
 

 

杉並区の「協働」を支援する事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

【設置目的】 

「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」に基づき、NPOの中間支援

組織として、専門性の高い柔軟な事業展開で、団体の組織活動の支援を図る。 

【運営主体】 

  特定非営利活動法人サービスフロンティアに業務委託。 

【施設場所】 

 阿佐谷南１－４７－１７ 阿佐谷地域区民センター4階 電話３３１４－７２６０ 

【業務内容】 

  地域活動に関する相談や地域活動団体、NPO 法人、企業等の協働に関する相談、団体設

立・運営相談、ミニ交流会、講習会の実施、助成金や団体情報等を発信しています。 

① NPO等に関する情報収集・発信 

② NPOの組織運営・実務に関する支援 

③ NPOの連携・協働のコーディネート 

④ 杉並区 NPO支援基金、杉並区協働提案制度の相談・受付・事業実施のサポート 

 

 

すぎなみ協働プラザ 

  

【設置目的】 

「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」に基づき、区民のボランティ

ア活動や地域活動への参加を支援するとともに、地域でのボランティアのネットワークを整備

し、区民や NPO、事業者等の社会貢献活動の推進を図る。 

【運営主体】 

 社会福祉法人杉並区社会福祉協議会 杉並区から補助金を支給し運営 

【施設場所】 

 天沼３－１９－１６ ウエルファーム杉並複合施設棟４階 電話５３４７－３９３９ 

【業務内容】 

   区内のボランティア・地域活動の把握に努め、地域で問題を抱えている人や地域課題に取り

組む団体や組織と、地域のために何かしたいという人のコーディネートを行う。 

① ボランティアのコーディネート 

② ボランティア活動の促進・研修 

③ ボランティア募集、イベント、助成金など、地域福祉活動に必要な情報収集・発信 

④ ボランティア活動のサポート 

⑤ 災害ボランティアセンター運営 

杉並ボランティアセンター 

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) 
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【設立目的】 

  地域活動に必要な知識・技術を学び、仲間を拡げ、区民自らが地域社会に貢献する人材、

協働の担い手として活動していただくための仕組みとして、平成１８年４月に設立した。 

【基本理念】 

○区民の社会貢献意欲を喚起し、自らの可能性を拡げる「学びの仕組み」をつくる。 

○地域貢献活動を担うＮＰＯ等の人材づくりを支援し、「協働の担い手」を育てる。 

○地域の課題解決に向け、区民が知恵と力を出し合い取り組む「協働社会の基盤」をつくる。 

【対象】 

区内在住、在学、在勤者 

【特徴】 

○実学・実践重視の講座 

○地域デビュー編や地域活動立ち上げなど、幅広いニーズに即した講座 

○修了後の活動メニューや活動場面を提示し、受講目的意識を明確にした講座 

○NPO法人等の地域活動団体への人材面からの支援 

【講座管理運営等】 

 令和２年度、すぎなみ地域大学における講座の運営管理などに関する業務公募型プロ

ポーザルを実施し、受託者候補者を決定した。 

  

すぎなみ地域大学 

  

【内容】 

 区民の地域活動への参加を促進するため、区が地域活動のポータルサイトとして構築し

地域活動団体の情報を広く発信している。 

【登録団体】 

  非営利・公益的な事業をしている団体 

（NPO法人、町会・自治会、任意団体、学校支援本部など） 

【特徴】 

   令和２年２月にリニューアルを行い、SNS・スマートフォンでの対応を可能にし、

イベントチラシの投稿機能を付加して、情報発信が簡単にできる 

【利用申し込み】  

すぎなみ協働プラザにて受付 

【管理運営】 

特定非営利活動法人 チューニング・フォー・ザ・フューチャーに業務委託 

【登録団体数】 

   １８９団体 （令和２年１２月末現在） 

【アクセス数】 

  １１７，８７５ページビュー（令和２年４月～１２月末現在） 

すぎなみ地域コム www.sugi-chiiki.com 
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第 10 期杉並区 NPO 等活動

推進協議会（第 1 回） 
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＝はじめに＝ 

    平成 31 年 4 月すぎなみ協働プラザの運営団体が、特定非営利活動法人サービス
フロンティアがすぎなみ協働プラザの運営を行うこととなった。 

    初めての人を雇用しての運営ということもあり労務の整備などを始め試行しなが
らの一年となった。しかしながら、その過程で専門家からの助言をうけることがで
きたため、バックヤードにあまり時間をとられることなく、日々の業務を行うこと
ができた。 

    今年度はプロポーザルでの提案をもとに「団体の情報や活動のハブとしてのプラ
ザ」「地域課題を解決するための学びを重視する」ことを念頭において運営するこ
ととした。具体的には、①毎月のステップアップ講座で団体運営に必要なスキルの
提供と②協働提案制度を受け、行政との協働事業として地域課題解決に取り組む団
体を見つけ育てることの二つを重点事業として位置づけ、一定の効果をうむことが
できた。 

    しかしながら、団体との交流、行政や企業との交流は、まだ端緒を開いたところ
であり、次年度は、信頼関係を作りつつ、交流を深め、課題の大小はあっても協働
を推進していく筋道をつけたいと考えている。 

    本年の課題、反省を活かし、次年度は、地域の団体により寄り添った支援を行う
よう事業を展開していくつもりである。 

 

Ⅰ．情報受発信事業 

 

（１）杉並区の NPO 情報紙「ＣＡＭＰ」の発行  

・発行回数 4 回（７月、8 月、10 月、2 月） 

・発行部数 3500 部/回 ※2 月号のみ 4000 部 

・概要 杉並区で活動をしている NPO の紹介や、すぎなみ協働プラザの利用案内や活

動報告などを掲載している情報紙。 

・配布対象 すぎなみ協働プラザ登録団体、すぎなみ協働プラザ利用者、 

杉並区民、近隣駅利用者（駅配架）、杉並区関連部署、ゆうゆう館、 

他中間支援施設ほか 

・効果 7 月号では今年度から運営団体が変わったため、リニューアルとご挨拶の意味

で、すぎなみ協働プラザの新たな取り組みや活動内容を伝えた。登録団体ではない

区民の方からも、その情報紙を見て地域活動に関心を持ち相談に来ていただいた。

また、登録団体の紹介を各号で毎回 2 団体ずつ行い、掲載団体から「CAMP をみた
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区民の方からイベント申込の問い合わせがあった」という声をいただいたり、CAMP

に掲載されたことを自団体の HP で取り上げていただいたりするなど、団体の広報

をサポートしている。 

 

（２）メールマガジン「すぎメール」の配信 

及び  すぎなみ協働プラザ登録団体向けメールマガジンの配信 

・発行回数 12 回（毎月第 2 金曜日） 

・読者数  755 名 （2020 年 3 月末時点） 

・対象者  すぎなみ協働プラザの利用団体ほか、NPO 活動全般に興味がある個人

も含む 

・概要   すぎなみ協働プラザの利用案内や、イベント・講座情報、NPO 支援セ

ンターなど他の団体による NPO 向けの講座情報、助成金の情報、すぎなみ

協働プラザ登録団体の情報やイベント情報を掲載。（掲載依頼を受付） 

・内容   配信解除をした人も含めての登録者数は、昨年 3 月末より 40 名増え

1053 名だった。有効読者数は 258 名減り、755 名だったため、新規で

の登録が増えた一方配信解除をした数が上回っている。 すぎなみ協働プラ

ザ登録団体からのすぎメール記事掲載は 1 年間で 24 件実施。 

             すぎメールのバックナンバーを地域コムの「発行物一覧」に掲載している。 

 

（３）チラシ配架 

・配架対象 すぎなみ協働プラザ登録団体、杉並区、その他地域中間支援組織 

・配架場所 4 階ロビー、1 階 

・概要   すぎなみ協働プラザ登録団体のイベント情報や団体のパンフレットなど

の配架、すぎなみ協働プラザの講座情報や情報紙「CAMP」、助成金情報

などを配架。 

・内容    対団体向けの講座情報や助成金情報、広く区民に伝えたいイベント情報な

ど対象者の分類をして適切な内容の広報物を配架。特に 1 階は多くの区民

が立ち寄る場所であるため、団体のイベント情報や情報紙「CAMP」など

多くの人に見てもらえる内容のチラシを配架した。 

・効果    登録団体から定期的にチラシ配架の依頼を受けており、チラシを持ってく

る際にイベントや運営について話ができるため、団体と交流したり情報交

換ができるきっかけとなっている。また、チラシ配架をしたい団体からの

団体登録希望もあり、NPO にとってもチラシを配架できるというのはメリ

ットとして捉えられている。 
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（４）すぎなみ協働プラザ ホームページ運営 

 

・概要   すぎなみ協働プラザ URL： 

         https://member.sugi-chiiki.com/nposupport/ 

・内容   2020 年 2 月にすぎなみ地域コム（ポータルサイト）がリニューアルを

し、運用は特定非営利活動法人 チューニング・フォー・ザ・フューチャー

（以下 TFF）に変わった。それに伴い、すぎなみ協働プラザでは当団体の

団体登録のみを行い、今まで行ってきた地域コム操作説明やその他のサイ

ト運用の相談業務は基本的に TFF が担当することとなった。 

すぎなみ協働プラザのホームページも、リニューアルを行っており、地  

域団体の方がより見やすいよう、内容の見直しや、ホームページ制作会社

に依頼をし作成に取り組んだり、SEO 対策の講習に担当職員が参加したり

と対応を進めている。 

・効果   現在はホームページ作成途中のため実証できていない。今後、新たな取

り組みとしてイベント申込フォームの活用を検討しているので、ホームペ

ージからの講座参加者数の増加やホームページアクセス数をグーグルアナ

リティクスで活用して向上させて認知を拡げていく予定である。 

 

（５）団体活動 PR掲示板 

 

・概要   すぎなみ協働プラザの交流コーナーの掲示用の壁を登録団体に貸し出       

し、来所する他の団体に向けてポスターや作品などで PRを行った。 

杉並で活動している団体同士の協働や仲間づくりのきっかけの場になる

ことを目指している。 

・期間   ８～９月（プレ期間）、１０～１２月、１～3 月 期 

・対象   すぎなみ協働プラザ登録団体 

・組数   1 期につき 2 団体 

・効果   申し込みは 6 団体、うち 4 団体が実施をした。 

未実施の団体は、時期が合わず打ち合わせの途中で辞退。最初に実施し

た団体は、掲示物がないという事で、どんなことを伝えたいのか、どのよ

うに掲示物を作ったらいいかなど相談に乗り、団体の PR 力の支援につな

がった。また、他の団体では PR 掲示板をみて関心を持ちイベントに参加

した方がいたとの報告があり、地域活動をしている団体同士が知り合うき

っかけになった。 

 

（６）お客様の声 

 

・概要   すぎなみ協働プラザ利用者からの声を指定の用紙に記入してもらい、そ

れを掲示することで登録団体との交流を見える化する。 

・期間   常時 
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・場所   すぎなみ協働プラザ事務所入り口及び交流コーナーに用紙と回収 BOX 

を設置 

・対象   すぎなみ協働プラザ登録団体 

・効果   今年度の 7 月から設置し、3 月末時点で投書数は０だった。しかし、利

用者の方から「すぎなみ協働プラザで掲載された情報を自団体の会報に載

せた！」などの声を直接頂いたものを発信するために、すぎなみ協働プラ

ザで記入をして掲示を行い、掲示数は３件。 

（７）廊下ホワイトボードの壁面製作 

 

・概要   すぎなみ協働プラザの外にある廊下のホワイトボードに、すぎなみ協働

プラザの役割やイベント情報の掲示をするための壁面製作を行った。地域

で活動したいという方に依頼をし、ホワイトボード全面への絵の具を用い

たイラストを描いた。 

・製作期間 2019 年 10 月～2020 年 1 月 

・製作者 野島幸奈 氏 

・効果   壁面を見ての実施が増えたという数字はないが、明るく柔らかいスター

トですぎなみ協働プラザが親しみある場所として、PRが出来ている。 

２月に実施した交流会で、製作者の野島氏が地域活動団体の方と交流す 

る機会があり、その中で野島氏の活動（グラフィックレコーディングや、

所属している団体）に関心を持ち、交流する機会になっていた。また、こ

れをきっかけに野島氏が「地域でもグラフィックレコーディングをする場

所を増やしたい」という思いのもと、すぎなみ協働プラザのイントロカフ

ェでグラフィックレコーディングの回を次年度実施する予定があり、活動

の広がりの一つとなった。 

（８）情報収集 

・地域コム運用変更に伴う団体登録の見直し、団体の情報の整理、データベース化の
必要性が出てきており、次年度、整理する必要性が出てきた。 

・地域からの情報の収集は、職員が関係性を構築しながら、現地から収集する方法、
ネットや各媒体からの収集、専門家や区など専門情報の収集、市民からの情報収集と
いう形で行った。 

・ネットの活用が不得手な団体には、電話でも直接対応を行うが、同時に地域の団体
に最低限のネット対応ができるように講座を開催し、スキルの習得の機会を提供して
いたが、地域コムの運用変更に伴い、新たなネットスキルとして、オンライン会議の
持ち方などを提供していく必要があると感じているため、プラザとして情報を収集し
ていく必要があると感じている。  
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Ⅱ．団体支援事業 

 講座を通じ、団体の課題解決に向けて支援・団体運営支援などを行ったほか、何かやり
たいという個人に向けても地域の課題を示しつつ講座を行った。 

 また今までにはなかった行政からの依頼でスポーツ団体への支援の方向性も見えてきた。 

 

（１）ステップアップ講座 

団体活動を活性化し、結果として地域課題解決につながるような団体運営のスキルア
ップを図るのが狙い。広報、資金調達、イベント企画などの実務面を重視した実践的な
講座を目指した。 

旧来には無かったが、年間で講座のスケジュールを立て、アンケートのフォーマット、
講座運営のマニュアル化、講座開催フローの確立など、工夫し、効率化と迅速化を達成
した。 

 

参加者の声 

とても良かったです。何度もくり返し要点を伝えて下さったので自分の中に、定着しまし

た。質問時間を長くとってくださったのが良かったです。講座は短くコンパクトに相手に

伝えて下さったので間のびせずに内容が入ってきました。 

 

プロの先生のお話を伺うことができとても勉強になりました。すべて自己流なので全部が

参考になりました。いままでの協働プラザでは、こんな感動はなかったです。 

 

とてもわかり易く、理解が深まりました。我流ですが、日頃から地味に心がけていたこと

が今日の講座の「愛着」の部分に通じることだったことに気づきました。背中を押して頂

いた気分です。団体に親身になってくださっているのを感じますありがとうございました。 

 

本当のＮＰＯとはこういうことかと大きな発見がありました。これほど素晴らしい講師を

呼んでいただくのは杉並区民として税金を払っているかいがあります。協働プラザの価値

も大いに感じました。 

5/21 ＮＰＯ会計基本の「き」講座 30名26団体 

6/27 チラシの素を作りましょう 25名22団体 

7/25 新たな仲間を作る巻き込む力 19名15団体 

8/22 聞いてみよう！つながりの作法 13名10団体 

9/26 仲間のチカラが活きてくるチームビルディングのコツ 9 名４団体 

10/18 寄付が自然に集まる基本の「き」 13 名 7 団体 

11/26 イチから学べるＷＯＲＤＰＲＥＳＳ 21名15団体 

12/17 協働の一歩手前 ＮＰＯと組んでみよう 14 名 8 団体 

1/30 聞くから始める小さなあゆみの協働連携 10 名 7 団体 

2/21 ＮＰＯ会計基本の「ほ」講座 12 名 9 団体 
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（２）イントロカフェ 

 

  地域活動とは何か、どのような活動があるのかを知ってもらうための入門編として、 

 不定期ではあるか、開催した。 

 ・6 月 6 日・18 日 バルーンアート講座 

   地域イベントで人気があるバルーンアートの講座。地域イベントを盛り上げる人材

を見つける目的で行った。荻窪地域区民センター協議会委員、ルック商店会などか

らの参加があったが、その後の活動に結び付けられなかった。 

 ・8 月 7 日 阿波踊りサポーター講座 

   高円寺阿波踊りに参加する障害者のサポートをする人材育成講座 障害者とサポー

ター双方の出会いの場として考えたが、交流コーナーでは場所が狭かった。 

 ・10 月 4 日 ボードゲーム講座 

   コミュニケーションツールであるボードゲームを通し、NPO活動のことを知っても

らうための講座としたが、目的が伝わりづらく、参加者がなかった。 

 

（３）個人情報保護研修 

 

   地域活動をするにあたって大切な「個人情報保護」に関する研修を行った。平日午

後の参加が難しいこと、周知がギリギリになったことで参加者が4名ずつとなった。 

  9 月 17 日 午後 1 時 30 分、午後 2 時 30 分から同内容で 2 回開催 

 

（４）講師依頼 

 

12 月 2 日 学校・地域コーディネーター研修 

   講師依頼があり、すぎなみ協働プラザの役割について説明 

 

３月９日 スポーツ振興課より地域スポーツクラブ向け研修 

講師依頼があり、スポーツクラブ・スポーツ推進委委員への「活動の魅力の伝え方」    

   の研修の予定であったが、新型ウイルス感染拡大防止のため、中止となった。 
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Ⅲ．相談コーディネート事業 

 

 

・地域コムの相談は令和 1 年 10 月からリニューアル手続きも始まり、10 月以降の問合

せが増加しているが、全体でみると横ばい状態である。 

・その他の運営相談は NPO 設立相談等で毎月 1 回相談会を実施していてその関連での問

合せがかなり増加している。 

・NPO 支援基金の相談は 3 月から開始であり、本年度は２月中旬より新型ウイルス対策

もあり問合せが減少しているが、4 月 10 日に向けて相談も増える兆しがある。 

・全体的に減少傾向であるがこれは 2 月からの上記の事情が影響していると考えられる。 

・プラザ利用問合せでは、講座参加に関しては今年度相談としてはとっていない。 

・団体問合せについても、単純な紹介については件数としてはとっていない。 

・特筆事項としては、障害者福祉人材確保実行委員会幹事会より、相談が入り、NPO 法人

（区外）と区（障害者施策課）などと連携し、研修を行った。しかし、１部中止になり、

結果を出すには至らなかった。 

  

 
区分 内容 

平成 30 年

度 

平成 31 年度 

令和 1 年度 

①  地域コム 操作、新規登録、リニューアルについ

て 

121 件 
114 件 

②  プラザ利用 

問い合わせ 

団体登録、交流コーナー、備品等機器

の利用方法や講座参加他 
140 件 76 件 

③  その他問い合わ

せ 

登録変更、イベント問合わせ、人の紹

介他 
84 件 90 件 

④  団体問い合わせ 団体の紹介依頼、連絡先・名称等確認

他 
77 件 51 件 

⑤  その他運営相談 組織力強化、講座企画、調査、情報収

集、財務、法務他 
63 件 122 件 

⑥  NPO 支援基金 NPO 活動資金助成金相談 39 件 12 件 

⑦  設立相談 活動団体設立相談 41 件 22 件 

⑧  広報 広報相談 40 件 17 件 

⑨  他 その他の相談（協働提案） 37 件 24 件 

  総計 642 件 528 件 
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Ⅳ.交流事業 

 

（１）交流会の開催 

 ・プチ交流会の開催・・団体同士が対話をする中で互いの存在を意識し、新たな活動に

つなげることを目的として、3 回開催した。 

  8 月 17 日 コミュニティスペース西荻みなみで開催         14 名参加 

  10 月 3 日 外国人応援団体に絞り、活動、課題の共有        ２1 名参加 

  2 月 6 日  「書初め」の手法を使い、活動の整理と目標を共有    10 名参加 

 ・大交流会の開催・・団体同士、行政担当者と団体、団体と企業の出会う機会を作るこ

とを目的として開催。 

  12月3日 産業商工会館展示室で開催               170名参加 

 

 【交流会】  （再掲）                                                                                

８月１７日 第 1 回交流会 真夏の夜のプチ交流会＠西荻みなみ 14 名 

10 月３日 第 2 回交流会 応援の輪をつなげよう 

～外国人応援団体情報交換～ 

2１名 

12 月３日 大交流会 大交流会 170 名 

2 月 13 日 第３回交流会 筆で抱負を書く １０名 

 

（２）交流コーナーの取り組み 

・交流コーナー利用者を登録団体に限定して、団体が使用しやすい雰囲気を作りあげ

るために、昨年度まで利用していた区内駐輪場の整理職員や、一階にあるキックオフ・

オフィスの利用もお断りするようにした。また、今年は「まちなかギャラリー」として

の使用はしておらず、利用数は減少したようである。 

・引き続き、交流コーナーを活用して交流会（2 回）やスキルアップ講座（１２回・1

回はオンライン講座）などの主催事業を行い、団体同士の交流とスキルアップを促すだ

けでなく、 同時に、さまざまな相談に対応し、プラザ事業だけでなく団体の活動を広

げていく予定。 

・リソグラフやコピー機を利用して、会報作成のために毎月利用している団体も増え

ている。 

・火曜日は月二回の休館日もあり利用者は減少しているようである。 

・3 月は 3 月初旬からの閉館もあり利用者数が大幅減少した。 

 

 

【交流コーナー利用者の月別と年間合計数】 
       

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 
10

月 

11

月 

12

月 
1 月 2 月 3 月 合計 

130 103 146 205 158 156 152 132 111 115 192 3４ 1,634 
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【利用者推移（グラフ）】 

 

 
 
 
（３）他団体とプラザの交流 
 
① 東京都内中間支援団体ヒアリング 

職員の研修、ネットワーク構築、ＮＰＯ情報及び支援ノウハウの共有を目的に他の
自治体で運営されている中間支援法人を訪問した。 

 
【訪問先】 
 

開催日 訪問先 備考 

１０/３０ 八王子市市民活動支援センター  

１１/８ 新宿 NPO 協働推進センター  

１１/１１ フミコム  

１１/１３ 協働ステーション中央  

１１/３０ 八王子市市民活動支援センター 東京都ボランティアセンター
共催 助成団体シンポジウム 

１２/１３ 府中市市民活動センター  

 

 

② 杉並区社会福祉協議会との交流 

・杉並ボランティアセンターとの交流・・災害ボランティアセンター関連での協力が

多かった。中間支援組織としての意見交換会は持てなかったが、都度、事業について

の問い合わせなど行った。 

・杉並区社会福祉協議会管理係との交流・・不定期ではあるが、協働で行える事業の

可能性について意見交換を行った。 

 

③ 外部会議への出席 

  地域区民センター総会、生活支援体制整備事業、他団体助成金審査会などへの出席を

通し、区の施策、地域の現状などの情報収集を行いつつ、必要時にはスムーズにやり取

りが行えるような関係性を構築した。 
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Ⅴ．NPO 価値創造創出のための事業 

  

（１）杉並区ＮＰＯ支援基金助成事業 

杉並区ＮＰＯ支援基金助成事業の受付を協働プラザで対応している。４月初旬現在、８団

体からの応募があった。  

 

（２）杉並区協働提案事業 

今年度は、行政テーマが設定されており、９月２４日の説明会を実施後、１３企画が提案

された。その後、個別の説明、コンサルティング、担当課への説明、協働提案事業者の会

計面調査、四者協議、プレゼン練習を経て、５提案が審査会に選出された。結果として、

令和元年度に採択された協働提案事業は以下の通りです。 

 

提案名 提案名 提案団体・担当課 

重症心身障害児・医療的ケア児

（未就学児）のピア相談 

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。 

提案団体 

NPO 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） 

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 

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。 

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 

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 

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。 

提案団体 

NPO 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） 

 

協働提案事業採択後、各担当課、事業者に今後の流れを説明。これからも伴走で支援をし

ていく。  
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また、次年度の協働提案に向けて、環境部、都市整備部、スポーツ振興財団、オリパラ連

携推進担当、防災課、企画課、人事課、男女共同犯罪被害者支援係など各担当課にヒアリ

ングにも伺った。年度末およびコロナの影響もあり、すべての担当課には回れなかった。 

全体として、次のような意見が多く、これからの協働のあり方を考えさせられました。 

・協働のことは知っている。あまり考えたことはない。 

・ボランティアや地域に関わる課としては、積極的に中間支援をしてくださると助かる 

 

協働そのもののフロー、工夫、困ったこと、楽になったことなどを各課で共有すること、

民間が持つ先端の技術や支援などを学ぶ機会を作ること、協働自体を学ぶ研修会を持つこ

と。これら３つを杉並区に実装していただいたら、今後の協働もやりやすくなると考えま

す。「どんな団体がいるかわからない」「民間がどれだけできるかわからない」このような

不安や疑問がある際に、協働プラザに聞いてくださったり、コーディネートを依頼してく

ださるとスムーズになります。協働プラザ（中間支援施設）の機能を知らない方も多く、

今後の杉並区としての中間支援の位置付けも明確にすべきでしょう。 

 

 

協働は異文化同士が互いの知恵と技術を出し合って、課題解決を行うプロセスです。「協働」

「課題」の前提の共有、方針の共有、意図の共有が極めて重要です。参加も協働も、それ

ぞれのニュアンスが異なることがあります。参加については、行政学では住民による行政

決定過程への関与という意味で使う場合が多く、地域で行われる協働においては、自治体

行政と対等に協議すること、両者が合意すること、行政側が住民の提案を受け入れること、

などが必要となります。つまり、民間と行政が対話をする場所、それをつなげる機能も中

間支援に必要だと思います。これは、今回のコロナでも活かせます。災害時の対応は、所

属する組織での習慣が出てしまい、災害救助に失敗しがちです。災害時には、多種多様な

連携を急造して対応しなくてはなりません。日頃より、行政と民間がネットワークを作り、

協働を行うことは、災害時の対応スキルを鍛えることにもつながります。 

 

 

他自治体では、中間支援施設は地域のコーディネート拠点、ＮＰＯの拠点であると同時に、 

防災の拠点（社会福祉協議会と連携してボランティアの管理、物資の手配など） 

企業誘致、大学誘致の拠点 

新規プロジェクト、起業、地元企業の活性化の拠点 

などの機能があります。 

これからの中間支援は、既存の枠組みを超えたパートナーシップを作り、異なる問題や資

源をかけ合わせ、カタチとノウハウとハートを地域に残していく「チェンジ・エージェン

ト機能（変革促進、プロセス支援、資源連結、問題解決）が必要と考えます。 

  



 

- 13 - 

 

Ⅵ．その他事業 

 

（１）NPO 支援基金普及啓発事業 

   NPO 支援基金を通して寄付文化醸成のために、チャリティー講座開催及び募金活動

を行った。 寄付総額：509,427 円 

 

 ・講演会・日本のアニメの礎 全 2 回 6 月 30 日・7 月 7 日 

   1 回目 鈴木伸一氏 （東京工芸大学杉並アニメーションミュージアム館長） 

   2 回目 黒川慶二郎氏（アニメディア・ドット・コム代表取締役） 

   場所協力 細田工務店  地域企業との協力事業となった。 

   「アニメのまち 杉並」としてアニメ文化を紹介。アニメーションの黎明期を学ぶ 

講座   （寄付額：１２２，４８９円 ） 

 ・すぎなみフェスタ・募金活動  １１月２日 

   杉並区 NPO 活動助成を受けている団体と協力して、募金活動を行った。 

   協力団体・こだまの集い COSMO FEST サービスフロンティア「すかい」 

                        （募金額 ：１８，２４７円 ） 

 ・チャリティコンサート・ドラマなおんがくひろば  11 月 9 日 

   出演 キッチンワルツ 

   開催場所 和泉子ども・子育て広場 

   児童青少年課と協力開催  NPO を知らない世代へ向けての発信事業ともなった。 

     （寄付額：１８，８００円 ） 

 ・チャリティコンサート・ニューイヤーコンサート 1 月 17 日 

   出演 マンドリンアンサンブル ６４３２   （寄付額：３９，７０２円 ） 

 ・その他   

交流会などでの寄付、プラザ募金箱、そして、親族が地域活動に寄与していること

を知り、地域活動に役立ててほしいとのことで多額の寄付をいただいた。 

      

（２）生活支援体制整備事業第２層支援 

 ・ケア２４高井戸での第２層協議体「上高井戸端」設立への支援 

  上高井戸地域で居場所づくり支援を行うにあたって、ケア２４高井戸より相談があり、 

  地元の方をつなげ、会議に参加しつつ、設立に向けて支援した。 
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Ⅴ．次年度に向けて 

  

    令和 2 年度は、新型ウイルス感染拡大防止のために集会、イベントの開催が困難なな

かで始まった。「集まる」「対話する」ことは、地域活動にとっては重要なことであり

そこに制限がうまれたことは、活動が止まることを意味する。しかしながら、この困難

さを受け止めるだけでなく、互いの不安を共有しつつも、それぞれの考えを持ち寄り学

びあい、連携していくことを前向きに考えたいと、区内 NPO 法人、活動団体に向けア

ンケートを実施した。（令和 2 年 4 月 10 日）この回答をまち、プラザの今後の事業に

活かしていく予定である。 

    事業については、昨年度のやり方を一歩進め、計画性を重視し、効率的に講座を進め

ていくべく計画をたてている。また、「災害時における地域活動」について考えていく

ことを根底に置き、先のアンケートを活かしながら、中間支援組織「すぎなみ協働プラ

ザ」としての在り方を検討していく。 

    そのために、各団体とプラザ、各団体同士、行政、企業との意見交換を図っていく。 

    また、地域課題に取り組む個人にも着目し、団体の育成、団体へつなげていくなどし、

地域活動のすそ野を広げていきたいと考えている。 

 

  

    

 











地域づくりの最前線
～そのチャレンジ！応援します～

社会福祉法人聖友ホームの杉井麻彩さん（左）、山田愛弓さん（中央）、松本麻美さん（右）。

様々な事情により家庭で暮らすことのできない子どもを家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と正しい理解
を持って養育する里親制度について知ってもらう活動をしています。地域の方々の協力を得ながら阿
佐ヶ谷を拠点に始まったプロジェクトは、杉並区内に活動の場が広がっています。
詳細は２面をご覧ください。

この情報紙は、区内のボランティアの方々に、宛名シール
貼り、封入作業を行っていただき、発行しています。
いつもご協力ありがとうございます。

【特集】社会福祉法人 聖友ホーム

すぎなみ里親プロジェクト

3面 ・・・団体登録・情報通知登録のご案内 / 各種講座報告

裏面・・・西田小学校 “みんなにやさしい町づくり” / センターからのお知らせ



みなさんに里親のことを知ってもらいたい
杉井さん：聖友ホームは、阿佐谷図書館からほど近い住宅街

の中にあります。乳児院と児童養護施設を併設した法人は都

内でも数少なく、私たちの強みでもあります。

松本さん：私が里親支援専門相談員として配属されたのは4

年前。社会的養護を担ってきた児童福祉施設としてその専門

性を生かし、里親制度の普及啓発を行ってきました。現在は

3名の職員が里親支援に携わっています。

山田さん：施設で暮らしていたお子さんを家庭に迎え入れる

むずかしさ、子どもが抱える実親への思い、大人だけの生活

に子どもが突然現れることへのご近所の目など。里親が相談

できる環境を整えるだけでなく、里親制度を知ってもらい、

地域の皆さんに理解してもらうことによって、子どもたちや

里親が地域で安心して暮らせるようになると感じています。

“多くの方に里親のことを知ってもらいたい”そんな思いでプ

ロジェクトを立ち上げました。まずは、地域から発信する

「阿佐ヶ谷里親プロジェクト」を行いました。

子どもたちと里親が暮らしやすい街を目指して
杉井さん：杉並区では、区内7施設の乳児院や児童養護施設で暮

らす子どもたちは304名（12月1日現在）います。現在、里親の家

庭で育つ子どもたちは13名、里親家庭数は27家庭登録されていま

す。子どもたちに合った家庭とつながるようになるには、里親の

登録や里親制度の理解者が増えることが期待されています。

山田さん：施設では整った環境のもとで子どもたちの養育に努め

ていますが、里親のお宅で生活するようになった子どもの変化に

は目を見張るものがあり、家庭的環境の大切さを実感しています。

養育家庭を巣立った子どもたちは、あたたかい里親のぬくもりを

感じながら将来の自身の家庭像につながっていくのではないで

しょうか。地域の方々の協力を得て

▲今年度は新型コロナウイルスの影響で、ほとんどの企画は中止となりました。
その代わりに、聖友ホームの壁面に里親制度についてのパネルを掲示中です。
QRコードからPDFをご覧いただけます。

人形劇動画「春（はる）ちゃん 手をつなごう」

山田さん：地域の皆さんが足を運びやすいカフェやお店で、

里親制度の説明や実際に里親をされている方の体験談を話し

ていただく機会を設けました。プロジェクト1年目は年3回開

催し、思った以上に興味を持ってくださる方がいることが分

かりました。

杉井さん：一方で課題となったのは、里親のことを伝えるば

かりではなく、参加される方との相互の交流もできると良い

のではないかということでした。金銭面で施設の持ち出しに

限りがある中、イベントの幅を広げ、もっと地域の方々に

知ってもらうために申請したのが地域福祉活動費助成です。

そのおかげで阿佐ヶ谷から杉並に範囲を広げ、「すぎなみ里

親プロジェクト」へ。高円寺にあるレンタルスペースを利用

し、お菓子を食べながら、アットホームな雰囲気の中で意見

交換を行うこともできました。

【特集企画】

地域づくりの最前線
～そのチャレンジ！応援します～

杉並ボランティアセンターでは、「地域福祉活動費助成
金」を通して、地域で活動する団体を応援しています。
今回はその中の一つ、チャレンジ応援助成団体※である
「すぎなみ里親プロジェクト」の杉井さん、山田さん、松
本さんに活動の様子をうかがいました。
※チャレンジ応援助成とは・・・新規の活動を応援するための助成
金。地域の方々からの善意で集まった歳末たすけあい運動募金が原
資になっています。

松本さん：より分かりやすく里親制度について知ってもらおうと

いう里親サポーターからの発案をもとに、人形劇動画を制作しま

した。人形（紙面左上写真）を一から手作りし、スマートフォン

で撮影。人形劇では、生後4か月の頃から乳児院で生活する春ちゃ

んが里親家庭で暮らすまでの様子を描いています。春ちゃんの成

長を一番近くで見守る職員“あみちゃん”は私が担当しました。社

会的養護のもとで暮らす子どもの生活や、里親委託までの経緯に

ついてリアルに伝えています。人形劇動画を通して、里親制度に

ついて多くの方々に理解していただけたら嬉しいです。

松本さん：地域でできた絆を大切にし、イベント後も継続した

つながりが持てるよう、ホームページやSNSでの発信も行ってい

ます。様々な方がプロジェクトに関わり協力してくれるように

なったのが嬉しいことです。

山田さん：里親や子どもたちに寄り添う伴走者として、『里親サ

ポーター』の協力も大きな支えになっています。里親サポーター

の活動は、里親制度を知っていただくイベント開催についてアイ

ディアを出し合ったり、気軽に相談できる里親の相談相手として

子どもの育ちを地域で支えることのできるよう、勉強会等を開い

ています。

社会福祉法人 聖友ホーム
〒166-0001 阿佐谷北3-28-19
℡:03-3338-1844 Fax:03-3338-1894
https://www.seiyuhomu.or.jp/

人形劇動画「春ちゃん手をつなごう」▶

▲里親プロジェクトに関わってくだ

さる方へお渡ししています。この
バッジをつけている人が増えるこ
とを願い、助成金の一部を使って
作られました。

▲児童相談所の職員（左）と春ちゃん（右）

“里親（さとおや）”とは、様々な事情により家族と暮らせな

くなった子どもたちを家庭に迎え入れ、養育していただく方の
ことです。「すぎなみ里親プロジェクト」は、子どもたちや里親
が安心して生活できるよう、里親になりたい方だけではなく地
域の方々にも制度について理解していただくために、社会福
祉法人『聖友ホーム』が中心となり立ち上げました。

↗

↗

https://twitter.com/satooyaproject


★うぇるくんはどこだ★
「ボラン・て」のどこかに右と同じ“うぇるくん”が隠れています。
見つけた方は、こっそりセンターまで教えてください！

災害ボランティア講座

団体登録・情報通知登録のご案内

お問合せ

傾聴ボランティア養成講座

令和２年度に団体登録、情報通知登録をしていただいている方々は、３月３１日で登録期間が終了となります。

令和３年度も登録を希望される方・団体は、更新の手続きが必要です。別途お送りする通知をご確認の上、お手続き
をお願いいたします。

お問合せ

杉並ボランティアセンター
TEL：03-5347-3939 FAX：03-5347-2063

情報通知登録をしていただいた方には、
情報紙「ボラン・て」を毎月お送りします。

令和３年度情報通知登録票をご記入の上、
当センター窓口へ持参、又は郵送でお送りく
ださい。

【情報通知登録】

ご登録をお待ちしております！

当センター団体登録要綱の条件を満たす団体は、登録
が可能です。登録団体は、印刷機や大判プリンターなど
の機材貸出や広報活動の支援、当センターホームペー
ジへの掲載などを行います。

令和３年度団体登録票をご記入の上、添付書類を付け
て当センター窓口へ持参、又は郵送でお送りください。
※ホームページからの更新手続きも可能です。

【団体登録】

①話す人②聴く人③観察する人に分かれてのロールプレイや、

テーマを決めてのワークショップを講師から事例を聞くなど行い

傾聴を学び、受講生からは「ロールプレイでは、それぞれの

立場に立つことで、聴く事が大切だとわかった」等の声があ

りました。

修了生の皆さんが一日も早く活動できる日が来ることを祈りた

いです。

1月29日（金）から全6回、「傾聴ボランティア養成講座」を開催し

ました。この講座は、すぎなみ地域大学と共同で開催し、NPO法

人P.L.A（パートナーシップ アンド リスニング アソシエーション）

から講師を招いて実施しています。施設実習が難しいことから電

話での傾聴も取り入れるなどの工夫をし、3月5日に修了式を迎

えることができました。

◀▲ロールプレイの様子

◀ワークショップの様子

◀▲Zoom画面を
通して

令和３年度ボランティア保険の
受付を開始しました。４月１日以降に活動

がある方は、お早めにお手続きを
お願いします。

開催
しました！

開催
しました！

2月17日（水）に災害ボランティア講座「入門編」、25日（木）に「発展編」を行いました。
今回の講座は、初の試みとしてZoomを使用したオンライン参加と、会場での参加の
“ハイブリッド形式”で実施しました。

講師は災害支援・防災教育コーディネーターの宮﨑賢哉さん。入門編で
は、これまでの実体験をもとに災害ボランティアについて基本的な内容をお
話しいただきました。発展編では、災害ボランティアセンターのスタッフ体験
として、ボランティアの受付やマッチングなどのワークショップを行いました。

参加者からは「受講者の目線に立ったお話でとても勉強になった」
「Zoomでの講座は参加しやすかった」「私にもできる！と感じた。
やらない後悔はしたくないと思った」といった感想をいただきました。
令和3年度も災害関係の講座やイベントを実施予定です。ぜひご参加ください！

▲講師の宮﨑賢哉さん



入門編
２月１５日、杉並ボランティアセンターの職員が西田小学校４年生の皆さんから総合

的な学習の時間に招待していただきました。

「荻窪リニューアルプロジェクト」をテーマに、児童の皆さんが荻窪の町を模型

で表現しプレゼンテーションを行ってくれました。以前、杉並ボランティアセンターが福

祉体験授業でお話ししたことを踏まえて、障害を持った方、高齢の方、子どもや妊婦さ

ん、外国籍の方々など、だれもが安心して楽しく生活できるようなアイディアがつまって

います。総合の時間と図工の時間で２～３週間かけて製作されたそうです。

２８グループの“みんなにやさしい町”は、支え合う心豊かな暮らしへの希望が込めら

れています。

みんなにやさしい町づくり

▲普段は手話教室を行っているところが
災害時には避難場所になります

▲点字ブロックの

曲がり角には音声案
内のQRコード

▲なんでも相談が
できるお店

◀大田黒公園の入り口には
AIロボットがいます

▲バリアフリーの工夫がされたバス

▲点字が充実したトイレ

２０２１年３月１１日、東日本大震災から１０年の時を迎えます。
杉並区と災害相互援助協定を結ぶ福島県南相馬市において、杉並区社会福祉協議会杉並ボランティア

センターは、様々な災害支援のボランティア活動と交流を行ってきました。
この経緯を振り返ると共に、被災された方、避難を余儀なくされた方、その人々を支えてきた方の声

などを4月以降の「ボラン・て」でお伝えしていきます。
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