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杉並区協働提案制度の概要 

１ 制度の目的 

○「協働提案制度」は、区と地域活動団体（ＮＰＯ法人や地域団体、事業者など）が、

お互いの立場を尊重し、役割を分担しながら地域の課題解決に取り組む制度です。 

○この制度では、区と地域活動団体が互いに地域の課題解決に向けた方策を協議して

いくプロセス（事前の打ち合わせや協議を十分に行う機会）を重視しています。 

○「協働による課題解決」の取り組みを進めるためには、協働の担い手となる地域活

動団体や区が、話し合いや意見交換の場を持ち、課題の認識や目的・解決の方向性

を共有することが重要です。 

 

２ 提案できる内容 

○地域の課題の解決につながるもの 

○区と地域活動団体が協働することで相乗効果が期待できるもの 

○地域活動団体が主体となって実施することが可能であるもの 

○特定の個人や団体のみが利益を受けるものではないもの 

○区への一方的な要望ではなく、区と地域活動団体との協議の結果、明確に協働の役

割分担ができるもの 

○宗教活動または政治活動を目的としていないもの 

 

３ 提案できる団体 

ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地域団体、事業者などの団体（個人は対象としま

せん。）で、杉並区内・区外、法人格の有無、また、営利・非営利を問いません。ま

た、複数の団体で提案することも可能です。 

ただし、次のすべての要件を満たすことが必要です。 

① 組織の運営に関する規則（規約、会則等）があり、構成員の名簿を備えていること。 

② 提案団体の責任者及び事業の連絡責任者が特定できること。 

③ 宗教活動または政治活動を目的とした団体でないこと。 

④ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 3条に規定する公職をいう。）にある者若し

くは候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）または政党を推薦し、支持し、またはこれら

に反対することを目的とした団体でないこと。 

⑤ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号

に規定する暴力団をいう。）または暴力団若しくはその構成員（暴力団の構成団体の構成員又は、

その構成員でなくなった日から 5年を経過しない者を含む。）の統制の下にある団体でないこと。 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第 5 条及び第 8

条に規定する処分を受けている団体またはその構成員の統制の下にある団体でないこと。 
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8月上旬 

令和 2・3年度実施

事業報告会・評価 



事業名・提案団体 提案内容 実施年度 担当課

1

「杉並おやこじてんしゃ」
㈱パワーウーマンプラス
プロジェクト

幼児を道場させた自転車（親子自転車）の安全利用を促進し、区民の交通安
全意識の向上と交通事故の防止を図る。

H26
H27

交通対策課

2

「杉並ごみ減量プロジェク
ト」
NPO法人　リトルワンズ

家庭から出る生ごみの減量行動を実施する動機づけとなる持続可能な手法を
構築し、それを広く普及・拡大することにより、生ごみ減量に対する意識を啓発
する。

H26
H27

ごみ減量対策課

3

「すぎなみ戦略的アート」
NPO法人チューニング・
フォー・ザ・フューチャー
（協力：メトロデザインラボ）
プロジェクト

地域の民間施設等を活用して、区民の創作作品の展示や発表の場を創出す
ることで、地域の活性化を図るとともに、文化・芸術に親しめる環境を整備す
る。

H27
H28
H29

文化交流課

4

「杉並区内の障害者施設
ネットワーク基盤の強化」
㈱トロア

障害者就労施設で働く障害者の工賃水準の向上させるため、経営の専門家
との協働により、自主生産品等の売り上げアップを図っていく。

H27
H28
H29

障害者生活支援課

5

「子どもプレパーク事業」
NPO法人杉並冒険あそび
の会

区内の公園を利用して、大人のプレリーダーの指導のもと、子どもたちが年齢
に応じて冒険遊びを体験できる環境を作り、子どもの自発性や創造力を育ん
でいく。

H27
H28
H29

児童青少年課

6

「空き店舗のデーター
ベース作成と商店街・創
業者のマッチング事業」
NPO法人杉並中小企業診
断士会

杉並区商店会連合会、各商店街と協働し、出店希望者と空き店舗所有者との
マッチングを行い、空き店舗の解消と商店街の活性化を図る。

H28
H29

産業振興センター

7

「すぎなみレッドリボン」
NPO法人HIVと人権・情報
センタープロジェクト

NPO法人ピオルコン（所在地：日野市）と協働し、HIV感染症等情報を講演
会、勉強会、イベント等を通じて、若年層、学校関係者等に周知・啓発する。

H28
H29
H30

保健予防課

8

「重症心身障害児・医療
的ケア児（未就学児）のピ
ア相談」
NPO法人みかんぐみ

日常的に高度な在宅医療や生活支援が必要な重症心身障害児や医療的ケ
ア児の保護者を先輩保護者がピア相談員として支援し、孤立しがちな対象保
護者の社会参加の機会を提供する仕組みをつくる。また、保護者の意見など
をまとめたピアサポートBOOK（ブック）を作成する。

R02
R03

保険サービス課
（高井戸保健セン
ター）

9

「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」
一般社団法人Geny

障害者が高齢者の通所介護事業所（デイサービス事業所）を利用できるよう、
障害者と高齢者がともに利用する共生型（通所）デイサービス事業所の開設を
促進する。

R02
R03

障害者施策課
障害者生活支援課
介護保険課

10

「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」
NPO法人シェア＝国際保
健協力市民の会

外国人妊婦（ネパール人）が、妊婦面接、妊娠訪問や母親（妊婦）学級への参
加を通して、母子保健医療サービスを理解することにより、外国人母子の保健
医療サービスをうけやすくする。

R02
R03

保健サービス課
（高円寺保健セン
ター）

実施年度 H２６ H２７ H２８ H２９ H３０ R０１ R０２ R０３ 

実施件数  ２  ５  ５  ５  １  ０  ３  ３ 

 

年度別事業実施数

5 これまでの事業事業実績

協働提案制度は、平成25年度から募集を開始し、平成26年度から令和２年度までに10事業を実施し、令和３年度は３事業を継続実施予定です。



















 

 

 

令和２・３年度協働提案事業の概要 
 
１ 重症心身障害児・医療的ケア児（未就学児）のピア相談 

担当課 保健サービス課（高井戸保健センター） 

協働の相手方 特定非営利活動法人みかんぐみ 

目  的 

日常的に高度な在宅医療や生活支援が必要な重症心身障害児や医療的ケア児の保護者を

先輩保護者がピア相談員として支援し、孤立しがちな対象保護者の社会参加の機会を提

供する仕組みを作る。また、保護者の意見などをまとめたピアサポート BOOKを作成する。 

主な取組 

・ピアサポート交流事業（交流会、家庭訪問同行サポート等） 

・ピア相談員のサポート力向上研修 

・ピアサポート BOOK作成（ピアサポート交流事業により把握した保護者のニーズやサポ

ート事例などを掲載） 

役割分担 
区 対象者への周知・調整、交流会の会場提供、訪問同行、関係機関への周知 

事業者 先輩保護者によるピアサポート、ピアサポート BOOKの作成 

概算経費（２年度） 2,760,000 円（うち区負担額：1,556,000円） 

 

２ 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～ 

担当課 障害者施策課、障害者生活支援課、介護保険課 

協働の相手方 一般社団法人 Geny（ジェニー） 

目  的 
障害者が高齢者の通所介護事業所（デイサービス事業所）を利用できるよう、障害者と

高齢者がともに利用する共生型（通所）サービス事業所の開設を促進する。 

主な取組 

・障害者・家族への実態調査 

・デイサービス事業への実態調査 

・セミナーの開催と共生型（通所）サービス事業の開設促進  

・共生型（通所）サービス事業の開設相談 

役割分担 

区 アンケート作成協力、会場提供、共生型（通所）サービス事業周知 

事業者 
実態調査、調査データ集計・分析（協力：武蔵野大学）、セミナー企画・運営、

パンフレット作成、セミナー、フォーラムなどの開催 

概算経費（２年度） 3,685,000 円（うち区負担額：2,438,000円） 

 

３ 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 

担当課 保健サービス課（高円寺保健センター） 

協働の相手方 特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会 

目  的 

外国人妊婦（ネパール人）が、妊婦面接、妊婦訪問や母親（妊婦）学級への参加を通し

て、母子保健医療サービスを理解することにより、外国人母子の保健医療サービスを受

けやすくする。 

主な取組 

・妊婦面接時における外国語での母親学級の案内 

・妊婦訪問による母親学級の案内 

・外国人の特性に合わせた母親学級の実施 

・区内関係団体との連携体制作り 

役割分担 

区 外国人妊婦面接・母親学級の周知・実施及び教材の開発、調査協力 

事業者 
外国人女性ボランティアによる妊婦訪問時の情報提供・情報収集・調査、教材

作成協力、通訳など 

概算経費（２年度） 3,002,230 円（うち区負担額 2,500,000円） 
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