます。 

 それでは、資料3をご覧ください。項目に従って説明させていただきます。 

 まず、今回大幅な見直しを行った経過についてですが、今年度の助成事業が、うれし

いことに多くの申請をいただきました。申請件数も多かったですし、申請金額も多くて、

助成予算額が250万円にも関わらず、申請総額が450万円程度の申請がありました。 

そのために、助成事業の絞り込みをしなければならない状況で、委員の皆さまには非

常に厳しい審査を行っていただくこととなりました。結果としましては、不採択や申請額

から減額して助成するということになりました。満額で助成された団体は少なかったとい

う印象です。 

 こうした審査の過程で、審査基準に少し不明確な部分があったり、配点や助成額も検

討すべきではないかとの意見をいただき、万一不採択になった場合でも納得できるような、

審査結果が得られるような審査基準にしなければならないのではないかという議論がござ

いまして、9月6日と10月30日の2回にわたって助成審査部会で協議をいただきました。そ

の協議結果につきまして、ご説明をさせていただきます。 

 まず、この資料3の「対象となる事業」についてでございます。 

これまでは、活動促進事業、協働事業や若者活動事業、それから地域活動チャレンジ

事業という4つの事業がございまして、それぞれに、対象や助成金額の上限を設定してお

りましたが、対象事業を4つにしている理由が明確ではないのではないかというところが
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ございまして、もう一度、原点に返り、助成目的は何かということを明確化していこつ

ということになりました。 

 4事業につきましては、多くの要件がありましたが、まず私たちが進めなくてはいけな

いのが、ＮＰＯを立ち上げる時や設立後5年未満のまだまだ未熟な状態の団体に対しては、

支援が必要なのではないかということ。それから、これから事業を拡大していこうとして

いるような、ステップアップしたい団体と、その2つに焦点を絞って助成していこうとい

う考えに至りました。 

 1つ目はスタートアップ助成ということで、活動の継続や団体の自立のための立ち上げ

の支援です。もう一つはステップアップ助成としまして、団体の活性化や将来、協働の担

い手となっていただきたいということで、希望も含めた、団体を育成することを目的とし

た助成にするということでございます。 

 この中で、注意書きで記載しているのですが、今回の審査をしていく中で、具体的に

は助成審査部会の審査をする前に、事務局において十分な事前チェックが必要なのではな

いかと事例が幾つかございました。これは直接の事例ではございませんが、例えば、移送

サービスを行う団体。そこで活動するメンバーが、実は申請時点でスタッフ全員が運転免

許を取得できておらず、今後、取得予定ですという団体に、果たして区民の安全確保が十

分と言えるのか。そういう団体を申請させても良いのかということです。申請の段階で、

もう少し深く読み込んでいき、事前調整が必要なのではないかなということでございます。 

 それからもう一つは、事業の内容が個人の財産を侵害してしまうのではないかという

可能性についてです。例えば、株の取引など、金銭に関わるようなことを勧めるような内

容が含まれている事業というものは、少しリスクがある。やはり、自治体が守らなければ

ならないのは区民の生命と財産ですから、そういったところにちょっと触れてしまうよう

な内容というのは、事前に調整が必要だったのではかいかという反省がございました。 

 そういったことから、こういった事業につきましては、管理体制や安全性、資格の有

無など、受付団塊で十分な聞き取りを行い、助成の対象を判断するといった事務局による

確認の必要があります。 

 それから、2つ目ですけれども、同一団体が続けて申請してくる場合もございます。そ

の場合、違う内容の事業ではなく、同じ内容の事業で申請してくる場合がございます。そ

ういったものにつきましては、少し申請を待ってもらうこととします。そうでなければ、

こういった団体は非常にプレゼンも上手ですし、内容も充実している団体が多い。そうな
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りますと、やはり評価が高くなります。門戸が狭くなり、新しい団体に広がっていかない。

こういったことがございまして、同一団体からの申請につきましては、連続2年まで申請

可とすることとしました。 

 次に、対象となる団体です。これまでは、区内のＮＰＯ法人ということでしたが、区

外のＮＰＯ法人もさまざまな形で区民のために活動してくださっております。区民のため

に活動してくださっているＮＰＯ法人であれば、除外する必要はないのではないかという

ことで、区内で活動するＮＰＯ法人は対象とする。それから地域大学の修了生で構成する

団体は、従来どおり応援していきたいと思っております。こういった団体を対象とすると

いうことになりました。 

 対象経費につきましては、変更は特段ございません。 

 それから2ページ目でございます。助成金額につきましては250万円を総額とするとい

うことで、これについては変更ございませんが、先ほど申し上げた2つの助成事業ともに、

1団体10万から50万という助成額に統一いたしました。助成額に差異をつける理由がはっ

きりしないということ。それから、50万という金額は非常に魅力的である。助成審査部会

の委員の皆様からも、上限50万円にすることで、申請団体が増えるのではないかというこ

とで、助成額は10万から50万に統一いたしました。 

 それから、先ほど部長からもありましたが、ＮＰＯ支援基金への寄附が伸びていない

ということは問題であったと思っております。やはり、基金への寄附を増やしていくとい

うところに力を尽くしていかなければならないと思いますが、ぜひ助成部会や協議会の皆

様、協働プラザなどのご協力をいただければと思っております。 

それから、申請時に提出していただく書類については、特に変更はございません。 

 次に選考についてですが、書類審査、プレゼンテーション、聞き取りについては従来

通りですが、審査基準の項目は大きく変更しました。 

 3ページをご覧ください。まず、配点について変更いたしました。 

これまでは、平均点を出していたのですが、他の事業選定やプロポーザルの際の配点

を見てみますと、区は一体どういったことに着目しているかというところに係数をつけて、

そこを重点的に点数配分するということをしております。申請団体も、区が一体どの部分

に力点を置いているのかなというところを納得いただいた上で、申請をしていただければ

と思いまして、配点に軽重をつけました。 

 それでは、資料3-1をご覧いただけますでしょうか。選定の審査表となってございます。 
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配点につきましては、スタートアップ助成とステップアップ助成と配点が違っており

ます。例えばスタートアップ助成についてですが、大きなところでご説明しますと、「期

待される効果」のところです。ここに「将来的に発展・継続する可能性があり、地域への

効果の広がりが期待できる」という着眼点については、評価点は5となっておりますが、

係数は3としており、配点は15点となります。区はスタートアップ助成ではこの部分に期

待をしているというように読み取っていただければと思います。ほかに係数が2となって

いるところも同様の考え方でございます。 

 それからもう一つ、ステップアップ助成でございますけれども、こちらもやはり同じ

審査項目の「期待される効果」のところです。着眼点は「助成を受けることで事業が発展

し、将来、協働の担い手となることが期待できる」。やはりスタートアップ助成とステッ

プアップ助成は観点が違います。ここに係数3を掛けております。ということで、区では

こういうところに期待しているということを読み取っていただけるような形になればと思

っております。 

 その他の部分につきましては、資料をご覧いただければと思っております。これまで

は抽象的で少しわかりにくかった表現等を、助成審査部会の審査をする上でも、団体に対

しても説明できるような審査項目にしたということでございます。 

 それから、審査スケジュール等でございますが、こちらはおおむね例年どおりとなっ

ております。ただ、募集開始時期を1カ月ほど前倒しいたしました。やはり申請期間はあ

る長い期間がないと、団体も準備が大変だろうということと、十分に検討してから申請し

ていただければという思いもありまして、申請期間を変更しております。 

 そのほかは、松田助成審査部会長、部会員の皆様に補足いただければと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○会長 はい。それでは、松田部会長から補足説明等をお願いできればと思います。 

○副会長 はい。事務局から丁寧にご説明いただいたので、特に補足申し上げることは

ないのですが、今回はその大幅な制度変更ということがありましたので、これまでの2回

の助成審査部会において話し合った中では、制度変更が実際どういう影響をもたらすかな

ということがかなり議論になりました。実際にＮＰＯの活動に関わっていらっしゃる委員

の方々からは、こういう制度変更であれば、自分が申請する立場ならどうするかというご

意見をいただきながら、制度変更の可能性というものをいろいろ考えていました。  

特に、新しく作る制度ではなくて、現行の制度を変更するとなると、必然的に、申請
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する団体は現行から新しいほうへの変更度合いを考えて、しばらくは行動が変わるのでは

ないかという短期的な影響があることと、少し時間がたって制度が安定した時期になると、

また状況が変わってくるのではないかということで、そこをどう考えていくかということ

も論点でした。そこでの落としどころが今回の変更案だったというように思っております。 

その意味では短期的にはいろんな影響が出るかとは思いますが、ただ、そこで一喜一

憂し過ぎるのもよくないという私の個人的な感想ですが、微修正はしていくことはよしと

しても、制度がどういう影響をもたらすかというのは、もう少し長い目で見ていく必要が

あるのではないかと感じております。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかの助成審査部会の各委員から何かご意見とか感想とかがあれば。どうぞ。 

○委員 一応、協働推進部会の委員に共有しておきますと、任意団体など、間口は広げて

も良いのではという議論もありましたが、あまり広げすぎると、資格や安全性、計画性が

ないような団体も申請してくるようになる。やはり、そこはしっかり評価していかなけれ

ばならない。ただ、適切に評価しなければいけないというところで、今回のような係数と

いうアイデアが出てきて、それで形になっていったと解釈しています。今ほど助成審査部

会長がおっしゃるとおり、しばらく運用して、様子を見ながら微調整していくということ

が一番適切な姿と思っています。以上です。 

〇会長 はい。ありがとうございました。 

 ほかの委員、何かございますかね。質問等もあれば。はい、お願いします。 

○委員 今回取り組ませていただいたときに、応募がすごく多かったということと、この

審査基準が改めてどういったものだったのかをすごく考えてしまいました。ですからそこ

の迷いというか、そういったことを今回改めたということは、すごくよかったと思ってい

ます。 

○会長 はい。ありがとうございます。これまでの4つの事業を2つにまとめ、非常にわか

りやすく整理をしていただきました。かつ、審査基準を整理していただいたということで、

よりわかりやすい審査が、あるいは明瞭な審査ができるということで、この内容で制度を

変えていくということのご提案ですが、余りすぐに変えるということも良くないので、し

ばらくはこの内容で進めていくという形で、原点に戻るということでの提案ということで

ございますが、この案をご承認いただくということでよろしいでしょうか。 
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（ 了承 ） 

○会長 はい。それでは、ご承諾をいただいたということで、この事業で進め、助成事業

の募集をさせていただくということでございます。 

 続けて、報告等ということでございまして、(1)が平成29年度の協働提案事業（区民自

由提案型）の提案状況について、事務局からお願いをいたします。 

○事務局 はい。私のほうから、29年度の協働提案事業について、ご報告をさせていただ

きます。 

 資料4をご覧ください。提案を一覧にしてございます。今年度は本日までに、すぎなみ

協働プラザから事前協議の調整について、9つの提案について連絡があり、区担当課と調

整等を行って参りました。 

 団体と事業名等については記載のとおりですが、1つ目は「乳がん検診率向上支援事業」

で、ビー・シー・アンド・ミーさんからのご提案です。こちらは、乳がん検診すると、民

間企業が提供する商材等を手に入れることができる仕組みを、3年間で作るという内容で

す。 

 それから2つ目が、これはこどもコワーキングＢａｂｙＣｏさんから、「保育に関する

集団説明会開催事業」、「保育所付コワーキングスペース設置運営事業」ということでの

ご提案です。こちらは、事業所内保育所付きのコワーキングスペース、シェアオフィスを

立ち上げ、創業促進と創業した父母に保育サービスを供給できる仕組みを作るという内容

です。 

 それから次は、「高次脳機能障害についての普及啓発」ということで、支援団体クロー

バーさんからのご提案です。5つ目ですが、一部訂正がございますが、「子ども向け職業

体験プログラム開発」ということで、夢★らくざプロジェクトさんからご提案いただいて

おります。 

 6番目が、「空き家問題解決のための事務局業務の推進」ということで、ＣＢすぎなみ

プラスさんから提案をいただきました。 

 7番目が、「妊産婦・子育て期を途切れなく支援する『きずなメール』」ということで、

ＮＰＯ法人きずなメールプロジェクトさんからのご提案です。 

 それから8番目、「失語症機能回復訓練事業と相談窓口の充実」については、株式会社

言語生活サポートセンターさんからいただきました。 

 最後は、「介護職を希望する定住外国人のための日本語教室を開く」というテーマで、
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にほんごの会企業組合さんからのご提案です。 

 全部で9つの提案をいただいておりますが、7番目と9番目の事業について現在継続協議

中となっております。 

 そのほかの事業につきましては、担当課と調整をした結果、担当課とＮＰＯさんとの間

に課題認識の違いがあったり、あるいは提案内容自体が場所の確保や人件費の補助を求め

るような内容であったりと、そもそも協働提案事業について正しい理解がされておらず、

協働提案事業には向いていない内容であったため、事前協議に至りませんでした。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 9件、提案事業が出ておりますが、ご説明いただいたようなご事情があって、まだうま

くいっていないということですか。 

○事務局 そうです。ただ、これまで1件も提案がなかったことを考えると、9件も申請が

あったことは画期的なことだったと思います。 

○会長 はい。提案があるということ自体が、一つの進歩だと思いますので、うまくいく

ところが出てくるといいですね。 

 それでは、続いて、その他でございますが、今後の予定について、よろしくお願いしま

す。 

○事務局 はい。それでは私からご説明いたします。 

 今年度の協議会は、本日で終了と考えておりましたが、今ほど係長からご説明いたしま

した自由提案型の協働事業について、協働につながる可能性が大きいという事業が出てま

いりました。このため、実現すれば初めての自由提案型の事業実施となります。そこで、

急なお願いで恐縮ですが、可能であれば12月中に再度協働推進部会を開催いただきまして、

プレゼンテーションと評価をいただければと思います。まだ確実ということではございま

せんが、できれば12月中にと思っておりますので、日程調整をさせていただけたらと思い

ます。また、事案が１件または２件ですので、改めて協議会を開催し、委員の皆様に集ま

っていただくということも、大変申し訳ありませんので、事業を進めるにしても進めない

にしても、協働推進部会の協議を受けまして、その決定を協議会の決定としてよろしいか

どうかについても、ご了承いただければと思います。 

○会長 今の事務局の提案は、事前協議がうまくいけば、協働推進部会を開くということ

でございます。そのことにつきましてご報告等がありました。協議会の開催につきまして

は、1件又は2件しかございませんので、協働推進部会にご一任をいただくということの提
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案ですが、よろしいでしょうか。 

 特にご異議がなければ、非常に出てくることが望ましいということでございますので、

もし、事前協議が整い、案件が出てくるゆであれば、協働推進部会を12月に開催をさせて

いただきまして、その結果等につきましてはメール等でご報告させていただくということ

でよろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 それでは、特にご異議なしということで、ご承諾いただきました。 

○事務局 協働推進部会の日程につきましては、7日または9日ということですが、団体の

都合も確認した上で、改めてご案内させていただきます。7日でしたら19時半から。9日の

場合は早い時間からということで調整をさせていただきます。なるばく早く確定いたしま

すので、改めてご連絡申し上げます。 

○会長 その他、事務局から何かありますか。 

○事務局 はい。机の上に１１月１５日号広報をお配りしております。その１面に、低引

委員の特集記事が掲載されております。今回、ＮＰＯの紹介ということで、低引委員を推

薦して、このような形で掲載されました。広報紙をきっかけに、若い方たちが関心を持っ

ていただけたらなということもございましたので低引委員にお願いしたところです。とて

も有名になられたのではないかなという気がしております。 

 前回10月の広報では、町連会長の秋山さんの特集でしたが、2か月続けて地域課が担当

するようなことになりましたので、皆様にご案内させていただきました。 

 それからあと、すぎなみチャリティー・フェスタが11月26日に開催されました。すぎチ

ャリにつきましては、協働プラザから報告をお願いします。 

○会長 お願いします。 

○すぎなみ協働プラザ運営責任者 それではご報告させていただきます。 

 昨日、11月26日の日曜日、無事晴天にも恵まれて、第3回目のすぎなみチャリティー・

フェスタを開催することができました。 

昨年の来場者は700人弱でしたが、今年は、まだ確定値ではありませんが、950人超とな

りました。要因としては、一般来場者と出展者、それから音楽イベントに参加するような

方も含めております。そのほか、スタッフなど合わせますと、昨年より増えているという

感じです。人数だけだはなく、中身につきましても、満遍なく各ブースで常に人がいる状

態でしたので、そういう意味では良い方向に向かっていると思いました。 



第 8 期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 3回） 

 

 18/18

 すぎチャリは、杉並区ＮＰＯ支援基金の普及啓発が主目的ですが、チャリティーですと

か寄附文化の醸成ですとか、少しかたいテーマもありますので、それをどうやってやわら

かくかつ楽しくして、いかに来場者を増やすかというところを追及していかなければなら

ないイベントですので、年々その辺がいい方向に来ているのかなと思います。協議会の委

員の皆様にもお越しいただき、本当にありがとうございました。 

 また、杉並区ＮＰＯ支援基金普及委員会はプラザが事務局という形とって事業を進めさ

せていただいておりまして、すぎチャリのプレイベントという形で、「寄附付き商品講座

の作り方・広め方」を、日本国中で寄附付き商品をプロデュースしている方をお呼びして、

講演会を開催しました。企業側は売り上げが上がるし、それから購入者は良いことをした

ということで喜ばれるし、ＮＰＯは資金調達ができるという、三方よしということで、来

年度は、寄附付き商品をプロジェクト化にして、実際の寄附額の増加につなげていきたい

というふうに考えております。 

 それから、ＮＰＯ支援基金の普及ポスターです。これまで、第1弾、第2弾という形で、

支援基金普及委員会でポスターを製作し、現在は区のＮＰＯ支援基金のパンフレットにも

採用されています。今後、第3弾ということで新たな普及につながるようなポスターを製

作して参ります。 

 協議会の初めに、支援基金の発信力を高めていくという課題をいただいておりますので、

プラザと普及委員会のほうでも頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。 

 以上です。 

○会長 はい。ありがとうございました。 

 あとは、当日参加した委員の方から何かあれば、ご発言いただければと思いますが。 

 お願いします。 

 これで全部案件は終わりですかね。 

○事務局 はい。 

○会長 はい。それでは、これで全ての案件が終わりましたので、会議を閉会としたいと

思います。どうもありがとうございました。 


