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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 5回） 

日 時 令和 3年 10月 20日（水）午後 5時 57分～午後 8時 02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 

【区側】 

区民生活部長、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】 

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 

【発表団体・担当課】 

杉並女性団体連絡会/男女共同参画担当課長、区民生活部男女共同・犯罪 

被害者支援係長、男女共同・犯罪被害者支援係職員 

配布資料 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回）次第 

資料 1  令和 3年度協働提案制度申込状況等一覧 

資料 2  令和 3年度杉並区協働提案・事業採択・事業実施までのスケジ

ュール 

資料 3  協働提案書（杉並女性団体連絡会） 

資料 4  協働提案経費概算書（事業 1年目・令和 4年度）（事業 2年

目・令和 5年度） 

資料 5  協働提案団体関連資料 

資料 6  協働提案事業中間評価表【令和 2・3年度実施事業】 

資料 6-1 特定非営利活動法人みかんぐみ 

資料 6-2 特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会 

資料 6-3 一般社団法人 Geny（ジェニー） 

資料 7  協働提案事業 自己評価最終評価表 

資料 8  協働提案事業最終評価表 

資料 9-1 ＮＰＯ活動資金助成事業制度の見直し項目（案） 

資料 9-2 助成事業のこれまでの経緯 

資料 9-3 ＮＰＯ活動資金助成事業制度 新旧対照表（案） 

・杉並女性団体連絡会からのプレゼン資料 

・杉並女性団体連絡会 紹介パンフレット 

・杉並区立男女平等推進センター 利用案内 

・杉並区立男女平等推進センター 情報・資料コーナー ご利用ください！ 

・杉並区 NPO活動資金助成要綱 
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会議次第 1 開会 

2 協働提案事業について 

 (1)令和 3年度協働提案事業について 

  ①協働提案制度申込状況等 

  ②協働提案審査会に向けてのＮＰＯ等活動推進協議会委員からの意見

聴取 

   ・提案団体（杉並女性団体連絡会）及び担当課からのプレゼンテー

ション（15分） 

   ・提案団体及び担当課への質疑応答、助言（30分） 

 (2)令和元年度採択協働提案事業の評価について 

  ①中間評価表について【令和 2・3年度実施事業】 

  ②最終評価表について【令和 2・3年度実施事業】 

3 令和 4年度ＮＰＯ活動資金助成事業について 

4 閉会 
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○会長 これから第5回杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会を開催いたします。本日は令和3年

度に申込みがありました協働提案事業で、審査会に向けて準備を進めている事業のプレゼ

ンテーションをお聞きして、協議会の委員の皆様からの質疑応答と、併せて助言をさせて

いただくことを中心に進めていきたいと思います。次第は既にお手元にあるとおりとなっ

ております。 

 早速ですが、事務局からご説明をお願いいたします。 

○地域課長 次第の1番、令和3年度協働提案事業についてご説明いたします。資料1及び

資料2をご覧ください。 

 資料2、令和3年度のスケジュールについてご説明させていただきます。4月に開催しま

した説明会には12団体の参加があり、5月末の提案締め切りまでには10団体から提案があ

りました。そして、6月以降、地域課と協働プラザが提案団体からの提案内容の確認を行

い、内容が不明なところは団体に確認しながら、内容の確認ができた提案につきましては、

提案団体と担当課との意見交換の場を設けました。そして、双方の課題認識が一致し協働

の可能性がある場合は、事前協議を経て、提案団体に協働提案書を提出してもらいました。

この後、この協働提案書について、提案団体、担当課、地域課、協働プラザにより内容を

精査してまいりました。 

 本日、ＮＰＯ等活動推進協議会の委員の皆様から意見聴取を経た上で、11月1日、第2回

の協働推進本部幹事会において審査となります。最終決定の日付は未定ですけれども、第

1回の協働推進本部会で決定となります。ここで採択となった場合は、令和4年1月から3月

にかけて、事業実施に向けた具体的な協議を経た上で、令和4年4月から事業開始となりま

す。 

 次に資料1、令和3年度協働提案制度申込状況等一覧をご覧ください。このうち資料番号

の一番左に1と書いてある1番の杉並女性団体連絡会からの提案事業であります「男女平等

推進センター情報・資料コーナーの整備と有効活用」。この提案事業につきましては、提

案内容と担当課との課題認識が一致しており、事前協議に進み、協働推進本部幹事会によ

る審査に進む予定でございます。 

 本日は提案団体からこの後プレゼンを行いますので、ぜひ、委員の皆様からは審査に当

たってのご助言をお願いしたいと思います。 

 次の2番から4番の3事業につきましては、提案内容について担当課との意見交換も行っ

ておりますが、備考欄に記載されています事由等により、担当課との事前協議に進むこと
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ができず、提案事業として審査に進むことができませんでした。また、5番から9番の提案

事業につきましては、提案内容が一部不明であったり、事業の内容について一部疑義があ

るような提案でしたので、団体に説明を求めましたが、提案団体からは明確な回答が得ら

れなかったため、担当課との意見交換、事前協議に進むことができず、提案事業として審

査に進むことができませんでした。最後の10番の提案につきましては、団体から辞退の連

絡がありました。 

 資料2及び資料1の説明は以上のとおりでございます。 

○会長 ありがとうございました。 

 では、この流れについて、この資料二つにつきまして、皆様からご質問等はありますで

しょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、次に移らせていただきます。 

 引き続き、事務局からご説明をお願いいたします。 

○協働推進係長 これより協働提案団体と担当課による事業のプレゼンテーションを始め

させていただきます。 

 このプレゼンテーションにつきましては、お手元にございます資料3の協働提案書、資

料4の協働提案経費概算書、資料5の協働提案団体関係書類をご覧ください。誠に申し訳ご

ざいませんが、資料3の協働提案書につきましては、団体さんから修正がございましたの

で、差し替え分として皆様の机上に配付させていただいておりますので、そちらをご覧く

ださい。 

 プレゼンの進め方でございますけれども、団体からのプレゼンがおおむね15分、その後、

委員の皆様に質疑応答、ご助言を頂く時間をおおむね30分間とさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

（ 提案団体入室 ） 

○杉女連 よろしくお願いいたします。私は杉並女性団体連絡会共同代表の鳥生千恵と申

します。 

 こちらに3人、メンバーが来ているんですが、元代表の石坂、原、同じく杉女連の会員

である渡辺です。彼女は大学講師としてジェンダー平等の視点から教育学を教えています。 

 それでは、ただいまからプレゼンテーションを始めさせていただきます。 

 この協働提案事業のタイトルですが、「杉並区立男女平等推進センター情報・資料コー
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ナーの整備と有効活用」です。提案団体は、私たち杉並女性団体連絡会と区民生活部男女

共同参画担当です。 

 私たち杉並女性団体連絡会は、その前身である杉並婦人団体連絡会の設立から数えて45

年の歴史を持っています。設立以来、会員間の交流と男女共同参画社会実現のための学習、

意識啓発を目的として、各種講座、映画会、学習会、見学会など、多岐にわたる活動を行

ってきました。実績の一部を資料5に載せてありますので、ご参照ください。 

 今回のこの提案事業の課題ですが、まず、この課題の背景として、ジェンダー平等への

関心の高まりについてお話しします。次に、その男女共同参画の拠点施設として、杉並区

立男女平等推進センターの情報・資料コーナーの役割をお話しします。そして、三つ目に

課題とその現状をお話しします。 

 まず、皆さんよくご存じのように、2015年の国連サミットで合意されたＳＤＧｓでは、

第5の目標としてジェンダー平等の実現が掲げられています。そして、これは全てのＳＤ

Ｇｓの目標、17の目標を達成するための共通する重要かつ不可欠な手段と位置付けられて

います。 

 このジェンダー平等という言葉が、今とても身近な問題になってきました。例えばこれ

はオリンピックにおける当時の森会長の発言です。夫婦別姓について、コロナの中での女

性の苦労について、また母子家庭の困窮、ジェンダーギャップ指数では、日本の男女平等

が世界から遅れているのではないかというようなニュース、また男性の育休取得が増えて

きたなどなど、たくさんのニュースが、その根っこにやはりジェンダーの問題があるとい

うことを私たちは随分と実感するようになってきました。そして、そのことについて、例

えば調べたい、また自分の問題に引きつけて考えたいというようなときに、まず、それを、

そういう場所として、杉並には男女平等推進センターがあります。これは全国各地の自治

体がそれぞれ男女共同参画のセンターを設置していますが、杉並の場合は男女平等推進セ

ンターという名称で、静かな住宅街の中にあります。1階は児童青少年センターで、中学

生、高校生がたくさん訪れます。 

 そして、今回の提案の事業の対象となる情報・資料コーナーがその中にあります。ここ

には3,500冊の貴重な図書、それから行政資料、地域資料などがあります。区民がジェン

ダー平等について調べ、学び、理解を深める専門図書館として、こういった快適な交流コ

ーナーもありますが、現状は、あまり区民が、来る人が少ないという現状があります。つ

まり、ここが拠点施設として役割が十分に果たせていないというのが一つの問題です。 
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 では、この情報・資料コーナーの課題を私たちはどう考えるかというと、これがセンタ

ーの中の中心的な施設、言わば図書館のようなコーナーになるわけですが、そこでは本が

探しにくい、そして本を整理する専門家がいない、また、所蔵する図書資料を区民に知ら

せる機会が少ないというのが課題だと考えます。 

 なぜ探しにくいのか。それは分類の問題があるんですね。ここは開設当初から独自の分

類で対応しており、一般の図書館で使われる十進分類法とは大きく異なります。その中で

分類し切れないものがたくさんあります。その結果、その他（390番）に分類される本が

大変多いという状況です。 

 これは書架の一部ですが、例えばこの中には、小説や日記、これは普通の図書館でした

ら900番台。そして、この男女平等推進センターに一番たくさんあるであろう男性・女性

問題、367番。そのほかにも、社会学、地方自治、労働、歴史など、様々な分類が行われ

るほうが探しやすいのですが、ここに並んでいるのは全部390番（その他）に分類されて

いるわけで、やはりよく図書館を利用する研究者、学生、一般の人もそうですけども、こ

の分類番号を頼りに本を探そうとするときに非常に不便です。 

 また、並べ方ですが、このように、非常にぎっしりと詰め込みで入っています。そして、

問題はそこに表示が少ないんですね。そうすると、その分類番号を頼りにというより、こ

こに初めて来たとか、番号についてはよく分からないけれども、ぶらぶらと歩きながら、

書架を見ながら、自分がぴんときた本を借りていくというような利用者にとっては、ジャ

ンル分け、テーマ分けというのがあまりなされていない、そういう表示がないので、やは

り使いにくいという現状があります。 

 それから、ここには杉並の女性たちの活動記録を中心とする貴重な地域資料があるので

すが、それが探せない、見られないという問題もあります。例えばこれは、戦後の杉並が

いち早く造った公民館に女性たちが集まって読書会とか、いろいろ学習を、ここで学んだ

わけですが、その会報です。これはやはり公民館の活動記録ですが、冊子になっています。

こういったものがなぜ探せないか。それは目録化がされていない。リストになっていない

のですね。なぜ見られないか。それは書庫に全部しまわれて、開架の書棚には出されてい

ないということで、大変もったいないなと、残念だなという感じを持っています。 

 そこで私たちの提案は、まず分類・配架・表示を見直して、使いやすくする。次に、こ

の貴重な地域資料を目録化し、見える化して、つまり外に出すということです。探しやす

く、手に取りやすくする。そして、レファレンスを行って、ここを訪れた利用者に本の紹
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介をしたり、それ以外のことでご紹介したりということで、利用者の満足度をアップする。

そして蔵書を、こういう形で、最初に分類・配架などで整備した蔵書を、今度は有効活用

して、多くの人に来ていただけるようにする、来ていただけるような企画を行うというこ

とです。 

 目標としては、情報・資料コーナーをより使いやすくし、図書や地域資料が活用される。

情報・資料コーナーの利用満足度が向上し、利用者が増加する。区民のジェンダー平等に

関する理解が深まる、という三つを設定しました。 

 そして、この目標実現のために、まず事業1年目は、最初に情報・資料コーナーの基本

的な整備を行います。一つ目が分類の見直しです。一般に使われている十進分類法を基本

に、分類目録を作成し、ラベルの貼替え3,500冊分を行います。 

 次に、配架――これは本の並べ方ですが――の見直しを行って、配置をわかりやすくす

る。地域資料は開架に移す。行政資料の配置を見直す。などです。 

 三つ目が、その資料室、情報・資料コーナー内の各種の表示、サインを改善する。例え

ば書架の表示板、そして本棚の中の差し込み板、交流コーナーのいろいろな表示などで、

本の所在、ジャンル、テーマなどもわかりやすい、そして、それ以外のところでもわかり

やすく、使いやすい資料室にするということです。 

 次に、地域資料については、目録化を行います。地域の女性たちの活動記録を収集。収

集というのは今、書庫に入っているもの以外にも、私たちの会員団体ですとか、あと杉並

区のその他の民間のグループなどが所蔵しているものも呼びかけて、できるだけ収集し、

それを目録化する。そして検索可能な状態にして、開架に配置するということです。 

 そういった整備を行った上での蔵書の有効活用ですが、まず1年目は知らせる活動とい

うことで、ブックリストを作成します。テーマを決めて本を紹介する。このブックリスト

については、お手元にお配りしたと思いますが、これは一つのイメージですが、これから

この事業が実現すれば、担当課とも協議しながら、どういったブックリストがいいかとい

うことも詰めていくことになると思います。こういったテーマを決めて本を紹介するもの

を隔月1回作成します。 

 それから、レファレンスは、メンバーが交流コーナーに在室し、訪れた利用者の質問や

相談に対応する。そして、そのレファレンスの質の向上のために、担当者向けの講習会を

実施します。 

 また、知らせる活動のもう一つは、ほかの施設への貸出展示。例えば区役所、ロビー、
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中央図書館ホールなどにおけるテーマ展示ですね。例えば初年度は、11月に女性に対する

暴力をなくす運動期間、国際男性デーというのがあります。3月は国際女性デーです。こ

ういったテーマに合わせて、会期はそれぞれ1週間、そして会場で展示する。そこに集め

た図書のリストを配布する。男女平等推進センターの宣伝も行います。 

 事業の2年目ですが、蔵書の有効活用をさらに進めて、図書を使って多くの人を呼び込

む企画を実施したいと思います。一つは読書会。テーマを決めて本を選び、数回に分けて

読み合わせ、互いに学び合うというものです。それから、ジェンダー平等の視点があって、

杉並にゆかりがある著者を囲んで、講演会などを行いたいと考えています。その候補は、

杉並在住の、例えば谷川俊太郎さん、それから角田光代さんなどを候補として考えていま

す。 

 また、このセンターの1階は中高生が集う児童青少年センターです。そこの子供たちに

もジェンダー平等についての知識を知ってほしいということで、例えば1階に情報紹介ス

ペースを設置します。また、中高生向けの図書――情報・資料コーナーには、幼児向けか

ら中高生、若者、一般、若者一般、それから高齢者まで、様々な対象の本がありますので、

その中から若者向けの図書を選んで、定期的に貸し出すということも行いたいと思います。 

 地域資料の目録化については、2年目も継続して行います。貸出展示も継続して行いま

す。まず6月に男女共同参画週間があります。それ以外の11月と3月は1年目と同じです。

さらにブックリストの作成を隔月1回、レファレンスは週1回というペースで2年目も続け

て行います。 

 全体のスケジュールとしては、1年目はこのように、2年目はこのような形で考えていま

す。 

 事業の実施体制ですが、実施拠点はこの男女平等推進センターの情報・資料コーナーが

対象です。人員体制は、これらは全て杉並女性団体連絡会の会員たちが担うことができま

す。そして、実働メンバーも、やはり会員団体の会員たち及び関係者と考えています。 

 なぜ協働事業が必要か、そして期待できる効果はということですが、一つ目は、情報・

資料コーナーの図書資料に関して専門的知識を有する人材を提供できます。区民がジェン

ダー平等について知りたいことを自ら調べ、学び、理解を深める環境を整えることが必要。

この課題認識が担当課と提案団体の間で一致しています。ですから、協働事業の枠組みを

活用して、双方の協議の元にすすめることで、より良い課題解決の効果が期待できると考

えます。 



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 9/34 

 私たち杉並女性団体連絡会のつよみと書きましたが、まず、このセンターの開設、25年

前の当初から、会議、総会、講演会など数々の会合に利用しています。その経験から、情

報・資料コーナーの価値と問題点がよく分かり、より良い施設の実現に意欲と熱意を持っ

ています。ジェンダー平等の視点から、環境、教育、福祉、文化など様々な分野で活動す

る27の団体会員及び個人会員を有し、専門的知見を持つ人材が豊富です。そして、講座・

映画会・学習会など多くの企画を主催、または区や他団体と共催した実績を持っています。 

 本事業で得られる最大の効果は、区民のジェンダー平等に対する理解と意識の向上であ

ると考えます。そしてジェンダー平等の視点を持った区民が増えることは、より住みやす

い杉並区を作ることにつながります。 

 役割分担ですが、私たち提案団体が担う役割は、各事業の実働、実務を担います。区が

担う役割としては、宣伝、周知、会議の主催、委託業者の請け負う業務や他部署の業務と

の調整、情報の収集・提供などを区が担う役割になります。 

 この事業に当たって、他の機関、地域活動団体などの協力については、ウィメンズプラ

ザにレファレンスについての講師を依頼するほか、情報提供や助言などの協力を仰ぐ予定

です。 

 私ども団体の今後の展望・今後の活動展開については、事業期間中の来館者が、情報・

資料コーナーの価値やセンター利用のメリットに気付き、伝え合うことで、終了後の継続

的利用と新規利用につながると考えています。そして、会員や区民から寄付を募り、財政

基盤を強化して、レファレンス、ブックリストの作成、地域資料の収集・目録化といった

事業については継続する予定です。この事業の中で、「正しい分類」と書きましたが、こ

れはちょっと語弊がありますが、より使いやすい一般的な分類をするときの参考となるよ

うな分類目録を新たに作成することができます。 

 最後に、ＳＤＧｓというのは、だれ一人取り残さない社会の実現を目指すものです。そ

してジェンダー平等はそのすべてに通じる共通課題です。これは杉並区民によるかつての

公民館活動に始まる自由・平等への願いと一致すると考えています。それを新しい世代に

受け継ぐための役割を担うのが男女平等推進センターであり、センターを活性化し、ジェ

ンダー平等の意識を広げる本事業を是非実現したいと私どもは考えています。 

 ご清聴ありがとうございました。 

（ 拍手 ） 

○会長 どうもありがとうございました。とても聞きやすくて、見やすくて、しかも心も
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籠もっていて、すごく分かりやすくて、よかったなと思っております。ありがとうござい

ました。 

 では、委員の皆様、今ご説明くださったこの事業に関しまして、ご質問やご助言等をぜ

ひお願いいたします。 

○委員 委員の加藤です。よろしくお願いいたします。 

 最初にご質問ですけれども、スライドの15番ですかね、蔵書の有効活用の⑥のレファレ

ンスのところですけれど、レファレンスの質の向上のため、担当者向けの講習会を実施と

書いてあるんですが、この担当者というのは基本的にレファレンスをされる担当だと思う

のですが、今回ですと女性団体連絡会の方のことですか。あるいはこの資料コーナーを委

託している委託事業者の方でしょうか。 

○杉女連 このレファレンスは、私たちの団体で、司書の、専門的に司書をやっている者

もおりますけれども、いわゆる一般的なレファレンスというのは、かなり資料を探した上

にいろいろなアドバイスをするというのを承知しておりますが、私たちは来館者たちの本

を探したり情報を探したりするお手伝いをするという、利用補助という形を取りたいと思

っております。 

 初めは、これは委託事業ではなく、私たちの間でもしこの事業を受託できましたら、

我々の会員の中でそのレファレンス業務を担っていきたいと考えております。最初はどう

いう形で展開していくかと様子見もありまして、日曜日の午後の3時間ぐらいを毎週2人体

制で、それで状況を見ながら1人体制にしていくというようなことを今考えております。 

○委員 そうしますと、現状では、この資料コーナーではレファレンスの担当、というか

レファレンスをやっていないということでしょうか。 

○男女共同・犯罪被害者支援係長 男女平等推進センターは、委託業務で本の貸出しとか

受付業務は行っておりますが、レファレンスというところまでは担っておりません。 

○委員 分かりました。そうすると、基本的には、図書の利用の場合、レファレンスって

かなり重要なものなので、品質を上げていくということで、週1回から始めましょうとい

うことなんですね。 

○杉女連 そういうように考えております。 

○委員 もう一点、実際に図書、資料を利用するというところでは、今、区立の図書館は、

ネットで本の検索とか予約などできると思うんですが、こことの共用みたいなことは検討

されているんでしょうか。 
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○男女共同参画担当課長 区役所の男女共同参画担当課長の阿出川と申します。 

 図書館との連携という話がありましたが、図書館はＯＰＡＣという蔵書検索システムが

ありますが、実は外部と接続してございません。男女平等推進センターにある図書につい

ては、区の男女共同参画のホームページの中で探せるようにはなっています。課題として

は、先ほど鳥生代表からお話があったように、分類が図書館分類になっていない。蔵書を

始めたときに、すごく少ない部分の、限られたところから始めたので、そのほうが数が少

なかったので分かりやすいのではないかとスタートしたわけですけれど、だんだん本が増

えていった関係で、探しにくくなっているといったところでございます。元の話に戻りま

すと、図書館とは連携していないんですが、独自に探せるような形で、ホームページで検

索システムは用意しているといったところでございます。 

○委員 ありがとうございます。ユーザーからすれば、とにかくこういう資料があるのか

とか、本があるのかというところについて言えば、図書館の今のネット検索が絶対広く知

られていると思うので、図書館に男女共同参画センターへのリンクを貼るとか、ユーザー

にとって使いやすいこともぜひ検討していただけるとありがたいと思います。 

○会長 ほかに、委員の皆様、何かありましたら、よろしくお願いいたします。 

○副会長 副会長の山岸と申します。ご説明ありがとうございました。 

 私からは2点お伺いしたいのですけれども、まず組織についてですが、今回、具体的な

こういった事業を行うのは、資料5の人員体制名簿に書かれているこの皆様で行われると

いうことなのですかというのが一つですね。 

 そして二つ目は、皆様は過去にも様々な活動をなされているということで、杉並女性団

体連絡会の活動紹介が添付されておりますけれども、どういった方々がご参加されてきた

のか、お話しいただけますでしょうか。 

○杉女連 ページ数のないほうの人員体制名簿というのは、リーダーだけの名前が載って

いるものになります。パワポの22/30に、実働メンバーということで、加盟団体の27団体

及び関係者になります。 

○杉女連 様々な事業をやっておりますので、映画会は大抵400人以上の一般の方が参加

していただいております。最近ですと、割と20人とか、講演会などはそういう形を取って

おります。ですから、内容によって非常に幅がある活動であるというふうにご理解いただ

きたいと思います。 

○副会長 ありがとうございます。世代等も、そのイベントによって参加する世代もやっ
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ぱり多様になっているということでよろしいでしょうか。 

○杉女連 はい。 

○副会長 どうもありがとうございました。 

○委員 上高井戸町会の杉本と申します。よろしくお願いします。 

 未整備だった戦後資料、主として女性問題の解決、地位向上に関するものの整備に着手

なさるということで、心躍ります。公民館便りの創刊号が現存することに驚きました。ぜ

ひ手に取ってみたいです。 

 杉並区では戦後、消費関係や、福祉、教育、医療、原水禁など、多様な地域活動が展開

され、団体が組織化され、世界のうねりにつながっていった歴史があります。しかし、そ

の団体固有の資料は現代に伝わりにくいというのが課題だと思われます。やはりアーカイ

ブ、電子資料化することで、資料へのアクセスが容易な環境が整うと考えられます。 

 国立の女性教育会館の「ＮＷＥＣ」という情報資源組織、資料の分類・目録などが参考

になるのではないかと考えます。また、先ほど加藤さんもおっしゃいましたが、公共図書

館との連携、ＯＰＡＣの利用などをお考えいただき、また、区の公文書との連携も考慮に

入れていただければ、地域資料が生き生きとして、次世代につながる資料になるのではな

いかと考えます。 

 やはり、国立でもなし、東京都でもなし、杉並区ならではの資料体系を構築するという

取り組みですし、団体のリーダーが高齢化していることもあり、資料の散逸が危ぶまれて

いる時期にあり、とてもタイムリーです。個人に属している地域資料が、公共性を持つに

は、こうした専門性を持った人材による資料の体系化が必要なのではないかと思います。 

 ただ、現在、資料が貸出しできるという体制にないこと、また、関連雑誌や行政資料の

バックナンバーの欠落がとても残念な状況です。区に情報の収集を任せるということです

が、皆さんもぜひ選書とか収集もなさっていただくといいのではないかと感じました。 

○杉女連 温かなご声援をありがとうございます。後半の部分に関しましては、担当課と

いろいろと協議をしながら、もし受託できるのであれば、進めてまいりたいと考えており

ます。私たちもリーダーたちが高齢化し、資料も収集を早くしようということで、そうい

うことを踏み切ったわけですので、ますます頑張っていきたいと思っております。ありが

とうございました。 

○会長 ほかにありますか。 

○委員 ありがとうございました。委員の低引と申します。 
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 まず、資料を拝見したときに、これは行政がやるべき内容なのかなということを率直に

思ったんですけれども、お話を伺いながら、このナンバリングというんですかね、レファ

レンスしやすいような体系をつくっていく、あるいは目録化していく。こういったところ

は、図書館業務を専門としていない推進センターさんとしてはやっぱりできない守備範囲

で、そこの部分を民間側がサポートしていく、協働で実施していくということが改めて必

要な取組であることを理解いたしました。 

 その上で3点ご質問があります。1点目は、杉並区のジェンダーの課題というのを改めて

どういうふうに捉えていくとよいのかなということを思って伺いました。現在、ここで述

べられている課題と解決というのは、男女平等推進センターとしての課題というふうに受

け取っていまして、ここにアクセスしに来た方が、どうやって、より情報にアクセスする

か、より深い情報にアクセスできるか。こういったところでの解決策になっていらっしゃ

るかなというふうに思うんですけども、杉並区全体でのジェンダーの課題に取り組もうと

思うと、より広範囲、特に私の感覚からすると、例えば男性の経営者の方の意識を変えて

いくだとか、就業環境を変えていくとか、そういったところへのアプローチが必要なのか

なというふうに思いまして、どのような形で捉えていらっしゃるか伺いたいのが1点目で

す。 

 2点目、3点目は予算についてですけれども、2点目は、まず昨年までの事業規模が、お

よそ10万円ほどの規模であったかなと理解しているんですけれども、ここでの事業の予算

規模というのは、いきなり260万円、270万円ぐらいに上がってきますので、特に雇用等が

必要となるような事業計画ですと、それを推進できる体制がおありなのかということを伺

いたいのが2点目。 

 3点目としては、この中で人件費が多く計上されていらっしゃいますので、これが、何

というんですかね、ブックリストを作っていく、あるいはラベリングを作っていく、そう

いった活動で使われるだけでなく、よりプログラムを実施していくとか、区民の方に発信

していく、そんな取組を期待していいのか。この辺りの予算の活用の方法についても、方

針を伺えたらと思いました。 

○男女共同参画担当課長 ジェンダーの平等、考え方というか、区の目指すものですけれ

ども、男女の役割というのは、やはり性差もあったりするものと、私は考えているところ

でございます。そういった中で、そうした平等と言いつつ差がある部分があるということ

を互いに認め合って、そして、様々なところでそれぞれの方々が生きやすく生きていける
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ような世の中というのを、きちんとつくっていくということが必要だと思っています。そ

のためにはやはり今一番困っているところというと、やはり女性の方々に、固定的な観念

で家庭でのことや子育てのこととか、いろいろ負担が集中してしまっているというところ

があるので、家族の理解、そして男性の育児参加や子育ての参加とか促して、それを事業

者にも区民にも、全体に広げていきたいと考えています。 

 そうした中で、そういったことを、それぞれの方々、区民の方々が考えて行動できるよ

うになるためには、やはり自らが勉強する。調べたいと思ったときに調べられる環境にあ

ってほしいと思い、今回の男女平等推進センターの資料コーナーの活用、その本をさらに

もっと広げて勉強していただくための仕掛け、そういったものについて、協働提案をさせ

ていただいているといったところでございます。 

○杉女連 予算についてですが、実際、私たちの経営基盤というか、少ないというのはご

指摘のとおりだと思って、私たちも自覚をしておりまして、現在寄附を募っております。

そして、既に10月にも寄附がございまして、27団体と15名で、43件というか43団体ありま

すので、そこが6,000円の寄附をしていただけましたら、40団体としまして、1年目の目標

の24万、そこに向かって、今皆さんに寄附を募って、そこで基盤を強めようという計画で

ございます。 

○杉女連 雇用のお話、今の話とも通じるところがあるんですけれども、杉女連は、長い、

四十数年にわたって様々なボランティア活動をしてまいりました。もっと団体が多いとき

がありましたし、区からの助成金があったときはもっと大きな講座もやってきました。そ

ういう形で、いろいろな講座の運営等はやってきたんですけれども、それはずっと長い間、

男女、ジェンダー平等への視点にもつながっていくことなんですけれども、無償のボラン

ティア活動で長い間支えられてまいりました。しかし、社会状況が変わり、若い方たちは

もう、女性たちも皆さん働きに出たりして、やはり無償ボランティアで様々なものを支え

ていくのはもう限界ではないかということで、今回この話を頂いたときに、有償ボランテ

ィアという形でこの事業を進めていくことによって、女性の置かれている低賃金というと

ころが、もう少し改善していくちょっとしたきっかけになっていただければいいなという

形で、有償ボランティアという形を取っていくということで考えております。 

○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。委員の鎌田と申します。 

 私から2点質問がありまして、事業の実施体制の人員メンバーのところで、このメンバ
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ーの中で男性はどれぐらいいるのかなと、素朴に思ったんですね。杉並女性団体連絡会の

会員名簿のお名前を見ると、もちろん皆さん女性で、男女平等ってすごく大事なことだと

思っているんですけど、やはり男性の割合とか人員体制の男女比の割合も大事だと思って

いて、何か全員女性でしたとなると、男性の意見が反映されなかったりとか、これは逆の

ことも言えると思っていて、人員体制の男女比の割合を、もし分かれば聞きたいなと思い

ました。 

 2点目が、最初に男女平等推進センターの利用者数が少ないというお話があったと思う

んですけれど、私も長いこと杉並区に住んでいるんですけれど、勉強不足で知らなくて、

多分利用者数が少ないことのネックって、存在の認知だと思っているんですね。この広報

活動とか、若い世代とかにアプローチしていくのがすごく大事だと思うんですけれど、ま

ず将来的な何かビジョンとして、どういった形で広報していこうとか、そういったものが

あれば、ぜひ聞きたいなと思った次第です。 

○杉女連 杉並女性団体連絡会は、加盟団体には男性もおりまして、ただ、運営委員名簿

が先に出ていると思うんですが、それは、運営委員は今のところ女性がやはり占めており

ます。ただ、今回の事業に関しましては、会計なども男性が入っていただくということに

なっておりますので、そこはバランスを取って今後もやっていきたいと思っております。 

○男女共同参画担当課長 利用者数の話がございました。利用者数はなかなか伸びていな

く、少ないところがあるのです。それで、区としましては、「ゆうCan」という情報紙を

作成しまして、社会教育センターや区民センターとか地域の人たちが集まるところに、男

女平等推進センターで出しているジェンダーに関する情報紙を配らせていただいて、こち

らのほうに誘導したりということをしているところでございますが、今考えているのは、

男女平等推進センターは、児童青少年センターというところとの併合施設、複合施設でご

ざいます。そうすると、あそこには必ず中高生の若い子たちがいるんですね。1階部分で

す。2階部分に男女平等推進センターがあるということで、そちらとうまくコラボをしな

がら、若い方々にジェンダー平等について考えてもらう機会を持ちながら、今後ずっとこ

の施設を使ってもらうというようなことを考えてございます。これまでも西原理恵子さん

という漫画家の方が作成した内閣府のＤＶの予防啓発ポスターをパネルにして、男女平等

推進センターと児童青少年センターの間のところに置いたりしています。若い人たちが見

ると、漫画タッチで来ると、男女平等推進センターは難しいところというイメージがある

んですが、そういうものが変わったりするんじゃないかとか、児童青少年センターと組み
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ながら、一緒に何かできないかというようなことを模索しながら、利用者を増やし、未来

に使ってもらえる人たちを増やしていきたいと今考えているところです。 

○会長 ありがとうございました。私からも、コメントと質問が混ざっている感じで、四

つありまして。 

 一つは、皆さんがおっしゃっておられるように、また、今日のプレゼンテーションにも

ありましたとおり、ここの問題認識は本当に僕も強く共感いたしまして、低引さんもおっ

しゃったように、本当にバランスよく協働ができるのかなというのが、伺って感じました。 

 その上で、目的としてジェンダー平等というのを掲げていらっしゃるわけですけれど、

でも今日のお話を伺っている限り、はっきり男女というふうにおっしゃっているんですけ

れど、今のご時世、若干それに違和感がありまして。あまり男女とか、女性というような

こととか男性というのを、はっきり生物学的な形で、そこに差別があって、区別があって、

女性にとやっていると、もっとマイノリティーの人が苦しむだろうと思われるので、せめ

て表現は気をつけられたほうがいいんじゃないのかなというのが、まず一つのコメントで

あります。本当にマイノリティーをというところを意識していただけるといいかなと思い

ました。 

 二つ目が、若干ドライな感じの内容ですけれど、利用満足度を高めていきたいというこ

とをおっしゃっていたんですけれど、それはどうやって確認されるんでしょうか。ここは

計画までしかなくて、それを実際満足しましたかというのは、利用者数じゃないと思うん

ですよ。要は一回ぽっきりで終わっちゃったら満足していないわけなので。それをどうや

って満足度というのを確認されていく予定なのかというのが二つ目になります。 

 三つ目が、情報・資料コーナーというものが実際どういった情報・資料を扱うかにもよ

ると思うんですけども、その中でいわゆる図書になっている、要は出版されているものと

か刊行されているものが情報として扱われているわけですけれど、実際にこの意識を高め

ていく、理解を高めていくという中では、今は必ずしも紙媒体で印刷されたものだけが情

報ではないだろうと。もし関心を持って、しかもそこにレファレンスがあってというので、

行こうかなと。特に若い子はもしかしたら字を読むより画面で見るほうが見るかもしれな

い。しかもそこにしかない情報もあるかもしれないと思ったときに、いわゆる紙媒体以外

の情報ですね、ネットとかに載っている情報についての紹介とかアクセスというのもどう

考えていらっしゃるのかなというところです。言い換えれば、いろんな理解を深めていく

という中で、図書に特化されるのか、もしくはもうちょっと広げて情報資料というのを考
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えていかれるのかというところが三つ目です。 

 最後の四つ目ですけれど、ゴールのところで理解を深め、意識を高めてというところも

本当に大事だと思っておりまして、実際に団体とされても、展示をしてみるとか読書会を

してみるって、思いっきり外に働きかけていくとか、あと区としても、1階にある、もっ

と若い子に向けてというのをされていくというのは、本当に重要だと思っています。 

 ただ、こういった問題って、恐らく大事なのは、放っておいたら関心がある人が正しい

理解をしていくだけになってしまうだろうと。関心のない人にどれだけ向けるかというこ

とになってくるのではないかと。つまり、全く興味がないとか知らないという人がいるわ

けで、その人が一番の意識のない状態で、全然悪気はないのに何かをやってしまうという

存在ではないかと思っています。その人たちに伝えるには相当な手を使わなければいけな

くて、多分これは団体ではなくて、区だと思うのです。となると、まさにこの役割分担と

いうところで、区がほかの部署というのがあったと思いますが、ある程度興味がない人に

も興味を持たせる。ちょっと言い方はきついですけど、強制的な手段を持っているのは明

らかに区なので、連携するものとして、例えば学校だったりとか、もう必ず聞かざるを得

ない、見ざるを得ない、触れざるを得ないという場所と連携をするといった、もうちょっ

と広い連携というのを区内の中でというのをどう考えていらっしゃるのかなと。利用満足

度の件と、紙媒体ないしはネット上とかの情報の扱いの件、最後、区としての広い連携に

ついての三つです。お願いいたします。 

○杉女連 満足度は人数ではないというお話ですが、やはり継続的な講座とか、そこへ来

た人が、この間コミュニケーション講座をあそこで私はしたのですが、やはり継続的にそ

こで本を借りるし、そしてまたこの講座を継続してほしいということで、そのように次に

つなげていくことが満足度を増すことになると思っております。 

○男女共同参画担当課長 まず資料の話がございました。電子資料につきまして、今は男

女平等推進センターには、そういうネット環境がつながっていないということがございま

して、今は取り扱えない状況になっていますので、今後そういった、確かにパソコンでの

レファレンスというのがありますので、そういったものをどうしていくかというのは、今

後の検討になるかと思っています。 

 もう一つが、無関心層に対してどのようにアプローチしていくのかというところがござ

います。啓発講座は行っていますが、確かに意識が高い人は来るものの、来ない方もいる。

区では、実は5年に1回、4年に1回、無作為抽出で男女平等や男女の意識に関する実態調査
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というのを行ってございまして、多くの区民の方に、今は男女平等だ、今の状況はどうな

のかとか、働きづらいところがないかとか、そういった様々な調査というのを定期的に実

施して、その中で次の打つ手というのを考えています。また調査自体をすることによって、

区がそういうことをしているということに気付くきっかけになっているものと思います。

さらには、学校教育の中でも、男女平等の教育というものについて、小学校でも中学校で

も、これから力を入れていくような形で考えているという話もありますので、一緒に教育

委員会と連携をしながら力を入れていくことがよいのではないかと考えてございます。 

○会長 ありがとうございます。特に、ちっちゃい頃にそういった経験があって、ちっち

ゃい頃に例えばここに足を運んだことがある経験というのは、後に習慣化する可能性があ

るので、すごい大事だと思います。ありがとうございました。 

○委員 佐藤瑞枝と申します。 

 分かりやすいご説明で、ありがとうございます。皆さん、また委員の皆さんの一人一人

のご意見も伺いながら、ああそうだなと私も思うところがありまして。私も松田さんと同

じように、その男女という言葉、あと平等という言葉がちょっと引っかかるなというふう

に私も感想として思わせていただきまして、ＬＧＢＴの方々のことも大分マスコミでも取

り上げられるようになりまして、私も最初は、そんな人、本当にいるのかしらと思って、

周りにはちょっといない。でもいらっしゃるのかな。何かこの人はそうだとかというのを

聞いていますと、言葉だけの問題かもしれませんけれども、男女というよりは、人間とい

うか、みんな一人一人個性がおありですから、そういうところの、何か言葉だけで別に男

女平等というところにすごく引っかかるというわけではないんですが、何となく違和感を

やはり私も感じまして。あと、杉並の女性の団体というのも、本当にそういう先人の方た

ちのご努力があって今があるんだなということを感じております。 

 ここからが一つ質問なんですが、ぜひ教えていただきたいのは、また今までどのような

不平等というか、問題が一番大きかったのかなというところで、多分そういう問題が大き

かったから、変えていかなければという、住みにくさがあったと思われますので、そこの

ところをぜひ教えていただいて、それが、今、活動によって少し住みやすくなってきてい

る部分がおありだとは思うんですね。そこのところが一つお聞きしたいなと思ったところ

と。 

 もう一つは、これはまた私のコメントというか、蔵書のことは本当に推進していただき

たいんですけれども、若い人たちにもうちょっと訴えかけていくためには、やはり紙媒体
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だけでは無理であるのかなと感じているところがございまして、動画ですとか、そういう

ものをやはり先に見てしまうし、すごく訴える力がありますので、そういうところにシフ

トしていくための人材、そういう人材の選び方というか、そういうふうにもなっていくと

いいのかなと思いますけれども。 

 質問に戻りますが、質問としては、どういうところが一番住みにくい、いろいろ、そう

いう声として上がっていたのか、二、三、例を挙げて教えていただきたいと思いますが。 

○男女共同参画担当課長 女性に普通参政権が付与されたのは1945年、1946年に、初めて

の総選挙のところからになって、それまでは参政権もなかったということです。その後、

固定的な役割という観念があって、やはり女性は家にいて男性は働く。女性は家を守って

子供を育てるというようなことから、学習の機会というものも、なかなか、与えてもらえ

なかったということもあったと思います。 

 そういったことが時代とともに変わってきて、今はそういうことよりも、むしろ個人の

能力や一人一人の個性というものを伸ばしてあげてというような形で少しずつ変わってき

ているんですけども。ただ、森元首相がオリンピックのときに、女性がいると会議が長い

とか、まだそういった、思い込みなのかどうか分からないんですけども、そういった不適

切な発言が出てきてしまうところもあるかもしれない。 

 そういう、男性、女性とかという区別をしないで、一人一人の個人と人間として見て、

その人たちが一番個性を発揮できるような、みんなで認め合える社会というのをつくって

いけたらと思って、そういう活動を皆さんとできたらなと思っているところでございます。 

 やはりそれが固定的な役割観念の中で、女性が大学に行かなくてもいいんじゃないかと

か、家庭とか家でちゃんと子供を見ていて、働きたいのに働けなかった時代とかいうこと

が、不幸なことがあったんじゃないかなということでございます。 

○委員 ありがとうございました。 

○杉女連 杉並区の状態は、私も杉並に住んでそれほどたっていないので分からないんで

すけど、一般論として、例えば会議の場で女性が発言をすると、女のくせに生意気という

ような、今は面と向かっては言われなくなりましたけど、少し前まではこういう公の会議

でも言われたり、意見を取り上げられなかったりという経験は私にもあったりします。思

っていることを言っても、女であるがゆえに受け取ってもらえずに、若い男性が言うとす

ぐ通るとか、例えば介護の現場で女性が言っても、高齢の男性は全然聞かないんだけれど

も、若い男性の人が言うとすぐ聞く。いいことを聞いた、というようなことがあったりと
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か、男女で同じことを言っても、やっぱり性別によって受け入れてもらえないとかという

ような現実的なことは本当に多々あります。 

○委員 ありがとうございました。私の環境と、またいろんな方にお話を伺いまして、確

かに言われてみればそうだったかもしれません。また、大分20年、30年とたっている中で

変わってきているのかもしれませんけれども、それはきっと努力をしてくださったおかげ

で、だんだんと女性も住みやすくなってこられたんだなというふうに思いました。やはり、

あと、昇進の面もいろいろあったかもしれません。ありがとうございます。 

○杉女連 もう一つ言いますと、男性のほうは、学生たちがよく言うんですけれども、男

子学生だとリーダーシップを取らなくちゃいけなくてつらいとか、学生同士なのにお金を

男性のほうが出すのが当たり前みたいなのはおかしいとか、そういう思い込みというか役

割分担を押しつけられて、変だと。力仕事は男子学生がやってとかまとめて言われるけど、

自分は腰が痛いからやりたくないのにとかというような、授業では感想が出てきたりとか

しているので、女性も男性も、こういうものという思い込みで、やっぱり生活しにくいと

ころが多々あるのでは、まだ残っているところがあるのではないかなと思っています。 

○委員 ありがとうございました。つまり、男性だからこういう役割、女性だからこうい

う役割ではなく、そういう垣根をできるだけ取っていくというか、認め合うというか、そ

ういうことを目指してということでよろしいでしょうか。 

○杉女連 はい。 

○委員 ありがとうございます。 

○地域大学担当係長 私のほうから、一つだけよろしいでしょうか。 

○会長 はい。 

○地域大学担当係長 地域大学担当係長の武士田と申します。 

 閉架している図書・資料も全てオープンにするというお話ですが、今スライドで見せて

いただいた、当時の女性たちの機関紙などは、おそらく男女平等推進センターにしかない

たいへん貴重な資料かと思います。それを開架の書架に出して貸し出しの対象にしてしま

っていいのかということです。開架式書架に置いて活用するのはいいことですが、反面、

汚損・破損したり紛失してしまうこともある。そういう貴重な図書・資料を開架して貸し

出してしまって本当にいいのかというところは、お考えいただきたい。できればコピーを

取ってそのコピーを閲覧に供するといったことをお考えいただければと思います。 

○杉女連 はい。貸出しはせず、閲覧はコピーを利用するように考えています。 
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○会長 では、本日は長い間ご丁寧なご対応を頂きまして、ご説明も本当にありがとうご

ざいました。事業がうまく進んでいきますことを心から願っております。本当にありがと

うございました。 

（ 提案団体退室 ） 

○会長 (2)令和元年度採択協働提案事業の評価につきまして、事務局からご説明をお願

いいたします。 

○地域課長 資料の6-1、6-2、6-3をご覧ください。9月2日に、令和元年度に採択された

協働提案事業につきまして評価を受けました。その後、委員の皆様から、評価できた点、

評価できなかった点について、事務局にご意見をということでお願いしまして、そのご意

見をまとめたものが、この各資料の6の裏面に記載してございます。たくさんのご意見を

頂きましたので、全部を掲載することはできませんでしたので、類似のものは各事業の中

でまとめさせてもらいましたので、これで最終的な評価という形で事務局としては考えて

まいりたいと思いますが、その点のご確認をお願いできればと思います。 

○会長 ありがとうございます。 

 この資料の6-1から6-3ですが、何かご質問、ご意見等はありますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 ありがとうございました。 

 続きまして、最終評価表につきまして、引き続き事務局からお願いいたします。 

○地域課長 資料7、資料8をご覧ください。先日評価を受けました三つの事業につきまし

ては、令和4年3月で事業終了ということで、令和4年5月に最終評価を実施する予定でござ

います。その中の評価表でございます資料7が、提案団体及び担当課の自己評価表、資料8

が委員の皆様に評価を頂く最終評価表の案ということでございます。先の話でございます

けども、この場でご意見を頂いて、今後この評価表に基づきまして団体に自己評価をお願

いしようと思っていますので、ご意見をお願いいたします。 

○会長 委員の方々に書いていただくのは、この最終評価表になるということですよね。 

○地域課長 はい。 

○会長 中間のときに多少似たような形のものを皆さんご記入くださったかと思うんです

けど、そういったことも踏まえまして、ここにつきまして何かご意見等がありましたら、

よろしくお願いいたします。 

○委員 フォーマットについて意見というのはないんですけれども、中間評価をさせてい
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ただいたときに、団体側と行政側の自己評価の不一致の部分というのが、恐らく改善すべ

きポイントであったりとか、よりよい活動を進める上では重要な情報なのかなというふう

に思っていまして、事業を推進する、よりよくしていく上では、そこをすり合わせるとい

うのがどこかの場面で必要なのではないのかなと。それをこの評価表の中でやるとか特別

に時間を持つのかというのは、どういう設計がいいのかは分からないんですけども、それ

ぞれに出したものをすり合わせるような場面を持っていただいて、それについてコメント

を少し残していただくとかいうようなプロセスがあると、より私たちも、事業としてはコ

メントしやすいのかなというふうに思っています。 

○地域課長 基本的には、自己評価は団体も担当課もお互い自己評価を見て、意見交換し

ながら協働提案を実施しているものでございますから、不一致の部分をお互い認識しなが

ら事業を進めているということでございます。 

○副会長 私も初めてなので、いろいろと分からないところがあるので確認させていただ

きたいです。今お話がありました中間評価表がこのまま団体に示されるということですよ

ね。私も、今、低引委員がおっしゃったように、何かこれだと、結局何か私たち委員が個

別に意見を言っている印象で、この委員会としてどうなのかというものが見えづらい。今

回の委員の意見の扱いについて疑問が残る。それがよく分からないので、せめて前回終わ

った後に、感想程度もでもいいし、何か思ったこととかを共有、私も忘れてしまったとこ

ろもあったりもするので、何かそういうプロセスを入れてもらえるといいのかなと、今思

いました。 

○地域課長 最終評価が終わった時点で、協議会として総評という形でこの事業全体の評

価を作成します。皆さんの意見を基にして、協議会としてこの事業について、どう評価し

たかということを令和4年5月、最終評価が終わった後に、点数による評価と併せて総評と

いう形で、この事業に対する評価をまとめていきたいと考えております。 

○副会長 今のはこの全ての評価ということで、それはもちろん必要だと思いますが、や

っぱり何で中間評価をするのかという理湯の理解が私個人がまだできていない。この中間

発表会で私たちに発表して、いろんなものを紹介させていただいたからには、委員会とし

てのある程度の総意みたいなものをつくって示してあげる必要があるのではないか。やっ

ぱりこれだとそれぞれの委員の皆さんのいろんな視点がばらばらだったりして、でも団体

さんが全部これを改善できるのかとか、なかなか難しいこともあったりもしますので、せ

っかく私たち協議会の前でやってくださるなら、やっぱり協議会として、まず中間で、や
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った中での私たちの感覚、私たちの意見を伝えてあげるということも大事なのかなと思い

ました。 

○区民生活部長 今、副会長から頂いた意見はよく分かります。大事なことは、中間評価

で個々のいろんな委員さんからのコメントを頂いて、特に下のところですね、評価できな

かった今後の課題について、例えば最終評価の段階で、中間評価のときに頂いた意見につ

いて、それを参考にして担当課と協議しながら、どういうふうに改善を図ったのか。それ

をヒントにどういうふうに前進させたのかとか、そういう内容が入ってくると、今のお話

というのは完全にマッチすると思います。 

 この点につきましては、まだ煮詰まっていない部分もあるので、事務局で論議して、団

体あるいは担当課とも少しすり合わせしながら、常につながる、そうした仕掛けに持って

いければいいのかなと、このように考えます。 

○会長 ありがとうございます。 

 この点に関連して、若干話が中間のところと最終のところが乱れていますけど、それは

当然で、最終と中間は別物ではなくて、途中でやる評価も最後にやる評価も、評価の重要

性としては一緒で、中間評価があったからこそ残りの半分の活動があって、それも踏まえ

て最終評価があるので、全く別物ではないので、まず議論としては両方一遍にやることの

ほうが多分望ましいと思われていて。 

 かつ協働するということに対して、どうコメントするかというのを考えたときに、事業

そのものについてコメントするのも、確かに事業へのコメントとしてはそうですけど、た

だ、一方で、ずれがあったときに、それをどう調整するかと、低引さんがおっしゃったと

ころがまさに協働の鍵だと思っていて、実際にずれがありますとなったときに、それをど

う団体と区で協議したかということを踏まえて、初めて協働についてコメントができると

は思うんですよ。 

 もしもばらばらな評価が出てきたんだったら、まずは、意見を申し上げることができる

んだったら、そこについての本当の協働がそこだと思うので、事業をただ遂行するだけじ

ゃなくて、そこの協働をどうしているかということを含めて初めてよりよいコメントがで

きるんじゃないかなというふうに、まず思いました。 

 あと委員会の位置づけが、ここ最近制度が変わっていって、本当に今難しい、どうした

らいいんでしょうという状態が、多分この協議会だと思うんですけど、そのときに本当に

委員一人一人の意見を集めましたという書き方にするのか、委員会としての意見にするの



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 24/34 

かというのが明らかに違っていて、例えば評価できなかった点というのを一人一人が出し

ても、話し合ったら引っ込める場合があるわけですよ。自分が間違っていたといって。す

ると、委員会の意見じゃなくなるわけだし、せっかく委員会で出すんだったら、やっぱり

一人一人の意見を持って、僕らも本来は話し合うべきなんじゃないのかなというふうには

思っていると、むしろ団体にとっては矛盾する、もう雑多な意見をもらうより、僕らの中

である程度、完全な合意形成は無理ですけど、少なくとも間違っていたら間違っていたと

気づくことがより重要なので、それが団体にとっても区にとっても意味があると思うので、

やっぱり、それを仕切るのは会長かと思って、ただ、そういった観点でやるほうが、協働

のことにコメントするという上では大事なのかなというふうには感じております。 

○委員 やはり中間評価をやるということの丁寧さがあるのであれば、中間評価でお互い

に意見が合わなかったところとか、協働にいまいち合っていないよというところを改善す

るためにあるのでしょうから、最終評価のところには、そのどういうふうに改善したかと

いうことが分かるようにされるといいかなと思います。 

○区民生活部長 皆様の意見全体を通して考えれば、今日、資料8で最終評価のフォーマ

ット、資料7で団体と担当課が出していただいているフォーマットをお示ししましたけれ

ど、最後に井上委員から言っていただいたことを次の宿題にさせていただいて、このコメ

ントなどを踏まえて、その後どういうふうに協議をし、取組につなげていったか、そうい

うことについてきちんと書き込んでいただくということをファーストステップにしていき

たいと思います。委員の皆さんのご了解をいただければ、一旦今日は資料としてはご提供

申し上げた上で、次回に向けて、そんな工夫も事務局でさせていただけたらと考えます。 

○委員 大変前向きなご回答を頂いてありがたいんですけど、前回の中間評価のとき、特

に、2団体については保健所さんとの協働だったので、コロナの状況で提案団体ときちん

とすり合わせができていないから、双方の評価が違っていたというのも出てきていますの

で、今回、最終、来年なので、コロナの状況がどうなるかというのがありますが、なるべ

くそれができるように、ゆっくり余裕を持ったスケジュールとか、その辺りをぜひ、どう

してもここまでにやらなきゃならないとかということよりは、今のような本当に内容の濃

いものを出すんでしたら、十分なスケジュールに余裕を持って進めていただくということ

をお願いしたいと思います。 

○区民生活部長 了解いたしました。 

○委員 検討が進みそうだったので、コメントをさせていただきたいんですけども。二つ



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 25/34 

の観点が出てきていると思っていまして、事業者と行政の自己評価のずれ、これについて

僕は注目していました。もう一つは、副会長がおっしゃったように、私たちのコメントに

対してどういう改善をされたのか。これは違うものだと思っています。私自身はあまりこ

の委員会で意見をまとめないほうがいいと思っていると。限られた情報で、素人のメンバ

ーが言っている内容について、何か合意形成を図ろうとしても、難しいのかなということ

もありますし、そもそも的を射たコメントかどうかというのも分からないので、まずはこ

ういった意見がありましたというのを僕は伝えるぐらいの位置づけがいいのかなというの

は思っています。委員からのコメントをどのように位置づけて、事業者や行政の皆さんに

フィードバックするか、あるいはコメントをもらうか、この辺りも検討いただければなと

いうふうに思いました。 

○会長 この協議会の位置付けを決めることができるのは区の皆様ですので、協議会とし

ての意見というのを、個別ばらばらの委員の意見とするのか、それとも合意を図った協議

会としての意見とするのか。多分、助成金のほうは合意形成を取っていますけど、要はそ

れのような位置づけにするのかどうかと、組織としての位置づけに関わるところにもなっ

ておりますので、そこはもう、私たちが申し上げるというよりは、言われた中で活動する

ので、そこも含めて決めていただけたらと思います。 

○区民生活部長 低引委員からの今の意見については、協働事業のテーマ、内容にもよる

と思います。あまり画一的に、こうじゃなきゃ駄目だ、必ずああするというのではなくて、

来年度の協働事業について中間評価を行う時に皆さんから率直なご意見を頂いて、それを

踏まえた上で、会長、副会長に事前にご相談して諮っていただいたり、あるいはその場の

状況によって、事務局のほうから、今日の意見からすると、こんなふうな整理にとどめて

おいたほうがいいんじゃないかとか、こんなふうにすることが考えられるんじゃないかと

か、そういうような逆にやり取りして、より良い取扱いを決めていくやり方が考えられま

す。今日は非常に貴重なやり取りを今頂いたと思っていますから、それをきちんと受け止

めて、宿題にさせていただきたいと思います。 

○会長 加藤さんがおっしゃったように、前向きなご対応、本当に心から感謝申し上げま

す。ありがとうございます。 

 次に、令和4年度ＮＰＯ活動資金助成事業につきまして、事務局からご説明をお願いい

たします。 

○地域課長 今回、4年度に向けて、助成事業の一部見直しの検討をしたいと考えてござ
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います。使う資料は資料9-1、9-2、9-3です。 

 それでは、資料9-1をご覧ください。まず、対象事業についてですが、助成要綱に基づ

く、募集案内を作成し、周知しているんですが、この対象事業の表現が統一されておりま

せん。そのために表現の整理をしたいということと、スタートアップ事業の団体要件の見

直しをしたいと考えています。 

 資料9-3の3年度というところ、募集案内に掲載している対象事業を記載してございます。

スタートアップ事業については、活動の継続、自立を目指す団体が実施する事業。団体要

件として、団体設立5年未満又は直近年度決算期経常収益500万未満の団体。ステップアッ

プ事業については、団体活性化、事業発展、区や他団体の連携・協働を目指す団体が実施

する事業ということになっています。 

 一番右の備考欄では、スタートアップ事業として、団体活動の基盤強化のための事業、

以下は同じでございます。ステップアップ事業につきましても、団体活動の発展及び協働

推進のための事業となっておりまして、募集案内は、団体が実施する事業、要綱は事業そ

のものとなっていますので、ここの言葉の表現が違っておりますので、この事業を明確に

して、より分かりやすくする必要があると考えてございます。 

 そして、この現在の対象事業を設定した経過についてですが、資料9-2をご覧ください。

1の対象事業ですが、現在の制度は平成30年の募集から開始いたしました。当時の助成審

査部会の方々からの意見を踏まえ、立ち上げ後間もない団体や資金規模が小さい団体を支

援し、ＮＰＯ全体の底上げを図るための助成として、スタートアップ事業を、団体の活性

化や他団体の連携、それから協働の担い手を育成するための助成として、ステップアップ

事業を創設しました。また、スタートアップ事業の団体要件としては、設立5年未満、ま

たは直近決算期の経常収支が500万円未満の団体としました。そのため、現状のスタート

アップ事業では、設立が5年以上であっても、直近の経常収入が500万円未満ならばこの事

業で申し込むことができることになっています。 

 本来、スタートアップ事業はまさしくスタートアップということで、設立間もない団体

を支援し、その後は、事業を発展させた団体は、次にステップアップ事業に移って申請し

てもらうものと考えております。 

 具体的な修正の方法ですが、資料9-1の二つ目の丸でございます。スタートアップ事業

の見直しとして、団体要件から直近経常収入500万円未満の要件を削除し、設立5年未満の

団体が活動基盤強化のために行う事業としたいと考えてございます。資料9-3の4年度とい
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うところになりますが、3年度と比べて見ていただきますと、事業が、「実施する事業」

ではなく、設立5年未満の団体が活動の基盤強化のために行う事業と、あくまでも事業と

いうことと、団体要件としては、5年未満は変わりませんが、決算期経常収入500万円未満

の団体というのを削除してございます。 

 こちら、過去3年間の助成事業を9-2の資料で掲示してございますけれども、令和元年度

から3年度の申請状況と助成状況を示してございます。表中央の各団体の設立の項目を見

ていただきますと、網かけの部分が設立5年以上の団体でございます。ここで見ますと、

令和3年度の「DANKAIプロジェクト」は設立5年以上ですが、直近経常収入が500万円未満

であるため、スタートアップ事業の団体要件に合致しており、申請となりました。ただ、

過去3年間で、スタートアップ事業の申請団体は、ほぼ設立5年未満の団体となってござい

ます。そのため、スタートアップ事業の団体要件を設立5年未満の団体としても、申請団

体への影響は少ないと考え、5年以上の団体は一律ステップアップ事業での申請をしてい

ただきたいと考えてございます。 

 また、各年度のステップアップ事業の直近経常収入を見ますと、500万円未満の団体が

多くいますが、500万円未満であっても、やはり団体側は、発展的な事業であればステッ

プアップ事業で申請をするということでございますので、スタートアップ事業の団体要件

を設立5年未満の団体とし、直近経常収支が500万円未満という団体要件を外しても、申請

団体への影響は少ないのではないかと思います。 

 2番目に申請の時期でございますが、これまで協働提案事業の最終評価と助成決定の時

期が重なることがありませんでしたが、令和4年度は先ほどご説明しました協働提案の最

終評価を5月に行うため、助成事業申請の締切り日を10日早め、3月末とし、助成決定の時

期を5月中旬としたいと考えてございます。こちら、資料9-3の申請期間を見ていただけれ

ばと思います。 

 3番目に、助成金額についてご説明いたします。より多くの団体へ助成金の分配を実現

するために、現在、上限50万円を、上限30万円に減額したいと考えてございます。資料9-

2をご覧ください。過去3年間の助成状況を記載してございます。当初助成額を見ていただ

きますと、過去3年間で30万円を超えた助成額は網かけの3件ということになってございま

す。したがいまして、ほかの団体につきましては30万円未満ということでございますので、

助成金額を上限30万円に減額しても申請団体への影響は少ないと考えます。 

 4番目に申請書類についてご説明します。こちらは資料9-1の4でございますけれども、
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前回の助成審査での委員の皆様からのご意見を踏まえまして、申請書類を2点変更したい

と考えてございます。一つは事業計画書のステップアップの追加でございます。ステップ

アップした点を記載する項目を追加すること。二つ目がイベントごとの収支予算でござい

ます。こちらは、複数のイベントをやるような場合は、イベントごとの収支予算、これを

追加するということでございます。 

 審査方法については、特に修正は考えてございません。 

 最後に審査スケジュールでございますが、先ほど申し上げましたとおり、全体的に審査

を早めるということでございます。 

○会長 かなり細かいところまで、しかもここでのいろんな意見も踏まえてくださっての

対応もありまして、ありがとうございました。 

 では、この今の事務局からのご説明を受けまして、この見直しのところについて、ご質

問、ご意見など、お願いいたします。 

○副会長 いろいろとお伺いしますが、まず、そもそも50万円になった経緯ですね、簡単

に教えていただけますか。 

○地域課長 現行の50万円ですかね。 

○副会長 私の意見は、確かに30万円以上の団体が少なかったから30万円でいいだろうと

いうのは、あまりにも、という感じがします。そうであるならば、もし30万円にしていた

ら、申請しなかった団体もいたかもしれない。その金額で行う事業が大事だから、こうい

った事業者さんたちは申請してきて採択されたということもあるので、この1件ずつしか

なかったから30万円でいいだろうという考え方でいいのかなと、少し疑問を持ちました。 

○地域課長 29年度までは事業ごとに、例えば活動促進事業が上限30万円、協働事業が上

限50万円、若者活動事業が上限50万円、地域活動チャレンジ事業が上限10万円という形で、

10万円から50万円まで細かい分類がされていたんですね。それを30年度に見直しをしまし

て、50万円にしました。その上限にした根拠というのは多分今までは助成総額が250万円

でしたので、その中で5団体になりますので、その程度を想定していたんではないかと思

います。 

 実は、ＮＰＯ支援基金への寄附額が特に昨今はコロナの関係で、助成の原資となる寄附

金がなかなか集まらないというところがございまして、例えば250万円の上限をしていく

と、すぐ数年で枯渇するということもございますので、今の寄附状況を見まして、150万

円とさせていただいたことでございます。 
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 事務局としては、より多くの団体に助成をしたいとの思いでございます。現状の助成額

が30万円だから、30万円でいいだろうという思いではございませんので、より多くの団体

に助成をしたいということで、やはり50万円上限ですと、皆さん50万円上限の予算で申請

してくる例が多くございますので、ここは少しでも多くの団体に申請していただくために、

実態を見て30万円という形で考えた次第でございます。 

○副会長 そういうふうに説明していただけると、納得もしやすいと思います。できるだ

け多くの団体さんが申請できるように、広報の仕方などいろいろな工夫は絶対必要になる

のかなと思います。 

○会長 この50万円から30万円のところについて、何かありますか。僕も副会長と同じよ

うな感想を持っていて。もともと50万円でも、実際に50万円渡されることは多分ここ最近

少なくて、減らしていっているわけですよね。30万円になっているんだったら、そのまま

でもいいと思うんですよ。どちらかというと、ＮＰＯの活動をいろいろされている方々の

ご意見のほうが重要だと思うんですけど、50万円まで申請できますと言われて、でも減ら

されるかもしれませんという状態で、どうぞとされていったときに、本当に応募がどのく

らいになるだろうか。というか応募しようという気持ちになるか。でも減るかも、という

状態。一方で、上限30万円ですよとなって、減る確率、減らされる確率は少ないけど、で

も30万円で最初からいいろいろプランを練るのも夢がないしな、とかいうので、もしかし

てインセンティブが下がるかもしれないとなったときに、どっちにしろ、削る手間がなく

なるというのはそうなんですけど、何か申し訳ないなと思いながら申請を変えていくとい

うのもあるので、ただ、実際にＮＰＯの活動とかをされている方々からすると、50万円で

すよと言われて応募して削られて30万円となるのと、最初から、30万円ですよ、どうぞと

されるのだと、実際どう違って映るのかなというのが若干気になりました。本当に狙いど

おり多くに行くかどうかというのが気になったんですけど、その辺いかがですかね。 

○委員 恐らく、私が活動してきた団体では、30万円でも50万円でも出さないということ

になるわけですけれども、この応募されている方々からすると、30万円であっても50万円

でもあっても、ありがたいという形で恐らく出されるだろうなと。 

 私がお話ししたかったのは、これは金額以上に、それによって区から助成をもらってい

るということの、信用力。それをメリットとして掲げていらっしゃる方がいるので、その

点に関して、お金以上のメリットがあるかどうかというところが団体さんは見られている

かなと。 
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 私としては、協働プラザから受けられる支援であるとか、団体同士のネットワークに加

入できるなど、杉並区ＮＰＯ支援基金助成で採択されたことのプラスというものをもっと

つくっていく。プラスが生まれていけば、事業面で成果が出ている。さらに団体が集まっ

ている。その様な枠組みに寄附をしようと、区民や地域外の方々が応援してくれる。その

ような循環を生み出すことが大切だと思います。私としては30万円になるのは致し方ない

として、ちゃんと寄附を集める方向に将来的に向かっていくような取組を打っていかない

と、もうこれは枯渇するのを待つだけになりますので、それをお話ししたかったです。 

○区民生活部長 例えばもし250万円ご用意できたとして上限が50万円だったら、単純に

割れば5団体となります。しかし、前回、前々回の審査でも、協議会の委員の皆様の総意

として、一定の基準を満たした提案には多少、小額になっても助成していくようにきめ細

かな対応をしてきています。その辺りも総合的に考えたとき、上限を30万円にして1回や

ってみる方法もあるかなと考えます。 

 だから、基金がというのも確かにあるんですけど、それ以上にこの制度をどうやって浸

透させて、継続的な支援の取組として生かしていくのかと、こういったことを言っていた

だいていると思っているので、そこはそのときそのときで考えていかなきゃいけないこと

だと。その一方で、引き続き、基金に対する寄附を獲得する努力もより一層知恵と工夫を

積み重ねていく必要があると思っています。 

○会長 ありがとうございます。いいと思います。トライ・アンド・エラーを繰り返しな

がら対応されていくのが多分一番合理的だと思いますので、取りあえず1回やってみて―

―そんなに手間がかかる作業じゃないので、その変更すること自体は。今年はこれです、

とやればいいことなので、むしろそのときの状況というのを踏まえながら、対応していく。

実際あと基金がどのくらいあるのかというのを踏まえて対応されていくということでいい

のかなというふうに思います。 

 また、ただ、同時に実際、すごい説明されているのは感じるんですけど、低引さんもお

っしゃったように、金額以上のメリットがあるというのはもっと売りに出してもいいのか

なと。30万円に減るというよりは、実際この制度はこんな意味があるんだということを同

時にアピールすることで、よりきれいな制度に映るんじゃないかなというふうには思いま

した。 

 ほかのところについて、何かご意見等がありましたらお願いいたします。 

○委員 今回のご提案の内容ではないんですけど、今の関連で言うと、より多数の団体へ



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 5回） 

 

 31/34 

の助成を行いたいということから言うと、応募団体の資格をＮＰＯ法人または地域大学の

修了生だけに限っているということが、これはずっと言っているんですけど、ネックなん

じゃないかと思うんですよ。 

 例えば、今回、前半のこの杉並女性団体連絡会の方はこれに該当しないので、どういう

事業をやりたいのかを見るまでもなく、応募資格がありませんから駄目ですというふうに

なってしまうわけですよね。すぎなみ大人塾の修了生は何で駄目なの、というのはさんざ

ん言われますし、あとは一般社団の方もおっしゃいます。任意団体の方もそうだと思いま

す。 

 今回の変更のところの項目ではありませんが、今のような、低引さんのご意見のように、

この助成をもらうことが一つのブランドになる、しっかりやっているねという評価だとい

うことから言えば、やはりもう少し応募できる資格を広げるということもぜひ考えていた

だきたいなと思います。 

○地域課長 確かにおっしゃるとおり、今、これはＮＰＯ団体、法人格を持っていないと、

この助成金には申し込みできないということになっています。また、この助成がＮＰＯの

支援ということもございます。区のいろんな助成もございますので、今後検討させていた

だきたいと思います。 

○会長 お願いいたします。ほか、何かありますか。 

○委員 3点ありまして、一つ目は、この団体要件を5年未満に絞るというのは、これはか

なり絞られてくるんじゃないかなと。悪い意味で絞られちゃうんじゃないかなと思ってい

ます。私がご一緒しているＮＰＯ団体さんで、先ほどのお話にもありましたが、高齢化し

てきていて、若い世代に移さなきゃいけなくて、もう一回基盤をつくり直さなきゃいけな

いという団体さんは、ますます増えている状況でして、そういったときには設立50年とい

うところもあったりするんですよね。けれども、まさにスタートアップのこの趣旨に合致

したような意味合いで、組織基盤をつくりたくて応募したい。こういった団体さんは私の

周りにもたくさんありますし、これから出てくるだろうなと思っているので、ここは500

万円未満というところが残っていたほうが、私はいいかなということを、1点思っていま

す。 

 二つ目については、このスタートアップ事業の基盤強化のために行う事業というふうに

変更するというところは、私のようなＮＰＯでずっとやってきた者からすると、活動じゃ

なくて、組織のバックオフィスとか、そういう本業以外のところで使わせてくれるんだと
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いう認識を持たれるような表現なんですね。それは意図されていることと違うのではない

かなというふうに思っています。活動の中の、例えば備品を買うとか食品を調達するとか、

それに使うということを恐らく意図されているのであって、例えば経理をするための人が

必要、基盤を整えるためにそれが必要、その人に謝礼を払うために応募します、となるの

でなないかと懸念しました。これは多分想定されていらっしゃらないんじゃないかと思い

ますので、そういう表現を変更いただいたほうがいいのかなと思っています。 

 三つ目は先ほどの話と関連するのですけれども、やはりこの寄附金を集めていくために

は、特徴のある、意味のある事業だということを発信していく上では、杉並区は、ふるさ

と納税、税制優遇が受けられる形で寄附ができて、そのお金がＮＰＯ支援基金を通じてス

タートアップの事業、あるいはこれから基盤を整える事業を育てている。そして、協働事

業、協働提案につながるような取組を育てていっている。こういった事例をしっかりつく

っていって、発信していく。このストーリー性というのは重要だと思いますし、今のとこ

ろ基本的にはそのラインに乗った取組ができていると思いますので、それをしっかり発信

していって、より寄附を集めていく活動につなげられたらいいかなというふうに思ってい

ます。 

○地域課長 1点目につきましては、3年間の例を見まして、5年未満の事業者の申請があ

るということで、削除してもいいんじゃないかということでご説明したとおりですが、皆

様のご意見の中で、ここは従前どおり、低引委員のご意見のように、そのまま残したほう

がいいということでしたら、それはそのままで継続という形でもかまいません。 

 2点目のスタートアップ事業の基盤強化ですが、要綱ではこのような文章で載っていま

すので、そこを横引きしたというところがありますので、文章については、検討してみた

いと思います。 

 最後、3点目のＰＲにつきまして、まさしく区としましても、このＰＲの大事さ、助成

の原資として、これがなくなってしまっては、そもそも助成ができなくなりますので、ふ

るさと納税とかも含めて検討してまいります。個人的には、助成を受けたＮＰＯさんが、

基金について周知していただき、ＮＰＯつながりで集めていただくのが、一番の方法かな

と思っていますので、ＮＰＯ団体さんにはぜひ力を入れてほしいと、そういうＰＲをして

いきたいと思っています。 

○会長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 今の最初のところなんですけど、当初のとおり5年未満または直近年度の収入500万円未
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満というふうに、現行のままにするかどうかにつきまして、そこだけ、ここで一応皆さん

の意見を確認したほうがいいかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○委員 私は5年未満というほうが、実績もないので社会的な知名度もないわけで、活動

するのには結構苦労するというところを考えると、5年未満の団体にというところはいい

かなと思います。そのリスタートというか、というところも必要だと思うんですけれども、

この事業の場合は、ある程度リスタートであれば知名度もあるでしょう。底力はあるでし

ょう。ということを考えると、新しくつくろうという意欲のところを買って、5年未満の

団体という考え方でいいのかなという気はいたします。 

○会長 ありがとうございます。ほかのご意見はありますか。 

○委員 リスタート、低引さんがおっしゃってくださった、高齢化によるリスタートのた

めにという、そういう団体さんというのが、スタートアップとステップアップがあります

が、ステップアップというのは、スタートアップを通過したということではなく、例えば

リスタートの団体さんもステップアップから大丈夫だということですか。分かりました。

という趣旨でしたら、私もスタートアップ、井上委員のご意見と、そういうふうに趣旨を

分けてしてもいいのかなというふうに思います。 

○会長 では、ここもトライ・アンド・エラーでということで、まずは、資金も限られて

いますし、団体の数を増やすという意味でも大事だと思うので、まずは、スタートアップ

は本当に利がないスタートアップでということで取りあえず限定してみて、その後、実際

それこそ現場で関わっている方々がいらっしゃるので、声として、あれはきついよという

声が出てきたりしたら、また検討するということで、いかがでしょうか。 

（ 了承 ） 

○会長 ではご提案の変更案のままということにさせていただきます。 

 ほか、何かありますでしょうか。 

 最後に一つだけ。備考欄で、審査方法は変更なしでいいんですけど、点数云々というと

ころがあるんですけど、今回の協働のほうでも感じていたんですけど、点数を合計するこ

とに若干違和感がありまして。人によって点の付け方が違っていて、前提が3点なのか、

普通が4点なのかというのが違っている中で、合計されると、多分数字としての意味がな

くなってくるんですよね。だから、この点数を付けたほうがというのは、合計をするとい

うのは、少なくとも数学というか統計学的に考えたら無理であって、どちらかというと、

重要なのは多分順位だと思うんですよ。その人たちが、それぞれの委員がどういう順位を
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付けたか。点数を付けていたらいいんですけど、自分自身も分かるので、何をやったかと。

ただ、合計するよりは、それぞれ、合計も載せていいんですけど、それぞれの人が何位に

それを位置付けたかというほうが重要で、何かそこのデータを載せてくれたほうが審査が

しやすいかなというふうに思いました。そこは僕だけの意見かもしれないんですけど、た

だ、変更するというのは情報に加えてほしいということなので、それをしていただけると、

うれしいかなという感じです。 

○副会長 今の会長のお話での質問ですが、団体さんに落ちた理由は示されるのですか。 

○区民生活部長 点数は公表していません。 

○副会長 分かりました。ありがとうございます。 

○会長 ほか、この件につきまして、ありますでしょうか。 

（ なし ） 

○会長 では、いろいろなお願いばかりを申し上げている状態の今日一日ですが、事務局

の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 では、以上で議題は全て終わりましたが、何か最後にありますか。 

（ なし ） 

○会長 では、これで、第5回杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会を閉会させていただきます。 

 最後、連絡事項がありましたら、よろしくお願いいたします。 

○地域課長 次回の予定は未定でございます。また事務局と、会長、副会長と相談しまし

て、開催することがあれば、お早めに連絡等を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。 

○会長 どうもありがとうございました。 


