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平成31年度協働事業負担金協議対象事業（継続事業） 

審査会から付された意見 

 

【一般部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人ＪＡＭネットワーク 

事業名：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 

 

審査結果：企業収入の受講料を事業収入に計上した上で、負担金額 2,000千円を上限に 

          協働部署と協議することを認める。 

 

（為崎委員） 

繊細で根気のいる取り組みを、３年８ヶ月余りに渡って継続する中で、NPO 法人フェア

スタートサポートとの連携により、退所後の自立を支える仕組みが強化されたこと、さらに

は施設職員の自発性が引き出され、施設内委員会が立ち上げられたことは、大きな成果とし

て高く評価されるところです。 

 来年度が最終年度となるにあたり、これまでの実績を基盤として、協働部署とも一層密な

連携を図ることによって、さらなる県域への波及・浸透と、負担金終了後の自立化への道筋

を明確に描いていただくことが期待されます。 

 事業１「自立支援プログラム実施事業」については、これまでの県内児童養護施設におけ

る取り組みを基に複数のモデル化を図り、県域の他の施設に波及させていくことが望まれま

す。 

 事業２「職員研修事業」については、施設内委員会が立ち上げられた施設のケースを分析

し、職員の自発性が引き出された要因などを探り出すことによって、他施設においても、  

職員が中心となって自立的に児童のコミュニケーション能力の向上が図られていく仕組みが

構築されていくことを期待したいところです。 

 事業３「サポーター養成事業」では、「支援される側から支援する側へ」と移行した高校

生サポーターについて、彼ら自身のコミュニケーション能力が高まるという成果にも結びつ

いていると伺いました。 

 今後も、そうした好循環が動きを止めることなく、有効に稼動していくことが望まれます。 

 そして、これらの成果を広く発信することによって、福祉施設向け研修や企業の社員向け

研修の受注、また企業からの寄付・協賛などを得て、事業の安定的継続、今後の自立化・発

展につなげていくことを願っております。 
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【一般部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人ＲｅＢｉｔ 

事業名：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 

 

審査結果：当初提案時の平成 31年度計画額 2,527千円を上限に、協働部署と協議することを 

     認める。 

 

（柴田委員） 

報告書の予算、全体としての人件費についても、再点検していただけると幸いです。 

31年度は５年目、協働事業としては最後の年になります。 

これまでに実施してこられた活動の成果が出ているとプレゼンテーションで報告がありま  

した。活動そのものは非常に大きな意義のあるものであることは、審査会委員一同承知して

いるところです。 

ただ、この事業の中心は、当事者を中心とした就労支援モデル事業にあったはずです。  

４年間の活動成果として、件数は妥当なのでしょうか。また、量的な成果に加え、支援対象

者に対する継続的なフォローアップ、企業側の受け入れやその後の定着にむけた当事者・  

ステークホルダーの関係づくりなど、質的な面での拡充にも目をむけていただければと考え

ます。 

短期の成果検証が難しい課題と拝察しつつも、協働事業を通じて、貴団体が開拓してこら

れたネットワークを一層活用した上で、最終年に向けて、神奈川県内に軸足を置いた地道な

活動で成果をあげ、６年目から自立した事業展開ができるよう取り組んでいただきたいと 

思います。 

協働部署におかれましては、労働、医療、子ども福祉、人権といった多領域の部署の関与

があり、性的マイノリティ支援を総合的に進めるために不可欠の布陣と考えます。 

最終年を迎えるにあたり、団体との協働に加え、協働部署間の連携も意識しつつ、団体の

活動実績を県内に根付かせ、かつ発展的に継承できる施策と仕組みを考案いただくことを 

強く望みます。 
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【一般部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人ＳＴスポット横浜 

事業名：地域における障害者の文化芸術体験活動支援事業 

 

審査結果：ワークショップの開催は、横浜市内で得たノウハウを活かし、横浜市内を含め 

     た政令市、中核市以外での新規展開（開催）に限ることとし、実施計画件数は 

     20件を 10件程度に削減した上で、負担金額 3,196千円を上限とすること。 

     全体の負担金額 4,842千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

（為崎委員） 

地域にある福祉と文化芸術の資源を発掘し、つなげるという取り組みは意義深いもので 

あり、これまで横浜を中心にワークショップを開催することによって、着実に成果を得られ

てきておられます。 

 そうした中、昨年度の審査会のコメントでも、協働事業終了後の財源確保や自立に触れさ

せていただきましたが、平成 31年度の提案書では、それらの検討が１年後ろ倒しとなって

しまいました。 

 事業１の「ワークショップ実施事業」に重点を置き、多くの文化芸術団体や福祉団体に  

見てもらうことの重要性は十分に理解いたしますが、この２年間の取り組みを通じ、横浜市

内においては十分な土壌が作られたのではないかと考えています。そうした事情と、今後、

一定のスピード感を持って事業の自立化を図っていくことの重要性を考え合わせた結果、ワ

ークショップ 20回分の事業予算については、協働事業負担金の対象とする地域と回数を絞

り込ませていただきました。平成 31年度の事業予算は、既に実施してきた横浜市内の取組

みの自立化を進めるとともに、是非、政令市・中核市以外の新たな県域への波及を図ってい

ただきたいと思います。 

 そして県内各地域で、障害者の文化芸術活動が安定的に根付いていくための鍵となるの

が、事業２「コーディネーター育成事業」であると考えます。福祉施設職員が自身の施設内

で実践するといった動きにつながっているとのこともあるとのことですが、「福祉と文化芸

術の資源をつなげる」という役割を担って、事業を推進していく専門性のある人材を輩出し

ていくことが望まれます。 

 提案書では平成 32年度に先送りされてしまっていますが、コーディネーター育成に重点

を置く事業展開について、早期に実行していくことを再検討願います。 

 事業３年目となる平成 31年度は、協働部署とともに、基金 21終了後の事業自立化に向け

た道筋を、具体的に描き始めていただくようお願いします。 
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【一般部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人ＡＢＣジャパン  

事業名：外国につながる子ども・若者と家族の包括的支援 

 

 審査結果：負担金額 5,700千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

（為崎委員） 

公教育や行政の支援の手が十分に行き届きにくい外国につながる子ども達について、幅広

い層を対象とし、一人ひとりに寄り添うきめ細かな支援を継続していることを高く評価いた

します。また協働部署と密に連携を図りながら、取組みを推進されている様子もうかがう  

ことができました。 

 しかしながら、今後の事業の安定的継続に向けては、これまでの取組みの中で見えてきた

課題への対応も図っていかねばなりません。事業１の「不登校・学齢超過等の子どものため

のフリースクール」については、多様なバックグラウンドを持つ子どもへの対応に必要と  

されるサポート人材の確保に向けて、大学生や企業 OB のほか、教員 OB や、転勤等により

海外生活経験を持つ主婦層なども、参加を呼びかける対象層として考えられるのではないで

しょうか。ボランティアとして支援に関わることのできる人員の母数拡大とともに、利用  

状況に合わせスタッフの効率的なシフトを組むことなどの検討が望まれます。 

 また、事業２「大学進学ガイダンス・キャリア支援セミナー、保護者への多言語情報提

供」において、本年度に秦野市で実施する大学進学ガイダンス＆セミナーなどを土台とし、

県域への波及に向け、ノウハウ移転を検討していくことが期待されるところです。事業３

「多言語版キャリア支援・大学進学ガイドブック等発行」については、学齢期にある子ど

も、高等教育機関への進学や就業を考える子ども達の有効な手引として県域で活用されるよ

う、協働部署とも情報交換を図りながら、年度毎に着実に成果物を生み出していくことが望

まれます。 

 そして高額な受益者負担を見込みにくい事業であることから、早い段階から事業の自立化

に向けた道筋を描いておくことも重要と考えます。電気工事試験や語学教室、企業向け研修

等の事業収益や、寄付・協賛の獲得、また市町村や市町村教育委員会との連携など、幅広い

視野から財源確保策を検討してみて下さい。 

 フリースクールに通ってくる子ども達の笑顔を絶やさないために、人やお金の面における

安定した事業基盤を構築し、自立可能なフリースクールのモデルづくりを検討していくこと

を強く望みます。 
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【一般部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人横浜こどもホスピスプロジェクト 

事業名：横浜こどもホスピス設立運営事業 

 

審査結果：人件費の見直しを中心に、イベントの調整などを含め、負担金額 5,000千円 

     を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

（長坂会長） 

 当初予定していたこどもホスピスの開設が横浜市の計画変更で 2年遅れ（2022年オープ

ン)となりました。  

 それによるモチベーション低下の不安は全くないと信じますが、逆に人材育成や、世界  

最先端の優れたコンセプト構築、設計検討などに一層時間をかけることができ、さらに、  

募金イベントの開催のみならず、寄付団体や企業協賛の増加を積極的に進め、ホスピスの  

安定的運営への準備を着実に進めることができると感じられます。 

特に人材育成には落ち着いてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

また、施設開設後の安定的運営のためには、企業協賛などの獲得も必要であり、その点で

協働部署による特段の協働を期待しています。 

  なお、初年度の取組みでは、事業を着実に実施していただいていますが、同時に日本の  

中に、「ホスピス」の概念や、その必要性/緊急性について、“子ども”へも拡げる契機を作

り上げていることを高く評価します。 

 今後とも、単に本事業の着実な実施のみならず、日本全体における子どもホスピスへの  

認識と理解と取組みを糾合するようなインパクトを与える活動として本事業を捉え、展開し

ていただくことを期待しています。 
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【課題部門】 

 

提案者：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 

事業名：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 

 

審査結果：負担金額 6,000千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

（高橋委員） 

 精神疾患や発達障がいの狭間にいる若者は、増加傾向にあり、多くの課題を抱えています。

制度の狭間にあり、なかなか自立支援が届かない中で、今回の事業を充実・発展させること

は重要なことであり、高く評価します。 

 それだけに、対象者の把握が難しく、厳しい状況である中、事業を立ち上げた信念そし

て、今まで培ったノウハウを活用し、様々な機関に足を運び、理解者を増やし、連携できる

体制を構築されてきたことに、感銘を受けます。 

 ５年目は、定時制高校、通信制高校、専門学校等などとの連携を強化されるとのこと。   

今後、これらの機関が連携の軸になるよう、取組みを進めていただきたいと思います。 

 文科省の発表では、全国の公立小・中学校の通常のクラスに「課題のある、あるいは発達

障がいの可能性のある子どもたち」は、6.5％いるとなっており、今回の事業モデルがその子

たちの将来の希望の１つになることを期待しています。 

 新たに生じた課題への対応とし、親の支援や出口の自立の事例などの発信などの工夫も、

とても大事な視点であり、引き続き取組みを進めていただくようお願いします。 

 また、既に数年の実績がある「多文化共生教育ネットワークかながわ」や、「地域若者サポ

ートステーション」等との連携も、県との協働のもとに、密に図っていただきながら、よき

モデルづくりの定着を進めていただきたいと思います。 

 制度の狭間ではありますが、昨今、障害者総合支援法等の方針に関し、財源の厳しさ等を

背景に、受益者負担等の見直しなどの議論がされています。 

 発達障害者支援法等も、同法律等を参考にしていることもあるので、制度改正等にもアン

テナを張りながら、受益者負担等と仕組みとのバランスモデルを作っていただきたいと思い

ます。 

 一方、事業の自立に関し、事業の性格上、非常に難しい課題ではありますが、今回ご提案

のある書籍の発行や、報告書などの活用などより、ノウハウの展開から、自立化への道を  

見出していただくようお願いします。 

 協働事業であるからこそ、協働部署には、事業の必要性から、既存の制度などをより工夫

し、活用するような努力を是非、お願いします。 

 「誰一人とりこぼしのない運営」を目指されているとのこと、本当に素晴らしいことだと

思います。多くの若者たちのために、是非、頑張ってください。期待しています。 
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【課題部門】 

 

提案者：ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワークかながわ 

事業名：就職弱者の若者へのキャリア支援事業 

 

審査結果：負担金額 6,000千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

 （大川委員） 

プレゼンテーションでは、定時制高校の 10 校以上で居場所カフェを開催され、それが生

活相談、そして、キャリア・就労相談へとつながり、優れた効果が現れていることがよく分

かりました。平成 31年度は５年計画の５年目になりますが、とても意義のある事業である

と 再確認したところです。 

一方、今後の課題としては、高校卒業後の支援につながる仕組みづくりが挙げられます。

そうした中、平成 31 年３月に、厚木市で高校生（卒業予定者と中退者）や若者を対象とし

た就職相談会と合同企業説明会の開催が予定されています。平成 31年度は、この厚木市の

取り組みをモデルとして、他地域でも、同様の若者向けの就職相談会と合同企業説明会を開

催されるよう期待しています。 

平成 31年度は、最終年度にあたるため、自立化への取り組みがこれまで以上に求められ 

ます。 

プレゼンテーションでは、他団体との協力関係を築くことにより、他団体からの予算獲得

が想定されるとの説明がありました。さらに、協働部署からは、「キャリアカフェ単独での  

予算化は考えていないが、ハイスクール人材バンクの活用、そして、県立高校の予算で、   

定時制高校の居場所カフェを支援することが可能である。」との説明がなされました。 

この５年間の定時制高校での居場所カフェの取組みの成果を活かし、形が変わっても、  

継続、発展されることを望みます。 
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【課題部門】 

 

提案者：特定非営利活動法人セカンドリーグ神奈川 

事業名：「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 

 

審査結果：負担金額 5,112千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

 

（田中委員） 

県の協働部署が多岐にわたる中、それぞれの部署との連携が深まっており、併せて、他の

市民団体とのネットワークの広がりのもと、事業が拡大する方向にあるなど、本事業が刻々

と進化していることが読み取れました。 

居場所や子ども食堂立ち上げの相談件数も伸びており、市民社会に貧困・食の課題に関わ

る活動者を着実に生みだしていること、同領域に関わる市民組織の連携構築に重要な役割を

果たしていること、また、行政との関係についていえば貧困問題に関与度の高い部署のみな

らず、資源循環や空き家対策を担う部署との連携を密に行い、それを具体的な成果につなげ

ていることなど、先進的で、モデル性の高い取組みと拝察します。 

しかしながら、多様なテーマを掲げ、さまざまな連携先と取組む中で、事業が拡散的とな

ってしまい、K-modelの焦点がぼやけてしまうことのないよう、活動の重点、中間支援とし

て関わる部分と直接的に事業を実施する部分の整理、関係団体・機関との役割分担につい

て、常に確認を怠らないようにしていく必要があります。これにより、持続可能な食品循環

のモデルづくりや、多団体・多機関ネットワークが自立的に動いていく仕組みづくりに繋げ

ていくことが期待されます。 

次年度は人件費を法人負担とするなど、事業を着実に育てていこうとする貴団体の決断の

大きさが感じられました。そうした中で、協働事業負担金終了後の自立化に向けては、人件

費をカバーできるだけの安定的財源の確保策などを多角的な視点から検討することも必要と

思われます。 

なお、急速に拡大・多様化する活動内容、関係団体の広がりを受けて情報システムの整備

が重要であることは理解できるところです。提案書では一括 100 万円で予算計上されていま

すが、上記の、貴団体の重点活動やステークホルダー間の役割分担を明確にすることで、  

どのようなシステムが必要なのか、見えてくると考えますので、この点の精査も併せてお願

いします。 

協働部署におかれましては、セカンドリーグ神奈川との連携、さらには複数の協働部署間

の連携によって、行政の仕事にどのような新しい視点と手法が獲得できるのかを意識して 

ほしいと思います。また、現段階では、協働の可能性と成果が強調されていますが、こうし

たモデル性の高い連携事例であるからこそ、その課題についても検討をいただければ、より

充実した協働の成果が打ち出せるものと確信しています。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：特定非営利活動法人横浜プランナーズネットワーク 

事業名：空き家等の利活用による地域の魅力アップ事業 

 

審査結果：最終年度であることを考慮した結果、修繕箇所を減らし修繕費及び業務委託     

費を削減するなどの見直しを行った上で、負担金額 8,000千円を上限に、協働 

     部署と協議することを認める。 

 

（大川委員） 

プレゼンテーションでは、事業１「モデルプロジェクトの試行」について、スタートする

モデル事業を５カ所以上に増やしてスタートすることも見込んでいるとのことでした。 

しかしながら、平成 31年度は、最終年度にあたりますので、５カ所を４カ所程度に減ら

し、数を増やすよりも、内容を充実することに力を注いでいただきたいと思います。 

 また、事業２「普及事業」（「空き家利活用相談窓口」事業）では、平成 29年 11月に、   

「神奈川ワーカーズコレクティブ連合会」と連携・協力の覚書を交わしたことが、空き家数

の紹介の増加につながったとのことでした。お互いのよさを発揮できるとてもよい連携で 

あり、特定課題枠の３年間の協働事業の終了後も、「空き家利活用相談窓口」事業を継続さ

せる足がかりになるのではないかと思います。 

 平成 31 年度は最終年度なので、事業１と事業２を並行して進めながら、３年間の事業を 

総括することが求められます。フォーラムを開催し、地域のエリアマネジメントのマニュア

ルを作成するとのことですので、引き続き、協働部署と協議を重ねながら、より良い成果物

を完成していただきたいと思います。 

  



10 

 

【特定課題枠】 

提案者：かながわ生活困窮者自立支援ネットワーク 

事業名：生活困窮者の自立支援ネットワークの形成 

 

審査結果：予算は、全体的に圧縮を行い、負担金額 800万円(当初提案時の平成 31年度 

     計画額)を上限に、協働部署と協議することを認める。 

     特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 31年度を最終年として事業を実施 

     すること。 

 

（長坂会長） 

事業の中心は地域のネットワークづくりにあると認識しておりますので、この点に重点を

置いて展開していただくようお願いします。 

これまでの「ネットワークの形成と支援強化」については、事例検討会等を通じた深化

と、県からの幅広い呼び掛けによる参加者層の拡大という形で、適切に対応が図られている

ようですが、最終年にあたり、特に地域でのネットワークの確立とその自立的運営、さらに

分野別の展開について、実例の構築と共に、ネットワーク形成への動きとその動きへの支援

のあり方をしっかり把握するとともに、モデル化を図っていただくようお願いします。 

協働部署も、これまで、協働効果が発揮できる取組みを進めてこられたことを高く評価い

たしますが、最終年へ向けて、今後の制度化（予算化）も含め、一層の協働を進めていただ

くよう強くお願いします。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブ SELF 

事業名：特別支援学校における障害者のスポーツ参加促進モデル構築事業  

 

審査結果：昨年度提案の平成 31年度計画額 4,860千円を上限に、協働部署と協議する 

     ことを認める。 

     特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 31年度を最終年として事業を実 

     施すること。 

 

（田中委員） 

貴団体の粘り強い取り組みによって、当事者や家族、また地域市民の参加が拡大され、 

また特別支援学校行事への一般市民の関与も大幅に活発化する等、協働事業の効果が着実

に積み上げられていること。また、そのために協働部署とともにさまざまな壁をクリアして

きたこと、例えば事業実施要領の改正を経て、障害者のスポーツ参加を支える設備の利用  

拡大を実現するなどに対して、審査会として深く敬意を表します。 

 受益者負担だけでは成立しにくい事業のため、地域資源の育成・活用(地域研修会やチョコ

ボラ)、公共からの受託(夜間施設管理)、制度活動(コミュニティスクール)等を組み合わせ、

経営的な自立を具体的に準備なさっている点についても、高く評価を申し上げた次第です。 

なお、事業継続のために必須であるスタッフの確保については、本年の養成講座の内容  

見直しを通じて、引き続き探究してください。 

また、コミュニティスクール制度の活用に言及されていますが、同制度を具体的な事業に

どうつなぐのか、さらには同制度の活用を団体の経営的な軸足の一つとするための構想や 

手続きについて、協働部署とも十分連携いただきたいと考えます。 

協働部署におかれましては、本事業が、次年度、最終年を迎える点を十分意識していただ

き、本来受益者負担だけでは成立の難しいとされるこうした事業が、協働事業の成果を継承・

発展させる形で、県内各地に波及していく仕組みについて、ハード面の管理業務の委託化の

みならず、ソフト面においても、貴団体が挙げているコミュニティスクールや国の制度など

の活用も含め、引き続きご検討いただくようお願いします。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：特定非営利活動法人キャンサーネットジャパン  

事業名：造血幹細胞移植総合支援プロジェクト事業 

 

 審査結果：負担金額 6,400千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

      特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 32年度を最終年として事業を計画 

      すること。 

 

（小松委員） 

県費という限られた資源を事業費として有効に活用しようと、昨年の審査で、神奈川骨髄

移植を考える会の事業との棲み分けを採択の条件としました。 

プレゼンテーションではそのメリット、デメリットを確認いたしました。４月の事業開始

から３カ月ほどでサイトを立ち上げられましたが、そのスピードだけでなくインタビューな

ど 当事者目線の内容になっていることを高く評価します。 

また、貴団体のサイトと考える会のドナー登録会がコラボレーションするなど、協力関係

が構築できていることも評価します。 

デメリットは、ほとんどないという回答で、目的が同じでもアプローチの仕方などが異な

るボランタリー団体同士の協働のモデルになり得るのではないかと考えています。 

 さて、ご存じのことと思いますが、特定課題枠の負担金交付期間は基本３年です。申請は 

５年で提出され、その理由は、「県内への浸透には時間が必要で、一緒に考える時間が長け

れば長いほど効果が表れる」ということでしたが、特定課題枠の性格上、３年で一定の成果

を出していただくよう事業計画の再構築をお願いします。 

 負担金が終了してもこれまでと同様に当事者目線での取組みを進めていただけるものと、

大いに期待しています。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：神奈川県骨髄移植を考える会 

事業名：骨髄ドナー登録推進事業 

 

 審査結果：負担金額 3,600千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

      特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 32年度を最終年として事業を 

      計画すること。 

 

（小松委員） 

 昨年は、キャンサーネットジャパンとの事業棲み分けを採択の条件とさせていただきま 

した。団体同士の棲み分けは順調に進んでいるということで、協働事業負担金事業の新たな

形として高く評価しております。 

 プレゼンテーションの質疑の中で、考える会の弱いところは即ちキャンサーネットジャパ

ンの得意分野である。」というご回答がありました。事業を棲み分けたが故の連携創出とは

いえ、１プラス１が３にも４にもなる好事例ではないかと考えています。連携による事業内

容の充実は、ボランタリー団体にとっても、県民にとっても歓迎すべきことと思います。 

 予算をみますと、事業開始後 3 年目の平成 32 年度がピークになっています。貴団体では、

この年度を事業の集大成と位置づけています。その一方、事業計画は５年で提出されており

ますが、交付期間は基本３年という特定課題枠の原則に沿って、３年で自立できるよう、平

成 32 年度を最終年として事業計画及び予算を再構築していただくようお願いします。 

 貴団体の取組みもキャンサーネットジャパンの取組みもゴールのない取組みであることは

承知していますが、基金 21 の事業終了後も、キャンサーネットジャパンとの連携も含め、

当該事業が継続し、ますます発展されるよう期待しています。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：特定非営利活動法人横浜移動サービス協議会 

事業名：アクティブエイジ応援プロジェクト 

 

審査結果：負担金額 7,450千円を上限に、協働部署と協議することを認める。 

      特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 32年度を最終年として事業を計画 

      すること。 

 

（柴田委員） 

アクティブエイジ応援プロジェクトでは、「新たな地域人材の確保のために、企業に働き 

かけ、現役就労者や退職直後の方の地域デビューを応援します。」と目的・概要に挙げられ

ていました。しかしながら、事業を実施する中で見立てが甘かったのでしょうか。平成 31

年度の提案事業は、軸足を福祉に置かれており、当初目指していた事業の目的が大きく変更

されているという印象を強く持ちました。 

基本となっている企業内のアクティブエイジを応援するという軸が変わらないよう、是非、

当初の目的に沿って事業を確実に進めて欲しいと強く願います。 

さらに、基金 21 終了後の事業の自立を見据え、再度、協働部署との協議を進める必要が 

あると思われます。 

貴団体は、これまで、移動に関する先駆的な取り組みをしてきました。その実績、その   

経験、ノウハウを活用し、企業開拓に力を入れて取組んでいただくようお願いします。 
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【特定課題枠】 

 

提案者：特定非営利活動法人湘南スタイル  

事業名：湘南ワンハンドレッドプロジェクト 

 

 審査結果：経費は、全体的に圧縮を行い、負担金額 800万円を上限に、協働部署と協議す 

      ることを認める。 

      特定課題枠は基本 3年間であるため、平成 32年度を最終年として事業を計画 

      すること。 

 

（高橋委員） 

 人生 100 歳時代での地域でのロールモデルづくりは、重要な課題であると認識しています。 

 その中で、ミドル世代（30代から 50代）をメインターゲットとし、様々な工夫から、同 

世代の参加率を 90％にまで達成した実績は高く評価します。 

 また、新たな課題をしっかりと整理し、「人」に加えて、地域の活動やプロジェクトとい

った「コト」の 側面からのアピローチとして、コーディネート機能である「まちのキャリ

アラボ」に加え、新たなローカルプロジェクトを紹介する Webメディアを立ちあげることへ

の挑戦には、大いに期待をしています。 

 「まちのキャリアラボ」、「湘南１００club」、「企業人のための越境プログラム」がそれぞ

れの役割に加え、 相互に行き交うことで、新たな価値につながると期待します。 

 さらにそこから成長し、貴団体の地盤である、コワーキングスペース「チガラボ」をはじ

め、市民活動センター、まちづくりスポットちがさきなどに、成長した方々がつながり、   

プロジェクト等が発展していくことを大いに期待しています。 

 新規のご提案時より、このモデルが、茅ヶ崎だけでなく、県内広域にノウハウを広げる  

やり方をお願いしていました。今回、SDGsの視点から意味づけるテーマに関連付けた企画

を増やしたり、チーム組成、企画等のプロセスを整理し、仕組みづくりのノウハウ展開を目

指されることで、県内広域へのノウハウを広げることへの方向性が明確になってきたことも 

素晴らしいと思います。 

 一方、「企業人のための越境プログラム」などに関連するであろう、企業の働き方改革

は、限定的な企業の取組みの可能性もあるため、丁寧な調査とマッチングをお願いします。 

 また、他のＮＰＯなどとの連携も是非、模索いただけるとより良いのではないかと思い  

ます。 

 さらに、将来的な自立を見据え、「企業人のための超境プログラム」からの、企業からの  

サポートを一歩ずつ形にしていただきたいと思います。是非頑張ってください。 

 

 

 

 

 

 


