
第６回 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 
平成31年２月19日（火）13：30～20：40 

■ 開 会 
 

（基金事業課長から本日の予定を説明） 

・ 石渡委員、柴田委員、高橋委員欠、委員５名での開催予定。 

・ 本日の流れ 

14時30分から、平成31年度ボランタリー活動補助金（新規）のプレゼン審査。 

16時30分から、プレゼン審査に対する選考を行う。（結果発表は18時40分から行う） 

終了後、平成31年度協働事業負担金の対象事業決定、来年度募集案内について、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６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１ 平成31年度ボランタリー活動補助金事業（新規）の選考 

（基金事業課長から以下について説明） 

・ ボランタリー活動補助金事業の応募状況（資料１・２） 

・ 来年度のボランタリー活動補助金事業に係る予算（資料３） 

・ 審査委員と利害関係のある団体からの提案なし 

・ ボランタリー活動補助金事業（継続）の主担当委員から寄せられた結果発表コメント

（案）（資料４） 

 

（事務局からプレゼン審査対象団体の申請概要および幹事会での事前調査結果について報

告（資料５・６）） 

 

（委員による審議） 

ボランタリー活動補助金事業への申請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） 

ボランタリー活動補助金事業への申請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。 

 

【親子きつおん交流会事業】 

特定非営利活動法人よこはま言友会（以下、よこはま言友会）によるプレゼンテーショ

ン。 

 

（質疑） 

（田中委員） 

ことばの教室訪問の効果は何か。 

 

（よこはま言友会） 



ことばの教室訪問は交流会よりも参加者が少ないので、もう少し細かいことを色々と伝

えることができる。 

 

（田中委員） 

年に交流会１回、ことばの教室２回とコンパクトな事業規模。このような申請にした理

由は何か。 

 

（よこはま言友会） 

補助金は２分の１は自己負担。交流会は無料で実施しており、自分たちの予算規模から

して、年１回の実施でないと自己負担分を捻出できない。 

ことばの教室は平日実施。会員には会社員が多く、参加できる団体の人数から言って、

２回が限界。 

 

（田中委員） 

 子どもたちが安心して話せる例会を増やしていきたい、中学生のことばの教室を設置し

たい、ということを書かれているが、今のコンパクトな計画からこれらをどのように実現

しようとお考えか。 

 

（よこはま言友会） 

交流会に参加している保護者によこはま言友会の会員になってもらい、会員自体を増や

し、県や市に申し入れをしてもらおうと考えている。 

 

（田中委員） 

３年間の計画の中で、教室訪問は少しずつ増やしていくようである。平日仕事をしてい

る人間が多くて難しいという話だったが、団体の職員を増やす方策はあるか。 

 

（よこはま言友会） 

保護者や大学生などに会員になってもらい、平日に学校訪問できる人を増やす。若いボ

ランティアなどを育てる。 

 

（為崎委員） 

県内に、同様の活動をしている団体はあるか。 

 

（よこはま言友会） 

サークル活動レベルであればあると思うが、しっかりと組織をつくって活動していると

ころはない。 

 

（為崎委員） 

そうすると、県内の団体とネットワーク形成などは考えていないのか。 

 

（よこはま言友会） 

ことばの教室の先生や耳鼻咽喉科医、言語聴覚士の団体とネットワークをつくっていき

たい。 

 

（為崎委員） 

他に言友会のような団体がないとなると、交流会１回、ことばの教室２回程度では課題



解決につながらないのではないか。将来的には事業規模の拡大を想定しているのか。 

 

（よこはま言友会） 

 現状だと、交流会以外に吃音フォーラムという一般市民を対象にしたフォーラムを開催

している。今のところ、その二本立てでいきたいと思っている。 

 

（為崎委員） 

土曜や日曜の開催にすれば、もう少し開催数を増やせるのではないかと思うが、今のコ

アメンバーは何人くらいいるのか。 

 

（よこはま言友会） 

会員48名のうちコアメンバーは10名程度。それ以外はボランティアのような感じ。 

 

（為崎委員） 

代表以外に９名ほどコアメンバーはいるのであれば、もう少し大きな規模で事業を実施

できるのでは。考え方として、もっと事業基盤を固めて、もう少し大きな規模で申請をす

るという選択もありではないか。今でなければならない理由はあるのか。 

 

（よこはま言友会） 

それはないが、無料で交流会をやりたい。会費なしで参加できるイベントが県内にはな

い。会員が増えれば、もっと大きな事業をやりたい。 

 

（為崎委員） 

繰越金が多い。それがあれば、補助金額分はまかなえるのでは。 

 

（よこはま言友会） 

１回のイベントに17万かかる。繰越金は大切に使いたい。また、全国規模のイベントを

やりたいと思っており、そのためにとっておきたい。 

 

（為崎委員） 

少額であっても、参加者から費用をとるというのは抵抗があるのか。 

 

（よこはま言友会） 

フォーラムは１家族あたり500円とっている。交流会は子どもたちのための会なので、

気軽に参加できる、というのをポリシーにやっていくというのが団体の総意。 

 

（為崎委員） 

補助金３年間であまり事業規模が変わらない。補助金終了後も基本的に現状維持という

認識でよいか。 

 

（よこはま言友会） 

交流会が順調に進み人数が集まってくれば、予算が少なくても、同じような効果が出せ

ると思う。 

 

【「レスパイト」環境づくりとネットワーク構築】 

もざいくハウスによるプレゼンテーション。 



 

（質疑） 

（為崎委員） 

もざいくハウスの現状を教えて欲しい。場所、従事者など。 

 

（もざいくハウス） 

代表自宅の近くにある。相模原市。更新の時期なので、もう少し広いところにしたい。

普段は手芸サークルなどサークル活動の受け入れをしている。 

 

（為崎委員） 

一人でやっているのか。 

 

（もざいくハウス） 

今は試験的にやっているので一人で家賃を負担してやっている。基本的には一人。 

 

（為崎委員） 

もう少し場所を広くして、宿泊もできるようにしたいということか。 

 

（もざいくハウス） 

そのとおり。風呂がないなど不便なので、もう少し広いところで、誰でも入れるような

環境にしたい。 

 

（為崎委員） 

宿泊施設の開設にあたる法的問題はクリアしているか。また、夜間の受け入れ体制は。 

 

（もざいくハウス） 

福祉事業としてはとらえていないので、まだそのあたりはあまり調べていない。夜間は

有償ボランティアが同伴する予定。 

 

（為崎委員） 

夜間に子どもに何かあった場合、その場で判断することができる人はいるのか。 

 

（もざいくハウス） 

今すぐ夜間預かりをするのは難しいと考えている。基本的には保護者にも同伴してもら

う。それに加えて、有償ボランティアと代表の連携で解決できると思う。はじめは大和市

内と考えていたが、基盤は相模原にあるので、まずは相模原でネットワークを作っていき

たい。 

 

（為崎委員） 

新しい事業に従事する他のメンバー、しかも林氏に匹敵するようなメンバーはいるのか。 

 

（もざいくハウス） 

関心を持っている人は多い。連絡会を実施する予定。今すぐにというのは難しいかもし

れないし、やってみないとわからない部分もある。収益があげられるようステップアップ

していきたい。 

 



（為崎委員） 

全国オルタナティブ協議会等と関わっているようだが、基金事業においても引き続き連

携していくのか。 

 

（もざいくハウス） 

関わりはあるが、同化したり吸収されたりすることはない。私自身、メンタルだけでな

く、一生を通しての支援というのを考えているため、協議会等に取り込まれるわけではな

い。 

 

（長坂会長） 

レスパイトケアは現在注目されている活動。最先端で素晴らしい活動だと思う。2013年

から活動されており、林氏は熱心だが、組織として活動するためには仲間が必要。一つ大

きな課題だと思う。 

任意団体としての役員や事務局の体制、経理等はどのように整理しているか。 

 

（もざいくハウス） 

ほとんどを私自身とその家族がやっている。第三者に会計のチェックをしてもらうよう

な体制にはなっていない。今後こういった活動を続けていくためには、運営に携わる方

（募集中）と役割分担していく必要がある。連絡会の関係者と別の団体を作る可能性もあ

る。 

 

（長坂会長） 

これまでもざいくハウスをやっていくうえで、行政との関わりは具体的にあったか。 

 

（もざいくハウス） 

直接活動において行政と連携した部分はない。以前、シェアアパートについて相模原市

に協働事業を申し込んだことがあったが、「精神科にかかっている方を看るのは難しい」

と言われ、認識や見解の違いを感じた。 

 

【ＮＰＯインターンシップＫＡＮＡＧＡＷＡ啓発・普及事業】 

特定非営利活動法人アクションポート横浜（以下、アクションポート横浜）によるプレ

ゼンテーション。 

 

（質疑） 

（小松委員） 

現状連携してきた団体はほぼ横浜。横浜や川崎と他の地域には違いがあるが、なぜ浜川

以外に広げようと思うのか。 

 

（アクションポート横浜） 

まず、大学やＮＰＯからの要望がある。数年前に団体成長支援事業で若者定着支援事業

を実施し、その後も細々と続けていた。やはり若い人にもっともっと来て欲しいという要

望がある。一方、県央地域には大学が多いが、そこに通う学生にとって横浜はやや遠い。

そこで、他の地域にも事業を広げたい。 

 

（小松委員） 

三年間で97団体というこの申請書の数字は、今やっている浜川の活動も含んだ数字か。 



 

（アクションポート横浜） 

含んでいる数字である。 

 

（小松委員） 

ということは、今やっている事業に基金を乗せるというイメージか。 

 

（アクションポート横浜） 

そのとおり。地域の拡大とコーディネーターの育成に補助金を使っていきたい。 

 

（小松委員） 

浜川はこれまでどおり団体の自主事業で実施し、基金はそれ以外のエリアで実施、とい

う方法もあるのでは。 

 

（アクションポート横浜） 

団体内部でも考えたが、県域には単独で事業に協力できる中間支援組織が多くない。そ

こで、まずは現在の事業にジョイントしていくというのが現実的と考え、今回のような申

請にした。 

 

（小松委員） 

浜川の中間支援組織が県央のＮＰＯを支援することもありえるということか。 

 

（アクションポート横浜） 

 はじめはそのようにやって、だんだん自主的に回せるようになれば手放していくという

方法を考えていく。アクションポート横浜がすべてやるには今の予算では足りない。 

 

（小松委員） 

３年間でできるか。 

 

（アクションポート横浜） 

やりたいと思っている。また、団体単独でできることは限られており、行政との連携が

必要。知恵やネットワークなど基金21の力を借りたい。 

 

（小松委員） 

基金終了後、大学からの会費は増やせるか。 

 

（アクションポート横浜） 

もう少し会費を出せないか、大学にも打診しているが、一律に上げるというのは難しい。

そこのところは悩んでいる。ただ、違う事業でジョイントするなど、それ以外の形での連

携は進んでいる。 

 

（為崎委員） 

浜川の中間支援組織が各地域に赴いて活動するイメージなのか。 

 

（アクションポート横浜） 

理想は、各地の中間支援組織がそれぞれ支援すること。しかし最初からそれをするのは



困難。まずは浜川の中間支援組織が各地で支援というステップからスタートしたい。 

 

（為崎委員） 

浜川以外の中間支援組織としっかり連携できる見通しはあるのか。 

 

（アクションポート横浜） 

ソーシャルコーディネートかながわを通じて内々の打診はしている。ただ、単独実施は

難しいという声もある。例えば、相模原なら市民活動支援センターと大学のボランティア

センター、さがまちコンソーシアムの三者で連携、という形がありうる。 

 

（為崎委員） 

中間支援組織が資金的に自立できているモデルにしなければならないと思うが、現在実

績のある事業なのか。 

 

（アクションポート横浜） 

受け入れ団体は無償、資金的には苦しい状況というのが事実。ただ、寄附も増えている。

昨年度は60万円。十年やっているので関わる人が増えており、ここ２、３年うまくいきつ

つある。希望はある。 

 

（為崎委員） 

全てのことを３年間で解決できる見通しは。 

 

（アクションポート横浜） 

できると考えている。代表以外にも運営メンバーはあり、役割分担もできている。 

 

【編み物で繋ぐ日本の高齢者の生きがい作りと途上国の衛生改善】 

特定非営利活動法人地球市民ＡＣＴかながわ（以下、地球市民ＡＣＴかながわ）による

プレゼンテーション。 

 

（質疑） 

（田中委員） 

担当職員と海外担当職員の役割はそれぞれ何か。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

担当職員は国内担当で、施設訪問など。海外担当職員は、届け先の開拓など。 

 

（田中委員） 

海外担当職員は、国外でも活動するということか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

そのとおり。ただ、青年海外協力隊とも連携しているので、国内でも活動する。 

 

（田中委員） 

アクリルたわしによって現地の衛生環境が改善した具体例はあるか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 



ミャンマーの例。基礎衛生というのが大事。アクリルたわしを使うことによって基礎衛

生の意識を変えることで質が高まる。 

また、青年海外協力隊に運んでもらう場合、現地で衛生キャンペーンを行い、衛生教育

のツールとしてアクリルたわしを配っている。学校単位で研修を行ったりもしている。 

 

（田中委員） 

現地の衛生環境によい影響があるということを理解した。たわしを提供した高齢者も、

現地のそのような成果を知る機会があるということでよいか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

そのとおり。あみあみ新聞を発行しており、現地の様子を伝えている。 

 

（田中委員） 

アクリルたわしの材質について、環境に与える影響は。マイクロプラスチックの問題が

あるが、これはどう考えればよいか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

アクリルたわしは毛糸製品なので、直接的な環境問題はないと認識している。ただ、石

油化学製品ではあるので、絨毛の毛糸とは違う。その分洗浄力も高い。 

 

（田中委員） 

今後事業をやっていくうえで、同様の疑問が出された場合のためにエビデンスを用意し

ておくとよいと思う。すでに実績のある事業だが、今回この補助金で具体化したいのは、

事業の量的拡大か、それとも質的転換か。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

もっとも大きな目的は、県内の高齢者を元気にしたいというもの。この事業を通じて、

高齢者でも国際協力ができる、社会に貢献できるというのを生きがいにしてもらう。まだ

まだ事業化しておらず、ボランティアに頼っているので、予算がつけば、事業化し自立に

つなげられる。企業を巻き込んだり、販売システムを構築したりすることができる。 

 

（田中委員） 

途上国のニーズとして、アクリルたわしがまだまだ足りないということでよいか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

途上国は水が少ないところが多い。また、洗剤が買えないところも多い。その改善にな

ると思う。 

 

（田中委員） 

現地でアクリルたわしを編むというのは考えないのか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

日本の高齢者の生きがい作りと途上国支援を両立させたいので、現地で編むことは考え

ていない。 

 

（田中委員） 



企業への働きかけの相手方はあるのか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

まだあまり働きかけができているわけではない。SDGsが注目されているので、環境とい

う視点で連携していきたい。 

 

（田中委員） 

補助金により人材確保するとのことだが、具体的にはどういった人材を求めているのか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

すでにボランティアの中に編み物も上手で仕事もできる人がいる。そうした人を雇用し

たい。 

 

（大川委員） 

これまでの活動と補助金交付後の違いは。まずは、アクリルたわしを編む側について。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

神奈川県内には高齢者施設が500以上ある。担当者を雇用できれば、こうした施設や企

業への声かけが計画的にできるようになる。 

 

（大川委員） 

途上国側では違いはあるか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

現在すでに青年海外協力隊の手で40か国に届いている。このほかにも難民キャンプなど

海外の途上地域への届け先は無限に近いと感じている。 

 

（大川委員） 

届け先は青年海外協力隊に探してもらうのか。 

 

（地球市民ＡＣＴかながわ） 

県の青年海外協力隊が現地に行く前、県知事を表敬訪問する。その際に JICA さんを通

じてアクリルたわしを配ってもらう。協力隊の人が行く先に、ある意味自動的に色々な地

域に届けられる。協力隊の国内での研修場とも連携をとりたいと考えており、もっと多く

のたわしを届けられると思っている。 

 

【横浜山手の歴史遺産を次世代に繋ぐ】 

特定非営利活動法人横浜山手アーカイブス（以下、横浜山手アーカイブス）によるプレ

ゼンテーション。 

 

（質疑） 

（大川委員） 

昨年の法人設立から間もないが、法人設立のタイミングにあわせて基金21に応募したの

か。 

 

（横浜山手アーカイブス） 



そのとおり。 

 

（大川委員） 

貴団体の活動は横浜市のかなり狭いエリアのまちづくりだが、県が補助金を出すことの

意義をどのように考えるか。 

 

（横浜山手アーカイブス） 

横浜山手は外国人居留地。外国人にとって別荘地である箱根に関連する資料が多いので、

地域外の資料をストックしておくことで、地域外の団体へ提供することができる。 

 

（大川委員） 

安定した収入確保が課題になってくると思うが、他からの委託についてはどうか。 

 

（横浜山手アーカイブス） 

団体の活動の広い意味での目標は、地域への愛着やプライドをもってもらうことである。

少し先のことになるかもしれないが、地域を問わず県域に貢献したいと思っている。 

緑の協会との話については、アドバイザリー契約というのは包括的な協働関係を結ぼう

というもの。資料の情報公開に関することなど。講座開催の際の講師を協力するなど、そ

の都度相談して決めていく。今後は研究テーマに関することの受託事業等も積極的に考え

ていきたい。 

 

（小松委員） 

 応募のためにＮＰＯ法人になられたのか。基金は任意団体でも応募できる。 

 

（横浜山手アーカイブス） 

そのために法人化したのではない。任意の活動にとどまらない、法人としての活動をや

ろうということで法人格を取得した。 

 

（小松委員） 

予算書の収入に計上されているヨコハマアートサイト助成金は税金原資の助成金。基金

21では他の公金は収入に計上できない。代わりの収入源はあるのか。 

 

（横浜山手アーカイブス） 

再三確認したが、市直接ではなく、他の団体が助成しているものと理解している。 

 

（小松委員） 

 横浜市からの助成委託である。 

 

（横浜山手アーカイブス） 

代りの収入源はあるにはあるが、回答を待っているところもある。 

 

（小松委員） 

収入のうち80万円が助成金。補助金は３年間100万円ずつの計画。我々としては、通常

なら、事業の熟度が上がれば年々補助金額が減っていくはずという認識でいる。そうでな

いと、補助金終了後は大丈夫なのか、という話になってしまう。寄付や協賛金等を得るな

どの方策は考えているか。 



 

（横浜山手アーカイブス） 

一つのアイデアとして施設運営の委託をとることにより収入を得たいと考えている。一

人の人を一年間を雇える程度の収入を挙げたい。 

 

（委員による審議） 

 ボランタリー活動補助金事業への申請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、対象事業を選考した。 

 

（結果発表） 

最初に、長坂会長より、継続・新規の各事業の選考結果を発表し、各担当委員より次の

とおりコメントを発表した。 

 

〈継続事業〉 

●事業名：「地域を広報する」研修・ネットワーク事業 

 （（特非）森ノオト）     【長坂会長】 

 

ローカルメディアとしての新しいモデル性、今後の中間支援機能などへの活動の発展性、

ローカルメディアと直接つながりをもとうと活動していること、実践を通して多くの気づ

きから修正を試み展開させてきている姿勢、などが評価されています。その意味で、審査

会としても本事業終了後の自立的展開について、強く期待をしています。 

メディアコンパスについて、2018年度中にワークショップツールとして完成させる予定

となっており、その内容について強い関心をもっています。と同時に来年度はワークショ

ップツールとしてのみならず、ツールの次のステージへの展開を期待します。 

ローカルメディア・ネットワークの構築も、現在７団体程とのことで、そうしたネット

ワークを構築し得ていることは評価しますが、ネットワーク関係をもつべきローカルメデ

ィアはもっとたくさんあるはずですので、さらに多くのメディアとの具体的なネットワー

クの構築に努めていただき、ローカルメディアとのネットワーク構築が貴団体の強みの一

つともなるよう期待しています。 

3年間終了後の自立への展開について、事業外からの収入への期待をはじめ、依然明ら

かでないのが心配ですが、補助金期間中に行われた各種講座の向上や、作成されたいくつ

かのワークショップ教材など、これらをパッケージ化して事業提供する仕組みなどが提案

されています。他方、各種講座も参加者が少ない点も懸念されており、3年度目にあたり、

しっかり検証の上、自立へ向けて活動の一層の積極化を期待しています。 

  

●事業名：子どもがつくる地域メディア「じもたん kids」 

 （じもたん kids）       【小松委員】 

 

２０１９年度の活動補助金の対象として採択いたします。 

子どもたちの取材、原稿執筆、新聞発行をトリガーとして地域の活性化を図る貴団体の

取り組みは、審査会で高く評価されました。子どもが被害者になる痛ましい事件が続くな

かで、地域の子どもを育む力、見守る力が試されています。地域をつなぐため、一層の充

実、発展を祈っております。 

さて、貴団体にお願いがあります。前年度の審査会で高い評価を得ていた作文講座のこ

とです。開講できなかった原因を検証し、ぜひ開講していただきたいということです。そ

のためには、なぜ作文講座を実施しようとしたのかという原点を見つめ直し、明確な目的



を設定したうえで参加者を集める努力が必要です。作文講座は貴団体の取り組みの根っこ

ではないでしょうか。よろしくお願いします。 

基金２１の支援は３年間しかありません。その後の継続に備え、特に資金面での事業の

自立を図ることは大切です。しかしながら、実はそのために活動の軸がふらついている印

象を受けました。新しいことにチャレンジする姿勢はもちろん評価できますが、それに時

間やパワーを取られて新聞発行が遅れたり、講座が開講できなかったりするのは感心でき

ません。大切なのは選択と集中です。自らの強みは何か、それをどう拡充していくのかを

常に意識すれば、貴団体が掲げた「２０１９年度は初心に返る」ことは実現すると思いま

す。 

自分の書いた記事が紙面に載れば子どもたちはうれしいものです。取材を受けた内容が

紙面に載れば大人たちもうれしいはずです。そこに一つの一体感が生まれます。地域をつ

ないでいくため、これからも頑張っていただきたいと思います。 

  

●事業名：女性と防災のオリジナル寸劇とワークショップの普及 

 （（特非）かながわ女性会議） 【高橋委員】 

 

「防災」には、女性の視点が不可欠で、防災寸劇を通した普及・啓発活動の意義はとて

も大きいと思います。 

当初予定していた動画作成をガイドブック作成へと変更されたことに関し、普及・啓発 

をするには、ガイドブックを活用した、地道な face to face でのコミュニケーションを

とることが重要であることに気づかれ、また、相手のニーズによって、カスタマイズする

ことも重要であるがゆえのこと、大変理解できました。日々、現場を大事に活動されてき

たからこその視点であると思います。 

事業継続をするため、若者、次世代の育成は重要です。新しく提案された福祉分野での 

展開などでも、若者の活躍など、大いに期待したいところです。 

３年目は、これまでの継続した基盤づくりに加え、外国人対応の防災ガイドブック作成事

業と障がい者、お年寄り、子どもに対しての防災ガイドブック作成事業の両方に注力して

いただきたいと思います。 

まず、外国人対応の防災ガイドブックに関し、ＮＰＯ法人かながわ外国人すまいサポー

トセンターとの連携は、ネットワーク型のよい取り組みだと思います。 

また、英語の防災ガイドブック作成に加え、英語以外の中国語や韓国語などの防災ガイド

ブックの作成への挑戦にも、期待したいと思います。 

また、社会福祉士などの専門家が障害者、お年寄り、子どもに対しての防災ガイドブッ

クの作成に携わることは、利用者に加え、専門家の視点も加わり、より充実したガイドブ

ックの作成となりうることにも、期待しています。 

今回が事業最終年度なので、補助金終了後の事業継続につなげていくことが課題となり

ます。２種類の防災ガイドブックやシナリオ作成後、もちまえの粘り強い団体らしさを大

事に、その利用・普及によって、活動をさらに継続・発展していただきたいと思います。 

  

●事業名：ノヴィーニェ「こども食堂＆こども寺子屋」 

 （（ＮＰＯ法人）アフリカヘリテイジコミティー） 【為崎委員】 

 

昨年、単年度で補助申請された事業について、「食べる、交流する、学ぶ」の組み合わ

せで多文化共生を進めていく取組みを評価し、１年間でしっかり実績と見通しを立ててい

ただくことを前提として補助対象とさせていただきました。しかしながら、当事業を継続

していくための収益源として見込んでいたレンタルスペース活用事業の立上げが遅れたと



の理由から、急遽継続申請が提出されました。本来、事業計画は、事業基盤構築に必要な

時間をしっかりと見通し、複数年先までを立案するのが基本です。そうした面では、貴団

体の今回の申請は基本に合致しないものと言わざるを得ないのですが、事業継続が困難と

なることによって、現在、食堂や寺子屋を利用している子ども達に影響が出ることは回避

せねばなりません。こうしたことから、今一度、平成31年度事業計画を見直し、プレゼン

テーションで提案された財政基盤の強化策によって見込める収入や、新たに雇用する有償

スタッフの資質や役割といった人材像、さらには既存スタッフとの関係を明確にしていた

だいた上で、当初目指した自立化に向け収支予算の精度を上げて、自主財源からの増額を

図ることを条件に、補助対象とすることと致しました。 

 平成31年度事業計画の中心となるのは、有償の人材の配置ですが、プレゼンテーション

や質疑応答を通じても、本部の専任スタッフのイメージを描くことが困難でした。専任ス

タッフが果す役割が総花的に記載されていますが、既存のスタッフの力も有効に活用しな

がら、事業継続に必要なネットワークを構築していくことが必要と考えられます。専任ス

タッフが果すべき役割と、安定的に事業を進めるためにネットワーク化を図る先を具体化

し、有償の働きを導入することで目指すべき効果を明確に掲げ、その達成に注力して下さ

い。 

 さらに、中長期的な事業の安定的持続には、プレゼンテーションで示された財政基盤の

強化策が重要となります。こども食堂に充てる収益目標を立てた上で、補助金終了後の自

立化に向け、着実に取り組んでいくことが望まれます。その際、リユース・ショップ運営

にあたっての古物商許可や、食品の製造・販売にあたっての保健所の許可などにも留意を

しながら進めていただくようお願いします。 

 「代表者が外国籍の方であり、国籍を問わない居場所で、日本と外国のこどもたちが国

際文化交流を深める」という貴団体の強みを活かし、県内にも多くある他の子ども食堂と

は異なった独自性高いモデルとなっていっていただくことを期待しております。と同時に、

単年度のみでなくなることからも、県内の他の子ども食堂とのネットワークによる情報共

有や交流等も大切なことになってくることも認識いただきたいと思います。 

  

●事業名：人材育成 子育てと仕事両立体験研修事業「家族シミュレーション」 

 （（特非）びーのびーの）   【為崎委員】 

 

 昨年度の審査会意見を受け、企業に精通したアドバイザーを導入した体制の下で、受入

れ家庭数、体験者数ともに、当初予定を上回る数の参加が得られ、着実に事業が進捗して

いることが伺えました。したがって平成31年度も補助対象とすることと致しました。 

 そうした中、「子育てと仕事両立体験研修事業」の実施方法については、法人の意向や

参加のしやすさといった面から、体験の場所や日数について変更が行われています。質疑

応答でのお答えを聞く限り、目指す成果は当初の計画から不変であり、現状では、方法は

異なったものとなっても、参加者には意識変革が起きていることが感じられました。しか

しながら、今後事業を継続していく中で、「間口を広げ参加しやすい研修形態」とするこ

とに流されて、「得られる成果」が弱まることのないよう、両立体験モデルを作り上げて

いっていただくことを期待いたします。 

 さらに、参加を呼びかける企業についても同様に、‘費用負担をしてもらいやすい、体

験研修に人を出してもらいやすい’という理由で、大企業だけに流れてしまうのではなく、

地域の中小企業の意識変革にも寄与していただきたいところです。中小企業のワークライ

フバランスへの取り組みは遅れており、理解を得るには時間と労力が必要であると思いま

すが、中小企業同友会などの組織を通じて呼びかけるといった方法で、アプローチをして

いただきたいと思います。そして今後、大学にも参加の呼びかけを行っていく予定とされ



ていますが、学生向けの新たな仕組みを構築することに手を取られ、企業からの参加度が

低まることのないよう留意して下さい。 

 事業の自立化を目指した対応は必要なことではありますが、自立ばかりにとらわれて方

向性を見失わぬよう、これからも貴団体の理念や強みを有効に活かしながら事業を着実に

進めていかれることを願っています。 

  

〈新規事業〉 

●事業名：親子きつおん交流会事業 

 （（特非）よこはま言友会）     【為崎委員】 

 

制度や支援がきわめて手薄な領域での活動であり、ご提案された事業の意義は大変大き

いと考えます。県内では、貴団体と同様の活動団体が余りないということからも、貴重な

取組みであることがうかがわれました。そうした重要性を勘案すると、年１回の親子交流

会、２回のことばの教室訪問では、やや規模がコンパクトであり、貴団体が目指す小学校

卒業後の吃音児に対する支援の仕組みの構築につながっていくのか、やや不安が感じられ

ます。 

一方、着実に年１度の交流会を開催することで会員を拡大し、比較的自由に時間のとり

やすい会員や大学生等からボランティア人材を育成しながら、「ことばの教室」への訪問

回数を増やしていくという見通しを抱いておられることは理解致しました。また、参加す

る子ども達に負担をかけぬよう、交流会参加については無料を貫く方針であり、そうであ

ると年１回開催が限界であるとの状況もわかりました。 

しかしながら、補助金を有効に活用し、活動を着実に前に進めていくためには、３年間

で、どのような支援の仕組みを目指すのかというビジョンを、しっかりと描いていただき

たいところです。 

こうしたことから、人材育成によって組織基盤を固め、将来ビジョンを描いた上で、

「中学生・高校生の子ども達も安心して話せる子供例会の常設」や「中学生のことばの教

室の設置を求めていく活動」につなげていく道筋を見出していただくことを前提に申請ど

おりの補助金額を認めることといたしました。 

吃音への正しい理解が進み、どの年代の子ども達も安心してしゃべれる場が拡充されて

いくことを切に願っております。 

 

●事業名：「レスパイト」環境づくりとネットワーク構築 

 （もざいくハウス）       【為崎委員】 

 

レスパイトは重要なテーマであり、今行われている活動には高い意義が認められます。

また、心身ともに休息できる場の提供に対する代表者の強い思いもよく伝わりました。し

かしながら、現在は、ほぼ代表者お一人で活動されている状況であり、団体組織としての

基盤がまだ脆弱なのではないかとの懸念から、今回は補助対象とすることを見送らせてい

ただきました。 

子どもを含む多様な人を受け入れ、宿泊もできる施設の開設・運営には、慎重な検討が

求められます。まずは許認可などの法的な関係の整理、確認を行っていただくとともに、

安全性を確保するためにハード面で留意が必要な事など、検討を要する事項が多々ありま

す。さらに、レスパイト支援が十分に行える環境を整備するとともに、夜間も寄り添える

人がいて、いつ何が起こっても迅速に対応を図ることのできる人員体制を整えることも必

要です。 

代表者ご自身も人材の確保を課題として認識されておられ、そうした人材候補の方々と



話し合いを始めると伺いました。代表者だけがすべてを背負って走っていくのではなく、

ともに手を携えて歩んでいく同志を得ていくことが望まれます。そのような過程を経て、

内部組織基盤を固め、外部とのネットワークづくりについても、個人とのつながりにとど

めず、組織間での連携を図っていくことが支援の充実につながっていくものと考えます。 

さまざまな困難を抱える方達が、安全・安心に、心からやすらげるスペースを今後、着

実かつ慎重に作り上げていって下さることを大いに期待しております。 

 

●事業名：ＮＰＯインターンシップＫＡＮＡＧＡＷＡ啓発・普及事業 

 （（特非）アクションポート横浜）       【小松委員】 

 

交付額を４０万円に減額の上、採択させていただくこととしました。 

人材不足に悩むＮＰＯにとって、人材確保のきっかけづくりになるインターンシップの

神奈川県全域への普及は意義深く、審査会では高く評価されました。 

しかしながら、貴団体がこれまで取り組んできた横浜、川崎とその他の地域ではＮＰＯ

活動へのニーズなどに違いがあることは明白な事実であり、審査会では、初年度から全域

を対象に事業に取り組むのは無理があるのではないかとの結論に至りました。 

そこで来年度は、これまで実績を積み重ねてきた横浜、川崎以外のいくつかの地域にア

プローチの上、少なくとも１地域をモデル地域に選定し事業を確立した上で、翌年度から

その取組みを県域全体に広げるというように取組みを進めていただきたいと思います。な

お、その際は地元の中間支援団体とスクラムを組み、地域の特性が生かされる事業となる

よう、十分に配慮していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

●事業名：編み物で繋ぐ日本の高齢者の生きがい作りと途上国の衛生改善 

 （（特非）地球市民ＡＣＴかながわ） 【大川委員】 

 

貴団体は、アジアの発展途上国支援において、多くの実績とネットワークがあり、現地

のニーズを深く把握した上でのエコたわし事業を県内高齢者の生きがい創出につなげる点

で独自性があり、また、社会的意義の大きさにおいても重要度の高い取組みであるとの評

価を得たことから、申請額どおり補助金を交付することといたしました。 

事業の実施にあたっては以下の３点に配慮して進めてください。 

１ 本業は、あくまで、アジアの発展途上国の子どもたちの衛生教育や衛生状態の改善

につながるべきものであることから、その効果が事業に参加する県内高齢者に確実に伝わ

るよう工夫をしてください。 

２ エコたわしの素材は、マイクロプラスチックとして問題にならないか、エビデンス

を含めた説明が必要と考えます。また、環境保全の観点から、エコたわしの廃棄の管理を

徹底することをお願いします。 

３ 申請事業である「あみあみクラブ」は、すでに実績をお持ちなので、今後は量的拡

大と質的充実をスピーディに行っていただくことを期待します。 
 

●事業名：横浜山手の歴史遺産を次世代に繋ぐ 

 （（特非）横浜山手アーカイブス） 【大川委員】 

 

プレゼンを拝見して、昨年、団体をＮＰＯ法人化し、活動の本格化を一層図ろうとして、

基金２１に応募されたのだという意欲を強く感じました。また、貴団体の取組みは、江戸

時代が明治時代に変わり、横浜が開港する中で、外国人の居留地として発展した横浜山手

のアーカイブを収集し、県民に広く周知しようというもので大変意義深いものであること



もよく理解できました。 

しかしながら、基金２１事業は、県内の市民活動の育成・発展を主眼としています。専

門家の方々が、横浜山手に残る歴史的文化遺産を保護・継承していく活動は大変意義の深

いものであり、そのご努力に敬意を表するものですが、市民参加という視点が若干、不足

しているのではないかということから、今回の対象からは外させていただきました。 

また、横浜山手地域を対象とするまちづくり活動を、県内他地域へ広げていく必要があ

るということも課題として取り上げられました。横浜山手地域に関心を持つ人々は多いと

思います。今後、歴史サロンや横浜山手地域に特化したまち歩きツアーを開催するなど、

市民を巻き込んだ活動を展開していただければ、ありがたいなと感じたところです。 

 

〈長坂会長総評〉 

 このような結果になりました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 お互いに助け合って生きていく相互扶助を大切にしなくてはいけない時代になっている

なかで、皆さんの活動は社会の最前線であり、私たちはいつも力をもらっています。皆さ

んにはこれからも活動を続けていただきたいと思います。 

 今回の事業の採択にあたっては、私たち基金21がどうあるべきなのかということを問い

つつ議論をしました。私たちはよく「自立」という言葉を口にします。今注目されている

SDGsにも通じていますが、基金21は持続的な市民活動を大切にしています。自立というの

はただ儲けることではなく、理念があって、その強みを活かすような団体にしていく、活

動を持続し続けることだと思います。SDGs は人権アプローチと同時に、CSV というアプロ

ーチを同時にとっており、これによって企業が SDGs に対して非常に強い関わりを持つよ

うになりました。要するに、自分たちが今後も成長していくためには、自分たちの企業の

力をどう社会貢献に活かすかにかかっている、という考え方です。その点でも、皆さんの

活動によって社会に刺激を与えるという役割が基金21にはあるのではないかと思っており

ます。 

 これからも皆さんの活動と一緒にこの地域が良くなっていくことを願っております。今

日はどうもありがとうございました。 
 

■ 審議事項２ 平成31年度協働事業負担金の対象事業選考 

（事務局から平成31年度 協働事業負担金 協議結果（資料７）について説明） 

県協働部署との協議結果を受け、来年度実施する事業を選考した。 
 

■ その他１ 平成32年度 ボランタリー活動推進基金事業募集案内について 

 （事務局から平成32年度 ボランタリー活動推進基金事業募集案内（案）（資料８）につ

いて説明） 
 

■ その他２ 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 

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（３月22日） 


