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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 4回） 

日 時 令和 3年 9月 2日（木）午前 9 時 59分～午後 0 時 02分 

       （休憩：午前 11時 32分～午前 11時 46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、低引、井上、佐藤、柴田 

【区側】 

地域課長、協働推進係長、地域大学担当係長、協働推進係職員 

【オブザーバー】 

すぎなみ協働プラザ運営責任者 

【発表団体】 

特定非営利活動法人みかんぐみ/保健サービス課(高井戸保健センター)職員 

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会/保健サービス課(高円 

寺保健センター)職員 

一般社団法人Ｇｅｎｙ(ジェニー)/障害者施策課、障害者生活支援課、介護

保険課各職員 

配布資料 【当日配布資料】 

・支え合いから生まれる地域社会 

・ピア交流会参加者アンケート結果 

・障害分野と高齢分野の通所サービス向上にむけた実態調査 報告書 

                             (概要版) 

・妊娠届出時アンケート(ネパール語版) 

・杉並区 ネパール人のための母親学級(ネパール語版) 

・母と子のチェックリスト～妊娠から育児まで～(ネパール語版) 

・各団体パワーポイント資料 

【事前送付資料】 

・杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会(第 4回)次第 

 別紙 1 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の概要 

 別紙 2 協働提案事業の中間評価について 

・杉並区協働提案事業中間評価表(3事業分) 

・事業名「重症心身障害児・医療的ケア児(未就学児)のピア相談」 

 資料 1-1 協働提案書 

 資料 1-2 事業計画書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 1-3 収支予定書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 1-4 協定書 

 資料 1-5 中間評価（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 1-6 事業報告書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 1-7 収支報告書（事業 1年目） 
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・事業名「外国人母子の母子保健医療サービスへのアクセス改善を目的と 

した母親（妊婦）学級の強化と連携体制づくり」 

 資料 2-1 協働提案書 

 資料 2-2 事業計画書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 2-3 収支予定書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 2-4 協定書 

 資料 2-5 中間評価（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 2-6 事業報告書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 2-7 収支報告書（事業 1年目） 

・事業名「障害者・高齢者の共生社会に向けて～障害分野と高齢分野の連携

推進」 

 資料 3-1 協働提案書 

 資料 3-2 事業計画書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 3-3 収支予定書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 3-4 協定書 

 資料 3-5 中間評価（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 3-6 事業報告書（事業 1年目）（事業 2年目） 

 資料 3-7 収支報告書（事業 1年目） 

会議次第 1 開会 

2 協働提案事業の中間評価について 

3 協働提案実施事業 提案団体・担当課からの事業報告 

  ①重症心身障害児・医療的ケア児（未就学児）のピア相談 

   提案団体：特定非営利活動法人みかんぐみ 

   担 当 課：保健サービス課（高井戸保健センター） 

  ②外国人母子の母子保健医療サービスへのアクセス改善を目的とした 

   母親（妊婦）学級の強化と連携体制づくり 

   提案団体：特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会 

   担 当 課：保健サービス課（高円寺保健センター） 

  ③障害者･高齢者の共生社会に向けて～障害分野と高齢分野の連携推進～ 

   提案団体：一般社団法人Ｇｅｎｙ（ジェニー） 

   担 当 課：障害者施策課、障害者生活支援課、介護保険課 

4 評価についての意見交換 

5 閉会 
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○地域課長 委員さんが全員そろいましたので、協議会を始めさせていただきます。 

 会長、よろしくお願いします。 

○会長 皆さんおはようございます。これから、第4回の杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会

を開会させていただきます。 

 本日は、令和元年度に採択されて、令和2年4月から令和4年3月まで実施される、杉並区

協働提案実施事業の中間評価を行います。 

 ご説明を事務局から、よろしくお願いいたします。 

○地域課長 事務局から説明させていただきます。 

 私から、事業報告の前に、今回、本日ご議論いただく中間評価についてご説明いたしま

す。事前に皆様にお送りしました資料の別紙1をご覧ください。 

 本日のスケジュールでございます。最初に協働提案事業について説明いたします。3団

体及び担当課からの事業報告15分、その後委員との質疑応答10分という時間配分で実施い

たします。 

 質疑応答の後、委員の皆様には、こちらに評価表がございますが、「評価の視点」に基

づき、評価点の記載をお願いします。記載するのは、1団体ごとでも、3団体終了後、どち

らでも結構でございます。コメント欄につきましては、後ほどデータでお送りいたします

ので、コメントを記載の上、9月10日までに事務局宛て、ご提出をお願いいたします。 

○協働推進係長 本日、机の上に置かせていただいております。こちらはＡ4のものが3団

体分ございますので、その形にまとめさせていただきたいと思います。 

○地域課長 最終的には、団体ごとの評価点及び総合評価、コメントを記載したものを評

価表という形で、中間評価として報告させていただきます。 

 別紙2をご覧ください。 

 まず、中間評価の目的ですが、事業開始から令和3年7月までの協働提案事業の取組につ

いて、本協議会が評価を行い、今後の事業の参考とするものでございます。 

 評価方法ですが、各委員の評価項目ごとに下記基準に基づき、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの評

価を記載してください。そして、ＡからＥの評価の内容については、「高く評価できる」

から「評価できない」ということになっております。 

 次に、各委員の評価を集計し、事業ごとの評価項目及び事業全体の平均点を算出します。

評価につきましては、これまで協働提案の評価基準と同様に、事業全体の平均点に応じて

5段階、Ａでしたら、平均点が5から4.45の間で「高く評価できる」、Ｂ「評価できる」は
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4.44から3.45という5段階に基づいて、記載させていただきます。 

 評価対象ですが、書類審査としましては、協働提案書、事業計画書、収支予定書、そし

て協定書。事業開始後の資料としましては、中間評価（事業1年目、事業2年目）、事業報

告書（事業1年目、2年目）、収支報告書（事業1年目）。そして、本日のプレゼンテーシ

ョン及び質疑応答となります。 

 評価の考え方ですが、三つの評価がございます。まずは、中間評価①で、提案団体及び

担当課による自己評価を、昨年の12月及び本年の8月に実施いたしました。本日は、中間

評価②ということで、網がけのところでございますが、提案団体及び担当課による自己評

価を踏まえた本協議会の評価ということになります。そして、最終評価としまして、来年

の事業終了後、令和4年5月に、提案団体及び担当課による自己評価を踏まえて本協議会の

評価を行い、評価については最終ということになります。 

 以上でございます。 

 何かご質問等ございますでしょうか。 

○委員 今のお話で言うと、中間評価①については、特に今回は資料もなく、令和2年4月

から令和3年7月までのものを見て評価すればよいという理解でよろしいですか。 

○地域課長 皆さんにお送りした資料の中に、中間評価①はございます。1年目の評価で

すけれども、みかんぐみさんの評価と、シェアさんの1年目の評価については、評価表が1

枚で、団体と担当課のものが一緒になっています。そして2年目の評価につきましては、

各団体と担当課、それぞれが分かれています。 

○会長 よろしいでしょうか。 

 では、議題の三つ目に行きたいと思います。 

 これから、提案団体及び担当課の方々からの事業報告を始めます。引き続きよろしくお

願いいたします。 

○協働推進係長 団体さんからの事業報告は15分、委員さんからの10分の質疑応答となり

ます。終了時間につきましては、こちらで合図をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 おはようございます。重症心身障害児・医療的

ケア児（未就学児）のピア相談についてご報告させていただきます。私は、杉並区高井戸

保健センターの保健師の神保と申します。 

 所管課であります杉並保健所保健サービス課は、区内に5か所あります保健センターの



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 5/33 

総称でして、対人保健サービスを行っている部署です。今回の提案事業を一緒に行ってい

る団体のみかんぐみは、こども発達センターたんぽぽ園みかんグループに通っていた障害

のあるお子さんの親たちが、我が子のみならず、同じような状況にいる方たちの社会生活

をサポートしたいという思いで発足したグループで、設立メンバーのお子さんは小学生に

なっています。今回対象にしている就学前のお子さんを持つ保護者からしますと、少し先

輩になりますので、少し先の話を共有することができて、とてもよい関係が築けています。 

 協働提案の趣旨には、障害のある子どもも親も孤立しないで、みんなで子育てできる地

域にしたいという願いが込められています。そのためにも、先の見えない不安を抱えてい

る保護者に先輩が寄り添う活動を紹介するきっかけを、保健センターでつくってきました。 

 医療的ケア児の数は、年々増加傾向にあります。重症心身障害児や医療的ケア児は、出

生後に専門病院での入院治療を経て、地域生活を始めます。そういったご家庭では、日常

的に高度な在宅医療や生活支援が必要で、一般的な子育てサービスを利用することは困難

です。家族の負担が大きく、外出もままならないことが多いため、孤立しがちで、障害の

受容に時間がかかって、なかなか前向きになれないことも多いのが現状です。 

 保健センターの保健師は、お子さんが入院している病院から、地域生活を開始するに当

たって支援依頼を頂き、家庭訪問などで育児相談に乗っています。しかし、先の見通しが

持てず、育児に戸惑う方が多いため、特に、退院して地域生活を始めて間もなくから、療

育機関につながるまでの早期のケアが大切だと考えておりました。私たちは、ふだんの地

域活動の中で、同じような経験をしている仲間に出会えたり、少し先のことを教えてもら

えたりすることで、保護者の不安な気持ちが落ち着いたり、前向きになれたりということ

を実感しています。 

 みかんぐみは、ふだんから交流会で、親同士のサポートを行っています。ただし、参加

者は、みかんぐみのことを知ってアプローチしてもらえる一部の人に限られていまして、

もっといろいろな方に呼びかけたいという思いがありました。そのお話を伺い、みかんぐ

みと保健センターが一緒に取り組むことで、お互いがより発展できるのではないかという

発想で、協働提案事業に応募し、事業を開始しました。 

 事業の柱としましては、ピアサポート交流事業、ピアスタッフ向けの研修、ＢＯＯＫの

作成という三つのことを実施しております。この内容につきましては、みかんぐみの荻野

さんからお話いたします。 

○みかんぐみ おはようございます。ＮＰＯ法人みかんぐみの荻野と申します。ここから
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は、私が詳しい事業の内容についてお話をしてまいりたいと思います。 

 まず1番目が、ピアサポート交流事業です。 

 こちら、交流会の様子で、写真もありますが、もともとは年に6回の実施予定でした。

ですが、コロナ禍にありまして、合計で今のところ5回の実施。延べ12人の方に参加いた

だいて開催しております。 

 役割といたしましては、保健師の方が、交流会の案内を該当の保護者の方にする。また、

会場のセッティングや保育スタッフの確保、交流会参加者の情報収集といったものをして

いただきまして、私たちみかんぐみは、その交流会参加者の方々に寄り添える内容の構築、

また交流会当日の会の進行を行っております。 

 工夫した点ですが、こちらの写真の左にございますように、我々の子どもは連れてきて

おりませんので、写真を開示して我々の子どもを見せることで、より近くに感じていただ

けるようにするとか、話がしやすいようなレイアウトを考えて、毎度臨んでおります。 

 また、私たちの子どもが在宅に移ってから間もない頃と、今ですね、10年とか5年とか

たった、今の生活の様子を一覧にしまして、ずっと同じ状況が続くのではないんだよとい

うことを、大丈夫だよということを伝えられたらいいなと思って、工夫しております。ま

た、こちらにはないんですが、コロナ禍ということもあり、オンラインを活用しての開催

も少し行っております。 

 保健師さんとみかんぐみでは、交流会開始の1週間前には必ず事前の打ち合わせを行っ

ておりまして、ここでは、参加者の情報に合わせて、どういった内容をこの交流会で誰が

回答していくのがよいのか、また、どのように回答していくと参加者のストレスがないの

かということを、より詳しくお互いが共有することで進めております。交流会での相談内

容として多いのが、やっぱり成長・発育していく過程での在宅生活のイメージですとか、

ヘルパーをいつ導入したらいいのか、お出かけにどういう工夫が要るのか、また、小学生

になった、中学生になったときに、どんな生活が待っているのかというような、具体的な

お話が出ておりました。 

 交流会で出た話は、割と具体的なもの、上の2点から、下にありますように、漠然とし

た将来への不安ですとか、ちょっと重たい話ですと、この子を本当に自分が育てていける

のかというような、誰にでも言えるような話ではない心のうちを吐露してくださる参加者

の方もいらっしゃいました。 

 よりニーズに合った交流会への工夫といたしまして、感染対策をするというのはもちろ
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んですが、右の上のほうにありますように、ピアスタッフ、これはみかんぐみですね。み

かんぐみと保健師それぞれが役割を分担し、先ほど申し上げた1週間前の事前の打ち合わ

せでそれを共有しながら、さらに下にありますように、交流会が終わった後、これは必ず

振り返りをいたしまして、次回に向けての調整や改善というものを毎回行っております。 

 この交流会を通して得た効果ですが、ここに、細かい字で書いております。当初は、み

かんぐみが先輩として、いろいろな情報を渡せたらいいなという思いで開始したのですが、

実際にやってみますと、みかんぐみ、保健師、もちろん参加者の皆さんそれぞれに得られ

るものがあったと実感しております。ピアが情報を与えるという一時的なものではなく、

それぞれにメリットのある交流会、交流事業だと思っております。 

 お手元に、アンケートの結果があるかと思いますが、参加者の全員の方が、「大変満足

している」、「また次回も参加したい」と言ってきていただいております。 

 さらに、交流事業では、交流会にはなかなか足を運べないという方もいらっしゃいまし

たので、訪問する形で相談を行っております。これは、今までに2回実施しております。

保健師さんに同行して、みかんぐみスタッフがお宅にお邪魔して、お話をさせていただく

という内容で、こちらも非常に高い満足度を頂いております。 

 次に、事業の2番目、研修会になります。 

 この研修会は2回開催しておりまして、まず初めに、ピア事業が始まる前、このピアサ

ポートの基礎を学ぶということで、臨床心理士に講師になっていただき、ピアサポートの

原則ですとか傾聴や共感などのテクニック、また、我々も当事者として悩みを抱えている

最中ですので、サポータースタッフのメンタルケアなどについて、研修で講義を受けまし

た。さらに、中間研修会ということで、ピアサポーター自体が、この1年を振り返ってど

うだったか、何か不安なことはなかったか、何を得られたのかというものをみんなで話し

合いながら、令和3年度に向けて改善してまいりました。 

 事業の三つ目です。 

 こちら、お手元にこのようなＢＯＯＫがあるかと思います。これは、現在、鋭意作成中

のものですが、私たちがピア事業を協働提案事業に選んでいただいてから、一緒につくり

上げてきた過程をまとめ、そこの中で出てきた三者三様のメリット、声というものを一冊

にしたいと思って、現在、作成をしております。お手元にあるのは、まだダミーというか

サンプルなので、こういった内容が入るというお気持ちでご覧いただければと思います。

これに関しましては、ＢＯＯＫができましたら、区内の関係各所ですとか、ほかの自治体



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 8/33 

の皆様にお配りすることで、このような事業がもっといろいろなところで広がっていけば

いいなと思っております。ＢＯＯＫの構成に関しては、このようになっていて、後でお時

間あれば、お手元のサンプルをご覧いただければと思います。 

 私からは、事業の三つの柱をご紹介させていただきました。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 活動の展望・活動の事業終了後の展開につきま

しては、令和3年6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が公布され、

9月から施行されるところになっております。法案が成立したことによりまして、杉並区

としての責務を果たしていかなければならないということにもなりました。先輩保護者に

よるピア相談は、先駆的な取組として、実行計画にのっていくことになる予定です。特別

な支援が必要な区民も安心して暮らせる地域社会の実現に向けて、毎年生まれてくる同様

のニーズを持つ家族に対して、大丈夫という言葉をかけられるように、これからも協働し

て継続的に支援をしていきたいと思っております。 

 これで発表を終わります。 

○協働推進係長 ありがとうございました。 

 では、ここから、委員の皆様からの質疑応答をしたいと思っております。ご発言のある

方は、ご発言をお願いいたします。 

○委員 どうもありがとうございました。特に、保健所の方については、もうコロナ禍で

非常に大変な中で協働事業を進めていただいて、ありがとうございます。 

 事前に出していただいています中間評価、1年目、2年目、拝見したんですけれど、基本

的にＡという、問題なく進んでいるということで、Ａではなく、特にＣという、「どちら

ともいえない」という回答を頂いているのは、成果の達成として「想定していた成果（目

標）を達成していると思いますか」の中で、やはりコロナ禍で、計画より参加者が少ない

というところが、1年目で出ているのですけれども、これは本当にやむを得ないと思うの

で、ほかにはほぼ問題なく、今のところまでは協働事業としてやれているということで、

よろしいのでしょうか。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 ありがとうございます。 

 最初に計画しましたときには、このようなコロナの状況になるということは、全然想定

していませんでしたので、始めたところすぐコロナのことでばたばたするような状況にな

りまして、今お話しいただいて、ありがとうございます。 

 コロナ禍でありますが、こういう仕事は必要だということで、継続してまいりました。
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ただ、なかなか進まなかったのは、訪問ですね。私たち保健師が訪問に行くのはいいので

すけれども、みかんぐみのスタッフが一緒に行きますということがなかなか了解を得られ

ず、そこが進まなかったというのはありますけれども、今年に入りまして、何件かそうい

うことができるというお話を受け止める方が出てきましたので、全体の事業は進めること

ができております。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 どうもありがとうございました。委員の柴田と申します。 

 質問は、母数どれぐらいに対して、この事業に関わっていただいているというか、受け

入れていただいている子どもの数というか、世帯の数というのはどれぐらいあるのかとい

うお話を教えていただければと思います。 

 協働提案書のところでは、平成28年が33名、平成30年が46名と把握していて、またその

後も数字に変動はあるかと思うのですけれども。幾つか交流事業と訪問事業というところ

で、直接、家庭、保護者、親御さんと関わるということだと思うのですが、数字として、

今、どれぐらいのところにうまくアプローチというか関係性がこの協働提案の関係ででき

ているかというのを教えていただければと思います。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 ありがとうございます。 

 交流事業の参加者は、今のところ12人です。ただ、2回、3回と参加している方はいらっ

しゃいます。 

 それから、母数は今50名ぐらいだと思いますので、まだ全体にというわけにはいきませ

んが、保健センター保健師がほぼ全数を把握しておりますので、その中で、やはりこうい

う交流会になじまない方も若干いらっしゃいますし、まだまだ受容が難しい方ですとか、

療育まで行くのにかなり時間がかかりますので、その辺のフォローアップは個別にしてい

きたいと思っています。 

○委員 ありがとうございます。 

○協働推進係長 どなたか、ほかには。 

○委員 ありがとうございました。委員の低引です。 

 私の友人にも何名か、杉並区在住ではないのですけれど、医療的ケアを必要とするお子

さんを子育てしている方がいますので、サービスが一人でも多くの方に届くといいなと思

いながら、聞かせていただきました。 

 2点、伺いたいことがあります。1点目は、行政としては対象家庭を把握されていらっし
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ゃると思いますけれども、必ず全ての家庭にこのサービスといいますかこの取組が周知さ

れるような形になっているのか。参加できるようになっているのか。どんな形で周知して、

参加できる動線ができているのかということを伺いたい。もう1点は、実際に当事者の

方々にとって、今必要な行政のサービスというのがどういった形で把握されているのか。

それは、これまで事業を実施する前と後で変化があれば、そういった内容も伺いたいなと

思いました。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 ありがとうございます。 

 保健センターの保健師は地域ごとに担当の保健師がおりまして、赤ちゃん訪問全数、そ

れから4か月健診、1歳半健診、3歳児健診、ここが全数の家庭とお会いするチャンスでし

て、もし健診等にいらっしゃらない方は、どういうことでいらっしゃらなかったのかとい

うことを必ず把握しております。なかなか健診にはいらっしゃれない方が多いので、まず

赤ちゃん訪問の時は、入院している方が多いですね。そういう状況を把握しながら、必要

なときに手が届けられるようにということを今進めています。担当の保健師が、みかんぐ

みさんとの交流会があるというお話や訪問もできますよということをこの保健センターで

お話しするようにということで、今、だんだん参加者が増えてきたかなと思います。 

 あと、ニーズ把握に関しましては、全体的にニーズ把握が必要ではないかということは、

アンケートをするとか何かで必要ではないかという話はしていますが、まだそこまではで

きておりませんので、みかんぐみ交流会に参加してくださる方が先輩のみかんぐみの方た

ちからいろいろなお話を伺いながら、関係者につなぐというようなことをしています。 

 一つは、みかんぐみが作っている「ケアラーズノート」、これを配付できるような方向

でできないかということは最初から言われていたものですから、そこは子ども家庭部と調

整を、今、しているところです。よろしいでしょうか。 

○委員 ありがとうございます。 

○委員 ありがとうございました。1点、利用者さんの属性について、聞きたいなと思っ

ておりまして。 

 やはり、利用されるのはいわゆるお母さん、女性の方が多いのかなと思っているのです

けれども、そこを確認したいのと。今後、保護者って、多分お父さんとか、例えばおじい

ちゃんおばあちゃんとか、場合によっては親戚の人だったりとか、いろんな人がいると思

うんですけれども、そういった方々も交流会に参加できると、いろんな意見が聞けたりと

か、いいのかなと思っているのですけれども、そういった辺りの今後の活動の方針とかが
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もしあれば、お伺いできればと思います。 

○高井戸保健センター保健指導担当係長 実際的にお世話をしている方はお母さんが多い

ものですから、母親参加ということは多くなっていますが、今までにお一人、お父さんの

参加がありました。その方は、やっぱり日常的にお世話をしている方で、お父さんお母さ

ん2人でほぼしていますというようなお話をされていまして、そんなに違和感なくお父さ

んも参加できるようになっています。今のところ、そんな現状です。 

○委員 ありがとうございました。 

○協働推進係長 杉本委員、お願いします。 

○委員 教育委員会の「家庭教育学級」という、こどもの保護者を対象とした発達段階別

の子育ての課題を学び合い、仲間づくりをする事業を運営してきた経験がありますが、障

害を持つ子どもの保護者を対象にした事業というのは、このような形で実施することが難

しく、皆さんたちのご努力に、頭の下がる思いです。 

 1点お聞きしたいのは、この交流会を実施するときに、ピアになる先輩の方たちのお子

さんの、家でのケアというのはどのようにしていらっしゃるのか、どうやってこの交流会

の場にピアたちが参加できることを可能になさっているのかをお聞きしたいのですが。 

○みかんぐみ そうですね、先ほど冒頭に申し上げましたように、小学生が割と多いスタ

ッフが、ここのスタッフになっております。夏季休暇とか冬季休暇は難しいのですが、通

常であれば、学校に行っている時間帯に我々スタッフの編成を組んで交流会を実施してお

りますので、急な呼出し等々は、それは誰にでもあり得ることなんですけれども、今のと

ころは非常に安定して、スタッフ参加ができています。 

○委員 ありがとうございます。 

○協働推進係長 お願いいたします。 

○会長 2年間の途中のところで、伺っていて、常に――1年ちょっとたちましたけど、進

めながらちゃんと改善していこうという姿勢と、実際、改善の成果が見られるのだろうな

というのをすごく感じられて、この2年間というタイムスパンをすごく上手に使っていら

っしゃると感心いたしました。 

 特に、例えば資料のところでもありましたけれど、交流会を通して得た効果というのが

三者三様あるということも強く認識されていたり、サービスを提供する側もいろいろ学ん

でいらっしゃるというのはすごく意味があると思いました。また、研修も同時に行ってい

らっしゃるということで、経験としても、また知識としても、両方から改善を進めていこ
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うというのは、本当にすばらしいなと。ただサービスを提供するだけじゃなくてというの

は、ほんと、すごいと思っています。 

 そこで、それに関連してお伺いしたいのですけれど、二つあって、一つは、研修を受け

てということのお話があって、とても大事だと本当に思っているのですけれど、その研修

を受けた成果というのは、実際、あまりこのコロナ禍の中で十分に活動ができていない面

もあると思うんですけれど、その研修の成果として、例えば交流会とか訪問の中で、こう

いったところで生かせたなと。つまり、三つの柱がうまく有機的につながっているという

のを感じる機会というのはあったのかというのが一つと。 

 もう一つが、満足度がすごい高く出ているというアンケート調査があったのですけれど、

恐らく、この満足ということも大事なんですけど、この伺っている報告を聞く限り、もっ

と大事なのは、どうやったらもっと改善できるかという、どうあってほしいか、この先、

というところの質問があったほうがいいのかなと思って。つまり、これまでの交流会等の、

ちょっとここは嫌だなみたいな意見とかがあったりしたのかと。それを踏まえて、どうい

うふうに今後対応されていく予定なのかということを、二つお伺いしたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○みかんぐみ ありがとうございます。 

 まず一つ目の研修の成果ですけれども、私自身もスタッフに入っていますが随所に感じ

ておりまして、まずピアサポートの原則の傾聴ですとか受け止めるというのは、全く、ほ

ぼ素人だったところを、講師の先生に教えていただいて、相手の話をまずは受け止めると

いうところは、交流会もそうですし、訪問もそうですし、実は家庭の中においてだとか、

いろんな他者さんとお話しするときにも、非常に役立っているものになっております。や

はり、ちょっと先輩でありますので、参加者の方が言っていることがよく分かるんですね。

それが分かり過ぎるゆえに、自分はこうしたというのを非常に言ってしまいたくなるんで

すけれども、やっぱりそこは、ぐっとのみ込んで、受け取るか受け取らないかは相手次第

ということで、本当にボールを真ん中に置くというようなのを意識しながら全メンバーが

やっておりますので、非常に講師の先生にも感謝しておりますし、この関係性はこの事業

が終わった後も続けていければいいなと思っております。 

 次のアンケートについてですが、実は、そこには載せていないんですけれども、この交

流会でもっと聞いてみたいこととかという項目もあるんですね。そこには、今回は出なか

ったけれど就学の話とか、あとは区に求めたいサービスみたいなことも書くところはあり
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まして、この辺はまとめて、きちんと何らかの形でしかるところに共有していくというこ

とができたらいいなというふうに思っております。 

○会長 どうもありがとうございました。 

○協働推進係長 よろしくお願いいたします。 

○委員 井上と申します。報告ありがとうございます。 

 とても貴重な活動だと思います。また、とても大変なことだと思います。保健師さんが

訪問するのはいいけれども、みかんぐみさんの同行に理解を得られないとか、そもそもそ

ういう保護者さんが健診に来られないということは、何となくイメージできますし、そう

いう方々の心理もよく分かる気がします。 

 交流会に来てくださる方々というのは、その中でも比較的前向きな方々で、何とかしな

ければということを考えていらっしゃる方々が参加すると思うのですが、そこまで至らな

いような心理の保護者さんは多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この活動って、

やっぱり継続していくことがとても大切だと思いますし、みかんぐみさんとのペアでのピ

ア相談がとてもいいんだよということが皆さんに知れ渡るように、長期にわたって継続し

てやっていただけるといいなと、お話を聞いていて思いました。 

 感想です。頑張ってください。 

○協働推進係長 ありがとうございました。 

 みかんぐみさんの発表を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○みかんぐみ及び高井戸保健センター関係者一同 ありがとうございました。 

（ 拍手 ） 

○協働推進係長 団体さんからの発表が15分、それから委員さんからの質疑が10分となり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、皆様から頂きました資料につきましては、本日、委員の方の席上に配付させ

ていただいておりますので、そちらの説明もどうぞよろしくお願いいたします。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 おはようございます。最初に自己紹介をさせて

いただきます。高円寺保健センター保健指導担当係長の白川です。よろしくお願いいたし

ます。 

○シェア シェア＝国際保健協力市民の会の山本と申します。よろしくお願いいたします。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 本日の発表ですが、まず、保健センターの発表

のお時間が少し長くなってしまうんですけれども、最初に私からシェアさんと組み合わせ
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ながらお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、スライドをご覧ください。 

 今回、私どもは、外国人母子の母子保健医療サービスへのアクセス改善を目的とした母

親（妊婦）学級の強化と連携体制づくりということで、取組をさせていただきました。杉

並区の、特に高円寺と荻窪地区に関しましては、ネパール人の方とその妊産婦さんが増え

ておりますけれども、母子保健サービスを十分に利用できていない現状がありました。令

和2年度より外国人母子の母子保健サービスへのアクセス改善を目的とした事業を展開さ

せていただきました。 

 区内のネパール人統計をご覧ください。 

 杉並区内のネパール人の方の人口は増加をしております。要因としては、平成25年のネ

パール人向けのインターナショナルスクールの開校が契機かと、こちらとしては思ってお

ります。 

 スライドにはありませんが、平成24年には区内のネパール人口の方は約600人いらっし

ゃったんですけれども、見ていただくとおり、令和3年度には2,127人と、3倍程度に人口

が増えている状況になっております。 

 次のスライドに移りまして、ネパール人の方は若い世帯が多くて、特に妊娠届出数は外

国籍の中で一番多くなっております。高円寺管内に多く居住されていらっしゃるのは、変

わりはありません。スライドにあります、円グラフの中の「ネパール 78」というのは人

数になっておりまして、割合でいきますと69％になっております。 

 次のスライド、こちらは妊娠届出数の推移ですけれども、やはり人口に伴って妊娠届出

数も増加はしました。しかしながら、令和2年度から令和3年度にかけましては、やはりコ

ロナ禍の影響で来日ができないということで、少し減少傾向になっているところが見受け

られます。 

 こちらは参考までですが、事業の開始当初は、このコロナ禍という事態を想定しません

でしたので、人口の流入等も想定外のことがありましたし、事業の進行の部分でもいろい

ろ変更点がありましたけれども、何とかシェアさんと協働して、事業をいろいろ変化させ

ながら取り組んだということになっておりますので、前置きをさせていただきました。 

 私たちは事業を4つの柱で取り組みました。1番目は、妊娠届出時の母子保健サービス情

報の提供。2番目が、ネパール妊婦さんへの訪問インタビュー調査。3番目が、母親学級の

開催。4番目が、関係機関ネットワークの連携会議でございます。 
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 柱の1番目につきましては、資料と成果物がございますので、シェアさんからご紹介を

お願いいたします。 

○シェア お手元の資料をご覧ください。ゆりかご面接といって、妊婦さんに最初、母子

手帳をお渡ししていただく際に、こういう妊娠届をまず出すことと、アンケートに答えて

いただくということがありまして、そちらは日本語のものに書かなければいけないという

ルールがありますので、それにネパール人の人たちが自ら書けるようにという視点で記入

例の見本を作って、こういう感じで各部署に置いてあります。それについて、使用状況が

どうだったかについては、この後インタビューしてありますので、引き続き白川さんにお

渡ししたいと思います。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 見ていただきますと、ネパール語は日本語より

長いので、たくさんの文字が並んでいる翻訳版の資料になっているかと思います。それを、

妊娠届出時のときに、ネパール人の妊婦の方に並列して記入していただいて、相談に乗る

ということを行いました。 

 スライドに使用評価とありますけれども、この翻訳版の使用状況を、妊娠届出時の面接

をする、杉並区ではゆりかご相談員と呼んでいるんですが、その相談員14名に聞き取り調

査を行いまして、評価をしてもらいました。おおむね好評でございまして、内容として内

容の理解もとてもできて、よく理解いただいて、対応時間の短縮ができたとか、妊婦さん

が直接アンケートに答えることができた、などと好評でした。妊婦さんが直接アンケート

に答えることができたというのは、ネパール人の方は日本人と同じ文化がありまして、何

事も夫を立てるというのがありまして、面接をしたときにも、やはりご主人が必ず答える

というのが今までだったんですけれども、この翻訳版を使うと、妊婦さんが直接自分の体

の調子が悪いですとか、ここに困っていますというところを聞き取れたという評価があり

ました。 

 柱の2番目ですが、妊婦訪問インタビュー調査というものを行いました。これにつきま

しては、目的としては母親学級を構築するに向けて、やはり人数調査をしなくてはという

ことで、計11名の妊婦さんに、去年の7月から12月にかけて、お宅に伺っての訪問調査を

行いました。その中で改めて把握されたこととしては、日本で出産して日本流の育児をし

たいという意向はあるんですけれども、やはり昔からのネパールの風習というのを重く見

られていて、予防歯科の概念があまりないというような、あまり歯磨きをしない。妊娠中

は歯をいじってはいけないというので、そのままにしていらっしゃるとか、あと、妊娠中
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にたくさん食べるという風習があって、ネパールの方はもともと2食のお食事の風習があ

って、それ以外におやつを1日に何回も食べていくと。特に、妊娠中は、体重制限という

のは気にせず、どんどん食べて体力をつけるというもともとの文化がありまして、なかな

かそれを考慮しながら、じゃあ栄養バランス、また妊娠中の歯磨きについてどうやって伝

えていこうか、などということも参考にさせていただく調査を行いました。 

 その調査の結果、私どもとしましても、できるだけ日本人のプログラムを参考にしなが

ら、合った母親学級を実施しようということで、昨年の10月10日に、2日制で母親学級を

開催しました。保健師というのが母体の管理等のお話半日を1日目としまして、歯科・栄

養のパートのお話半日を2日目とする、合計2日制にしました。これにつきましては、事前

に保健師が妊婦面接を行ったネパール人妊婦に通訳つきで参加を勧奨したり、チラシ等も

送付してＰＲしまして、事前に23名の参加を予定していたんですけれども、ただ、当日、

参加者をお待ちしていると、各日5名、1日目5名、2日目5名ということがありました。こ

ちらとしましては、振り返りに書いてあるんですが、やはり周知に比べて参加実績が伴わ

なかった。また、両日の参加が1人もいなくて、伝えられる内容が偏ってしまったという

反省点がありまして、次はどういうふうに見直していこうということを検討しました。 

 それが次のスライドになります。吹き出しがいっぱいあるんですけれども、やはりネパ

ール人のネイティブの通訳さんにご意見を頂いたり、区内でネパール人の出産を多く受け

持つ河北総合病院の外来の方にお伺いをして参考にしました。書いてあるんですけれども、

やはりネパールの方は、耳から聞いたことを信用するという文化がありまして、なかなか

文字が多い資料はお読みにならなかったりとか。やはり就労が第一なので、2日も仕事を

休めないとか。もともと母親学級がネパールにないので、必要性が理解されにくいとか。

あと、面白いんですが、ネパールには「困った」という単語がなくて、あまり、トラブル

があってもそれを対処していけば大丈夫といった、日本人とは違った感覚があったりとか、

いろんな文化の違いを教えていただきました。修正点としましては、やはり時間を短縮し

まして内容を凝縮し、ネパールの方にもっと添った内容で実施してみようということで再

開いたしました。 

 この1回目の母親学級、10月10日の後、第2回目を、実は令和3年の1月に予定をしていた

んですけれども、やはり急速なコロナの感染拡大で緊急事態宣言が出されてしまったため

に、残念ながら、1年目の2回目の母親学級というのを延期させていただくことにいたしま

した。 
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 それから、今年度7月12日に、延期していた2回目の母親学級というのを実施させていた

だきました。成果物としまして今お手元にありますので、シェアさんから紹介をお願いい

たします。 

○シェア ありがとうございます。 

 パンフレットを、まず、私たち1年目では、当日の母親学級の内容とか後ろに地図など

も含めたものを作って配付したんですけれども、そのとき来てくださった合計10名の方の

印象として、あまりチラシを見てきていなかったという、持ってもきていなかったという

印象があったりとか、情報もここまで必要があまりないのかなという判断の下で、2回目

に関しましては今年の7月になりますけれども、本当に、表だけ、必要事項だけ書いてあ

るものにして、地図も省いてグーグルマップのＱＲコードを載せてみたということで、か

なり刷新ですけど、アレンジをして取り組んでいます。 

 当日の配付資料ですけれども、お配りしたとおり、量としてはすごくたくさんあるんで

すが、私たちとしては文字をなるべく減らすという視点でやってはきたんですけれども、

やはりコロナ禍の影響で、伝えられる時間がすごく限られてしまったこともあり、おうち

に戻ってから読めるものもやっぱり必要かなということで、あまり減らさずにこれだけの

内容になっているという状況があります。その辺りについてはこれからも評価して改善し

ていこうと思っているんですけれども、7月に参加された方々への後日電話でのアンケー

トなども行っておりますので、この後ご報告していきたいと思います。 

 配付資料の作成では、ネパール語の翻訳の難しさをすごく感じておりまして、ただ1人

の方に翻訳してもらえばいいわけではなくて、ダブルチェック、トリプルチェックまでや

ったとしても、ネパール語って、100ぐらいの民族がいらっしゃる国でして、ネパール語

の認識がそれぞれ違う。これは決まったものがないので、通じるんですけれども、単語の

統一とか、そこら辺がなかなか難しさを感じておりますので、今後の課題として、訳す方

たちと一緒に共通の認識ができる単語集を作るとか、そのあたりもシェアとしての課題と

しては感じております。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 お手元に小さい紙がありますか。クリップ留め

になっています小さい紙をご覧ください。こちらについては、妊婦さんが、まず、日本人

とは違って、どこの相談機関に行ったらいいかというのも、すぐ手元にあって、日本人の

方がそれを見たら、陣痛が来て痛がっているけどここの病院に行ってもらおうとか、この

方はどこで相談をしているからそこに連絡すればいいねといったような、緊急カードの意
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味も含めて、お渡ししているという工夫もいたしました。 

○シェア シェアが以前に作った「母と子のチェックリスト」といいまして、何を、どん

な手続をして、どんな検診を最低限受けるべきかというものをまとめたもので、それを高

円寺保健センターで配りやすいようにシールを準備したり、母親学級で説明する際に活用

したりなどもしております。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 令和3年8月11日に母親学級の半日制の改訂版の

実施の評価のインタビューをいたしました。そうしましたら、半数以上の妊婦さんから、

病院と連携をしましたので、病院から紹介されてここに来ることができましたという評価

もあったり、やはり紹介されたときに丁寧に紹介を頂いたので、内容に興味があって参加

したという方もありました。 

 ただ、親族以外のネパール人の方とお知り合いになりたかったというご意見はなくて、

ここがやはり文化の違いで、ネパールにはカースト制があるそうで、名字でそれが分かる

みたいなんですね。もともとがご自分の部族の中で強い絆と交流があるというところがあ

りまして、そうすると、ほかの会に参加したときには、なかなかすぐ打ち解けられたりと

いう土俵がないということも、この理由になりました。 

 お手元に配った資料の中身については、おおむねポジティブな評価がありまして、歯

科・栄養は文化の違いが大きいところもあったんですけれども、ネパール食のスライドも

入れたりしたら、とても分かりやすかったというような評価を頂きました。また、これに

つきましては、今年度2回目の母親学級を、ただいま計画しているところになります。 

 柱の4番目ですけれども、ネットワーク連携会議を開催しました。こちらも1年目につき

ましては、関係機関の打合せ等で省略させていただいたんですけれども、今年の7月19日

に高円寺保健センターの講堂で、ご覧いただいている五つの関係機関で、ネパールの方を

取り巻く環境、状況の情報共有で連携会議を1回目に行いました。簡単に各機関の紹介で

すけれども、河北総合病院さんからは、地域に密着した医療機関を目指して活動されてい

て、2年前からネパール人の通訳の方を雇用されて、病院の中で詳細な医療情報や、説明

の際に大活躍をされているといった現状を教えていただきました。 

 また、杉並区の交流協会からは、令和元年度より相談教室が急増しているけれども、母

子保健という切り口ではなくて、やはりコロナ環境の経済関係、経済困窮に伴った相談が

多いということや、またネパール語に特化した相談員を設けているので、それを活用くだ

さいといったお話がありました。 
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 エベレストインターナショナルスクールの校長先生へは、こちらの情報共有をさせてい

ただきました。 

 あとは、シェアさんの活動と高円寺保健センターからの紹介は割愛させていただきます。 

 得られたものとしましては、お互いの情報共有ができて連携しやすくなったということ

はあったんですけれども、やはり次回に向けては、問題点を絞って検討しなければいけな

いというところで終了しております。 

 最後ですけれども、大変こちらも残念ですが、コロナ禍の感染拡大に伴いまして、こち

らの保健センターでも、広報等に上がっている自宅療養支援ステーションを開設し、やむ

なくマンパワーもしくは講堂という物理的な場所もそちらに注力せざるを得ませんので、

こちらには9月から12月を目安として、事態が収束するまで、収束したらもう少し早くで

すけれども、母親学級の開催やネットワーク連携会議を速やかに再開して取り組み、また

来年度の最終報告にご報告させていただきたいと思っております。 

○協働推進係長 ありがとうございました。 

 では、これから皆様からのご質問を受けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員 本当に大変な中、随分しっかり、活動、事業を進めていらして、大変ありがたい

と思っております。事前に頂いた中間評価の中で、一つは16番の受益者意見の把握という

ところで、2年目のアンケート結果が団体と担当課では、アンケート結果を把握している、

していないで、回答が違っているようなので、このアンケート結果がもう出て共有されて

いるのかどうかというのが、第1点、確認したいと思います。 

 それから、もう一つ、中間評価で、7番の事業目的の共有化のところで、2年間が終了し

た後の形について、はっきりしないというようなことが団体さんと担当課で書かれている

ので、この最後のスライドのところで、本当にコロナで一旦中断せざるを得ないというこ

となのかとは思うんですけれど、この辺り、協働事業と今後の協働の継続・発展という意

味で非常に重要だと思うので、そのあたりをご説明いただけるとありがたいと思います。 

○シェア ご質問いただき、ありがとうございます。 

 この評価書を出した時点で、シェア側が先に出しておりまして、その時点ではまだ共有

が中途半端なところはあったのですけれども、アンケートの結果はその後共有しておりま

すので、ずれがありまして、申し訳ありません。 

 今後の方向性に関しましては、なかなかコロナ禍で難しさはありますけども、その中で

もきちんと議論をしていかなきゃいけないということでは、お互いに承知しておりますの



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 20/33 

で、その辺りをしっかり議論していきたいなと思っているところです。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 そうですね。時間的なものもありますけれども、

やはりこの事業に取り組んでみて、先ほど母親学級のところでもお話しさせていただいた

のですけれども、当初、ネパール人の方々が母親学級に参加いただくことで、何かネット

ワークや交流が広がるのかなといったところが当初大きく上げていたんですけれども、や

はり文化の違い等で、そこはこちらの日本人の文化と同じではないということが分かった、

新たに分かったというところもありまして、ではそこをどういうふうに工夫していこうか

といった、事業の大きな変換点というところを、またこれから時間をかけて討議していこ

うといったところになります。 

○委員 大変だと思いますけれど、本当に、あまり、体にご無理のないように、ぜひ進め

ていっていただければと思います。ありがとうございました。 

○協働推進係長 お願いいたします。 

○委員 委員の柴田と申します。ありがとうございました。 

 資料の中の事業1年目の収支予定表と収支報告書を比較したときの話ですけれども、母

親学級の事業のところ、人件費という項目が予定表より大分多く支出されているように思

うので、その辺りの事情や要因を教えていただければと思います。お願いします。 

○シェア 謝金ではなくて、人件費でしょうか。 

○委員 収支予定表、事業1年目の母親学級の人件費は一応56万4,800円の予定だったとこ

ろが90万6,100円となっているように見えましたので、何かいろいろご事情があったとは

思うのですけれども、よろしくお願いいたします。 

○シェア 多分想定よりも、この翻訳作業にすごく時間がかかったというのが一つありま

す。当初は、この事業を考えた頃は、この事業が始まる前に杉並区の高円寺保健センター

と一緒に母親学級のトライアルを実施した実績がありまして、そのときに使ったスライド

をある程度アレンジすれば済むのではないかということの下で最初に計画を立てていまし

た。収支予定書のほうは。それが、開けてみたら、やっぱり栄養さんも歯科さんも話して

もらったほうがいいよねという結論に至り、内容もかなり変わってきましたので、改めて

翻訳作業にすごく時間がかかった。そのアレンジをこっちのシェア側がやらなきゃいけな

かったという点で、かなり増えていったと私たちとしては認識しております。必要であっ

たというところでご許可いただいたという形になります。 

○委員 ありがとうございました。承知しました。 
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○協働推進係長 ほかには何かございませんか。 

○委員 ご報告ありがとうございます。本当に大変な活動だと思います。 

 教えていただきたいのですが、ネパール人の妊婦さんが出産するときに、河北総合病院

だと通訳さんもいるしということをどの程度周知されているんですか。ネパール人の方々

に。 

○高円寺保健センター保健指導担当係長 行政の立場からすると、公平性を保つために、

積極的にＰＲ等はしておりません。ただし、ネパール人の方のネットワークがもう広がっ

ておりまして、口コミで河北総合病院には通訳さんがいる。あとは、河北総合病院さんは

出産費用が割とお安めなんですね。そうすると、自分たちが支出できる範囲の中で丁寧な

説明が受けられて、安心して出産ができるというのが、ネットワークの中で口コミで広が

っているような状況です。 

○委員 ありがとうございます。 

 私、学校に関わっているんですけれども、ネパール人の子どもたちが入学してくるのが

とても増えていて、エベレストインターナショナルも区内にあるんだけれども、公立校に

通う例も多くあって、本当にネパールの保護者さんに言葉が通じなくて、英語も通じなく

て、ネパール語は先生たちが分からなくてと非常に苦慮しているところがあって、どうに

かできないものかなと思っているところだったので、こちらは別の活動ですけれども、ま

たお話を聞きたいなと思ったりしました。そういう情報がコミュニティの中でできている

のであればいいけれども、何か小学校だと、年齢的に下のお子さんの出産みたいなところ

があるかもしれないかなと思ったものですから、そういう情報がどこまで行き届いている

のかなということを聞きたかった次第です。ありがとうございました。 

○協働推進係長 よろしいですか。 

（ なし ） 

○協働推進係長 どうもありがとうございました。 

○シェア及び高円寺保健センター関係者一同 ありがとうございました。 

（ 拍手 ） 

○協働推進係長 3番目の障害者・高齢者の共生社会に向けてということで、お願いいた

します。時間につきましては、団体さんから15分、それから委員の方から10分の質疑応答

となりますので、よろしくお願いいたします。 

○障害者生活支援課就労支援担当係長 「障害者・高齢者の共生社会に向けて～障害分野
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と高齢分野の連携推進～」をご説明させていただきます。所管課は、障害者施策課、障害

者生活支援課、介護保険課となっております。行政としましては、障害者生活支援課から

ご説明をさせていただきます。後半、団体さんからご説明をいたします。 

 協働提案に至る経緯としましては、もう皆さんご存じだと思いますが、協働の必要性、

行政の強みと実施団体の強みを必要としている事業ということで、今回、協働提案させて

いただきました。具体的には、介護保険のサービスと障害福祉サービス、それぞれお一人

お一人の利用者様で両方にまたがるような区民の方が増えてきている中、しかしこの両分

野の連携が、これまでもそれぞれ行政としては行っていたが不十分だったというところが

あります。個別の事業をネットワークでつないで広く広げることを可能にするこの協働提

案は、非常にマッチしていたということになります。 

 それぞれの、どんな課題があったのかというところをご説明させていただくと、両分野

で似たようなサービスを提供しているにもかかわらず、それぞれの分野の相互の情報や知

識が、利用者もそうですし、支援している側も不足している、分かりづらいということが

ございました。支援する側の知識が不足していたり、連携が不十分ですと、当然区民のニ

ーズに応え切れないという現状がございました。 

 また、それぞれの分野の課題として、障害分野は、障害の重い方が日中通われる通所事

業、生活介護という事業がございますが、こちらが、杉並区としては既に定員枠を超えて

利用者さんを受け入れているという状況がございました。こちら、平成31年4月現在では、

定員に対して25名超えての受入れ、各事業所さんが定員枠を超えて利用者を受け入れてい

るという状況がございました。 

 令和3年4月1日現在でも、事業所数は1か所増えたのですが、それでも定員に対して16人、

まだ現員が超えているという現状がございます。やはり施設を1か所造るのに何年もかか

るところで、このように定員が超えていても、すぐにそれを解消できないというジレンマ

がございました。新しい利用者が当然入りにくく、現在もほかのサービスを利用しながら、

あるいは在宅で生活介護に通うことを待っている、利用を希望している方もいらっしゃい

ます。 

 もう一つ、障害分野の課題といたしましては、65歳で介護保険へ移行するというときの

問題があります。65歳を迎えると、全員の方が無条件にということではありませんが、介

護保険サービスに同様のサービスがある場合はそちらを優先していただくというのが国の

方針でもあります。ただし、長年通所してきた障害者施設から介護保険サービスにスムー



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 23/33 

ズに移行できないケースが多く見られています。移行できずに継続して障害者施設を利用

することで、当然、待っておられる方、あと新たに希望される方が障害者施設に入れない

というような状況もあります。 

 国では、地域共生社会の実現に向けて、共生型サービスというサービスを創設しました。

こちらは簡単に申し上げると、介護保険、障害福祉、それぞれの指定を受けている事業所

が、お互いの指定を受けることで、そのまま同じ施設、場所で両方のサービスの利用者を

受け入れることができるというサービスです。これまでは、一つの法人が両方のサービス

をやる場合は、それぞれ別の建物だったり、別の人員が必要でしたが、同じ人員、場所の

まま指定を取ることができるという共生型サービスというものを国も創設しました。しか

し、全国的に見ても、このサービスはまだ全然伸びていないという状況があります。杉並

区でも、協働提案事業を始める時点では、1所のみが手続を始め、指定を受けるかどうか

というところが、ちょうど協働提案をご提案させていただいたところの状況でした。共生

型サービスを杉並の課題解決に向けて両分野が連携することで、うまく解決できないかと

いうところもございました。特にこの通所系サービスのところです。 

 一方、高齢分野の課題としては、障害とは逆に、たくさんのデイサービスがあるにもか

かわらず、その特色等がなかなか整理されず、利用者のニーズに応える際に選びづらいと

いうような状況がございました。カタログ等の作成を行うことで、こちらもやはり利用者

のニーズにどのように応えられるかというところを捕捉できればと考えておりました。 

 繰り返しになりますが、高齢障害分野の課題、両分野の情報や知識が分かりづらかった

り、連携しづらいというところを解消するために、我々協働提案事業を開始したところで

あります。その目的は、区民のニーズにとにかく応えること。共生型サービスが増えるこ

とで、障害者の通所先が増える、選択肢が増える、それから、高齢者と障害者の交流が生

まれる。 

 また、デイサービス事業所統一様式のパンフレットが作成されることで、事業所を選択

しやすくなる。これらの成果により、相互理解・連携を図る。今の成果としては、具体的

なものは、一つ一つ、カタログや事業所が増えることがありますが、最終的には相互理解

によって、相談やサービスの質の向上、ご利用者が一番望んでいるニーズに応えられる杉

並区になることを目的としています。 

○Ｇｅｎｙ（ジェニー） こちらが、今回の事業スキームとなっております。事業の実施

団体は、私ども一般社団法人Ｇｅｎｙと、そして、区の担当課は障害者施策課、障害者生
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活支援課、介護保険課となっており、協力機関として武蔵野大学にもご参加いただいてお

ります。 

 令和2年度事業としまして、6月に障害者・家族へのニーズ・実態調査、9月にケアマ

ネ・地域包括支援センター向けのセミナー、10月に障害者・家族・障害支援者向けのセミ

ナー、そして11月に高齢者デイサービス事業所向けのセミナーを開催しております。また、

今年の3月からデイサービス事業所様に向けた事業内容の調査を行わせていただいており

ます。 

 こちらは、令和3年度の事業計画です。7月に二度目のデイサービス事業所向けセミナー

を行っております。9月に障害・高齢両分野の支援者に向けたセミナーを、また11月には

フォーラムの開催を予定しております。その後、調査中であるデイサービス事業所の情報

を集約したカタログ製作を予定しております。 

 では、ここから令和2年度の活動報告をさせていただきます。 

 まず初めに、障害福祉系の通所サービスを利用している、もしくは利用を検討していた

障害当事者の方、そして、そのご家族の約1,500名を対象に実態調査を行わせていただき

ました。通所サービスの満足度や現状の困り事などについて、市民調査を行っております。 

 この調査により、700名近い有効の回答を得ることができました。詳細は報告書に記載

のとおりですが、主には、通所サービスの利用について、障害当事者及びその家族は高い

満足度を示しておりました。しかし、一方で、「不満」、「やや不満」といった回答もあ

り、内容としては送迎サービスや入浴サービスに対するものがありました。また、家族介

護者については、加齢や健康状態の悪化が介護負担の増大につながり、現状では対応し切

れないニーズの存在も示唆されました。 

 これらのことから、通所サービスの対応力の向上と新たな選択肢を増やす必要性が見え

てきました。 

 令和2年9月25日には、介護保険がケアマネジャーや地域包括支援センターの職員に向け

てセミナーを行っております。障害福祉と介護保険制度の違いや、共生型サービスの実施

状況などを伺いました。コロナ感染対策、そして、より多くの方々の周知を効果的に行う

ため、セミナーの様子をYouTubeでも配信しております。 

 令和2年10月28日には、障害当事者とそのご家族、そして障害分野の支援者の方々に向

けたセミナーを実施しました。実際に共生型サービスを利用されている方の様子を動画で

紹介したり、介護保険に関する周知を行わせていただいております。 
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 第3回は、介護保険のデイサービス事業所に向けたセミナーを令和2年11月13日に行いま

した。ここでは、共生型サービスを開設している事業所の職員と行政職員を含んだパネル

ディスカッションや、具体的に共生型サービスを利用することで広がる選択肢の例などを

紹介させていただいております。コロナ禍にもかかわらず、この3回のセミナーに多くの

皆様のご参加と、実際には申込み以上の方々のご参加を頂いております。 

 このセミナーに参加していただいた方々のアンケートから貴重なご意見を頂いておりま

すので、少しご紹介させてください。 

 1回目のセミナーでは、「ケアマネの業務に生かせそうです」、「障害制度の理解を深

め、もっと勉強したい」といったご意見がありました。 

 2回目のセミナーでは、障害者の家族から、「動画を通して共生型サービス利用の実際

の様子も見られてよかった」、「もっといろいろな人にこの内容を知ってもらいたい」と

いった声もありました。 

 3回目のセミナーでは、「共生型サービスの申請の手続等について、もっと知りたい」

などの意見が寄せられております。 

 実際、この協働提案事業が開始される前までは、共生型サービス事業所は、区内には一

つもありませんでした。しかし、以前から障害分野との連携をお考えの高齢のデイサービ

ス事業所様にお声をかけさせていただいて、協働提案事業の開始時が1か所のみ都の申請

の設定が通った状態でした。その後、現在は、二つの事業所が共生型サービスを実施して

おります。現状、事業の申請を具体的に検討していただいている事業所様が4か所となっ

ております。今後さらに増やしていきたいと考えております。 

 また、区内に介護保険のデイサービス事業所の数は多いですが、比較・検討できる資料

が少なく、ニーズに適した情報が提供しづらいといった課題に対しては、杉並区の全デイ

サービス事業所様を対象に、統一した基準に則った調査を実施させていただいております。 

 次に、令和3年度の中間報告をさせていただきます。介護保険のデイサービス事業所に

向けて、令和3年7月9日に二度目のセミナーを行っております。ここでは、3回目のセミナ

ーのアンケート結果を受けまして、近い将来、共生型サービスの事業展開を考えている事

業者に対して、より詳細な申請方法の説明やディスカッションを行っております。これま

で、セミナーでもYouTube配信をさせていただいておりましたが、このセミナーからは、

区役所への来場参加に加えてZoomでの参加もできるように併用することで、より参加しや

すい状況を設定させていただきました。 
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 このセミナーに参加していただいた方々から、「動画を見ることで、障害や高齢の方々

と自然に共生ができている様子が分かった」、「法人内で共生型サービスの申請を検討し

たい」、「障害事業所と高齢事業所が交流できる機会があったらいいと思いました」とい

うような声を頂きました。 

 今後の予定についてです。 

 次回9月27日に、障害の支援者と高齢の支援者双方に向けてセミナーを行いたいと考え

ております。昨年度に、実施した障害者家族の実態調査の結果から、多様なニーズに対応

できるサービスの提案とか、障害・高齢の両分野の通所系のサービスの事業所の様子が分

かる動画の上映、そして相互理解を深めるための話合い等を予定しております。 

 さらに、11月26日には、共生型サービスに限定せず、「地域共生社会について障害・高

齢の連携推進」をテーマに、より多くの関係者や当事者に参加していただいて、多面的な

視点で検討するフォーラムの開催を予定しております。 

 年度後半には、共生型サービスを実際に利用されている障害の方や、共生型サービスを

実施されている通所の事業所様に対して、利用の満足度やご意見を頂いて評価するととも

に、今後の参考にしていこうと考えております。 

 令和2年度から実施しているデイサービス事業所内容の調査の結果を基に、障害の相談

事業所や介護保険のケアマネジャー、地域包括支援センター及び利用者の方々にとって分

かりやすく選択しやすいカタログの作成を予定しております。 

 事業終了後3年目以降につきましては、引き続き自立支援協議会、ケアマネ協議会等の

関係団体と連携し、フォーラムやセミナーの実施を検討しております。また、短期入所等

の共生型サービスの適用についても検討を進めていきたいと考えております。 

 以上になります。ご清聴ありがとうございました。 

○協働推進係長 ありがとうございました。 

 では、ここから、委員の皆様からの質疑応答を始めたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

○委員 委員の加藤です。ありがとうございました。 

 協働提案が始まったときに、本当に、まだまだ事業所が一つもないので、ぜひそこをと

いうことだったと思うんですけれども、中間評価、特に2年目の、6番の自主性の尊重とい

うところで、行政側からは「事業所からの自主的な提案が少しずつ出てくるようになりま

したが、区からの働きかけや提案が多くなってしまう印象がある」という記述ですけれど
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も、団体さんと事業者の間で割とスムーズに意思疎通ができているのかというのが、これ

を読むとすごく心配なんですけれど、その辺りはいかがでしょうか。 

○Ｇｅｎｙ 多分、話し合いの機会としては、とてもたくさんさせていただいていると思

います。Zoomを使ったりですとか、実際にリアルでお話しさせていただいたりというのは

都度させていただいていて、と私どもは考えております。 

○障害者生活支援課就労支援担当係長 ご質問ありがとうございます。協働提案という事

業の形を考えると、そちらの報告にも書きましたとおり、もうちょっと積極的な提案を、

団体さんからもう少し頂きたいという意味で、今回そういう評価をつけさせていただきま

した。ただ、今、団体さんからもお話がありましたように、そこを補塡するべく打合せの

回数は多く持ち、またメール等でのやり取りもさせていただく中で、だからこの事業に影

響しているかというと、最終的にはこういった形でご報告できるような事業展開を進めて

いるところであります。 

○委員 ありがとうございました。恐らく必要な制度だとは思うんですけれども、私など

も多少、前回から少しは勉強しましたけど、なかなか利用者さんのニーズに合った、特に、

障害をお持ちの方は、高齢者のデイサービスでそれまでと同様のサービスを受けられるの

かというのはなかなか難しいところがあるということは聞いていますので、事業者が増え

るとともに、その中で出てくるいろんな課題を解決できるような形で、ぜひ、今後も協働

してやっていただければありがたいと思います。ありがとうございました。 

○委員 井上と申します。 

 教えていただきたいのですが、この協働型サービスの設置を進めていらっしゃる中で、

そこがなかなか増えていかないという根本的な原因はどこにあるのでしょうか。 

○障害者生活支援課就労支援担当係長 いろいろ複合的な理由があるかと思うのですが、

1点はやはり今やっているお仕事、事業で、サービスとしては事業所的には賄えているわ

けですよね。新しいことを展開しなくても収支が取れているというところも大きいですし、

やはり障害者というところに対して、今受け入れている高齢者とは違うんじゃないかと。

何か特別なことをしなきゃいけないんじゃないかということも大きいです。 

 また、報酬体系のところが、受け入れることによって何か利があるのかというところが

よく分からない。今、まだこのサービス自体が始まったばかりで、報酬体系がすごくざっ

くりしているんですね。実際の障害福祉サービスの生活介護という通所サービスの報酬体

系よりはすごくざっくりしていて、例えば加算がなかったり、そういったところで手が出
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しにくいというところはあります。 

 実際、今回、アンケートを取らせていただいたところでは、「共生サービスの申請の手

続や、そもそも料金に関しての違いなどが分からない」とか「実際に共生型サービスが何

なのかということを、サービスを展開している側も知らない」ということがあります。そ

こを補塡する意味でも、今回のセミナーを活用していただいているような状況にあります。 

○Ｇｅｎｙ 補足させていただくと、今、最後に事務局さんから話されたように、共生型

サービスそのものが分からないということが、まず第一にあるんですね。そして、高齢者

の事業所さんから見ると、障害というもののイメージがつきにくいということも、すごく、

声が上がっていたのです。動画で紹介したり、こういうことがありますという補塡をさせ

ていただく形を取らせていただきました。 

○委員 ありがとうございます。何となく私のイメージとか、いろいろなところを拝見さ

せていただいていると、障害者施設、高齢者施設の人材不足というのがすごく根底にあっ

て、新しいものに手を出すのに新しい人材を得られないというところがあるんじゃないか

なというようにすごく感じるところがあるものですから、伺ってみました。できれば、今

後、事業を展開していくのであれば、そこも視野に入れていただきたいです。このままで

は区民のニーズには絶対に応えられないと私は強く思いますので、考えていただければと

思います。 

○Ｇｅｎｙ ありがとうございます。今のことについて、よろしいでしょうか。 

 今回、このセミナーをやらせていただいて、実際、共生型サービスをやっている事業所

の様子を動画で配信したんですね。そして、そこの事業所様に、やってみてどうだという

話とか、いろいろ伺ったんです。やる前、どうだったかとかいうのを。そうすると、「や

ってみたら、そんなに大きな違いはなかった」というご意見があったんですね、職員の方

から。「障害といって構えてしまったけれども、実際やってみると、そんなに大きな違い

がない。やれること、実際やってしまえばやれるんだということが分かった」という意見

がありました。 

○委員 ありがとうございました。委員の低引です。本当に社会に必要とされるサービス

だと思いますので、ぜひ広がってほしいなと思いました。 

 今の井上委員のご質問にも関連するんですけれども、ご質問というよりは、私がいろん

な介護事業所の経営者の方とお話を伺う中では、やはり三つのボトルネックが、このサー

ビスを導入する上ではあるだろうなと。 



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 29/33 

 一つは、まず事務的な部分で、もう安定して確立している事務に対して、全く報酬体系

の違うサービスが二つ入ってくるというのは、業務を二倍で抱えるのと同じことになりま

すので、この辺りの負担を下げていくというのが導入する事業所には必要だろうというこ

と。 

もう一つは、人材ですよね。障害の方をサポートする方と高齢者の方をサポートする方

と、別々の要件で例えば資格がある中で、それが同じ事業所でやれるのかというのがある

と思います。 

 三つ目としては、各事業所の方々は事業所の理念を持っていらっしゃるので、それに合

うのかどうかというところだと思います。2点目と3点目は割とクリアされるように思って

いまして。というのは、ある介護事業者の方が放課後デイの取組をされていらっしゃって、

これは療育の取組、知的障害者の方の。これは、人材の要件としてかなり合うので、むし

ろ単独で参入するよりも、両方の要件で採用できるほうが、いい人材を採用できるという

話がある、と。むしろ採用するパイを増やすためにも、こうやって事業の領域を増やすと

いいという話ですね。 

 もう一つは、今、社会的に必要とか、施設が今稼働できていないから必要という、外的

な要因よりも、やっぱりこの両方の取組があるからこそいいサービスができるんだという

ことの事例だと思います。今もそういった事例が出始めているんだと思いますけれども、

むしろ自分たちのやりたいことが、両方掛け合わせることでやれるんだということを、経

営者の方々、事業に取り組まれる方々に周知していくというところが必要だと思います。

必要な取組を既にされていると思いますので、一つ一つが拡大していくといいだろうなと

いうことを思って、伺っていました。 

○協働推進係長 ほかにはご質問、それからご意見等ございますでしょうか。 

（ なし ） 

○協働推進係長 もしなければ、これで終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

○Ｇｅｎｙ及び障害者施策課及び障害者生活支援課並びに介護保険課関係者一同 ありが

とうございました。 

（ 拍手 ） 

○協働推進係長 以上をもちまして、事業の報告を終了といたします。 

 委員の皆様におかれましては、中間評価表へのご記入をお願いいたします。ご記入がお



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 4回） 

 

 30/33 

済みになりましたら、私どもで一度回収をさせていただきます。準備が整い次第、評価に

ついての意見交換となります。 

 長時間にわたってお聞きいただいて、ありがとうございます。ここで5分間ほど、休憩

を取らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（ 休憩 ） 

（ 再開 ） 

○地域課長 では、評価結果の点数が出ました。みかんぐみさんが4.689で、評価基準で

はＡ評価。次の、シェアさんは4.322で、Ｂ評価。最後、Ｇｅｎｙさんは4.389で、Ｂ評価

ということになりました。 

 皆さんの点数を基にした評価につきましては、記載のとおり、みかんぐみさん「Ａ」、

シェアさん「Ｂ」、Ｇｅｎｙさん「Ｂ」という評価になります。 

○会長 ではこういう結果になりました。時間は限られておりますけれど、この三つの事

業につきまして、委員の皆様からご意見等を頂けたらと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

○地域課長 今、お手元に評価表をお配りしています。 

○会長 お願いします。 

○委員 ありがとうございました。低引です。 

 3団体さんとも取組を具体的に進められていらっしゃって、行政と補完し合わないとで

きない事業の領域で、本当にすばらしい取組だと思いました。こういった結果も、すごく

納得のある点数かと思っています。 

 思った点が大きく二つありまして、一つは協働事業の領域が、所管の部署はたくさんあ

る中で、福祉領域に固まっているというのは、何か意味があるだろうということです。そ

れは、実際にサービスが多様化している、国籍的に多様化しているとか、あるいは高齢者

の方のサポートというものを対応するためには行政だけで対応できないという、現場的な

対応の状況に対して行政だけでなかなか難しいという状況があるかなということも思いま

したし、行政側に協働をご一緒できるような体制も比較的整っている状況なのかなという

ことを思いました。これが、ほかの事業領域といいますか、分野に派生していって、例え

ば防災のことでしたりとか、協働の事業が生まれるためにはどんな工夫が必要だろうかと

いうことを1点思いました。 

 二つ目としては、今度2年目を終えた後の話も何回か出ましたけれども、どういった形
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で2年目を終えるかというのが、幾つかのパターンを用意していく必要があるのかなと思

いました。 

 私はずっとＮＰＯで働いてきた経験が長いですけれども、社会課題を解決したら、ＮＰ

Ｏは必要ないんじゃないかという議論がありまして、つまり、どうやって事業を終えるか

ということは常に考えておく必要があるということを思っています。それは、事業が社会

課題を解決して終わるのか、それともそれは行政の取組の中に取り組まれて終わるのか、

あるいはサービスとして事業者が参入できるようにするとか、幾つかのパターンでこの事

業の終え方というのを想定しながらＮＰＯは運営しているんですけれども、この提案事業

についても、これを行政の通常の一般予算の中に、枠組みに入るのかとか、あるいはもう

ＮＰＯに委託するという前提で予算が組まれていくのかとか、幾つかのパターンを想定し

ながら、どうやって2年目を終えるかということも考えていけたらと思いまして、今後の

取組に期待したいと思っています。 

○地域課長 今回、この時期に中間評価をさせていただいたのは、実はそこに非常に大き

な意味がありまして、ちょうど秋から、区は予算要求の時期でございます。それで、各三

つの課の担当課も、この事業を4年度以降どう展開していくのかということを考えていま

して、ぜひ、この評価を参考にしていただきたいと思っております。 

 また、まだ半年ありますので、今日のご意見等を事業終了まで参考にさせていただきた

いと思っています。 

○副会長 進め方ですけれど、今日12時までですよね。多分皆さんいろいろな感想とかお

持ちだと思うんですが。 

○地域課長 まず、冒頭に申し上げましたのは、ここの表のコメント欄に、よかった点、

悪かった点をご記載のうえ、9月10日までに事務局にお出しいただきまして、皆さんの意

見を集約いたします。今日、12時終了という予定でございますので、今後の参考にさせて

いただきたいと思っております。 

○委員 今回の団体さんたちは、協働提案2年目で、2年で終了、この協働事業としては終

了ということなんですか。 

○地域課長 協働事業としては終了です。ただ、例えば、一番最初に出ましたみかんぐみ

さんの交流会は協働事業の予算で今回は実施しました。所管課が、今後も継続していきた

いと考えれば、4年度以降は、どういう形でやるか分かりませんが、委託をしたり、また

は補助金を出したり、そういう新たな方法で、事業を構築することになります。 
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○委員 では、その所管課がどう考えるかということですね。 

○地域課長 おっしゃるとおりでございます。もうこの事業は特に必要ないと選択すれば、

2年間でこの事業については一応一区切りということになります。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 個々の協働提案事業についてのコメントは、時間的なことがあるので、後日送っ

ていただくファイルに入力して提出していただくとして、あと、幾つか頂いた、もう既に

発言された中には、この協働提案事業とか、評価そのものについての感想とか意見という

ものがあったと思うんですけれど、多分これは、このシートに書き込むものではないので。

でも、それを議論すると果てしなくなるので、終えなくちゃいけないので、どこかで検討

する必要があるかなと思うので、どこかのときにやる必要があるかなと。何を評価するか

が微妙で、こっちが期待する評価と報告する内容がたまに違ったりとかしていて。そうな

ると、結局点数とかも全然違ってきちゃうし、例えば、その後、予算の参考になりますよ

というのがここの内容だということを当事者たちが知らなかったら、報告の形が全く変わ

ると思うんですよ。予算に関わるって、結構重要なことになっているんですけれど。何か

どこかの段階で、そもそもこの協議会が微妙な立ち位置なので。この中間評価というもの

が、何のために、どのようなところに特に着目して行って、それに対して報告される方々

は、それを踏まえて何を報告しようかというのが見えてくると思うので、どこかで検討す

る必要があるのかなと思います。 

 あとは、点数とかも見ていて、多分基準が委員の中で皆さん違っていて、Ｃ前提の人と

Ｂ前提の人とＡ前提の人がいると思うんですけれど、それを総合的に平均されちゃうとか

わいそうだなというような気もしているので、どこかで話し合う必要があるかなと思うん

ですけれど、どうですかね。 

○地域課長 協議会自体は、今日がもちろん最後ではございません。次回の予定を10月20

日午後6時から予定しておりまして、この中身としては、一つには、本年度、令和3年度の

協働事業提案で審査会にかける事業が1事業ございます。主管課との協議が調って、協働

事業にしたいという事業が1事業ございます。この事業について皆さんにプレゼンさせて

いただきまして、今度審査会を迎えますので、この提案内容について、アドバイス、ご助

言を頂きたいと思っています。10月20日に時間を設けさせていただいてご議論ということ

ができるかなと思っております。 

○会長 お願いします。 
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○委員 10月20日にやるのは、審査でも評価でもなく、助言・アドバイスだということで

すね。 

○地域課長 そうなります。協働提案について、平成30年以前は、本協議会で評価をして、

区に報告するいうことだったのですが、一部制度を見直し、協議会の評価ではなく、審査

は区の協働推進本部幹事会が行うということになりましたので、本協議会は、審査に向け

てのご助言ということで、評価でも審査でもございません。 

確認ですが、今回の中間評価につきましては、1番目のみかんぐみさんについてはＡ評

価、高く評価できる。次のシェアさんにつきましては、Ｂ評価、評価できる。3番目のＧ

ｅｎｙにつきましては、同じくＢ評価で、評価できるという評価にさせていただくことで

よろしいでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 こういう評価となりましたので、皆さん、ありがとうございました。 

○地域課長 どうもありがとうございました。 

○会長 最後に何かありますか。 

○地域課長 三つの事業のコメントにつきましては、9月10日までにメール等で事務局へ

ご提出をお願いいたします。 

 次回につきましては、令和3年10月20日午後6時から行います。協働提案事業の意見聴取、

ＮＰＯ資金助成、一部見直しをしたいと考えてございますので、それにつきましても皆さ

んのご意見を頂戴したいと思っております。ご通知は改めて出させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○会長 では、本日は以上です。お忙しい中、ありがとうございました。お疲れさまでし

た。 


