
第３回 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 
平成30年11月27日（火）12：30～21：00 

■ 開会 
 

（基金事業課長から本日の予定を説明） 

・ 委員７名（欠席者：石渡委員）での開催予定。 

・ 本日の流れ 

13時30分から、平成31年度協働事業負担金（継続）のプレゼン審査。 

19時15分から、プレゼン審査に対する選考を行う。 

終了後、基金21事業の今後のあり方などについて。 

 

（審査会長から開会の宣言） 

・ 平成30年度第３回神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会を開催。 

・ 率直な意見交換を通じて、公平な審査をする必要があり、神奈川県情報公開条例第25

条第１項第１号及び第２号に該当することから非公開とする。 

  ただし、プレゼンテーション審査は公開とする。 

 

■ 審議事項 平成31年度協働事業負担金（継続）の選考 

（基金事業課長から以下について説明） 

・ 協働事業負担金の応募状況（資料１） 

・ 来年度の協働事業負担金に係る予算（資料２） 

・ 審査委員と利害関係のある団体からの提案なし 

 

（事務局から事業調書等について説明（資料３・４）） 

 

（委員による審議） 

 協働事業負担金（特定課題）への提案事業に対するプレゼンテーション審査における確

認事項等について検討した。 

 

（プレゼンテーション審査の実施） 

協働事業負担金（特定課題）への提案事業に対するプレゼンテーション審査を次のとお

り行った。 
 

【空き家等の利活用による地域の魅力アップ事業】 

特定非営利活動法人横浜プランナーズネットワーク（以下「横浜プランナーズネットワ

ーク」という。）によるプレゼンテーション実施。 

 

【質疑】 

（大川委員） 

来年度の計画では、モデル地域５か所以上と謳っているが、今の話だと着手できたのは

３か所。平成31年度まではまだ４か月ほどあるが、この５か所というのが実現可能か見込

みを聞きたい。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

スライドでお示ししたように、５つの候補地がある。すでに伴走支援の取組みはできて

いるが、事業のスタートというところまでは至っていない。だが、候補があるので、あと



の２ヵ所も目処はつく。特に、山北町のヴァンサンカンというレストランの空きスペース

を活用した取組みについては、つい先日オーナーと使用についての協定を締結できたので、

来年夏ごろにはスタートできるのではないかと思っている。 

 

（大川委員） 

 今の話だと、４か所ほど見込みがあって、そのうち２か所はスタートできそうだという

ことでよいか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

 あとは、横浜市内の南永田団地の空き店舗活用で、タウンカフェ的な拠点づくりをしよ

うということで、住民の皆さんが管理組合や自治会とは別に、地域の方々を巻き込んだ

NPO を運営部隊としてつくったところで、これも実施見込みである。ただ、改装工事は年

度末で、この基金事業の事業費は使わずに他の助成金をもらって３月末までにオープンす

る予定になっている。なので、まだ候補地段階だが、ほとんど実現可能性は高いといえる。 

 

（大川委員） 

 基金事業とは関係のない事業として実施するということか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

 そうではない。改修工事費については別の事業費を活用して行うが、その工事費の分し

かもらえないので、伴走支援として住民の方を応援するのは基金事業として行う。 

 

（大川委員） 

 ５か所の候補のうち２か所は来年度スタートできそうだということでよいか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

 はい。 

 

（大川委員） 

 来年度が最終年度となる。自立に向けて常設の窓口をつくられるというお話があったが、

それについてもう少し詳しく聞かせていただきたい。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

常設窓口については、我々の NPO 設立まもない頃から実施しており、10年くらい経過し

ている。ワーコレの連合会から居場所の開設を手伝ってほしいという話もあり、今までは

横浜拠点だけでやっていたが、神奈川県下についても経路のはっきりしたものについては

取り組んでいくことを考えている。 

 

（大川委員） 

ワーコレの連合会から紹介してもらい、それを相談に結びつけるということか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

そのとおりである。 

 

（大川委員） 

最終年度の成果物について教えていただきたい。 



 

（横浜プランナーズネットワーク） 

成果物は、普及事業の方で推進方策を整理して提案したいと思っている。マニュアルと

いう表現をする方もいるが、地域の方々が地域のエリアマネジメントを自分たちで進めて

いくための推進方策を整理したものをお示ししたいと思っている。もちろんモデル事業は

５か所以上で。 

 

（柴田委員） 

 いろいろな資料を見ていくと、修繕費が１件に対して200万円かかっている。今後自立

をしていく過程の中で、他のところからお金が出るという話もあったが、その先というの

はもう見えているのか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

200万円はかかっていないはず。まだスタートしていないところも動いているし、我々

が動いている人件費もある。改修工事費として払ったのは、150万円だけである。あとプ

ラス数十万くらいの話で、200万円というのはそれ以外の部分である。実際に、最大で10

か所、候補地を含め動いている。だめになったところも２か所ある。その分の費用を、単

純に今できたもので割るとそれくらいの金額になるのかもしれないが、そんなにはかかっ

てないということを申し上げておく。 

 

（柴田委員） 

中間報告によると、執行状況が375万円。今後あと４か月で、何を具体的に行動して成

果をあげるのか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

先ほど申し上げたとおり、山北町は使用可能。細々とした修繕工事をやっていきたい。

実際には来年の運営体制の準備もあるので、来年の初夏ごろまで修繕費がかかる。あと、

茅ケ崎市の松林地区の中層団地の空き店舗を活用する事業も今動いている。その事業が進

むと、数か月で執行することになる。今のところはまだ状況次第と考えている。 

 

（柴田委員） 

全部で３か所がオープンしている。その計画の中ではさまざまあるわけだが、31年度に

は報告書も作る必要がある。もう少し地に足のついた事業実施の上で初めてきちんとした

まとめが作れるのではないかと思う。あまりにも、走りすぎているのではないだろうか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

こちらとしても、５年くらいかけてもう少しゆっくり、しっかりと事業を実施したいと

いう気持ちもあるが、ここで求められていることは報告書を書くことではなく、地域の

方々が推進方策を見て私たちもやってみたいなとか、あるいは空き家を持っている方がこ

んなふうな活用の仕方もあるのか、と触発されること、そういう考え方が一般化されるこ

とをこの事業では目標としている。まずは３年でそれを目標にしたい。 

それと、今回取り上げた事例だけでは推進方策を書ききれない部分があるので、これま

で取り組んできた事例や事例調査を行った30件ほどの事例を含めて、まとめざるをえない

と考えている。 

 

  



（柴田委員） 

 それが31年度に可能になると考えてよろしいか。 

 

（横浜プランナーズネットワーク） 

 はい。 

 

【生活困窮者の自立支援ネットワークの形成】 

かながわ生活困窮者自立支援ネットワークによるプレゼンテーション実施。 

 

【質疑】 

（小松委員） 

官民ネットワークというところで、４つを除く自治体を訪問したとあった。皆さんの活

動は政令市も含めてやっているということでよいか。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

そのとおりである。 

 

（小松委員） 

事例検討会のテーマ例の中に、不動産関連業者と連携した住まいの確保というのがある。

これは、イメージとしてはシェルター的なものか。ホームレス状態の方の支援ということ

が頭をよぎるが、住宅の確保というのはどのようなものを想定しているのか。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

私もホームレスの支援をしているが、根源は人間関係の貧困にある。いきなり生活保護

を受けたとしても、なかなかアパート確保ができない。保証人問題も残ってしまうし、保

証協会を使ったとしても受入れる先がない。そんな中で、我々は電話一本で駆け付けるこ

とができる。団体としてきちんと信頼性を増せば、生活の根拠になる場所を確保する支援

ができる形になる。 

 

（小松委員） 

ネットワークまたは構成団体が保証人になるということか。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

いろいろなケースがあるが、今は我々が緊急連絡先になり、保証のほうは保証協会を使

うことが多い。そうすると受入れ先がしっかりしているということで、保証協会を通るこ

とができるので、そこで保証人問題がクリアできる。あとは、信頼関係のある大家さんの

場合には、団体がついていることで借りることができる。 

 

（小松委員） 

住宅が確保できれば就業もしやすくなると思う。 

ネットワーク全体の役割に関する質問だが、小田原のジャンパーの件があった。その際、

東京に拠点がある団体が市に掛け合った例があった。万が一またこうしたことがあった場

合、ネットワークとして果たせる役割はあるか。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

自治体と長い付き合いがある。ただ、ネットワークの役割としては行政を指弾するより、



良い官民連携をとることが大事だと考えている。 

 

（長坂会長） 

特定課題は基本３年の制度。来年度最後になるが、仕上がりはどう想定しているか。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

できればもう少し時間がほしい。ただ、時間がないからできなかったとは言いたくない。 

今、ネットワークとしてつながりができている。そのつながりが地域の具体的な支援にど

う結びついているかは我々もまだ把握しきれておらず、そこまで踏み込んだシステムや関

係作りまでは至っていない。もちろん、民間の団体も含めてもう一度声をかけたりする。

もし３年で終わったとすれば、今のような動き方はできない。ただ、かなこんネットとし

てこういうことをやった、というのがあれば、先につながると思う。３年目で成果を見せ

て、もう一年やってもらいたいと言ってもらえるように頑張りたい。 

 

（長坂会長） 

特に地域のネットワーク、分野別のネットワークをつくろうという中で、これまでの実

績として、理想に近いケースはあるか。事例をご紹介いただきたい。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

座間市は庁内連携が進んでいる。研修会のときは、属性を問わない生きるための包括支

援をテーマにやっていただいた。藤沢市は、ＮＰＯ活動が活発だが、団体同士の連携が少

ない。大和市は、行政、社協も巻き込んでやっている。今後ある種のモデルになっていく

のではないかと思う。 

 

（長坂会長） 

協働部署は、これまで協働をやってきてどう評価しているか。また、３年を過ぎた後の

継続支援や制度化についてはどんな見通しをお持ちか。 

 

（生活援護課） 

法律でも、地域のネットワークづくりに努めると謳っている。この事業はそういう意味

でも貢献していただいている。各市や団体とのネットワークづくりは今後も重要だと思う

ので、基金終了後も研修会等を実施していただけるよう、予算要求も検討中。 

 

（長坂会長） 

実態調査の概要は。 

 

（かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク） 

町村部に県を通じてアンケートを送ってもらい、生活困窮者に関するアンケートをとっ

た。今日現在で、７町村くらいから回答があった。今後、ヒアリングを行う。 

 

【特別支援学校におけるスポーツ環境モデル構築事業】 

特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ（以下「高津総合型スポーツク

ラブＳＥＬＦ」という。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（田中委員） 

事業実績として設備利用の可能性を拡大して、要領の改正も実現されたとのこと。地道



に壁を乗り越えていらっしゃるという印象を受けた。そのうえでいくつか質問させていた

だくが、第一に、昨年の提案時より人件費250万ほど上乗せしているが、環境変化の背景

などその理由をお聞かせください。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

水平展開が一番大きな要因である。もう一校増やしたことで、受付や学校との対応、そ

の他で人件費が増えている。 

 

（田中委員） 

対象校が増えれば人件費も増えるということか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

 少し違う。今はこのモデルを作るために、何のモデルもないところにこのノウハウを伝

えることに人件費を使っている。麻生の方でできたノウハウを高津養護でできるかどうか、

それを伝えるために人件費を使っている。なので、対象校の数と人件費が直ちに比例する

わけではない。 

 

（田中委員） 

研修会をされているが、終了した時点で地域住民の登録には結びつかなかったという記

述があったが、今の説明では会員数は増えているが、登録者数は増えていないということ

だった。両者の数の関連性は。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

 理解啓発をしたのは、近隣の町会の方に向けてであるが、そこはほとんど増えていない。 

 

（田中委員） 

近隣への啓発で、登録に至らなかった理由は。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

障害者向けのプログラムを前面に押しだしたため。 

 

（田中委員） 

プログラムの内容を変えていかないといけないということか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

 そう考えている。 

 

（田中委員） 

今後自立に向けて。今、水平展開ということを強調なさったが、成果物については、ど

の事業で出せそうか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

麻生養護の方では「ちょこっとサポート」というグループができている。そうした現役

の保護者の、ＰＴＡとは違うグループがこういったところに参画してくれるとスタッフ確

保につながると思う。15人の保護者がいれば、一日３人×５日間で一週間回せる。負担を

分担して、ひとつの運営モデルができないかと思っている。お金をかけて雇用して、とい



うのではなく、地域で協力するモデルとしてコミュニティスクール制度と連携できないか

と考えている。 

 

（田中委員） 

コミュニティスクール制度はどう活用しようと考えているか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

コミュニティスクール制度自体が、学校施設をどう有効活用していくかと、学校の教育

現場にＰＴＡだけでなく地域の人々がどうやって入っていくか、という制度である。今は、

各学校ともこれをやったらいいのはわかっているが、どうやったらいいかわからないとこ

ろがあるので、そこにこのスマイルプランモデルを使えないかなと思っている。学校との

関わりの中で信頼関係ができている団体に、鍵の貸し借りなど施設管理の部分を移行でき

るとスムーズにいくのではないか、など具体的には考えている。 

 

（大川委員） 

当初計画よりも提案額が240万円増えている理由をお聞かせください。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

水平展開をするにあたって、モデルを浸透させるための人件費がかさむということ。も

う一つは、音楽系のプログラムのニーズが高く、その資源がプラスされている。 

 

（大川委員） 

平成31年度の事業終了を見据えて、自立化に向けてどう取り組んでいくか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

あくまで計画だが、麻生養護学校は今年度から技能員の仕事が入札で委託になった。そ

ういうところの受託を目指している。そうすれば、昼間から学校と連携しながら人材も確

保でき、その人材が地域活動をやっていくことができる。もう一つは、保護者も楽しみな

がらこのクラブ活動に参加することで、負担を軽くしつつ楽しみもできる。そうしたモデ

ルを作りたい。 

 

（大川委員） 

 入札というのは、平成31年度あるいは32年度に、それに応募するということか。 

  

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

それを検討しており、すでに神奈川県の業者登録は済ませている。 

 

（大川委員） 

高津養護学校についてはどう考えているか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

 そちらには高津クラブというお母さんたちのクラブ活動があったが、学校の使えるスペ

ースがどんどん狭くなってしまったために有名無実のものになってしまった。そこを今回

の学校施設利用と調整のモデルで、連携することによって、事業が回っていくのではない

かと考えている。 

 



（大川委員） 

 高津養護学校でも受託を考えているのか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

 できたらよいとは思うが、もし地域のお母さんたちでできるのであれば、それは可能だ

ということなので、並行して考えていきたいと思う。 

 

（大川委員） 

協働部署にお尋ねしたい。基金終了後、協働部署として制度化等は考えているか。 

 

（スポーツ課） 

具体的に課内できちんと話し合いが行われているわけではないが、ＳＥＬＦの活動を報

告していく中で、自立については必ずしも一筋縄でいくところではないので、課としても、

予算措置が必要かといったところについて、前向きな検討が必要という話はしている。 

 

（大川委員） 

基金が３年で終われば、基金で賄う人件費の分が落ちると思うが、それについてどう考

えるか。 

 

（高津総合型スポーツクラブＳＥＬＦ） 

継続すれば会員は増えることがわかってきた。一度入会すると継続する人が多い。それ

によって人件費を賄いたいと考えている。 

 

【造血幹細胞移植総合支援プロジェクト事業】 

特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン（以下「キャンサーネットジャパン」と

いう。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（小松委員） 

Ｗｅｂサイトを見させていただいたが、必要としている患者数とドナーを探している患

者数の違いは何か。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

前者は全国、後者は神奈川県内を示したものである。なかなか神奈川県で何人の患者が

ドナーを探しているかは知らない方が多いと思うので、ぜひ知ってもらいたいと考えた。 

 

（小松委員） 

昨年の採択の条件で、骨髄移植を考える会との棲み分けという話があった。すでに共同

作業も進んでいるとなっているが、審査会としては、１＋１が２になるのでは意味がない。

１＋１を３にすることを期待している。このような観点から、具体例を交え、メリットと

デメリットを含め成果を説明して欲しい。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

我々は企業に対してドナー登録をやってくださいと言う営業はできるが、現場で説明員

がいないとなかなか実現しにくい。我々が登録会の実施をお願いして、実際に骨髄移植を

考える会の説明員が登録会を実施することで、ドナー登録が増える。このような連携の仕

方だと一番効率が良いと思う。来年の１月に実施するので、その二日間でどれくらいの登



録数があるかはまた次回皆様にご報告したい。また、骨髄移植を考える会主催のシンポジ

ウムにキャンサーのブースを設置して、そこで登録してもらったりメッセージを投稿して

もらったりすることができた。 

 

（小松委員） 

デメリットはあったか。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

あまりない。こういった機会をいただいたことで、いろいろと情報共有ができている。

順調に、思った以上にうまく事業が進んでいる。 

 

（小松委員） 

特定課題枠ということで、基本的には最長３年だが、５年で申請した理由は何か。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

骨髄移植を考えるというこの課題は、皆さんと一緒に考える時間が長ければ長いほど効

果が表れると思う。また、当初はどちらか一方の団体が採択されると思っていたので、も

う少し大規模なサイトをつくることを考えていた。その運営資金を集めて自分たちで回せ

るようになるためには５年はかかると思っていたということがある。それから、県内への

浸透には時間が必要と考える。もちろん、自立していくことが目標なので、それより早く

自立できればそうしていくつもりである。 

 

（長坂会長） 

キャンサーネットと協働部署との関係について。協働部署の働きをどう評価しているか。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

インタビュー動画を月１でアップしているが、これの公開直後にアクセスが増える。医

療機関の先生方に動画出演のアプローチする際や、イベントの実施にあたっての会場予約

等で協力してもらっており、大変感謝している。 

 

（長坂会長） 

事業をやっている中で、収入が伸びている部分、支出を削減している部分があると思う。

この事業によって、どのような効果が出ているか。 

 

（キャンサーネットジャパン） 

応援企業が増え、自立に向かっていけるのではないかと考えている。企業回りもかなり

している。 

 

【骨髄ドナー登録推進事業】 

骨髄移植を考える会によるプレゼンテーション実施。 

 

（小松委員） 

先ほどと同じ質問になるが、キャンサーネットジャパンとの棲み分けによるメリットと

デメリットを教えてください。 

 

  



（骨髄移植を考える会） 

我々はフェイストゥーフェイスで事業を実施している。一方、キャンサーネットはウェ

ブサイトでの普及啓発。草の根とＩＴでうまくやっている。デメリットは思いつかない。 

 

（小松委員） 

 草の根というのは、直接お話して説得するということをずっとなさってきたのか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

 説得ではなく、説明して理解してもらう。登録した方が実際に提供に結びつくというこ

とが大切だと思っている。そういう意味では無理に説得しても意味はない。そこを大切に

しながら、フェイストゥーフェイスでいろいろなお話をし、理解していただいて登録に結

びつけるという活動をしている。 

 

（小松委員） 

説明員の養成が非常に大事だと思う。相手の様子を見ながら話をしなくてはいけない。

その養成の現状はどうなっているか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

県に広報してもらい、県内の不特定多数の方に声をかける。座学で学んでいただいた後、

ロールプレイングを行う。 

 

（小松委員） 

受講者を昨年の延べ30名から延べ20名にした理由は何か。 

 

（骨髄移植を考える会） 

養成講座１回あたり10名が適当なのではないかと考えた。ロールプレイングをするため

には、我々のような説明員の資格を持った者がサポートする必要がある。15名×２回を10

名×２回。10名×３回やるのは現実問題として難しいというのがある。 

 

（小松委員） 

養成講座は１回あたりどのくらい時間がかかるのか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

１回あたり１日のコース。午前中は座学で、午後にロールプレイング。機会があれば、

実際の説明員の説明の様子の見学も行う。 

 

（小松委員） 

計画を見ると３年目が一番負担金額が大きくなっており、事業のピークになるようであ

る。特定課題は基本３年だが、３年目にピークをもってきた理由は何か。 

 

（骨髄移植を考える会） 

一応計画は５年で出しているが、３年目に集大成ということで大きなイベントを実施す

ることを考えている。 

 

（小松委員） 

４年目以降の自立化に向けた取組みは、来年の申請の際にしっかりと打ち出されるとい



うことでよいか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

そのとおりである。今年の研修実施をもとに研修マニュアルをつくり、来年はそれを活

かしていこうと思っている。 

 

（長坂会長） 

このプロジェクトに期待しているのは、２層の協働関係になっており、これまでと違っ

て珍しいものであるということ。キャンサーネットとの関係で、ここまでに話に出たのは、

ウェブサイトによる情報共有とイベントでの商品販売、説明員の方の相互交流。それから、

イベントごとの広報協力ということだが、これらの協力は今年度から始まったことなのか、

それとも昔からやっていたことなのか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

今年度からである。それまでは、名前は知っていたが一緒には活動していなかった。 

 

（長坂会長） 

キャンサーネットとの協働をどう感じているか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

情報を活用した普及啓発など、当団体の弱いところを、キャンサーネットが補ってくれ

ている。非常にありがたいと感じている。 

 

（長坂会長） 

協働部署についてはどうか。 

 

（骨髄移植を考える会） 

県とライオンズクラブ、献血センター、当会の四者会議ができており、この事業のお陰

で相互の関係が深まっている。募集などは県の広報媒体を使わせてもらったりしている。

先日の講演会でもお力添えをいただいた。良い関係ができていると考えている。 

 

（長坂会長） 

協働部署にお聞きしたい。あと２年強で、県としてどうリーダーシップを発揮していく

か。 

 

（がん・疾病対策課） 

協働部署としては、それぞれの団体の特色を活かした支援をするために、調整役として

下支えをしていきたいと思っている。キャンサーネットには更なる普及啓発、骨髄移植を

考える会には自立に向けた活動と普段の活動の継続をやっていけるように、三者の打合せ

を通じてやっていきたい。 

 

（長坂会長） 

二つの団体が合わさることで良い効果を発揮していると感じている。この機会を通じて、

一緒になって県内全域でキャンペーンを実施するといったことも検討してほしい。県協働

部署にはそういったリーダーシップを発揮していくことも期待している。 

  



【アクティブエイジ応援プロジェクト】 

特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会（以下「横浜移動サービス協議会」とい

う。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（柴田委員） 

特定課題枠は３年で終了できるようにというのが目標である。しかし計画は５年。その

点もしっかり考えて欲しい。研修会の参加人数などを含め、今年度の事業の進捗状況をも

う少し詳しく説明して欲しい。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

あえて５年で申請させていただいている。一昨年まで負担金で障害児の通学を見守ると

いう事業を実施していた。そのときに神奈川県の広さを痛感した。一つ一つの地域で活動

をしようと思うと、３年ではとても県域に広げることはできない。そのため、５年間で計

画している。もちろん、自分たち団体がフェードアウトしても回るような事業の仕組みを

作っていくつもりである。また、今年泉区から委託を獲得できたように、委託を受けられ

るような形を進めていく。ぜひ５年やらせていただきたい。 

研修については、はじめてのところにも声がけをしており、初回の研修では２、３人の

ところもあった。今年度後半にも、また研修をすることになっているが、そのときは前回

の参加者が声をかけてくれる。企業研修については、もともと伝手があったところから実

施している。また、地域ケアプラザに対して研修のニーズについてアンケートを行ってい

る。 

 

（柴田委員） 

アンケートの結果、ぜひその研修に参加したいという声が多かったということか。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

ニーズはあるが、多いというほどではない。時間が必要だと思う。 

 

（柴田委員） 

これまで10数年頑張ってこられた移動サービスの活動を福祉につなげるという発想には

至らなかったか。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

平成18年に道路運送法が変わって、福祉有償運送ができるようになった。そのときにも

我々から働きかけをして、国交省とやり取りした。今は高齢福祉課と事業を実施している

が、地域包括サービスというのが始まっている。その中に、送迎という言葉がはじめて含

まれた。これまでは、移動については、福祉の枠ではなく国交省の管轄だったのが、最近

ようやく福祉の話になってきた。地域包括サービスを動かしているのは、地域ケアプラザ。

高齢福祉課と連携によって、地域ケアプラザとつながることができている。今回の事業は、

移動を地域包括サービスにできる、いい事業だと思っている。 

 

（柴田委員） 

初年度から事業内容が変更されている。特に事業２で、３年間は無料で研修をやり、終

了した段階で有料になるという記載がされている。これは今後実際に成り立つと思うか。 

 

  



（横浜移動サービス協議会） 

 無料の研修は、まず福祉や移動を知ってもらうという内容である。これを受講してもう

一歩進みたいと思ってくれた方に有料の研修を提供する。ホンダカーズさんからも、無料

の研修のほかに介護セミナーとして有料の研修の依頼を受けている。 

移動サービスの研修と、他団体の研修との違いがどこかというと、団体には、高齢者や

障害者がたくさん所属しており、そうした当事者が自ら研修の場に出て、受講生と触れ合

うことができる。四、五十代の中には働けていない人や障害を持った人がいるので、就労

の機会にもつなげていける。 

 

（柴田委員） 

キャリアカフェの意義は出ているか。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

社会に出にくくなっている当事者たちが我々の研修に参加することで、とても生き生き

とされ、社会に居場所を見出している。そういう人たちにも社会参加の機会を増やそうと

いうことで、キャリアカフェを実施することにした。一般の人たちでも、仕事に悩んでい

る人にもこの研修は有効である。 

 

（柴田委員） 

中間報告を見ると、執行率が低いが、その理由は何か。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

企業への働きかけは未知の領域だったので、これから始まっていくところである。実際

やってみると四、五十代の方の生の声が聞こえたので、それをもっと反映させていきたい。 

 

（柴田委員） 

スタートが非常に遅れているということだと思うが、計画通りできるのか。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

根回しはずいぶんやっている。これから頑張っていきたい。 

 

（為崎委員） 

企業内のアクティブエイジというのがもともとの話だったが、それが上手くいかず、平

成31年度の事業は高齢者・障害者にシフトしているように見える。企業内のアクティブエ

イジはどのように今後進めていくのか、高齢者・障害者と企業人の割合はどのように考え

ているのか。 

 

（横浜移動サービス協議会） 

ベースはあくまでも企業内のアクティブエイジ。いろいろな事業所に声がけしているの

で、そこに展開していくことはできる。総合政策課の人生100歳時代ネットワークもある

ので、割合としては、障害者の部分は１割程度になると思う。ただ、我々としてはせっか

くの機会なので、障害者やニートの方が社会に出ていけるようにしていきたい。 

 

（為崎委員） 

 現在関係のある企業とモデルを作ってそれを発信していってほしい。 

 



（長坂会長） 

協働部署との関係が見えづらかったが、協働部署はこれまで何をやってこられたのか。

また、今後どんな展開を考えているか。 

 

（総合政策課） 

まだ広報をメインに行っている状況である。今後、当課が持っているネットワーク内の

企業への周知等を進めていく。また、人生100歳時代関連の政策へのシナジーも期待でき

ると思う。 

 

【湘南ワンハンドレッドプロジェクト】 

特定非営利活動法人湘南スタイル（以下「湘南スタイル」という。）によるプレゼンテ

ーション実施。 

 

（高橋委員） 

いろいろな世代が良い空気感でコラボレーションしている空間を作られていた力はさす

がだと思った。大きく四つ質問させていただきたい。ミドル世代を取り込めたという報告

があった。取り込むことができた理由を分析されていたら教えてください。 

 

（湘南スタイル） 

３つのポイントがある。一つは、イベントの企画テーマとして広く、かつハードルが低

いものを設定した。相手の悩みに沿ったテーマを立てたり、そういったキーワードを入れ

たりなど。二つ目は、参加の場で、参加者同士での交流が深まるようにした。参加者同士

の関係性ができると継続参加にもつながる。最後に、客ではなく当事者になってもらう。

やりたいことを引き出しながら、やる機会をこちらから逆提案する。これらが功を奏して

いると感じている。 

 

（高橋委員） 

３つのプロジェクトが、どのように相互に関係して効果を発揮するのか。既存事業との

棲み分けから発展が知りたい。計画変更されているウェブメディアだが、口コミ効果があ

ると書かれている中でウェブメディアは必要なのか。 

 

（湘南スタイル） 

キャリアラボは、現役世代そのものが対象である。ワンハンドレッドクラブは、それよ

り上の世代に話を聞き出す。企業人プログラムは、キャリアラボの対象者が企業勤めだっ

た場合、こちらの対象者にもなってくる。今後考えられるのは、ワンハンドレッドクラブ

で話を聞いた人が活動しているプロジェクトに、企業人が関わっていく形。３プロジェク

トが単純につながるだけでなく、個別の活動レベルで相互に関係してくることもある。発

展という話については、例えばワンハンドレッドクラブで話を聞いた高齢者がプロジェク

トを立ち上げた場合、伴走支援を地域の中間支援組織に受け渡すなど連携で解決していく。 

メディアの必要性と口コミとの関連については、口コミだと人を通じた断面的なものに

なりがちなので、プロジェクトをリスト化したものがないと企業人が関わっていこうとす

るのは難しいだろうと思う。プロジェクトを一覧化するという役割でウェブメディアを作

る必要性を感じている。事業１、２、３に通じるプラットフォーム的なものと思っている。

口コミについてはトライアルでいくつか記事化しているものもある。ワンハンドレッドプ

ロジェクトのためのウェブメディアではなく、個々のプロジェクトの内容を伝えるための

ウェブメディア。 



 

（高橋委員） 

３年後の自立化を考えたとき、人件費や業務委託費がかなり高く積まれている。これは

膨らんだ理由があるのか。また、最終年に自主財源が積まれていない。その理由をお聞き

したい。 

 

（湘南スタイル） 

以前に協働事業をやったときも終了した翌年に苦しみ、他の事業収益を回しながらやっ

た。今回の事業はソフトランディングしたいので、５年計画でやらせていただきたい。事

業収入については、越境プログラムが始まれば入ってくると思う。 

 

（大川委員） 

３つお聞きしたい。１点目は事務局人件費が高い理由について。２点目は、32年度が最

終年度になるが、３つの事業すべてで自立するのかどうか、それとも縮小していくのか。

３点目は、ヒトコトデザインのコピーライトをパワーポイントに使っている理由は何か。 

 

（湘南スタイル） 

１点目の事務局人件費はこれから精査すれば、もう少し下がる可能性がある。 

 ３点目のパワーポイントのコピーライトは誤植である。 

自立については、３事業を１つのまとまりとして継続していきたい。ただし、各事業が

それぞれ単独で収益事業となりうるかは不透明で、今後検討していきたい。事業３で収益

を上げながら、事業１と２でそのための人を呼び込むことで、３つで１つの事業としてや

っていくということが考えられる。 

 

 

 

（委員による審議） 

 協働事業負担金（一般部門・課題部門）への提案事業に対するプレゼンテーション審査

における確認事項等について検討した。 

 

（プレゼンテーション審査の実施） 

協働事業負担金（一般部門・課題部門）への提案事業に対するプレゼンテーション審査

を次のとおり行った。 
 

【神奈川県の児童養護施設における子どもの自立支援事業】 

特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク（以下「ＪＡＭネットワーク」という。）によ

るプレゼンテーション実施。 

 

（為崎委員） 

今後の展開について、県域への浸透、県外への波及性のバランスをどうとるか。シンポ

ジウムが都内で１回開催となっているので確認したい。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

都内での開催は決定ではない。とりあえず知っている大学の部屋を借りられれば、と考

えて書いただけで、基本的にはもちろん県内でやりたい。 

 



（為崎委員） 

 危惧しているのは、同じ施設での繰り返し実施が多い気がしている。もう施設は開拓し

つくしてしまったのか、それともまだ開拓の余地があるのか。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

県域に14施設ある。それら施設の中でモデルケースとなりうるようなものをつくってい

る。我々は基金以外にも他から支援を受けており、埼玉県、千葉県、東京都、群馬県、静

岡県で事業を展開しているが、それらのモデルになるようにしたい。そのように考え、現

在は県内３施設で事業を行っている。 

 

（為崎委員） 

３施設それぞれが違った形のモデルになるということか。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

そのとおりである。 

 

（為崎委員） 

自立化に関して、自主財源をどのように確保するのか。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

企業からの助成金事業を行っている。それだけでなく、親子コミュニケーションという

プログラムを、企業に研修として提供（売る）することを考えている。そこでの収益を児

童養護施設の事業にもあてる。 

 

（為崎委員） 

そこでいう企業はある程度目処が立っているのか。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

すでに協力を約束してくれている企業もあるが、これからもっと広げていきたい。 

 

（為崎委員） 

事業継続に関する協働部署の考え方を聞きたい。 

 

（子ども家庭課） 

広く県域に普及するために、ここ２、３年ほどはＪＡＭネットワークに研修を実施して

もらっている。児童養護施設はかなり多様である。その中で３つほど、モデルになりうる

プログラムを見出している。県としては側面的に今後も支援をしたいと考えている。予算

については、個々の施設に研修費などの予算があるので、各施設で判断してもらうという

形になる。 

 

（高橋委員） 

支援される側からする側へというのを大切にされていると思うが、来期の目標人数はあ

るか。支援する側になったお子さんの自立の効果があれば教えてください。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

今年度は中学生が１０名、高校生５名。来年度も同じくらいが目標。ただ、団体として



は、頼み込んでやってもらうというものではなく、あくまでも興味がある子を中心に、と

考えている。支援する側になった子どもは、他施設に出向き、知らない職員と話したり年

下の子どもと話したりすることで成長が見られている。 

 

（高橋委員） 

フェアスタートサポートとの連携も含めて、自己有用感を高めたお子さんが就職をめざ

すなど、効果があれば教えてほしい。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

事業開始は２年前である。２年前は高校生が２名。我々もまだ手探り状態である。２年

前からやっている高校生が高校三年でもう就職も決めており、後輩にも勧めてくれている。 

子どもたちに自信をつける活動である。 

 

（高橋委員） 

自主事業で、福祉の方への研修等を考えているとのこと。また、論文発表も検討とのこ

とだが、それらは事業の収入の中に含まれていないのか。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

 収入には入っていない。論文は、すでに口頭ではいくつかの学会で発表させてもらって

いる。 

 

（高橋委員） 

自立化のゴールのイメージがもう少し具体的に書かれていると自立化への道筋が見えて

よいと思う。収入があるなら、追加で計上してほしい。 

 

（ＪＡＭネットワーク） 

 来年から始めるので、収入には入れられると思う。 

 

【性的マイノリティの子どもに理解のある支援者育成事業】 

特定非営利活動法人ＲｅＢｉｔ（以下「ＲｅＢｉｔ」という。）によるプレゼンテーシ

ョン実施。 

 

（柴田委員） 

平成31年度が増額になっている。その理由は何か。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

継続事業に加え、報告会・報告書の作成により新たな費用発生のため増額となっている。 

 

（柴田委員） 

これまでで、報告書作成のための積み重ねはできているのではないのか。外部に報告書

作成を委託するからこれだけお金がかかるのか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

デザイン費などは外部にも委託するが、それ以外の部分は団体内部で作成する。これま

での積み重ねがあるからこそ、このような金額になっていると思う。 

 



（柴田委員） 

まだまだ神奈川中心になっていないという印象がある。これから何を神奈川に残せるの

か。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

事務所が新宿にあるため、神奈川の団体ではないとよく言われるが、出張事業の展開の

３５％は神奈川県である。全国に展開しつつも神奈川県に軸足を置いている団体である。

何を神奈川に残せるかということについては、就労サポートの体制ができているのはこの

事業が全国で初めてである点においてすでに残せていると思っていると同時に、６年目の

活動につなげていくためにも５年目にきちんと報告などをしたいと思っている。 

 

（柴田委員） 

マッチングに加え、就労支援のモデルが大事である。参加者の伸び悩みや企業の開拓が

進んでいないことを考えると、努力なさっていることはわかるが、そこへのアプローチが

弱いのではないか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

この基金をきっかけに産業労働局から研修の依頼を受け、向こう２年間、年間800名近

くの企業の皆さんに対して講演を行っている。開拓が十分ではないというのはその通りだ

と思うが、努力はしている。 

 

（柴田委員） 

就労支援のモデルというのがキーワードではないかと思う。それは今後の報告書で明確

に表れてくるのか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

 就労支援体制を整えることに対しては、事業の中で取り組んできたことであるので、き

ちんと報告書の中で報告したい。 

 

（柴田委員） 

他からの助成金が多いが、整理はできているか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

事業ごとに紐づけているので、流用等はしていない。 

 

（柴田委員） 

協働部署は何をしているのか。 

 

（人権男女共同参画課） 

普及啓発を主に実施している。県内各市町村からの要望が多いので、今後も何らかの関

わりを作っていきたいと思っている。 

 

（雇用対策課） 

神奈川労働局を紹介させていただき、ＲｅＢｉｔにハローワークの窓口担当者の研修や

県内企業800社への研修をお願いしており、これは引き続きやっていただきたいと思って

いる。横須賀で開催している就労相談事業は、課で行っている出張相談事業の一コマを活



用している。これについては予算ありきなので、どうなるかはわからないが、引き続き継

続を検討させていただきたいと考えている。 

 

（青少年課） 

理解促進と連携を行っている。子ども・若者支援連携会議に出席してお話してもらって

いるが、まだ県内３ブロックあるので、ＲｅＢｉｔに来てもらう余地がある。今年度は青

少年センターの相談員研修にも来ていただいた。まだまだ県内行政との連携の余地がある

と考えている。 

 

（がん・疾病対策課） 

自殺対策という部門でＲｅＢｉｔと連携させてもらっている。具体的には普及啓発。市

町村、保健所や、かながわ自殺対策会議での広報等の連携をさせてもらっている。 

 

（田中委員） 

出張相談だが、相談が１回終わったとして、フォローアップはどうやっているのか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

現段階ではフォローアップはできていない。月１回そこに来てもらい、あとは自団体の

別事業につなげるなどしている。 

 

（田中委員） 

企業に対するマッチングイベントについて、1,500円の時給単価で160時間３名というの

は相当なボリュームだと思うが、それだけの大きな事業と受け止めて良いか。 

 

（ＲｅＢｉｔ） 

３社といえども営業をかなりかけているというのが理由の一つである。また、イベント

企画では一人一人に配慮した細やかな対応が必要になってくるのと、一人一人の対応を密

に行っているということがある。この金額は前年度踏襲であり、劇的に増額したわけでは

ない。 

 

【地域における障害者の文化芸術体験活動支援事業】 

特定非営利活動法人ＳＴスポット横浜（以下「ＳＴスポット横浜」という。）によるプ

レゼンテーション実施。 

 

（為崎委員） 

継続希望調書を見ると、当初の計画よりも１年後ろ倒しになっている。その理由を教え

てください。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

障害福祉サービス事業所及び文化芸術団体にそれぞれヒアリングを行っている中で、な

かなか障害福祉分野の方にとっては文化芸術のハードルが高かったり、文化芸術関係者に

とっては障害者との関り方がわからなかったりしている。まずは普及啓発を進めないと事

業が進んでいかないので、少し時間がかかる取組みになっている。 

 

（為崎委員） 

最終年度だけで、負担金終了後の見通しを立てることが可能なのか。 



 

（ＳＴスポット横浜） 

行政との協働の中で自立化の道を模索している。国の方でも都道府県に支援センターを

作っていかないといけないのではないかという議論がある。次年度以降、県の協働部署や

市町村ともいろいろと調整していく必要があると考えている。 

 

（為崎委員） 

負担金終了後は、市町村との協働を進めていくということか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

市町村との協働を進めつつ、認定ＮＰＯ法人なので企業協賛を進めていきたいとも思っ

ている。 

 

（為崎委員） 

ワークショップにかなりの費用がかかっており、基金終了後の予算をどう確保するかが

課題だと思ったため、このような質問をした。 

これまでの提案額は、前年度の実績額をもとにしてそのまま次年度に計上している。本

当に必要な予算の積み上げなら、必ずしも前年度と同じ実績額となるとは考えられないと

思うが、どうか。経費の積み上げをどのようにしているか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

 基本的には、事業を継続して安定的に実施するために前年度の予算の範囲で考えている。 

 

（為崎委員） 

たまたま前年度の交付決定額と一致したということか。それとも、交付金額が決定され

て、次年度はもうそれ以上のことはできないだろうと思って計画されているのか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

職員の専門性の育成を行っていかなければならない中で、需要に合わせて過度に現場を

増やすことで団体そのものの体力を奪うよりは、事業を着実に行っていくためには今の積

み上げが妥当であると考えて申請している。 

 

（為崎委員） 

横浜以外への波及が課題だと思うが、平成31年度は、横浜市以外での事業実施の目処は

たっているか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

座間市と鎌倉市と話をさせてもらっている。おそらく座間の方は高い確率で実施施設の

選定まで到達できるのではないかと思っている。一方で、単発の事業実施では何も残らな

い。ＳＴスポット横浜が関わらなくなったとしても、市町村や文化芸術団体、福祉施設に

残せるように事業を展開していきたいので、芸術文化団体や市町村が前向きな自治体を中

心に事業を実施していくことを考えている。 

 

（高橋委員） 

今後の普及に関しては、コーディネーター育成が重要になってくる。コーディネート育

成事業は４つのテーマがあったようだが、参加者64人は毎回同じ人か。 



 

（ＳＴスポット横浜） 

 延べ人数なので、一部重なってはいる。10人程度はすべての回に参加している方がいる。 

 

（高橋委員） 

 今後コーディネーター育成が事業の肝になってくるにあたって、すべての回に参加しな

くても育成はできるのか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

 基本的には全回参加を勧めているが、どうしても文化施設側のシフトがあったり、実技

以外の部分で参加したいという意見があったりしてこういう形になっている。また、記録

はすべてテープ起こしをして共有しているので、来られなかったとしても欠けてしまった

回についてはフォローアップをして対応している。 

 

（高橋委員） 

育成講座を受けて、実際にコーディネーターになった人はいるのか。来年度の育成計画

的にはどうなっているのか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

具体の人数の報告は受けていないが、昨年の実績としては３件あった。コーディネータ

ーには専門的知見は必要だが、職業として活動の場があってお金が稼げるという状況では

ない。施設の中に、職員の知見として貯めていくという時期だと思う。いくつか相談を受

ける中で、事業にはまだなっていないが、種のようなものは報告してもらっている。 

 

（高橋委員） 

負担金終了後の展望にも書かれているように、ワークショップよりコーディネーター育

成にだんだん比重を移すことが自立にもつながると思うが、今のままだとなかなかそうは

ならなそうである。これについてはどうか。 

 

（ＳＴスポット横浜） 

文化施設や芸術団体のほうが、障害についての理解が進んでいない。国として機運が高

まっている分野でもあるので、積極的なアプローチをして、普及する必要がある。 

 

（高橋委員） 

協働部署との連携についてはどうか。 

 

（文化課） 

指定管理者や芸術財団と連携し、広報や周知等、ネットワークを利用して文化課が持つ

ノウハウを提供している。これまで主に横浜での活動だったものを県域に広げていくこと

に協力していきたい。 

 

（障害福祉課） 

障害福祉の事業所や各市町村の該当部署との連携を通じた周知に力を入れている。 

 

 

 



【外国につながる子ども・若者と家族の包括的支援】 

特定非営利活動法人ＡＢＣジャパン（以下「ＡＢＣジャパン」という。）によるプレゼ

ンテーション実施。 

 

（為崎委員） 

実績として、10月に71名が参加した大学進学ガイダンスを実施されているが、どのよう

な層が参加したのか。今後どのようにそれがつながっていくのか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

中学生、高校生、高校の先生、外国につながる保護者や、それから、各地域のフリース

クールの講師が生徒を連れてきて参加するなど、かなり幅広い層となった。今度は秦野市

の方でも実施を予定している。 

 

（為崎委員） 

フリースクールの講師も来ていたという話だったが、その人たちが地域に持ち帰ってそ

こから波及していくことはありうるのか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

今回来てくださった方は川崎のフリースクールの方。今後、波及していってもらうとあ

りがたい。 

 

（為崎委員） 

講師の人手を補うために、単価を落として有償ボランティアを増やすという方向性をと

っておられるが、負担金が終わった後はどのように対応していく予定か。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

 すでにやっているのは、地域で連携を進めている鶴見大学や横浜国立大学からゼミの生

徒を紹介してもらったり、こういう分野に興味のある生徒の方からの問合せを受けてお願

いをしたりしている。今後は地域の企業 OBにも声をかけていきたい。 

 

（為崎委員） 

ボランティアで入る人と専門的知識を持って入る人がいると思うが、そういう区分けは

あるのか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

メインの講師は専門家で、ボランティアはそのサポートとして入ってもらっている。そ

うすることで、若いボランティアの人もだんだん育ってきており、任せられる部分が増え

ている。 

 

（為崎委員） 

若い人が入ってサポーターになっていくという循環ができているという理解でよいか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

そのとおりである。 

 

 



（為崎委員） 

自立化について。描いている収益源で人件費や家賃をまかなえるという理解でよいか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

現在は電気工事士試験対策講座に力を入れており、特に横浜・川崎地域に受験者が多く、

全国からも受講者が来ているので、そこはかなり期待できる。その他、ポルトガル語教室

や補習塾、企業内研修、高校や大学での出張授業料などで財源を確保することができると

思う。 

 

（高橋委員） 

 今ご説明があったような講座等は、この事業のノウハウを生かしたものか。そうであれ

ば、この事業の収入として予算書に計上されているか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

協働事業をやっている間に、学校や自治体にこの事業の必要性をわかってもらい、今後

は共催や後援の形にしたいということをお話したが、実際に２月末に行う秦野でのガイダ

ンスは秦野市後援が決まった。このように、今やっている事業についてはいろいろなとこ

とに呼び掛けていって、共催や後援の形にできるのではないかと思う。 

 

（高橋委員） 

今のお話だと、事業で培ったノウハウは今後収益源となっていくだろうと思われるが、

今はまだ収入の部に入れていないということか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

そのとおりである。 

 

（高橋委員） 

もし見込みがあるなら計上してもらったほうがわかりやすい。月謝というのは誰からと

っているのか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

 フリースクールの生徒からである。 

 

（高橋委員） 

フリースクールが学校の出席扱いになるという話もあったが、公教育との連携はどのよ

うにやっているのか。また、来年有償ボランティアを３名増やすとあるが、これに対して

生徒はどのくらいの時間帯に何人来ているのか。 

 

（ＡＢＣジャパン） 

公教育との連携については、小中学校の校長会でこの事業を周知したところ、困ってい

る学校がとても多く、実際に学校の先生から連絡があった。通っている子については、ど

ういう状況なのか報告書を出しており、その他三者面談なども行っているので、学校のつ

ながりはかなりできている。 

フリースクールについては、基本的には４日間、朝から通っている子が多い。例外的に、

午前または午後のどちらかだけや週２で来ている子などもおり、月謝は通学実態に即して

計算している。 



 

（高橋委員） 

公教育との連携について、協働部署としてはどうか。 

 

（子ども教育支援課） 

公教育も頑張ってはいるが、やはりやりきれない部分がある。その部分を団体が頑張っ

てくれている。学校と直に手を結んでやっているのは今回が初めてなのではないかと思う。

県としては非常に助かっている。今は横浜のみなので、これを全県に広げるのがこれから

の課題である。 

 

【横浜こどもホスピス設立運営事業】 

特定非営利活動法人横浜こどもホスピスプロジェクト（以下「横浜こどもホスピスプロ

ジェクト」という。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（柴田委員） 

今回の申請額600万円のうち、２回のコンサートの会場費と演奏料が130万円と高い金額

になっているが、これはどのようなものか。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

会場費は１回あたり40万円くらいかかる。機材や演奏者への謝金も入るとそれくらいに

なる。 

 

（柴田委員） 

２回やらなければならない理由は何か。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

我々がめざすこどもホスピスの明るいイメージをアピールする場として考えている。 

 

（柴田委員） 

収支予算書の人件費にＡＢＣと書いてあるが、Ａというのはすべて同一人物か。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

同一人物である。 

 

（柴田委員） 

 なぜこの方がこれだけの仕事をしなければいけないのか。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

 今現在、スタッフ二人では回らなくなっており、週に何回かはアルバイトに来てもらっ

ている。寄付集めで企業をまわり、開設後のこどもホスピスの運営費まで捻出できるよう

な事業計画を立てており、二人ではきつい。そのため、そこは負担金のほうでカバーした

い。 

 

（柴田委員） 

寄付はどのくらい集まっているのか。 

 



（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

 今年度は1,000万円。 

 

（柴田委員） 

開設まで時間がある。当初の計画とは流れが変わってくると思うが、そうすると600万

円という高い金額が適切かどうかわからなかったので質問した。 

これは基金事業ではないと承知しているが、海外視察も行っていると伺っている。その

成果はあったか。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

海外視察は、ＷＡＭという福祉医療機構から旅費、滞在費等の補助を受けている。我が

国はヨーロッパに比べるとまだ遅れている。訪れた３か国と我が国の４か国で会議を開催

し、他の国にも広めていきたいと考えている。 

 

（長坂会長） 

開設が二年延びたにもかかわらず、今年度250万円だった負担金額が600万円に増えてい

るのは妥当なのかという意見が審査会で出た。また、寄附に関しては、企業のあたりはつ

いているか。 

 

（横浜こどもホスピスプロジェクト） 

我々が寄付を受けているのは横浜市内、神奈川県内にある企業。コンサートの協賛や広

告費などで４年前から協力いただいている。外資系企業も加わっている。山手線マラソン

というイベントでも500万円ほどの寄付が集まる予定であり、モルガンスタンレーなど外

資系がスポンサーの中心となっている。 

 

（長坂会長） 

２年開設が遅れるということについて、協働部署としてはどのように考えているか。 

 

（県立病院課） 

２年遅れる分、団体側は、こどもホスピスの啓発や支援者集め、施設運営にあたっての

人材育成にしっかりと備えていけると前向きにとらえている。県としても、広報や人材育

成の協力等を実施しており、今後もそれを続けていきたい。県立こども医療センターとの

調整もさせていただいている。 

 

（がん・疾病対策課） 

同じく、広報やアンケートの協力を行っている。 

 

【精神疾患や発達障がいの狭間にいる若者の就学・就労を目指した自立支援】 

特定非営利活動法人横浜メンタルサービスネットワーク（以下「横浜メンタルサービス

ネットワーク」という。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（高橋委員） 

入り口のところで入学者の８割が関係機関からの紹介とのこと。月12,000円の月謝が払

えない人や交通費がなくて来られない人もいると書いてあったが、そういう場合に所得に

応じて使えるような元からある制度はないのか。 

 



（横浜メンタルサービスネットワーク） 

３年目くらいから、障害者就労支援センターから精神障害手帳をもった10代を紹介され

るようになった。そういう人には就労より人格形成や社会で生きることを学ぶことが大事

ではないかと考えている。二人世帯など配慮が必要なケースがあり、今年度は２人が半額

になっている。福祉事務所にも声かけをしているが、職業免許をとるためのスクールでは

ないので難しいということだった。 

 

（高橋委員） 

既存の制度の活用はなかなかしづらいということで理解した。協働部署としてはどう考

えるか。 

 

（青少年課） 

団体としては、自分たちのやりたい活動をやっている。そうなると、制度から離れてい

ってしまうが、行政としては制度に近づいて欲しいという気持ちもある。最終年度は、そ

こも今後の検討課題と考えている。 

 

（高橋委員） 

報告書の活用や書籍の発行についての考え方を聞かせてください。 

 

（横浜メンタルサービスネットワーク） 

2019年度中に書籍作成の予定である。これは翌年度に継続するためのものである。500

部作成し、無料で配布する。翌年度からは増刷し有料で販売していこうと思う。協働部署

からの提案として、県立高校に配布し、進路担当教員の目にとまるようにするとよいので

はないかというお話をいただき、少し道が開けてきたと思っている。 

 

（田中委員） 

これまで横浜メンタルサービスネットワークが蓄積してきたことを他団体へ波及させる

見通しはできているか。 

 

（横浜メンタルサービスネットワーク） 

 まずは、書籍の発行による普及を図りたい。学会等で発表しながら、講師として呼ばれ

るようになりたい。団体がやっている研修事業も引き続きやっていきたい。 

 

（田中委員） 

若者就労支援の方に軸足を移していくとおっしゃっていたが、これまで中高生対象の活

動だったのを、その配分を変えていくということか。 

 

（横浜メンタルサービスネットワーク） 

これまではメンタルの人たちの就労支援を主に行ってきた。今後は、グレーな人たちへ

の支援にチェンジしていこうと思っている。中高生は大事なので、我々の活動の中で大き

く位置付けられている。中高生とプレジョブとを一緒にやっていく。 

 

（田中委員） 

理解不足かもしれないが、中高生に対するキャリア支援は制度上基盤があるので、今後

は制度にのってこられないグレーな人たちに対して支援していくということか。 

 



（横浜メンタルサービスネットワーク） 

 制度の中でキャリア支援をしているわけではない。我々の売りは、専門家がコミュニケ

ーションワークや問題解決のワークなどを取り入れてプログラム化しているものを利用し

てもらえるところ。 

 

（田中委員） 

協働部署として、この事業を継続していくための工夫はどのように考えているか。 

 

（青少年課） 

子ども・若者支援連携会議に、団体に参加してもらっている。ワークブックが出来上が

ったら周知したい。また、入口支援として、相談窓口のある青少年センターへつなぎ、出

口として県と国とが共同で運営している就労支援機関、地域若者サポートステーションへ、

引き続きつないでいきたいと考えている。 

 

（高校教育課） 

県立高校への書籍の配布と普及。従来の紙媒体の周知に加えて、全教員のイントラに掲

載して周知することを考えている。 

 

【就職弱者の若者へのキャリア支援事業】 

ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワークかながわ（以下「多文化共生教育ネットワーク

かながわ」という。）によるプレゼンテーション実施。 

 

（大川委員） 

キャリアサポートコーディネーターの時給が2,500円だが、これは誰が何をするのか。

また、どのような専門性があるか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

キャリアコンサルタントの資格を持っている方である。カフェの中で生徒とコンタクト

を取りながら進路相談等を行う専門家を外部から呼んでいるので、この金額になる。 

 

（大川委員） 

 自立につながる仕組みとして、３月に厚木で相談会を行うとのことだったが、それ以外

に横浜や川崎で同様のことを行う計画などはあるか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

はじめての試みなので、今年度３月にやってみて、どの程度人が集まるか、効果がある

かを確認したい。厚木以外のサポートセンターとの連携も今後行っていきたいと思う。 

 

（大川委員） 

協働部署として、この事業の継続についての考えを教えてください。 

 

（高校教育課） 

当課としては、実績もありキャリア支援として非常に有効であると考えている。カフェ

事業単体での予算化はないが、課で行っているハイスクール人材バンクという事業の一環

として、学校に対して人件費や設備の補助をつけることで、支援を行いたい。 

 



（小松委員） 

予算の大半が人件費だが、負担金終了後はどうするのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

多文化共生教育ネットワークかながわの予算は600万円だが、じつは活動が広がった他

団体が予算をとってきている。例えば、横浜総合高校は横浜市のマターとして、横浜ユー

スが横浜市立大学や市教育委員会などと連携し、予算化等に向けて動いている。規模は大

きくなっているが予算は変わっていないところがみそであるとお考えいただきたい。 

 

（小松委員） 

今までの規模を維持してやっていけるのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

 このカフェ事業というのは、高校教育課、青少年課、子ども支援課、それから雇用関係

でハローワークなどいろいろな部署の予算が絡んでくる話なので、どこの枠組みでやるの

がよいか検討しているところである。本来的には若者の健全育成として予算をつけてもら

うのが一番よいと思う。 

 

（小松委員） 

多言語進路相談会は、もともとは別事業としてやってきたものを、基金事業に乗せてい

るのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

これは今年度もやっている。 

 

（小松委員） 

 どういうお子さんがいらっしゃるのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

高校生対象の進路相談として、今年は外国につながる高校生が50名以上来た。彼らは情

報が不足しているので、先輩の話が一番有効。大学や専門学校、ゆくゆくは企業等も含め

て幅広にやっていきたい。 

 

（小松委員） 

外国につながる子どもの親御さんへのアプローチは何かやられているか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

別事業で高校教育課と実施している。 

 

（小松委員） 

外国につながる子どもが進学を諦めることは多いのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

ある。今は、在留資格の問題があり、親が日本で働いていても、家族滞在で来ている子

どもたち自身は就労ができない。その問題についても進路相談に含め、進めていきたいと

思う。 



 

（小松委員） 

入管法で、外国人材の話がある。これにより、就職弱者と言われる若者への対応は変え

ていくのか。 

 

（多文化共生教育ネットワークかながわ） 

企業側のダイバーシティに関する受け入れの考え方が問われている。企業側がいろいろ

な人材を受け入れて、内部の体制を整えていく必要がある。今度のことはその一つの機会

になるのではないか。我々のところを卒業した人で、外国人の技能労働者のサポーターに

なった人もいる。そういう人材を我々が育成することも重要だと思っている。 

 

（小松委員） 

 ぜひ出口支援の充実化を図っていただきたいと思う。 

 

【「食」と「地域」をつなぎ神奈川から貧困をなくすための K-model構築事業】 

特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川（以下「セカンドリーグ神奈川」という。）

によるプレゼンテーション実施。 

 

（田中委員） 

事業が充実しているからこそ、なかなか難しいところもあると思う。まず、人件費を法

人負担にするという報告があったが、あえて人件費を法人負担にする積極的な意味はどこ

にあるのか。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

我々の人件費も生協負担になっている。この中で、今回は基金の人が足りないというこ

とだったが、安定的な雇用を考えると、我々のような費用負担の仕方が良いと考えた。基

金が終わっても、事業や NPOとしてきちんと運営できるようにと考え、このようにした。 

 

（田中委員） 

いくつかメニューの中にあった事業の中で、食品ロスの一環のエシカルポイントは現在

調査中ということだが、予算上の計上はなく、事業の一線から退いた感がある。これにつ

いてはどうか。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

エシカルポイントそのものがスーパーなどですでに実践されている。私たちがやるより

も、使い方の工夫をする、県民への啓発をする、いろいろな企業に関わってもらう、その

流れをつくっていく段階で、今は調査研究としている。提供いただいている企業の中でも、

削減できるところがあれば、今後はそこが研究活動につながっていくようなアプローチを

したい。 

 

（田中委員） 

100万円の情報システム委託費が計上されている。食品を中心とした情報システムの構

築とあるが、これの概要をお聞かせください。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

今、フードバンク団体、子ども食堂、生活困窮者支援団体の間で情報共有をするネット



ワークができている。そこでは、個々の団体にピンポイントで、いろいろな情報を出した

りとったりしながら、食品に関する保管や配送などを進めているが、そうした流れを具体

的にきちんとネットワークしていこうということで、この情報システムの構築を計画して

いる。 

具体的に言うと、手間もかかるし取り残しがあることもあるが、そういったことをきち

んとネットに入れ込んでシステムとして運用していきたい。この予算を出すにあたって、

システムの企業に見積をとった。具体的にまだこれで確定ではないが、この予算の中で維

持費をかけずに継続できるようなシステムをつくっていきたい。 

 

（田中委員） 

多くの協働部署と協働していると思うが、これまで直接的には子ども支援課などだった

が、新しく資源循環推進課などが入っている。多様な協働部署と協働していく中で、お感

じになっている課題などあればお教えください。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

はたして意見がまとまるのかどうか、とは当初思っていた。この事業自体が、ひとつの

協働部署にはおさまらず、かえって事業にピンポイントに関わってもらうようにすればい

いのかなと思う。具体的な課題は特に感じていない。逆にもっとそれぞれの部署の部分を

深堀するなど、この事業を通じて皆で連携して盛り立てていけたらと思う。 

 

（為崎委員） 

Ｋモデルは非常に広く、まだ理解できていない。どうも食品と結びつかない貧困までカ

バーしているようである。どの範囲までがＫモデルの範疇なのか。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

食品ロスからスタートしたＫモデルだったが、さらにそこに人が集ういろいろな情報が

必要と考えた。逆に言えば、どこまでと範囲を決めずにやっていることが、今やっている

私たちが目指したいネットワークにつながっている。やりながらではあるが、そこを補完

してくださる各協働部署の方々との連携が必要と考えている。 

 

（為崎委員） 

そういった広い広がりの中で、セカンドリーグが果たす役割は。ご自身でやる事業と中

間支援の部分の分け方は何か。また、協働部署からの意見として、セカンドリーグが関わ

らなくても回っていく仕組みづくりが必要と書かれているが、中間支援という立場をどう

自己評価して、どういった展開を描いていらっしゃるのか。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

中間支援の立場ではあるが、いきなり何も事例がないところで始めてもなかなか人が集

まらないので、最初は自分たちがやってみて、そこから始めてくださっている方もたくさ

んいる。そういった形で最終的には黒子に徹することになるが、子ども食堂にしてもシン

グルマザー企画にしても、最初に立ち上げてそれから手放していくことにしている。情報

システムという器をつくることに専念して、配送や活用のネットワークをつくることが３

年目で一番やるべきことだと思っている。 

 

（為崎委員） 

最後に一点、フードバンク連絡会はＫモデルの中でどのような位置づけになり、セカン



ドリーグはそこでどのような役割を果たすのか。 

 

（セカンドリーグ神奈川） 

フードバンク連絡会は、ネットワークのひとつの手段だと思っている。ひとつのフード

バンクでは抱えきれない食品をうまく回していけるようにしたい。 

 

（長坂会長） 

協働部署と団体にお聞きしたい。行政は縦割りできているが、皆さんの事業によって５

つの課がせっかく集まっているので、先ほどのお答えにあったように、個別のピンポイン

トごとにコンタクトするのではなく、皆さんが集まっている重要性を意識してもらいたい。

ピンポイントでお付き合いされているのかもしれないが、そういうポジションから事業全

体を見てそれぞれご意見をお聞きしたい。 

 

（子ども支援課） 

子どもの貧困対策の観点から支援している。イベントのときにマッチングをしているが、

ご指摘のとおりまだピンポイントのところでとどまっているので、今後は全体のあり方を

考えていけたらいいと思っている。 

 

（住宅計画課） 

空き家の活用という観点から協働をしている。空き家は基本的に市町村のほうで業務を

行っているので、我々は市町村とセカンドリーグを結びつける役割を担っている。なかな

かこれだけの課が集まることもないので、頻繁に集まって、それぞれの役割に関しても意

見を言えるような関係性がつくれたらいいと思っている。 

 

（子ども家庭課） 

ひとり親家庭の支援という観点から関わっている。市町村への説明会などを通じて、啓

発というところで支援したいと思う。ご指摘のとおりどうしてもピンポイントになってし

まうが、今後そういったところもやっていきたい。 

 

（生活援護課） 

フードバンクの関係で協働させてもらっている。生活困窮者の支援はさまざまな観点から

の支援が必要になるので、庁内の様々な課と連携していきたい。 

 

（資源循環推進課） 

食品ロスの削減で関わらせてもらっている。廃棄物を取り扱っている課である。課の取

組みとしては、事業者へのフードバンクの紹介、説明会といった取組みをしている。国で

いえば、消費者庁などが中心になっていろいろなところと連携してやっているが、生活困

窮者支援のところまでネットワークが広がっていくのはなかなか難しいと思っている。だ

が、そういうところも今後頑張っていきたい。 

 

 

 

（委員による審議） 

 協働事業負担金への提案事業に対するプレゼンテーション審査の結果を踏まえて審議を

行い、協議対象事業を選考した。 

 ※結果は後日団体に通知。 



 

■ 審議事項 ボランタリー活動補助金の変更申請について 

 （事務局からボランタリー活動補助金の変更申請（資料５）について説明） 

  補助金事業者から申請された事業変更について審査会として異議はなかった。 

 

■ 議題 かながわボランタリー活動推進基金21事業の今後のあり方について 

（事務局から基金21事業の今後のあり方(案)（資料６）について説明） 

後日意見の提出を求めることとした。 
 

■ 閉会 

かながわ県民活動サポートセンター所長からあいさつ。 

次回審査会日程（12月18日） 


