
杉並区における協働推進の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年 3月 22日 

第 10期杉並区ＮＰＯ等 

活動推進協議会(第 1回) 

資料１ 

 

 

杉並区 NPO・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例 

 

＜役 割＞ 

・NPO等の活動及び協働の推進に係る調査審議 

・NPO支援基金助成の審査に関すること 

＜委員構成＞ 

 学識経験者、NPO等活動関係者、区民、その他の計 10名以内で構成 

 

杉並区 NPO等活動推進協議会（区長の附属機関として設置） 

） 

・協働推進基本方針 

・杉並区協働推進計画 

・協働推進ガイドライン 

協働に関する方針・計画等 

・協働提案制度 

・ＮＰＯ支援基金制度 

協働を推進する事業 

協働を支援する団体（事業） 

・すぎなみ地域大学 

・すぎなみ地域コム 

協働を支援する事業 

 すぎなみ協働プラザ（中間支援組織） 

（杉並区から業務委託） 

杉並ボランティアセンター 

（杉並区からの補助金で運営） 

 

 

協働推進本部 

↓ 

幹事会 

↓ 

検討部会 

協働の庁内推進体制 



 

 

 

杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会の概要について 

 

１ ＮＰＯ等活動推進協議会の位置付け 

（１）ＮＰＯ等活動推進協議会（以下「協議会」という。）設置の根拠と所掌事項 

①協議会設置の根拠≪条例第 16条①≫ 

杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例(「以下「条例」という。」第

16条第 1項に基づき、「区長の附属機関＊１」として設置する。≪条例第 16条 ≫ 

＊1） 附属機関…地方公共団体において、「区長の諮問により、行政執行の前提として必要な

調停、審査、審議又は調査等を行うことを職務とする機関。条例で設置する。」 

 

②協議会の所掌事項 ≪条例第 16条②≫ 

条例第 16条第 2項に基づき、次の事項を所掌する。 

ア）ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること。 

イ）ＮＰＯ支援基金を財源とし、ＮＰＯに対して行う助成金の審査に関すること。 

 

 

（２）協議会の委員構成と会議原則 

① 委員構成 ≪条例第 17条≫ 

・区長が委嘱する委員 10名以内 

〔区民／ＮＰＯ等活動関係者／学識経験者／その他区長が認めるもの〕 

・委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。 

② 会議原則 ≪条例第 18条・第 19条抜粋≫ 

・ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

・ 協議会は会長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

・ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところ 

による。 

・ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とすること

ができる。 

≪条例第16条≫ 

１ ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に関し必要な事項の審議等を行うため、区長の 

附属機関として、協議会を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。 

(１) ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること。 

(２) 前条第２項に規定する審査に関すること。 

   ➣（ＮＰＯに対する助成金の審査） 

 ３     ～ 略 ～ 

 ４     ～ 略 ～ 

 令和 3年 3月 22日 

第 10期杉並区ＮＰＯ等 

活動推進協議会(第 1回) 

資料２－１ 
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杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例 

 

平成14年３月19日 

条例第７号 

 

21世紀の杉並区の将来像「区民が創（つく）る「みどりの都市」杉並」の実現を目指し、人と自然

と都市の活力が調和した住みよいまちを築くことは、区民の心からの願いです。 

杉並区では、環境、福祉、教育などの多くの分野で区民の自主的な活動が展開されてきました。こ

うした活動をさらに発展させ、区民一人ひとりがまちづくりの主人公としての自覚を持ち、それぞれ

の能力を生かしながら、地域社会づくりに参加していくことが、杉並区の将来像の実現のために、何

よりも大切です。 

特に近年は、住民が必要とするサービスを住民自らの手で提供していく活動が広がっています。こ

うした活動を担うのが、ボランティアであり、ＮＰＯです。 

社会的サービスの提供やまちづくりに主体的にかかわる区民の活動が求められている中で、自発性、

創造性、柔軟性、多様性などの特性を兼ね備えたＮＰＯ・ボランティア活動を推進していくことが必

要です。 

同時に、このような区民の活動を土台にした協働の推進が求められています。区民、ＮＰＯ・ボラ

ンティア、事業者などの地域社会を構成する人々や区が、それぞれの役割と責任を果たしながら、対

等な立場で、お互いの良いところを出し合い、共に手を携えて取り組むことで、豊かさと活力のある

地域社会を築くことができます。 

こうした認識から、杉並区では、「区民と行政が役割と責任を分かちあうパートナーシップ（協働）」

をこれからの区政運営とまちづくりの基本としています。ＮＰＯ・ボランティアの生き生きとした活

動と豊かで多様な協働の推進を目指し、ここに条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、区民が自発的かつ継続的に行う自主的な社会貢献性のある活動を保障するとと

もに、区民、ＮＰＯ・ボランティア（以下「ＮＰＯ等」という。）、事業者及び杉並区（以下「区」

という。）の協働の基本理念を定め、並びにそれぞれの役割及び責務を明らかにし、区の支援策を

定めることにより、ＮＰＯ等の活動並びに区民、ＮＰＯ等、事業者及び区の協働の推進を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において「ＮＰＯ」とは、特定の社会的な課題に自主的に取り組むことを通じて組

織化される、社会貢献性のある、一定の継続性を持った民間非営利団体をいう。 

２ この条例において「ボランティア」とは、社会的な課題に対して共感し、自発的な意思と自己責

任に基づき、その課題の解決に向けて行動する個人及び団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、それぞれの役割及び責務を自覚し、対等な立場に立って、

協働を進めなければならない。 

２ 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、協働を進めるに当たって、必要な情報を提供し、共有するよ

う努めなければならない。 

３ 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、相互に考え方や意見を交換する場を持つよう努めなければな

らない。 

４ 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、それぞれの立場や特性についての理解に努めなければならな

い。 

５ 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、共通の目的を探り、一致した目的に向かって協働を進めるよ

う努めなければならない。 

６ 区は、ＮＰＯ等の自主性及び自立性を尊重しなければならない。 

 

７ ＮＰＯ等は、自立して活動するよう努めるものとする。 

令和 3年 3月 22日 

第 10 期杉並区ＮＰＯ等 

活動推進協議会(第 1回) 

資料２-２ 
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８ 区民、ＮＰＯ等、事業者及び区は、協働により進めている事業や活動について、一定の時期に評

価し、見直していくよう努めなければならない。 

（区民の役割） 

第４条 区民は、前条の基本理念に基づき、自治の担い手として、区政に参画するとともに、地域で

の自主的な活動が果たす役割について理解を深め、身近な地域課題に対し、自発的に力を合わせて

解決していくよう努めなければならない。 

（ＮＰＯ等の役割） 

第５条 ＮＰＯ等は、第３条の基本理念に基づき、自己の責任の下に活動することにより、広く区民

から理解され、支持されるとともに、必要に応じて、他のＮＰＯ等、事業者及び区と連携して活動

するよう努めなければならない。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、第３条の基本理念に基づき、地域社会の一員として、区民、ＮＰＯ等及び区との

協働に関する理解を深め、地域との共存を図り周辺住民と協力し、地域社会に貢献するよう努めな

ければならない。 

（区の責務） 

第７条 区は、第３条の基本理念に基づき、ＮＰＯ等の自主性及び自立性を尊重した上で、その活動

が発展するよう側面から支援するとともに、区民、ＮＰＯ等及び事業者との協働を推進するよう努

めなければならない。 

（区の施策） 

第８条 区は、ＮＰＯ等の活動及び協働の推進を図るため、次に掲げる施策を実施する。 

(１) ＮＰＯ等の活動の拠点を整備すること。 

(２) 活動場所の提供に関すること。 

(３) 人材の育成等に関すること。 

(４) 情報の収集及び提供に関すること。 

(５) 資金確保への支援に関すること。 

(６) 活動の機会の提供等に関すること。 

(７) 広報及び啓発に関すること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 区は、自らの行政役割を見直し、ＮＰＯ等の特性を活（い）かせる業務については、ＮＰＯ等に

委ね、ＮＰＯ等の活動の機会を拡大するよう努めなければならない。 

（ＮＰＯ等の活動拠点の機能等） 

第９条 前条第１項第１号に規定する拠点は、次の機能を有するものとする。 

(１) ＮＰＯ等の活動に関する総合的な相談に関すること。 

(２) ＮＰＯ等の活動に係る情報の収集及び提供に関すること。 

(３) 区民の要望とＮＰＯ等の活動との調整に関すること。 

(４) ＮＰＯ等、区民、事業者及び区相互の交流及び協働の推進に関すること。 

(５) 人材の育成等に関すること。 

(６) ＮＰＯ等の活動に係る調査及び研究に関すること。 

(７) その他ＮＰＯ等の活動の支援及び推進に関すること。 

２ 区は、前条第１項第１号に規定する拠点の運営を、公共的団体に委ね、ＮＰＯ等の意見が反映さ

れるよう努めなければならない。 

（基金の設置） 

第10条 区は、ＮＰＯに対して、活動に必要な資金を助成し、ＮＰＯの活動を推進するため、杉並区

ＮＰＯ支援基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（基金の積立額） 

第11条 基金として積み立てる額は、前条に規定する基金の設置目的のための寄附金及び一般会計歳

入歳出予算で定める額とする。 

 

（基金の管理） 

第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなけれ
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ばならない。 

（運用益金の処理） 

第13条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するもの

とする。 

（基金の処分） 

第14条 基金は、第10条に規定する基金の設置目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、

その全部又は一部を処分することができる。 

（資金の助成） 

第15条 区長は、前条の規定に基づき処分された基金の額を財源として、ＮＰＯに対して、助成をす

ることができる。 

２ 区長は、資金の助成申請があった場合は、別に定める審査基準に基づき、杉並区ＮＰＯ等活動推

進協議会（以下「協議会」という。）の審査を経て、助成を決定するものとする。 

（協議会の設置） 

第16条 ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に関し必要な事項の審議等を行うため、区長の附属機関とし

て、協議会を置く。 

２ 協議会は、次に掲げる事項について、区長の諮問に応じ、答申する。 

(１) ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に係る調査審議に関すること。 

(２) 前条第２項に規定する審査に関すること。 

３ 協議会は、ＮＰＯ等の活動及び協働の推進に関し、区長に意見を述べることができる。 

４ 協議会に、必要に応じ部会を置くことができる。 

（協議会の組織） 

第17条 協議会は、次に掲げる者につき、区長が委嘱する委員10名以内をもって組織する。 

(１) 区民 

(２) ＮＰＯ等活動関係者 

(３) 学識経験者 

(４) その他区長が適当と認める者 

２ 委員の任期は、２年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（協議会の会長） 

第18条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（協議会の会議） 

第19条 協議会は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

４ 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決があったときは、非公開とすることができ

る。 

（委任） 

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

２ 杉並区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和50年杉並区条例第31号）の一部

を次のように改正する。 

 

〔次のよう〕略 
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杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会規則 

 

平成14年５月31日 

規則第60号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、杉並区ＮＰＯ・ボランティア活動及び協働の推進に関する条例（平成14年杉並

区条例第７号。以下「条例」という。）第20条の規定に基づき、杉並区ＮＰＯ等活動推進協議会（以

下「協議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（副会長） 

第２条 協議会に副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

（部会） 

第３条 条例第16条第４項に規定する部会（以下「部会」という。）は、会長の指名する委員をもっ

て組織する。 

２ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。 

３ 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、部会の審議等の経過及び結果を協議会に報告す

る。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員（以下「部会員」という。）のうちから、あらか

じめ部会長の指名する者がその職務を代理する。 

５ 部会は、部会員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。 

６ 部会の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところによ

る。 

７ 部会は、重要な事項の審議等のため必要があると認めるときは、部会員以外の者の出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（委員） 

第４条 条例第17条第１項に規定する委員は、次のとおりとする。 

(１) 区民 ３名以内 

(２) ＮＰＯ等活動関係者 ３名以内 

(３) 学識経験者 ２名以内 

(４) その他区長が適当と認める者 ２名以内 

（委任） 

第５条 この規則の施行について必要な事項は、区長が定める。 

 

附 則 

この規則は、平成14年６月１日から施行する。 

令和 3年 3月 22日 

第 10 期杉並区ＮＰＯ等 

活動推進協議会(第 1回) 

資料２-３ 
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