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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 6回） 

日 時 令和 4年 3月 22日（火）午後 2時 00分～午後 3時 17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】 

区民生活部長、地域課長、協働推進係長、地域大学担当係長、行政管

理担当課長、協働推進アドバイザー、協働推進係職員 

【オブザーバー】 

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 

配付資料 次第 

資料 1  協働推進基本方針・協働推進計画の概要 

資料 2  杉並区協働推進基本方針 

資料 3  杉並区協働推進計画 

資料 4  協働推進アドバイザーの委嘱について 

資料 5  令和 4年度の協働提案事業の実施について 

資料 6  令和 4年度杉並区 NPO等活動推進協議会日程について 

会議次第 1 開会 

2 杉並区協働推進計画について(資料 1・2・3) 

3 協働推進アドバイザーについて(資料 4) 

4 令和 4年度実施の協働提案事業について(資料 5) 

5 令和 4年度杉並区 NPO等活動推進協議会の日程について(資料 6) 

6 閉会 
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○地域課長 皆さん、こんにちは。定時になりましたので、始めさせていただきたいと思

います。 

 まず、事前配付の資料6につきましては、誤植があったため、資料6を当日配付してござ

いますので、差し替えをよろしくお願いいたします。 

 では、進行のほうは、副会長の山岸委員、お願いいたします。 

○副会長 それでは、会長がいらっしゃるまで、私が代わりに務めさせていただきたいと

思います。 

 皆さん、どうもこんにちは。よろしくお願いします。 

 では、これから、第6回杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会を開催します。 

 令和4年度から、杉並区の新たな基本構想がスタートしますが、本日は、基本構想を実

現するため計画の1つである協働推進計画の内容及び協働推進計画の中にある、協働の推

進を目的とした外部人材の登用について、説明を受けます。 

 なお、本日の協議会は、予定では、16時に終了することとなっております。 

 それでは、事務局、説明をお願いいたします。 

○地域課長 では、次第の2番、3番を併せて説明させていただきます。次第の2、杉並区

協働推進計画、次第の3、協働推進アドバイザーにつきましては、所管課の行政管理担当

課長から説明させていただきます。 

 なお、行政管理担当課長及び協働推進アドバイザーのお二人につきましては、3時15分

から別の公務があるため、3時15分までの参加となりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

○行政管理担当課長 こんにちは。行政管理担当課長の細谷と申します。よろしくお願い

いたします。 

 計画について、説明させていただきます。 

 まず、最初にお話ししなくてはなりませんが、協働推進基本方針並びに協働推進計画に

つきましては、昨年10月に議決されました杉並区基本構想に基づいて、本年1月に作成い

たしたところですが、コロナ禍ということもございまして、当初の予定よりも基本構想策

定が数か月遅れましたことで、計画案を委員の皆様にお見せしてご意見をいただくタイミ

ングが、11月のパブコメの期間中となってしまいました。区民説明会などがございまして、

直接ご説明もできないでおりましたので、今回改めて計画等のご説明をさせていただきま

す。 
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 まず、本日資料にはございませんが、杉並区基本構想では、区政経営の基本姿勢の章で、

今後10年の協働について、どう進めていく必要があるかを示してございます。社会の変化

が極めて激しい時代にあって、地域の課題を行政のみの力で解決していくことは困難とな

っておりまして、多様な主体が力を合わせ、協力し合って課題解決していく新たな協働の

仕組みを構築して、知恵や創意を結集していく必要があるとしております。 

 大きく二つ打ち出しておりまして、一つ目が、地域に開かれた新たな協働の仕組みをつ

くるということで、町会やＮＰＯ、地域団体等の従来の協働の担い手に加えて、企業、個

人事業主や大学、金融機関等を含めた多様な主体が参加する柔軟で開かれたネットワーク

を構築することで、お互いに対等な立場で地域の課題を共有し、協働しながら課題を解決

していくことができる新たな協働の仕組みをつくります、ということともう一つ、新たな

協働の取組を推進する職員を育成するということを打ち出してございます。地域課題の解

決のため、区民等との協働に対する職員の意識を醸成するなど、協働に取り組む職員の育

成を進めるということでございます。 

 こういったことを踏まえまして、協働推進基本方針をつくってございます。 

 では、資料2をご覧ください。基本方針の前文では、区と区民、民間事業者等の多様な

主体が相互に地域の課題を共有し、対等な立場で連携協力しながらその解決を図っていく

杉並ならではの新たな協働の仕組みづくりが重要といたしまして、区は今後、新たな協働

の形をつくるための取組の推進、こちらが方針1となります。そして、これまでの協働の

取組の一層の進化、こちらが方針2となります。この二つを目指すこととしてございます。 

 めくっていただきまして、方針1でございます。 

 現状と課題では、複雑で高度な地域課題を行政だけで解決して行くことが困難になって

いることから、これまでの協働の相手方の中心であった区民や地域団体に加え、民間事業

者や大学などの多様な主体との協働を深化させ、連携・協力して取り組むことが必要とな

ってきていること。 

 もう一つ、区民や地域団体、民間事業者等の多様な主体との新たな協働を目指すために

は、その担い手となる職員の育成と協働の推進体制の強化を図ることが重要となるという

ことでございます。その下の、方針に基づく主な取組で、公民連携による新たな協働の推

進。それぞれの主体が対等な立場で参加できるプラットフォームを構築するなど、柔軟で

開かれたネットワークづくりを行います、ということと、また、新たな協働を推進する人

材の育成ということで、これから求められる協働を理解し、実践に移せる職員を育成する
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ため、企業等への派遣を含めた研修を実施することとともに、意識啓発を図ります、とし

ています。 

 また、今回登用してございます協働推進アドバイザー、こちらの登用によりまして、戦

略的な協働の取組を進める体制を構築するということといたしてございます。 

 もう一枚めくっていただきまして、方針2でございます。 

 こちらが現状と課題、まず、大きく地域の協働の中核を担っている町会自治会に加え、

地域における新たな協働の主体との、より一層の連携が求められているということ。 

 防災・防犯や見守りなどの分野では、地域の力を結集して課題の解決が図られています

が、今後の超高齢社会を見据えると、さらに、地域の絆を強めるとともに、地域社会づく

りの担い手となる地域人材を育成する必要があるということ。 

 三つ目で、区民とのコミュニケーションの充実を図るため、広報誌やホームページ、

SNS等を活用し、分かりやすい情報発信を行っていますが、これまで以上に、区民の区政

への参画意欲の向上を図っていく必要があるということ。以上、三つをうたっております。 

 それに基づく主な取組といたしまして、地域活動への支援と地域人材育成。地域の力を

結集して地域のニーズを一層反映した協働の取組を進めていくということ、をうたってご

ざいます。 

 もう一つは、これまでどおり、すぎなみ地域大学やすぎなみ協働プラザの講座で学んだ

知識・技術を生かして、行政課題や地域課題の解決に取り組む地域人材を育成し、協働の

基盤づくりに努めるということ。 

 その下に、前の計画に引き続きまして、情報発信と区民等とのコミュニケーションを充

実させていくということをうたってございます。 

 この基本方針に基づく具体的な取組を、協働推進計画で示してございます。 

 続きまして、資料3をご覧ください。こちらは方針1と方針2で別れてございますが、方

針1の取組につきましては、この後、少し詳しく説明させていただきますので、先に5ペー

ジ以降、方針2の取組のほうをご覧ください。 

 方針2では、これまでの協働推進計画に基づく取組に、幾つか4年度からの新しい取組が

加わりまして、全部で42の取組を進めてまいることとしてございます。例えば、22ページ

を開いていただくと、上段は、協働提案制度の実施となってございます。 

 こちらについては、4年度、5年度、6年度と引き続き実施をしていくという方向でござ

います。 
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 このような記載方法で、42の取組が書かれてございます。 

 また、新たな取組といたしましては、例えば、10ページをお開きいただけますか。10ペ

ージの一番下、空家等利活用相談窓口の開設、こちらの取組につきましては、民間のノウ

ハウを活用して、空家問題の解決を図るために、区内の不動産関係の事業者と協働して、

空家等利活用相談窓口を開設するというものでございます。 

 また、17ページをお開きいただけますか。こちら下段のほう、農福連携農園「すぎのこ

農園」の運営でございます。こちらは、都立農芸高校等との連携事業の推進や障害者の就

労支援、区民・地域との連携事業の実施など、農園を通じた協働の取組を実施するもので

ございます。 

 これまでの取組と合わせまして、こうした取組を推進し、さらに充実させていこうとい

うものでございます。 

 方針2については、以上でございます。 

 それでは、新しい取組である、方針1をご説明いたします。1ページをご覧ください。 

 まず最初に、公民連携に関する専管窓口の開設でございます。企画課内に4月から新た

に、公民連携担当係長を設置いたします。担当係長を中心に、新たな協働の仕組みづくり

を進めてまいるものでございます。 

 仕組み構築後は、民間事業者など、様々な主体とのネットワーク間で課題の共有を図ろ

うと思ってございます。 

 また、解決策の提案を受け、担当部署間をつないで取組実現に向けた対応を図っていく

ことといたしております。4年度につきましては、担当係長1名を中心に、詳細を固めてま

いりますが、専管窓口開設後の体制は、人員とか、あと、他課との協力の体制も含めまし

て、別途検討してまいる必要があると考えてございます。 

 その下、公民連携プラットフォームの構築に向けた検討でございます。様々な主体が対

等の立場で参加でき、ネットワーク化することにより、情報共有、課題共有を図って、課

題解決につなげられるようなプラットフォームを構築します。5年度以降の活用を目指し

ます。 

 プラットフォームのイメージでございますが、資料1をご覧いただいてよろしいでしょ

うか。資料1の計画の概要の右下の図ですけれど、これがネットワークのイメージ図でご

ざいます。 

 まず、この輪の中、プラットフォームに参加する。こちらは、参加申込の形を取りたい
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と思っております。参加しますと、地域の課題や問題、そういったものを確認する場であ

り、共通の認識をする場、それぞれに参加者の方にアイデアを出していただく場でもあり、

区も課題を挙げたり、解決に向けた相談などもできるというものを現在、イメージしてご

ざいます。 

 これらの主体が定期的に、例えば、月に一度集まって打ち合わせるといったものではな

くて、通常はメーリングリストなどの活用によりまして、情報共有・交換を行っていき、

何か個別の課題に対応していくとき、あるいは、ある課題に対するアイデアが出てきた際

など、アイデアの流出を防ぎつつ、これから検討しますけれども、全体の情報共有はしつ

つも、課題に対応するべく関係者が集まって打ち合わせるといった想定を、担当レベルで

しているところでございます。 

 区ならではのプラットフォームという点では、区民参加もうたってございますが、どう

いうふうに区民に参加していただくかについては、これからアドバイザーの助言をいただ

きながら検討していきます。 

 資料3に戻っていただきまして、2ページ目でございます。 

 様々な手法による、区民、民間事業者との連携事業の推進でございます。これまで、施

設再編整備担当が中心となって、施設の利活用策などの検討のため、サウンディング型市

場調査というもの、こちら、注書きにもありますけれども、公有地の活用や民間サービス

の導入に当たりまして、公募により民間事業者の意向調査や直接対話を行って、当該案件

の活用の可能性、最大限高めるための取組の内容等に関する整理を行うものでございます。

サウンディング型市場調査を行っておりますが、こういった取組はさらに活用していくと

ともに、様々な手法による民間事業者等との連携を進めていくというものでございます。

こちらに関しましては、進めていく中で、結果的には協働の取組ということにはならない

ものも出てくる可能性があるかなと思っていますが、例えば、ここに載せてございますＰ

ＦＩの手法は、協働には今、当たらないということになっていますが、あくまでも民間事

業者等のアイデアなどを取り入れるため、連携して検討を行った結果によるもので、様々

な手法が出ると思っています。 

 基本的には、連携事業が協働の取組につながることを前提に、こちらも協働の取組とし

ています。 

 その下の、民間事業者等との包括連携協定でございますが、現在、大塚製薬とか、セブ

ンイレブンなどと協定を締結しまして、取組を行ってございます。こういった取組を今後



第 10期 杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（第 6回） 

 

 7/23 

も推進して行くというものでございまして、ただ、コロナ禍もありまして、実際のところ

はなかなか、連携した取組を進められていないですが、協定に基づく取組に関しては、他

の企業からも社会貢献したいという理由などから相談がございますので、4年度以降は取

組を充実させていけるものと思ってございます。 

 次のページをご覧ください。3ページでございます。公民連携による、区有財産の新た

な有効活用の推進です。 

 今後、例えば、区有施設を廃止するなどといった場合に、こちらにつきましても、サウ

ンディング型市場調査等を活用することになるかとは思うんですけども、公民連携により、

有効活用について様々なアイデアをいただきながら、調査研究を進めるというものでござ

います。特に、取組内容の下側にございます太陽光発電事業につきましては、環境課とも

連携しながら、調査研究を進めてまいります。 

 ちなみに、こちらに書かれてございます遊休区有地というのは、杉並区の土地で、太陽

光発電事業の可能性がある千葉の富津学園の跡地と静岡の南伊豆健康学園の跡地を想定し

てございます。 

 続きまして、その下の公民連携による地域課題の解決に向けた職員の意識啓発・人材育

成です。先ほどお話させていただきましたが、今後、協働の取組を推進していくに当たり

まして、協働に対する職員の意識醸成を図っていくというものでございます。現行、例え

ば、地域課で実施している協働提案制度につきまして、各所管課の担当職員のＮＰＯなど、

地域団体と協働して取り組んでいこうという意識が低くて、これまでどおり直営で、また、

これまでどおり委託形態のままで、といった姿勢が感じられ、提案が事業化に結びつかな

いといったお話を聞いております。 

 これまでも、地域課協働推進係を中心に、新任係長研修などで協働に係る研修を実施し

ていたところでございますが、今後、新たな協働の仕組みに関する説明会的な研修の実施

のほか、協働を実践している企業等への派遣研修や協働提案について研究し、話し合いな

がら職員がそれぞれ解決策を出していくといったグループ研修など、意識醸成につながる

研修を検討して、実施してまいりたいと存じます。 

 その次の協働の推進を目的とした外部人材の登用は、今般補正予算をつけまして、2月

から既に登用してございますが、協働推進アドバイザーを登用するということでございま

す。この後、アドバイザーにつきまして、簡単に説明させていただきます。 

 最後、4ページ、オープンデータ等の利活用につきましては、今後、区保有のデータを
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地域課題解決などにつながるように利活用していくという取組でございます。 

 計画の説明は、以上でございます。それでは、協働推進アドバイザーについて、簡単に

ご説明いたします。資料4をご覧ください。こちら、先月の総務財政委員会で、区議会へ

報告させていただいた資料となってございます。 

 この後、自己紹介もしていただきますが、資料1にありますとおり、藏田幸三さんを2月

1日から協働推進アドバイザーとして委嘱いたしました。年度更新となりますが、当面は、

委嘱期間、4、5、6年度までの3年間ということでお願いしてございます。 

 2の役割をご覧ください。（1）では、新たな協働の仕組みづくりへのご助言をいただく

というものでございます。また、（2）これまでの協働の取組を充実を図っていくための、

検証等に関するご助言をいただきます。こちらの取組の、まずはじめの対象とするものと

しまして、地域課で行っている協働提案制度を想定してございます。 

 新たな協働提案、公民連携の仕組みとのすみ分けや、一緒に動くべきところは動いてい

くというようなところも検討していかなければなりません。アドバイザーには、制度を運

営していくよりよい形を検討していく中で、ご助言をいただいていきたいと考えてござい

ます。 

 ここで、今日お配りしました参考資料をちょっとご覧いただけますか。現在の協働提案

制度、また新たな提案の仕組みにつきまして、協議会との関係性というか、イメージ図を

作ってございます。現行の提案制度の仕組みにおける協議会からの意見聴取というところ

と、同様な関わりを新たな提案の仕組みにおいても持っていただく想定ではございますが、

これからの検討となってございます。新たな提案の仕組みの中には、施設の運営等のハー

ド面において、協働に当たらない提案もあることが想定されますので、全ての提案につい

てということにならないかとは存じますが、何らかの意見聴取等の役割のほうはお願いす

る可能性がございます。 

 こういった点も含めまして、アドバイザーからご助言いただくとともに、案が固まって

きたところで、協議会の皆様からもご意見を頂戴できればと思っています。 

 先ほどのアドバイザーの資料に戻っていただきまして、役割の（3）でございます。こ

ちらは、新たな協働の仕組みづくり、あと、現行の協働の取組の充実を図るに当たりまし

て、地域団体や企業などから意見聴取することとしてございます。アドバイザーにもご同

席いただくなどすることを想定していまして、同時に、新たな公民連携プラットフォーム

への参加、あと課題解決のためのアイデア出しなどについて、アドバイザーと一緒に事前
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にお願いしていこうと考えてございます。 

 （4）につきましては、アドバイザーに協働推進のための職員意識啓発に関する研修に

ついてご協力をお願いするということでございます。藏田さんには早速でございますけれ

ど、明後日、管理職対象の公民連携に係る講演をお願いしてございます。 

 駆け足でございましたが、私からの説明は、以上となります。 

 では、藏田さんから、お願いいたします。 

○協働推進アドバイザー 皆さん、こんにちは。今回、杉並区の協働推進アドバイザーを

拝命いたしました藏田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 二、三分で自己紹介のお時間を頂戴しております。資料の4のとおり、公民連携研究財

団で代表理事をさせていただいております。現在、全国で47の自治体と協定を結んで、Ｐ

ＰＰ（パブリック・プライベート・パートナーシップ）を一つの切り口にして、まちづく

りに関する取り組みを展開させていただいております。内閣府、国土交通省、様々な自治

体での委員会などもさせていただいておりますが、今回、今、細谷課長からお話があった

とおり、杉並区として戦略的に「協働」を進めるということで、どこまで戦略的に動ける

か分かりませんけれども、少しでも今まで杉並区で培ってこられた様々な積み重ね資産を

生かして、新しい杉並区らしい協働、公民連携のスタイルを作っていく、僅かばかりのお

手伝いができればと存じます。 

 今日も、会議に出席する前に協働プラザにも行かせていただいて、朝枝様や小山先生な

どとも意見交換をさせていただきました。何か新しいものを単発的に実施するということ

は、区の政策としては本来の姿ではないと思います。これまでの区がやってきたことを生

かし、さらに基本構想などで定められた内容を踏まえ、公民連携の取組も進めていくべき

だと考えております。そのスタートとして、ぜひ今回、ご挨拶させていただきました。い

ろいろとご指導いただきながら、少しでもいい方向に持っていけるきっかけづくりに汗を

かかせていただければというふうに思います。 

 アドバイザーという役職名から、何かアドバイスする役割と思われないように、しっか

りと皆さんとお話をさせていただいて、信頼関係の中で、新しいプラットフォームである

とか、様々な事業化であるとか、新たな取組をつくっていければというふうに思っており

ますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜れればというふうに思っております。 

 こういう会議でのご挨拶よりも、また個別にご挨拶させていただいて、お話を伺うよう

な機会もあろうかと思いますので、ぜひ、ご協力いただければと思います。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 

○地域課長 では、会長、進行をお願いします。 

○会長 ご説明ありがとうございました。 

 では、ここまでの杉並区協働推進計画で、協働推進アドバイザーについて、何か、ご質

問、ご意見等、よろしくお願いいたします。 

○委員 委員の柴田です。ありがとうございました。せっかくですので、杉並区協働推進

アドバイザーのところで、ご質問できればと思うのですけれども、藏田さんにおかれては、

既にこの財団の代表理事としていろいろご活躍されているということ、いろいろご経験も

あって47自治体でやっていらっしゃるということでしたけれども、東京都特別区のほかの

区の中では、例があるのか、ないのかということと、もし、県とか市のレベルと、また特

別区での協働を考えるときに、まだ今検討中だと思いますけれども、今の段階で、こうい

うことを考えていく、違いがあるのかな、考えるべきなのかなというお考えがあれば、教

えていただければと思います。お願いいたします。 

○協働推進アドバイザー ご質問ありがとうございます。23区の中で言うと、今回、ご縁

をいただきましたきっかけの1つにもなっているのが、新宿区さんと一緒にやらせていた

だいておりまして、そこでは、去年、今年と、来年度からスタートする提案制度をつくる

というところでのお手伝いなどもさせていただいております。どちらかというと、23区特

別区は、それほどつながりがあるわけではございません。むしろ、全国、小さい自治体さ

んのほうが多くございます。特徴としては、非常に、特別区というのは、それなりの組織

感、規模感がございますので、どこからどう始めるのか、どこを最初のゴールとして設定

するのかというところは、非常に重要かなというふうに思っております。杉並区の中でも、

各地区の特色、歴史、文化、様々ございますので、今回、ここの計画構想に定められてい

る取組を、どこからどうやって進めていくべきなのかというところの仕掛け方については、

十分に皆様のお話を伺いながら、しっかりと成果が出る目標を定めていければなというふ

うに思っております。 

 どういうふうにしたらいいかという答えを私、全く持っておりませんけれども、これま

でやってきたこと、これからやらせていただくこと、全てそうなんですが、基本的には1

対1の人間的な関係の中からしか、公民連携は生まれません。お金がもうかるとか、正し

いとか、よくないとかじゃなく、ここの人間的な関係の中で、この人とだったら何ができ

るなと思ってもらえるかどうかという関係づくりが、職員の方ですとか、関わっていただ
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く方との出会いの中で、どれだけ作れるかということが勝負だと思っておりますので、ぜ

ひ、いろいろとご指導いただきながら、またいろいろとお話させていただきながら、大き

なものでも、1を動かさない限りは、全く動きませんので、そこにとにかく、一生懸命、

愚直に取り組ませていただければというふうに思っております。ぜひ、これをご縁にいろ

いろとご指導いただければと思います。 

 以上です。 

○委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。ほかに、何でも、ご自由にお願いいたします。 

○委員 もう1つよろしいですか。 

 資料3の、杉並区協働推進計画（第1次）の、第1ページ、方針1の公民連携プラットフォ

ーム構築に向けた検討という項目がございまして、横向きの参考資料というのは、ここに

関する資料だというふうに理解しておりますが、現行の協働提案制度から、今まだ策定段

階というところかというふうに思いますけれども、現行の制度ですと、提案、審査、事業

化という流れがあって、ここに当協議会が、あくまで、意見を申し上げるというような手

続で関わらせていただいたところかと思いますが、イメージのほうは、単純に言うと、審

査という真ん中の項目が、審査ではなくて、提案内容の実現に向けた検討調整という項目

になっておるんですけれども、審査という過程がなくなるような感じのプランなんですか

ね。イメージだというふうなところだと思うんですけれど、この辺り、協議会の関わりと

しては、それに対して、多分、思っていることを言うくらいのことしかないとは思うんで

すけれど、もし、そこの2段階目が、まだ、イメージ段階ということだとは思いますが、

ここを変えるみたいなのがあれば、教えていただければと思います。 

 以上です。 

○行政管理担当課長 私から説明します。 

 これから検討なんですが、様々な自治体を見ていまして、真ん中のところ、審査という

ふうにして、審査委員会を持っているような自治体もあったり、あとは指針を定めて、そ

の指針に沿った形で受付をして、受付をしている事務局のほうで決めてしまうという方法

を取っているところもございます。ただ、できれば審査委員会的なものは作っていきたい

と思うんですけれど、まだ具体イメージが出来上がってございませんので、場合によって

はＮＰＯ等活動推進協議会の皆さんに意見調整をする、といったことを今思っているとこ

ろでございます。 
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○委員 ありがとうございます。 

○会長 ありがとうございます。お願いします。 

○委員 井上と申します。よく分からないところがあるので、教えていただきたいのです

が、提案があって、何らかの審査があり、事業化に至るということだと思うのですが、審

査で合格したら、その後はその主管課と事業先と何らかの連携を取って進められると思い

ます。そこに、こうすればもっとよくなるというようなアドバイスを注入するという、そ

ういうイメージなのでしょうか。 

○行政管理担当課長 イメージですが、この提案を受けて協議していく中で、レベルアッ

プはしていきたいと思っていますが、どの段階で審査に移るかまではまだ決めていません。

例えば、審査をした後に、決定して事業化になるという場合に、今までの提案制度だと、

予算もついているのでほぼそこで決定ですが、新しい制度は、その後、具体的に所管課と

提案者が協議をして、予算化するときに、例えば、ここの審査会で通ったものはもう、イ

ンセンティブがあって予算化しやすいなどのルールをつくっていくので、どうなるかはま

だ分からないんですけれども、イメージとしてはそんな形で考えております。 

○委員 はい。分かりました。 

○会長 ありがとうございます。お願いいたします。 

○委員 ご説明ありがとうございました。委員の低引です。公民連携のプラットフォーム

が出来上がる動きは、すごくうれしいことです。これまでの協働推進に行くと、例えばＮ

ＰＯとか地域団体が、主な協働のパートナーだったと思います。ここに民間団体、民間事

業者が加わって、より一層広がっていくことを楽しみにしています。 

 私から、ご質問したい内容は、実は最初に回答いただきまして、例えば、プラットフォ

ームがうまく動くためには、メーリングリストが作られるだけではなかなか難しいだろう

と思っていましたので、どのようにつながっていくのかを質問したく、その点はお一人お

一人とつながっていくことが大事だということで回答いただきました。 

 1点伺いたいところは、こういった公民連携がうまく進むために、優先順位やポイント

があるのかなと思っています。何かしら優先順位をつけないと、全てを同じように進める

わけにはいかないのではないかと思います。優先順位のつけ方でしたり、公民連携がうま

く進んでいくために、ここのポイントはまずおさえていきたいなど、現時点では、約束と

いうわけには難しいと思うんですけれど、参考までに伺えればと思います。 

○協働推進アドバイザー アドバイザーの立場で、申し上げさせていただきます。一番の
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ポイントは、協働も、ＰＰＰも、プラットフォームも、関わる人が自分がやりたいと思わ

ないものは、どんなに価値があったり、お金をもらっても、無理やりやらされていること

でしかないので、そういう意味では、当事者性をどこでも持たせるのかというところが一

番のポイントだと思います。その点で言うと、まさにこの、行政から見れば、この計画に

乗っている事業が、仕事としての当事者性であると同時に、ＮＰＯさんであれば、ミッシ

ョンであるとか、企業であれば、特にＳＤＧｓや、様々な意味での社会活動報告書等々に

出てくるようなネタを、やっぱり最初の真ん中に置かない限りは、みんなが手を出そうと

思わない。それは、大学などもそうかもしれません。そういった教育機関なんかも、そこ

は違います。そういったところをいかに早く見つけるのか。あまりこう、べき論というよ

りも、いらっしゃる人たちの中でしかプロジェクトはできませんので、そのメンバー構成

の中で、そこに関わられる方々の職位とか、持っていらっしゃる力にもよって、物の大小

はやっぱり決めていかないと、なかなかうまくいかないだろうなと。ですので、基本的に

は、教科書どおり計画等に位置づけられているものであれば、行政として乗りやすい。一

方で、それがＮＰＯ市民サイドや企業サイド、大学、そういう様々な機関にとって、どう

したらこう、うまくつながれるのかなというところの見せ方、伝え方、つなげ方が、一番

重要かなと思っておりますので、それは取りも直さず、そこに関わっていらっしゃる方々

が多くいらっしゃるということの証でもありますので、そういう方々の力をいただきなが

ら、いかに進めていくのか。全く新しいものをぽんとやって面白いことやりましょうとい

うよりも、今まで関わってきた方々の思いを拾いながら、新しい価値を作り出していくと

いうところがポイントだと思っています。 

 その点で言うと、行政の予算はなかなか限りがございますので、クラウドファンディン

グや企業版ふるさと納税であるとか、様々、個人でもかなりそういう意味では、ファンデ

ィングする仕組みもできてまいっていますので、お金だけじゃない行動も含めて、いろい

ろな資源を持ち寄って、やれる人たちが集まっていくことで、スピード感を出していける

と比較的スムーズに事が進むのではないかなというふうには思っています。 

 ですから、杉並区の地域の特色である、そういう意味では、区民の方々の関心とか意識

であるとか、高齢化というのは問題なんかも、課題としてはありますよね。そういったと

ころを少し、引き込みながら、新しいものを作っていけると、いいんではないかなという

ふうに思っています。 

 皆さんとぜひ、それはお話させていただいて、こういうことだったらやってみたらどう
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かというようなところのアイデアも、将来できたらというふうに思っています。 

 以上です。 

○委員 ありがとうございました。 

○会長 お願いします。 

○委員 委員の鎌田です。本日はありがとうございます。 

 素人質問みたいな感じで申し訳ないですけれど、参考資料のところで、協働提案制度の

ところで、協働が提案されたら、そこで審査で、このＮＰＯ等活動推進協議会が、ある意

味、審査したり、何か確認したりとかがあったりと思うんです。公民連携プラットフォー

ムができると、このＮＰＯ等活動推進協議会は、パートナーとして関わるという、これも

イメージだとは思うんですけど、そうすると、この会議、このＮＰＯ等活動推進協議会と

いう協議会の在り方とか、ポジションが多分、今後変わっていくのかなと思っていて、多

分今までは、ある種、決定権とか、そういう力があったのが、パートナーになると、何か

そういう決定権とかがなくなるのかなと思ったのと、あんまりこういう言い方をしたら怒

られるのかもしれないですけど、プラットフォームがあって、さらに協議会があると、何

か同じような組織が二つあるのかなと思いました。その辺りが、素朴に、今後のＮＰＯ推

進協議会の在り方とか、どういうふうに変わっていくのかなと思った次第です。 

○地域課長 この協議会の所管課であります私から、お答えします。 

 協議会自体の位置づけは変わりません。というのは、この協議会は、条例に基づいた区

長の附属機関だからです。協働に関する附属機関は、この協議会しかありませんので、鎌

田委員が言ったような力が弱くなるんじゃないかということはございません。新しい仕組

みがこの協議会に対してどう働きかけていくか。今後、いろんな議論を経た中で、どうい

う形で関わってくるのか、そこは今後企画課で検討していきますが、協議会自体の役割と

しては、変わらないということになっております。 

○会長 ありがとうございます。自分たちの組織の位置づけも再確認できてよかったです。

ありがとうございます。 

 ほか、何かありますでしょうか。お願いします。 

○委員 杉本と申します。よろしくお願いします。 

 新たな協働のステージへのところに書いてあるプラットフォームのイメージですけれど

も、既に地域には、地域学校協働のプラットフォームということで、学校地域支援本部コ

ミュニティスクールのように、小さいですけれども、町会や校区レベルでのプラットフォ
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ームが構築されています。そこが学校と地域を結ぶ中で、様々な事業を展開したり、子供

たちの成長を見守るということをやっています。そういった小さなプラットフォームと、

こちらで想定なさっているプラットフォームの関係というのは、今後どのような形になっ

ていくのでしょうか。 

○行政管理担当課長 そうですね。教育委員会だけではなくて、ほかにもあると思います。

そこをどうやって拾い上げていくかとか、そういう仕組みも考えていかなきゃいけないと

は思っていますが、検討はこれからというところでございます。 

○協働推進アドバイザー よろしいですか。 

 ありがとうございます。そういう意味では、教育、学校と協議会もそうですし、地域包

括なんかもそういう意味で言うと、ある面では縦走支援の中で、いろんな方々が関わって

というところはございます。 

 今回、やろうとしている取組とは、そういう意味で少し、こう、何でしょうね。関わる

方々のエリアとか、組織の大きさとか、そういうところは少し、違うものをイメージして

いるところは間違いございません。これは全く別々に運用するのがいいのか、実はそこを

つなげてやったら面白いんじゃないのという考え方が二通りございまして、私はどちらか

というと後者かなというふうに思います。 

 全国の官民連携のプラットフォームって、どちらかというと、大企業と大きな大学と大

きな行政がくっついて、何か新しいものをゼロから始めるということが多いんですが、こ

ちらのほうは、そういう意味では、それぞれの地域コミュニティは様々な団体さんが、あ

る面では資産をもって、またある面ではチャンス、課題も含めて、機会を持っていらっし

ゃるとすれば、そういうところと、まさに行政、大きなところが、こう関わり合うことで、

新しい価値が生み出せるんじゃないかなというふうにも思いますので、そういった点では、

うまくつながっていくことができれば、つながることがメインではないんですけども、つ

ながっていくことで、お互いにウィンウィンになるのであれば、外から持っていけるもの、

もしくは地域で持っていらっしゃるものを還元していただくことで、より大きな発信力を

持つということもあると思いますので、うまくそこら辺がデザインできるのであれば、い

いご縁をつながせていただけると有り難いかなというふうに思っています。 

 はい、以上です。 

○委員 この地域のプラットフォームの中にありますと、いいこともとても多いのですが、

ローカルルールの前で、行き詰まり感を覚えることもしばしばあります。できればそのプ
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ラットフォームを結ぶ横の連携が欲しいです。あるいはもう少し、大きな動きをしている

企業や大学などから新鮮な風が吹いてくるみたいな形があるといいのになと思います。プ

ラットフォームの規模は違うかもしれないですが、微妙な関係と今おっしゃいましたそれ

をぜひ構築していただければと考えてます。 

○委員 委員の加藤です。ありがとうございます。 

 今ちょうどお話に出ましたように、地域の中では、そういう特にコミュニティスクール

関係での地域の連携とか、恐らくそのほかに、社会福祉協議会を含めた、福祉関係の、こ

ども食堂を各地域でやろうとか、いろんな形での協働の形態ができてきていると思うんで

す。なかなか一団体だけではできないし、行政、あるいは学校だけでもできないというこ

とだと思うので、今回、公民連携でより幅広い方に入っていただいてやっていくというの

は、非常に大事なことだと思うんですね。ただ、特に、今回の基本計画の方針1のページ

の方針に基づく主な取組、公民連携による新たな協働の推進のところでも、大体挙げられ

ているのが、地域大学とか、いわゆる地域課の所管されているところが、ほぼ挙がってい

るだけで、例えば、教育委員会がやっている社会教育関係のすぎなみ大人塾だとか、ある

いはそれこそ福祉関係のこととかというのがなかなか、実際に文字としては出てこない状

況があって、やはりそういう、行政の縦割りの部分というのが、どうしてもあるのかなと

思いますので、ぜひ今回、より幅広くという意味では、そういったところも乗り越える形

で、地域なり、区内全域、区民がいろんな形で協力したり、連携したりできるような形を

取っていっていただければありがたいなと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、委員の方々、何かありますでしょうか。 

○委員 2回目で申し訳ありません。 

 そういうことを考えますと、私も、また、皆さんも、お一人、お一人そうだと思うので

すが、地域の小さなコミュニティの中で、一生懸命につながりを求めて活動している。そ

ういう団体がいっぱいあると思います。以前にもこの委員会の中で申し上げたと思うんで

すが、その一つ一つがすごく頑張っているんだけれども、いかんせん、そのほかのところ

のコミュニティとのつながりが希薄で、どこから情報を得ていいか分からないと。新しい

ものをするときに、何かほかのところのチームと組んでいきたいんだけれども、そこの情

報が分からない。そこが何かひとつにまとまって、情報共有することができて、有機的に

情報交換できて新しいものをさらに生み出していくというような仕組みができるといいと
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思っているのですが、もしかするとどこかにあるのかもしれないんですが、私たちには分

からなくて。そこのところを見える化していただけると、杉並区の中が非常につながり合

うというか、もっと活動範囲が広くなると常々思っているところなので、アドバイザーさ

んが導入されたことで、そういうことが現実になるとすごくいいかなと思います。 

 お願いします。 

○協働推進アドバイザー ありがとうございます。ぜひ、そういうふうにできるように、

微力ながら、できることをとにかくこつこつさせていただきます。 

 どちらかというと、小さなまちで農家の方とか、福祉の方とか、学校の先生とか、お年

寄り、子供たち、いろんな方々とお話しする。そういうところのコミュニケーション能力、

コミュニケーションだけは、とにかくいろんな方といいお付き合いをさせていただいてい

ますので、ぜひ、そういうふうにお互い知るためのきっかけを、こういうふうにしてくだ

さいというようなお願いの投げかけができるかどうかが、やっぱり皆さん思いを持ってい

らっしゃるので、その方に分かるような言葉で、もしくは取り組めそうな課題を、投げか

けさせていただくつながりができればと思っています。もちろん、役所の中での高い壁も

越えていかなければいけませんし、ただ、とにかくできることは一つ一つしかありません

ので、役所の中でも同じように志をもって、壁を乗り越えようとしている職員の方々もい

らっしゃいます。企業の中でも同じですね。そういう方々をいかに見つけて、いかにこう

つながっていくのか。そういうところをいい形で見える化、まさにしていければいいかな

というふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

○地域課長 補足ですが、地域課でも、区内7か所にある区民センターの中に、地域活動

係という係があり、主に町会等の支援をしていますが、それだけではなくて、地域の中の

ネットワークづくりも、地域活動係の仕事になっています。 

 あと、もう一つ、本日出席しています協働プラザです。協働プラザの業務の一つとして、

地域のネットワークづくりがあります。何か課題が出て、自分の団体だけで解決できなく

て、地域のネットワークや地域との連携が欲しいような希望があれば、協働プラザにご相

談ください。すぐ解決できるかどうか分かりませんが、協働プラザや地域活動係にご相談

いただいて、協働プラザや地域活動係から、さらに次のところに相談するということもで

きますので、ぜひご活用いただければと思います。 

○会長 ほか、何かありますでしょうか。 

○委員 委員の柴田です。質問です。資料3、杉並区協働推進計画（第1次）のところです。
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2ページの民間事業者などとの包括連携協定という枠があるんですけれども、これ、方針1

に関する八つの取組は、ここ1ページから4ページのところに記載されているんですけれど、

民間事業者等との包括連携協定の箱だけ、正直言うと、何をする、しようとしているのか

がよく分からないところでございます。包括連携協定ということを知らないだけかなと思

いましたけれど、米印の意味を読んでも、漠としていて分からないところでございます。

この包括連携協定、この箱で取り組もうとしているところの中身をご説明いただければあ

りがたいなというのが質問で、意見としては、これ第1次のということですね。これ第2次

以降、この箱がさらに充実してくることを願いたいと思います。 

 以上です。 

○行政管理担当課長 こちらの包括連携協定は、企業のほうから区に対して、こんなこと

はできませんかというお問合わせとか、ご相談があって、やって行けるとなった場合に、

協定を締結して、取り組んでいただくもので、例えば、大塚製薬で言うと、健康分野で保

健所とのコラボで、例えば、熱中症対策などをやっていきたいということで、こちらで保

健所につないで、取り組んでいただくといったものです。むしろ企業との包括連携協定は、

こちらから呼びかけということではなく、企業のほうでこういう社会貢献したいなどとい

ったお話があってつなげていくようなイメージでございます。 

○委員 そういうものを包括連携協定というんですね。分かりました。ありがとうござい

ます。 

○会長 資料を拝見したときから、すごいなと思っていて、これまでの協議会の中でもい

ろんな今の話にもあったように、既存の組織であったり、仕組みがいろいろあって、でも

何かうまくつなげ切れてないなというところは意見でもいろいろ出てきていて、それをつ

なごうという動き自体は、本当にすごいなと思います。 

 自分みたいな研究者だと、ネットワークという言葉はやたら好きで使う人がいっぱいい

るんですけれど、それをこう具体化しようというのが、ここまで具体化する動きにいった

ということ自体が、まず本当にすごい評価されるべきところなんじゃないかなと思ってい

ます。 

 また、伺っている限りでは、公民連携のところでも、特に民を多様化しようというよう

な意味なのかなと思っていて。ただ、そうなればなるほど、公の役割が物すごく重要で。

というのも、正直、民主的な正当性を持っているのは公しかないので、今までは行政に一

存できたのは、行政には一応公的な正当性があるので。ただ、そこに民が多様に入ってき
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て、でも別に選挙権みたいに誰もが参加できる仕組みではない中で民の力を活用するには、

かなりの公のほうに責任を持ってもらわないと、おかしな方向に行ってしまう可能性があ

ると。とりわけ、その民とのやり取り、目の前にいる人との間では、その人が市民になっ

て、その人との間でやれることをやろうとなったら、多分、本来の趣旨からずれるはずで

あると。そこに参加していない全ての区民の人のためにあるべき事業なので、そういう意

味では公の役割というものが今後ますます重要になる仕組みなんだろうなと伺って感じま

した。 

 その意味で、職員さんの育成というものに重点を置かれるというようなことまで含めて

いるというのは、見た目は華やかな提案ではないですけれど、内容としては本当に意味の

あることで、地域人材というようなものだけじゃなくて、自分たちのところも変わるんだ

というのもすごくいいなと思いました。 

 ただ、その一方で、ここで書いてある言葉だけなので、何とも分かんないですけれど、

企業等に、「等」が含まれているといろんなものがあると思うんですけれど、企業等が挙

げられているのが、個人的には若干違和感があって、今の話の流れからすると、職員さん

には企業ではない役割が求められているはずであると。それで、ＮＰＯとかにもない役割

があって、公にしかできない役割があるはずなので、恐らく人材の育成という意味で言っ

たら、もしかしたらほかの自治体のところに行って学ぶとか、何かもっと公としての意識

を強く持ってほしいというのが、人材育成のところで感じたところで、これはただの感想

です。 

 あと、二つ質問があります。アドバイザーの件と、それに関連するところですけれど、

このアドバイザーの委嘱というのは、今後このネットワークが維持される限り、常にアド

バイザーさんはいらっしゃるイメージでしょうかというのが、まず一つです。それが何で

疑問に思ったかというのが、二つ目に関連するのですけれど、そのプラットフォームとい

うのは、どちらかというと仕組みなので、どちらかというと動きがないものであって、そ

れがないことに、今までの議論でも、もっと安定したベースがあったらいいのにというよ

うなものであったと。 

 でも、先ほどのここまでの話でいくと、1対1の関係を築いていくということが大事です

となると、かなりそこの個人に依存するメカニズムになってしまうだろうと。となると、

これはプラットフォームとは言いながらも、属人的なものになったら機能しなくなっちゃ

うんじゃないかと。つまり担当者が代わっていったとしても、つまりアドバイザーさんが
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残ってようが、残っていまいが、多分代わって、ずっとこれは担当かもしれないのですけ

れど、変わっているかもしれないし、もしかしたらアドバイザーというのは、ある程度機

能し始めたら、もうなしで、というような状態になるかもしれないし、当然のことながら、

区の職員さんは、異動を繰り返すだろうと。 

 その中で、属人的な、なりがちな1対1の関係ではなく、次の人が来ても維持される仕組

みというのについては、1対1の濃い、柔らかな人間関係からどうやって制度化していくの

かというところのイメージを教えていただきたいなというところです。アドバイザーの任

用、登用の今後のことと、それを踏まえた形で、もっと1対1の関係から、もっとシステマ

イズしていくというところの流れについて、教えてください。以上です。 

○行政管理担当課長 まず、アドバイザーの登用の期間については、今は、取りあえず1

年かけて構築をして、仕組みを作って、2年目、3年目運用して、その様子も見ていただい

て、またご意見をいただくということで、ワンサイクルとしては3年を考えているんです

けれども、そこで終わりということではなくて、そのときにまた、改めて考えるというこ

とでございます。 

 その仕組みの運用の面で人材育成とか、意識醸成を図って、異動があっても、うまく回

せるような仕組みにしていきたいという希望を持っております。 

○会長 よろしくお願いします。本当に貴重な動きだと思うので、ぜひ実を結んでいって

もらいたいなと本当に思っています。ありがとうございます。 

 ほか、委員の方々からありますでしょうか。 

○委員 今の議論に関連しまして、人材を育成する場合に、行政職員の方向け取り組みは

とても大切だと思うんですけれども、民間で活動している私の感覚からすると、民間側が

行政の言語であったり、手続を学ぶ機会が少なく、そこに対話のルートがつくれていない

ことを課題に思っています。つまり、行政が動かないなといったときに、行政はどういう

手続で動いているかということを理解していないと、民間側もうまく動けないはずですし、

変えられるもの変えられないなというふうに思っています。 

 ですので、行政の方々の学ぶ場に、むしろ私たち民間側も、可能であれば参加できたら

いいんじゃないかなと。そういった場で対話をしていくことによって、お互いの認識とい

うのも埋まっていって、このプラットフォームというのがより実体化していくのではない

かと考えました。今現時点で計画ないかもしれないですけど、そういった機会があれば、

作っていただけたら幸いです。 
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○行政管理担当課長 ありがとうございます。検討していきます。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほか、委員の方々から何かありますでしょうか。 

 では、次に移りたいと思うのですが、事務局のほうからご説明等、お願いいたします。 

○地域課長 では、協働推進アドバイザーと行政管理担当課長は次の公務がございますの

で、ここで退席させていただきます。 

（ 協働推進アドバイザー及び行政管理担当課長、退出 ） 

○地域課長 では、次の資料5、令和4年度の協働提案事業の実施について、ご報告させて

いただきます。 

 10月20日の第5回ＮＰＯ等活動推進協議会で、皆様にプレゼンテーションさせていただ

き、委員の皆さんから「問題意識に共感した」「評価できる」というご意見、具体的に

「国立女性社会教育会館等の資料分類方法を参考にしてはいかがでしょうか」というご意

見等をいただきました。団体では、協議会委員の意見を提案書に取り入れて、協働提案事

業を審査する協働推進本部幹事会に提案書を提出しました。協働推進本部幹事会による審

査で、令和4年度の協働提案事業候補として選定され、11月に開催された協働推進本部会

で、この事業を令和4年度の協働提案事業として採択されました。 

 今後の予定としましては、令和4年度、5年度の2年間、杉並区立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に取り組みます。提案団体が杉並女性団体連絡会、所

管課が区民生活部男女共同参画担当です。現在、最終的な調整を行っており、4月には協

定書を締結いたしまして、4月から協働提案事業を実施する予定でございます。 

 以上、報告でございます。 

○会長 ありがとうございます。 

 関わったものが進んでいっているという話を伺うのは、うれしいですね。 

 何か、皆様からありますでしょうか。質問とか、ご意見はありますか。 

 では、ないということで、次に移りたいと思います。引き続き、事務局からお願いいた

します。 

○地域課長 では、資料6をご覧ください。この協議会の今後の開催予定でございます。 

 まず、4月ですが、4月、5月の会場は、分庁舎の3階になります。 

 4月21日ですが、令和3年4月に皆さんに審査していただいて、助成を決定したＮＰＯ活

動資金助成事業の報告会があります。こちらは、協議会の委員の出席は任意でございます。
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協議会としての事業ではなく、区民の方への、この資金を活用した団体の事業報告会です。 

 次に4月28日午後1時半から、第7回ＮＰＯ等活動推進協議会を開催し、令和4年度の杉並

区ＮＰＯ活動資金助成の審査、第1次の書類審査がございます。助成事業の締切は、3月31

日までですが、今のところ申請団体はゼロです。ただ、例年、この時期には申請は来てお

らず、締切近くになって、申請が来ます。今年は、新しい団体もこの助成に関心を持って

いると聞いていますので、新しい団体の申請もあると思います。31日までに申請のあった

書類の内容を確認しまして、4月8日に皆様に審査資料をお送りいたします。審査していた

だき、4月19日までに事務局に返送していただくということで、これはメールで行わせて

いただきます。 

 次に、5月12日にプレゼンテーションによる2次審査で、助成団体及び助成額を決定いた

します。 

 次に、日時等は未定でございますが、第9回ＮＰＯ等活動推進協議会を6月中旬に開催し、

昨年、中間評価をしていただきました令和元年度に採択した3事業、令和2年度、3年度に

実施しました協働提案事業3事業の最終的な事業報告、そして最終的な協議委員の総評を

お願いしたいと思っております。 

 8月中旬になりますと、今年の協働提案事業の意見聴取をする予定でございます。 

 次に、10月ぐらいを目途として、最初にご説明した新たな公民連携の仕組みのことにつ

きまして、協議会の皆さんにご説明をしたいと考えてございます。 

 そして、委員の皆様の任期はこの令和4年12月で終了いたします。令和5年1月から、第

11期として、令和5年1月から令和6年12月までの新たな委員の委嘱を行い、第11期として

のＮＰＯ活動推進協議会を開催する予定でございます。 

 当面の令和４年度の協議会の予定は、以上になってございます。 

○会長 ありがとうございます。このような予定でいきますので、皆さん、よろしくお願

いいたします。 

 一応、ここで議事は全て終了ということになりますか。 

○地域課長 はい。7回と8回の協議会につきましては、これはＮＰＯ活動資金助成の審査

となりますので、非公開で開催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。 

 あと、先ほど言いました新たな協働の仕組みづくりの説明については、10月となってお

りますが、状況によりまして、変わる場合もございますのでご了承ください。 
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○会長 ということですので、よろしくお願いいたします。 

 ここで、一応、議事は全て、議題は全て終わっているかと思いますが、何か皆さんから

ありますか。大丈夫でしょうか。 

○委員 これまでの議論に出てきたかもしれないですけども、第11回の協議会テーマが、

公民連携プラットフォームに関連するものに意見を伝える場であるとすると、この協議会

から公民連携プラットフォームに対して、意見が言えたり、活動に対するコメントができ

る。そういった意味でのパートナーシップが具体的な形になっているという理解でよろし

いですか。 

○地域課長 まず、公民連携プラットフォームがどういう形のものかをご説明することに

なると思います。そして、その位置づけにより、この協議会がどういう形で、公民連携プ

ラットフォームに関わってくるかということをご説明すると思います。本日、企画課が説

明したのは本当に、イメージしか説明していないので、具体的なものになっていませんの

で、ある程度具体的になったものを、一定の段階で皆様方にご説明する。その際には、ど

のような協議会との関わり方があるか、そういうことも併せてご説明することになると思

います。 

○委員 分かりました。 

○会長 ありがとうございます。 

 ほかは、何かありますか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、これで第6回杉並区ＮＰＯ等推進協議会を閉会させていただきます。 

 事務局のほうで、もし連絡事項等あれば、よろしくお願いいたします。 

○地域課長 今回、特にございません。 

○会長 では、以上です。お疲れさまでした。ありがとうございました。 

 


