
 

 

平成 30年３月９日 

 

神奈川県知事 黒岩 祐治 殿 

 

 

 

 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会   

    会 長  長 坂 寿 久   

 

 

 

平成 30年度実施分ボランタリー活動補助金の対象事業の決定について（答申） 

 

 

 平成 29 年 10 月 24 日付け県サ第 18 号を以って諮問のあった標記について、別紙のとお

り答申します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

 神奈川県ボランタリー活動推進基金審査会事務局 菅原 

 電話 045-312-1121（内線 2832） 

 

 

 

 

 

 



1 

 

別紙 

 

平成 30年度実施分ボランタリー活動補助金の対象事業の決定について 
 
 

１ 選考結果 

（継続事業） 

番号 申 請 者 名 事  業  名 補助金額 (千円) 

１ 
特定非営利活動法人 
パノラマ 

高校図書館内居場所カフェ事業 １，０００ 

２ 
特定非営利活動法人 
森ノオト 

「地域を広報する」研修・ネット
ワーク事業 

２，０００ 

３ じもたん kids 
子どもがつくる地域メディア「じ
もたん kids」 

５４３ 

４ 
特定非営利活動法人 
かながわ女性会議 

女性と防災のオリジナル寸劇とワ
ークショップの普及 

３００ 

 
 
 
（新規事業） 

番号 申 請 者 名 事  業  名 補助金額(千円) 

５ 
ＮＰＯ法人 
アフリカヘリテイジコミティ
ー 

ノヴィーニェ 「こども食堂＆こ
ども寺子屋」 

６００ 

６ 
特定非営利活動法人 
在日外国人教育生活相談セン
ター・信愛塾 

「居場所」と相談活動拠点開設を
めざす他地域 NPOの設立サポート 

８００ 

６ 
特定非営利活動法人 
びーのびーの 

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」 

１，０００ 

７ ピアサポートよこはま 
がん体験者によるがん患者のため
のピアサポート活動の普及 

４００ 

８ 
ＮＰＯ法人 
エーエルサインラボ 

子供も学べるアレルギーワークシ
ョップ 

６５０ 
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２ 意見 

（１）継続事業 

特定非営利活動法人パノラマ 

高度な専門性に裏打ちされた活動であり、29 年度は、一昨年の経験を踏まえ、充実し

たボランティア養成により、多様な大人が高校生の育ちに関わる場を質的にも量的にも

広げてきた過程がうかがえます。 

現在と将来に心配や不安を抱える高校生が、安心して身をおける場が、身近な空間で

定期的に確保されていることの意義は大変大きく、また、関わる市民にとっても貴重な

学びとなっていると確信しています。 

 こうした事業の固有性、優位性は、パノラマ独自のノウハウとそれを支えるメンバー

の皆さんの専門性に依拠していると考えますが、同時に、事業効果を関係者が考案した

測定指標によって客観化し、より広く共有できる活動として発信しようという方向性も、

貴重な挑戦として受け止めました。 

 他方、昨年の審査の際、貴団体によって「図書館での実施」(＝コミュニティ的空間と

しての特殊性)という点が強調され、審査会としてもその独自性に感銘した経緯がありま

す。むろん学校によっては、図書館使用が構造上困難であることも重々理解してはおり

ますが、当初の構想「図書館内居場所カフェ」もより一層、重視・探究いただきたいと

いうのが審査委員の一致した思いであります。 

 なお、貴団体においては、各種の助成金の獲得実績があることを踏まえ、本基金の 30

年度補助金額は、当初計画いただいたように、自走可能な方向に向け、100 万円としま

す。 

 

特定非営利活動法人森ノオト 

「地域を広報する」研修・ネットワーク事業は、参加者にとって大変有意義な事業だ

と思います。 

初年度の事業１については、今年度中に講座の参加者の行動の変化等を分析し、その

成果を確認する予定ということですので、その結果を楽しみにしております。 

また、事業１をパッケージ化して、他の自治体でも展開されるようですので、補助金

終了後の自立の目処が立ったように見受けられました。それぞれの市民活動団体の活動

を SDGs の 17 目標に落とし込むという取組みは、市民活動団体が自分たちの活動を客観

視する上で、とてもよい試みだと思います。 

来年度の計画が当初の内容と変わっていますが、プレゼンテーションを通じてその意

図されているところも十分理解できました。森ノオト自体がローカルメディアになろう

とする姿勢が見られ、とても好感が持てます。これからも貴団体を応援していきたいと

思います。 

 

じもたんｋｉｄｓ 

じもたん kids の活動により、「子どもが起点」となり、地域の人達をつないでいき、

小さなつながりを大事に積み重ねられてきた努力が、地域課題の解決につながるという

好循環を生んでいることは、大変大きな成果であると思います。 
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 地域とのつながり、異世代間交流が希薄になっているという課題認識から、「子ども

のために」という想いは年齢を問わず共通の想いであるというところに焦点をあてられ、

ここを出発点として基軸に置き、地域の声を聴き、地道に努力をされてきたことも、よ

く理解できました。 

 また、さらなる自立の道へのチャレンジとして、協賛広告展開や作文教室の開催など、

新たな収入源の確保から、長く続く運営を目指されている姿勢も大変すばらしいことだ

と思います。 

 特に、作文教室では、絵を描く子や、文字を書く子、作文を書く子など、参加する子

どもたち一人ひとりが活躍できるように、寄り添う姿勢は本当にすばらしいと思います。 

 さらに、今後の新聞の方向性に関し、これまでやってきた子どもたち目線の活動を大

事にしながら、「共感」からつながる、地域の人がもっと読みたくなるような新聞を作

って行きたいという意欲も大事であると思います。 

 全ての事業に関し、子どもたち目線で、柔軟に、子どもたち一人ひとりの可能性を大

事にしようとしている姿勢には、本当に敬意を表します。 

 今後、他の団体のモデルとなるべく、子どもたちを真ん中に、地域の声を聴き、小さ

なつながりを積み重ね、今までのローカルメディアを超えた新たな仕組みやつながり作

りができる団体に成長されていくことを大いに期待しています。 

 

特定非営利活動法人かながわ女性会議 

「防災」については市町村や町内会など、様々な議論や訓練がなされている現状があ

りますが、この事業が「防災」には女性の視点が不可欠という考えを前面に出している

意義はとても大きいと思います。 

県内の各地に広くネットワークをもつ女性会議の皆さんが、防災寸劇で防災意識を広

げるために行動していることの意義はとても大きく、２年目においても対象を広げて防

災寸劇を継続し、防災意識の向上につなげていただくようにお願いしたいと思います。 

報告の中で、２年目はプロに防災寸劇の指導を受ける予定とありました。素人の皆さ

んがプロから演出の仕方を学び、演じるという点については、皆さんでやっていただけ

ると良いと思います。メンバーの皆さんが演じることから気づくことは多く、是非、学

びから新しいものを得てほしいと願います。 

演じることに慣れていない方もいらっしゃるということでしたが、「女性と防災」と

いう意識をもって伝えることは可能と考えます。シナリオも完成し、２年目は防災寸劇

を継続し、県内での普及活動等計画が立てられていますので、幅広い対象の方々の参加

を期待し、更に防災意識の向上につなげていただければと願っております。 

 

（２）新規事業 

ＮＰＯ法人アフリカヘリテイジコミティー 

多文化共生を進める際に、重要な要素となる、食べる、交流する、学ぶを組み合わせ

たものは少なく、とても意義の大きい取組みで、実現可能性は大きいと思いました。 

 代表がこれまでの数年間、実践してきた中で感じた課題である、日本の子どもたちの

孤食が多いこと、外国人が日本に慣れないこと等について、先ずは実践ありとして行っ
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てきたことが、今後、着実に実を結ぶ取組みになるだろうと思いました。 

 そのため、現在月２回、食事会・交流会を続けているのを、今後、それを発展させた

形で毎週１回にしていきたいという計画もあり、課題として挙げている内容についても、

1つずつ着実に実行できるよう努力していただきたいと思います。 

 既に実績はありますが、事業を拡大するためには人の存在が重要です。ボランティア

となる学生に協力してもらえるよう、取組みを進められているようですが、継続できる

協力者が欠かせない事業だと言えます。是非、確実な協力者たちを確保してほしいと思

いました。 

 審査会からの質問に対して、広報に係る費用は必要だと答えておりましたが、食材等

消耗品費についても費用の多額さが気になっています。先の長くなる事業になると思わ

れますので、広報の仕方についても、食材にかかる費用についても、工夫が必要ではな

いかと思います。 

単年度でしっかり実績と見通しを立てていただくよう、お願いいたします。 

取り組まれている事業の発展を願っています。 

 

特定非営利活動法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾 

信愛塾がこれまで果たしてきた役割と成果を、他地域にも広げるという社会的ニーズ

が高いことは言うまでもありません。しかし、これまでの信愛塾の実績から、どの地域

にどのようなニーズが存在するかについては、かなり把握されているとプレゼンテーシ

ョンからも認識いたしました。 

 したがって、敢えてプロモート事業やアンケートを実施する必要性はないと判断いた

します。平成 30 年度につきましては、今の時点で、「居場所と相談活動拠点」を開設で

きる可能性が高いと考えられる地域を１か所に絞っていただき、拠点機能を確実に担え

る組織を確立する支援を着実に展開し、さらに、コーディネーター養成にも努めていた

だきたいと考えます。 

 1 年間で、こうした取組みにより確実な実績を挙げ、県内各地に拠点となりうる自立

した NPO 法人を設立するための支援の在り方について明確な方向性を打ち出すなど、次

年度以降につながる発展的な活動を期待します。 

 

特定非営利活動法人びーのびーの 

少子化、ダブルケア、家庭のあり方等が大きく変わってきた今日、子育て支援等に実

績と信頼のある貴団体が、このテーマを取り上げ、主催することの意義は大きいと思い

ます。 

「家庭へのインターン」という視点は、ビジネスなどでも見られているようですが、そ

れを企業へフィードバッグし、企業の意識を変えるという取組みを、どのように作って

いくのか、非常に興味深く感じているところです。 

 既に大手企業の多くは、これらの件について取り組んでいるところも多いと聞きます

が、大きな課題として感じていても、どのように行動に移したらよいか悩んでいるのが、

地域の中小企業なのかもしれません。是非、地域の中小企業でも、具体的行動の一歩が

踏み出せることに繋がれば良いと考えます。 
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 そのため、アドバイザーには、是非、企業に精通している方を入れてほしいと思いま

す。 

貴団体の地域での活動実績は大きく、信頼も得ていることは十分に承知しておりますが、

企業となると別分野です。どのように企業と繋がれば良いか等も悩みどころと感じまし

た。不足する点を強化するためにも、是非、アドバイザーに就く人を意識していただく

必要があると思いました。そうすることで、企業への協力謝金等の必要性の有無が明確

にもなると思います。 

 従いまして、企業や家族への謝金等につきましては、補助の対象外とさせていただき

ます。 

この事業は非常に意義のあるものですので、他の団体の先駆けとなってもらえるよう

期待しています。  

 

ピアサポートよこはま 

2016年のがん基本対策法を受け、がんを抱えて暮らし、働く人の支援がようやくスタ

ートしました。しかし、患者さんたちを受け入れる社会の側(企業、地域)の体制は、極

めて未整備な状態です。そうした中、7年以上、当事者の視点で相談活動やサロン活動

を展開してきた貴団体の活動に対する社会の期待は大きいと思います。 

中核事業である相談事業を、出張を含めて拡充し、またピアサポートに関わる養成事

業に取り組まれると同時に、企業に対するアプローチ等、社会の側の要請に応える事業

に新たに着手なさろうとする、その方向性は、極めて社会的意義の大きい挑戦と受け止

めています。 

大きな不安を抱えるがん患者さんへの相談事業は、そもそも有料化が難しい事業であ

り、これを軸としながらも、持続可能な事業体制を構築していくことは容易ではないと

拝察します。今回の応募では、この点を克服すべく、啓発ツールの作成、企業への働き

かけ(講演、相談、就労ケア)、そして寄付の仕組みを組み合わせて提案なさっており、

新しい事業モデルになり得ると考えています。 

しかしながら、事業として成立させるためには、未だ具体性に欠ける面もあり、次の

二点について一層の検討が必要と思います。 

第一に、企業への働きかけについては、すでに健保組合等との関係があるとのことで

すので、そうした既存の関係を充実させるとともに、当事者視点とは異なる企業側の視

点(人事、労務管理)を有する人材に協力を仰ぐのが妥当と考えます。企業側の発想を把

握することで、当事者視点のみでは想定しにくい課題等を整理することにつながるから

です。 

第二に、寄付の呼びかけ、寄付者にとってのインセンティブ、社会にとっての意義、

使途の明確化等、その仕組みを具体的に描くことで、収入見込みも変わってくると思い

ます。 

なお、ご存じかと思いますが、本基金 21には、「ボランタリー団体成長支援事業」が

あり、県内の市民活動、市民事業の自立的・安定的運営に向けたアドバイス・支援を行

っています。それらも活用しながら、新しい挑戦の具現化に取り組まれるよう祈念いた

します。 
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ＮＰＯ法人エーエルサインラボ 

子どもの食物アレルギー対応事業は、とても意義のあることだと思います。 

プレゼンテーションを拝見して、ＮＰＯ法人の３つの事業を一般社団法人１事業、ＮＰ

Ｏ法人２事業に再編成した意図はよく理解できました。 

マンパワーが限定されるＮＰＯ法人が、子ども・患者を対象とした事業に専念すること

は理にかなっています。 

ただし、ＮＰＯ法人の２事業のうちの１つの事業である調査研究事業については、基

金２１の補助金事業にふさわしいものか、当初は疑問に思いました。 

しかし、プレゼンテーションを通じて、子どもの意見を食物アレルギーの専門医に届

けると同時に、専門医の意見を食物アレルギー対応事業に取り入れることが重要なこと

がよく分かりました。食物アレルギーの専門医が法人の会員になったことはよかったと

思います。 

また、子どもが、自分の食物アレルギーを理解し、それに対応する術を身につける取

組みは評価できます。１年目は地域で、２年目は県内で、３年目は県外へという目標に

向けて頑張ってほしいと思います。 

 

 

 

 


