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第４回 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会 

平成 30年 12月 18日（火）13：30～19：50 

■ 開 会 

 

（基金事業課長から本日の予定を説明） 

・ 石渡委員欠席、委員７名での開催予定。 

・ 本日の流れを説明 

14時 30分から、平成 31年度ボランタリー団体成長支援事業のプレゼン審査。 

15時 30分から、プレゼン審査に対する選考を行い、17時から結果発表。 

17時 50分から、平成 30年度奨励賞受賞者の選考審査。 

その後、事務局から来年度負担金の調整状況等について報告。 

 

（審査会長から開会の宣言） 

・ 平成 30年度第４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する。 

 

■ 審議事項１ 平成 31年度ボランタリー団体成長支援事業の選考 

（基金事業課長から以下について説明） 

・ ボランタリー団体成長支援事業の応募状況説明 

・ 来年度の成長支援事業に係る予算について説明 

・ 審査委員と利害関係のある団体からの提案なし 

 

（事務局からプレゼン審査対象団体の提案概要（資料１）について説明） 

（為崎審査委員兼幹事長から幹事会での事前調査結果について報告） 

 

（審査委員による審議） 

ボランタリー団体成長支援事業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） 

ボランタリー団体成長支援事業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。 

 

【かながわコミュニティ・マネジメント基盤強化事業】 

特定非営利活動法人ＣＲファクトリー（以下「ＣＲファクトリー」という。） 
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によるプレゼンテーション実施。 

  

【質 疑】 

（為崎委員） 

提案された内容を見ると、２種類の「コミュニティ」が混在している。手法としての組織

の中でのコミュニティづくりは、事業の目的である地域社会の中でのコミュニティづくりに

どのようにつながっていくのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 地域社会のコミュニティ支援が出発地点ではあるが、事業型ＮＰＯなど組織の基盤強化も

両立したい。コミュニティの基盤強化によって多様な人材、組織の中核となる担い手が獲得

される、そういう土壌をつくっていくことが大切だと考えている。 

 

（為崎委員） 

組織支援によって、その組織に地域の人材を受け入れる土壌ができ、それによって地域社

会からの参加が進むと考えてよいか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 はい。多くの人の参加ということもそうだが、質の面でもやりがいや課題解決につながる

強いコミットメントとなることも重要であると考えている。 

 

（為崎委員） 

コミュニティキャピタル診断は誰を対象に、何をはかっていくのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

組織のコアスタッフのみならず、お客と担い手の狭間にいる常連さんも、理念共感・自己

有用感・居心地の良さという３つの指標で対象とすることが可能である。活動に関わる時間

の長さによる指標の変化を、団体にデータとしてお返しすることができる。 

 

（為崎委員） 

組織内部だけでなく、サービスの受け手にも調査をするのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 理念共感などは利用者にとっても数値化する意味があるものだが、自己有用感の数値は低

めに出てしまう。 

 

（為崎委員） 

講座や eラーニングは、団体の代表だけでなく、複数のメンバーからの参加を見込んでい
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るか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 ひとりよりも複数人での参加を勧めたい。１団体あたり２～３人だと、講座運営がしやす

い。１団体で１グループをつくって参加ということも可能である。 

 

（為崎委員） 

アクションポート横浜とこまちぷらすの２団体と共同運営することにした経緯をお聞き

したい。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 以前も協働事業を行った実績がある。こまちぷらすは、コミュニティカフェから担い手を

育てるというコーディネートノウハウがある。アクションポート横浜は、民間の中間支援組

織として、10年以上培ってきた実績がある。新しさと実績に期待をしている。 

 

（柴田委員） 

神奈川で 20団体をどのように選考するのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 まずは、広く県内に広報する。アクションポート横浜とこまちぷらすのネットワークから

申込みもあると思う。コミュニティカフェやこども食堂など、当事者を取り巻く多様な参加

者と一緒にコミュニティをつくっていこうという団体のほうがビジョンにかなっているの

で、エントリーシートを見ながら選考したい。 

 

（柴田委員） 

20団体に至らない、あるいは、20団体を超える可能性もあるのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 4番の事業の伴走支援は 20団体。講座については、希望があればそれ以上の団体も可能。 

 

（柴田委員） 

 20 団体を伴走支援というのはとても大変だと思うが、どのようなコーディネーターの方

が参加し、どのようにやっていくのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 横浜コニュニティカフェネットワーク、アクションポート横浜などに協力してもらう。１

コーディネーターあたり２団体程度。ワークショップの手法を研修するが、それを押し付け

ずにコンテンツ開発の相談に乗りながらやっていく。 
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（柴田委員） 

 団体に関わる人全員に対して伴走支援をするのか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 団体にもよるが、理事会から基盤強化したい場合もあれば、30 人のボランティアを集め

てやるということもあるかもしれない。団体の状況に応じてやっていきたい。 

 

（柴田委員） 

 全国で事業展開をされているが、神奈川でこの事業を一年間やることで見込まれる成果は

どんなものか。 

 

（ＣＲファクトリー） 

 神奈川県は中間支援人材が非常に豊富だと思う。経験豊富な中間支援人材と組んでやるこ

とが大切だと思っている。オンライン講座の講師、コーディネーターは県内の人材になるべ

くお願いしようと考えている。ネットワークの立ち上げは進めていきながらやっていきたい。 

 

【県内中間支援組織との協働によるプロボノ・プラットフォーム展開事業】 

特定非営利活動法人サービスグラント（以下「サービスグラント」という。） 

 によるプレゼンテーション実施。 

 

【質 疑】 

（小松委員） 

 今年度に引き続き２年目の応募の狙いは何か。 

 

（サービスグラント） 

昨年の審査会では、プロボノの仕組みを神奈川県にどう定着させるかという宿題をいただ

いた。それを意識し、県内中間支援組織に向けた講座を行ってきた。これを将来的に地域に

定着させていくことが来年度の狙い。外見上の事業内容は同じだが、運営の主体が中間支援

組織へと移行するということが来年度の新しい取組みである。今年度一年間は座学的に学ん

でいただき、実際のプロジェクトの進行を横で見ていただいた。来年度に向けて地ならしを

しているという感じ。 

 

（小松委員） 

 定着の目処がついたと思っていいのか。 

 

（サービスグラント） 

 そのつもりである。もし来年度もこの事業を我々が提案したら、それはむしろこの事業が
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失敗したと考えてもらってよい。来年度は提案しないつもりである。 

 

（小松委員） 

年度途中ではあるが、７つの中間支援組織、12 のボランタリー団体に対して実施してい

る中で、事例があれば成果を簡潔に教えて欲しい。 

 

（サービスグラント） 

中間支援団体では、横須賀市民活動センターと協働した。一緒に、横須賀の団体を支援す

るプロボノプロジェクトを実施。プロボノワーカーからの相談に乗っていただいたり、横須

賀での会議の場所の提供などを教えていただきながら、実施した。 

プロジェクトについては、すでに終了したプロジェクトがある。びーのびーのは、もとも

と力のある団体であるが、企業向け営業についてスキルアップできた。ワーカーも団体も満

足できる温かいプロジェクトになった。 

 

（小松委員） 

中間支援組織にどんどん現場に入ってもらうというところに優位性がある。県内施設への

ノウハウの移転をどのように進め、神奈川にプロボノ文化を定着させるか。その出口の部分

のイメージは。 

 

（サービスグラント） 

プロボノワーカーの募集や説明会等は、来年度もサービスグラントでやろうと思っている。

支援先団体の募集等は地元の中間支援組織と分担する。また、いずれは財政的裏付けが必要

となる。県内企業に対して営業活動や、スポンサー契約等に向けてチャレンジしていく。 

 

（田中委員） 

中間支援組織との関係作りについて。成果はわかったが、逆に課題や困難性はあるか。 

 

（サービスグラント） 

それぞれの中間支援組織によって忙しさやスタンスが違う。前向きで、自分たちから積極

的に動くような組織と付き合っていかないと難しい。事前にしっかりそこを判断できるよう

打合せ等をしっかりする必要があると思っている。人材が流動的なところも組織にはある。

そこの部分も確認が必要。 

 

（田中委員） 

中間支援組織は、今付き合いがあるところだけでなく、対象団体を拡充してそれ以外の組

織とも組んでいくということか。 
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（サービスグラント） 

今年度関係を構築した団体がまずは優先だが、それに限らない。新しい団体も視野に入れ

たい。既存のところがメインで、あと１、２団体、新規の団体で候補がある。 

 

（田中委員） 

プロボノ講座は踏襲していくということだが、講座内容については特に修正は不要と認識

されているということか。 

 

（サービスグラント） 

細かなブラッシュアップはするが、大きな変更の必要はないと考えている。かなりコンパ

クトに必要な内容を伝えられていると思っている。 

 

（田中委員） 

 ノウハウの県内移転は、プロボノアカデミーと実際に支援の現場に立ち会ってもらうとい

う二つで担っていくということでよいか。 

 

（サービスグラント） 

プロボノを知るというのが座学の部分で、一年目の団体が対象。伴走支援は団体の掘り起

こしや審査、プロジェクトの立ち上げなど一緒にやっていく。 

 

（田中委員） 

支援対象の団体は、団体の代表だけでなく他のスタッフも参加できる仕組みか。 

 

（サービスグラント） 

あまり人数が多いとプロジェクトが混乱してしまうため、団体における窓口担当者は決め

てもらっている。ただ、団体の中には幅広いステークホルダーがいるので、ヒアリング調査

はステークホルダーなども含め幅広い層に対して実施してもらうようにしている。 

 

（委員による審議） 

・ボランタリー団体成長支援事業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、対象事業を選考した。 

・担当委員の間で、結果発表の際の各提案団体に対するコメント案を作成し、全員で確認し

た。 

 

（結果発表） 

（長坂会長） 

特定非営利活動法人サービスグラント「県内中間支援組織との協働によるプロボノ・プラ

ットフォーム展開事業」を平成 31 年度ボランタリー団体成長支援事業としてふさわしい事
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業として選考した。 

それぞれの団体について、担当委員より、審査会における評価の詳細を発表いただく。 

 

【かながわコミュニティ・マネジメント基盤強化事業】 

団体名：特定非営利活動法人ＣＲファクトリー 

 

（為崎委員） 

組織基盤強化のためのマネジメント力向上を通じて、市民の社会参加を促進し、地域コミ

ュニティ活性化につなげていこうとする手法は注目に値すべきものでした。また、県内の中

間支援組織と既に構築されているネットワークを基盤とした事業展開により、「かながわコ

ミュニティ・マネジメント・プラットフォーム」を立ち上げる計画も、大いに評価されまし

た。 

 一方、プレゼンテーションの中でご提案のあった「専門性の高さ」が活かされた結果とし

て、従来型のコミュニティカフェと、いかなる点で異なった‘モデル性ある居場所’が生み

出されるのか、具体的なイメージが今ひとつ描きづらい部分がありました。また、支援人材

をどう育成し、質の高い安定的な支援の仕組みを創り出すか、さらには成果測定のコミュニ

ティ・キャピタル診断でも、その結果をどう効果的にフィードバックするかについて、もう

一歩工夫する余地があるように感じられました。 

 こうしたことなどから、今回は誠に残念ですが、選考を見送らせていただきました。しか

しながら、貴団体が目指す『強くあたたかい組織・コミュニティを増やす』ことは、とても

重要なテーマであると受け止めており、審査会においても、今回の提案事業を高く評価する

意見が多くありました。より一層事業に磨きをかけ、伴走支援を受けた団体の成長した姿の

イメージが描けるよう、また自立的・継続的に運営が図られる支援の仕組みが見えるよう、

発展させていって頂けることを大いに期待しております。 

 

【県内中間支援組織との協働によるプロボノ・プラットフォーム展開事業】 

団体名：特定非営利活動法人サービスグラント 

 

 （小松委員） 

 昨年の結果発表の席で、「１年という短い期間ではありますが、素晴らしい成果を期待し

ております」とコメントいたしました。今回のプレゼンではその成果を確実に上げているこ

とが分かり、審査会で評価されました。 

２年目となりますが、中間支援組織との連携を強固なものとし、プロボノワーカーの募集

や研修、県内他団体との連携などを通じて神奈川にプロボノ文化を定着させていただきたい

と考えております。 

「びーのびーの」の成果をお聞きしましたが、「ヒト」「モノ」「カネ」が絶対的に不足し

ているといわれるボランタリー団体にとって、プロボノワーカーの持つ知識、経験は団体発

展のためには欠かせない武器になると思います。また、両者を結ぶ中間支援組織にとっても、
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ネットワークの強化、市民参加型社会の実現に貢献することでモチベーションのアップにつ

ながると思います。 

「来年提案したら、この事業は失敗」という力強い宣言がありました。悔いのないよう事

業を展開し、神奈川をプロボノ先進県にしていただけるよう、大いに期待しています。 

 

（総評） 

（長坂会長） 

ボランタリー団体の一層の成長のためにこの成長支援事業はその必要性の高さに確信を

もって数年前に導入しました。ボランタリー団体はどういう手法を行ったら伸びるのかとい

うことは、多様な団体があるわけなので、手法も多様にあるはずです。そこで、できれば多

様なやり方を選んでやってみよう、そんなイメージがありました。多様な手法をやっていく

ことで、新しい成長支援事業の姿が見えるのではないか、と感じてきました。しかし今回は、

プロボノ文化が神奈川の中に定着するように、ということで、再びサービスグラントが選ば

れました。プロボノ以外にも、今回提案していただいた CR ファクトリーも、ひとつの新し

い手法で、居場所・コミュニティづくりを鍵としてそこから社会参加を促し、成長支援事業

を展開するという、新しい考えとしてとても素晴らしいと思います。残念ながら、２件採択

する予算がないので、１件しか採択できませんでした。サービスグラントに対する期待は、

もう一年しっかりとプロボノ文化の定着へ取り組んでほしいという我々自身の決意を示す

ものでもあります。CR ファクトリーから新しい手法を感じ取れたこともとても収穫があり

ました。先ほどのコメントをもう一度よく咀嚼されて、今後も活動を展開されていくことを

期待しております。今回は、我々にとってもとても勉強になりましたし、希望を感じられま

した。どうもありがとうございました。 

 

（審議事項２ 平成 30年度ボランタリー活動奨励賞受賞者の選考） 

（基金事業課長から以下について説明） 

・（資料２）  ボランタリー活動奨励賞の推薦状況 

・（資料３）  奨励賞評価集計一覧 

・（資料４）  奨励賞幹事評価結果 

・（資料４-２）奨励賞現地調査報告書 

・審査委員と利害関係のある団体からの提案なし。 

 

（事務局から以下について説明） 

幹事による採点結果、幹事会で出た主な意見、資料の見方などについて、資料２、３、４、

４-２により説明。 

 

（審査委員による審議） 

・為崎審査委員兼幹事長から幹事会の事前調査結果について報告 

・審議の結果、表彰対象として、逗子ゼロ・ウエイストの会、NPO 法人ビーイング久里浜、
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女性防災クラブ平塚パワーズ、ハイキング・クリーン、特定非営利活動法人地域福祉を考え

る会の５者を選考した。 

 

（その他 平成 31年度協働事業負担金における審査会意見及び現時点調整状況（一部）に

ついて報告） 

（事務局から以下について説明） 

平成 31年度協働事業負担金における審査会意見及び調整状況（資料５）について説明。 

 

（その他 基金 21事業の今後のあり方について） 

（事務局から以下について説明） 

 基金 21事業の今後のあり方（案）（資料６）について説明し、意見交換を行った。 

 

（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（２月５日） 

 


