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会 議 記 録  
 

会議名称 第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 1回） 

日 時 令和 3年 3月 22日（月）午後 3時 00分～午後 4時 50分 

場 所 分庁舎 3階 会議室 

出 席 者 委員 

松田、山岸、加藤、鎌田、杉本、井上、佐藤、柴田 

区側 

区民生活部長、地域課長、協働推進係長、協働推進係、地域人材育成係長 

オブザーバー 

行政管理担当課長、企画調整担当係長 

すぎなみ協働プラザ運営責任者、杉並ボランティアセンター長 

配布資料 【事前配布資料】 

(1)第 10期杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会委員名簿 

(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 10期協議会委員（個票） 

(5)支払金口座振替依頼書 

【配布資料】 

○報告・説明資料 

 資料 1  杉並区における協働推進の仕組みについて 

 資料 2-1 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の概要について 

 資料 2-2 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 

 資料 2-3 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会規則 

 資料 3-1 協働推進基本方針 

 資料 3-2 杉並区協働推進計画 

 資料 4-1 杉並区協働提案制度の概要 

 資料 4-2 杉並区協働提案募集案内 令和３年度[パンフレット] 

 資料 4-3 令和 2・3年度協働提案事業の概要 

 資料 5-1 杉並区ＮＰＯ支援基金について（ＮＰＯ活動資金助成事業） 

 資料 5-2 杉並区ＮＰＯ基金[リーフレット] 

 資料 5-3 令和 3年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業募集案内 

 資料 5-4 令和３年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成事業 

      ～ＮＰＯ等活動推進協議会における助成団体決定までの審査

スケジュール～ 

 資料 5-5 令和 2年度ＮＰＯ活動資金助成団体・助成事業一覧 

 資料 5-6 令和元年度杉並区ＮＰＯ活動資金助成報告書［リーフレッ

ト］ 
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 資料 6-1 杉並区の「協働」を支援する事業 

 資料 6-2 すぎなみ協働プラザ[リーフレット] 

 資料 6-3 すぎなみ協働プラザ 令和元年度事業報告書 

 資料 6-4 すぎプラ通信[リーフレット] 

 資料 6-5 杉並ボランティアセンター[リーフレット] 

 資料 6-6 ボラン.て[リーフレット] 

 資料 7-1 すぎなみ地域大学について 

 資料 7-2 すぎなみ地域大学 募集案内（令和 2年度 1～3月）[パンフ

レット] 

 資料 7-3 地域活動ガイドブック 2020 カラフル[パンフレット] 

 資料 8-1 地域活動応援サイト「すぎなみ地域コム」 

 資料 8-2 すぎなみ地域コム[チラシ] 

 資料 9  杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 10期）スケジュール 

      別紙 杉並基本構想審議会第 4部会 まとめシート【協働】 

 資料10  すぎなみ協働推進ガイドライン 2013年度版 

席次表 

会議次第 1 開会 

2 委嘱状交付※席上配布 

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)杉並区における協働推進の仕組みについて(資料 1) 

 (2)杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会について(資料 2-1・2・3) 

 (3)杉並区の「協働」に係る取組について 

  ①協働推進基本方針及び杉並区協働推進計画について(資料 3-1・2) 

  ②協働提案制度について(資料 4-1・2・3) 

  ③ＮＰＯ支援基金及びＮＰＯ活動資金助成について(資料 5-1・2・

3・4・5・6) 

 (4)杉並区の「協働」を支援する事業について 

  ①協働プラザ・杉並ボランティアセンターについて(資料 6-1・2・

3・4・5・6) 

  ②すぎなみ地域大学について(資料 7-1・2・3) 

  ③すぎなみ地域コムについて(資料 8) 

7 その他 

 (1)今後の協議会のスケジュールについて(資料 9) 

8 閉会 
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○地域課長 では、定刻となりましたので、ただいまから、第10期杉並区ＮＰＯ等活動

推進協議会を始めさせていただきます。私、地域課長の原田と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。これからは着座にて司会をさせていただきます。 

 まず、本来ならば、当初は1月26日に開催する予定でございました。緊急事態宣言が出

たことに伴いまして、急遽延期させていただき、皆様に大変ご迷惑をおかけいたしまして、

申し訳ございませんでした。 

 今日は10期の第1回目ということでございます。本来ならば、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、第10期の初めての会議ということで、まずは会長、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、私のほうで進

行させていただきたいと思います。 

 本日、低引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。 

 なお、佐藤委員は、お車でいらっしゃっていて、駐車場が混んでいるみたいで、間も

なくいらっしゃるということでございます。 

 今日は資料がたくさんございます。時間の関係もありますので、資料の確認は省略させ

ていただきます。説明の際に、私のほうから資料番号を申し上げますので、もし、その資

料がお手元にないようでしたら、事務局にお声がけいただければと思います。 

 次に、委嘱状の伝達でございます。 

本来であれば、委嘱状はお一人ずつ直接お渡しするものでございますが、委嘱状を席上

配布とさせていただいております。このことをもって委嘱式に代えさせていただきたいと

思いますので、ご了承ください。 

 では、初めに、第10期ＮＰＯ等活動推進協議会を開会するに当たりまして、この事業

を所管いたします区民生活部長、徳嵩から挨拶をさせていただきます。 

○区民生活部長 皆様、こんにちは。去年の4月に区民生活部長に着任しました、徳嵩淳

一と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 本来、区長からご挨拶を申し上げるべきところですけれども、公務が重なっておりま

すので、所管部長からの挨拶ということで、ご容赦いただきたいと思っています。 

 皆様には、昨日、1都3県に対する緊急事態宣言が解除になった翌日にお集まりいただ

きまして、本当にありがとうございます。 

 今日は10期のスタートの会議であり、9名の委員のうち6名が新しい委員の方々である

ことから、関係する事業のあらましやこれまでの実施状況・総括、それらを簡潔にご説明
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させていただいて、理解と共有化を図ったうえで、これからの取組につながるご意見をい

ただければありがたいと思っていますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

○地域課長 引き続きまして、委員の皆様、事務局の自己紹介に入りたいと思います。

委員さんの名簿、それと、今日の出席者の席次表、お手元に配布してございます。それで

は名簿順ということで、松田委員からお願いしたいと思います。 

○委員 青山学院大学の松田と申します。よろしくお願いいたします。僕は3期目なんで

すね。ベテランのようでいながら、実際は、毎回勉強させていただいている状態です。あ

と、僕、名前が「ま」なんで、こういう紹介を最初にするというのは慣れていなくて、こ

れで終わりにします。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 山梨県の大月市にあります、大月市立大月短期大学の山岸と申します。ふだん

は大月にまで通勤しているんですけれども、住まいは東京の多摩地域にずっと住んでおり

ます。ふだんはこういった政治学や地方自治について講義も行っておりまして、杉並区さ

んにおいては、大学院のときに少しお手伝いなどをさせていただいたことも、今、来ると

きにふと思い出させていただきました。 

 他区でも、協働に関するお仕事をさせていただいておりまして、同じ東京23区というと

ころでありながら、それぞれの地域によって、こういった区民活動の違いなど見ることも

非常に楽しみにしております。このコロナの状況ですごくそういった区民活動にも深刻な

影響が出ているなんてお話も伺いましたので、そういったところの一助となればうれしい

かなと思っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。 

○委員 公認会計士の加藤と申します。私も２期目で、今回、結構、委員の皆さんが代

わって、ベテランだとさっき言われましたけれども、まだまだ全然慣れない状態です。 

 何人かの委員の方にはご挨拶しましたけれども、ＮＰＯ会計税務専門家ネットワーク

という全国のＮＰＯを支援している会計税務の専門家の事務局を長くやっていまして、杉

並区では荻窪地域区民センター協議会の委員をやっていたんですが、今月いっぱいで卒業

ということになります。そっちの関係で協働プラザさんの会計セミナーとか会計相談、今

日も午前中にありましたが、Ｚｏｏｍ会計相談みたいなものをやるようになりまして、だ

んだん地域の会計事務所みたいな感じになってきております。よろしくお願いいたします。 

○委員 今回、公募で応募させていただきました、鎌田と申します。よろしくお願いし

ます。 

 こういった委員のお仕事って、人生の中で本当に初めてで、知識も経験も全くないん
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ですけれども、区民という立場での目線を常に忘れずにフレッシュな意見をなるべくどん

どん言っていけるように頑張っていきたいなというふうに思っております。よろしくお願

いします。 

○委員 杉本千代と申します。上高井戸町会に所属し、厚生部で敬老会の運営をしてい

ます。この2月に上高井戸端という多世代交流の場を立ち上げ、8月に地元野菜を子どもた

ちと食べるイベントを企画しました。このコロナ禍、今、活動は休止しています。町会を

はじめとする地域の任意団体は、これからどうやって活動を再開し、協働体制を、区やＮ

ＰＯの方たちと構築していくのかが課題だと思います。 

 昨年までは江東区役所で社会教育に長く携わっておりました。ＰＴＡや町会の活動に

は力を注いでまいりましたけれども、ＮＰＯの方たちとの協働につきましては経験が浅く

こちらで学ば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。 

○委員 井上尚子と申します。よろしくお願いいたします。ここではＮＰＯ関係という

ことで、平成14年から学校と地域をつなぐコーディネーターの活動をするＮＰＯ法人を運

営させていただいています。また、個人的には3年ほど前から、障害のある子供たちと一

般の人たちによるインクルーシブなアートスタジオということでアート工房を運営して活

動させていただいています。 

 私も、こういうＮＰＯ活動の経験はあるんですけれども、勉強させていただきたいと

思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 私、東京税理士会杉並支部から推薦を受けまして、今年から新委員にならせて

いただきました、佐藤瑞枝と申します。委員会に早々に遅刻してしまいまして、本当に申

し訳ございませんでした。 

 私、初めてですので、一から勉強させていただく思いで、この場に臨んでおります。

会計税務の立場で、また私の微力ながらお力になれればと思っております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○委員 こんにちは、柴田洋平と申します。公益社団法人東京青年会議所より推薦を受

けております。東京青年会議所というのは、40歳以下の青年、いろいろ地域貢献の活動を

やっていこうという目的で集まった組織で、ＪＣという略称で様々な活動しており、その

杉並区のチームから派遣をされた者でございます。 

 私自身は弁護士資格を持っており、南荻窪で法律事務所をやっております。子供の権

利擁護や虐待の防止等も弁護士の活動として行っております。また、同じく南荻窪に株式
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会社チャイルド社という、全国の幼稚園や保育園、こども園に、いろいろな物品やサービ

スを提供したり、あるいは杉並区内では認可保育園の運営もやっておる会社があり、その

副社長も務めておりまして、法律事務所と、その会社の運営との両面で活動をしておりま

す。 

 ＮＰＯの活動や区の協働の活動とは、これまであまり縁がありませんでしたが、委員

就任の機会を得て、勉強させてもらうとともに、私の知見が何かしらにお役に立てるよう

なことを申し上げていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域課長 どうもありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、事務局も自己紹介ということで、私、改めまして、地域課長の原田と申し

ます。協働のほかにも、町会とか、センター協議会の業務も担当しております。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 次、事務局です。 

○協働推進係長 皆様、こんにちは。私、協働推進係長をしております澁木と申します。

令和2年の4月に、この職に就きました。これからどうぞよろしくお願いいたします。 

○地域人材育成係長 地域人材育成係長を拝命しております武士田と申します。担当はす

ぎなみ地域大学の事務局の業務ということになります。地域大学については、また改めて

原田課長からご説明いただけるんですよね。よろしくお願いいたします。 

○事務局 協働推進係の百瀬と申します。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

○事務局 協働推進係の松尾と申します。よろしくお願いいたします。 

○地域課長 本日、オブザーバーで区関係者、政策経営部の行政管理担当、企画課、すぎ

なみ協働プラザ、杉並ボランティアセンターの職員も参加しておりますので、自己紹介を

させていただきます。 

○行政管理担当課長 行政管理担当課長をしております、石河内と申します。行革とか協

働とかを担当しております。どうぞよろしくお願いします。 

○企画調整担当係長 皆さん、こんにちは。私、企画課で企画調整担当係長をしておりま

す、黒澤と申します。私ども協働のほうを担当しておりますので、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朝枝と申します。協働推進係の

一事業である、すぎなみ協働プラザを運営しております。この協議会でご意見をいただき
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ながら、よりよい活動支援につながる運営につなげていきたいなと思っておりますので、

どうぞよろしくお願いします。 

○杉並ボランティアセンター長 初めまして、杉並ボランティアセンターの所長をしてお

ります、竹嶋と申します。ちょうど1年前、令和2年4月から着任しております。今後とも

よろしくお願いいたします。 

○地域課長 こういったメンバーで杉並区の協働を推進させていただいております。こ

れからもどうぞよろしくお願いいたします。 

 次に、議事の5番でございます、会長及び副会長の選出でございます。会長及び副会長

につきましては委員の互選で選出するという規定がございます。会長、副会長、特に立候

補という方はいらっしゃいますでしょうか。 

 特にいらっしゃらないようなので、それでは、事務局から、会長につきましては、第9

期の会長であった松田委員に引き続き会長をお引き受けいただき、副会長につきましても、

第9期でも学識経験者の方にお願いいたしましたので、副会長としては山岸委員にお願い

できればと思いますが、皆様、いかがでございますでしょうか。 

（ 拍手 ） 

○地域課長 ありがとうございます。それでは、皆さんのご賛同を得ましたので、松田

委員、山岸委員、会長席、副会長席にお移りいただきます。どうぞお願いいたします。 

（ 松田委員は会長席へ、山岸委員は副会長席へ移動 ） 

○地域課長 では、ただいま会長と副会長も決まりましたので、会長と副会長から一言

ご挨拶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。 

○会長 第9期に引き続いて会長を務めさせていただくことになりました、松田です。先

ほどの自己紹介で、自分の自己紹介だけが物すごく残念だったなと、今すごく反省してい

まして、改めてよろしくお願いいたします。 

 いろいろ仕組みが変わっていっている中で、またこの後もいろいろ変わっていくであ

ろうと思われる、この仕組みの中で、実際にＮＰＯの活動というものを支えていくことを

ここでいろいろ考えていって、議論していって、決めるべきところは決めていくことがで

きたらいいなと思います。皆さんの様々なお力添えをよろしくお願いいたします。 

 ちょっとはまともな挨拶でしたかね。よろしくお願いします。 

○副会長 改めまして、このたび副会長に選任されました山岸です。先ほど自己紹介で

もお話ししましたとおりですが、会長をしっかりサポートとして、よい会議になるように
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頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域課長 では次に、会長に事故があったときにということで、職務代理の指名をお

願いしたいと思います。 

○会長 職務代理者ということで、副会長になられました山岸委員にお願いしたいと思

います。 

○地域課長 よろしいでしょうか。 

（ 了解 ） 

○地域課長 では、ここからは松田会長に本協議会の司会をお願いしたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○会長 よろしくお願いいたします。 

 これの議事録は公開されるんですよね。 

○地域課長 議事録公開になります。 

○会長 言葉を選んで務めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 では、資料の一つ目のクリップにとまっているところに次第があります。今、5番まで

終わったところですので、6番になります。 

 この(1)から(3)までが一つのまとまりとしてということなので、まずこの説明につきま

して、事務局からよろしくお願いいたします。 

○地域課長 では、まず(1)でございます、杉並区における協働推進の仕組みということ

で、資料1をご覧ください。杉並区における協働推進の仕組みについて、図で示したもの

でございます。 

 まず、ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例に基づきまして、区長

の附属機関として、本協議会、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会が設置されております。 

 協働に関する方針・計画として、基本方針、協働推進計画、ガイドラインがあり、協

働を推進する事業としては、協働提案制度、ＮＰＯ支援基金、協働を支援する事業として

は、すぎなみ地域大学、すぎなみ地域コムがございます。また、下にいきまして、協働を

支援する団体としては、先ほど自己紹介させていただきましたが、すぎなみ協働プラザ、

杉並ボランティアセンターがございます。右にいきまして、区の庁内の協働を推進する体

制としましては、協働推進本部が設置されてございます。 

 次に、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会、(2)でございます。資料2-1をご覧ください。

本協議会の概要について説明させていただきます。 
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 本協議会は、資料2-2、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、

第16条第1項に基づき区長の附属機関として設置されており、所掌事項は、①ＮＰＯ等の

活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること、ＮＰＯ支援基金を財源としＮＰＯ等に

対して行う助成の審査に関することとなっております。 

 第17条におきまして、協議会の委員構成、任期を定めており、委員数は10名以内とな

っており、現在9名の委員で構成されております。委員の任期につきましては2年となって

おります。第18条及び第19条で本協議会の会議の原則を定めております。なお、本協議会

の組織及び運営については、別途資料2-3、ＮＰＯ等活動推進協議会規則で定めておりま

す。 

 次に、(3)でございます。杉並区の「協働」に係る取組についてですが、区では、区の

最上位の計画であり区政運営の指針となる基本構想を定めており、さらに基本構想の実現

に向けて協働推進基本方針及び協働推進計画を定めております。 

 基本構想ですが、現在、令和4年度からの新たな基本構想を策定するために、基本構想

審議会を設置、検討してございます。後ほど、現在の状況について簡単に担当部署からご

説明させていただきます。 

 まず資料3-1をご覧ください。協働推進基本方針では三つの方針を定めております。 

 方針1は区民参加の促進で、区の計画決定などの場面で区民参加の機会をつくり、区民

意見を区政運営に生かし、地域課題を連携・共有し解決することができる地域社会づくり

を目指すものです。 

 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です。地域の様々な課題

に取り組むことができるようにするため、人材の育成や活動環境の充実に向けた支援を行

い、多様な主体の協働により地域課題の解決と質の高い公共サービスの提供を目指すもの

でございます。 

 方針3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です。区

の情報発信機能の見直しなど、必要なときに必要な情報が届くよう環境整備を進め、区民

とのコミュニケーションの充実を図るものでございます。 

 そのページ以降に、各方針の現状と課題、指標、主な取組が記載されてございます。 

 最後に、Ａ3判の協働推進計画方針別計画事業体系一覧をつけております。これは今申

し上げました三つの方針ごとに協働推進計画の個別の事業を記載したものでございます。 

 次に資料3-2をご覧ください。こちらは現在の協働推進計画でございます。協働推進計
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画は、先ほどご説明しました協働推進基本方針に基づく具体的な取組のうち、主要なもの

について計画したものでございます。方針1が17項目、方針2が23項目、方針3が6項目で、

合わせて46項目ございます。詳しい内容につきましては、後ほどご覧いただければと存じ

ます。 

 次に②でございます。協働提案制度、協働を推進する事業であります、協働提案につ

いて説明いたします。資料につきましては、4-1が協働提案制度の説明。4-2が、こちら黄

色の冊子でございますが、令和3年度の協働提案の募集案内。4-3が令和2年度、3年度の協

働提案事業の概要でございます。 

 まず、資料4-1でございます。まず制度の目的でございますが、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解決に向け取り組

む制度です。また、この制度では、課題解決に向けた方策を協議していくプロセスを重視

しており、課題の認識や目的・解決の方向性を共有することが重要としております。 

 提案できる内容等につきましては、2でございます。地域の課題の解決につながるもの、

以下、記載のとおりとなってございます。 

 3の提案できる団体ですが、個人は対象としておりませんが、団体ならば区内、区外、

法人格の有無、営利・非営利を問わず、複数の団体で提案することも可能でございます。 

 令和3年度のスケジュールでございますが、資料4-2、こちらの黄色の冊子でございま

す。4-2の3ページの上段に、募集から締結までの流れというところがございます。こちら

でご説明いたします。 

 提案の募集時期及び事前相談は4月、5月の2か月間、窓口は協働プラザが行います。4

月26日には募集説明会を予定しております。この4月、5月で提案があった場合、この提案

内容について区の担当課と協議を行います。そして、協働の可能性があるとした場合は、

協働提案書を7月下旬に提出していただきます。そして、協働提案の採択に当たっての審

査は区の協働推進本部会が行いますが、審査の前に、本協議会に協働提案の内容を報告し、

審査に向けたアドバイスや意見をいただく予定でございます。審査会で審査、採択された

場合は令和4年4月に協定を締結し、事業の開始となります。令和3年度の協働提案制度は

事前相談、協働提案書の提出、提案の審査、事業決定という流れでございます。 

 6ページをお開きください。こちらは過去に提案制度で採択された事業の評価というこ

とになります。こちらは事業を実施してから事業報告会への流れとなっております。令和

元年度には三つの事業が採択されております。そして、事業は2年間ということで、令和2
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年度、令和3年度の2年間になります。令和3年度は事業の中間評価として、この三つの事

業に対して本協議会の評価を行います。また、来年度になりますが、事業終了後に本協議

会の最終評価を予定しています。この表の6ページの自己評価と書いてありますが、事業

実施後の自己評価、その後の自己評価報告会、本協議会で中間報告に対しての評価を8月

頃を予定しております。そして、令和3年度終了後、最終的な評価もお願いするというこ

とでございます。協働提案制度は、今年は今年採択する事業、それと過去に採択された事

業についての二つということになります。 

 資料4-3でございます。こちらが令和元年度に採択された三つの提案事業の概要でござ

います。令和2年度につきましては、コロナの関係で、当初よりも若干遅れたところもあ

るんですが、現在のところ、計画に基づきまして各事業とも実施してございます。 

 次に、ＮＰＯ支援基金及びＮＰＯ活動助成についてご説明いたします。使います資料

は、資料5-1はＮＰＯ支援基金の概要についての資料。資料5-2がＮＰＯ支援基金のリーフ

レット。5-3は令和3年度のＮＰＯ活動資金助成事業の募集案内。5-4は助成団体決定まで

のスケジュール。資料5-5は令和２年度の助成を受けた団体一覧。5-6は、令和元年度のＮ

ＰＯ活動資金助成報告書となっています。 

 では、まず資料5-1をご覧ください。カラー刷りの資料でございます。杉並区では、Ｎ

ＰＯの活動を支援するためＮＰＯ支援基金という基金を設置しております。基金の目的及

び特徴につきましては、記載のとおりでございます。個人や団体からの寄附金を原資とし、

ＮＰＯ法人に対して活動助成を行う制度となっております。 

 助成に当たっては、本協議会がこの助成の決定の審査を行います。 

 寄附と助成の推移でございますけれども、基金は平成14年度から始まり、現在までの

助成額と寄附額の推移を折れ線グラフにしております。青線がＮＰＯ団体に対する助成額。

赤線が区民などからの寄附額となっております。見ていただくとお分かりと思いますが、

多くの年で助成額が寄附額を上回っているという状況がございます。 

 令和2年度の寄附につきましては、この下の表にもございますが、70万円弱ということ

になっているんですが、やはりイベント等で寄附が集まるということが多いんですが、残

念ながら令和2年度はコロナの関係でほとんどイベント事業を開催することができない状

況で、現在のところ寄附額については70万円弱にとどまっております。 

 2ページをご覧ください。年度末の基金残高の推移です。現在のＮＰＯ支援基金の残高

は約800万円余となってございます。折れ線グラフが急上昇しているところ、平成17年度
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ですが、こちらは17年度に1,500万円、区が支出しております。その後、右肩下がりとい

うことで、区としても、寄附の集め方とか助成方法を検討していくことが課題と感じてご

ざいます。 

 資料5-3をお開きください。ＮＰＯ活動資金助成事業でございますが、今年度の助成の

申請が4月10日までとなってございます。助成額は1団体、上限50万円となってございます。 

 2ページをご覧ください。対象となる事業につきましては、区民を対象とした特定非営

利活動に係る事業となっております。対象団体は、ＮＰＯ法人または後ほど説明いたしま

す地域大学の修了生の団体となってございます。3ページから4ページにつきましては、助

成対象経費、提出書類等になってございます。5ページは、委員の皆様に審査いただく、

審査基準と選考スケジュールになっております。選考については、第一次審査は書類審査、

第二次審査はプレゼンテーション及びヒアリングになります。 

 ここで皆様に審査をしていただきますので、具体的なスケジュールを資料5-4でご説明

いたしたいと思います。資料5-4をご覧ください。 

 まず、4月22日に午後3時から、昨年度助成事業を受けた団体からの報告会がございま

す。この報告会は、本協議会の主催ではありませんので、委員の皆様のご出席については

任意となっています。どんな事業をしたのかご関心があればご出席いただければと思いま

す。 

 次に締切が4月10日でございますので、4月23日に事務局から各委員の皆様に、審査書

類一式、申請書とか事業計画書、収支予算書等を郵便でお送りいたします。また、別にメ

ールで審査表をお送りします。そして、この郵送された審査書類を審査いただきまして、

5月10日までにメールでお送りした審査表に評価点を記載して事務局宛てご返送ください。

こちら5月10日まで午後5時必着でお願いいたします。 

 一次審査でございます。こちらは5月13日午後2時からこの施設で行います。皆様から

ご提出をいただいた審査表を基に二次審査に進む団体を決定いたします。 

 次に、二次審査につきましては5月27日、やはり午後2時から行いまして、最初に各団

体から公開プレゼンテーション、こちらを行った後、委員の皆様の意見交換を行い、助成

団体並びに助成額を決定いたします。 

 資料5-5、こちらは本年度、令和２年度の助成団体と助成事業の一覧でございます。5

団体に対して133万3,000円を交付ということでございます。毎年、交付の後、翌年度に資

料5-6のような、どんな活動をしたかということを報告書にしまして、事業の報告をして
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おります。ＮＰＯ支援基金と助成事業については以上のとおりです。 

 ここで(1)から(3)まで終わりましたので、事務局の報告は一旦終わりにしたいと思い

ます。 

○会長 ありがとうございました。このＮＰＯ等活動推進協議会が、まずどのような枠組

み、取組の中で位置づけられているかということのご説明と、具体的にＮＰＯ等活動推進

協議会でどういったことをやるのかといったことをお話いただいて、その上で具体的に最

後のところですけど、この協議会の中で扱っていく主なところが協働提案に関わる話とＮ

ＰＯの活動資金助成について、いろいろ審議したり決めたりとかということがあるという

わけです。 

 協働提案制度については、実際に事業が内定する前に、この協議会でアドバイスや意見

を申し上げる機会があったりとか、あと、決まって、既に事業が始まっているところでは、

中間の評価、最終評価で、また、この協議会が関わっていくことになります。 

 また、支援基金の活動資金助成については、先ほどまさに具体的な日程も含めてご案内

いただきましたが、まさにそこが、これは個人的に相当重い仕事で、そこを決めていくと

いうところになります。また5-3の5ページに実際に基準がありますので、そこを踏まえて

検討していただく形になっています。スケジュール等は今日ご説明いただいたとおりにな

るかと思います。 

 そこで、ここまでのところで委員の皆さんからのご質問をお受けしたいと思います。何

かあればご自由によろしくお願いいたします。 

○委員 まず、資料の1にあった協働に関する方針、計画等などについて協働推進ガイド

ラインというものがあるとのことですが、今日の資料には入っていないと思うんです。こ

れは何か細部だから参照をつけなかったとか、参照しなくていいよということではないと

思うんですけれども。 

○地域課長 申し訳ございません。ガイドラインの資料については、一番最後の資料10と

なっています。説明については省略させていただきましたが、ガイドラインは資料10とし

て用意させていただきました。 

○委員 分かりました。もう一つが、協働提案の話で、これから実施するものに対しては

意見を述べるというふうな、審査をして意見を述べるというところがありましたが、過去

の年度については評価をするというお話があったかと思います。それは各事業が、2か年

度単位なんでしょうか。ということで、令和2、3年度の協働提案事業の内容というのは資
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料4-3のところで三つあるということでお話いただきましたが、その一つ前の令和元年度

と2年度の事業というのも、何かしらあって、それも2年目の評価するのでしょうか。ご説

明願います。 

○地域課長 すみません、ちょっと説明が足りませんでした。 

 当該年度に採択された後、協働提案事業はその次の年とその次の年の2年間ということ

になります。令和元年度に採択された事業は、令和2年度、令和3年度の実施となり、令和

3年度に事業の評価となります。本年度採択された事業につきましては、令和3年度、4年

度の実施となりまして、4年度の評価ということになります。 

 ただ、残念ながら本年度の協働提案事業につきましては、採択に至らなかったため、今

年評価をしていただくのは、令和元年度に採択されました3事業ということになります。

来年度は、令和2年度に採択された事業を、本来でしたら評価していただくのですが、来

年度はその事業はないということになります。 

 その評価ですが、中間評価は、2年間この事業をやりまして、この事業を所管課で、令

和4年度以降実施していくのか、どうしていくのか、こういう辺りを協議会の評価を参考

にして、令和4年度以降の提案事業について、どうしていくかという判断の一つの材料と

いたします。そのための中間評価、そういうことでございます。お答えになっていますか、

よろしいですか。 

○委員 ここに資料4-3があります。これ令和2、3年度ですけれども、今、まだ今年度終

わってないので、今年度もし何かやっていたら、ここに令和3年度、4年度の事業というよ

り、多分コロナでできなくて、ここにあるように、一昨年の分、1年分が挙がっているこ

とがあるということが理解できました。 

 私から以上です。ありがとうございます。 

○会長 ほかに何かご質問等ありましたら、お気軽によろしくお願いいたします。 

○委員 この杉並区協働提案は、この資金は区から出るわけですよね、何かやるとなった

ら。それを事前のタイミングで、こっちにも回してもらって、どういうものが上がってき

たか拝見させてもらって、意見を述べて、これは諮問機関なので、区長がそれを踏まえて、

いろいろ踏まえて何か判断をされるというふうな構造だということ。 

 もう一つのＮＰＯ支援基金は、さっきもご説明いただいた支援基金が基金の残高という

形であって、その残高と新たな寄附金などを考慮しながら、どうするかというのを、ここ

で助成が決定されて、それに基づいて助成がされるというような理解であっていますか。 
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○地域課長 まず後者のＮＰＯ支援基金の助成でございますが、これはＮＰＯが、今年度

予算額上限50万円でこういう事業をやりたいと申請し、その事業の内容を、各委員が審査

基準に照らして、採点をしていただきます。例年、申請した全ての団体が助成決定になる

わけではございません。金額も、助成の希望額でございますので、その希望額どおりにな

るわけではございません。毎年、何団体選ばなくちゃいけないということはございません

ので、その中身を皆さんの中でご審議いただきまして、毎年助成額を決定しているという

ことでございます。年度によって助成団体数、助成額も異なってございます。 

 最初の提案制度につきましては、協働提案制度を採択するかどうかは区の協働推進本部

で採択をいたします。金額につきましては上限で250万円ということになってございます。

協議会の委員にお願いしたいのは、協働を遂行するための事業でございますので、その協

働推進本部で採択されるため、協働提案の事業について、ぜひ皆さんから、協働という視

点ではこうしたほうがいい、こういう視点でどうだろうかという、ご意見とかアドバイス

を審査の前にお願いしたいということでございます。所管課と提案団体が議論して、協働

事業としての形はつくっているのですが、さらにそれをブラッシュアップして、協働推進

本部会に臨みたいということでございます。本協議会で助成額等を決定していただくのは

ＮＰＯ活動助成事業ということでございます。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ほかに何かありますでしょうか。 

○委員 この令和3年度の活動資金助成ですけど、2月18日から受付開始ということで、ど

れぐらい、出足はどうなんでしょうか。 

○地域課長 これ、今のところゼロなんですが、例年4月に入ってから申請が来ているん

です。私もゼロと聞いて、おおっと思ったんですが、10日までありますので、多分4月に

入れば申請があると思っています。ただ、協働プラザの職員に聞くと、コロナの関係でＮ

ＰＯ自体の活動ができないと。またはやっても縮小という形で、なかなか人が集まる事業

ができないので、活動がなかなかできない現状です。今年も、例年ですと4月になれば、

ある程度のものは来ると思っているんですが、若干心配と言ったら心配でございます。た

だ、去年も同じようなコロナの状況でございましたが、それなりの数は来ましたので、あ

る程度は来るんじゃないかと想定している状況でございます。 

○委員 ありがとうございます。広報をしたほうがいいですね、やっぱり。 

○地域課長 ぜひお知り合いの団体等がいましたら応募いただけますよう、よろしくお願
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いします。 

○委員 今の質問に関連するんですけど、3月3日に募集説明会があったと思うんですけど、

これでどれぐらい団体さんが参加したか聞いていいですか。 

○地域課長 コロナ禍というところもあったので、一応定員を10名ということにさせてい

ただきまして、5団体から7名参加がありました。ただ、それ以外にも一応録画しておりま

すので、希望の方にはユーチューブ配信も可能ということなんですが、今のところ希望は

ないということでございます。 

○会長 ほかに何かありますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、次の議題に移ってよろしいでしょうかね。 

 では、4番の杉並区の「協働」を支援する事業についてということで、また事務局から

ご説明をよろしくお願いいたします。 

○地域課長 では、杉並区の「協働」を支援する事業について説明します。資料は6-1を

ご覧ください。 

 協働支援をする事業として大きく四つございます。 

 一つは地域課の事業で、条例に基づいて設置している「協働プラザ」、運営はＮＰＯ法

人サービスフロンティアに委託しております。次に、社会福祉協議会が運営しているボラ

ンティアセンター。裏面にまいりまして、三つ目が、地域活動の人材を育成する地域大学。

この事務局は当施設の2階にございます。四つ目は、地域活動のポータルサイトである地

域コムとなっております。 

 最初に、協働プラザと、ボランティアセンターについて報告いたしたいと思います。資

料は6-2が協働プラザのリーフレット。6-3が協働プラザの元年度の実績報告。6-4が協働

プラザの広報誌であります「すぎプラ通信」、資料6-5がボランティアセンターのリーフ

レットで、資料6-6がボランティアセンターの広報誌「ボラン．て 3月号」でございます。 

 まず協働プラザですが、本協議会と同じ条例で設置されており、中間支援組織として、

ＮＰＯ等をはじめ地域団体の活動を支援する目的で運営されております。本日は運営責任

者が出席しておりますので、簡単に説明していただきます。 

○すぎなみ協働プラザ運営責任者 すぎなみ協働プラザ、運営責任者の朝枝と申します。

よろしくお願いします。 

 お手元の資料のうち、広報紙、リーフレット等はお帰りになってからご覧いただけれ
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ばと思っております。さて、協働プラザとしては、「協働」について原田課長や協働推進

係と、どのように進めていったらいいかを、日々話し合ったりしているところです。共に

つくり出すということと、それから協力し合うということ、それからつながりをつくると

いうことは一朝一夕にはできない難しさを実感しています。これは各ＮＰＯだけではなく

て、地域活動団体がいろいろに有機的につながっていくということを目指しているわけで

すが、今年はコロナ禍で活動自体も、それぞれお休みになっていたり、協働プラザ自体も

閉鎖をしていたりしたこともありまして、ここにあります昨年度事業報告よりは、恐らく、

相談数ともに、少なくなっているかなというふうに思っております。 

 ただ、その中で、今年度は4月当初から、オンラインに着目し、私どもの事業をオンラ

インでするとともに、団体さんへパソコン指導を含め、オンライン事業について講習会な

どの提供をしました。  

また、このコロナ禍で、団体の活動は止まっていたなか、中高生が学校は休みになっ

ていても、何かしたいと言っている、そのサポートをしてほしいというご相談が、学校や、

教育委員会からありました。子どもたちは、オンライン上でつながりをつくりたい、映像

で自分たちの学校を撮り、地域に発信したいと思っているとのことでしたので、そのサポ

ートを行いました。地域のこれからの担い手である中高生の支援ができたということは、

今年度、協働プラザの活動相談が少なくなったなかでは突出した事例だと思っています。 

 また、このような中ではありますけれども、団体を設立したいというご相談が何件か

ございまして、うち一つは、ＮＰＯ法人に申請をして、間もなく許可が出るようなところ

であり、あと二つは任意団体ですけれども、その活動をつくり上げるというところからの

支援になっています。 

 また、協働プラザでは完結しませんでしたが、障がい者グループホームを作りたいと

いう相談者へは、支援している窓口を紹介するだけでなく、一緒に立ち上げまでの過程を

伺いながら、丁寧につなげ、相談者からも「研修が終わり一歩進みました」という報告な

ども受けております。また社団法人を作りたいという相談も2件ほどありました。コロナ

禍ではありますけれども、だからこそやりたいという活動があり、ＮＰＯ法人化だけでな

く、間口を広げ、区民の活動を支援する窓口として力をつけていきたいと考えています。 

 団体への支援ということに関しましては、ゆうゆう館にｉＰａｄなどが配られた折に、

使い方が分からないというようなご相談もありましたので、ゆうゆう館、各館にご案内を

して、それぞれにオンラインの使い方とか、講座の立て方などを支援したというようなケ
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ースもありました。今年は、協働プラザとしては新しい形の支援がつくることができたの

ではないかなと思っております。以上です。 

○地域課長 協働プラザは、現在、阿佐ヶ谷駅の近くの阿佐谷地域区民センターの4階に

あります。その阿佐谷地域区民センターが、来年の2月で移転をします。2月で閉鎖して、

オープンは来年の4月からとなります。 

 協働プラザも、産業商工会館に来年の3月に移転いたします。規模は若干小さくなるん

ですが、今度はワンフロアで使うような形になります。名のとおり産業商工会館というの

は、主に産業団体が使う施設です。協働プラザも今まで、いろんな地域団体とつながりが

あったんですが、今後、産業商工会館に移転しますので、例えば商店会とか、地元の産業

の団体とか、そういう産業団体と連携をさらに充実していきたいと考えております。また、

移転したときに、パンフレットをつくり直しますので、改めてパンフレットをお渡しした

いと思います。 

 次に、杉並ボランティアセンターについてご説明をいたします。ボランティアセンタ

ーは、旧荻窪税務署がありました跡に建ちましたウエルファーム4階にありまして、ボラ

ンティア活動や地域福祉活動の相談支援に応じております。 

 本日は、杉並ボランティアセンター長が、簡単に事業についてご説明させていただき

ます。 

○杉並ボランティアセンター長 それでは、杉並ボランティアセンターの業務内容につ

いてご説明させていただきます。資料としましては、資料6-5、こちらのピンク色のパン

フレット、それと資料6-6、情報誌「ボラン．て」というものをお出しください。 

 こちらのピンク色のパンフレットに基づいて説明させていただきます。開いていただ

きますと、まず、ありますのはボランティアをしてみたい方へと、ボランティアを必要と

している方へと出てきます。ボランティアセンターは、してみたい方、それから必要とし

ている方、それをつなぐコーディネートというのが主な役割になってきます。個人、団体、

それぞれいろんな方からご相談いただいております。 

 左のところを開けていただきますと、主な業務の内容がこちらに書いてあります。左

の上から申し上げますと、研修・講座、こちら様々な講座を行っておりますが、中でも地

域とつながろう講座、チャレンジボランティアというものがございまして、こちら地域大

学と一緒に行っております。 

 それから右に移りまして、災害ボランティアセンターの運営ですね。こちら、地震等
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の災害が起きた際に、全国から、最近は近場からが多いんですけれども、災害ボランティ

アの方たちがいらっしゃいますので、そこの調整をしたりですとか、ボランティアを必要

とする方のニーズを受け付けて、ボランティアの方に行っていただくというのを行います。 

 それから、活動のサポートになりますけれども、団体の方で、登録をしていただいて

います。この登録団体、ホームページでご案内したりですとか、あとは、機材の貸出など

を行っております。 

 それから、一番右ですね。地域福祉活動費の助成金、こちらもボランティアセンター

で助成金を行っておりまして、原資が歳末助け合い運動の募金になっています。今年度既

に募集終わっているんですけれども、数のほう心配したんですが、かなりたくさんのお申

込みいただいておりまして、合計28団体申込みいただきました。 

 下のほうに行きますと、ボランティア体験と福祉教育の推進ということで、皆さんご

存じかと思いますが、夏のボランティア体験ということで、中学生、高校生などが夏休み

に福祉施設などで体験をするというもののボランティアコーディネートを行っています。

令和2年度につきましては、コロナによりまして、福祉施設、体験ができなかったんです

けれども、代わりに夏のお手紙ボランティアということで、お手紙を寄せていただきまし

て、それを福祉施設にお届けするというような活動を行いました。 

 あとは、学校で、福祉教育ということで、高齢者の模擬体験などを行われるときに、

こちらの職員が出向いて講話をしたりですとか、物品ですね。高齢者模擬体験グッズなど

を、貸出ししております。 

 あとは、ボランティア同士の交友の支援ですとか、「ボラン．て」こちらの情報誌、

こちら毎月一回発行しております。ボランティアをしている方たちを取り上げる内容が多

いんですけれども、1面、2面のところでご案内しておりまして、あとは、挟み込みでこの

ようにボランティア募集、講座のご案内などを行わせていただいています。 

 こういった内容を紙面とともに、ホームページでもご案内しております。 

 あとは、ボランティア保険、行事保険の受付なども行っていまして、ボランティア活

動される方は、ほぼ100％に近くボランティア保険にご加入いただいておりまして、ここ

の受付をボランティアセンターで行っております。 

 概要です。以上になります。 

○地域課長 次に、地域大学について説明いたします。資料は7-1、地域大学について。

それと、資料7-2は、本年度の1月から3月に開講する講座の募集案内。資料7-3は、地域大
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学の年間の講座等を紹介したガイドブックとなっております。 

 今日、こちらの次第にはございませんが、今日、出来たてのほやほやなんですが、令

和3年度の講座案内を配付してございます。 

 まず、資料7-1ですが、地域大学は、地域活動に必要な知識や技術を学び、地域に仲間

を拡げ、区民自らが地域社会に貢献する人材、協働を推進するための担い手として活躍し

ていただくための学びの仕組みとして、平成18年4月に開校いたしました。 

 基本理念としまして、「協働の担い手」を育てる、「協働の輪」、「協働社会の基

盤」の三つを基本理念としています。 

 地域大学の設立から現在までの経過は、2の設立の経緯に記載のとおりでございます。 

 裏面をご覧ください。地域大学の概要でございますが、講座によりまして内容が違い

ます。目的、特徴、対象、会場、授業、受講料は記載のとおりでございます。 

 募集案内をご覧ください。講座数ですが、年間、当初12講座からスタートしまして、

今は30を超える講座数となりました。ただ、令和元年度、2年度は、残念ながらコロナ感

染症の影響で中止となった講座がございます。 

 地域大学の学長は、元ＮＨＫアナウンサーの松田輝夫さんに初代学長として、同じく、

元ＮＨＫアナウンサー室長の木原秋好さんに2代目学長として、就任していただいており、

開講や閉講のときの挨拶、または講座の講師等をお願いしています。 

 そして、令和3年度から、地域大学の業務の一部を委託するため、本年度、公募型プロ

ポーザルを実施し、事業者を決定しました。講座案内を開いていただきますと、こちらに

写真がありますが、このひらがなネット株式会社が講座の受託者として決定しました。 

 委託の目的ですが、委託によりまして、区は計画策定等の根幹的な業務に専念するこ

とができること、また、民間事業者のアイデア等を活用し、魅力ある講座の開講や多くの

区民に地域大学を周知することを目的としてございます。 

 委託の内容につきましては、講座の進行管理、出欠管理、会場設営などの講座の運営

管理業務、募集案内やポスター作成などの広報業務、地域活動入門コースの新たな2講座

の企画・実施等となっております。 

 次に、地域コムについてご説明いたします。資料8-1、資料8-2、こちらは地域コムの

リーフレットでございます。 

 すぎなみ地域コムは、杉並区の地域活動のポータルサイトで、ＮＰＯ法人、町会・自

治会、地域活動サークル、学校支援団体、イベント実行委員会などの団体が登録し、団体
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の活動やイベントの周知などを行っております。昨年の2月に、前のサイトの構築から10

年がたちましたので、リニューアルを行い、ＳＮＳやスマートフォンに対応できるように

したこと。新しい機能として、デジタルチラシの掲載ができるようにいたしました。利用

できる団体は、区内で活動している公共公益的な事業を実施している団体となっておりま

す。利用団体数は、リニューアル直後は、165団体でしたが、現在では、242団体となって

おります。アクセス数は、2年度の4月から1月の月平均で、約1万3,000ページビューとな

ってございます。 

 私からは、以上でございます。 

○会長 ありがとうございました。杉並区の協働を支援する事業として四つ、すぎなみ

協働プラザ、杉並ボランティアセンター、すぎなみ地域大学、すぎなみ地域コムについて、

ご説明いただきました。以上について、委員の皆さんから何かご質問、そしてまた、もし

くは補足などがあれば、よろしくお願いいたします。 

○委員 今、杉並区の協働支援事業の四つについてご説明をいただきましたが、ここの、

ＮＰＯ等活動推進協議会で、これを説明していただく目的や意義を説明して頂きたいです。 

○地域課長 やはり、協働は協働推進係だけでやるというのは、できるものではござい

ません。やはり、協働全体を推進するものとしては、協働推進係以外に、協働プラザとい

う、主にＮＰＯ等の地域団体を支援とする事業、そして、ボランティアセンターという、

ボランティアを推進する組織、そして協働を推進するためには、人材育成というのも大事

な視点と考えておりますので、その事業を担っている地域大学、そしてもう一つ地域活動

を支援するサイトとしまして、地域コム、このような四つの事業が、区の事業以外に取り

組んでいる事業として、協働を推進しているということでご説明いたしました。 

○区民生活部長 若干補足させていただきます。資料2-2でお示しした条例の第8条には、

区がＮＰＯなどの活動団体と協働の推進を図るための取組が（1）から（8）まで掲げてい

ます。また、第16条第2項には、当協議会の所掌事務の1つとしてＮＰＯ等の活動とか協働

推進に関する調査・審議が位置付けられています。従って先ほどご質問があった協働提案

制度やＮＰＯ支援基金の助成審査のほかに、関連する区の事業や取組状況についても適宜、

報告させていただいて、委員の皆様からいただいたご意見を、その後の取組に生かしてい

くように進めていきますので、ご理解いただければと思います。 

○委員 ありがとうございます。分かりました。 

○会長 実際、助成の申込みに当たっても、協働プラザの様々なサポートがあって成り
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立っていたりとか、あと書類を確認するときに、ここの部分の情報とか知識が少ないんじ

ゃないかなと思うときに、まさに協働プラザの方が一緒にいらっしゃってくださることで、

今後のサポートの在り方というのも検討していただけることもありますし、また、そうい

う意味でここの議論を支えていくために、こういった様々な協働を支えている事業があっ

て、同時にまた、ここの協議会での議論の中で、よりＮＰＯの活動を推進していくために

必要な意見というのが、本体とは別に出てくることがあって、それをまた四つの事業に関

わっていらっしゃる方々が吸収してくださって、また、よりよい環境全体をつくっていく

というような形で意味があるのかなというふうに理解しております。 

 ほか、何かありましたら、よろしくお願いいたします。 

○委員 すぎなみ協働プラザですが、特定非営利活動法人サービスフロンティアに運営

委託する前というのは、杉並区でやっていたのでしょうか。 

○地域課長 協働プラザは、中間支援組織として位置づけておりまして、やはりこれは

専門家ということで、一番最初は、社会福祉協議会がこの組織を担っていまして、次から

ＮＰＯ法人となり、今回で四代目になっております。 

○委員 承知しました。 

 関連して、この中間組織をつくるということでありますけど、これは条例で何か、そ

ういう中間組織をつくることと書いてあるのでしょうか。 

○地域課長 こちら、第8条でございます。区は、ＮＰＯ等の活動及び協働の推進を図る

ため、次に掲げる施策を実施する。ＮＰＯ等の活動の拠点を整備する。こちらでございま

す。 

○委員 分かりました。ありがとうございます。 

○地域課長 年度終了後には、協働プラザでも事業実績をまとめ、皆さんに報告いたし

ますので、協働プラザの事業実績を見ていただきまして、ご意見をいただければ、今後の

プラザの活動に生かしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員 すみません、聞いてもいいですか。細かいことで申し訳ないんですけど、すぎ

なみ地域コムのホームページが令和2年2月にリニューアルされて、リニューアルする前の

ページビューから、どれぐらいページビュー率が増えたのかがちょっと気になりました。 

 その質問の意図としては、ＳＮＳやスマートフォンへの対応を可能にすると、特に若

い世代への情報共有は格段に広がるかなと思っていて、それに対してこれだけ増えて若い

人の参加が増えたとなると、例えば、協働プラザとか杉並ボランティアセンターとか、い
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ろんな各種団体のホームページとかもリニューアルすれば、いろんな世代の人の参画とか

得られて、それこそ何か協働っぽくなるかなとちょっと思いましたので、もしかしたら費

用対効果がすごく大きいものなのかなと思って、ちょっと質問させていただきました。 

○地域課長 実は、地域コムをリニューアルして、ページビューは下がりました。結論

から言えば、やはり一番大きいのは、コロナの影響なんですね。地域コムで見るのは、皆

さん活動を見るんですね。どんな団体が、どんな活動をしているか。例えば、自分の団体

の活動を見るというのが一番大きな理由なんです。会員さんが来月どんな活動があるのか

という確認をするんですが、本当に今、コロナの中で、どの団体も活動ができないので、

ほとんど更新ができないという状況でございまして、こちらもリニューアルできて、ＳＮ

Ｓとか機能ができたので、まさしく昨年以上のものを期待したんですが、ちょっとそこが

残念ながら上回っていない。コロナが落ち着いて、さらにＳＮＳ等を活用して、少しでも

ページビューは増やしていきたいと思っています。 

 ぜひ、鎌田委員みたいな若い方のご意見を聞いて、ぜひ、新しい活動をしていきたい

なと思っていますが、ページビューにつきましては、去年は月平均6万ぐらいあったんで

すね。ページビューとしては、残念ながら、大幅に下がっているというのが、状況です。 

 あと、アクセスの多かった団体が、地域コムを卒業していったこともあります。アク

セス数が多い団体は、地域コムじゃなくて、自分のホームページをつくりたいという思い

がありまして、やはりそういうところが抜けてアクセス数が減少したことも若干ございま

す。一番大きいのはコロナの影響でございますけど、ページビュー数については残念なが

ら、今ちょっと減少しているところでございます。 

○会長 ほか、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 今、すぎなみ協働プラザと杉並ボランティアセンターの説明をいただいたんで

すけれども、両方とも団体登録を受けていらっしゃると思うんですけれども、そのすみ分

けというか、特徴とかを教えていただけますか。 

○地域課長 ボランティアセンターと協働プラザ、ともに活動支援というところでは、

両方とも同じですが、ボランティアセンターにつきましては、ボランティアという主に個

人の活動を支援しているという状況でございます。一方、協働プラザは、成り立ちがＮＰ

Ｏサポートセンターということもあり、今は決してＮＰＯだけに特化しているわけではあ

りませんが、主に団体活動を支援をしているというところでございます。 
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 別に、ボランティアセンターが個人だけということではないんですが、やっぱりボラ

ンティアですと個人の方もいらっしゃいますので、ボランティアをメインとしているのが

ボランティアセンター。そして、ＮＰＯを中心としまして、地域の活動団体など、主に団

体の活動を支援しているのが協働プラザということでございます。 

○すぎなみ協働プラザ運営責任者 統計取っているわけではないのですが、やはり社会

福祉協議会がボランティアセンターを担っておりますので、福祉系の団体については、ボ

ランティアセンターに登録されているところが多いのではないかと思っております。ただ、

最近は、協働プラザにも、幾つか福祉系のご相談が入ったりもしますので、地域の中での

福祉、あるいは福祉を地域でとらえる傾向があるため徐々に増えて、住み分けるというよ

りはだんだん混ざり合っていくということかもしれないと思っています。 

 以上です。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 お願いします。 

○委員 他の地域も同様だと思うのですが、上高井戸地域は大変に高齢化が進み町会の

活動は停滞しがちな状況にあります。 

 ＮＰＯや若い方たちは、ＳＮＳなどを利用して情報交流を進めていると思いますが、

町会の情報の流通ツールは昔からの回覧板です。その回覧板も隣の家に持っていくことも

やっとで、なかなか家から外に出られないという人たちも多いのです。そういう人たちと

一緒にコミュニティーを形成していく、そういう人たちのＳＯＳをしっかり受け止められ

る地域にしていきたいと思います。今後、ごみ出しや買い物も厳しい超高齢者も増えるな

かで、意思の疎通、情報の流通は大きい課題になってくると思います。 

 そうしたなか、ＰＴＡを一緒にやっていた経験が町会役員会の席などでも話されてい

ます。ＰＴＡは教育委員会の所管で、区は中学校までですのでフォローは厳しいのかもし

れないですが、コミュニティーの担い手の主軸として、ＰＴＡを大事にできないでしょう

か。皆さんのような地域支援組織とつながりをつけていただいて、ＰＴＡで培った人々の

知識、運営の能力、地域情報、人脈が区政に生かせるような形で活用できないかと思うの

です。地域のおじいちゃん、おばあちゃんたちにも何か、元気が出るパワーとしてつなが

らないかなと思うんです。 

○区民生活部長 ご意見、ありがとうございます。杉並区では、他に先駆けて地域と協
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働する学校づくりを進めるため、町会やＰＴＡなど様々な地域の方々が参画して全小中学

校に、学校支援本部を設置する等の取組を行っています。その中には、子どもが卒業した

元ＰＴＡの方々も多く活躍されていると承知しています。これら地域の貴重な人材をこれ

からの地域づくりに生かす視点は区としても重要と考えます。 

 今後アフターコロナとして、新しい生活様式、新しい日常ということを、地域の皆さ

んと推し進めていく中では、デジタル化に取り組む必要がありますが、その一方で、デジ

タル化には対応できない方々がいるという現実、ここをどうかみ合わせていくのかという

ことが最大のポイントになると考えます。地域との協働にはそのような状況にどう対応し

ていくかといった視点もあると考えています。 

○委員 じゃあ、すみません。補足でちょっとよろしいですか。 

 今出たお話のとおりで、私も荻窪区民センター協議会で、地域懇談会、原田課長にも

来ていただきまして、町会の方とか、商店街の方とか、学校関係の方とか、いろいろ来て

いただいて、議論をする中で、やっぱり去年はどうしてもコロナがあって、町会によって

は総会も開けないという、とにかく会議を開く場所自体が閉鎖されていてというようなお

話もあって、どうやって、やっていけばいいんだろうというか、やっていったんだろう、

みたいな話を、まず、情報の共有というところから始めたんですけれども、一つはやはり

今の、もう回覧板もちょっと回せないとかもあったり、中でやはり、オンラインを活用し

たらどうかと、例えばＺｏｏｍで会議をやったらどうですか。でもやっぱり高齢者が多く

て、なかなかＺｏｏｍって分からないとか、スマホが分からないとか、そこのところで例

えば、ゆうゆう館とか協働プラザもそうなんですけど、Ｚｏｏｍの講習会をやって、そう

はいってもなかなか高齢になると必ずできるわけじゃないので、そういう人たちをどうや

って取り残さないようにするかというような議論もやりました。それと、今、学校支援本

部のお話もいただきましたけれども、もう一つは、ＣＳといって、学校経営協議会が杉並

区でもずっともう始まっていて、今年度、今年の4月から桃井第二小学校とあと二つぐら

いで、多分全部、全小中学校に地域の人間が、この協議会と同じように例えば区民の公募

で委員に入るというような形で、地域と一緒になって学校を経営していくというようなこ

ともありまして、私も、桃井第二小学校が近くなので、ＣＳ委員にしていただいて始めた

ばかりなんですけど、なかなか学校は学校で、学校支援本部も学校のいろんな行事とかそ

ういったことの支援がかなりやっぱり中心で、皆さん大変みたいなので、なかなか地域と

連携してというのは具体的にどうするのかというのが、まだ手探り状態のところもあると
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思うんですね。 

 ですから、そういったところとか、それともう一つは、教育委員会関係でいうと、す

ぎなみ大人塾というのが、これは社会教育の一環として、これも15年ぐらいやっていて、

卒業生が1,000人以上いるので、結構いろんなところに行くと何年度卒塾みたいな方がい

っぱいいるんですけど、そこも地域で活動する人間をつくり出すということをやっていま

すので、そういったところも一緒になってやっていただければいいのかなと思いつつ、こ

このＮＰＯ支援基金の支援先が、ＮＰＯか、もしくは地域大学の卒業生なので、大人塾卒

業生は入っていなくて、「地域でこういうことやりたいので、助成を申請できないのか」

と、結構言われるんですよね。なので、そういったところも、大人塾だけじゃないんです

が、もう少し範囲を広げて、頑張ってやっていこうというところが出てくれば、支援的に

助成するような形で、ぜひ、いろんなところを巻き込んでやっていただければありがたい

なと思っています。 

○委員 学校ということで、地域運営学校、コミュニティ・スクールの話が出ましたが、

私はずっとそれに関わってきています。杉並区は昔から地域連携が盛んなところで、全国

に先駆けて学校支援本部を全校設置したりとか、コミュニティ・スクールを運営していっ

ているところなんですけれども、そういう面で言うと、学校支援をする人たちというパワ

ーはすごいものがあって、杉本委員がおっしゃったように、土台はＰＴＡなんですよ。Ｐ

ＴＡは最近、少し弱体化しているんだけれども、私はＰＴＡのあの動きがなければ、学校

支援本部もコミュニティ・スクールもできないと思っています。だからここはすごく大事

だと思っています。すぎなみって結構、地域大学卒業生もいるし、それから大人塾もある

し、いろんな活動が点々としてはいるんです。だけど、この学校支援本部に入ってみると、

その学校支援本部を担い手たちが循環するときに、なかなか委員が、次の人たちがいない

というところが、うまくサイクルとして回っていない。だから、点があるんだけれど、面

になっていないというところをすごく感じるんです。そこが面になって初めて協働じゃな

いかなと思うので、そこが何とかできればなと。委員やらせていただいている最中に、そ

んなに大そうなことはできないと思うんですけど、そういうこともお話ししていけたらい

いなというふうに思います。 

○会長 ありがとうございます。確実に、杉並区の区の方々が吸収してくださると思う

ので、どんどんそういうご意見、おっしゃっていただけるといいのかなと思います。 

 個人的には、今日の事務局からのご説明をもらって、そこに関する質問等でもありま



第１０期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第１回） 

 

 27/30 

したけれども、この協議会自体の目的は、大きく二つの区の内容に関わっていて、協働提

案のことと、資金助成のところについてなんですけど、ただ、それがそもそもどういう枠

組みで存在しているのかという広いところからご説明くださったのが、我々がこれからい

ろいろ検討していく上で、僕たちは何のためにここにいるのかというのを確認する上でも

意味があったかなと思いますし、また、区の方、委員の方だけじゃなくて、支えてくださ

っている様々な団体や、他の部署の方もいらしてくださっているというのも、すごくいい

ことなのかなというふうには感じています。 

 また、今、杉本委員がおっしゃったことについて私が感じますのは、広い視野で、い

ろいろな方が関わってＮＰＯのことをやって、よりよい杉並区の環境をというのはすごく

共感するところがあるんですけど、先ほどのご指摘にあったのは、ＮＰＯだけなのという

ところなのかなと思っていて、実際そのＮＰＯだからできることと、ＮＰＯじゃできない

ことがあって、当然、区でもできなくて、企業でもできなくて、ということがあって、だ

からＮＰＯに期待が行くわけですけど、でもやっぱりＮＰＯでは、まだできないことって

いっぱいあって、むしろ地域には歴史があって、様々な機能とかを持っている組織がいっ

ぱいあるわけで、むしろ今後は、これは理想かもしれないですけど、この推進協議会の説

明をするときに、ＮＰＯを取り巻く、ＮＰＯの活動を支援するという様々な枠組みだけじ

ゃなくて、ＮＰＯも含めた様々な団体が、どう関わり合って行くのかというところも含め

た何かがいつか出来上がったらすてきだなと思うんですけど、その頃はもう任期が終わっ

ているので、ただ祈るのみなんですけど。 

 ほか、何かありますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、ここまでが6番の議題となりまして、続いて、最後になりますが、7のそ

の他ということで、今後の協議会のスケジュールについて、事務局からご説明をお願いい

たします。 

○地域課長 では、資料9をご覧ください。今後のスケジュールになります。一番左が協

議会の日程でございます。3月22日、本日、第1回の協議会となっております。 

 第2回目が、5月13日、先ほど申しましたが、ＮＰＯ活動資金助成の第一次審査となり

ます。5月10日までに事務局に審査結果をお送りいただきますよう、お願いします。 

 第3回は、5月27日に開催し、一次審査を通過した団体のプレゼンテーションをお聞き

いただきまして、助成事業の決定をしていただきます。 
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 第4回の協議会ですが、こちらは、先ほど説明しましたが、令和元年度に採択された協

働提案の3事業についての中間報告についての評価を行っていただくことになります。期

日は、まだ未定でございますが、8月上旬を開催予定としてございます。 

 第5回につきましては、今度、協働提案のご意見をいただくということなんですが、8

月下旬頃に、審査に向けての協議会委員の助言を聴取するために、開催する予定ですが、

本年度と同様に、提案があったとしても、所管課との意見が調整できなかった場合、残念

ながら協働提案書の提出まで至らないという場合もございますので、その場合は、第5回

協議会の開催は見送るということになります。 

 また、先にお話ししましたとおり、本年度は新たな基本構想を策定している最中でご

ざいます。そして、こちらは6月ぐらいに基本構想についてのパブリックコメントを予定

しているということでございます。 

 それで、本日は、この資料9の後ろ側に、2枚目に、今、議論がされております基本構

想審議会第4部会、こちら協働を一つのテーマとしている部会なんですが、こちらの協働

に関する項目について、まとめシートというのをつけさせていただきました。このことに

関しまして、政策経営部の行政管理担当者が、簡単に現在の状況についてご報告させてい

ただきたいと思います。 

○行政管理担当課長 それでは、私から、今の第4部会の協働シートについてご説明をさ

せていただきます。先ほどお話ありましたとおり、基本構想審議会で、協働についての審

議がされておりまして、去年の10月から分野ごとに分かれて、協働についても第4部会と

いうところで審議をしてきました。 

 この第4部会で、協働を審議した結果の審議内容をまとめたものが、まとめシートとい

うものでございます。資料について、ご説明をしていきます。現状と課題（Ａ欄）につき

ましては、現在の基本構想です。新基本構想ではなくて、現在の平成24年度からの基本構

想について、現状の課題についてご議論いただいたと。 

 それから、左下の今後の協働のあり方（Ｂ欄）は、今後の協働はどうあるべきかにつ

いて、ご審議いただいた結果をまとめておりまして、そして右側のＣ欄は今後の協働のあ

り方を見据えて進んでいくための基本的な方向性などについて、ご意見をいただいたとこ

ろでございます。 

 左上のＡ欄から、主立った意見を説明させていただきます。意見としては、協働で何

を解決するのかが明確にされていないですとか、協働で様々な地域の課題が解決できるの
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ではというイメージが先行していると。協働で具体的にどのような課題を解決していくか、

その手法や仕組みが確立されていないのではないかといったご意見がありました。 

 また、その下で、これまで協働の相手方の中核を担っていた町会や商店会などのコミ

ュニティーのみに頼ることは困難であると。新しい地域との協働の形が求められている。

先ほどちょっとお話もありましたとおり、高齢化とかそういったことの背景がございます。 

 その下の辺りで、下の丸から二つ目ですね。協働の取組にはスピード感と具体的な成

果が求められるというような意見がございました。 

 それから、その下の今後の協働のあり方（Ｂ欄）にまいります。Ｂ欄で、今後の協働

について、協働の原則に基づいて、地域で解決すべき課題を明確化・共有化した上で、杉

並ならではの官民連携に基づく協働の取組を推進していくべきと。 

 また、これまで前提としてきた協働の仕組みにとらわれず、地域の多様な主体と実効

性のあるネットワークを構築していくべきではないかと。 

 また、スピード感や戦略性を持った協働の仕組みを実装して、新たな社会資源の創造

や地域の課題解決を図っていくべきであると、そういったご意見がございました。 

 右側のＣ欄にまいりますと、基本的な方向性などについて、例えば、左の真ん中のコ

ミュニティー、ネットワークというところで、より多様な主体同士が対等な立場に立って、

具体的な課題解決につなげるための、実効性のあるプラットフォームの構築を目指してい

くと。 

 あと、区が、各協働の主体の中でハブ、中継点となって、企業や民間事業者など異な

る文化の間をつなぐネットワークを構築すべきと。 

 あと、閉鎖的ではなくて、より柔軟で開かれたネットワークづくりのための、新たな

仕組みや手法を構築するべきといった意見がございました。 

 その下の地域の課題解決というところで、例えば、一番下のところで、協働の進捗状

況を可視化するために、協働の目標設定が重要ではないかと、そのような意見がございま

した。 

 今後の予定でございますけれども、今、調整部会で、基本構想の草案を作成していく

予定でございます。私からは以上でございます。 

○地域課長 基本構想は、今、検討中でございますので、これがまとまりましたら、皆

様に答申案を郵送等にして、ご意見いただくような形になるかと思いますが、また調整し

てやらせていただきます。 
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 また、時期は未定ですが、新たな基本構想に基づいた協働推進計画なども策定予定で

すので、これも併せて委員の皆様について、ご意見等お聞きする機会を設けてまいりたい

と考えてございます。これらの計画がもう少し具体的になりましたら、第2回目以降の協

議会において、対応等についてご説明してまいります。 

 私からは以上でございます。 

○会長 何か、ここまでのところで、ご質問等ありますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 これで、本日の次第は全て終了いたしました。何か、最後にご質問、ご意見な

どありますか。 

（ なし ） 

○会長 大丈夫でしょうか。 

 次は、5月13日ということになりますが、これをもちまして、第1回杉並区ＮＰＯ等活動

推進協議会を閉会とさせていただきたいと思います。 

 本日は、長い時間ありがとうございました。 


